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加盟店名 所在地 ジャンル

鮨処うえ乃 横浜市港北区 岸根町４０８－１１０ 飲食店 JS-0001-7859

和 横浜市港北区 菊名１－１－１０　菅沼ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5601

ドワリカズ 横浜市港北区 菊名１－７－１１ 飲食店 JS-0005-0934

KANATA CAFE 横浜市港北区 菊名１－７－１３　トヨアキビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6103

炭火焼鳥喜 横浜市港北区 菊名４－２－７　日比野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0656

隠れやご縁 横浜市港北区 菊名４－２－８　みずほ銀行ビルＢ１F 飲食店 ZN-0001-1305

さがみや 横浜市港北区 菊名５－１－８ 飲食店 JS-0001-8218

○座菊名店 横浜市港北区 菊名６－１－５　　 飲食店 ZN-0001-0099

CaroZampata 横浜市港北区 菊名７－７－２０　関野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5515

リンドバーグ 横浜市港北区 錦が丘１６－１４　山本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2121

酒とみそ てまえみそ 横浜市港北区 綱島西１－１０－２３　池田ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-5916

わいち綱島店 横浜市港北区 綱島西１－２－１２　パークロード柿坂Ａ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1769

一乃蔵 横浜市港北区 綱島西１－４－２３　ソリスト綱島１０３　 飲食店 ZN-2000-7113

うっとり綱島店 横浜市港北区 綱島西１－６－８　泉興産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0337

ごう綱島店 横浜市港北区 綱島西１－８－１７　河田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0124

MARU － GO 横浜市港北区 綱島西１－９－７　　 飲食店 ZN-0000-9953

牛繁 綱島店 横浜市港北区 綱島西２－１－１１　綱島オークラビル３　 飲食店 ZN-0001-0836

FAT MAM 横浜市港北区 綱島西２－１３－１３ 飲食店 JS-0000-7966

Raisin 横浜市港北区 綱島西２－４－１０　レジデンス水明１Ｃ 飲食店 SL-2000-7565

華星 横浜市港北区 綱島西２－６－２６ 飲食店 JS-0005-1948

アプレシオ綱島店 横浜市港北区 綱島西２－６－２９　大禄天ビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-0802

炭火焼きステーキ＆ハンバーグ雷電 横浜市港北区 綱島西２－７－２８　　 飲食店 PK-0000-3496

北京亭 横浜市港北区 綱島西３－１－１６ 飲食店 JS-0001-2726

有限会社大黒鮨 横浜市港北区 綱島西３－２１－２５　　 飲食店 ZN-0002-2217

横浜綱島ラボ 横浜市港北区 綱島西３－３－３ 飲食店 JS-0003-2859

うなぎ料理しま村高田本店 横浜市港北区 高田東３－４－１１　　 飲食店 ZN-2000-5607

Merengue 岸根公園店 横浜市港北区 篠原町１１２３　　 飲食店 ZN-0000-0776

焼肉鐵 横浜市港北区 篠原町１２６８－５　　 飲食店 ZN-2000-6079

横浜江戸銀 横浜市港北区 篠原町２８６５　　 飲食店 ZN-0001-1264

焼肉横濱慶州苑菊名店 横浜市港北区 篠原北１－１－２　　 飲食店 ZN-0001-0118

焼肉パゴダ 横浜市港北区 小机町１５２１－４ 飲食店 JS-0004-1488

ダイニングチャンバー 横浜市港北区 小机町２５４３ 飲食店 JS-0004-2866

Calmost 横浜市港北区 小机町２５４３ 飲食店 JS-0004-9263

廣香樓 横浜市港北区 新横浜１－１８　TOK １０２　 飲食店 ZN-2000-2032

居酒屋りょう次 横浜市港北区 新横浜２－１４－２１　　 飲食店 ZN-0002-3347

PerPALAZZO 横浜市港北区 新横浜２－１４－２４　ＳＫ－２ビル３Ｆ 飲食店 ZN-0001-1928

和風ダイニング 澄仙 横浜市港北区 新横浜２－１４－２４　SK Ⅱビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0070

久 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　３Ｆ 飲食店 JS-0003-9822

ファンキー 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　３Ｆ 飲食店 JS-0004-4247

ピアノラウンジレイトリー 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　アポロ新横浜第２ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-6245
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アスリート中華ダイニング YI － CHANG 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　アポロ新横浜第２ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-9156

横浜くるわ 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　アポロ新横浜第２ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-3551

福祥園 横浜市港北区 新横浜２－１５－２０　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2206

新横酒場 横浜市港北区 新横浜２－３－１０　YK- ８ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0279

魚鶏屋 新横浜駅前店 横浜市港北区 新横浜２－３－１０　YK- ８ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0371

PAPAS 新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－３－３　新横浜ウエストビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9680

OP 横浜市港北区 新横浜２－４－４　アソルティ新横浜４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1487

WINEDINING YOSHIHAMA 横浜市港北区 新横浜２－５－１０　楓第二ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9760

02 左衛門新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１３　プランドール新横浜５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0494

焼肉横濱慶州苑新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１６　たあぶる館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9493

モダンチャイナ福祥園 横浜市港北区 新横浜２－５－１７　GEMS 新横浜２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5936

Dippalace 新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１７　GEMS 新横浜Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9318

若竹 新横浜駅前店 横浜市港北区 新横浜２－５－２６　新横浜ＳＳビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7092

もへじ 横浜市港北区 新横浜２－５－４ 飲食店 JS-0001-5732

横浜ハイボール 横浜市港北区 新横浜２－５－４　京浜建物第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5733

オイノス新横浜 横浜市港北区 新横浜２－５－７　GEMS 新横浜７Ｆ 飲食店 JS-0004-3793

コリアンダイニング マンナヨ 横浜市港北区 新横浜２－６－１５　新横浜ビネスビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-7830

芳香園新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－６－１７　　 飲食店 ZN-0001-0414

リリーフ 横浜市港北区 新横浜２－６－１７　アポロビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2542

福善 横浜市港北区 新横浜２－６－１８　食遊館デ・プリマ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1380

日興 横浜市港北区 新横浜２－６－１８　食遊館デ・プリマ４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2230

福楽苑 横浜市港北区 新横浜２－６－８　正新ビル　 飲食店 ZN-0000-9793

雅叙宴 横浜市港北区 新横浜３－１－２－１０２　 飲食店 SL-2000-5785

横浜ハイボールアリーナ 横浜市港北区 新横浜３－１６－１０　京浜建物第３ビル 飲食店 JS-0003-4291

韓味 横浜市港北区 新横浜３－１６－１０　京浜建物第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3003

Rosso 横浜市港北区 新横浜３－４　新横浜プリンスホテル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7006

横浜焼肉あぎゅう 横浜市港北区 新横浜３－７－７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9766

BAKUBAKU 横浜市港北区 新吉田東３－２８－１９　　 飲食店 ZN-2000-3240

レストラン ビマビ 横浜市港北区 新吉田東７－１６－４７ 飲食店 JS-0001-7073

焼肉漢江 横浜市港北区 新吉田東７－９－８　　 飲食店 PK-0000-3060

美景鮨 横浜市港北区 大曽根１－２８－２８ 飲食店 JS-0000-5269

ブルズ・ブラザース 横浜市港北区 大倉山１－１２－２　　 飲食店 ZN-0003-1240

やきとり代官屋敷 横浜市港北区 大倉山１－１５－１７　第２リベルテ大倉山　 飲食店 ZN-2000-6611

あまね 横浜市港北区 大倉山１－１８－２７ 飲食店 JS-0003-4409

ごう大倉山 横浜市港北区 大倉山１－１８－６　大倉山ビルＡ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0298

西洋膳処大倉山ふなば亭 横浜市港北区 大倉山１－４－２　ドリームス大倉山２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7024

バー ピース 横浜市港北区 大倉山２－１２－２０　コーラルハイム大倉山 飲食店 JS-0004-2610

Muddy’s 横浜市港北区 大倉山３－１－３　ポルテーゼビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9444

HIMALAYA 横浜市港北区 大倉山３－２９－８　　 飲食店 ZN-0003-1434

空海 横浜市港北区 大倉山一－１２－１　エスアイビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0052

インドネパール料理トルシー 横浜市港北区 大豆戸町２１０－２２　　 飲食店 ZN-0001-5425

炭火焼肉ひさ火 横浜市港北区 大豆戸町４　　 飲食店 ZN-0001-1810

すし屋の芳藤 横浜市港北区 樽町１－１２－２３　　 飲食店 ZN-0001-0320

RestaurantBOOO 横浜市港北区 仲手原２－１－２３　フラワーハイツ吉村１０２　 飲食店 ZN-0001-2499
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花灯 横浜市港北区 仲手原２－４５－１５ 飲食店 JS-0004-2921

ド・マーレ湘南日吉店 横浜市港北区 日吉２－２－４　第４７東京ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9836

鮨折鶴 横浜市港北区 日吉２－５－１５　アベマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2762

小青蓮 横浜市港北区 日吉２－６－３　　 飲食店 ZN-2000-7377

海彦山彦日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－２０－１６　　 飲食店 ZN-0001-0955

BARVALHALLA 横浜市港北区 日吉本町１－２－１７　三田ビル　 飲食店 ZN-2000-0950

レストランマ．カシェット 横浜市港北区 日吉本町１－２４－１ 飲食店 JS-0004-9005

蓮華庵とら吉 横浜市港北区 日吉本町１－２４－１６　成瀬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7553

牛繁 日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－２－５　日吉永楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0772

洋食プクプク亭 横浜市港北区 日吉本町１－３－１７　日光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2218

いろり屋金魚 横浜市港北区 日吉本町１－４－２５　　 飲食店 PK-0000-0061

あぶりや日吉○ 横浜市港北区 日吉本町１－４－２５　　 飲食店 ZN-0001-0266

とりのすけ浜銀通り店 横浜市港北区 日吉本町１－５－２４　ノーム日吉Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0675

和 IN 場 MARU 横浜市港北区 日吉本町１－５－３９　丸京ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0823

みのきち 横浜市港北区 日吉本町１－５－４１　坂口屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1499

あんず 横浜市港北区 日吉本町２－１３－１４ 飲食店 JS-0002-9465

ゆず 横浜市港北区 日吉本町３－３３－１０－４ 飲食店 JS-0001-7827

チーズ 横浜市港北区 日吉本町３－３３－２　ローズコート１Ｆ 飲食店 JS-0002-2864

ゆり根 横浜市港北区 日吉本町４－１５－９ 飲食店 JS-0002-9302

リンデンバウム 横浜市港北区 下田町４－７－１５　　 ショッピング ZN-0001-1535

Grupetto 横浜市港北区 岸根町４１３－１　モチヤレジデンス１　１Ｆ ショッピング JS-0001-5886

ENGEI ICHIKAWA 横浜市港北区 岸根町５５０ ショッピング JS-0002-0220

FUN STORE 横浜市港北区 菊名１－７－１３　トヨアキビル１Ｆ ショッピング JS-0004-8862

小川薬局 横浜市港北区 菊名４－２－８　　 ショッピング PK-0000-3928

ブランカスタ 綱島店 横浜市港北区 綱島西１－１０－２０　鳥羽ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0370

マルチメディアステーションゼロワン 横浜市港北区 綱島西１－１１－５　マルエスビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2795

有限会社 アクセント 横浜市港北区 綱島西１－６－１９　コアビル２Ｆ ショッピング AL-0000-0242

綱島コンタクトレンズセンター 横浜市港北区 綱島西２－１－７ ショッピング JS-0001-3670

ホームセンターメイド 横浜市港北区 綱島西４－８－２９　　 ショッピング ZN-0002-4740

ヤマモトサイクル五丁目店 横浜市港北区 綱島西５－４－１６ ショッピング JS-0003-9194

回徳堂薬局 横浜市港北区 綱島東２－１－５ ショッピング JS-0000-1921

ポンパドウル 綱島店 横浜市港北区 綱島東４－３－１７　アピタテラス横浜綱島１Ｆ ショッピング SL-2000-7950

OACS 神奈川 23 横浜市港北区 綱島東５－４－４３－４０７　 ショッピング PK-0000-0178

ミドリ薬品 横浜市港北区 高田西１－５－１２　１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3429

MAC TOOL MIZUNO 横浜市港北区 篠原東３－１１－２ ショッピング JS-0002-1859

メイクオーバー 横浜市港北区 小机町６３－１ ショッピング JS-0001-6111

AutoGarageMICK 横浜市港北区 新羽町１８８２ ショッピング JS-0001-9031

株式会社オレンジカラー 横浜市港北区 新羽町６６９　 ショッピング SL-2000-5378

オルタ薬局あんず新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－８－４　オルタ館１Ｆ ショッピング JS-0005-2589

ふりそでシミズ新横浜店 横浜市港北区 新横浜３－１６－１　KC ビル９Ｆ ショッピング JS-0004-9916

UNIVERSALCUSTOMCHOPP 横浜市港北区 新吉田町４４８１－２　　 ショッピング ZN-2000-3243

メガネのサカン 横浜市港北区 大倉山１－１２－１　エス・アイビル　 ショッピング ZN-0002-5073

セリーズ大倉山店 横浜市港北区 大倉山１－１６－１３ ショッピング JS-0003-9008

ティオス 横浜市港北区 大倉山１－１７－１３ ショッピング JS-0005-5397
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ギャラリーモリス 横浜市港北区 大倉山２－１－１３ ショッピング JS-0000-2834

アイベリー 横浜市港北区 大倉山３－１－３　ポルテーゼビル２Ｆ ショッピング JS-0003-4600

プーラヴィータ 横浜市港北区 大倉山３－２－１７　ソレイユ大倉山１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2212

新津クリーニング店 横浜市港北区 大倉山５－１２－２３　　 ショッピング PK-0000-3586

ほたるみねらる 横浜市港北区 仲手原２－２－１８－１０１ ショッピング JS-0005-2443

田辺薬局妙蓮寺駅店 横浜市港北区 仲手原２－２１－９　サンパレスオサダ１０３ ショッピング JS-0006-0181

フィッシングアリーズ 横浜市港北区 鳥山町５２９－１２　加瀬ビル９９－１ ショッピング JS-0003-9344

きらり薬局横浜日吉店 横浜市港北区 日吉５－６－２０　ニックア－バンハイム日吉１０１　 ショッピング PK-0000-2465

Hana ＊ Hana 横浜市港北区 日吉本町１－１－１ ショッピング JS-0003-7403

ア・キャトル 横浜市港北区 日吉本町１－１６－１４　　 ショッピング ZN-2000-6515

リヴォリィ 横浜市港北区 日吉本町１－１７－２７　TWINS １Ｆ ショッピング JS-0003-9311

slow slow slow 横浜市港北区 日吉本町１－１８－２５ ショッピング JS-0000-4528

金子眼鏡店 横浜市港北区 日吉本町１－１８－２９ ショッピング JS-0001-8082

フェリーチェ日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－２２－７　ドルク１Ｆ ショッピング JS-0003-5936

ラック日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－２２－９　浅間ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5509

日吉イシダ薬局 横浜市港北区 日吉本町１－２４－５ ショッピング JS-0000-8253

日吉グリーン薬局 横浜市港北区 日吉本町１－３－１６ ショッピング JS-0000-8255

グレース 横浜市港北区 日吉本町１－４－３　プレジールビル１Ｆ ショッピング JS-0002-7289

［HC］有限会社でんきのサイトー 横浜市港北区 日吉本町１－５－７　日吉センタービル１Ｆ ショッピング JS-0001-9297

洋品エンドウ 横浜市港北区 日吉本町３－３３－１０ ショッピング JS-0005-8686

クリーンワールド日吉店 横浜市港北区 下田町４－１－１５－２ サービス JS-0005-6723

藤井動物病院 横浜市港北区 菊名１－１４－１１ サービス JS-0005-9938

ループス妙蓮寺店 横浜市港北区 菊名１－３－１　２Ｆ サービス JS-0004-2962

ケイベスト妙蓮寺店 横浜市港北区 菊名１－９－１ サービス JS-0005-6062

HAIR SALON LAPUTA 横浜市港北区 菊名４－２－５　１Ｆ サービス JS-0002-4379

ホワイト急便菊名駅西口店 横浜市港北区 菊名７－２－２ サービス JS-0005-7101

美容室ぐりーんりーふ西口店 横浜市港北区 綱島西１－２－１２　　 サービス ZN-0002-2984

ホームドライ・綱島店 横浜市港北区 綱島西１－６－１７ サービス JS-0000-3337

ヘアーアンドスペースラウマヒナ 横浜市港北区 綱島西１－７－１１　みなみ綱島ビル４Ｆ　 サービス PK-0000-1863

ネイルサロン ecrin 横浜市港北区 綱島西１－８－１　綱島名店会館ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-4922

ホワイト急便綱島中央店 横浜市港北区 綱島西２－１２－２７ サービス JS-0005-7097

VIEW HAIR 横浜市港北区 綱島西２－１３－１　ヤヨイショッピングセンター１Ｆ サービス JS-0001-3660

HairSalonami 横浜市港北区 綱島西２－１７－１８　酒のタケオ第二ビル２Ｆ サービス JS-0003-7610

シェルジュ綱島店 横浜市港北区 綱島西２－２－１８　ウエスト２　２Ｆ　 サービス ZN-0001-2214

フォルム 綱島店 横浜市港北区 綱島西２－２－２２　パークノヴァ綱島１０２　 サービス ZN-0000-9967

スターマーク 横浜市港北区 綱島西２－６－１７　黒川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0073

ホワイト急便綱島本通店 横浜市港北区 綱島西２－６－２３　メイロイヤル綱島１Ｆ サービス JS-0005-7102

HairSalon こまーしゃる 横浜市港北区 綱島西３－２１－１０ サービス JS-0002-5098

UMBERROYCE 横浜市港北区 綱島東１－１－１８　松月鹿島ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-0980

港北マッサージ 横浜市港北区 綱島東１－６－１５　吉原ビル２Ｆ サービス JS-0005-5539

ラウンジ 横浜市港北区 綱島東２－１２－４　多美ハイツ１０１ サービス JS-0002-8070

ホワイト急便綱島工場前店 横浜市港北区 綱島東３－７－８ サービス JS-0005-6981

ジーエルエス 横浜市港北区 綱島東４－１１－２０ サービス JS-0000-0538

有限会社ベアーズファクトリー 横浜市港北区 綱島東６－８－２０ サービス JS-0003-8235
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ヘアメイク＆サポートすずの木 横浜市港北区 高田西１－１６－２０　サンプラザ綱島１Ｆ サービス JS-0000-5403

REGE． 横浜市港北区 高田東２－５－８　スラージュマン１０２ サービス SL-2000-3121

株式会社ウェル動物病院 横浜市港北区 高田東３－１０－６ サービス JS-0003-8234

ペットのお風呂やさんロビン大倉山店 横浜市港北区 師岡町３１９－４　平井ビル サービス JS-0004-7418

新横浜指圧院駅前店 横浜市港北区 篠原町２８６５　新横浜ビル４Ｆ サービス JS-0001-9233

ZUG UM ZUG 横浜市港北区 篠原北１－１－９　菊名ビル１Ｆ サービス JS-0003-4002

ヘア・サロン CLOVER 新羽店 横浜市港北区 新羽町１６３４－１　パティオワンビル２Ｆ サービス JS-0001-7421

株式会社 Bluesy 横浜市港北区 新羽町４０６０ サービス JS-0004-7115

株式会社 Bluesy 横浜市港北区 新羽町４０６０ サービス JS-0004-7165

新横浜名倉堂整骨院 横浜市港北区 新羽町４８２ サービス JS-0004-6237

有限会社オープンロード 横浜市港北区 新羽町６８０－１ サービス JS-0001-9327

有限会社アドバンスオート 横浜市港北区 新羽町８８９ サービス JS-0001-3636

It’s 新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－３－１９　Ｂ１Ｆ サービス JS-0003-8290

ティムショールセントラルカイロ新横浜 横浜市港北区 新横浜２－５－２２　エクセレントプラザ２０１ サービス JS-0002-8584

CLOVER 横浜市港北区 新横浜２－６－１５　新横浜ビネスビル２Ｆ サービス JS-0000-9804

CLOVER 横浜市港北区 新横浜３－６－１　新横浜 SR ビル２Ｆ サービス JS-0000-6039

インクリーズヘアー 新横浜店 横浜市港北区 新横浜３－６－１　新横浜 SR ビル４Ｆ サービス JS-0001-4608

LittleWishNailLIG 横浜市港北区 新横浜３－７－１９ サービス JS-0003-4134

Nico Kalon 横浜市港北区 新横浜３－７－１９　２Ｆ サービス JS-0004-7668

シーアイエス 横浜市港北区 新吉田町１２ サービス JS-0002-4529

TES 横浜市港北区 新吉田町４５８３ サービス JS-0003-0509

ホワイト急便新吉田工場前店 横浜市港北区 新吉田東３－３１－１４ サービス JS-0005-7104

アリス動物病院 横浜市港北区 大曽根１－２５－１６ サービス JS-0001-4844

アイシェルジュ大倉山店 横浜市港北区 大倉山１－１２－２－２０３　 サービス ZN-2000-6831

CN AQUA レモンロード 横浜市港北区 大倉山１－１６－１ サービス JS-0002-4238

ドッグサロン LOCO × LOCO 横浜市港北区 大倉山１－１８－７　大倉山ビルＣ２Ｆ　 サービス ZN-2000-1274

ループスプラザ大倉山店 横浜市港北区 大倉山１－４－１　磯栄ビル１Ｆ サービス JS-0003-9058

大倉山まるふく整体院 横浜市港北区 大倉山１－４－６　小島ビル２Ｆ サービス JS-0004-3921

バディどうぶつ病院 横浜市港北区 大倉山２－７－４７－１０６　 サービス PK-0000-9198

Sradd 横浜市港北区 大倉山３－１－２４　３Ｆ サービス JS-0001-2600

ノース・ヘアー 横浜市港北区 大倉山３－１－３　ポルテーゼ２Ｆ サービス JS-0002-0625

SHANTI 横浜市港北区 大倉山３－１－８　ジョイ山本ビル２Ｆ サービス JS-0003-2537

Another HAIR SALON 横浜市港北区 大倉山３－２－２５　加藤ビル２Ｆ サービス JS-0004-8023

ホワイト急便大倉山エルム通り店 横浜市港北区 大倉山３－４２－１７－１０２ サービス JS-0005-7088

新横浜指圧院 横浜市港北区 大豆戸町１１８７　遠藤荘１０１ サービス JS-0001-9267

ぷらす鍼灸整骨院 菊名院 横浜市港北区 大豆戸町２２９９－１　菊名ビル１Ｆ サービス JS-0005-9183

長寿園 横浜市港北区 大豆戸町２５７－１ サービス JS-0002-7974

HairsalonCrear 横浜市港北区 大豆戸町６３０－６　パルステージ新横浜１０１ サービス JS-0004-2267

クリームヘアー妙蓮寺 横浜市港北区 仲手原２－４５－１６ サービス JS-0002-6408

ELMAXFACTORY 日吉 横浜市港北区 日吉７－１５－２２ サービス JS-0003-3937

Casita 横浜市港北区 日吉本町１－１９－６　フラット日吉 サービス JS-0000-5002

LILY 横浜市港北区 日吉本町１－２０－７－Ａ サービス JS-0005-2158

クリーンネット普通部通り 横浜市港北区 日吉本町１－２１－４ サービス JS-0003-3941

セティエムアール 横浜市港北区 日吉本町１－２５－２５　サンライズマンション１０１ サービス ZN-0002-3977
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ELMAXWHITE 浜銀通り 横浜市港北区 日吉本町１－４－１７－２　SASO・MARUYAMA ビル１ サービス JS-0003-3938

クリーンネット中央通り店 横浜市港北区 日吉本町１－４－２　塚原ビル１Ｆ サービス JS-0003-3940

ループスプラザ日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－４－２２　笠井ビル１Ｆ サービス JS-0003-9057

アイシェルジュ日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－４－２５　２Ｆ サービス ZN-2000-6717

ホームドライ 日吉本町店 横浜市港北区 日吉本町３－４０－１７ サービス JS-0005-5561

ライフサポートにこまる 横浜市港北区 日吉本町４－１０　コンフォ－ル南日吉Ｄ１０１　 サービス PK-0000-1970

かんの動物病院 横浜市港北区 日吉本町４－１１－５ サービス JS-0003-9376

クリーンネット箕輪店 横浜市港北区 箕輪町２－２－２　KK ビル１Ｆ サービス JS-0003-3936

Re：feel 横浜市港北区 箕輪町２－３－７　日吉ロイヤルマンション１Ｆ サービス JS-0002-2508

きらり薬局 箕輪町店 横浜市港北区 箕輪町２－３－７　日吉ロイヤルマンション１Ｆ サービス JS-0004-1330

ラブリークリーニング日吉店 横浜市港北区 箕輪町２－５－２８ サービス JS-0004-9681

新横浜 soleil 横浜市港北区 新横浜２－５－２４　新横浜プリンス会館４Ｆ エンターテインメント JS-0002-9778

アメリカンドリーム大倉山店 横浜市港北区 大倉山１－１８－６　大倉山ビル３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-1961

バンガローハウス綱島店 横浜市港北区 綱島西１－７－８　第８２東京ビル その他 JS-0005-0261

バンガローハウス妙蓮寺店 横浜市港北区 仲手原２－４３－４３　川嶋ビル その他 JS-0005-0283

はんこ屋さん 21 日吉店 横浜市港北区 日吉２－６－１　 その他 SL-2000-2550

お好み焼き　浜家 横浜市神奈川区 浦島町１－８　金本ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6783

海鮮居酒屋ふじさわ 横浜市神奈川区 栄町２－５　ビルドＭＭ３　１Ｆ 飲食店 SL-2000-9280

立花 横浜市神奈川区 金港町５－１５ 飲食店 JS-0004-6005

イタリア料理ヴェルデ 横浜市神奈川区 広台太田町２－４　 飲食店 SL-2000-4621

福臨門 横浜市神奈川区 斎藤分町３－６　　 飲食店 ZN-0001-0047

レストラン・ルートワン 横浜市神奈川区 三ツ沢上町２－１１　ピアハイツ三ツ沢１０１　 飲食店 ZN-0001-3001

たのじ 横浜市神奈川区 子安台１－１７－１４　　 飲食店 ZN-0001-0860

きしや 横浜市神奈川区 子安通２－２５２ 飲食店 JS-0000-0591

中国料理馨香園 横浜市神奈川区 子安通３－２９４－２　穎川ビル 飲食店 JS-0001-2354

山水 横浜市神奈川区 七島町１２７－３４　 飲食店 SL-2000-2998

明月苑 横浜市神奈川区 七島町１４３　　 飲食店 ZN-0002-5557

焼肉東海苑 横浜市神奈川区 松本町１－２－４ 飲食店 JS-0000-2547

八兵衛 横浜市神奈川区 松本町２－１４－５　　 飲食店 ZN-0001-2067

ル パラディ 横浜市神奈川区 松本町４－２８－６　勇雅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9114

活魚料理てんぐ 横浜市神奈川区 松本町５－３６－１２　　 飲食店 ZN-0001-2281

味道苑 横浜市神奈川区 新子安１－２５－１９　　 飲食店 ZN-0001-0424

本格焼肉牛王 横浜市神奈川区 新町２－２ 飲食店 JS-0003-7710

中国料理安源楼 横浜市神奈川区 新町５－５　ウイナス新町１Ｆ 飲食店 JS-0004-8670

焼肉ヨンドン 横浜市神奈川区 神奈川２－１１－１８　渡辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0372

福隆酒家 横浜市神奈川区 西神奈川１－１０－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5062

居酒屋 木曽 横浜市神奈川区 西神奈川１－６ 飲食店 JS-0003-3119

明香苑 横浜市神奈川区 西神奈川１－８－１４　金子ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9735

やきとり工房東白楽店 横浜市神奈川区 西神奈川２－１－１ 飲食店 JS-0005-5120

旬菜はせ茂 横浜市神奈川区 西神奈川２－６－３　ハイアール富田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1752

Rivoluzione 横浜市神奈川区 西神奈川３－２－１６　　 飲食店 ZN-2000-7279

TOMBOY 横浜市神奈川区 西神奈川３－４－８　　 飲食店 ZN-0001-1163

パーティールーム アルジェ 横浜市神奈川区 西神奈川３－７－１　池田ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8914

想作酒場 奄 横浜市神奈川区 西神奈川３－７－５　田近荘１Ｆ 飲食店 JS-0002-2895
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うどんたなすけ 横浜市神奈川区 西神奈川３－７－８　　 飲食店 PK-0000-6561

Maru’stable ビストロ 横浜市神奈川区 泉町１４－３　ウィング横浜１Ｆ 飲食店 JS-0001-0234

鮨富 横浜市神奈川区 泉町１５－５　山本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6878

ともづな 横浜市神奈川区 泉町３－７　石川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2415

田中家 横浜市神奈川区 台町１１－１　　 飲食店 ZN-0001-0283

料亭 滝川 横浜市神奈川区 台町８－１４　　 飲食店 ZN-0002-6561

呉竹鮨 横浜市神奈川区 大口通１２９－８　　 飲食店 ZN-0001-1993

駅前酒蔵大口店 横浜市神奈川区 大口通１３６－９　　 飲食店 ZN-0001-1577

隠れ家焼肉 dining あんじゅ 横浜市神奈川区 大口通４１　河田ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-5865

虎幻庭横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１　デリス横浜ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0018

CROCIFISSO 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１　デリス横浜ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9998

クラシック 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１８　YS ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0123

麺ダイニング福 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－２０　啓成ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1863

SUSHI 万代 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－５　　 飲食店 ZN-0000-9823

RAI’S BAR 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－５　YT ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6362

青木鮮魚店 鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－７－１Ｆ 飲食店 JS-0000-4573

鳥元横浜駅西口店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１１　SG ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9655

浜印水産 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１１－４　ハマ横丁１Ｆ　 飲食店 SL-2001-1161

マリンロケット 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１１－４　ハマ横丁３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1360

円 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１２　横浜駅ビル第２建物　 飲食店 ZN-0001-1146

CONA 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１２－３　第三平楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9877

野毛とりとん鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１２－３　第三平楽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3414

ラ・ファーレ 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－１１　シープラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1884

季節の詩 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－１１　シープラザ４Ｆ 飲食店 JS-0000-9847

流音 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－１１　シープラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1883

汁いち 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－１１　シープラザ横浜７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0702

旬粋亭 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－２　横浜スクウェアビル２Ｆ・３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1437

すし魚游横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－３　渡辺ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-3577

カクテルホールロマンス 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５　クレーン横浜２Ｆ 飲食店 JS-0000-2210

トラジ園 横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－１０　エフテムＲＯＮビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3557

ワインバル青木酒店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－２　安田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4571

羊肉酒場モンゴルアオキ 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－２　安田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4572

グッドミートバル YOKOHAMA 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－４　エフテムビル No.1 飲食店 ZN-0000-9640

Craftsman 横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－４　エフテムビル No.1　２Ｆ 飲食店 JS-0003-1878

Wyokohama 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－４　エフテムビル No.1　４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3553

NAVY 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－６　レスポアール２９５ビル５ＦＡ 飲食店 JS-0003-4072

AZU・BAR 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９　井上ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6457

あけぼの食堂鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９　山本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2948

NEWJACK 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９　山本ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9973

私家麺館・福 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９　野地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4595

BAREL 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９　野地ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3696

鍋場極 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－１　藤ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0653

魚寅食堂 鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－１４　神谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4847

韓兵衛 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－５　野地ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2949
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プレイバック 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－８　パセリビル２０２　 飲食店 ZN-2000-1975

噐色 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－４　第７浅川ビル 飲食店 JS-0000-2054

はまの家 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２３－８　ルポビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6941

グランマレー海華月 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２３－８　鶴屋町ルポビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0214

鉄板焼き牛鳴 横浜市神奈川区 鶴屋町２－９－１０　曙ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7053

日本酒バル UMAMI 横浜市神奈川区 鶴屋町２－９－２２　日興パレス横浜１０２ 飲食店 JS-0002-6630

トラットリアリトルキャット 横浜市神奈川区 鶴屋町３－２９－１　木口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5377

チャイハナ 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３２－１４　　 飲食店 ZN-0001-1642

AmrapaliTuruyacho 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３４－５　　 飲食店 ZN-0001-1336

文次郎東神奈川店 横浜市神奈川区 東神奈川１－１２　リーデンスフォート横浜２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1226

おおきに 横浜市神奈川区 東神奈川１－１２　リーデンスフォート横浜２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7119

餃子や東神奈川店 横浜市神奈川区 二ツ谷町２－１０ 飲食店 JS-0003-9302

とり 9 横浜市神奈川区 白楽１００－１１－１０　白楽のれん会第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0346

CARDIGAN 横浜市神奈川区 白楽１００－５　白楽コミュニティプラザビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-6779

フォンターナ 横浜市神奈川区 白楽４－１３　マツヤ第５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6205

PORTROYAL 横浜市神奈川区 白幡町２－１０　　 飲食店 ZN-0002-9031

ミランテイ ANNS 横浜市神奈川区 反町１－３－１０　IEM ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2176

TEPPANYAKIKOTORA 横浜市神奈川区 反町１－５－１２　シティコープ反町１０２　 飲食店 ZN-0002-5271

炭火焼肉 ぎゅうぎゅう 横浜市神奈川区 反町１－５－１４　クリスタルパレス反町１Ｆ 飲食店 JS-0000-0858

YAS BEER STAND KITCH 横浜市神奈川区 反町１－５－８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-2040

BARBOP 横浜市神奈川区 反町２－１４－１　マジョリティビル　３Ｆ 飲食店 SL-2001-0209

花ばな 横浜市神奈川区 平川町２１－１１　片山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5923

増田屋 横浜市神奈川区 片倉２－３７－７ 飲食店 JS-0003-6161

とんかつどーんとこい 1 横浜市神奈川区 六角橋１－１１－１９　　 飲食店 PK-0000-1487

世界長 横浜市神奈川区 六角橋１－６－１３　　 飲食店 ZN-0001-2376

鳥作白楽店 横浜市神奈川区 六角橋１－９－２２　　 飲食店 ZN-0001-0386

バーパサージュ 横浜市神奈川区 六角橋２－１７－２７　　 飲食店 PK-0000-6833

huu farm 横浜市神奈川区 六角橋３－１８－６　山口コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0439

ヤマグチ薬局浦島店 横浜市神奈川区 浦島町４－１７　　 ショッピング ZN-2000-5016

ゴルフ工房 オズゴルフ 横浜市神奈川区 浦島町４－４　ハラダビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5431

プロピア横浜 横浜市神奈川区 栄町１－１　KDX 横浜１Ｆ ショッピング JS-0004-1778

Heart 横浜市神奈川区 広台太田町１０－１　ナイスアーバン反町公園壱番館１０３ ショッピング JS-0001-3747

スケートショップ アイススペース 横浜市神奈川区 広台太田町４－２　ベルハウス神奈川２０２ ショッピング JS-0002-6988

BROTURESYOKOHAMA 横浜市神奈川区 斎藤分町２－１ ショッピング JS-0000-8351

手造り農場 六角橋店 横浜市神奈川区 斎藤分町２－３０　フレンドハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-1835

トップインドアステージ 横浜コットンハーバー 横浜市神奈川区 山内町１５－６　 ショッピング SL-2000-3299

TIOS 横浜市神奈川区 七島町１２－６　１Ｆ ショッピング JS-0004-4384

はんこ屋さん 21 横浜反町店 横浜市神奈川区 松本町２－２０－４ ショッピング JS-0003-8431

リサイクルブティックロイズ 横浜市神奈川区 松本町３－２７－１　ラメール横浜１０１ ショッピング JS-0002-9203

ニシベ計器 横浜支店 横浜市神奈川区 神奈川２－１４－１２ ショッピング JS-0001-9392

株式会社オールマイティー 横浜市神奈川区 菅田町２３３６－１ ショッピング JS-0003-3467

ライフ菅田調剤薬局 横浜市神奈川区 菅田町２６４９－２　　 ショッピング PK-0000-4866

Flourish BMX 横浜市神奈川区 西神奈川１－１５－２　集成パーソナルハイツ東白楽１０２ ショッピング JS-0003-7152

ポケット 横浜市神奈川区 西神奈川１－８－７　　 ショッピング ZN-0002-3353
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玉倉神仏具店 横浜市神奈川区 西神奈川２－５－１２　MFC １Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1464

メガネの太田本店 横浜市神奈川区 西神奈川３－７－７ ショッピング JS-0005-9254

ホケン薬局 横浜市神奈川区 大口通５６－６　　 ショッピング PK-0000-2648

ヤマグチ薬局ポートサイド店 横浜市神奈川区 大野町１－２５　横浜ポートサイドプレイス１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4923

クロロフイル横浜鶴屋町美顔教室 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－４　第７浅川ビル５Ｆ ショッピング JS-0005-8800

シンメトリー横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町３－２９－１　木口ビル２Ｆ ショッピング JS-0005-0657

スケートショップ アイススペース 横浜市神奈川区 二ツ谷町５－１　ホワイトメゾン三浦２０１ ショッピング JS-0002-6987

龍カスタムカンパニー 横浜市神奈川区 入江１－７－１８　　 ショッピング ZN-0002-9162

ペンギンカメラ白楽店 横浜市神奈川区 白楽１００　　 ショッピング ZN-2000-2206

櫻井弦楽器 横浜市神奈川区 白楽１００－５　白楽コミュニティプラザ３Ｆ ショッピング JS-0003-9325

アムール 白楽店 横浜市神奈川区 白楽１２１ ショッピング JS-0002-3505

Patisserie cafe Sora 横浜市神奈川区 白幡町２－１７　ブルク白幡１Ｆ ショッピング SL-2000-4148

松野クリーニング 横浜市神奈川区 白幡町８－１０　　 ショッピング PK-0000-8128

ミルウォーキー 横浜市神奈川区 反町１－５－１９　　 ショッピング ZN-0002-6756

ワークショップナックル 横浜店 横浜市神奈川区 反町２－１６－１　 ショッピング SL-2001-1933

神奈川養生所 漢方薬種 横浜市神奈川区 平川町１０－２　ハトヤビル１０２ ショッピング JS-0001-8941

佐藤テレビ音響社 横浜市神奈川区 片倉１－１３－４ ショッピング JS-0005-3868

株式会社小日向商店 横浜市神奈川区 片倉２－６０－８ ショッピング JS-0000-7084

株式会社オート電機横浜営業所 横浜市神奈川区 片倉２－６８－２ ショッピング JS-0000-3116

西川チェーン いしかわや 横浜市神奈川区 六角橋１－１０－１１　 ショッピング SL-2000-6523

ファイアーキッズ 横浜市神奈川区 六角橋１－１０－１２　　 ショッピング ZN-0001-1255

グッデイサンシャイン 横浜市神奈川区 六角橋１－１１－２０ ショッピング JS-0000-9726

タニーハウス 横浜市神奈川区 六角橋１－１８－１７　　 ショッピング ZN-0002-3316

ピアスタール 横浜市神奈川区 六角橋１－４－２　　 ショッピング ZN-0001-2071

陽月堂薬局 横浜市神奈川区 六角橋１－６－１４　　 ショッピング PK-0000-0343

きもの今昔 きらくや 横浜市神奈川区 六角橋１－８－２２ ショッピング JS-0002-0609

雷神堂 六角橋店 横浜市神奈川区 六角橋１－９－２２ ショッピング JS-0005-5066

松坂屋カバン店 横浜市神奈川区 六角橋１－９－２２　　 ショッピング ZN-0002-5619

chakana 横浜市神奈川区 六角橋１－９－２３ ショッピング SL-2000-9480

ヘアーズ ビースリー ポートサイド 横浜市神奈川区 栄町１０－３５　ザ・ヨコハマタワーズ・Ｗ－１０４ サービス JS-0000-8168

LOUIE 横浜市神奈川区 栄町１０－３５　ポートサイドダイヤビル１０４　 サービス ZN-0000-9772

FIRST 横浜店 横浜市神奈川区 栄町２－８　横浜藤ビル５Ｆ サービス JS-0005-0257

ビースリーロア ヘア＆ネイル 横浜駅店 横浜市神奈川区 栄町６－１ヨ　コハマポートサイドロア参番館１０４ サービス JS-0001-7760

Plaisir 横浜市神奈川区 金港町６－２１　長島ビル２Ｆ サービス JS-0002-2509

アネシス 横浜市神奈川区 金港町６－２１　長島ビル７Ｆ サービス JS-0002-1526

ヘアメイククリアー 横浜市神奈川区 斎藤分町２－１４　　 サービス ZN-0002-5824

ラブリークリーニング三ツ沢下町店 横浜市神奈川区 三ツ沢下町６－２２ サービス JS-0004-9689

ラブリークリーニング三ツ沢上町店 横浜市神奈川区 三ツ沢上町５－１ サービス JS-0005-2949

ゆいまーる 横浜市神奈川区 七島町１５５　 サービス SL-2000-7941

ヘアアンドエステファイ 横浜市神奈川区 松ヶ丘１－１　　 サービス PK-0000-2866

有限会社花菱自動車工業 横浜市神奈川区 松見町２－６３３ サービス JS-0002-4745

FLEEK 横浜市神奈川区 松本町２－２０－２　杉田ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-0988

ヘア・モード・ブレス 1 横浜市神奈川区 上反町１－５－１　近藤ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-3545

ラブリークリーニング新子安店 横浜市神奈川区 新子安１－２２－５ サービス JS-0005-2939
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ケイベスト神奈川新町駅前店 横浜市神奈川区 新町１２－１ サービス JS-0005-6058

ファミリー薬局横浜神大寺店 横浜市神奈川区 神大寺１－１１－１２ サービス JS-0004-2117

ラブリークリーニング菅田店 横浜市神奈川区 菅田町２８７９－１ サービス JS-0004-9674

isis 横浜市神奈川区 西神奈川１－１７－５　田辺ビル１Ｆ サービス JS-0001-6522

携帯おまかせクン 横浜市神奈川区 西神奈川１－６－１　サクラピアビル３Ｆ サービス JS-0004-1833

ウェルネスサロン Nicoyaca 横浜市神奈川区 西神奈川１－６－１５　桜ビル６０２ サービス JS-0002-7223

Hair ＆ Make SLOOP 横浜市神奈川区 西神奈川１－８－１４－１０３　 サービス SL-2001-0170

ラブリークリーニング東白楽駅前店 横浜市神奈川区 西神奈川２－５－１ サービス JS-0004-9677

Lecote 横浜市神奈川区 西神奈川３－１７－３　　 サービス ZN-0001-1804

CALME 横浜市神奈川区 西神奈川３－７－１６　グリシーヌ１Ｆ サービス JS-0004-5230

おおき動物病院 横浜市神奈川区 西神奈川３－９－１ サービス JS-0004-6816

前川写真館 横浜市神奈川区 泉町１４－５ サービス JS-0003-9091

ラブリークリーニング泉町店 横浜市神奈川区 泉町６－１ サービス JS-0005-2969

Luan 横浜市神奈川区 台町１－１０　ルグラン台町６０１　 サービス ZN-2000-5612

エスポート治療院 横浜市神奈川区 台町１６－６　不二セーヌ１０２ サービス JS-0001-5131

フォルムネイル＆アイラッシュ 横浜市神奈川区 台町２－３　アトリエビス横浜６０１　 サービス ZN-0002-5714

フットケアマミー 横浜市神奈川区 鶴屋町１－２－４－５０２ サービス JS-0004-7138

MIIAhairdesign 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－３４　２Ｆ　 サービス ZN-0001-0665

LIPPS 横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町１－８－１　アルプス横浜ビル８Ｆ サービス ZN-2000-6384

Tink 横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１０－１　ミンダンビル１Ｆ　 サービス ZN-0000-3609

RaffuneYokohama 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１０－１　ミンダンビル２Ｆ サービス ZN-0001-0053

Tink アイラッシュアンドネイル 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１０－１　ミンダンビルＢ１Ｆ サービス ZN-0001-0200

It’s 横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１１－３　KM ビル２Ｆ サービス JS-0003-8292

Sunmego Nail ＆ Eyelash 横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１７－１　相鉄岩崎学園ビル４Ｆ　 サービス SL-2001-1456

ルメディエ治療院 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－４　神谷ビル５Ｆ サービス JS-0005-9857

ラブリークリーニング横浜西口店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－１ サービス JS-0004-9688

ヘアーズビースリー 西口店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－３ サービス JS-0004-4070

スプランドゥール・パルミラ横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－９－１０　曙ビル４Ｆ サービス JS-0003-5769

シンメトリー横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町３－２９－１　木口ビル２Ｆ サービス JS-0005-0784

ラブリークリーニング楠木店 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３５－１ サービス JS-0004-9671

ラブリークリーニング東白楽店 横浜市神奈川区 二ツ谷町１０－１ サービス JS-0005-2947

ラブリークリーニング東神奈川店 横浜市神奈川区 二ツ谷町１－１ サービス JS-0004-9696

YOSAPARK 東神奈川 横浜市神奈川区 二ツ谷町２－１　アベニュ－横濱５０１　 サービス PK-0000-1174

石井薬局 横浜市神奈川区 二ツ谷町６－３ サービス JS-0004-3985

WiZ 横浜市神奈川区 白楽１００－１１　のれん会第２ビルＣ２０１ サービス JS-0003-9320

ループスプラザ白楽店 横浜市神奈川区 白楽１００－２５　サーカス白楽ビル１Ｆ サービス JS-0003-9056

FRAME 横浜市神奈川区 白楽６－４　　 サービス PK-0000-0954

minette 横浜市神奈川区 白幡向町１２－１ サービス JS-0003-5049

ラヴィソンファム 横浜市神奈川区 富家町１－１３　スカイハイツトーカイ１６０３ サービス JS-0004-0074

美容室ル・キャサ 横浜市神奈川区 片倉１－２－１３　ヒルサイド片倉１Ｆ サービス JS-0005-1809

オレンジ薬局 片倉店 横浜市神奈川区 片倉４－３－２４　新横浜ミユキマンション１Ｆ サービス JS-0003-6515

アトール 横浜市神奈川区 片倉５－１７－１０ サービス JS-0004-5450

LOOPS 六角橋店 横浜市神奈川区 六角橋１－１８－１７ サービス JS-0005-7980

ラブリークリーニング六角橋店 横浜市神奈川区 六角橋１－３２－５ サービス JS-0004-9673
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ペットサロン POMPON 横浜市神奈川区 六角橋６－１－８　ワイアールハイツ サービス JS-0001-5654

BEST HITS 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－６　レスポアール２９５ビル３Ｆ エンターテインメント JS-0001-6393

Hitsannex 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－６　レスポアール２９５ビル５Ｆ エンターテインメント JS-0003-4093

くすりの大丸 横浜市神奈川区 松本町１－１－５　アルプスビル１Ｆ その他 SL-2000-8401

大丸薬局 横浜市神奈川区 上反町２－１６－１４　 その他 SL-2000-8400

ILCHI BRAIN YOGA 横浜 横浜市神奈川区 鶴屋町１－８－１　ＧＳビル３Ｆ その他 JS-0003-2908

バンガローハウス鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－１　第二東海ビル その他 JS-0005-0288

スポーツジムコスモス横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－９－１０　曙ビル２Ｆ その他 JS-0003-8410

バンガローハウス白楽店 横浜市神奈川区 白楽１２１　パストラル白楽２Ｆ その他 JS-0005-0284

バニーファミリー横浜 横浜市神奈川区 六角橋２－３４－２０ その他 JS-0001-7864

居酒屋じょう 横浜市鶴見区 栄町通１－１０－１１　１０１号室 飲食店 JS-0004-7215

料理膳 井上 横浜市鶴見区 下末吉１－１８－１　山岸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3618

焼肉 千山閣 横浜市鶴見区 下末吉１－２１－８ 飲食店 JS-0002-3725

やきとりたる平一の瀬店 横浜市鶴見区 駒岡２－１５－４９ 飲食店 JS-0005-4750

宴家 横浜市鶴見区 市場大和町３－１０　　 飲食店 ZN-0002-2640

正木屋 横浜市鶴見区 市場大和町３－１７ 飲食店 JS-0002-3433

麦の恵 横浜市鶴見区 市場大和町４－９ 飲食店 JS-0005-0242

開か亭 横浜市鶴見区 上末吉３－６－２　　 飲食店 ZN-0001-1133

寿司源上末吉店 横浜市鶴見区 上末吉５－９－１３ 飲食店 JS-0005-9809

炭火焼肉和光苑 横浜市鶴見区 尻手２－８－１０ 飲食店 JS-0000-7127

ハッピーカフェいいトコ 横浜市鶴見区 生麦１ー１２ー１６　 飲食店 SL-2000-4456

浜焼太郎 鶴見仲通店 横浜市鶴見区 仲通２－６４－４　植原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7136

スペインバル クロ 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１６－８　シエル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1838

鶴見酒場 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１９－５　新栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1109

旬彩香房季楽 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１９－６　パスコマンション鶴見１０２ 飲食店 JS-0002-0585

茶カフェ ぶらうん 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１９－６　パスコマンション鶴見１０３　 飲食店 ZN-0002-3241

小料理あき 横浜市鶴見区 鶴見中央１－２２－１２　仲亀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2470

縁側屋鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－２９－２　味のプラザ２　 飲食店 ZN-0001-1349

海鮮料理魚春とと屋 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３１－２　シークレイン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0876

わいわい亭 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３１－２－２０８　 飲食店 ZN-0000-9707

がちゃぴん 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３－３　クレインビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-2729

BARBridge 横浜市鶴見区 鶴見中央１－４－３　鶴見共同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2487

Kushi 酒場 Yayen 横浜市鶴見区 鶴見中央１－４－３　鶴見共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2321

楽匠 横浜市鶴見区 鶴見中央１－５－５　アオキビル第２８　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2399

若竹 鶴見東口店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－５－５　アオキビル第２８Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7093

焼肉大韓 横浜市鶴見区 鶴見中央１－５－９　松永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5472

福盈門 鶴見本店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－７－１１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0491

焼肉わいわい亭 横浜市鶴見区 鶴見中央１－８－９　　 飲食店 ZN-0001-0044

イタリアンダイニング金色の午後 横浜市鶴見区 鶴見中央１－９－８　鶴見ワンダーランド１Ｆ 飲食店 JS-0004-5830

串焼き 酉乃屋 横浜市鶴見区 鶴見中央２－９－１８ 飲食店 JS-0005-5036

美食苑 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１－１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9172

タイ料理 パサタイ 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１１－６　真路ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8442

ソウル亭 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１２－８　つるやビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1107

焼肉幸河 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１７－１　　 飲食店 ZN-0002-5065
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香南厨房 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１８－１２　大ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9026

ツルイチ 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２１－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0774

BIVOUAC 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２１－１８　鶴一ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4056

鶴見酒場 22 ー 9 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２２－９ 飲食店 JS-0005-9671

串焼ろかば 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２２－９　ワコー京浜ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9949

K’s バークロコダイル 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２４－１２　塩田ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0569

居酒屋どん兵衛 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２４－８ 飲食店 JS-0005-0597

ディッシュアップ 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２５－１５　八橋ビル１Ｆ－Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1799

大衆居酒屋 墨屋 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２６－１５　若江ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8713

二代目叶え家ゆとり 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２７－５　天水ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1766

鈴よし 横浜市鶴見区 鶴見中央５－１０－２７　　 飲食店 ZN-0001-0925

日本料理鶴寿 横浜市鶴見区 豊岡町１１－１６　 飲食店 SL-2000-2957

焼肉うしぞの 横浜市鶴見区 豊岡町１７－３ 飲食店 JS-0005-5795

鶴見酒場鶴見西口店 横浜市鶴見区 豊岡町１７－３　新橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3330

DANCE 横浜市鶴見区 豊岡町１７－５　中野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2240

寿し季節料理せきね 横浜市鶴見区 豊岡町１７－５　中野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1134

上海縁 横浜市鶴見区 豊岡町１７－９　ラレーブ鶴見１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2613

以楽亭 横浜市鶴見区 豊岡町１７－９　ラレーブ鶴見２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1468

ごくう 横浜市鶴見区 豊岡町１９－８　　 飲食店 ZN-2000-4773

鶴見田中屋 横浜市鶴見区 豊岡町２０－８　IDOBATA １Ｆ 飲食店 JS-0004-5941

TSURUMI － DINING 横浜市鶴見区 豊岡町２０－８　IDOBATA ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9820

牛繁 鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町２１－７　ノキビル　　 飲食店 ZN-0001-2512

そば処・のみ処和鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町２－２　ツルミフーガ２　４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1633

広島風お好み焼やたい 横浜市鶴見区 豊岡町２２－２１　エリール高松１０３ 飲食店 ZN-0002-2261

スペインバル チコ 横浜市鶴見区 豊岡町２２－２１　エリール高松１Ｆ 飲食店 SL-2001-1427

和食処まるひさ 横浜市鶴見区 豊岡町２９－１　金田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2953

時代屋鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町３０－２　　 飲食店 ZN-2000-1406

KOKY’S ROAST CHICKEN 横浜市鶴見区 本町通２－８２ 飲食店 JS-0005-0773

居酒屋 浅井 横浜市鶴見区 矢向４－８－８ 飲食店 JS-0002-5648

吉はら 横浜市鶴見区 矢向５－１１－３９　　 飲食店 ZN-0001-0839

華景園 横浜市鶴見区 矢向６－１０－１　　 飲食店 ZN-2000-7004

味来餃子軒 横浜市鶴見区 矢向６－１１－２０　ドリームハイツフカセ１０１ 飲食店 JS-0004-4886

房屋 1 横浜市鶴見区 矢向６－７－１５　　 飲食店 PK-0000-6454

田辺薬局下末吉支店 横浜市鶴見区 下末吉１－２３－１４ ショッピング JS-0004-7517

田辺薬局鶴見末吉店 横浜市鶴見区 下末吉１－２４－１５ ショッピング JS-0004-7149

はりまや 横浜市鶴見区 下末吉１－５－７　　 ショッピング ZN-0002-7959

潮田薬局 横浜市鶴見区 岸谷４－１９－１１　　 ショッピング ZN-0001-5424

HV ファクトリー 横浜市鶴見区 駒岡２－１０－８　　 ショッピング ZN-2000-2494

東海繊維鶴見店 横浜市鶴見区 向井町４－９１－１４　 ショッピング SL-2000-7721

BAD LAND 横浜市鶴見区 獅子ヶ谷２－３９－４５ ショッピング JS-0000-0783

ユナイト横浜鶴見店 横浜市鶴見区 尻手２－６－１　尻手畑ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4787

生麦海水魚センター 横浜市鶴見区 生麦１－５－２５ ショッピング JS-0004-5924

海員生協大黒 1 号店 横浜市鶴見区 大黒ふ頭１ ショッピング JS-0005-6544

海員生協大黒 2 号店 横浜市鶴見区 大黒ふ頭１５ ショッピング JS-0005-6541
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海員生協大黒 3 号店 横浜市鶴見区 大黒ふ頭１９ ショッピング JS-0005-6678

YURISHOP 横浜市鶴見区 仲通２－６０－１５ ショッピング JS-0001-7257

トケイ．メガネ．宝石  イシカワ 横浜市鶴見区 佃野町２２－２４ ショッピング SL-2000-4373

スリーエス鶴見店 横浜市鶴見区 佃野町２６－１７　　 ショッピング PK-0000-0807

洋装店つくの 横浜市鶴見区 佃野町３１－１８ ショッピング JS-0003-2211

頒布部販売店 横浜市鶴見区 鶴見２－１－１ ショッピング JS-0000-3243

アイケアワールド鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－５－５　　 ショッピング ZN-0001-1150

ヘルムス貿易 横浜市鶴見区 鶴見中央２－１３－２０ ショッピング JS-0003-0479

レティシア 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１５－１３　斉田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7125

株式会社マルハチ本店 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２－１４ ショッピング JS-0000-2311

はんこ広場 鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央４－３２－２１ ショッピング JS-0002-2495

かないや 横浜市鶴見区 豊岡町１４－３０ ショッピング JS-0000-0848

ロゴス 鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町１５－２８ ショッピング JS-0002-6605

カワシマ靴店 横浜市鶴見区 豊岡町１６－４ ショッピング JS-0004-5725

株式会社マルハチミナール店 横浜市鶴見区 豊岡町１８－１　ミナール２Ｆ ショッピング JS-0000-2312

マダム・K 横浜市鶴見区 豊岡町１８－１　ミナール２Ｆ　 ショッピング SL-2000-7927

エピソード 横浜市鶴見区 豊岡町２０－２　R １７a １Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2663

KANPORO 松山漢方相談薬局 横浜市鶴見区 豊岡町２－２　鶴見フーガ２　３０７ ショッピング JS-0004-3804

リサイクル横丁かないや 横浜市鶴見区 豊岡町２－２　鶴見フーガ２　５０８ ショッピング JS-0000-3607

田辺薬局鶴見西口店 横浜市鶴見区 豊岡町２－３　鶴見フーガ３　１０５ ショッピング JS-0004-7516

岩崎生花店 横浜市鶴見区 豊岡町４－１　エフステイツ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1568

田辺薬局総持寺前店 横浜市鶴見区 豊岡町４－１６ ショッピング JS-0004-7519

ひとみ薬局鶴見豊岡店 横浜市鶴見区 豊岡町７－７ ショッピング JS-0004-7518

ブティックグレイ 2 号店 横浜市鶴見区 矢向５－５－１３　　 ショッピング ZN-0001-2379

ロッティーズ 横浜市鶴見区 矢向６－１３－１４ ショッピング JS-0005-8804

ブティックグレイ矢向店 横浜市鶴見区 矢向６－６－３３　　 ショッピング ZN-0002-2843

クレスト動物病院 横浜市鶴見区 下末吉５－１１－５１　サンクレスト１Ｆ サービス JS-0000-2529

美容室ブルーム 横浜市鶴見区 下末吉５－１６－２３ サービス JS-0004-1655

（株）クロスロード小山 横浜市鶴見区 駒岡５－１４－３ サービス JS-0005-6737

ホワイト急便駒岡本店 横浜市鶴見区 駒岡５－２０－４ サービス JS-0005-6978

ホワイト急便フォルテ森永橋店 横浜市鶴見区 元宮２－１－６３ サービス JS-0005-7105

HAIRSPRAY 鶴見森永橋 横浜市鶴見区 元宮２－１－６３　フォルテ２Ｆ サービス JS-0005-6846

理容フルサワ～ alivingroom ～ 横浜市鶴見区 市場上町２－３３ サービス JS-0003-9102

ヘアーステーションサイトウ 横浜市鶴見区 市場富士見町１－２３ サービス JS-0002-9079

ひまわりレンタカー 横浜市鶴見区 獅子ヶ谷２－３８－３４ サービス JS-0003-8732

ニコニコレンタカー 鶴見上末吉店 横浜市鶴見区 上末吉２－１５－２ サービス JS-0002-0240

ベル動物病院 横浜市鶴見区 上末吉５－１９－２ サービス JS-0004-7479

ライラック治療院 横浜市鶴見区 生麦３－８－７ サービス JS-0001-5171

ケイベスト生麦店 横浜市鶴見区 生麦４－１３－９ サービス JS-0005-6060

スタイリングハウスサエグサ 横浜市鶴見区 生麦４－６－２６ サービス JS-0004-7369

gut 横浜市鶴見区 生麦５－６－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-5775

KOOGA beauty and hair SALON 横浜市鶴見区 生麦５－７－３８　 サービス SL-2001-0471

レンタルのニッケン 横浜営業所 横浜市鶴見区 大黒町２－８ サービス JS-0003-1901

トータル美容ショップ世界アメリカ店 横浜市鶴見区 佃野町１１－７　１Ｆ サービス JS-0004-4562
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髪工房フォルテ 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１６－１３　　 サービス ZN-0001-1531

Hair ＆ carecotton 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１９－７　小松原ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1324

ケイベスト鶴見中央店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－２３－２１ サービス JS-0005-6049

鶴見駅前薬局 横浜市鶴見区 鶴見中央１－２－４　GS プラザ鶴見駅前２Ｆ サービス JS-0002-6027

ボディラックス 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３１－２　シークレイン２１１ サービス JS-0005-3081

遠藤写真館 横浜市鶴見区 鶴見中央２－１－１８　　 サービス PK-0000-4931

らく健康センター 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１－１　鶴見銀座ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-1313

Lounge 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１２－１　久保ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1512

福縁 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１５－２５　２Ｆ サービス JS-0005-5785

ラブリークリーニング鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２６－２ サービス JS-0004-9687

MiYaBiNaturalTherapy 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２－９　Ｂ１Ｆ サービス JS-0003-5861

フランセボーテ 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２９－１　ベストウエスタンホテル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1873

Balotta 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２９－１３ サービス JS-0003-7374

みつばカイロプラクティック 横浜市鶴見区 鶴見中央４－３５－２１ サービス JS-0001-5765

鶴見動物病院 横浜市鶴見区 鶴見中央４－４３－１０　鶴見イ－ストリバ－１０３　 サービス PK-0000-0870

FERRISWHEEL 横浜市鶴見区 鶴見中央４－４３－４　第３日野ビル１Ｆ サービス JS-0004-2684

佳蓮福禄寿サロン 横浜市鶴見区 鶴見中央５－７－３－１０１ サービス JS-0004-3374

ひで美容室 横浜市鶴見区 東寺尾４－２５－３　　 サービス ZN-0001-2626

ホワイト急便豊岡 横浜市鶴見区 豊岡町１３－２７ サービス JS-0005-7091

Clair 横浜市鶴見区 豊岡町１８－２５　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-1029

dropbyAQUAFEEL 横浜市鶴見区 豊岡町２２－２０　グリーンハイツつるみ１０１　 サービス ZN-0001-0718

クリームヘアー 横浜市鶴見区 豊岡町８－１８ サービス JS-0002-6407

トータル美容ショップ世界ジャパン店 横浜市鶴見区 豊岡町８－２８ サービス JS-0004-4560

アン・コトン 鶴見店 横浜市鶴見区 北寺尾２－１９　ライフ鶴見店１Ｆ サービス JS-0002-7039

トータル美容ショップ世界イタリー店 横浜市鶴見区 本町通２－８２ サービス JS-0004-4558

ケイベスト矢向駅前店 横浜市鶴見区 矢向５－５－７ サービス JS-0005-6186

ワレアヘアーデザイン 横浜市鶴見区 矢向５－６－２０　三木ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-0474

美容室 SALUT 横浜市鶴見区 矢向５－７－２６－１０２ サービス JS-0000-0256

丸正クリーニング 横浜市鶴見区 矢向６－１０－１　丸正クリーニング サービス SL-2000-4063

mEgHairCreation 横浜市鶴見区 矢向６－１１－１９　菊池ビル１Ｆ サービス JS-0004-8137

アメリカンドリーム鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３１－２　シークレイン２０１　 エンターテインメント ZN-0001-1736

ニューツルミゴルフ練習場 横浜市鶴見区 獅子ヶ谷２－１４－１ その他 JS-0001-8789

有限会社遠州屋酒店 横浜市鶴見区 佃野町１８－４　 その他 SL-2000-1259

わんちゃんねこちゃんランド 横浜市鶴見区 矢向５－１３－４０ その他 JS-0000-2022


