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［横浜市栄区／港南区］

加盟店名 所在地 ジャンル

パレット ピッツァ＆グリル 横浜市栄区 笠間１－１－１－１０１Ｂ 飲食店 JS-0002-1927

横浜栄共済カフェコア 横浜市栄区 桂町１３２ 飲食店 JS-0005-3535

トムヤムくん 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－１－１　　 飲食店 ZN-0001-1113

よろい寿司本店 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－１９－４　　 飲食店 ZN-0001-0799

海鮮道楽粋活 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-0202

よろい寿司駅前店 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-1088

大龍 横浜市栄区 上之町２３－１ 飲食店 SL-2000-7349

焼肉濱皇 横浜市栄区 長沼町３２６ 飲食店 JS-0004-2738

侘助 横浜市栄区 田谷町１３９６ 飲食店 JS-0000-4646

ワイモバイル大船笠間 横浜市栄区 笠間１－１－１　ルリエ大船１０５ ショッピング JS-0000-9489

はんこ屋さん 21 大船店 横浜市栄区 笠間１－１－１　ルリエ大船１１３Ｂ　 ショッピング ZN-0001-2305

［HC］栄光電子上郷店 横浜市栄区 犬山町３０－８ ショッピング JS-0001-8902

本郷台 花う 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－４－２－１０３ ショッピング JS-0004-6730

アップル薬局港南台店 横浜市栄区 鍛冶ヶ谷２－５３－１０－１ ショッピング JS-0004-9114

ウールバックス 横浜市栄区 飯島町１５２７－１　グランシャリオ豊田１０５ ショッピング JS-0004-1588

笠間薬局 横浜市栄区 笠間２－３１－７ サービス JS-0004-1315

アリスクリーニングガーデンアソシエ店 横浜市栄区 笠間３－４５ サービス JS-0005-5737

ファミリーサロンむかい 横浜市栄区 桂台東７－２２－１０２ サービス JS-0004-2222

ヘアージャングルテツ 横浜市栄区 桂町２７４－７　エステートミワ１０１　 サービス ZN-0001-2090

ネオ 21 上郷店 横浜市栄区 上郷町１３６３ サービス JS-0004-6578

ファーストガレージ M 横浜市栄区 上郷町７２０－１３　　 サービス PK-0000-1672

faith 横浜市栄区 上之町１－１ サービス JS-0000-0779

ネオ 21 鍛冶ケ谷店 横浜市栄区 鍛冶ヶ谷２－３３－１ サービス JS-0004-6419

カーコンビニ倶楽部サンコー 横浜市栄区 田谷町１３２３ サービス JS-0004-0104

有限会社三晃自動車 横浜市栄区 田谷町１３２３ サービス JS-0004-0270

ネオ 21 栄飯島町店 横浜市栄区 飯島町１３５６－６ サービス JS-0004-6496

美容室ポジション 横浜市栄区 本郷台１－１４－４９　昭和ビル２０２ サービス JS-0000-2702

横浜霊園相談コーナー 横浜市栄区 上郷町１５６５ その他 JS-0005-5432

COCOBAR 横浜市港南区 下永谷３－４－２０　サンパレス下永谷１Ｆ 飲食店 JS-0004-7809

加賀風料理三っ橋 横浜市港南区 丸山台３－１１－１４　　 飲食店 ZN-2000-0113

焼肉レストラン焼肉工房 横浜市港南区 芹が谷４－２－２９　　 飲食店 PK-0000-1840

ワインバー Pine’s 横浜市港南区 港南台３－４－４６　２１２ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1696

BARTENDERSMEXICAN 横浜市港南区 港南台４－１７－２４　丸吉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1038

酒蔵 かっぱ天国 横浜市港南区 港南台４－１７－２８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1574

ZiMVoLiNo 横浜市港南区 港南台４－１７－２９　ヨコハマファイブビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3154

プレジール 横浜市港南区 港南台４－３－１　ビーバービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3031

和彩寮しもの 横浜市港南区 港南台５－２３－３５－１０２ 飲食店 JS-0000-4946

和彩寮 せのうみ 横浜市港南区 港南台５－５－１ 飲食店 JS-0002-8797

九州焼肉たらふく 横浜市港南区 港南台６－２２－３２　　 飲食店 ZN-0001-1314

焼肉パンチ港南台店 横浜市港南区 港南台９－２７－６　天正ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-0322
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ビストロ さかの上 横浜市港南区 最戸１－２－３３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4477

KIRIKO BAL 横浜市港南区 最戸２－２０－３４ 飲食店 JS-0005-9186

あぶり屋上永谷店 横浜市港南区 上永谷２－１１－１　いずみプラザ１２１　 飲食店 ZN-0001-0240

Luida 横浜市港南区 上大岡西１－１０－５　SK ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-2433

まんまる亭 横浜市港南区 上大岡西１－１１－２　２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0904

九兵衛・くへえ 横浜市港南区 上大岡西１－１１－２　吉田ビル１Ｂ　 飲食店 ZN-0001-2510

なの花魚亭 横浜市港南区 上大岡西１－１４－３７　第一篠崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3282

お好み焼き鉄板焼きよし田 横浜市港南区 上大岡西１－１４－８－２０１　 飲食店 SL-2001-0348

回転寿し義 横浜市港南区 上大岡西１－１５－１　カミオ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5143

あぶり屋上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１７－２４　第３ミツワビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0244

上大岡肉寿司 横浜市港南区 上大岡西１－１８－３　ミオカ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6945

横濱一品香上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－５　ミオカ６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0447

炭火焼鳥一鳥上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－４－１４　　 飲食店 ZN-0001-0297

炉ばた焼安兵衛 横浜市港南区 上大岡西１－４－１６　　 飲食店 ZN-2000-0025

炉ばた焼安兵衛 2 横浜市港南区 上大岡西１－４－１６　さんるーとビル２　 飲食店 ZN-0002-7965

はしごや上大岡店 横浜市港南区 上大岡西２－１－２３　　 飲食店 ZN-0002-7118

素材屋屯 横浜市港南区 上大岡西２－１－２３　佐野金ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0962

CaMarche 横浜市港南区 上大岡西２－３－２０　　 飲食店 ZN-0002-5833

酒場陽炎 横浜市港南区 上大岡西２－４－５　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6817

花里 横浜市港南区 上大岡東１－１１－２０　　 飲食店 ZN-0001-0921

ラトゥール 横浜市港南区 上大岡東１－９－１３　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5898

Spicy　Monkeys’ 横浜市港南区 大久保１－１１－５　　 飲食店 PK-0000-6700

よしもと 横浜市港南区 大久保１－２０－５０　フラットグレースおおさわ２ 飲食店 JS-0000-2035

鮨処あり多 横浜市港南区 大久保２－３２－２３　椎名ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5061

TERADAYA 横浜市港南区 丸山台２－１２－１８　　 ショッピング ZN-0001-2844

パティスリーストラスブール 横浜市港南区 丸山台３－１１－１６　　 ショッピング ZN-0000-9940

ブーランジェリー　トレフール 横浜市港南区 芹が谷１－１－５　芹が谷サニ－ハイム１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8636

タイヤハウスオカジマ 横浜市港南区 港南台１－７－８ ショッピング JS-0004-2203

販売 むすび イオンフードスタイル港南台店 横浜市港南区 港南台３－１－２　イオンフードスタイル港南台店３Ｆ ショッピング JS-0005-5217

ラスティック 横浜市港南区 港南台３－１６－８ ショッピング JS-0003-6038

casa do anjo 港南台店 横浜市港南区 港南台３－１６－８　シーズンプレイスＣ ショッピング JS-0002-9080

株式会社首都圏メディカル 横浜店 横浜市港南区 港南台３－２４－５　港南台ハウス２ ショッピング JS-0003-5545

株式会社ビジョンシステム 横浜市港南区 港南台４－１－１　テスコビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1531

田辺薬局港南中央店 横浜市港南区 港南中央通１３－２４ ショッピング JS-0004-7393

人形のきたむら 横浜市港南区 最戸１－４－１１ ショッピング JS-0003-7811

ale 横浜市港南区 笹下１－５－２６　クリオ上大岡２壱番館１Ｆ ショッピング SL-2000-1282

［HC］株式会社伊東電機 横浜市港南区 上永谷２－１１－１　いずみプラザ上永谷１１６ ショッピング JS-0001-8659

UQ スポット上大岡 横浜市港南区 上大岡西１－１２－１１　マルイビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0098

truth 横浜市港南区 上大岡東１－１１－２６　上大岡 SK ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1867

花ともだち大 横浜市港南区 上大岡東１－９－１６　　 ショッピング ZN-0002-8034

JP ケンコープラザ 横浜市港南区 上大岡東１－９－１６　HS ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-3032

Chaleur 上大岡 横浜市港南区 大久保１－１１－３　　 ショッピング ZN-2000-3886

T．U．C．GROUP 横浜港南店 横浜市港南区 日野５－１－２２ ショッピング JS-0004-4319

かんてい局 横浜港南店 横浜市港南区 日野５－２３－２１ ショッピング JS-0000-0607
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（株）マック 横浜市港南区 日野中央２－３－１０ ショッピング JS-0000-1213

EBISUmotorcycle 横浜市港南区 日野中央２－７－６　NS ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1729

買蔵工具専門館 横浜市港南区 日野南２－２０－３６ ショッピング JS-0000-5775

株式会社吉田材木店 横浜市港南区 日野南３－２－５ ショッピング JS-0002-5781

パティスリーストラスブールノバ 横浜市港南区 野庭町１２６２－１　　 ショッピング ZN-0000-9995

ヤスホームサービス 横浜市港南区 下永谷３－１７－２２　ダイトミ No.5-D サービス PK-0000-2805

ネオ 21 本店 横浜市港南区 下永谷３－４－１７ サービス JS-0004-6410

ネオ 21 下永谷店 横浜市港南区 下永谷６－１０－２５ サービス JS-0004-6421

レイズガーデン 横浜市港南区 丸山台１－２－１　京急シティ上永谷Ｌウィング２Ｆ　 サービス ZN-0001-0382

OWLhair 横浜市港南区 丸山台２－１２－１６ サービス JS-0004-0689

ネオ 21 上永谷店 横浜市港南区 丸山台２－６－１ サービス JS-0004-6489

OWL HANARE 横浜市港南区 丸山台３－１－６ サービス JS-0005-0736

ネオ 21 丸山台店 横浜市港南区 丸山台３－３０－８ サービス JS-0004-6488

ネオ 21 東芹が谷店 横浜市港南区 芹が谷１－２－４ サービス JS-0004-6500

AND 横浜市港南区 芹が谷２－２０－６－１　 サービス SL-2000-0305

ネオ 21 南校前店 横浜市港南区 港南２－２８－３０ サービス JS-0004-6407

ネオ 21 港南台駅前店 横浜市港南区 港南台３－１７－１５ サービス JS-0004-6505

D’z KOUNANDAI 横浜市港南区 港南台３－２０－３０ サービス JS-0001-4286

the Frei 横浜市港南区 港南台４－１７－１　立川ビル港南台パレス５Ｆ サービス JS-0002-9711

キングダム アルーア 横浜市港南区 港南台４－１７－３０　　 サービス ZN-0001-0217

GRAPEVINES 港南台 横浜市港南区 港南台４－２１－１　　 サービス ZN-2000-5142

ティンク港南台 横浜市港南区 港南台４－２４－１　　 サービス ZN-0000-9598

キングダム港南台店 横浜市港南区 港南台４－３－２　　 サービス ZN-0000-9984

アングルヘアー 横浜市港南区 港南台４－３－９　荒井ビル２Ｆ サービス JS-0000-2709

スタジオ・フェム 横浜市港南区 港南台５－５－１　１Ｅ　 サービス ZN-2000-1151

ネオ 21 第二港南台店 横浜市港南区 港南台６－３２－２３ サービス JS-0004-6493

ネオ 21 港南台店 横浜市港南区 港南台６－３２－２３ サービス JS-0004-6502

ウエノクリーニング港南台店 横浜市港南区 港南台７－８－３３ サービス JS-0005-4066

トリマーサロンミルキーウェイ 横浜市港南区 港南中央通１－１１　　 サービス ZN-2000-5960

ミルキーウェイ 横浜市港南区 港南中央通３－１　藤岡ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2093

ネイルサロンミルキーウェイ 横浜市港南区 港南中央通３－１　藤岡ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-2612

クライムヘアー ／ Climb hair 横浜市港南区 港南中央通３－５－１０１　 サービス SL-2000-7525

中馬動物病院 横浜市港南区 最戸１－１１－４ サービス JS-0000-5410

ネオ 21 笹下店 横浜市港南区 笹下２－１－１２ サービス JS-0004-6582

シベルフォークラップス 横浜市港南区 上永谷２－１１－１　いずみプラザ上永谷１０５　 サービス ZN-2000-5138

おか動物病院 横浜市港南区 上永谷３－１－２　　 サービス PK-0000-9190

ディアレスト 横浜市港南区 上大岡西１－１３－１８　NIC ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾑ上大岡ﾌﾟﾗｻﾞ１０３ サービス ZN-0001-2342

ネオ 21 第二上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１３－２６ サービス JS-0004-6507

iCrackedStore 上大岡 横浜市港南区 上大岡西１－１８－５　ミオカ３Ｆ サービス JS-0004-0099

アイシェルジュ上大岡 2 号店 横浜市港南区 上大岡西１－１９－４－４０２　 サービス ZN-2000-5491

JUDE 横浜市港南区 上大岡西２－１０－３３　　 サービス ZN-0001-0831

ショコラ・ラテ上大岡店 横浜市港南区 上大岡西２－２－１５　バルーンビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1246

ゼクトサウス 横浜市港南区 上大岡西２－２－３　荻野ビル１Ｆ サービス SL-2000-8054

Belle 横浜市港南区 上大岡西２－２－３　荻野ビル２０４ サービス JS-0002-7517
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ネオ 21 関の下店 横浜市港南区 上大岡西２－４－１５ サービス JS-0004-6428

Hilfe 横浜市港南区 上大岡西２－４－２　上大岡 MT ビル１０２ サービス JS-0002-2108

Dh － HALFix 横浜市港南区 上大岡西２－４－８　福真ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-1031

Bande 横浜市港南区 上大岡西２－６－３０　マルヨビル１Ｆ サービス JS-0001-4473

Luxe 横浜市港南区 上大岡西２－７－６　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ上大岡１０２ サービス JS-0003-0361

Hair　Zip 横浜市港南区 上大岡西３－７－６　１Ｆ　 サービス PK-0000-7636

ラブリークリーニング上大岡店 横浜市港南区 上大岡東１－９－１６ サービス JS-0005-2962

アクアライズ 横浜市港南区 大久保１－１１－３　エスポワール上大岡１０４　 サービス ZN-2000-2454

Amelia 横浜市港南区 大久保１－１３－１５　１Ｆ　 サービス ZN-0001-1950

ヘアコミュニティモダンタイムス上大岡店 横浜市港南区 大久保１－１６－３９　ルビーパレスヨコオ　 サービス ZN-2000-0308

髪美飾 横浜市港南区 大久保１－１７－２５　グランデ大久保１Ｆ サービス JS-0001-3282

AiruBeautySalon 横浜市港南区 大久保１－７－１１　１Ｆ　 サービス ZN-0001-3024

RN 横浜市港南区 大久保２－８－２６　　 サービス ZN-0002-2837

かめんちゅ shop KEEPER2 号店 横浜市港南区 東芹が谷１０－１３　むつみマンション１０２　 サービス SL-2000-7339

ひの動物病院 横浜市港南区 日野７－６－６ サービス JS-0001-8816

ネオ 21 野庭店 横浜市港南区 日野８－３１－１６ サービス JS-0004-6494

OCEAN’SPETCARECENTER 横浜市港南区 日野南４－２－７ サービス JS-0000-5964

シーライフ本店 横浜市港南区 野庭町６１９－１－１３７　　 サービス PK-0000-1534

カラオケルーム パル 横浜市港南区 上大岡西２－１－２３ エンターテインメント JS-0002-6296

有限会社早川金物 横浜市港南区 丸山台２－１７－１４　 その他 SL-2000-9213


