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個室居酒屋 四季彩 関内店 横浜市中区 伊勢佐木町１－３－１　第１イセビル２Ｆ　 飲食店 SL-2001-0931

文明堂茶館 ル・カフェ 横浜市中区 伊勢佐木町１－５－３ 飲食店 JS-0005-8624

BarMOJO 横浜市中区 伊勢佐木町１－５－８　キニヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1947

伊勢佐木町肉寿司 横浜市中区 伊勢佐木町１－６－１　伊勢佐木町 KING ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6772

居酒屋みやび 横浜市中区 伊勢佐木町１－６－５　亀楽ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1384

つる屋 横浜市中区 伊勢佐木町１－７－１０　　 飲食店 ZN-0001-0039

Cafe ＆ Bar Den 横浜市中区 伊勢佐木町１－７－９　イセフクビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7999

焼肉 牛国 横浜市中区 伊勢佐木町２－１０　第３泰信ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9749

豚パパ伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町２－１１－３　五光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1282

牛繁伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町２－７８　スミビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6192

バヤニーズキッチン 横浜市中区 伊勢佐木町２－７９　平山ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3568

すし魚游伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町２－８９　クラバヤシビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9498

Westrump 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０７　ストーク田名瀬ビル１０１ 飲食店 JS-0001-3493

Sun － mi 高松 伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町３－９６　にっかつ会館地下　 飲食店 ZN-0000-9999

牛蔵伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１１ 飲食店 JS-0005-9351

かめや伊勢佐木モール店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１７－２　伊勢佐木町４共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0040

タイレストラン DEAR ＆ DREAM 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１７－２共同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4970

和来 伊勢佐木店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１２１－１　　 飲食店 ZN-0000-9878

MERISAKEBAP ＆ BAR 横浜市中区 伊勢佐木町５－１３０　　 飲食店 ZN-0001-2946

JUNS GREEN CAFE 横浜市中区 伊勢佐木町６－１３４　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2594

肉おでんまるちゃん 横浜市中区 伊勢佐木町６－１４１－１ 飲食店 JS-0004-4884

トラットリアグランドゥーカ 横浜市中区 伊勢佐木町７－１５１－１　　 飲食店 ZN-0001-2481

東京ガス横浜クラブ 横浜市中区 羽衣町１－２　東京ガス関内ビル７Ｆ 飲食店 JS-0003-5549

地鶏や一鳥 横浜市中区 羽衣町２－５－１　宮本第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9597

キッチン＆バル Compas 横浜市中区 羽衣町２－６－６　サイコーポレーションビル１０１ 飲食店 JS-0003-7668

イサベラ 横浜市中区 翁町１－５－１４　新見翁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7514

タンドリーハウス 横浜市中区 翁町２－７－１　レクスマンション横浜関内１０１ 飲食店 JS-0000-8963

Saltn’ Pepper 横浜市中区 花咲町１－１－２　喜宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9703

荒波 横浜市中区 花咲町１－１９－５　　 飲食店 ZN-0001-1555

炭火焼鳥さかき榊 横浜市中区 花咲町１－２１－２　アックス横浜 M･M １Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9676

魚とワイン Hanatare 横浜市中区 花咲町１－２７　横浜コーヨー三十八番館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0335

すし魚游桜木町店 横浜市中区 花咲町１－３６　フレール花咲ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-8053

A．F．R Yokohama 横浜市中区 花咲町１－３８　　 飲食店 ZN-0001-2822

秀吉桜木町店 横浜市中区 花咲町１－３９－７ 飲食店 JS-0003-5671

魚と酒はなたれ野毛店 横浜市中区 花咲町１－４－１　ベルメゾン桜木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9666

シーフードスタンドパチョレック 横浜市中区 花咲町１－４３　小西ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9607

モリテン 横浜市中区 花咲町１－４７－３　吉田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6514

ジーラソーレ 横浜市中区 花咲町１－４９－２　東洋花咲ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-0710

APOLLOcompany 横浜市中区 花咲町１－９　　 飲食店 ZN-0001-1287

KULA KULA Dining 横浜市中区 花咲町２－６０ 飲食店 JS-0003-3182

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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台湾風居酒屋 阿里山 横浜市中区 花咲町２－６０　白鳥ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1020

松庵・しら河 横浜市中区 花咲町２－６０　白鳥ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0449

いっちゃが 桜木町店 横浜市中区 花咲町２－６４ 飲食店 JS-0003-3498

居酒屋一ノ蔵 横浜市中区 花咲町２－６４　　 飲食店 ZN-0001-0593

極桜木町店 横浜市中区 花咲町２－６８　第二末次ビル　 飲食店 ZN-0000-9790

若鳥焼 雅 横浜市中区 花咲町２－７１－３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6382

フレンチビストロ ル ミディ 横浜市中区 花咲町３－８７ 飲食店 SL-2000-4057

横浜ごはん Fu － jin 横浜市中区 花咲町３－８７　　 飲食店 ZN-0001-0742

横浜紅葉坂日本酒ふじひら 横浜市中区 花咲町３－９６　大坪ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1716

International Cuisine Subzero 横浜市中区 海岸通１－１　横浜港大さん橋国際客船ターミナル内 飲食店 SL-2000-6564

海岸通酒場でざんじゅ 横浜市中区 海岸通３－１２－１　ミナトイセビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9347

アマゾンクラブ 横浜市中区 海岸通３－９　横浜ビルＢ１ 飲食店 JS-0001-9745

KITCHENMANE 横浜市中区 海岸通５－２５ 飲食店 JS-0005-3430

HAISHOP 横浜市中区 海岸通５－２５ 飲食店 JS-0005-3438

HAISHOPCAFE 横浜市中区 海岸通５－２５ 飲食店 JS-0005-3498

ANCHORGROUND 横浜市中区 海岸通５－２５－２　シャレール海岸通１Ｆ 飲食店 JS-0001-5537

横浜関内吉田町 THEFARM 横浜市中区 吉田町１０　斉藤ビル　　 飲食店 ZN-0002-7514

La’malama 関内店 横浜市中区 吉田町１０　斉藤ビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-4021

割烹蒲焼八十八吉田町店 横浜市中区 吉田町１０　都南ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1047

SERENO 横浜市中区 吉田町１２－１　１・２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6567

登良屋 横浜市中区 吉田町２－３　　 飲食店 ZN-0001-0168

ヨコハマアメリア 横浜市中区 吉田町３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0597

レストランスパルタ 横浜市中区 吉田町３－７　　 飲食店 ZN-0001-0508

diningbarWADACHI 横浜市中区 吉田町４－６　吉田町第１共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4048

TOWSER 横浜市中区 吉田町４－７　　 飲食店 ZN-0001-0835

29BY 横浜市中区 吉田町５－１２－１０７　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0526

アンテナアメリカ関内店 横浜市中区 吉田町５－４　第６吉田ビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-1796

BarreLPoD 横浜市中区 吉田町５－９　第２共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0970

和 Barrel 横浜市中区 吉田町６－３　第３共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0883

MagicBarHearts 横浜市中区 吉田町６－４　第三名店ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1731

燻製ダイニング MOKU 横浜市中区 吉浜町２－１５　上智ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6422

中華料理味臨軒 横浜市中区 吉浜町２－１８　雅ビル１、２Ｆ 飲食店 JS-0001-4731

串揚げとワインはち 横浜市中区 宮川町１－１１　並木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0384

もじゅうろう 横浜市中区 宮川町１－２ 飲食店 JS-0004-0056

asian table bingin 横浜市中区 宮川町２－１６　フジイビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5522

草 KUSA 横浜市中区 宮川町２－２８　前田ビル２　１Ｆ 飲食店 SL-2000-8969

なおじ 横浜市中区 宮川町２－２８－３ 飲食店 JS-0002-2504

K’sBarYokohama 横浜市中区 宮川町２－３５－４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-7808

Rigatto 横浜市中区 宮川町２－３９－４　　 飲食店 ZN-0000-9846

濱膳 横浜市中区 宮川町２－４０　長島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4475

松葉寿し 横浜市中区 宮川町２－５５　　 飲食店 ZN-0002-9524

campur 横浜市中区 宮川町２－５５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6216

あうん酒房楽 横浜市中区 宮川町２－５５　ルリエ横浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2176

三代目ハルク 横浜市中区 宮川町２－５６ 飲食店 JS-0005-9751



3 2020/9/20

［横浜市中区］

加盟店名 所在地 ジャンル

和来 野毛店 横浜市中区 宮川町３－６３－１　　 飲食店 ZN-0001-1179

鴻元食坊 横浜市中区 宮川町３－７９　m&m's ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7360

WANG’SDINING 元町 横浜市中区 元町１－１３－５　ビラ元町２Ｆ 飲食店 JS-0002-1523

CafeRenoir 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１８ 飲食店 YK-2000-0002

FLIPPER'S 横浜元町店 横浜市中区 元町１－２０－１０２Ａ 飲食店 YK-0000-0021

リオスボングスタイオ 横浜市中区 元町１－２３－１　リバーサイド元町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0117

BURGER JO’S 横浜市中区 元町１－２６－１ 飲食店 YK-0000-0031

ワールドワインバーバッグ・シューズ y ピーロート 横浜市中区 元町１－２７－２ 飲食店 YK-0000-0032

カプリチョーザ横浜元町店 横浜市中区 元町１－３１　ラ・スピーガ元町２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0126

ラ・バンリュー アトリエサイトウ 横浜市中区 元町１－４９ 飲食店 JS-0000-2401

レブレッソ横浜元町店 横浜市中区 元町２－８１　オゾンビル１Ｆ 飲食店 YK-2000-0010

ドゥー・エピセ 横浜市中区 元町２－８８　元町シエテバッグ・シューズ１ 飲食店 YK-0000-0069

きせきの食卓＆元町・YOGA2016 横浜市中区 元町２－９３　３Ｆ 飲食店 YK-0000-0077

元町 Cerisier 横浜市中区 元町２－９５－２　YN ビル B １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1624

仏蘭西料亭 霧笛楼 横浜市中区 元町２－９６ 飲食店 YK-0000-0082

OLIVES（オリーブ） 横浜市中区 元町３－１３１－４ 飲食店 YK-2000-0003

キャラバンコーヒー元町店 横浜市中区 元町４－１７７ 飲食店 YK-2000-0005

バリ料理プリバディ 横浜市中区 元町４－１７９　ウィスタリア元町Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1410

ガーリックジョーズ元町店 横浜市中区 元町５－１９１　元町 KY ビル 飲食店 YK-0000-0146

元町都すし 横浜市中区 元町５－１９６ 飲食店 YK-0000-0150

上島珈琲店 横浜元町店 横浜市中区 元町５－１９８　ポーラ元町ビル１Ｆ 飲食店 YK-2000-0008

旬彩料理十三夜 横浜市中区 元浜町４－２８　フラット田中１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0366

和酒家 ひで桔 横浜市中区 港町４－１５－１　フィル・パーク横浜関内６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0645

レストランドルフィン 横浜市中区 根岸旭台１６－１ 飲食店 JS-0003-0998

中華酒場風来坊 横浜市中区 桜木町１－１　ぴおシティＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-9307

ゆるり。桜木町店 横浜市中区 桜木町１－１０１－１　クロスゲート４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9816

桜木町 de 焼肉 DOURAKU 横浜市中区 桜木町１－１０１－１　クロスゲート４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6802

シャンソニエデュモン 横浜市中区 山下町１００－３　リレント山下町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3773

客満堂 3 番館 横浜市中区 山下町１０６－１８　　 飲食店 ZN-0002-7115

エッグスンシングス 横浜山下公園店 横浜市中区 山下町１１　スターホテル横浜１Ｆ　 飲食店 AX-0000-0018

蟹風船 横浜市中区 山下町１１　スターホテル横浜２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2013

優味彩 横浜市中区 山下町１２８　ラ・トゥール前田１Ｆ 飲食店 JS-0003-1936

梅蘭 横浜市中区 山下町１３３－１０　　 飲食店 ZN-0001-0620

大新園 横浜市中区 山下町１３４ 飲食店 JS-0001-4508

龍華楼市場通り 横浜市中区 山下町１３７ 飲食店 JS-0000-8939

福満園別館 横浜市中区 山下町１３７　　 飲食店 ZN-0001-0140

京華樓本館 横浜市中区 山下町１３８ 飲食店 JS-0003-2900

梅蘭新館 横浜市中区 山下町１３８　　 飲食店 PK-0000-0470

景徳鎮新館 横浜市中区 山下町１３８　　 飲食店 ZN-0001-0430

翡翠楼本館 横浜市中区 山下町１３９ 飲食店 JS-0001-2736

光龍飯店 横浜市中区 山下町１３９　　 飲食店 ZN-0002-9539

キンフクリュウ 横浜市中区 山下町１４３ 飲食店 JS-0005-9677

大珍樓新館 横浜市中区 山下町１４３　　 飲食店 JS-0001-3639

大珍樓 新館売店 横浜市中区 山下町１４３　　 飲食店 JS-0001-7771
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SARIO 聘珍樓茶寮 中華街店 横浜市中区 山下町１４３　　 飲食店 ZN-0000-2970

慶華樓 横浜市中区 山下町１４３　　 飲食店 ZN-0001-1219

芳子のお茶本舗 横浜市中区 山下町１４４　チャイナスクエア３Ｆ 飲食店 JS-0001-2944

鵬天閣酒家 横浜市中区 山下町１４４　新龍ビル　　 飲食店 ZN-0001-0229

獅門酒楼 横浜市中区 山下町１４５　　 飲食店 ZN-0001-2185

京華樓大通り店 横浜市中区 山下町１４５－２ 飲食店 JS-0003-2825

海南飯店 横浜市中区 山下町１４６ 飲食店 JS-0001-1890

清香園 横浜市中区 山下町１４６　　 飲食店 ZN-0001-0757

心龍 横浜市中区 山下町１４６　　 飲食店 ZN-0001-1154

梅林閣 横浜市中区 山下町１４６－２　ローズビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4421

順海閣 本館 横浜市中区 山下町１４７ 飲食店 JS-0003-9109

鵬天閣 横浜市中区 山下町１４７　ヒナガタビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9624

翠香園 横浜市中区 山下町１４８ 飲食店 JS-0001-3109

大連餃子基地 DALIAN 中華街店 横浜市中区 山下町１４８ 飲食店 JS-0004-1221

萬來行大通り店 横浜市中区 山下町１４８ 飲食店 JS-0005-8674

聘珍楼 横浜本店 横浜市中区 山下町１４９　中華街大通中央　 飲食店 ZN-0000-0176

萬金楼 横浜市中区 山下町１４９－３ 飲食店 JS-0005-9551

中華街 桂宮 横浜市中区 山下町１５１ 飲食店 JS-0003-0154

梅蘭中華街店 横浜市中区 山下町１５１　　 飲食店 ZN-0000-9682

王府井 2 号店大通り 横浜市中区 山下町１５１－１６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5051

東北人家 新館 横浜市中区 山下町１５１－３　アートビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0001-9192

茘香尊 横浜市中区 山下町１５２－６　　 飲食店 ZN-0002-6012

福満園新館 横浜市中区 山下町１５７－８　　 飲食店 ZN-0000-9948

上海豫園 横浜市中区 山下町１６６　　 飲食店 ZN-0001-1291

華都飯店 横浜市中区 山下町１６６　　 飲食店 ZN-0001-1434

廣翔記 本館 横浜市中区 山下町１８６－９　　 飲食店 ZN-0001-0700

財恩 横浜市中区 山下町１８８ 飲食店 JS-0003-8329

カフェアメイジア 横浜市中区 山下町１８８－２　モリビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9196

中華料理 蓮香園新館 横浜市中区 山下町１９０ 飲食店 JS-0003-0824

三和楼 横浜市中区 山下町１９０　　 飲食店 ZN-0001-0091

慶福楼市場通り店 横浜市中区 山下町１９０　　 飲食店 ZN-0001-0585

青海星 横浜市中区 山下町１９０－１ 飲食店 JS-0004-5033

状元樓 横浜市中区 山下町１９１ 飲食店 OT-0000-0097

北京ダック店 横浜市中区 山下町１９１－１０　　 飲食店 ZN-0000-3570

福盛楼 横浜市中区 山下町１９１－４　　 飲食店 ZN-0001-1583

福満園本店 横浜市中区 山下町２００　トキワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9767

赤から中華街店 横浜市中区 山下町２００－１７ 飲食店 JS-0004-3639

餃子伝説総本舗 横浜市中区 山下町２０２　　聚楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6693

中華街大飯店 横浜市中区 山下町２０２－８　ラオビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0250

中華料理錦里 横浜市中区 山下町２０２－９　　 飲食店 ZN-0000-9872

焼肉源 横浜市中区 山下町２０２－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9945

AQUILA VOLANS 横浜市中区 山下町２０４－１　ダイワロイネットホテル横浜公園２Ｆ 飲食店 SL-2001-0347

景徳鎮酒家 横浜市中区 山下町２０５－５　　 飲食店 ZN-0001-0464

DELHIDINING 横浜市中区 山下町２０７　関内 JS ビル　　 飲食店 ZN-0002-3016
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DuVinHACHISCH 横浜市中区 山下町２１０－３　パークアクシス１Ｆ 飲食店 JS-0001-2325

焼き鳥侍 横浜市中区 山下町２１４－１　思明楼ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9796

MARINE 横浜市中区 山下町２１７　多田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5364

Beauty ＆ theBeast 横浜市中区 山下町２１９　カーサ丸徳Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2215

天香楼 横浜市中区 山下町２２０　プリンスプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2854

和三八 横浜市中区 山下町２２１－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5465

グレートウォール 横浜市中区 山下町２２１－３　スカイウェイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2374

CRAFTBEERBARLIVING 横浜市中区 山下町２４－７　シティコート山下公園１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1424

トルコ地中海料理 ゼイティンレストラン 横浜市中区 山下町２５　ニューポートビル２０１ 飲食店 JS-0003-1784

炭火焼鳥 仙雲 横浜市中区 山下町２５－１４　モナニビル２０２ 飲食店 JS-0000-6675

Bistroduport 銅鑼 横浜市中区 山下町２５－１４　モナニビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1218

鮨処 益子 横浜市中区 山下町２７６－５　ル・グラン元町２１３ 飲食店 JS-0002-1965

バースリーマティーニ 横浜市中区 山下町２８　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ山下公園１０４　 飲食店 ZN-0000-9792

ブフドール 横浜市中区 山下町２８－２　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ山下公園１Ｆ 飲食店 JS-0005-2182

カフェ ラ・ボエム 元町中華街 横浜市中区 山下町６１－１　山下ビルＢ１Ｆ 飲食店 AX-2000-0087

そば酒房花津月 横浜市中区 山下町７４－６　　 飲食店 ZN-0002-3986

ミオポスタ 横浜市中区 山下町７４－６　ロクマルビル１Ｆ－２ 飲食店 JS-0001-7292

LazyStarfish 横浜市中区 山下町７６－４　横浜ユーロタワー２０４　 飲食店 ZN-2000-0813

BAR SHOWTIME TEPPAN STEAK HOUSE 横浜市中区 山下町７９－４　松方ビル２Ｆ 飲食店 AD-0000-1093

横浜中華街北京飯店 横浜市中区 山下町７９－５ 飲食店 JS-0003-7676

客満堂 2 番館 横浜市中区 山下町８１－１４　　 飲食店 ZN-0001-2571

491 House 横浜市中区 山下町８２　徳永ビル１０３ 飲食店 JS-0002-5131

青葉新館 横浜市中区 山下町９７　　 飲食店 ZN-0001-2723

廣翔記 新館 横浜市中区 山下町９７　石屋ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9615

プティ・タ・プティ 横浜市中区 山元町２－７７ 飲食店 JS-0001-7570

フレンチ懐石 此のみち 横浜市中区 山手町１５９－２　 飲食店 SL-2000-7824

山手ロシュ 横浜市中区 山手町２４６　　 飲食店 ZN-0002-2727

創作居酒屋 おにゃん 横浜市中区 若葉町２－３０　浅野コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9660

ヨコハマアジアンダイニング若葉町 横浜市中区 若葉町３－４３－４　韓国商工会ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3330

御圓屋 横浜市中区 若葉町３－４９　シマノビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3450

SUI 横浜市中区 寿町１－３－８　グランネス横浜公園１０１　 飲食店 ZN-2000-0125

焼肉東京山 横浜市中区 寿町２－５－１２　山鉄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9856

アカマタ 横浜市中区 住吉町１－１　第三柳下ビルディングＢ１　 飲食店 PK-0000-0274

はな・花 居酒屋 横浜市中区 住吉町１－１０　日宝ラビオス関内２０１ 飲食店 JS-0004-0348

関西割烹橘家 横浜市中区 住吉町２－２５　東邦第二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1196

鮨処三津哉 横浜市中区 住吉町２－２６　洋服会館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4506

なか條 横浜市中区 住吉町３－２９　関内住吉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0875

HOLA 横浜市中区 住吉町３－２９　館内住吉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0769

味道楽 横浜市中区 住吉町３－３１　　 飲食店 ZN-0001-2132

風見鶏 横浜市中区 住吉町３－３６　デックスビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3489

Kanon 横浜市中区 住吉町３－３６－２　デックスビル２０２　 飲食店 ZN-0001-0038

Shot Bar AQUARIUM 横浜市中区 住吉町３－３６－２　デックスビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-1054

SHARE DINNER 横浜市中区 住吉町３－３６－５　大洋第３ビル　２Ｆ 飲食店 SL-2000-2141

うさぎや 関内店 横浜市中区 住吉町３－３６－７　　 飲食店 ZN-0001-0294
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レストランラタトゥイユ 横浜市中区 住吉町３－３７　村山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9175

キッチン居酒屋 パーソンズ 横浜市中区 住吉町３－３７－１　村山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2008

関内京城苑 横浜市中区 住吉町５－６０　　 飲食店 ZN-0001-2287

OBI 横浜市中区 住吉町５－６１　住五ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2066

TESSHO 横浜市中区 住吉町５－６１　茂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0067

ステーキハウスどんぱん 横浜市中区 住吉町５－６２ 飲食店 JS-0003-9643

イタリアワインアンドバールクラッ 横浜市中区 住吉町５－６２　篠原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9747

カーヴドカズ 横浜市中区 住吉町５－６４　LB CROSS 馬車道２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6753

SULPONTE 驛の食卓 横浜市中区 住吉町６－６８－１　横浜関内地所ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9850

ヨコハマビアスタンド 横浜市中区 住吉町６－６８－１　横浜関内地所ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0525

パラダイスカフェ 横浜市中区 住吉町６－７２　シャンローゼ関内ビルＢ１　 飲食店 ZN-0001-1079

ダイニングバー芸備 横浜市中区 住吉町６－７４　ピージャパン関内ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2170

MerryWidow 横浜市中区 住吉町６－７４　プランニングジャパンビルＡ１０１ 飲食店 ZN-0000-9889

BABYMOON 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-2568

ドイツ・欧風料理 Damm 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0679

和食処たか 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル２０３ 飲食店 JS-0000-7557

緒 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル３０１ 飲食店 JS-0000-1674

シュール T 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル４０２　 飲食店 ZN-2000-0479

くずし割烹 弁天や 横浜市中区 住吉町６－７７　横浜福島ビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-3464

ホルモン 500 横浜市中区 曙町１－１０　　 飲食店 ZN-0001-0097

豚パパ曙町支店 横浜市中区 曙町１－３　イセザキハイタウン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1666

和来曙町店 横浜市中区 曙町１－３　藤和伊勢佐木町ハイタウン１０４　 飲食店 ZN-0001-0777

おきらく食堂イセザキ店 横浜市中区 曙町３－４０ 飲食店 JS-0004-7667

ミート食楽部 横浜市中区 曙町３－４４ 飲食店 JS-0003-6816

Yui’sBarBestie 横浜市中区 曙町３－４４　スカイハイツ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3140

cafeomeal 横浜市中区 曙町４－５０－１　　 飲食店 ZN-2000-3186

和家 横浜市中区 曙町４－５９ 飲食店 JS-0002-3740

実家 横浜市中区 小港町３－１７０－２　グランテム本牧１０１ 飲食店 JS-0004-4478

イオ酒場 関内店 横浜市中区 常盤町１－２－１　関内電子ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7177

焼肉 YOKOHAMA045 横浜市中区 常盤町１－５　BS ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7066

和彩 遠藤 横浜市中区 常盤町２－１０ 飲食店 JS-0001-5821

亀松ベイスターズ通り店 横浜市中区 常盤町２－１０　　 飲食店 ZN-0001-0268

アウトロー 横浜市中区 常盤町２－１０－１　常盤不動産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0361

icharibalhome 横浜市中区 常盤町２－１０－１０５　常盤不動産ビル　 飲食店 ZN-0001-1308

宮川本店横浜関内店 横浜市中区 常盤町２－１１　常盤行ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9843

たつ屋 横浜市中区 常盤町２－１１－１１　　 飲食店 ZN-0001-0209

鮨懐石関内舎利膳 横浜市中区 常盤町２－１１－２　アリエスヨコハマ２Ｆ 飲食店 JS-0001-0800

Bar44 横浜市中区 常盤町２－１５－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7679

海凪 横浜市中区 常盤町２－２０　ヴェラハイツ関内２０４ 飲食店 JS-0001-1391

港や関内店 横浜市中区 常盤町３－２１　　 飲食店 ZN-0000-9719

Kkitchen ＆ bar 横浜市中区 常盤町３－２２－１　リバティービル５Ｆ－Ｄ 飲食店 JS-0001-2098

酒彩麺房おおぎ 横浜市中区 常盤町３－２２－３　徳栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1390

Tasca 横浜市中区 常盤町３－２２－３　徳栄ビル２０１ 飲食店 JS-0003-0036

ストラスヴァリウス 横浜市中区 常盤町３－２７－２　　 飲食店 ZN-0001-1548
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王の酒場 横浜市中区 常盤町３－３４－５　フラミンゴビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5523

フレンチ酒場ボンマルシェ 横浜市中区 常盤町３－３７　関内ブロードビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0142

Piacere 横浜市中区 常盤町４－４７　ニューイナズマビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2303

花珠 横浜市中区 常盤町４－５１－２　松むらビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0814

The holiday 横浜市中区 常盤町４－５１－３　常盤町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0632

日本酒といろり酒季菜横浜関内本店 横浜市中区 常盤町４－５２　文乃家ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0638

YOKOHAMA ジェイズ CLUB 横浜市中区 常盤町４－５２　文乃家ビル４０１　 飲食店 ZN-2000-0237

天七 横浜市中区 常盤町５－５７　竹内ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9765

割烹 SOU 横浜市中区 常盤町５－５９　　 飲食店 ZN-0001-1343

エボニーアイズ 横浜市中区 常盤町５－６２　馬車道常盤ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9882

鉄板焼き 福むろ 横浜市中区 常盤町５－７２－１　GM 横浜馬車道ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7660

新田 横浜市中区 常盤町６－７６　　 飲食店 ZN-0001-0087

薬膳ハリハリ鍋 ごんじゅ 横浜市中区 常盤町６－７６　東邦ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6350

インドカリーコバラヘッタ港山下店 横浜市中区 新山下１－１－１　MAGA ﾄﾞﾝ ･ ｷﾎｰﾃ新山下店１Ｆ 飲食店 JS-0004-4573

ミスターカレー北海道 港山下店 横浜市中区 新山下１－２－８ 飲食店 JS-0005-1923

DOURAKU CORRIDA 港山下ナ 横浜市中区 新山下１－２－８　港山下ナナイロビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9591

元町 de 焼肉 DOURAKU 横浜市中区 新山下１－２－８　港山下ナナイロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3533

もつ焼のんき 横浜市中区 真砂町２－１７－１　　 飲食店 ZN-0001-0324

大阪焼肉ホルモンふたご関内店 横浜市中区 真砂町３－３０－２　関内竹内ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6065

粉もの元次関内店 横浜市中区 真砂町３－３０－２　竹内ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1200

兼六庭園 関内店 横浜市中区 真砂町３－３１　アクティオーレ関内７Ｆ 飲食店 JS-0003-3165

クイーンメリー関内店 横浜市中区 真砂町３－３２　ステ－ツサイドビル 飲食店 ZN-0001-1198

中華居酒屋 彩 横浜市中区 真砂町３－３２　ステ－ツサイドビル３Ｆ　 飲食店 SL-2001-0601

直七関内店 横浜市中区 真砂町４－４３　　 飲食店 ZN-2000-7454

横濱渉 横浜市中区 真砂町４－４３　木下ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-2454

割烹蒲焼八十八石川町店 横浜市中区 石川町１－１０ 飲食店 JS-0001-1747

元祖ひょうたん石川町店 横浜市中区 石川町１－１３－８ 飲食店 JS-0001-7273

食彩和牛しげ吉横浜元町店 横浜市中区 石川町１－１５　saza ビルＢＯ１　 飲食店 ZN-0002-5717

トリロメオ 横浜市中区 石川町１－１５－６　　 飲食店 ZN-0001-1781

炭火焼鳥虹の麓 横浜市中区 石川町１－１７－１４　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1607

料理や森川 横浜市中区 石川町１－１８－３　長谷川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1768

PARTYANIMALS 横浜市中区 石川町１－１９　キクヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2394

桐のや 横浜市中区 石川町１－１９－６ 飲食店 JS-0005-0174

オイノス石川町 横浜市中区 石川町１－２１　ホカリビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0032

RAZZO 横浜市中区 石川町１－２２－６　A&E レジデンス横濱石川町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2347

Benny’sPlace 横浜市中区 石川町１－２５　みつぼビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1571

チャコールグリルグリーン 横浜市中区 石川町１－８　第二アサヒビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8856

ジェイハン 横浜市中区 石川町２－７０　 飲食店 SL-2000-0802

侘 sabi 横浜市中区 石川町２－７０　柏木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2084

杵屋 横浜市中区 石川町２－７５　　 飲食店 ZN-0001-0905

Mario’sKITCHEN 横浜市中区 石川町２－８３　　 飲食店 ZN-0002-9332

ビストロ 山．海．葉っぱ 横浜市中区 石川町３－１０７－２　アドゥパ元街２Ｆ 飲食店 JS-0002-7535

中国料理旭酒楼 横浜市中区 石川町３－１０８－１２　　 飲食店 ZN-0001-2148

いっちゃが 関内店 横浜市中区 相生町１－１８－１　相生パークビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0229
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ろばた焼「金と銀」 横浜市中区 相生町１－２５　リバースビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1570

ソクチョサムゲタン 横浜市中区 相生町１－５　真和関内第一ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0375

GREED 横浜市中区 相生町２－３３－３　シマビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4729

賢記 横浜市中区 相生町２－３４－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6140

海鮮季節料理旬 横浜市中区 相生町２－３５　関内 AP プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2021

みなと寿司 関内店 横浜市中区 相生町２－４２－１　関内 AM ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0946

萬丸 横浜市中区 相生町２－５０　文盛堂ビル１０１ 飲食店 JS-0001-7315

18BAR 横浜市中区 相生町２－５０　文盛堂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5280

ジャパニーズレストラン潜裏 横浜市中区 相生町２－５０－１ 飲食店 JS-0000-3540

中華料理唐家村 横浜市中区 相生町２－５２　金子ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6005

バックナイン 横浜市中区 相生町３－５３　GP ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5126

和来 関内店 横浜市中区 相生町３－６０　　 飲食店 ZN-0001-0889

鳥の巣 関内店 横浜市中区 相生町３－６０　泰生ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2302

you 横浜市中区 相生町３－６１　泰生ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-2520

STEAK CLUB 18 横浜市中区 相生町４－６５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0646

BarSuperNova 横浜市中区 相生町４－６５　ポラリスビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-4231

レストラン海南亭グリル 横浜市中区 相生町４－６５　高岡ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1879

清香楼 相生町店 横浜市中区 相生町４－６５－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-2754

パリ 17 区 横浜市中区 相生町４－６５－３　馬車道メディカルスクエアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9396

板そば蒼ひ 横浜市中区 相生町４－６６　第１５須賀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2841

ヴィア トスカネッラ 横浜市中区 相生町４－６９　関内孝和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1121

ビストロ モンテ 横浜市中区 相生町４－６９－１　トーカン馬車道キャステール１０３ 飲食店 JS-0002-1221

丹屋 横浜市中区 相生町４－６９－１　トーカン馬車道キャステール２０１ 飲食店 JS-0003-6642

B － WEST 横浜市中区 相生町４－７６　ラタンビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-6393

Moodies ムーディーズ 横浜市中区 相生町４－７６　ラタンビル３Ｆ　 飲食店 SL-2000-8001

ピアノバー本牧 横浜市中区 相生町５－７９－３　　 飲食店 ZN-2000-1858

スナック ピエロ 横浜市中区 相生町５－７９－３　ベルビ馬車道７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2524

生香園本館 横浜市中区 相生町５－８０　　 飲食店 ZN-0001-0094

よいよい個室居酒屋 横浜市中区 相生町５－８０　相生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6454

川昌 横浜市中区 相生町５－８６　第１ホームベースビル１０４ 飲食店 JS-0000-3727

クチーナタケムラ 横浜市中区 相生町５－８６　第一ホームベースビル１０１　 飲食店 ZN-0002-2262

ダイニング×ダイビングリコモ 横浜市中区 相生町５－８６　第一ホームベースビル２０２ 飲食店 JS-0005-3281

グリルエス 横浜市中区 相生町５－８９　　 飲食店 ZN-0000-9716

ジャッキーズテーブル 横浜市中区 相生町５－９１　カワイビル１Ａ　 飲食店 ZN-0002-8028

味処花づくし 横浜市中区 相生町５－９２　酒井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9290

Vin － BARCROIX 横浜市中区 相生町５－９３－２　エクセレント１１ビル４－Ａ　 飲食店 ZN-0002-4020

Freedom 横浜市中区 相生町５－９６　第２７国際テクノビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1629

花びし 横浜市中区 相生町５－９６－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4431

居酒屋我武者羅 横浜市中区 太田町１－１１－３　グリーンビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7524

すすきのジンギスカン 関内店 横浜市中区 太田町１－１８　第２白井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3613

GREEN BOWL 横浜市中区 太田町１－２０　三和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3539

ステイツ 横浜市中区 太田町２－２１－１　SUN ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3486

鮨はま田 横浜市中区 太田町２－２１－２　　 飲食店 ZN-0000-9880

三煕 横浜市中区 太田町２－２６　トーホービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1706
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こだま堂 横浜市中区 太田町２－２７　飛高ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4189

つまみダイニング IRORI 横浜市中区 太田町２－２７　飛高ビル２０１ 飲食店 JS-0004-8019

肉匠円居横浜 横浜市中区 太田町２－３１－２　関内楊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0401

炭火焼鶏ねぎま 横浜市中区 太田町２－３１－３　コーポサンライフ１０１　 飲食店 ZN-0001-2395

焼き鳥さいとう 横浜市中区 太田町２－３１－３　コーポサンライフ太田町１０３　 飲食店 ZN-0000-9791

テッチャン鍋 金太郎 横浜市中区 太田町２－３１－３　コーポサンライフ太田町２００ 飲食店 JS-0002-8391

居酒屋花まる 横浜市中区 太田町２－３２　横浜エクセレント６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9986

トランキーユ 横浜市中区 太田町２－３２　横浜エクセレント６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5385

Dish Dishes 横浜市中区 太田町２－３２　豊島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8451

鮨さわ井 横浜市中区 太田町２－３２　豊島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3350

simplefood ＆ drinks 横浜市中区 太田町２－３２－１　ビラ・アペックス横浜関内３Ｆ 飲食店 JS-0003-6415

関内ラテン系セニョリータ 横浜市中区 太田町２－３２－１　ビラ・アペックス横浜関内３Ｆ 飲食店 JS-0005-9196

creare ostera KAIGI 横浜市中区 太田町２－３２－１　ビラ・アペックス横浜関内４Ａ 飲食店 JS-0004-5062

1A 横浜市中区 太田町２－３２の１　ビラ・アペックス横浜関内５Ｆ 飲食店 JS-0005-2634

ヴィノテカ・サクラ 横浜市中区 太田町４－４７　コーワ太田町ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0403

馬車道 大かわ 横浜市中区 太田町４－４８　川島ビル１０１ 飲食店 JS-0002-1835

いろは鮨 横浜市中区 太田町４－４８　川島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2529

生香園新館 横浜市中区 太田町５－５６　　 飲食店 ZN-0001-0855

江戸徳 横浜市中区 太田町５－６３　EFL 馬車道１Ｆ 飲食店 JS-0004-3756

萬珍菜館関内店 横浜市中区 太田町５－６５　横浜平和プラザホテル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4027

BRICKS 横浜市中区 太田町５－６６　新堀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7697

鮨・割烹駒 横浜市中区 太田町５－６８　　 飲食店 ZN-0000-9783

和牛焼肉 犇和 横浜市中区 太田町５－６８　明和ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3618

ZEUS のかくれ家 横浜市中区 太田町５－６８－４　シンソービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2265

rotisserieArtisan 横浜市中区 太田町６－７９　アブソルート横濱馬車道ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4512

ビストロ＆ワイン フェイン 横浜市中区 大和町１－２３－１　 飲食店 SL-2001-0797

protagoyokohama 横浜市中区 大和町２－３３－２　山手アートプラットホーム１Ｆ 飲食店 JS-0001-6747

焼肉厨房天龍長者町店 横浜市中区 長者町２－５－５　長者町ビジネスマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7234

インコントロ 横浜市中区 長者町５－５１－１　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横浜大通公園　 飲食店 ZN-0001-2434

すし処 元 横浜市中区 長者町５－５６　パークサイド長者町２Ｆ 飲食店 JS-0003-2092

イオ酒場 横浜市中区 長者町６－１１１　横浜エクセレント８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-0538

中華華美 横浜市中区 長者町６－１１１　横浜エクセレント８　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0688

焼肉開 横浜市中区 長者町６－９４　　 飲食店 ZN-2000-6877

香港厨房伊勢佐木町 横浜市中区 長者町６－９９　ハローイセザキビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4648

龍鳳 横浜市中区 長者町７－１１２　イセザキセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2174

炭火焼き鳥 GEKO 横浜市中区 長者町８－１２３　伊勢佐木セントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3027

はとば 横浜市中区 長者町８－１２３　龍鳳閣ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5667

東北大飯店 横浜市中区 長者町８－１２３－５　第２末広ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5438

楊家菜館 横浜市中区 長者町８－１２３－８　小松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1713

民俗村 横浜市中区 長者町８－１２４－８　杉山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1660

ハロバン 横浜市中区 長者町８－１２８　第８吉田ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-1759

すしや 吉祥 横浜市中区 長者町８－１３２－１０８ 飲食店 JS-0003-0353

APACHE 横浜市中区 長者町８－１３３　第一谷知ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6326

居酒屋ニコニコ 横浜市中区 長者町８－１３３－２　金田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7500
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BARCROW 横浜市中区 長者町９－１４０　第２吉田ビル１０５Ｂ　 飲食店 ZN-2000-0677

BarIBIZA 横浜市中区 長者町９－１５８　ニューシティ２１ビル５０７　 飲食店 ZN-2000-4028

保和尊 横浜市中区 南仲通１－６　関内 NS ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5181

OSTERIASALEEPEPE 横浜市中区 南仲通１－８　SK ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1900

プライベートルーム徳 横浜市中区 南仲通１－８　SK ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1135

青 横浜市中区 南仲通２－２５－１　横浜エクセレント１２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0859

焼肉ハウス大滝 横浜市中区 南仲通３－３５　 横浜エクセレント３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0754

すだち 横浜市中区 南仲通３－３５　 横浜エクセレント３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4839

上海酒家 岳 横浜市中区 南仲通３－３５　 横浜エクセレント３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6798

関内安土 横浜市中区 南仲通３－３５　 横浜エクセレント３　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1435

ももんち 横浜市中区 日ノ出町１－１０２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-0238

steak134 日ノ出町店 横浜市中区 日ノ出町１－２００　日ノ出サクアス１Ｆ 飲食店 JS-0003-9693

居酒屋さざん日の出町店 横浜市中区 日ノ出町１－２１　英和ベルコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0187

restaurant Artisan 横浜市中区 日本大通３６　シティタワー横濱２Ｆ 飲食店 JS-0003-7290

麦田の割烹唐津 横浜市中区 麦田町１－２８ 飲食店 JS-0003-7056

薩摩炭火焼実杏美 横浜市中区 麦田町４－９８ 飲食店 JS-0003-8842

花夏彩 横浜市中区 麦田町４－９９ 飲食店 JS-0004-8369

さかな番長 横浜市中区 尾上町３－３５　横浜第一有楽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0857

牛タン専門店濱たん 横浜市中区 尾上町３－３５　横浜第一有楽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1776

文次郎関内店 横浜市中区 尾上町３－４０　第二柳下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0066

蘇 横浜市中区 尾上町３－４４　伊勢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2917

中華料理紅花 横浜市中区 尾上町３－４５　　 飲食店 ZN-2000-0990

Bar Herencia 横浜市中区 尾上町３－４５－２　ヴァルス尾上町１０１ 飲食店 JS-0003-5691

Sho’sTEPPANDINING 横浜市中区 尾上町３－４５－２　ヴァルス尾上町Ｂ－１０２　 飲食店 ZN-0001-2459

鶏炎馬車道店 横浜市中区 尾上町５－６４　森善ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9578

TRATTORIA BASIL 馬車道店 横浜市中区 尾上町５－６７－１　　 飲食店 ZN-0001-0482

関内月本店 横浜市中区 尾上町５－７０ 飲食店 JS-0003-2841

宵山むらさき 横浜市中区 尾上町５－７０　ザ・バレル源平ビル５Ｆ－５０２ 飲食店 JS-0000-4899

YEBISUDINING 横浜市中区 尾上町５－７１　シティタワー馬車道１Ｆ 飲食店 JS-0003-9168

ザ・ニューヨークカフェ 横浜市中区 尾上町５－７３ 飲食店 SL-2001-1160

ロックパイロット 横浜市中区 尾上町６－８８ 飲食店 JS-0005-6500

居酒屋弘誠 横浜市中区 不老町１－１－１　守谷ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5477

ファイヤーバーグ関内店 横浜市中区 不老町１－５－５　柏野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9789

福々むすび 横浜市中区 不老町１－５－５　柏野ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1462

レストランみわ 横浜市中区 不老町１－６－６　LS 関内ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1340

関内バル 横浜市中区 不老町１－６－８　ポートサイドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2486

寿司善 横浜市中区 不老町２－８－１０　さんたてビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5562

レストラン ヴィーノ 横浜市中区 不老町３－１４－５　中外ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1584

MOZZ 横浜市中区 富士見町２－６　コルニッシュ横浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2890

ヨコハマ居酒屋ローガンズ 横浜市中区 福富町西通３－１１　三平ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2263

AREA51 横浜市中区 福富町西通３５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2794

鳥廣 横浜市中区 福富町西通３５　コスモビル１番館５Ｆ 飲食店 JS-0000-6723

養成軒 横浜市中区 福富町西通３５　日宝ジュビレ３Ｆ 飲食店 JS-0001-0688

YOKOHAMARABBIT 横浜市中区 福富町西通４１　北原ビル１０８　 飲食店 ZN-2000-1928
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ヤンさんの台所 横浜市中区 福富町西通４８　　 飲食店 ZN-0000-9706

李さんの台所 横浜市中区 福富町西通４８　　 飲食店 ZN-0000-9803

ソウル食堂 横浜市中区 福富町西通４８　新福富ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9870

BACCO 横浜市中区 福富町仲通１－６　福富共同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3371

海老寿司 横浜市中区 福富町仲通１－８　　 飲食店 ZN-0002-6651

串やき乾宮 横浜市中区 福富町仲通１－９ 飲食店 JS-0000-8700

富寿司 横浜市中区 福富町仲通１－９　　 飲食店 ZN-0001-0358

tontos 横浜市中区 福富町仲通１－９　　 飲食店 ZN-0002-4015

FamiliaBarRestaurant 横浜市中区 福富町仲通３４　国際ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4273

魚浜 福富町店 横浜市中区 福富町仲通３５　シモダビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0951

将軍 横浜市中区 福富町仲通３８　　 飲食店 ZN-0001-0416

焼肉金光 横浜市中区 福富町仲通３８　　 飲食店 ZN-0001-1283

庭 横浜市中区 福富町仲通３８　福仲ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6235

南大門 横浜市中区 福富町仲通３８　福仲ビル２０６　 飲食店 ZN-0001-2761

KaTari 横浜市中区 福富町仲通３８　福仲ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2532

RichWitch レストランバー 横浜市中区 福富町仲通４－１５　国際ビル２Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-7844

豚ママ 横浜市中区 福富町仲通４－５　和光中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7596

レストランベイニクス 横浜市中区 福富町仲通４－５　和光中央ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5281

ラトリエ 1959 横浜市中区 福富町東通２－１５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2643

LeBistroAlpine 横浜市中区 福富町東通３８ 飲食店 JS-0000-7487

ギャルパニック 横浜市中区 福富町東通３８－３　アントヒルビル２０３　 飲食店 ZN-2000-7302

麻浦カルビ 横浜市中区 福富町東通３８－４　KIMGA ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8426

ONLYONE 横浜市中区 福富町東通４３－１　　 飲食店 ZN-2000-0863

多來 横浜市中区 福富町東通６－３　末廣ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1595

日本料理空海本店 横浜市中区 弁天通１－１５－１　アコルデ横濱１・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9743

寿し処相澤 横浜市中区 弁天通２－２５ 飲食店 JS-0005-1815

割烹おくの 横浜市中区 弁天通２－２５　キャピタルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2137

馬肉料理専門店さくら 横浜市中区 弁天通２－２５－Ｂ１－１０１　 飲食店 ZN-2000-5174

雨やどり 横浜市中区 弁天通２－２８　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内１０１　 飲食店 ZN-0001-2026

中国料理 揚子江 横浜市中区 弁天通２－２８　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内２０４ 飲食店 JS-0005-6088

BeefBoutiqueB．B 横浜市中区 弁天通２－２８　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1539

SUNRISE 横浜市中区 弁天通２－２９　カツヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1907

居酒屋なつめ 横浜市中区 弁天通２－２９　加州ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8822

RUGBYDINER7OATH’S 横浜市中区 弁天通２－２９　森・藤ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-7213

はやし屋 横浜市中区 弁天通２－３４－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1151

しこう天 横浜市中区 弁天通３－３６　関内プリンス会館８Ｆ 飲食店 JS-0001-5516

Keybox2 横浜市中区 弁天通３－３８　第一産業ビル 飲食店 ZN-0001-1230

だるま 横浜市中区 弁天通３－３９　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内第２　１０１ 飲食店 JS-0002-2144

おふくろの味おじゃまむし 横浜市中区 弁天通３－３９　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内第２　２０２　 飲食店 ZN-2000-0810

お好み焼き鉄板工房江〔GOU〕 横浜市中区 弁天通３－３９　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内第２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-1373

居酒屋湾 横浜市中区 弁天通３－４１　横浜エクセレント２　５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9419

関内安孫子 横浜市中区 弁天通３－４１　横浜エクセレント２　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0636

燦星庵 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2806

別亭空海 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0486
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洋食 BAR　KushiBa1 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル２１４　 飲食店 PK-0000-6452

葉がくれ寿し 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2871

御料理 梅田 横浜市中区 弁天通４－５２　ナインティ横浜２Ｆ 飲食店 JS-0000-3726

湘南とんび 横浜市中区 弁天通４－６７－１　馬車道スクエアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1372

チャコールグリルグリーン馬車道 横浜市中区 弁天通６－７９－１　港和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8879

麺処おおぎ 横浜市中区 蓬莱町１－１－３　関内パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1692

イルキャンティ横浜店 横浜市中区 蓬莱町１－１－６　関内みなみビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9851

Blue moon 横浜市中区 蓬莱町２－３－６　関内蓬莱ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4678

沖縄ダイニングかりゆし 横浜市中区 蓬莱町２－６－３　葵ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4047

cafe ／ dining ＋ PLUS 横浜市中区 蓬莱町３－１０７－１　モナーク関内大通り公園前１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4136

ヴェール パール Naomi OGAKI 横浜市中区 北仲通２－３０ 飲食店 JS-0002-6101

鮨やの本政 横浜市中区 本郷町１－１８　青木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5341

炭火焼肉心 横浜市中区 本郷町２－３４－４ 飲食店 JS-0001-7965

Le Bouquet Garni 横浜市中区 本町１－５　西田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6748

青蓮日本大通り店 横浜市中区 本町１－７　東ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2914

道 横浜市中区 本町１－７　東ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4517

横浜ブギ 横浜市中区 本町１－８　SK ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0319

ブギーカフェ 横浜市中区 本牧間門２０－１　　 飲食店 PK-0000-5370

とき鮨 横浜市中区 本牧間門２４－１ 飲食店 JS-0000-1157

故郷の家 横浜市中区 本牧三之谷１８－８　　 飲食店 ZN-0001-1834

みなと 横浜市中区 本牧三之谷９－５　　 飲食店 ZN-0002-2416

ステーキハウスモーモー横浜本牧店 横浜市中区 本牧町１－１５６　大東ハイツ１Ｂ　 飲食店 ZN-0001-0764

焼肉 オセヨ 横浜市中区 本牧町２－３６７－１ 飲食店 JS-0001-6627

居酒屋しまちゃん 横浜市中区 末吉町３－４５　渋谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0740

焼肉友 横浜市中区 末吉町４－８６－４　鶴岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1559

モハン 横浜市中区 末広町１－１－２　三興ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0783

関内酒場 横浜市中区 末広町２－４－７　　 飲食店 ZN-0001-0712

よいどれ伯爵 横浜市中区 末広町２－５　大信ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1592

延明東北料理 横浜市中区 末広町２－５－１　呉ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0002-8024

ゲームカフェぶんぶん 横浜市中区 万代町１－２－３　座間不動産ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8480

TSUBAKI 横浜市中区 野毛町１－１　栄福ビル１Ｆ 飲食店 JS-0006-0035

ウサギとカメ 横浜市中区 野毛町１－１　栄福ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2330

BAR R 横浜市中区 野毛町１－１５　　 飲食店 ZN-0001-1397

ミラクル商会 横浜市中区 野毛町１－１６－１ 飲食店 ZN-0001-1242

MARUTOKU 横浜市中区 野毛町１－２３　　 飲食店 ZN-2000-2924

焼肉 DiningBULLS 横浜市中区 野毛町１－２４－５　　 飲食店 ZN-2000-2904

T．visionS 横浜市中区 野毛町１－３４－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9083

焼肉朝日苑 横浜市中区 野毛町１－３５－３　　 飲食店 ZN-0001-0453

焼肉治郎丸 横浜市中区 野毛町１－３８　　 飲食店 ZN-0000-9921

大門 横浜市中区 野毛町１－４２　　 飲食店 ZN-0002-6701

鷹一 横浜市中区 野毛町１－４５　　 飲食店 ZN-0000-9642

無頼船 横浜市中区 野毛町１－４６－３　　 飲食店 ZN-0001-2475

馬と魚とお酒と・・・はあと－花愛人－ 横浜市中区 野毛町１－４７　　 飲食店 ZN-0001-0833

旦那五郎次 横浜市中区 野毛町１－５ 飲食店 JS-0004-0797
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大作 横浜市中区 野毛町１－５　　 飲食店 ZN-2000-7106

151 － A 横浜市中区 野毛町１－５０－１　AI 野毛壱番館Ａ号室 飲食店 JS-0005-6612

串焼きビストロガブリ 横浜市中区 野毛町１－５２　キャッスル野毛中央１０１　 飲食店 ZN-0001-1318

魚と酒はなたれ野毛一番街店 横浜市中区 野毛町１－５２　キャッスル野毛中央１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9876

チャイナビストロ 八寸 横浜市中区 野毛町１－９－１　 飲食店 OT-0000-0237

オイノス野毛 横浜市中区 野毛町２－５９－２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0037

鳥福 横浜市中区 野毛町２－６６　　 飲食店 ZN-2000-0509

チャコールグリルバジル 横浜市中区 野毛町２－６８－１　　 飲食店 ZN-0001-1613

KAMINARI 野毛店 横浜市中区 野毛町２－６８－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-2592

ブリリアント 横浜市中区 野毛町２－６８－１　野毛産業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0882

呑み喰い処みつ徳 横浜市中区 野毛町２－７１ 飲食店 JS-0005-8427

ふらんく 横浜市中区 野毛町２－７１－１２　エスタービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0811

グレーヌマルシェ 横浜市中区 野毛町２－７４－１　　 飲食店 ZN-0001-1413

肘鉄 横浜市中区 野毛町２－７４－１　　 飲食店 ZN-0001-1952

BistroHOBO 横浜市中区 野毛町２－７８　野毛食道楽２０１　 飲食店 ZN-0001-1078

うまいもの酒場 のげ吉 横浜市中区 野毛町２－８１　キャッスル桜木１０１ 飲食店 JS-0005-1030

イタリアンバルバジル 横浜市中区 野毛町２－８１　キャッスル桜木１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0629

マミーズタミー 横浜市中区 野毛町２－８６－７　　 飲食店 ZN-0002-8030

ブッチャーズ☆グリル横浜野毛本店 横浜市中区 野毛町３－１１７－１　リーフコンフォート桜木町２Ｆ 飲食店 JS-0001-0441

結 横浜市中区 野毛町３－１２５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3366

ワインのお店 ムー 横浜市中区 野毛町３－１３３－１　ベイサイドレジデンス桜木町 飲食店 JS-0002-8545

3 － Rigatto 横浜市中区 野毛町３－１４２　　 飲食店 ZN-0001-0500

串焼きビストロガブリ野毛店 横浜市中区 野毛町３－１６０－４　　 飲食店 ZN-0001-0391

元祖ひょうたん弥生町店 横浜市中区 弥生町２－１５－１　ストークタワー大通り公園３ 飲食店 JS-0001-7272

アルペンジロー本店 横浜市中区 弥生町３－２６　　 飲食店 PK-0000-0035

ささ鮨 横浜市中区 弥生町３－２９－１ 飲食店 JS-0001-6242

焼肉べこまる 横浜市中区 弥生町３－３４－１　カトービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1843

いせ一 横浜市中区 伊勢佐木町１－２－１ ショッピング JS-0005-7832

買蔵時計ジュエリー館 横浜市中区 伊勢佐木町１－２－５　宇田川ビル１～３Ｆ ショッピング JS-0001-5638

ジーンズハウスいわ乃 横浜市中区 伊勢佐木町１－３－１　伊勢ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-7942

モバワン伊勢佐木モール 横浜市中区 伊勢佐木町１－４－５ ショッピング JS-0004-9335

モバイルガレージ伊勢佐木モール 横浜市中区 伊勢佐木町１－４－７　１Ｆ ショッピング JS-0004-9268

濱うさぎカトレアプラザ店 横浜市中区 伊勢佐木町１－５－４ ショッピング JS-0004-7114

菊秀 横浜市中区 伊勢佐木町２－１１－３　五光ビル　 ショッピング ZN-0002-2366

楽天モバイル伊勢佐木モール 横浜市中区 伊勢佐木町２－７１　大多和ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-8067

シマミネ伊勢佐木本店 横浜市中区 伊勢佐木町２－７９ ショッピング SL-2001-0025

ベレガ 横浜市中区 伊勢佐木町２－８４　パレスガーデン１Ｆ ショッピング JS-0000-1289

白牡丹 横浜市中区 伊勢佐木町２－８６　白牡丹ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-0684

尾張屋林呉服店 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０７　　 ショッピング ZN-2000-4599

オパール伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町３－９８　ニューオデオンビル５Ｆ ショッピング JS-0001-6615

ナガサカ 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７ ショッピング JS-0001-8411

花てまり 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７－１　　 ショッピング ZN-0002-6377

有限会社すみれ薬局 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２９　　 ショッピング ZN-0002-4845

文具の昭和堂 横浜市中区 伊勢佐木町５－１３０　　 ショッピング ZN-0002-4142
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アメリカ屋 横浜市中区 伊勢佐木町６－１３６　　 ショッピング ZN-0002-3233

川本屋商店 横浜市中区 伊勢佐木町６－１４６　　 ショッピング ZN-0003-1355

アロマ＆リラクゼーションタッチまいはぁと 横浜市中区 伊勢佐木町７－１５５－２２　LeReve 横濱伊勢佐木町１Ｆ ショッピング ZN-2000-0907

LEAF 横浜市中区 羽衣町２－５－１３　カントー３ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4128

関内陵苑 横浜市中区 翁町２－７－７ ショッピング JS-0003-0405

株式会社イメディスジャパン 横浜市中区 花咲町１－１８　第一測量桜木町ビル６Ｆ ショッピング JS-0004-3424

KANPORO 松山漢方相談薬局 横浜市中区 花咲町１－１９－３　ｾﾙｱｰｼﾞｭ横浜桜木町ｳﾞｧﾙｰﾙ１０１ ショッピング JS-0004-3798

アイビス薬局のげ店 横浜市中区 花咲町２－６６　　 ショッピング PK-0000-2666

ミニャンゴス 横浜市中区 花咲町２－７０－２　日進ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2728

Dog Space 横浜市中区 花咲町３－８４－２２　パステル桜木町 ショッピング JS-0001-7370

Aonoha 横浜市中区 花咲町３－８８　山岸ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9861

海員生協大桟橋店 横浜市中区 海岸通１－１ ショッピング JS-0005-6677

ヤントラ 横浜市中区 海岸通１－１　海洋会館１Ｆ ショッピング JS-0000-0735

大さん橋 X － PORT 横浜市中区 海岸通１－１　大さん橋国際客船ターミナル ショッピング JS-0003-5137

泉水工房 横浜市中区 海岸通１－１　大さん橋国際客船ターミナル２Ｆ ショッピング JS-0002-8396

ストライプス 横浜市中区 海岸通１ー１　 ショッピング SL-2000-2891

パイティティ 横浜市中区 海岸通３－１０ ショッピング JS-0003-5007

サウスウインド 横浜市中区 海岸通４－２３　相模ビル１－１　 ショッピング ZN-0001-5436

ブランカスタ 伊勢佐木町店 横浜市中区 吉田町１０ ショッピング JS-0003-0369

ブランカスタ 元町店 横浜市中区 吉浜町２－４ ショッピング JS-0003-0541

鴻元食坊桜木町店 横浜市中区 宮川町３－７９ ショッピング JS-0005-2800

アイプリモ横浜元町店 横浜市中区 元町１－１１ ショッピング YK-0000-0018

テンピュール R 横浜ショールーム 横浜市中区 元町１－１１－１　第二タイヨウビル１・２Ｆ ショッピング YK-0000-0053

genten 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１１－６ ショッピング YK-0000-0002

ブルックス ブラザーズ 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１２ ショッピング YK-0000-0054

MOTOMACHI JAYRO 横浜市中区 元町１－１３ ショッピング YK-0000-0003

サンナカヤ 横浜市中区 元町１－１３　　 ショッピング ZN-0001-2824

ユキコキミジマ元町店 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ１Ｆ ショッピング JS-0003-7054

タイガーアンドドラゴン 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ２１０ ショッピング JS-0001-0247

シナコバ横浜店 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ２Ｆ ショッピング SL-2001-1480

きものいわこう横浜元町店 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ２Ｆ ショッピング YK-0000-0006

ジュエリーブティック  エクセル 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ２Ｆ ショッピング YK-0000-0009

ブティックヨモ 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ２Ｆ ショッピング YK-0000-0011

SABON 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1428

Tesoro-K テゾーロケイ 横浜市中区 元町１－１３－２ ショッピング YK-0000-0004

タオルサロンカラカラ 横浜市中区 元町１－１８ ショッピング YK-0000-0013

キタムラ K2 1 丁目店 横浜市中区 元町１－１８ ショッピング YK-0000-0015

トレセンテ横浜元町店 横浜市中区 元町１－１８－５　レフィナード元町１・２Ｆ ショッピング YK-0000-0014

STARCHILD 横浜市中区 元町１－２０　ストーク元町１番館１０１ ショッピング JS-0003-7694

オートクチュール hiromi ＆ CafeLounge．M 横浜市中区 元町１－２０　ストーク元町１番館２０４ ショッピング YK-0000-0019

杉養蜂園 横浜元町店 横浜市中区 元町１－２０　ストーク元町１番舘１Ｆ ショッピング YK-0000-0017

MAILE 横浜元町本店 横浜市中区 元町１－２０　福島ビル１Ｆ ショッピング YK-0000-0016

myM 横浜市中区 元町１－２１ ショッピング YK-0000-0022

ALON 横浜市中区 元町１－２１ ショッピング YK-0000-0023
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ラヴニュウ 横浜市中区 元町１－２２ ショッピング YK-0000-0024

スタージュエリー元町本店 横浜市中区 元町１－２４ ショッピング YK-0000-0025

Comia 横浜市中区 元町１－２４ ショッピング YK-0000-0026

Comia 横浜市中区 元町１－２４　 ショッピング SL-2000-7230

Ruka 横浜市中区 元町１－２４－１３ ショッピング JS-0001-1618

金明堂 元町本店 横浜市中区 元町１－２５ ショッピング YK-0000-0027

杢目金屋横浜元町店 横浜市中区 元町１－２５ ショッピング YK-2000-0004

スタージュエリーガール横浜元町店 横浜市中区 元町１－２６－７　１Ｆ ショッピング YK-0000-0236

ロペ横浜元町店 横浜市中区 元町１－２７－３ ショッピング YK-0000-0033

いしい 横浜市中区 元町１－２８ ショッピング YK-0000-0034

GINZA TANAKA 横浜元町店 横浜市中区 元町１－２９ ショッピング YK-0000-0038

gradog 横浜市中区 元町１－２９ ショッピング YK-0000-0044

アリス 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング YK-0000-0039

ミズタニ 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング YK-0000-0040

マーレ 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング YK-0000-0043

マトゥータ横浜元町店 横浜市中区 元町１－３１　ラ・スピーガビル１Ｆ ショッピング YK-0000-0047

familiar 横浜元町店 横浜市中区 元町１－３２ ショッピング YK-0000-0049

モトマチドッグ 横浜市中区 元町１－３６ ショッピング YK-0000-0045

香炉庵 横浜市中区 元町１－４０ ショッピング YK-0000-0030

JUNKY CLASSICS 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ２Ｆ ショッピング YK-0000-0050

雅 -miya バッグ・シューズ i- 横浜元町 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ２Ｆ ショッピング YK-0000-0051

ギャラリーリブレ元町 横浜市中区 元町１－５４－１　リブレ元町Ⅱ ショッピング YK-0000-0052

モトマチ山岡毛皮店 横浜市中区 元町１－７１ ショッピング YK-0000-0012

FUFU、、、 横浜市中区 元町１－７１　メゾン元町２０１ ショッピング JS-0000-6665

デ・プレ元町 横浜市中区 元町２－８１－１ ショッピング YK-0000-0056

BOUTIQUE  MINATO 横浜市中区 元町２－８２ ショッピング YK-0000-0057

ミハマ元町本店 横浜市中区 元町２－８３ ショッピング YK-0000-0059

じゅわいよ・くちゅーるマキ横浜元町店 横浜市中区 元町２－８３ ショッピング YK-0000-0238

SCAPA 横浜・元町 横浜市中区 元町２－８４ ショッピング YK-0000-0060

エコー横浜元町店 横浜市中区 元町２－８５ ショッピング YK-0000-0063

松下信平商店 横浜市中区 元町２－８５ ショッピング YK-0000-0065

エレガン 横浜市中区 元町２－８６ ショッピング YK-0000-0066

ポピー 横浜市中区 元町２－８６ ショッピング YK-0000-0067

ハッシュパピースペシャルティストア 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング YK-0000-0068

ベルージュ 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング YK-0000-0070

ラメール横浜元町店 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング YK-0000-0071

ゴディバ横浜元町店 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング YK-2000-0006

JKPlanet 横浜元町店 横浜市中区 元町２－８８　２Ｆ ショッピング YK-0000-0237

ヒロキ元町店 横浜市中区 元町２－８９ ショッピング YK-0000-0079

ヴァンドーム青山横浜元町店 横浜市中区 元町２－９０ ショッピング YK-0000-0080

LEA．K 横浜市中区 元町２－９０　北村ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-9244

シューズフジヤマ元町店 横浜市中区 元町２－９１ ショッピング YK-0000-0073

元町ロココ 元町本店 横浜市中区 元町２－９１ ショッピング YK-0000-0074

株式会社丹羽呉服店 横浜市中区 元町２－９１－１１　イエダビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6032
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エオニア 横浜市中区 元町２－９１－７ ショッピング JS-0001-5622

ツヴィリング J．A．ヘンケルス横浜元町店 横浜市中区 元町２－９３ ショッピング JS-0002-2274

ワインショップ・エノテカ横浜元町店 横浜市中区 元町２－９３　ZALETIA 元町 1　１Ｆ ショッピング YK-2000-0011

グレープ元町本店 横浜市中区 元町２－９４ ショッピング YK-0000-0075

キタムラ K2 元町本店 横浜市中区 元町２－９５ ショッピング YK-0000-0078

BIJOU PIKO 横浜元町店 横浜市中区 元町２－９５－４ ショッピング YK-0000-0055

Jellish 横浜市中区 元町２－９９　ジェイプラザ元町３Ｆ ショッピング JS-0000-5953

アドルフォ・ドミンゲス横浜元町店 横浜市中区 元町３－１１５ ショッピング YK-0000-0085

CHARMY 横浜市中区 元町３－１１５ ショッピング YK-0000-0086

メビウス バッグ・シューズ y ヒュミドール 横浜市中区 元町３－１１５ ショッピング YK-0000-0087

GO’S GYM 横浜元町店 横浜市中区 元町３－１１５　百段館３Ｆ ショッピング JS-0004-8429

オザワ 横浜市中区 元町３－１１６ ショッピング YK-0000-0089

プチ・ジャルダンムラキ 横浜市中区 元町３－１１６ ショッピング YK-0000-0090

森ブラザー 横浜市中区 元町３－１１６ ショッピング YK-0000-0091

カシミヤ カシミヤ 横浜市中区 元町３－１１７ ショッピング YK-0000-0088

ル・ボー 横浜市中区 元町３－１１７ ショッピング YK-0000-0093

タカラダ 横浜市中区 元町３－１１８ ショッピング YK-0000-0094

ミナトバッグ 横浜市中区 元町３－１１８ ショッピング YK-0000-0097

ワイレア元町本店 横浜市中区 元町３－１１９ ショッピング YK-0000-0096

近沢レース店元町本店 横浜市中区 元町３－１１９ ショッピング YK-0000-0098

COMMONTIME 横浜元町本店（CHARMY ウォッチ館） 横浜市中区 元町３－１２０　１・２Ｆ ショッピング YK-0000-0099

ヤマト宝飾 横浜市中区 元町３－１２１ ショッピング YK-0000-0100

マックレガー横浜元町店 横浜市中区 元町３－１２２ ショッピング YK-0000-0101

YOSHIDA 横浜市中区 元町３－１２２ ショッピング YK-0000-0102

銀座 伊東屋  横浜元町 横浜市中区 元町３－１２３ ショッピング YK-2000-0013

キタムラ元町三丁目店・元町メンズショップ 横浜市中区 元町３－１２６ ショッピング YK-0000-0104

ダニエル元町インテリアスタジオ 横浜市中区 元町３－１２６ ショッピング YK-0000-0105

フクゾー 横浜市中区 元町３－１２７ ショッピング YK-0000-0106

岩野陶器店 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング YK-0000-0107

トゥモローランド 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング YK-0000-0108

アサ商会 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング YK-2000-0012

BASE-1 横浜市中区 元町３－１３１ ショッピング YK-0000-0111

LACOSTE 横浜元町店 横浜市中区 元町３－１３１　２号 ショッピング YK-0000-0109

スイスオルゴールサロンルヴィーブル 横浜市中区 元町３－１３１－１　酒井ビル３Ｆ ショッピング YK-0000-0112

ドイツ足の健康館 赤い靴 横浜市中区 元町３－１３２　H'S ビル１Ｆ ショッピング YK-0000-0113

HAHA datte motomachi 横浜市中区 元町４－１５９　松本ビル１Ｆ ショッピング YK-0000-0246

M’ARIJUAN 横浜元町店 横浜市中区 元町４－１６１ ショッピング JS-0002-3893

ブーケ洋装店 横浜市中区 元町４－１６３ ショッピング YK-0000-0116

横濱馬油商店 横浜市中区 元町４－１６３－１ ショッピング YK-0000-0115

MBT ウォーキングショップ横浜元町店 横浜市中区 元町４－１６３－３ ショッピング YK-0000-0242

ABC-MART プレミアステージ元町店 横浜市中区 元町４－１６４ ショッピング YK-0000-0117

もとまちユニオン元町店 横浜市中区 元町４－１６６ ショッピング YK-0000-0118

pLus ＆ Kalita 横浜市中区 元町４－１６７　早川ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1951

HIKOSEN CARA 横浜市中区 元町４－１６７－２ ショッピング YK-0000-0121



17 2020/9/20

［横浜市中区］

加盟店名 所在地 ジャンル

ケイウノ横浜元町店 横浜市中区 元町４－１６８　BIZcomfort 元町ビル１・２Ｆ ショッピング YK-0000-0122

ロデオドライブ 元゙町本店 横浜市中区 元町４－１６９ ショッピング YK-0000-0123

バルバリ元町本店 横浜市中区 元町４－１７０　元町三興ビル ショッピング YK-0000-0137

ポンパドウル元町本店 横浜市中区 元町４－１７１ ショッピング YK-0000-0125

SILVER OHNO 横浜市中区 元町４－１７４ ショッピング YK-0000-0127

Kent Ave．元町店 横浜市中区 元町４－１７５ ショッピング YK-0000-0128

丸中株式会社横浜元町店 横浜市中区 元町４－１７６ ショッピング YK-0000-0124

（有）荒井鈑金製作所 横浜市中区 元町４－１７７ ショッピング YK-0000-0130

キタムラ元町本店 横浜市中区 元町４－１７８ ショッピング YK-0000-0132

アキレス・ソルボ 横浜元町店 横浜市中区 元町４－１８０ ショッピング YK-0000-0133

竹中 横浜市中区 元町４－１８０ ショッピング YK-0000-0135

マザーハウス横浜元町店 横浜市中区 元町４－１８０　１Ｆ２Ｆ ショッピング YK-0000-0134

アンジェリックフォセッテ元町店 横浜市中区 元町５－１８１ ショッピング YK-0000-0035

シュンドール元町店 横浜市中区 元町５－１８１ ショッピング YK-0000-0136

GSTV 横浜元町ショールーム 横浜市中区 元町５－１８１ ショッピング YK-0000-0138

ラベルヴィー 横浜市中区 元町５－１８１　１Ｆ ショッピング YK-0000-0046

シマミネ元町本店 横浜市中区 元町５－１８４ ショッピング YK-0000-0139

元町ロデオ 横浜市中区 元町５－１８４ ショッピング YK-0000-0140

ブロンティベイパリス横浜元町店 横浜市中区 元町５－１８５－３　三橋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6429

ライトハウス 2 横浜市中区 元町５－１８５－３　三橋ビル２Ｆ ショッピング YK-0000-0141

オハラ元町本店 横浜市中区 元町５－１８８ ショッピング YK-0000-0126

ジュエリーツツミ横浜元町店 横浜市中区 元町５－１９０ ショッピング YK-0000-0144

cashew tree motomachi 横浜市中区 元町５－１９０－１　１Ｆ ショッピング YK-0000-0145

銀座ダイヤモンドシライシ横浜元町店 横浜市中区 元町５－１９０－４ ショッピング YK-0000-0152

愛知屋坪﨑商店 横浜市中区 元町５－１９６ ショッピング YK-0000-0148

IDA Watch 横浜市中区 元町５－１９６ ショッピング YK-0000-0149

ラザールダイヤモンドブティック横浜元町本店 横浜市中区 元町５－１９６－１６ ショッピング YK-2000-0007

葉山ガーデン 横浜市中区 元町５－１９８　ポーラ元町ビル２Ｆ ショッピング YK-0000-0153

葉山ガーデン元町店 横浜市中区 元町５－１９８　ポーラ元町ビル２Ｆ ショッピング YK-0000-0154

英国宝石学協会公認 夢仕立工房 横浜市中区 元町５－１９８　ポーラ元町ビル５Ｆ ショッピング YK-0000-0155

セブンシスターズ 横浜元町店 横浜市中区 元町５－１９９ ショッピング YK-0000-0156

レリアン横浜元町店 横浜市中区 元町５－１９９ ショッピング YK-0000-0157

MANO MOTOMACHI 横浜市中区 元町５－２００ ショッピング YK-2000-0001

レディーススミノ本店 横浜市中区 元町５－２０５ ショッピング YK-0000-0161

サマンサタバサ 横浜元町 GATES 店 横浜市中区 元町５－２０５－１　元町 GATES ビル ショッピング YK-0000-0162

アリュール 横浜市中区 元町５－２０６ ショッピング YK-0000-0164

スワロフスキー 横浜市中区 元町５－２０６－３ ショッピング YK-0000-0163

有限会社 じざいや 横浜市中区 元町５－２０９　キタムラビル２０２ ショッピング SL-2000-9487

フローリスト・ナオ関内マリナード 横浜市中区 港町５－２４－２ ショッピング JS-0003-5817

レ・アール 横浜市中区 港町５－２４－２ ショッピング JS-0003-6090

ミルーチェ 横浜市中区 港町５－２４－２ ショッピング JS-0003-6091

Tippi Kannai 横浜市中区 港町５－２４－２ ショッピング JS-0003-6162

ウインク 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街 ショッピング JS-0003-5919

モンコフレ・フェアリーテール 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街 ショッピング JS-0003-6089
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かんかん関内 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街 ショッピング JS-0003-6525

ロランジュ 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街 ショッピング JS-0004-7436

エルエス 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街Ａ６ ショッピング JS-0003-5963

ルナボニータ 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街Ｂ１ ショッピング JS-0003-5968

Felicia 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街Ｂ１ ショッピング JS-0003-6011

メガネアモ 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街Ｂ１ ショッピング JS-0003-6125

den 横浜市中区 港町５－２４－２　マリナード地下街Ｂ３ ショッピング JS-0003-6037

アークス根岸店 横浜市中区 根岸町１－１ ショッピング JS-0002-3201

ミリオンペット店 横浜市中区 根岸町１－５ ショッピング JS-0004-2093

馬場機工 横浜市中区 根岸町３－１７６－７３　　 ショッピング ZN-0002-8076

シアラ 横浜市中区 根岸町３－１７６－８７　１Ｆ ショッピング JS-0004-6546

銀座亜紀枝刺子の店 横浜店 横浜市中区 桜木町１－１　ぴおシティＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-0377

今昔庵和楽桜木町店 横浜市中区 桜木町１－１　ぴおシティＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-5417

BoutiQuei － HA〔あいは〕 横浜市中区 桜木町１－１　ぴおシティＢ１Ｆ ショッピング ZN-0002-5361

くすくす 横浜市中区 桜木町１－１　ぴおシティー３Ｆ ショッピング JS-0001-4368

JUMELER 横浜市中区 桜木町２－２　港陽ビル４Ｆ　 ショッピング PK-0000-1359

横濱コレクターズモール 横浜市中区 山下町１ ショッピング ZN-0001-2921

横浜シルクミュージアムショップ 横浜市中区 山下町１　シルクセンター２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4092

Bavier 横浜市中区 山下町１　シルクセンタービル中１Ｆ ショッピング JS-0005-8056

きものサロン貴 横浜市中区 山下町１　シルクセンター中１Ｆ ショッピング JS-0000-4875

ジョージ＆キューピー本店 横浜市中区 山下町１０３　東海ビル１・２Ｆ ショッピング JS-0001-4131

ウォーハンマーストア横浜 横浜市中区 山下町１０３－１６　周東ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9237

丸福 中華街店 横浜市中区 山下町１０６－８　旭ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-2394

COVA 本店 横浜市中区 山下町１２３－１　横浜クリード１０１Ａ ショッピング JS-0001-4534

カザマランドセル 横浜ショールーム 横浜市中区 山下町１２４ ショッピング JS-0004-9059

ヤマグチ薬局山下町店 横浜市中区 山下町１２７－１　アーバネックス横濱山下町１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5014

ROUROU 横浜市中区 山下町１３０－１１ ショッピング JS-0001-3420

隆泰商行 横浜市中区 山下町１３１ ショッピング JS-0003-2986

隆記 横浜市中区 山下町１３６ ショッピング JS-0003-2823

マロニエ 横浜市中区 山下町１３９　　 ショッピング PK-0000-2173

駄菓子百貨店本店 横浜市中区 山下町１４４　チャイナスクエア１Ｆ ショッピング JS-0000-9666

老維新 横浜市中区 山下町１４５ ショッピング JS-0001-3461

株式会社更生堂薬局 横浜市中区 山下町１５０ ショッピング JS-0001-2126

はんこマート横浜元町店 横浜市中区 山下町１６１－１０ ショッピング JS-0001-3972

NAVIE 横浜市中区 山下町１６１－１０　マリーゴールド元町１０２ ショッピング JS-0000-5717

よこはまのボードゲーム屋さんリゴレ 横浜市中区 山下町１６２－１　横浜飛栄ビル２０１ ショッピング JS-0003-6390

tef － tef 横浜市中区 山下町１６６ ショッピング JS-0001-2296

アクセサリー AJ 横浜市中区 山下町１６６　横浜バザール１Ｆ ショッピング JS-0004-2060

服飾雑貨 man 横浜市中区 山下町１６６　横濱バザール３Ｆ　 ショッピング SL-2000-2503

龍起 横浜市中区 山下町１６６－３７　星ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9584

Dog ＆ CatJokerWancott 横 横浜市中区 山下町１６８－１　レイトンハウス横浜 ショッピング JS-0003-1037

横浜人形の家 横浜市中区 山下町１８ ショッピング JS-0002-6295

カモメ市場 横浜市中区 山下町１８７ ショッピング JS-0000-6833

萬勝商事有限会社 横浜市中区 山下町２１４ ショッピング JS-0000-9152
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プチ 横浜市中区 山下町２１８　　 ショッピング ZN-2000-0779

田辺薬局山下公園店 横浜市中区 山下町２５ ショッピング JS-0004-7526

炭火焼鳥 仙雲 横浜市中区 山下町２５－１４　モナニビル２Ｆ ショッピング JS-0003-1329

さわやかクリーニング山下町 横浜市中区 山下町２５－２　インペリアルビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-7824

ユニオンワークスヨコハマ 横浜市中区 山下町２５－２　インペリアルビル３０４ ショッピング JS-0005-8605

海員生協山下店 横浜市中区 山下町２７７－１ ショッピング JS-0005-6555

RAGGACHINA 横浜市中区 山下町３２－１３ハラビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5237

ジョージ＆キューピー 2 号店 横浜市中区 山下町８０ ショッピング JS-0001-4132

茶音 横浜市中区 山下町８０　シルクプラザ１Ｆ ショッピング JS-0005-0786

天宝堂二号店 横浜市中区 山下町８０　ミルクプラザ２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3960

KAMINARI 横浜市中区 山下町８１－１３ ショッピング JS-0002-5292

マライカ中華街店 横浜市中区 山下町８１－５－１　マンジュンファミリービル１Ｆ ショッピング JS-0000-1734

フローリスト・ナオ 山元町本店 横浜市中区 山元町２－６５ ショッピング JS-0003-8524

DOGDEPT 港の見える丘公園店 横浜市中区 山手町１８４－２９ ショッピング JS-0003-4077

ボクノワタシノ 横浜市中区 山手町５２－７　 ショッピング SL-2000-6068

野中貿易（株） 商品管理室 横浜市中区 山田町２－２ ショッピング JS-0002-2897

ケーアイトレーディング横浜店 横浜市中区 若葉町３－４１－５　ベイパレス伊勢佐木１０１ ショッピング JS-0002-5127

横浜コロニ屋 横浜市中区 住吉町１－１　第３柳下ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-4827

BALANCEFLOWERSHOP 横浜市中区 住吉町２－１７ ショッピング JS-0005-8432

スタジオ ドゥー 横浜市中区 住吉町４－４２－１ ショッピング JS-0002-9295

横濱工房馬車道関内店 横浜市中区 住吉町４－４２－１　１Ｆ ショッピング JS-0001-0331

florMARIPOSA 馬車道店 横浜市中区 住吉町４－４７　　 ショッピング ZN-0001-2820

中里宝石 横浜市中区 住吉町４－４８ ショッピング JS-0003-2828

横浜ビール直販所 横浜市中区 住吉町６－６８－１　横浜関内地所ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9094

ショールーム MECCA 横浜市中区 曙町２－１９－１　曙町新井ビル３Ｆ ショッピング JS-0002-5815

スリーエス伊勢佐木店 横浜市中区 曙町２－２９－８　　 ショッピング PK-0000-3335

大晏堂薬局 横浜市中区 曙町５－６３－１　　 ショッピング ZN-0002-6747

株式会社美濃屋あられ製造本舗 横浜市中区 小港町１－６　 ショッピング SL-2000-9596

CLEANINGCOTY 横浜市中区 小港町３－１６８ ショッピング ZN-2000-3071

ブランカスタ 馬車道店 横浜市中区 常盤町４－５５　共栄社商事ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0368

クラスティーナ横浜ワールドポーター 横浜市中区 新港２－２－１　横浜ワールドポーターズ４Ｆ ショッピング JS-0005-8072

OWLTY 横浜市中区 新山下１－４－２２ ショッピング JS-0003-3015

株式会社オートパーク横浜 横浜市中区 新山下３－３－２８ ショッピング JS-0002-5671

MERRYARTGALLERY 本館 横浜市中区 諏訪町１６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-3403

ビチナート元町店 横浜市中区 石川町１－１４　嘉山ビル１Ｆ ショッピング ZN-0000-9902

衣や 横浜市中区 石川町１－１５の６　東源元町ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3352

ライトブルー 横浜市中区 石川町１－２４－３ ショッピング JS-0003-8393

鉱物の館元町店 横浜市中区 石川町２－６２　丸ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4535

チカコアステリ 横浜市中区 石川町２－６５－４　アーバンヒル元町１Ｆ ショッピング JS-0000-7929

3G element Yokohama 横浜市中区 石川町３－１０４－２　プラザセレス石川３－３０１ ショッピング JS-0003-4607

作業着やさん 横浜市中区 扇町２－５－１４　　 ショッピング ZN-0001-2970

楽文堂 横浜市中区 相生町１－８ ショッピング JS-0004-0516

ラパロアレグロ店 横浜市中区 相生町２－４２－３　横浜エクセレントＸ７　１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2020

フラワースタジオ ア・トール 横浜市中区 太田町３－３６　クリオマンション１０２ ショッピング JS-0002-7501
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信濃屋 馬車道店 横浜市中区 太田町４－５０ ショッピング JS-0005-8415

靴修理工房 黄月 横浜市中区 大和町２－４８－３ ショッピング JS-0001-6644

道具やさん 横浜市中区 長者町１－４－１３　　 ショッピング ZN-2000-6340

鎌倉クリーニング　長者町店 横浜市中区 長者町４－１１－８　　 ショッピング PK-0000-7762

山形金庫 横浜市中区 長者町５－６８ ショッピング JS-0005-9878

アリスワンダーガーデン 横浜市中区 長者町６－９４　１Ｆ ショッピング JS-0000-0265

Flash Garments 横浜市中区 長者町６－９５　上郎ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5201

神奈川県立歴史博物館ミュージアムショップ 横浜市中区 南仲通５－６０ ショッピング JS-0005-8114

海員生協南本牧店 横浜市中区 南本牧２ ショッピング JS-0005-6543

ビブラビブレ 横浜市中区 日ノ出町１－２００　日ノ出サクアス１－０１ ショッピング JS-0003-9584

宇津見眼科内ワイユーエム 横浜市中区 日ノ出町２－１１２ ショッピング JS-0004-2868

ギャルリーパリ 横浜市中区 日本大通１４　三井物産ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2507

ヒルサイドオート 横浜市中区 麦田町１－４０　 ショッピング SL-2000-2565

アルム 1 横浜市中区 尾上町３－２８　横浜国際ビル地下１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0701

豆はな 横浜市中区 尾上町３－３０　藤田ビル ショッピング JS-0000-9839

絵具屋三吉 横浜市中区 不老町１－４－１２ ショッピング JS-0001-2139

プレステージュ横浜店 横浜市中区 不老町１－６－９　第一ＨＢビル２ＦＢ ショッピング JS-0003-7216

ゴルフテック 横浜市中区 不老町２－８　不二ビル　　 ショッピング ZN-0002-6820

Maple 横浜市中区 弁天通４－５３－２　DOMON ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-9909

ブックスター 横浜市中区 本郷町１－２　小倉ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-6176

海員生協本牧店 横浜市中区 本牧ふ頭３－１ ショッピング JS-0005-6568

フレッシュビーンズ本牧珈琲 横浜市中区 本牧間門２５－１１　プロミネンス本牧１０２　 ショッピング PK-0000-0963

セレクトショップ エアリー 横浜市中区 本牧原１５－６　グロブナースクエアビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6478

マツザキ商店 横浜市中区 本牧三之谷２３－１　南海荘１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2783

アールエス本牧 横浜市中区 本牧町１－９３－２　　 ショッピング ZN-2000-3562

創美サロン 横浜市中区 末広町３－７５　田辺ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6366

若林洋食器店 横浜市中区 野毛町２－７９　 ショッピング SL-2000-9517

ShopKerong 横浜市中区 野毛町３－１５５－１　バロック神２　１０１ ショッピング JS-0002-6986

アジアンスパイスマーケット 横浜市中区 野毛町３－１６０－４　ちぇるる野毛１１４　 ショッピング ZN-0001-1847

リバース ちぇるる野毛店 横浜市中区 野毛町３－１６０－４　ちぇるる野毛１Ｆ ショッピング JS-0003-9053

足道楽 桜木町店 横浜市中区 野毛町３－１６０－４　ちぇるる野毛１Ｆ ショッピング SL-2000-4977

リラクゼーションサロン癒 LIFE 横浜市中区 伊勢佐木町２－８１　新起企画ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-2430

タイ古式リラクゼーション Rack’n 本店 横浜市中区 伊勢佐木町２－８１　千歳観光ビル７Ｆ サービス JS-0001-6771

タイ古式マッサージ ジャイタイⅡ 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０７　ストークヨコチクビル３Ｆ サービス JS-0005-9207

SICILY 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１２　ウィルビー横浜１st ビル１０１　 サービス ZN-0001-1797

derahair 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２６ サービス JS-0001-1581

タイ・フローラ 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７－１１ サービス JS-0003-6952

SILAKRON 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７－１３　 サービス PK-0000-4184

ユナイテッド横浜くりお動物病院 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７－６ サービス JS-0003-6948

hairMELODY 横浜市中区 伊勢佐木町６－１４７－６　京横イセザキビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-2419

コリらっくボディケア 横浜市中区 伊勢佐木町７－１４８　長谷川ビル２Ｆ サービス JS-0002-4070

ペットサロン GRACE 横浜市中区 伊勢佐木町７－１５１ サービス JS-0000-0966

launa 横浜市中区 羽衣町２－７－４　ダイワロイネットホテル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0849

Lapisnail 横浜市中区 羽衣町２－７－４　ダイワロイネットホテル２Ｆ　 サービス ZN-2000-1281
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Bliss 横浜市中区 羽衣町３－６３　羽衣ビル２Ｆ サービス JS-0003-9519

ファーサイ 横浜市中区 羽衣町３－６３　羽衣ビル３Ｆ サービス JS-0002-0250

Flower ハナレ 横浜市中区 花咲町１－１２－１　磯栄ビルプラザ桜木町１Ｆ　 サービス ZN-2000-6293

TIARA sakuragicho 横浜市中区 花咲町１－５　第一東商ビル２Ｆ サービス JS-0002-8962

HAIRDESIGNFlower 横浜市中区 花咲町１－９　日野ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0438

a － o 横浜市中区 花咲町２－６２－２１　鈴木店舗１Ｆ２Ｆ　 サービス ZN-0001-1403

SPENSIERATO 横浜市中区 花咲町２－７８　フラージュ桜木町１０２　 サービス ZN-0002-8123

CHELUMO 桜木町店 横浜市中区 花咲町３－１０１ サービス JS-0001-8555

ラブリークリーニング桜木町店 横浜市中区 花咲町３－８７ サービス JS-0005-2968

Fate 横浜市中区 宮川町３－８７　SD 野毛山ポートヒルガーデン１０１ サービス JS-0003-9193

小さな結婚式 横浜店 横浜市中区 元町１－１１－３　アメリカ山公園４Ｆ サービス YK-0000-0001

P's-first 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ１Ｆ サービス YK-0000-0010

パイル 横浜市中区 元町１－１８　石川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0000-9951

38 サーティエイト 横浜市中区 元町１－２０　ストーク元町一番館２０５ サービス SL-2000-2311

アングルアンク 横浜市中区 元町１－２４－１４ サービス YK-0000-0029

アーユルヴェーダスパカイラリ 横浜市中区 元町１－２８－１　大野ビル２Ｆ サービス YK-0000-0036

P's-first for cats 横浜元町店 横浜市中区 元町１－２９ サービス YK-0000-0037

ホームサロンリプナ 横浜市中区 元町１－３１　ラ・スピーガ元町５０１ サービス JS-0005-0861

NEST 横浜市中区 元町１－５４－１ サービス JS-0005-3940

DOG CARE HOUSE MOTOMACHI 横浜市中区 元町２－８４　パサージュ元町３Ｆ サービス YK-0000-0062

Tanemoto 横浜市中区 元町２－９０　アンフィニ元町２０２ サービス JS-0003-2408

K-CUBE ＋ 横浜市中区 元町２－９６－１ サービス YK-0000-0081

フレイア 横浜市中区 元町３－１３６ サービス YK-0000-0114

ANFINITE 横浜市中区 元町３－１４３　アトリエ元町１０３ サービス JS-0004-4925

SUN・RAYS 横浜市中区 元町３－１４７－９　パール元町１０２ サービス JS-0003-9576

トータルビューティーサロン kirei 横浜市中区 元町４－１６６　京急ビル４Ｆ サービス YK-0000-0120

M．SLASH 元町 横浜市中区 元町５－１８８　２・３Ｆ サービス YK-0000-0143

aima バッグ・シューズ le エマーブル 横浜市中区 元町５－１９０　KIKI ビル３Ｆ サービス YK-0000-0147

241hair 横浜市中区 元町５－１９６　元町大河原ビル５Ｆ サービス YK-0000-0151

Three’s Company 横浜市中区 元町５－１９６－１３　ウィーズ元町ビル４Ｆ サービス JS-0000-1152

ソラリア 横浜市中区 元町５－２０２－１　アソルティ元町３Ｆ サービス YK-0000-0159

Reine レーヌ 横浜市中区 元町５－２０２－１　アソルティ元町３Ｆ サービス YK-0000-0160

トータルサロン IBC 横浜市中区 元町５－２０３　元町スカイビル５Ｆ サービス SL-2000-5899

カットルーム・ピーノ 横浜市中区 元町５－２０９ サービス YK-0000-0165

Lehua 横浜市中区 元町５－２０９　北村第二ビル３０１ サービス JS-0001-4691

ihori 横浜市中区 港町６－２７　港町ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-0495

COCO 薬局根岸店 横浜市中区 根岸町２－８０－２ サービス JS-0002-7818

ほぐリラ 横浜市中区 桜木町１－１０１－１　クロスゲート１Ｆ サービス JS-0002-2457

HairmakeLeaf 横浜市中区 山下町１０８小黒ビル３０２ サービス JS-0000-9797

TONKUN CHINA TOWN 横浜市中区 山下町１６５－１ サービス JS-0001-3034

WANCOTT 横浜市中区 山下町１６８－１レイトンハウス横浜３・４Ｆ サービス JS-0003-0618

煕金 足裏養生館 横浜市中区 山下町１９０　信利ビル２Ｆ サービス JS-0002-3250

EXITz 横浜市中区 山下町１９４　外丸ビル８０１ サービス JS-0004-7128

株式会社ツーリストサービス 横浜市中区 山下町２　産業貿易センタービル２Ｆ サービス JS-0006-0056
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ラブリークリーニング山下町店 横浜市中区 山下町７３　コミュニティスペース山下町 サービス JS-0005-2974

insence 山下町 横浜市中区 山下町７８－８　イーストゲートビル３Ｆ　 サービス ZN-0000-9649

MIYASATO・TYR 横浜市中区 山下町８１　松江ビル２Ｆ サービス JS-0003-9130

（株）STUDIO ARC 横浜店 横浜市中区 山下町８４－５　メトロタワー山下町 サービス JS-0000-6178

eight．hair 横浜市中区 山下町９３－２　セザ－ル山下公園２０２　 サービス SL-2000-1204

ケイベストボニータ店 横浜市中区 山元町４－１６７ サービス JS-0005-6051

Chabakeaw 横浜市中区 若葉町２－３４ サービス JS-0003-6104

AIBIZ 横浜市中区 住吉町３－３６－２　関内デックス１９９２ビル６０１　 サービス ZN-0001-2407

つるばやし動物病院 横浜市中区 曙町５－７２－７ サービス JS-0004-0887

RtheBibitto 横浜市中区 小港町３－１７４ サービス JS-0005-4511

ラブリークリーニング宮原店 横浜市中区 小港町３－１７５ サービス JS-0005-2972

flammeum 関内店 横浜市中区 常盤町２－１１　セドル・ブランシュ常盤町３Ｆ サービス JS-0004-9902

トキワ薬局 横浜市中区 常盤町２－２０　ヴェラハイツ関内１Ｆ サービス JS-0004-1905

ラブリークリーニング新山下店 横浜市中区 新山下２－１１－２３ サービス JS-0005-2967

TONKUN 関内駅前店 横浜市中区 真砂町２－１７－１　平栄ビル２Ｆ サービス JS-0002-3028

PAWSCLUB 横浜市中区 諏訪町１６－１－Ａ　　 サービス ZN-0001-2608

元町整体ここから 横浜市中区 石川町１－１７－８　K&Y ビル１Ｆ サービス JS-0001-6888

HAIRSALONJUM 横浜市中区 石川町１－３４　　 サービス ZN-2000-4251

SEI － TAI ポニー 横浜市中区 石川町２－７１　４Ｆ サービス JS-0001-7334

マリンゴビヨウシツ 横浜市中区 石川町２－７６－２　　 サービス ZN-0000-9831

Conscious 横浜市中区 石川町２－８７　ヒルサイドハウスＢ１Ｆ サービス JS-0000-0476

merrow 横浜市中区 石川町３－１０８－３　　 サービス ZN-0001-2832

トリートメントルーム Valor 横浜市中区 扇町１－１－１６　パ－クフラッツ横浜公園２１１　 サービス PK-0000-2168

ラブリークリーニング扇町店 横浜市中区 扇町２－５－２ サービス JS-0004-9668

タイ古式リラクゼーション TONKUN 本店 横浜市中区 相生町１－１－５　ビックジャパン関内ビル２Ｆ サービス JS-0001-6770

Midtown hairlines 横浜市中区 太田町　２－２２ サービス SL-2001-0987

ネイルサロン Glanz 横浜市中区 太田町６－８６　オーパリバージュ５０４　 サービス ZN-0002-5784

hair ＆ spaRisena 横浜市中区 大和町１－５　ハイツ K&K 山手１０２　 サービス ZN-0001-1497

ウェディングストーリー横浜山手館 横浜市中区 池袋４５－７ サービス JS-0003-6705

HairFactoryINSPI 横浜市中区 長者町４－１０－９　ベスト伊勢佐木長者町１Ｆ サービス JS-0004-6078

マノロム 横浜市中区 日ノ出町１－１９　サンライズビル５Ｆ－５０１ サービス JS-0004-6008

WANDEE 横浜市中区 日ノ出町１－１９　横浜サンライズビル８Ｆ サービス JS-0002-7554

ホワイトステーション 横浜市中区 麦田町１－１８－１ サービス JS-0005-7586

ラブリークリーニング麦田店 横浜市中区 麦田町４－１０７ サービス JS-0005-2973

Hair ＆ Cafe M．A．T 横浜市中区 麦田町４－９９　カーサメディコビル１Ｆ サービス SL-2000-2719

mahalonailsalon 関内店 横浜市中区 尾上町３－４０　第２柳下ビル４０１　 サービス ZN-0002-8105

ビューティー＆リラクゼーションサロン癒 L 横浜市中区 尾上町４－５４　KannaiEx ９Ｆ　 サービス ZN-0001-0035

BAMBINO 横浜市中区 尾上町５－６８　馬車道 R・A ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0001-2236

Rack’nTheGarden 横浜市中区 不老町１－２－６　不老町パークスクエア３Ｆ サービス JS-0003-5570

ラドゥガ ネイル デザイン 横浜市中区 不老町１－３－９　関内駅前ビル１Ｆ サービス JS-0003-9122

BUBBLES ＆ DANIEL 横浜市中区 富士見町１－３　　 サービス ZN-0001-2250

マリア 横浜市中区 福富町西通３－１１　三平ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-3541

タイ古式マッサージゲウター 横浜市中区 福富町仲通２－６ サービス JS-0004-7110

ネイルサロン コフレ 横浜市中区 弁天通４－５３－２　DOMON ビルＢ１Ｆ サービス JS-0002-7598
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ラブリークリーニング馬車道店 横浜市中区 北仲通４－４９ サービス JS-0005-2943

Groomy 横浜市中区 本牧間門２５－１ サービス JS-0001-3583

フラワー薬局 横浜本牧店 横浜市中区 本牧原１９－１　ザレジデンス本牧横浜ベイサイド２０１ サービス JS-0002-3438

ラブリークリーニング本牧店 横浜市中区 本牧三之谷２－１６ サービス JS-0004-9605

スタジオフォーバレー 1 横浜市中区 本牧三之谷３８－２６　　 サービス PK-0000-1309

ビバヴェルデ本牧 横浜市中区 本牧三之谷８－５　ビバヴェルデ本牧 サービス SL-2000-7451

さとうえいこ美容室 横浜市中区 本牧町１－３０ サービス JS-0000-9970

Rack’n 若葉・桜店 横浜市中区 末吉町２－２９－２ サービス JS-0002-3027

エスポ アフロディーテ 横浜市中区 万代町２－４－１　横浜パークサイド８０１　 サービス OT-0000-0111

TiaryNail 桜木町店 横浜市中区 野毛町２－１０１－１　ネオキャッスル８０１　 サービス PK-0000-1108

有限会社間瀬クリーニング 横浜市中区 野毛町３－１３０ サービス JS-0004-7708

カラオケアジアン桜木町駅前店 横浜市中区 花咲町２－６０　白鳥ビル２Ｆ エンターテインメント JS-0003-6367

AM サントロペ 伊勢佐木町 横浜市中区 伊勢佐木町３－９６　日活会館３Ｆ その他 JS-0002-8084

Natural 酵素風呂 横浜市中区 羽衣町３－７６－３　アクセラ２１ビル５Ｆ その他 JS-0005-6767

元町リード薬局      横浜市中区 元町１－３４ その他 AD-0000-1810

キティーズヨコハマテン 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ１０６ その他 JS-0005-3792

カラオケ オルフェステージ 中華街店 横浜市中区 山下町２２０　新徳永ビル１Ｆ その他 JS-0005-7893

ワールドワイドペットスパ＆ホテル 横浜市中区 新港２－７－１　１Ｆ その他 JS-0001-1088

たむらワイン店 横浜市中区 長者町２－５－１１　馬場ビル１Ｆ－１０２ その他 SL-2001-0197

ベイステーション本牧 横浜市中区 本牧町１－７　キャスト本牧Ｂ１Ｆ その他 SL-2000-9095


