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［横浜市西区／南区］

加盟店名 所在地 ジャンル

カプリチョーザ横浜みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい２－３－１　クイーンズタワーＡ　２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0125

岩亀みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい３－３－１　三菱重工横浜ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6236

そば居酒屋正しげ 横浜市西区 みなとみらい３－６－１　みなとみらいセンタービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9754

健康中華庵青蓮みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい３－６－１　みなとみらいセンタービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0081

台湾小皿料理 台湾風居酒屋 阿里城 横浜市西区 みなとみらい３－６－３　MM パークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9587

Merengue みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい４－４－１　横浜野村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0779

中華彩園 横浜市西区 みなとみらい４－４－２　横浜ブルーアベニュー１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2445

海鮮問屋お魚どうらく 横浜市西区 みなとみらい４－４－７　アイマークプレイス　 飲食店 ZN-0001-0069

ロティスリーレイ 横浜市西区 みなとみらい４－６－２　MM グランドセントラルタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9904

ビストロワイン酒場リヒト 横浜市西区 みなとみらい４－６－２　グランドセントラルテラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9672

焼肉どうらく みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい４－６－２　グランドセントラルテラス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3199

こな定 vegetable 横浜市西区 岡野１－１２－１１　岡野 SI ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7180

庵 横浜市西区 岡野１－１２－１１　岡野 SI ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1256

GoodSpiritsUnite 横浜市西区 岡野１－１２－１８　新倉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3009

OSTERIA IL FUOCO 横浜市西区 岡野１－１６－１４　梅澤ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3723

日本酒トワイン 岡野 横浜市西区 岡野１－１６－３　　 飲食店 ZN-0001-1710

ディアカフェ 横浜市西区 岡野１－６－２９　高橋ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0000-9635

DOGEZA 横浜市西区 岡野１－６－３０　三幸ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2185

SAKUTTO 横浜市西区 岡野１－６－９　翔 ’ Ｓ横濱１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1189

BAR’d’MAN 横浜市西区 岡野１－９－１２－１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2929

アリラン飯店 岡野町交差点側 横浜市西区 岡野１－９－７　リーベスト岡野町ビル１０１ 飲食店 JS-0004-8975

インドアジアンレストランバー スワズ 横浜市西区 久保町２１－２４ 飲食店 JS-0003-2789

ヨコハマアジアンダイニング＆バー 横浜市西区 宮ヶ谷１－２　石田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3349

あんどうそば店 横浜市西区 戸部町４－１０７　あんどうビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6106

岩亀本店 横浜市西区 戸部町５－１７７ 飲食店 JS-0000-6237

AIAICAFE 横浜市西区 戸部本町３６－８　 飲食店 SL-2000-2320

二度とくるよ 横浜市西区 戸部本町３９－１１　C&K 戸部本町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8310

大衆ビストロジル横浜東口店 横浜市西区 高島２－１０－１３　横浜東口ビル　 飲食店 ZN-2000-4641

魚とワイン Hanatare 横浜市西区 高島２－１０－２０　印刷会館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0417

ビストロフレッシュ 横浜市西区 高島２－１０－２２　　 飲食店 ZN-0001-1231

裏横 2 Ｆ 横浜市西区 高島２－１０－２４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0345

肉 BALBOSWAIN 横浜市西区 高島２－１０－２４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-3291

SOBAR 屋 BOSWAIN 横浜市西区 高島２－１０－２４　岩田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2725

炭屋串兵衛裏横横浜東口店 横浜市西区 高島２－１０－２５　　 飲食店 ZN-0000-9759

琴ひら 横浜市西区 高島２－１０－２５　　 飲食店 ZN-0001-0510

リストランテリアル 横浜市西区 高島２－１０－２８　　 飲食店 ZN-0000-9789

Living 横浜市西区 高島２－１１－１１　ポートビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1450

BistrotaVinLA － FINA 横浜市西区 高島２－１４－１７　クレアトール横浜Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0120

TheFish ＆ Oysters 横浜市西区 高島２－５－１０　ストーク菱沼ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0005

トラットリア ラ ココリコ ヨコハマ 横浜市西区 高島２－６－３２　日産横浜ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9946

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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中国家庭料理 香園 横浜市西区 高島２－７－１　ファーストプレイス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0797

さんどバー 横浜市西区 桜木町４－１８　ラ・ロシェル横浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1649

いづみ寿司 横浜市西区 西戸部町３－２６０ 飲食店 JS-0003-3309

さかえ 横浜市西区 浅間町１－１２－３　横浜西口スカイハイツ１０１　 飲食店 ZN-0002-3956

みやかみ 横浜市西区 浅間町１－１２－４　第二久保ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4684

居酒屋 ねこ兵衛 横浜市西区 浅間町１－１８－１　小杉ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5266

やきとりたにむら 横浜市西区 浅間町２－１０１－３　　 飲食店 PK-0000-0974

アリラン飯店 横浜市西区 浅間町３－１７１－２ 飲食店 JS-0000-3662

agosto 横浜市西区 中央１－２－１１　 飲食店 SL-2000-0047

イチミバー 横浜市西区 中央１－３３－１２　銀河ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-9986

鳥ゆう戸部店 横浜市西区 中央１－３５－３　三上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9050

焼肉 201 横浜市西区 中央２－３６－４　　 飲食店 ZN-0001-0872

焼肉 食道苑 横浜市西区 藤棚町１－５８－４　ライズウイング１Ｆ 飲食店 JS-0002-2603

魚寅食堂 横浜市西区 南幸１－１０－１７　須賀ビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0000-4642

季節料理なか一 横浜市西区 南幸１－１０－１８　中山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3604

割烹なか一 横浜市西区 南幸１－１０－１８　中山ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0234

たたら 横浜市西区 南幸１－１０－１８　中山ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9585

ドイツバルグリム 横浜市西区 南幸１－１０－８　大信ビル１Ａ　 飲食店 ZN-0001-2441

メキシカンバルタコリブレ横浜駅前店 横浜市西区 南幸１－１０－８　大信ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1892

村木屋 横浜市西区 南幸１－２－１　横浜銀長ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-1516

唯一無二 横浜市西区 南幸１－２－１　横浜銀長ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0070

みなと寿司 本店 横浜市西区 南幸１－２－１　銀長ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0945

みなと寿司 総本店 横浜市西区 南幸１－２－１　銀長ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0944

お好み焼楽天家 横浜市西区 南幸１－２－１　銀長ビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-6964

香港厨房横浜きた西口店 横浜市西区 南幸１－２－１　銀長ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2949

伸 寿し 横浜市西区 南幸１－２－２ 飲食店 JS-0000-4139

ヤミツキタヌキ 横浜市西区 南幸１－２－２　　 飲食店 ZN-0001-2244

はな家 横浜市西区 南幸１－２－３ 飲食店 JS-0003-7006

和酒バル満月 Pirika 横浜市西区 南幸１－２－３　共立ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2788

魚寅本店 横浜市西区 南幸１－２－９　横浜プリンス会館２Ｆ 飲食店 JS-0000-4652

和牛炭火焼肉 横浜苑 横浜市西区 南幸１－２－９　横浜プリンス会館３Ｆ 飲食店 JS-0000-4641

ソレイユ 横浜市西区 南幸１－２－９　横浜プリンス会館６Ｆ 飲食店 JS-0001-6361

花椿 横浜市西区 南幸１－２－９　横浜プリンス会館ビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-6866

オービカ モッツアレラバー 横浜店 横浜市西区 南幸１－５－１　新相鉄ビルＢ２Ｆ 飲食店 AX-2000-0002

ひさご 横浜市西区 南幸１－５－２９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9939

BARYAMAJI 横浜市西区 南幸１－５－３０　戸栗ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-4198

ガブガブ 横浜市西区 南幸１－５－９　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0145

網元伊豆 横浜市西区 南幸１－９－２　　 飲食店 ZN-0000-9602

GreenSheep 横浜市西区 南幸２－１０－１３　プリラール横浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0308

香港厨房 南幸店 横浜市西区 南幸２－１０－１８　東海屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2083

BarLuther3F 横浜市西区 南幸２－１０－１８　東海屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1169

産直市場丸 横浜市西区 南幸２－１－２２　相鉄ムービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1006

伝兵衛・南 横浜市西区 南幸２－１３－２２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5310

チーズカフェ 2 横浜市西区 南幸２－１３－２２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-5272
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俺の部屋 横浜市西区 南幸２－１４－３　海東ビル２～５Ｆ 飲食店 JS-0002-8058

バベル横浜 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-1790

ラーマヤナ 横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-4650

香港厨房 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-4651

炭火と地魚（魚）はまの風 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-6815

四川厨房横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１６－１１　二幸ビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-4157

Zeal 横浜市西区 南幸２－１６－２２　　 飲食店 ZN-2000-1060

豚ちんかん 横浜市西区 南幸２－１７－１５　横浜トラストビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-1501

小尾羊横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１７－８　横浜トラストビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0597

焼肉極はなれ 横浜市西区 南幸２－１７－８　横浜トラストビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7041

トリプルクラウン 横浜市西区 南幸２－２２－７　央ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0717

焼肉どうらく別邸 横浜市西区 南幸２－５－４　MS ２５４ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9777

BOTTI 横浜西口店 横浜市西区 南幸２－５－４　MS ＭＳ２５４ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-2820

ホルモン焼肉ダイニング極 横浜市西区 南幸２－５－５　大三ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1674

焼肉どうらく 横浜店 横浜市西区 南幸２－６　　 飲食店 ZN-0000-9718

ワインバル青木酒店横浜西口店 横浜市西区 南幸２－６－１　山田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2731

GABURIYA 横浜市西区 南幸２－６－１　山田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2950

PLAYERS 横浜市西区 南幸２－６－１　山田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1543

ホルモン・焼肉座ちからや 横浜市西区 南幸２－６－１１　　 飲食店 ZN-2000-7099

ジースタイル 横浜市西区 南幸２－６－１１　籐のある部屋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9980

soulon 横浜市西区 南幸２－６－１１　籐のある部屋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1709

六郷・瀬戸内 横浜市西区 南幸２－６－２　ルミノス横浜ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0406

JOKE 横浜西口店 横浜市西区 南幸２－６－２　ルミノス横浜ビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-6362

いっちゃが 横浜西口店 横浜市西区 南幸２－７－１０ 飲食店 JS-0000-0241

貴舟寿し 横浜市西区 南幸２－７－１０　　 飲食店 ZN-0001-0993

青木鮮魚店 南幸店 横浜市西区 南幸２－７－３　小安ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4570

56 醍醐横浜店 横浜市西区 南幸２－７－３　小安ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-2503

有限会社みらく 横浜市西区 南幸２－７－９ 飲食店 JS-0002-3311

なんでやねん 横浜市西区 南幸２－８－１　　 飲食店 ZN-0001-2413

Bar － Eau － de － Vie 横浜市西区 南幸２－８－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4199

魚参 横浜市西区 南幸２－８－２１　板橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2967

EATBARROOTS ！ 横浜市西区 南幸２－９－１８　中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1017

Lu’s CAFE 横浜市西区 楠町１８－６ 飲食店 JS-0003-5610

すし処家城 横浜市西区 平沼１－２４－８　ドム横浜１０１ 飲食店 JS-0001-7192

焼き鳥 おんだ 横浜市西区 平沼１－２４－８　ドム横浜１０３ 飲食店 JS-0004-5030

DINING BAR PAGE 横浜市西区 平沼１－３－１０　横浜ユニハイム１Ｆ 飲食店 JS-0004-6844

居酒屋静月 横浜市西区 平沼１－３３－２　東ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5197

そばうどん平沼 田中屋 横浜市西区 平沼１－５－２１ 飲食店 JS-0000-1140

39°F 横浜市西区 平沼１－６－１４　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ横浜第５２０１ 飲食店 JS-0002-7007

青蓮横浜西口店 横浜市西区 北幸１－１１－１５　横浜 ST ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5544

ガーリックテーブル 横浜市西区 北幸１－１－２　８Ｆ 飲食店 JS-0003-7620

自然や西口店 横浜市西区 北幸１－１－８　エキニアＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8390

ダンバートン 横浜市西区 北幸２－１０－３６　リクルートコスモス横浜ビルＢ１F　 飲食店 ZN-0001-2707

チーズカフェ 横浜市西区 北幸２－１－１０ 飲食店 JS-0000-1080
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伝兵衛 横浜市西区 北幸２－１－１２ 飲食店 JS-0000-1097

Mescita FRANCO 横浜市西区 北幸２－４－１０　岸ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8573

JewelYokohama 横浜市西区 北幸２－５－２１　７３ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6668

ハマカレ 横浜市西区 北幸２－５－２１　７３ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4095

藁焼きと茶碗蒸し横浜魚金 横浜市西区 北幸２－６－２　GNES 横浜２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6521

MalkovichConnection 横浜市西区 北幸２－６－２　GNES 横浜３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6629

ぽんが横浜店 横浜市西区 北幸２－６－５　　 飲食店 ZN-2000-6948

横浜酒槽 横浜市西区 北幸２－６－５　GNES 横浜５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6495

博多極もつ鍋水炊き 横浜市西区 北幸２－６－５　GNES 横浜６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6568

四川料理辣妹子 横浜市西区 北幸２－９－３０　横浜西口加藤ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5813

炭火やきとり まっすぐ 横浜市西区 北幸２－９－３０　横浜西口加藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1630

和來 横浜市西区 北幸２－９－３０　加藤ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3436

鮮魚料理柳せ 横浜市西区 北幸２－９－４０　銀洋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2308

タワーショップ 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　ランドマークタワー６９Ｆ ショッピング JS-0003-9958

KASHIYAMA 横浜市西区 みなとみらい３－７－１　オーシャンゲートみなとみらい８Ｆ ショッピング JS-0005-5265

WoodyGolf 横浜市西区 伊勢町３－１４７ ショッピング JS-0003-9254

メーテルリンク 横浜市西区 岡野１－１２－１８ ショッピング JS-0003-7479

丸福 横浜店 横浜市西区 岡野１－１３－１０ ショッピング JS-0004-8860

EVER 横浜市西区 岡野１－１５－２　エルセレッソ横濱１０２ ショッピング JS-0000-9451

HOTELLafayette 横浜市西区 岡野１－１６－４　Ｒ＆Ｂ横浜ビル１～３Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4968

ムサシヤ 1 横浜市西区 久保町２０－１０　　 ショッピング PK-0000-1433

サンズ 横浜市西区 境之谷６７－４ ショッピング JS-0000-3313

タイヤレスキュー 横浜市西区 境之谷８－３　　 ショッピング ZN-0001-2509

勝谷ファーマシー横浜 横浜市西区 戸部本町３６－５　　 ショッピング PK-0000-8347

東京ひよこ 横浜店 横浜市西区 戸部本町３９－４ ショッピング JS-0003-0343

Darts Shop NOB 横浜市西区 戸部本町５０－１６　高須ビル３０１ ショッピング JS-0000-0510

KASHIYAMA 横浜市西区 高島２－１９－１２　スカイビル２１Ｆ ショッピング JS-0005-5224

FABRIC 横浜市西区 浅間町１－１６－４　　 ショッピング ZN-2000-1016

Flower　Gift　Shop 横浜市西区 浅間町５－３８１－１　　 ショッピング PK-0000-8426

有限会社 潮田貴金属 横浜市西区 浅間町５－３８１－４ ショッピング JS-0005-6904

潮田貴金属 横浜市西区 浅間町５－３８１－４　 ショッピング SL-2000-5284

ブランカスタ 浜松町店 横浜市西区 中央２－７－１０ ショッピング JS-0003-0477

ブランド楽市横浜西口店 横浜市西区 南幸１－１２－１　YT ビル１・２Ｆ ショッピング JS-0000-8739

サンキューマート 横浜西口五番街店 横浜市西区 南幸１－５－１　１Ｆ ショッピング JS-0003-6371

カメラはスズキ ジョイナス店 横浜市西区 南幸１－５－１　相鉄ジョイナス１３－Ａ ショッピング JS-0000-3823

リズム 横浜市西区 南幸２－１０－４　望月ビル１Ｆ ショッピング ZN-0002-3311

NATURALNINE YOKOHAMA 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル７Ｆ ショッピング JS-0002-4475

レモン社 横浜店 横浜市西区 南幸２－１７－９　島田ビル１Ｆ ショッピング AX-0000-0267

フルコンプ横浜店 横浜市西区 南幸２－８－９　ブライト横浜２０５ ショッピング JS-0002-5849

会席弁当福しま横浜 横浜市西区 平沼１－１５－６　タカシビル　 ショッピング ZN-0001-0407

F・L・D・Japan 横浜市西区 平沼１－３－１３　大勝ビル４Ｆ ショッピング JS-0000-2815

045 サイクル 横浜市西区 平沼１－３２－９ ショッピング JS-0001-3829

トールシューズ横浜店 横浜市西区 平沼２－４－１　１０２　 ショッピング SL-2000-8355

田辺薬局横浜平沼店 横浜市西区 平沼２－７－１４ ショッピング JS-0004-7525
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ビッグヴィジョン ヨドバシ横浜店 横浜市西区 北幸１－２－７　マルチメディア横浜７Ｆ ショッピング SL-2001-1817

キレイサローネ横浜店 横浜市西区 北幸１－５－１４　アーバン・ヨコハマビル４Ｆ ショッピング JS-0005-9148

ビックヴィジョン 横浜店 横浜市西区 北幸２－１－６　鶴見ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1797

村松楽器横浜 横浜市西区 北幸２－４－３　GM ２１ビル９Ｆ ショッピング JS-0004-9987

立花産業株式会社 横浜普門 SHOP 横浜市西区 北幸２－７－３ ショッピング JS-0002-9467

京都さがの館 横浜店 横浜市西区 北幸２－９－１０　横浜 HS ビル４Ｆ ショッピング JS-0005-8727

なかよしショップ 横浜市西区 老松町６３－１０　野毛山動物園なかよし内 ショッピング JS-0005-9910

ひだまりカフェ 横浜市西区 老松町６３－１０　野毛山動物園ひだまり内 ショッピング JS-0005-9911

YOSHIZAWAInc．PREMIUM 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　横浜ロイヤルパークホテル５０Ｆ　 サービス ZN-2000-3035

LORE 横浜市西区 みなとみらい５－３－１　フィルミー２０５　 サービス ZN-0001-0190

ラブリークリーニングみなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい６－３－６　OK みなとみらいビル３Ｆ サービス JS-0005-2937

Atriacoast 横浜 2 号店 横浜市西区 岡野１－１２－１４　石川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1098

little 横浜 横浜市西区 岡野１－１２－１５　横浜ビルディング３Ｆ　 サービス ZN-0001-1092

Blue Hair Make 横浜市西区 岡野１－１２－１８　新倉ビル３Ｆ サービス JS-0001-4195

Routine hair design 横浜市西区 岡野１－１３－１　杉本ビル４Ｆ サービス JS-0000-8152

プルメリア ネイルズ 横浜市西区 岡野１－１８－４　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-1018

HEADLINE 横浜市西区 久保町１７－１　　 サービス ZN-0001-0221

DESTINO 横浜市西区 戸部町７－２２０　第二粕川ビル１Ｆ サービス JS-0003-4797

ケイベスト戸部駅前店 横浜市西区 戸部本町４８－９－１０１ サービス JS-0005-6066

ルナルート横浜店 横浜市西区 高島２－１１－２　スカイメナー横浜２０２　 サービス ZN-0001-0820

Embellir 横浜店 横浜市西区 高島２－１－１８　ロワール横浜１Ｆ サービス SL-2000-8414

Atriavilla 横浜市西区 高島２－１４－１３　エストビル５Ｆ　 サービス ZN-0000-9991

オレンジ薬局 横浜東口店 横浜市西区 高島２－１４－１５ サービス JS-0001-4661

BARBER358 横浜市西区 浅間町１－１６－７ サービス JS-0004-4067

GRAPEVINES 横浜 横浜市西区 浅間町１－６－５　横浜西口 K&K ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-5144

AFRODITA 横浜市西区 浅間町２－１０８－１　１Ｆ　 サービス ZN-0001-2525

森国薬局 横浜市西区 浅間町２－９８－５ サービス JS-0003-8138

しおせ犬猫病院 横浜市西区 浅間町４－３４０－６　塩瀬ビル１０１ サービス JS-0003-6040

Legame 横浜市西区 浅間町４－３４０－８　リブリ MYT １０１　 サービス ZN-0001-1920

re：mix 横浜市西区 中央１－２９－１６－１０１　 サービス PK-0000-3651

COCOA 横浜市西区 中央１－４－１０　　 サービス ZN-2000-5298

ビューティスポット雅 横浜市西区 中央１－８－７ サービス JS-0003-8642

ラブリークリーニング中央店 横浜市西区 中央２－３９－１２　CI ビル１Ｆ サービス JS-0005-2959

松島写真館 横浜市西区 中央２－８－３　　 サービス ZN-2000-2014

ラヴィアンローズ 横浜市西区 藤棚町１－８２　ドエル西横浜１Ｆ サービス JS-0000-7928

Haku 横浜市西区 南幸２－１０－１３　第２河内ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-2107

Hair Make Seraffi 横浜市西区 南幸２－１１－１１グ　ランツ南幸３Ｆ サービス JS-0000-9108

Ares’Hairz 横浜 横浜市西区 南幸２－１１－７　横浜西口藤澤ビル７Ｆ サービス JS-0005-7854

九龍リラクゼーション 横浜店 横浜市西区 南幸２－１３－１２　大和地所横浜西口ビル３０１ サービス JS-0003-1595

秋本薬局横浜西口 3 号店 横浜市西区 南幸２－１４－１５　NAOSHI-BLD5　１Ｆ サービス JS-0000-7034

アビー 横浜店 横浜市西区 南幸２－１４－１６　４Ｆ サービス JS-0003-4719

Emerge 横浜店 横浜市西区 南幸２－１４－１６　第６浅川ビル５Ｆ　 サービス ZN-0001-2818

amie 横浜店 横浜市西区 南幸２－１４－１６　第６浅川ビル６Ｆ　 サービス ZN-2000-6104

AROMAhairroom 横浜店 横浜市西区 南幸２－１４－７　第６NY ビル４Ｆ　 サービス ZN-0001-0059



6 2020/9/1

［横浜市西区／南区］

加盟店名 所在地 ジャンル

Slange 横浜 横浜市西区 南幸２－１４－７　第６NY ビル５Ｆ サービス JS-0004-6445

Leyyokohama 横浜市西区 南幸２－１６－１１　二幸ビル７Ｆ　 サービス ZN-0001-0008

Bunnyeye’s ＋ 横浜市西区 南幸２－１６－２０　YK ビル６Ｆ サービス JS-0001-4102

THREENINE 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-0903

grow 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-9269

Alea 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル８Ｆ　 サービス ZN-0001-2584

秋本薬局横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１７－５　西口第２甘糟ビル１Ｆ サービス JS-0003-7088

Frais  本店 横浜市西区 南幸２－１７－６ サービス SL-2001-1892

GANANCIA 横浜店 横浜市西区 南幸２－１８－７　横浜ノアス２０１ サービス JS-0002-4068

apollo yokohama 横浜市西区 南幸２－１８－８　西澤ビル６Ｆ サービス JS-0005-1145

ブラッキー Personal 横浜店 横浜市西区 南幸２－１９－３　第一土屋ビル４Ｆ サービス JS-0003-0645

秋本薬局横浜西口 2 号店 横浜市西区 南幸２－２０－１２　タイヨウビル１Ｆ サービス JS-0002-5808

REGALO 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0374

ShellNAIL 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-0226

islandLASH 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-0896

MAISON LAMER 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル４Ｆ　 サービス ZN-0001-1657

LODATbylittle 横浜市西区 南幸２－２１－１０　ラピス南幸１Ｆ サービス JS-0003-5728

雨音 Relaxation 横浜店 横浜市西区 南幸２－５－５　ダイサンビル５Ｆ サービス JS-0004-6560

linette 横浜市西区 南幸２－６－２　５Ｆ　　 サービス ZN-0001-0785

fish 横浜市西区 南幸２－８－２　原ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2175

al Cielo 横浜市西区 南幸２－８－９ サービス SL-2001-1894

マハロ 17 ネイルズ横浜店 横浜市西区 南幸２－８－９　ブライト横浜ビル７０４　 サービス ZN-0001-1099

ACE 横浜市西区 南幸２－９－６　ウィング南幸４Ｆ　 サービス ZN-0001-0104

Lapis 横浜市西区 南幸２－９－９　５Ｆ サービス JS-0005-0602

ホワイト急便 musee 楠町店 横浜市西区 楠町１８－３　ダイドウビル１Ｆ サービス JS-0005-6980

ガレージサクラ 横浜市西区 平沼１－３５－６ サービス JS-0003-4722

鍼灸 横濱 IORI 横浜市西区 平沼１－３７－１６　グリフィン横浜東口参番館２Ｆ サービス SL-2001-0907

Hair Frais Make 横浜市西区 北幸　２－１０－５０ サービス SL-2001-1591

SBS TOKYO 横浜店 横浜市西区 北幸１－１－８　 サービス OT-0000-0278

アイラッシュトウキョウ．ライズ 横浜市西区 北幸１－１－８　エキニア横浜７０４　 サービス ZN-2000-7215

アイラッシュトウキョウ横浜サンクチュアリ 横浜市西区 北幸１－２－１５　アスカ２ビル９Ｆ　 サービス ZN-2000-7214

ウビクエ 横浜駅前店 横浜市西区 北幸１－５－１０　東京建物横浜ビル９Ｆ サービス JS-0004-6219

OORDER 横浜市西区 北幸２－１２－２６　フェリーチェ横浜Ｓ５　 サービス ZN-0000-9723

OORDER1 横浜市西区 北幸２－１３－５　ぐうはうすＡ１０２　 サービス ZN-0000-9952

APPiiS 横浜市西区 北幸２－３－１９　日総第８ビル１・Ｂ１Ｆ　 サービス ZN-0001-0138

ヘアサロンマイア 横浜市西区 北幸２－４－１０　大明ビル４Ｆ サービス JS-0000-2826

ZERO 横浜市西区 南幸１－２－９　横浜プリンス会館７Ｆ エンターテインメント JS-0004-5509

香港厨房南幸店 2F 横浜市西区 南幸２－１０－１８　東海屋ビル２Ｆ エンターテインメント JS-0000-4643

MIRAGE 横浜市西区 南幸２－９－１９　マツモトビル３Ｆ エンターテインメント JS-0002-9831

ランドマークプラザドラッグハロー＋ MCS 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　みなとみらいランドマークタワー１Ｆ その他 SL-2001-1711

HittsAnnex2 横浜市西区 南幸２－７－３　小安ビル４Ｆ その他 JS-0005-9381

アリラン飯店 横浜市南区 井土ヶ谷下町１８－４ 飲食店 JS-0000-3695

いっ笑 横浜市南区 井土ヶ谷中町１６１　KS ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2928

寿司川徳 横浜市南区 浦舟町１－２－６　　 飲食店 ZN-0002-4003
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割烹なち 横浜市南区 浦舟町３－３４－１２　日神パレステージ横浜南　 飲食店 ZN-0001-2135

HIJITETU 横浜市南区 永楽町２－２６　　 飲食店 ZN-0001-1898

びすとろフウ人 横浜市南区 永田東１－３－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2355

浜一 横浜市南区 永田東２－１１－３８　　 飲食店 PK-0000-0079

ラ・ルーヴル 横浜市南区 永田北３－２－１ 飲食店 JS-0002-4208

和風創作 ITARO 横浜市南区 榎町２－４１　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ蒔田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1503

焼肉レストラン天龍蒔田店 横浜市南区 榎町２－６６　日神パレステージ蒔田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0001

ホルモン本舗我家 横浜市南区 花之木町１－１６　深澤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0649

冨岳 横浜市南区 宮元町３－５６　　 飲食店 ZN-0002-3245

Wahr　Bar 横浜市南区 弘明寺町２６７－３　弘明寺第２ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6737

BottegaRegalo 横浜市南区 蒔田町８８８　森正第２ビル１０２ 飲食店 JS-0001-7179

炭焼酒家とりぎゅたぶう 横浜市南区 宿町２－３４　HG ５ビル１０２ 飲食店 JS-0001-1408

ステーキハウスチェロキー 横浜市南区 前里町３－７５　サウスゲート１０１ 飲食店 JS-0004-7967

下町のカルビ屋本舗 横浜市南区 大岡２－３　　 飲食店 ZN-0002-2503

歌舞鬼 横浜市南区 大岡２－７－１　第２浅岡ビル１０８ 飲食店 JS-0003-3410

三代目くれば 横浜市南区 中島町４－８９ 飲食店 JS-0001-5728

Rex 横浜市南区 通町３－６１－２　　 飲食店 ZN-0002-4114

魚せき寿司 横浜市南区 通町３－７０　ディアナ弘明寺１０２　 飲食店 ZN-2000-2016

やきとり工房南太田店 横浜市南区 南太田１－２５－３ 飲食店 JS-0004-4202

YABIN 南太田 横浜市南区 南太田１－３０－１　　 飲食店 ZN-0001-1977

居酒屋あ 2 横浜市南区 二葉町２－１７－９　第五清友荘１０３ 飲食店 JS-0003-9072

フリーバーズ 横浜市南区 白金町２－３０　日神パレス吉野町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1977

仙峰苑 横浜市南区 六ツ川４－１１８９　　 飲食店 ZN-0001-1763

ぶんぐやサカミ 横浜市南区 井土ヶ谷中町１５７　ダイヤパレス井土ヶ谷１Ｅ　 ショッピング SL-2000-0672

市大センター病院売店 横浜市南区 浦舟町４－５７ ショッピング JS-0005-3742

濱うさぎ井土ケ谷本店 横浜市南区 永田東１－２－１６ ショッピング JS-0004-7092

アメリカ衣料さわだ 横浜市南区 永田北２－１４－１４ ショッピング JS-0001-8085

三共クリーニング 横浜市南区 永田北２－５４－２２　　 ショッピング PK-0000-2209

こだわり家金子精肉店 横浜市南区 永田北３－２５－３４　 ショッピング SL-2000-3770

（株）マック 横浜市南区 吉野町２－４－２ ショッピング JS-0000-1084

みそら薬局 横浜市南区 吉野町３－７－１７　１Ｆ ショッピング JS-0005-4866

ストアーズゴーゴー 横浜市南区 宮元町３－５８－１　イニシア蒔田駅前　 ショッピング PK-0000-0916

濱うさぎ蒔田南口店 横浜市南区 共進町３－５９ ショッピング JS-0004-7090

濱うさぎ弘明寺店 横浜市南区 弘明寺町２７０ ショッピング JS-0004-7087

ブランカスタ横浜橋店 横浜市南区 高根町１－３　枡屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0845

三晃タイヤ商会 横浜市南区 高砂町１－１６－３ ショッピング JS-0001-5550

横浜洋洗社 横浜市南区 宿町１－１８　　 ショッピング PK-0000-8106

男子専科 久保 横浜市南区 真金町１－１　 ショッピング SL-2000-0279

INDOORCLASS 横浜市南区 真金町１－１－２ ショッピング JS-0005-0329

江戸屋洋服店 横浜市南区 真金町２－１２ ショッピング JS-0002-8994

Shoe 遊 HOSOI 横浜市南区 中島町４－８９　　 ショッピング ZN-0002-9089

Gsense 横浜市南区 中里１－１３－１７　ヤマリアビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0089

スリーエス横浜弘明寺店 横浜市南区 通町１－１３　　 ショッピング PK-0000-1669

コスモ薬局　吉野町店 1 横浜市南区 南吉田町２－１７－３５　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ吉野町第１１　 ショッピング PK-0000-8609
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創作ジュエリー工房鈴貴 横浜市南区 白金町１－１３ ショッピング JS-0004-6190

佐野薬局 白金町店 横浜市南区 白金町１－５　浅野ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1587

メガネのツチヤ 横浜市南区 睦町１－３４－８　 ショッピング SL-2000-9694

キムラ電器 横浜市南区 六ツ川２－１２１－６ ショッピング JS-0005-6637

サウスリーフ 横浜市南区 六ツ川２－１２３－１３　サウス MY ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0789

DH － HAL クローバー 横浜市南区 井土ヶ谷中町１５７　ダイヤパレス１Ｆ　 サービス ZN-2000-0582

ラブリークリーニング横浜橋店 横浜市南区 浦舟町１－１ サービス JS-0005-2971

ひばり薬局浦舟店 横浜市南区 浦舟町３－３４　カーザ・ペルラ１Ｆ サービス JS-0001-1800

KOGAO 横浜市南区 永楽町２－２６－３　横浜大通り公園３０７ サービス JS-0004-5846

ヒロカワショウカイ 横浜市南区 永田東３－７－１　　 サービス ZN-0002-9123

ネオ 21 永田店 横浜市南区 永田北３－１－１０ サービス JS-0004-6581

ラブリークリーニング吉野町店 横浜市南区 吉野町１－１－６ サービス JS-0005-2970

ネオ 21 蒔田店 横浜市南区 宮元町２－３９－１ サービス JS-0004-6504

有限会社ロイヤルドッグサロン 横浜市南区 宮元町３－５１ サービス JS-0005-7609

ひらの接骨院 横浜市南区 弘明寺町１４９－８ サービス JS-0004-3391

ウエノクリーニング弘明寺店 横浜市南区 弘明寺町２５９ サービス JS-0005-4169

ヘアープライム 横浜市南区 弘明寺町３２３　山室ビル２Ｆ サービス JS-0003-9192

T’snail 横浜市南区 大岡２－１４－１　第２岩崎ビル２Ｆ サービス JS-0001-8224

Blue 横浜市南区 中島町４－８５　グランツ弘明寺２Ｆ　 サービス ZN-2000-7060

横浜しろたえ薬局 横浜市南区 白妙町３－３４－１１　ヴィベール横浜１Ｆ サービス JS-0002-8295

HAIR SALON eS 横浜市南区 六ツ川１－２１７ サービス JS-0003-1301

ネオ 21 六ツ川店 横浜市南区 六ツ川１－８２－７ サービス JS-0004-6510

ネオ 21 弘明寺店 横浜市南区 六ツ川２－１２２－１３ サービス JS-0004-6497

CREST 横浜市南区 六ツ川３－８６－１８　ファミリーコーポ笈川Ｅ－１Ｆ　 サービス ZN-0002-9528

フィッツミー 井土ヶ谷店 横浜市南区 井土ヶ谷中町１５６　井土ヶ谷ビル５Ｆ その他 JS-0003-9642

有限会社カギの横浜ロックサービス 横浜市南区 中里１－１３－６　 その他 SL-2000-7834

ペットショップ W．A．O 横浜市南区 六ツ川１－２４０－１　コスモ弘明寺１Ｆ その他 JS-0000-5711


