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SUSAN 横須賀市 安浦町２－９　ラグーンＦＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6635

SANGAM 横須賀市 衣笠栄町１－３－１４　村山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0440

cafe ＆ bar Shower 横須賀市 衣笠栄町２－２２ 飲食店 JS-0002-3881

鳥真久里浜店 横須賀市 久里浜１－５－６　長島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3711

焼肉 POGI 横須賀市 久里浜４－１６－１２ 飲食店 AD-0000-0963

印度料理ナーガラジャ 横須賀市 久里浜４－３－１５　メゾンドアヤ１０２　 飲食店 ZN-0001-2271

炭火七輪焼肉 くり輪 横須賀市 久里浜４－３－６　鳥伝第２ビル１０２ 飲食店 JS-0002-3229

09 匠庵／ MIYABI 久里浜店 横須賀市 久里浜４－８－９　Fk ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5508

スクエア 久里浜店 横須賀市 久里浜４－８－９　フジコービル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3459

海鮮酒場 海賊 横須賀市 根岸町２－２０－１　中山ビル 飲食店 JS-0002-8101

カーサマーレ 横須賀市 根岸町２－３１－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0581

食道鶏喰海 横須賀市 根岸町３－１４－１７　浜田ビル　 飲食店 ZN-0002-2350

バーグロウ 横須賀市 根岸町３－１４－１７　浜田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3989

焼肉 麗華 横須賀市 根岸町３－１６－１８ 飲食店 JS-0002-8542

居酒屋山の子 横須賀市 根岸町３－３－９　２Ｆ 飲食店 JS-0005-5299

炭火焼肉 誠 横須賀市 根岸町４－２－１０　飯島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4900

サジママリーナ 横須賀市 佐島３－７－４　　 飲食店 ZN-2000-0331

SNUG　STAY　DOOR　CA 横須賀市 三春町１－１２　　 飲食店 PK-0000-6537

ニューサクラインディアンネパールレストラ 横須賀市 三春町３－９－１４ 飲食店 JS-0004-3895

ニューデリシャス 横須賀市 汐入町１－３ 飲食店 JS-0003-1430

あうとろう亭 横須賀市 汐入町２－４１ 飲食店 JS-0000-8720

やきとり ひさご 横須賀市 汐入町４－５５　 飲食店 SL-2000-7966

大八 横須賀市 汐入町４－５５　　 飲食店 PK-0000-0476

Piacere 横須賀市 若松町１－１ 飲食店 JS-0001-4282

モバワン横須賀中央 横須賀市 若松町１－１ 飲食店 JS-0004-9337

千串屋横須賀中央店 横須賀市 若松町１－１０　ヤヨイビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7563

とれび庵 横須賀市 若松町１－１１－５　　 飲食店 ZN-0002-2676

タグプアン 横須賀市 若松町１－１２－４　サクライ貸店ポビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7554

天国中央店 横須賀市 若松町１－１４　　 飲食店 ZN-0001-1186

港や横須賀店 横須賀市 若松町１－１４　　 飲食店 ZN-0001-1606

鮨八 横須賀市 若松町１－１５　若松ビル　　 飲食店 ZN-0002-3983

忠佳 横須賀市 若松町１－１５　若松ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-4787

LipGirl 横須賀市 若松町１－１５　杉本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7831

焼肉 りょうび 横須賀市 若松町１－１８－９　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1307

鳥の巣 横須賀店 横須賀市 若松町１－２　ヒトモトビル 飲食店 JS-0000-2307

THREE DIMENSION 横須賀市 若松町１－２　三橋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9091

割烹住よし 横須賀市 若松町１－２－３ 飲食店 JS-0004-6082

和来横須賀店 横須賀市 若松町１－３－７　　 飲食店 ZN-0001-2108

珠屋 横須賀市 若松町１－９ 飲食店 JS-0002-9307

8094 赤から／きさらぎ横須賀中央店 横須賀市 若松町２－７　ミウラプラザビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4431
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亀松横須賀店 横須賀市 若松町２－７－４　　 飲食店 ZN-0001-1358

にんにく本舗みやび 横須賀市 若松町３－１２ 飲食店 JS-0001-3550

バー・バーニーズ 横須賀市 若松町３－１３　小川ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-0745

創作 Dining わっか 横須賀市 若松町３－１４ 飲食店 JS-0002-2470

アミューズメントパブ 48 横須賀市 若松町３－１４－５ 飲食店 ZN-2000-3849

肉バル DENNY 横須賀中央店 横須賀市 若松町３－１８－１４　第８６東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3212

すきやきしゃぶしゃぶ松ばら 横須賀市 若松町３－８　　 飲食店 ZN-0002-3254

百喰楽 横須賀市 若松町３－８　山崎ビル１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0002-5096

BARLilyBell 横須賀市 若松町３－９　プライムレーベル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0779

からあげ嵐 横須賀市 若松町３－９　ワイズキュ－ビックビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1477

レストランドン 横須賀市 秋谷３－４－１　　 飲食店 ZN-0000-3565

PARASOLINDIANRESTAUR 横須賀市 秋谷４２３３　　 飲食店 ZN-0002-9356

南葉亭 横須賀市 秋谷５２９０－１　　 飲食店 ZN-0000-9813

HAP 横須賀市 小川町６－１３　第３ヤマショウビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2452

湘南 OVA 横須賀市 湘南国際村１－２－６ 飲食店 JS-0005-6191

ななし cafe 横須賀市 上町１－４６－４ 飲食店 JS-0004-5649

つなぐカフェ 横須賀市 上町２－１７　　 飲食店 PK-0000-6587

焼肉ガーデンびっくぼす 横須賀市 森崎１－１９－１８　　 飲食店 ZN-0001-0368

ConeLi 横須賀中央 横須賀市 大滝町１－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-9863

屋根裏 ロフト 横須賀市 大滝町１－２３　２Ｆ　 飲食店 SL-2001-0610

SUKA 屋台 横須賀市 大滝町１－２３－１８ 飲食店 JS-0005-2032

アジアンフーズ YURINA 横須賀市 大滝町１－２４　かつ七ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7942

鉄板焼赤井 横須賀市 大滝町２－１２－９　シマダビル１－Ａ 飲食店 JS-0004-7105

創 横須賀市 大滝町２－１７　エルスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1452

酒と肴じん 横須賀市 大滝町２－１７　エルスビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-0534

レストラン赤おに 横須賀市 大滝町２－１７　エルスビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-6160

インドネパールカレーハウスサリナ 横須賀市 大滝町２－２１　新華ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6840

SARINA 横須賀市 大滝町２－２１　新華ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-5683

CHOTARO 横須賀市 大滝町２－２２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5658

花野家 横須賀市 大滝町２－３－２　　 飲食店 ZN-0001-2930

ロイヤルキッチン 横須賀市 大滝町２－４　山口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0002

釣人料理太公望 横須賀市 大滝町２－４　山本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0838

炭火焼鳥串道 横須賀市 大滝町２－４　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0341

バジルアンドクローブ 横須賀市 長浦町４－１　 飲食店 SL-2000-0552

回転寿司津久井浜魚敬 横須賀市 津久井１－３－３ 飲食店 JS-0001-4118

中国料理 杏花飯店 横須賀市 追浜町３－１　エルシャンテ追浜２Ｆ 飲食店 JS-0001-9075

焼肉慶州苑 横須賀市 追浜町３－２　　 飲食店 ZN-0001-0329

和風焼肉竹よし 横須賀市 追浜本町２－１－１１２ 飲食店 JS-0005-4057

TomatoKitchen 横須賀市 東浦賀１－３－１３　　 飲食店 ZN-2000-3639

黒ねこ 横須賀市 馬堀町３－２－５　　 飲食店 ZN-2000-1557

居酒屋 48 横須賀市 米が浜通１－１－１５　アスカビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4686

PizzeriaSette 横須賀市 米が浜通１－１－２２　　 飲食店 ZN-0001-2312

レストラン ロマネ 横須賀市 米が浜通１－１７　　 飲食店 ZN-0001-2045

まろ味 横須賀市 米が浜通１－１７　　 飲食店 ZN-0002-7002
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H ＆ Y 横須賀市 米が浜通１－１７　小瀬村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7971

NapoliPizzeria 横須賀市 本町１－１－１０２　セントラル・アライ本町ビル　 飲食店 ZN-0001-2448

ご当地グルメレストラン LAUNA（ラウナ） 横須賀市 本町１－１５－１１　 飲食店 SL-2000-4036

チャラ 横須賀市 本町１－２ 飲食店 JS-0001-1110

CLUB54 横須賀市 本町１－８　山本店舗１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2720

ジョージズバー 横須賀市 本町２－１４ 飲食店 JS-0004-1231

ダブリンドックスターバン 横須賀市 本町２－１４ 飲食店 JS-0004-1309

メキシカンパブレストランカンティーナ 横須賀市 本町２－１５ 飲食店 JS-0000-6714

ロコ・ココ 横須賀市 本町２－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-7853

マイクス横須賀店 横須賀市 本町２－５－２　ミマツビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0576

アイリッシュアメリカンパブスタヂアム 横須賀市 本町２－６ 飲食店 JS-0004-1308

ROCKCITY 横須賀市 本町２－６ 飲食店 JS-0004-1504

605 横須賀市 本町２－７　下川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8777

レストランバー cue’s 横須賀市 本町３－１３　　 飲食店 ZN-0001-1723

CRAZY CHU ー HI 横須賀市 本町３－１４　林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7707

創作居酒屋与論乃風汐入店 横須賀市 本町３－３１　ベイスクエアよこすか２番館　 飲食店 ZN-0001-1704

ヨコスカヒバチ 横須賀市 本町３－３１　ベイスクエアよこすか２番館１０４ 飲食店 JS-0004-1950

ぬだいくわたい 横須賀市 野比１－８－２６　 飲食店 SL-2000-5188

pyromania 横須賀市 芦名１－３－５ ショッピング SL-2000-2811

市川商店 横須賀市 安浦町３－７　　 ショッピング PK-0000-8216

洋品のタナベ 横須賀市 衣笠栄町１－１０ ショッピング JS-0005-6484

COSMETICS  すずや 衣笠仲通り店 横須賀市 衣笠栄町１－２２　 ショッピング SL-2000-8136

COSMETICS  すずや本店 横須賀市 衣笠栄町１－２２　 ショッピング SL-2000-8137

BoutiqueBonBon 横須賀市 衣笠栄町１－４ ショッピング JS-0004-5902

［HC］大洋テレビサービス 横須賀市 衣笠栄町１－５ ショッピング JS-0001-9692

ブティックエリー衣笠店 横須賀市 衣笠栄町１－５ ショッピング JS-0005-5702

プライムカワイ 横須賀市 衣笠栄町１－７０ ショッピング JS-0002-9445

lana × lana 横須賀市 衣笠栄町１－７０　 ショッピング SL-2000-4522

不二家衣笠駅前店 横須賀市 衣笠栄町２－２８　　 ショッピング PK-0000-1195

オートハウス浦賀店 横須賀市 浦賀１－１２－１７　　 ショッピング ZN-2000-1913

横須賀美術館ミュージアムショップ 横須賀市 鴨居４－１　横須賀美術館　　 ショッピング ZN-2000-6460

ノッポプラス 横須賀市 久里浜４－８－１０ ショッピング JS-0002-4094

はんこ屋さん 21 久里浜店 横須賀市 久里浜５－１－１１　　 ショッピング ZN-0002-9548

太陽ワーキング 横須賀市 久里浜５－１４－１４ ショッピング JS-0002-9375

e －工房 久里浜店 横須賀市 久里浜８－８－１ ショッピング JS-0005-9063

カーメイト横須賀 横須賀市 根岸町４－１０－４ ショッピング JS-0003-0423

ワークショップ 505 横須賀市 佐原５－２０－１０ ショッピング JS-0005-7999

オートマックス横須賀 横須賀市 佐原５－２１－５　長島ビル ショッピング JS-0004-6472

佐藤神仏具店 横須賀市 佐野町１－６ ショッピング JS-0003-4853

トリップサイクル 横須賀市 三春町１－２６－２　HS 三春町 ショッピング JS-0001-9530

有限会社第二三芳タイヤ工業所 横須賀市 三春町２－１１ ショッピング JS-0002-8131

三春サイクル 横須賀市 三春町３－１１　　 ショッピング ZN-0003-1207

tsukimoto 横須賀市 汐入町２－１ ショッピング JS-0001-5484

石黒薬局 横須賀市 汐入町２－３７ ショッピング AL-0000-0151
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モバイルガレージ横須賀中央 横須賀市 若松町１－１　２Ｆ ショッピング JS-0004-9511

ぬのや呉服店 横須賀市 若松町１－５ ショッピング JS-0003-5932

ヒラタ 横須賀店 横須賀市 若松町２－３０　モアーズシティ４Ｆ ショッピング JS-0003-6241

山口屋商店 横須賀市 若松町３－１８ ショッピング JS-0005-6701

和らい 横須賀市 若松町３－７ ショッピング JS-0000-0967

フラワーショップ旭屋 米が浜通り 横須賀市 若松町３－７　ロア楓１Ｆ ショッピング JS-0000-6876

コア アウトフィッターズ 横須賀市 秋谷４２９６－５　 ショッピング SL-2000-5439

DISCONCHI 横須賀市 小川町２７－１　ニックハイム１０１ ショッピング JS-0002-3048

たかなし洋服店 横須賀市 上町１－４６　　 ショッピング ZN-0002-4965

tabitha 横須賀市 深田台１　１Ｆ ショッピング JS-0004-5648

KEIKO KISHI 横須賀市 大滝町２－１４－１２　鶴岡ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9382

hilo 横須賀市 大滝町２－１６　小菅ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0483

［HC］株式会社原商会 横須賀市 大滝町２－２０ ショッピング JS-0001-8230

クラシゲ宝飾店 横須賀市 大滝町２－２０　 ショッピング SL-2000-5782

馬渡養蜂園横須賀店 横須賀市 大滝町２－２０　１Ｆ ショッピング JS-0003-5794

ロリコ EXCLUSIVE HIPHOP 横須賀市 大滝町２－２０－２　 ショッピング SL-2000-9418

大津 坂倉 横須賀市 大津町１－１２－２８　 ショッピング SL-2000-5267

ピーカブー 横須賀市 大津町１－１８－１０ ショッピング JS-0003-9255

漢方相談＠こえん堂 横須賀市 大津町４－８－４ ショッピング JS-0000-7910

ジーンズカジュアル イーグル 横須賀市 池上３－１－１０　 ショッピング SL-2000-1172

横須賀市民病院売店 横須賀市 長坂１－３－２ ショッピング JS-0005-3761

オートマックス湘南南 横須賀市 長坂２－１１－７ ショッピング JS-0004-6473

タカヤマ薬局　長坂店 横須賀市 長坂３－３－６　　 ショッピング PK-0000-8840

新成薬局長坂店 横須賀市 長坂３－３－９ ショッピング JS-0005-1164

（株）上勝興業 横須賀市 長坂４－９－８ ショッピング JS-0002-7946

イタガキ 横須賀市 長沢６－４４－１ ショッピング JS-0000-0995

ティアーズウインドサーフィンショップ 横須賀市 津久井１－３－８ ショッピング JS-0001-4128

グッドアイディア 横須賀市 日の出町１－２－２　明香ビル７０４ ショッピング JS-0002-4175

メガネのジョイ 横須賀市 武３－２１－１ ショッピング JS-0003-0531

新成薬局本店二番館 横須賀市 米が浜通１－１７ ショッピング JS-0005-1130

新成薬局本店 横須賀市 米が浜通１－１７　YM ビル ショッピング JS-0005-1120

山口楽器店 横須賀市 本町１－１ ショッピング JS-0005-5341

HOMEWARD 横須賀市 本町１－１０　　 ショッピング ZN-2000-4437

新成薬局本町店 横須賀市 本町１－１１－４ ショッピング JS-0005-1176

ACTIVE SOUL 横須賀市 本町２－１ ショッピング JS-0003-4329

VEGAS 横須賀市 本町２－１７　オカモトビル ショッピング JS-0004-5034

wave focus 横須賀市 本町２－６　 ショッピング SL-2000-4965

株式会社 Kadoya アウトドアグッズ 横須賀市 本町２－８ ショッピング JS-0003-1194

リモデルプランニング 横須賀市 本町３－３１　ベイスクエアよこすか２番館４Ｆ　 ショッピング PK-0000-3370

プチモール ミキ 横須賀市 野比１－２４－１７ ショッピング JS-0000-0666

プチモールミキ 横須賀市 野比１－２４－１７ ショッピング JS-0005-4813

久里浜医療センター病院売店 横須賀市 野比５－３－１ ショッピング JS-0005-3831

OOTAKAGU 横須賀市 緑が丘３２　　 ショッピング PK-0000-3819

Yquim 横須賀市 芦名２－１８－８　 サービス SL-2000-3005
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haunt． 横須賀市 安浦町２－２３　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-6915

Luxzy 横須賀市 安浦町３－３－２　J メゾン K Ⅱ サービス SL-2000-2696

daisy 横須賀市 安浦町３－４３－３５　伊藤ビル　 サービス ZN-0001-2063

うさぎ調剤薬局 横須賀市 衣笠栄町１－２７　三冨ビル１Ｆ サービス JS-0004-4194

ねこ先生の整体院 横須賀市 衣笠栄町１－３６　 サービス SL-2000-5041

スタジオ J ＆ K 横須賀市 衣笠栄町１－７０　中沢ビル２Ｆ サービス JS-0002-5995

みかさカメラ 横須賀市 浦賀１－８－５　　 サービス PK-0000-3576

エモーション 横須賀市 久里浜４－１０－１０　新八ビル２号館１０１　 サービス PK-0000-1788

カミュウ動物病院 横須賀市 久里浜４－１８－８ サービス JS-0000-0669

ネイルサロン Fancy 横須賀市 久里浜４－５－４　久里浜ビル３Ｆ サービス JS-0002-4115

はま薬局 横須賀市 久里浜４－８－１６ サービス JS-0001-0395

有限会社山急整備工業 横須賀市 金谷２－１－２３ サービス JS-0002-1297

Anemone 横須賀市 根岸町４－２５－８　１Ｆ サービス JS-0002-5177

珊瑚薬局 佐原店 横須賀市 佐原３－３－６ サービス JS-0002-8884

キクチ動物病院 横須賀市 坂本町３－４４ サービス JS-0002-8997

ほりのうちカイロプラクティック 横須賀市 三春町 3 －８　　岩崎第２ビル２０１ サービス SL-2000-5020

ヘア・エステ・サンノー 横須賀市 三春町５－８１　サンノーマンション１００２ サービス JS-0002-9692

GoodtimesA．K．A．Hi 横須賀市 子安７　　 サービス PK-0000-4580

アンコトン横須賀店 横須賀市 汐入町２－３　横須賀シオサイト１０２ サービス JS-0005-0464

満足堂 横須賀市 若松町１－１１－１０　平成ビル２Ｆ サービス JS-0004-5020

健康苑 横須賀市 若松町１－１２　諏訪ビル２Ｆ サービス JS-0001-7730

美容室 アーティーみんみ 横須賀市 若松町１－２　栄林ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1817

CHALLON 横須賀 横須賀市 若松町１－３　第５明香ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-6098

ティヨール 横須賀中央店 横須賀市 若松町２－２５　横須賀中央駅３Ｆ サービス JS-0004-1887

フジカラープラザ横須賀中央 横須賀市 若松町３－１０－１ サービス JS-0005-5302

満点 横須賀市 若松町３－１２　２Ｆ サービス JS-0003-8541

美容室フロムオーシャンズ 横須賀市 若松町３－５－１１　 サービス SL-2000-1418

舒沁苑 横須賀市 若松町３－６　藤原ビル３Ｆ サービス JS-0001-7156

健香園 横須賀市 若松町３－９　ワイズキュービック２Ｆ サービス JS-0004-4178

有限会社宇野 横須賀市 森崎１－１４－３ サービス JS-0001-1943

Rise ＆ Co． 横須賀市 大滝町１－５－６　SK ビル１Ｆ サービス JS-0002-3428

Relax 横須賀市 大滝町２－１６　小島ビル３Ｆ サービス JS-0002-4178

KUKU NAIL 横須賀市 大滝町２－１７　エルスビル３Ｆ サービス JS-0002-4204

タイマッサージ Lampang 横須賀市 大滝町２－２４　ミウラオフィスビル２Ｆ サービス JS-0002-9289

みんクル 横須賀市 大矢部１－１５－２８　１Ｆ サービス JS-0005-5350

エスピード 2 横須賀市 大矢部５－７－５　　 サービス PK-0000-0356

スズキ動物病院 横須賀市 池上４－１－１４　　 サービス PK-0000-9050

エリートモーターズ 横須賀市 長沢１－４－３ サービス JS-0005-5394

美容室みんみ津久井浜店 横須賀市 津久井１－２４－２１　　 サービス ZN-0002-4120

Fed 横須賀市 追浜町２－１３　矢沢ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8060

デラメアクアック 横須賀市 追浜本町１－３９　e ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-0224

川元商会 横須賀市 内川１－４－１４ サービス JS-0002-4203

トゥータルヘアーサロンマボリ 横須賀市 馬堀町３－１－１７　島ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-7981

MikasaBeautySalon 横須賀市 本町１－１　セントラル・アライ本町ビル２０２ サービス JS-0003-3008
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リラクゼーション向日葵 横須賀市 本町２－１９－２　さわのビル２Ｆ サービス JS-0004-2609

SUCRE 横須賀市 本町２－６　稲葉ビル２Ｆ サービス JS-0001-0831

ヒルタ獣医科 横須賀市 野比１－１３－３ サービス JS-0005-5057

feisty 横須賀市 野比１－８－２１　　 サービス ZN-0002-3015

みのり美容室 横須賀市 野比１－８－２８　　 サービス ZN-0002-9409

美容室 SORA 横須賀市 野比２－２－３　根岸ビル１Ｆ サービス JS-0000-9835

カラオケフォーラム本店 横須賀市 久里浜４－６－１８　フジビル３Ｆ エンターテインメント JS-0004-4129

カラオケマック横須賀中央店 横須賀市 若松町１－６　ヨコビル４Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0001-0173

カラオケメロ横須賀店 横須賀市 林２－７－１２　第２若タケビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-1966

印章＆印刷 宝美堂 横須賀市 衣笠栄町１－７０　　 その他 SL-2000-2132

バンガローハウス衣笠店 横須賀市 衣笠栄町２－２０　三富ビル その他 JS-0005-0268

ティアラ 横須賀市 三春町２－２－４ その他 JS-0005-9992

株式会社 マルワ 横須賀市 上町３－１６　 その他 SL-2000-9291

バンガローハウス追浜店 横須賀市 追浜町３－１３－１３　ST ビル２Ｆ その他 JS-0005-0282

フェニックス追浜 横須賀市 追浜本町１－２８－５　サンビーチ追浜２Ｆ その他 SL-2000-5513

ヒラマツケンネルエイヴィ店 横須賀市 平成町３－１３－２　ave 平成町店くらし館１Ｆ その他 JS-0003-2730

神奈川リオネット販売株式会社 横須賀営業所 横須賀市 本町３－１１　 その他 SL-2001-1546

ピッツェリア イルベリエッロ 三浦郡 葉山町一色２３８９－６ 飲食店 JS-0004-3330

滝の坂 吉乃寿司 三浦郡 葉山町一色３４６－１ 飲食店 JS-0002-4756

イタリア料理 FRUTTO 三浦郡 葉山町一色９５４－１　　 飲食店 ZN-0001-2191

葉山牛ステーキレストラン角車 三浦郡 葉山町上山口２４０３ 飲食店 JS-0000-4521

BaanRey 葉山 三浦郡 葉山町長柄４５　　 飲食店 ZN-0001-1735

Ali’i Drive 三浦郡 葉山町堀内１０３９ 飲食店 JS-0005-9895

アンティカトラットリアダッラマンマ 三浦郡 葉山町堀内１３８７－３１ 飲食店 JS-0005-1642

うみのホテル 三浦郡 葉山町堀内２５１－１ 飲食店 JS-0005-1172

青羅 三浦郡 葉山町堀内５０－２　葉山マリーナ内　 飲食店 ZN-0000-9632

ブレッツァディマーレ 三浦郡 葉山町堀内６２３ 飲食店 JS-0002-1385

稲穂 三浦郡 葉山町堀内６２５－１２ 飲食店 JS-0003-9295

あっぷーがる 三浦郡 葉山町堀内６２６－６　　 飲食店 ZN-2000-7383

風早橋ガーデングリルカフェ 三浦郡 葉山町堀内６３４　 飲食店 SL-2000-6797

惠土 三浦郡 葉山町堀内８７０－７　　 飲食店 PK-0000-2718

ラ・プラージュ 三浦郡 葉山町堀内９９８　シーサイド葉山　 飲食店 ZN-0001-2507

PooPeePuu 三浦郡 葉山町一色１７６０　　 ショッピング ZN-2000-1054

パドル葉山 三浦郡 葉山町一色２０９６　 ショッピング SL-2000-0734

バウワウ葉山 三浦郡 葉山町一色９４３－１　アトリエ９４３ハヤマ ショッピング JS-0001-5549

自家焙煎コーヒー豆の店 Cafetier 三浦郡 葉山町下山口１５３８－３ ショッピング JS-0004-2218

リカーズかさはら 三浦郡 葉山町長柄１６１７－２５ ショッピング JS-0005-7929

nanoco 三浦郡 葉山町堀内１９６８－８　 ショッピング SL-2000-2753

葉山港管理事務所 三浦郡 葉山町堀内５０ ショッピング JS-0004-1605

タントテンポ 三浦郡 葉山町堀内７４４－７ ショッピング JS-0004-8216

明風 三浦郡 葉山町堀内８１０ ショッピング JS-0005-0158

海洋サービス 三浦郡 葉山町堀内８１８ ショッピング JS-0001-8369

Life afa shop ＆ galler 三浦郡 葉山町堀内８５８ ショッピング JS-0005-2247

StudioRoute134HAYAMA 三浦郡 葉山町堀内９９７－１９　２Ｆ ショッピング JS-0002-4537
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トリミングサロン ぶぶはうす 三浦郡 葉山町一色１１８０　 サービス SL-2000-5982

株式会社湘南ロードサービス 三浦郡 葉山町上山口１９３９ サービス AD-0000-0956

bocco　hair　make 三浦郡 葉山町長柄１２－１　カザハヤテラス４　 サービス PK-0000-7842

Witchery 三浦郡 葉山町堀内３７３－４ サービス JS-0003-9012

うりんぼう 三浦郡 葉山町一色１０５０　 その他 SL-2000-7408

海の幸 三浦市 三崎３－１２－１４　　 飲食店 PK-0000-6853

鮨処　たち吉 三浦市 三崎５－２－６　　 飲食店 PK-0000-6584

割烹 宗よし 三浦市 城山町１９ー１　 飲食店 SL-2000-4143

創作料理清丸 三浦市 南下浦町上宮田３１３１　　 飲食店 ZN-0002-9149

夢紫亭 三浦市 南下浦町上宮田３２５９　　 飲食店 ZN-0002-9219

地魚ダイニング魚敬 三浦市 南下浦町上宮田３５２３ 飲食店 JS-0001-4119

株式会社杉山洋品店 三浦市 三崎２－１１－６ ショッピング JS-0005-3978

イワノ薬局 三浦市 三崎３－６－８　　 ショッピング ZN-2000-5452

おもちゃのチェリー 三浦市 三崎町諸磯９６４ ショッピング JS-0005-4745

オートハウス三浦店 三浦市 初声町下宮田１０５０－５　　 ショッピング ZN-2000-1912

e －工房三浦店 三浦市 初声町入江２７３－３　カインズホーム三浦店 ショッピング JS-0004-4095

オモチャのぼーしゅうや 三浦市 南下浦町上宮田３２５９－３　ぼーしゅうやビル　 ショッピング ZN-2000-3573

うみかぜサイクル 三浦市 南下浦町上宮田３３１６－４　エスポワール三浦海岸１０２ ショッピング SL-2000-4668

みさきクローバー動物病院 三浦市 初声町三戸２１－２１　　 サービス PK-0000-0139

Flavor 三浦市 南下浦町上宮田１３８７－２ サービス JS-0001-7177

神奈川ハウスクリーニングセンター 三浦市 南下浦町上宮田２４８９　　 サービス PK-0000-1419

スリープハウスおおたに 三浦市 南下浦町上宮田３１１３　奉仕舎ビル１Ｆ その他 SL-2000-5404


