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ニムタ南浦和 2 号店 さいたま市南区 根岸２－１－８ 飲食店 JS-0004-5269

西洋ダイニング コット さいたま市南区 根岸５－９－１０ 飲食店 JS-0002-1540

トリの噂製作所 さいたま市南区 四谷１－３－１ 飲食店 JS-0001-2089

鮨前と酒中和浦 さいたま市南区 鹿手袋２－５－１５　市川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5172

焼肉アリラン園 さいたま市南区 鹿手袋６－８－２０　　 飲食店 ZN-0001-2972

寿し常 きゅう さいたま市南区 松本１－７－１１ 飲食店 JS-0001-5297

サカナカナ さいたま市南区 沼影１－６－１９　霜田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2136

串焼き 58 とん さいたま市南区 沼影１－６－１９　霜田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2052

N ＆ K さいたま市南区 沼影１－６－１９　霜田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2261

バンザイミート さいたま市南区 沼影１－６－１９　霜田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3308

幸楽園 さいたま市南区 太田窪２２３５ 飲食店 JS-0001-9191

ブルーメン さいたま市南区 大谷口５７３－１　ハイリーハイツ１０３　 飲食店 ZN-2000-1819

吉野鮨 さいたま市南区 辻７－５－２１ 飲食店 JS-0000-8670

なか寿司 さいたま市南区 内谷３－１０－１１　　 飲食店 ZN-0002-6753

江戸前寿司司 さいたま市南区 南浦和２－２４－１４　　 飲食店 ZN-0001-1373

RISTORANTETotheDoor さいたま市南区 南浦和２－２６－１３ 飲食店 JS-0000-4963

焼き鳥とりぞう さいたま市南区 南浦和２－２８－１　　 飲食店 ZN-0001-0655

燻香房 Nagoribi さいたま市南区 南浦和２－２８－８ 飲食店 JS-0001-5334

ココチーノ 南浦和店 さいたま市南区 南浦和２－２９－１６　　 飲食店 ZN-0001-1180

ダイニングバーシュシュ南浦和 さいたま市南区 南浦和２－３８－１　北原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3690

串焼きなみごろ さいたま市南区 南浦和２－４１－７　　 飲食店 ZN-0002-8042

斬 さいたま市南区 南浦和２－４４－７　柳川屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1212

焼肉 マックス さいたま市南区 南浦和２－４４－７　柳川屋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0821

カーサノーヴァ さいたま市南区 南浦和３－２－９ 飲食店 JS-0002-3851

善 さいたま市南区 南本町１－３－１２　　 飲食店 ZN-0002-5720

ぢどり亭南浦和店 さいたま市南区 南本町１－５－６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2493

きよた屋 さいたま市南区 南本町１－５－６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4214

TIKAL さいたま市南区 白幡６－９－１３ 飲食店 JS-0004-3704

CoEnoTocco さいたま市南区 文蔵１－１６－１　パークビル１０１ 飲食店 JS-0003-2479

旬彩酒楽 toRo すけ さいたま市南区 文蔵２－４－１２　　 飲食店 ZN-2000-3238

洋食 Chisou さいたま市南区 別所２－６－１９－１０１ 飲食店 JS-0003-7470

ANOTHERPLACECAFE さいたま市南区 別所４－１１－１７　　 飲食店 ZN-2000-6866

霧島いづく さいたま市南区 別所７－１－１１　１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0001-0196

マスカクラブ さいたま市南区 別所７－１－１４　　 飲食店 ZN-0000-9819

ミートウラノ さいたま市南区 別所７－１－１４　　 飲食店 ZN-0000-9988

WAURADINER さいたま市南区 別所７－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-0068

トラットリアアズーリ さいたま市南区 別所７－１－１６　　 飲食店 ZN-0000-9737

たんたたん武蔵浦和 さいたま市南区 別所７－１－１６　　 飲食店 ZN-0000-9915

炉ばた煉 さいたま市南区 別所７－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-1084

きよた屋 武蔵浦和店 さいたま市南区 別所７－７－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4231
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むさし浦和酒場 さくら さいたま市南区 別所７－７－３　エンドレスさいたま１Ｆ 飲食店 JS-0002-4321

博多劇場武蔵浦和店 さいたま市南区 別所７－８－１３　ベレオ武蔵浦和１０１　 飲食店 ZN-0001-0310

ぢどり亭武蔵浦和店 さいたま市南区 別所７－９－１　長手ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3750

串天さいか さいたま市南区 別所７－９－２ 飲食店 JS-0002-1212

634 和浦バル さいたま市南区 別所７－９－９　Ｖｉｎｅ ’ ｓｔｅｒａｃｃｅＡ　 飲食店 ZN-2000-1426

cafe ＆ bar poco rit． さいたま市南区 別所７－９－９　ＶＩＮＥＳＴＥＲＲＡＣＥ＃Ｄ 飲食店 JS-0003-9314

マミ－クリ－ニング　中浦和店 さいたま市南区 関１－１－１１　　 ショッピング PK-0000-8036

有限会社ショップタカツジ さいたま市南区 松本２－１－１５ ショッピング JS-0003-1345

JUN COMPANY さいたま市南区 沼影１－２－１４ ショッピング JS-0003-0692

MUCHO さいたま市南区 神明１－１０－１　クレオ神明１Ｆ ショッピング SL-2000-8544

ランクアップ さいたま市南区 太田窪１６９６－１ ショッピング JS-0003-2739

二木ゴルフ 南浦和店 さいたま市南区 太田窪２３３４－１　 ショッピング AX-2000-0060

サファイス さいたま市南区 太田窪４－１５－１０ ショッピング JS-0000-8104

コトブキクリ－ニング　辻店 さいたま市南区 辻３－２－３　　 ショッピング PK-0000-8050

ホワイト急便　北戸田店 さいたま市南区 辻８－２２－１８　　 ショッピング PK-0000-7839

ユーアイ・ビークル 埼玉店 さいたま市南区 内谷１－７－８ ショッピング JS-0001-4812

プアラニ さいたま市南区 南浦和２－３２－１３　２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9455

三州総本舗　南浦和店 さいたま市南区 南浦和２－３３－１５　シャイン南浦和１Ｆ ショッピング AL-0000-0171

メガネのワコー南浦和店 さいたま市南区 南本町２－１－２ ショッピング JS-0000-1942

ヘアーワーク南浦和スタジオ さいたま市南区 南本町２－３－９　第一セイコービル５Ｆ ショッピング JS-0004-2654

HOX さいたま市南区 白幡５－１９－１９　マーレ武蔵浦和１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1922

ハーブ薬局 さいたま市南区 文蔵２－４－９　大熊ビル１０２　 ショッピング ZN-0001-1429

［HC］株式会社須崎 さいたま市南区 別所３－１３－１７ ショッピング JS-0001-8275

さかい犬猫病院 さいたま市南区 円正寺５１２－８ サービス JS-0001-5020

カリブリンクス 武蔵浦和店 さいたま市南区 曲本４－６－４ サービス JS-0000-6012

クリーニング 107 根岸店 さいたま市南区 根岸２－３－７ サービス JS-0001-8700

クリーニングたんぽぽ武蔵浦和店 さいたま市南区 沼影１－８－１５ サービス JS-0004-7783

白栄舎 さいたま市南区 太田窪２８４３－６ サービス JS-0005-3712

ヘアサロンバンビ さいたま市南区 南浦和１－３３－１７ サービス JS-0004-5232

KIM 接骨院 さいたま市南区 南浦和２－１４－１０ サービス JS-0001-7860

美容室フィール さいたま市南区 南浦和２－２２－１２　フィールビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-2994

ヘアリゾートアジア さいたま市南区 南浦和２－２７－１　エバープラザ１０２ サービス SL-2000-3297

BAGLE さいたま市南区 南浦和２－４５－１　グランジュール１０１　 サービス ZN-0001-1939

hairmakefeb 南浦和店 さいたま市南区 南浦和３－８－４　ｗｉｌｌＤｏ南浦和１Ｆ　 サービス ZN-0001-1838

コレクション美容室南浦和店 さいたま市南区 南本町１－２－１５　第３大雄５Ｆ サービス JS-0000-1581

スカット丸広南浦和店 さいたま市南区 南本町１－７－４ サービス JS-0005-7197

ウィンリペア 南浦和店 さいたま市南区 南本町１－７－４　丸広百貨店南浦和店２Ｆ サービス JS-0002-4099

hair dressing glam さいたま市南区 南本町２－２１－９　ホワイトキャッスル１０１ サービス SL-2000-1757

カットイン世飛亜パート 1 さいたま市南区 白幡３－１０－１１　細渕ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2439

Ring さいたま市南区 白幡３－６－９　シャレーヌ武蔵浦和３０６号 サービス JS-0004-6716

Petit さいたま市南区 白幡６－１２－１　ＯＷＬ１０２　 サービス ZN-2000-1836

ガッツレンタカー南浦和駅前店 さいたま市南区 文蔵１－６－５ サービス JS-0005-0640

クリーニング 107 文蔵店 さいたま市南区 文蔵４－１－１４ サービス JS-0001-8753

美容室パティオ 中浦和店 さいたま市南区 別所５－１－２２　　 サービス ZN-0001-1831
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Passtime 武蔵浦和店 さいたま市南区 別所６－３－７　ＹＲビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2614

クリーニング 107 武蔵浦和店 さいたま市南区 別所７－１０－２２ サービス JS-0001-8699

ネイルサロン ミステリオ さいたま市南区 別所７－１８－６　鶴岡ビル１Ｆ サービス SL-2000-0992

エムスヘアー・ライブ さいたま市南区 別所７－６－８－２０２　 サービス ZN-0001-2589

カラオケ ALL 武蔵浦和店 さいたま市南区 沼影１－８－１７　２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-0846

レザードックわたなべ さいたま市南区 根岸１－６－１５ その他 SL-2000-9655

さいたま市文化センター さいたま市南区 根岸１－７－１ その他 JS-0002-3104

旬彩料理吉粋 さいたま市緑区 下野田５３１－１　　 飲食店 ZN-2000-7043

イタリア　リストランテ　Salut さいたま市緑区 原山４－２４－２３　　 飲食店 PK-0000-6398

浦和菜館 さいたま市緑区 中尾１０９－４ 飲食店 JS-0001-0732

うなぎ大和田 さいたま市緑区 中尾１５６２－６　　 飲食店 ZN-0001-2681

壱の陣東浦和店 さいたま市緑区 東浦和１－５－１０ 飲食店 JS-0004-7413

寿し割烹蛇の目 さいたま市緑区 東浦和１－５－１１ 飲食店 JS-0001-8856

炭火焼鳥酒家浅草寿三丁目 さいたま市緑区 東浦和１－６－１６　　 飲食店 ZN-2000-6410

鳥蔵東浦和店 さいたま市緑区 東浦和２－５－７　　 飲食店 ZN-0001-1785

平安閣うしの家 さいたま市緑区 東浦和４－５－１　　 飲食店 ZN-0001-1053

大阪七輪 さいたま市緑区 東浦和４－８－８　　 飲食店 ZN-0001-2787

魚吉鳥吉東浦和店 さいたま市緑区 東浦和５－１０－２　レ・アンジェラ２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8636

地中海料理ムラーノ さいたま市緑区 東浦和６－９－２　　 飲食店 ZN-0001-1081

多国籍料理居酒屋 FANTASISTA13 さいたま市緑区 東浦和６－９－３ 飲食店 SL-2000-3125

トラットリア エストポルト－ネ さいたま市緑区 東大門２－２２－２　 飲食店 SL-2000-1285

たから薬局原山店 さいたま市緑区 原山１－１２－１４　　 ショッピング ZN-0002-4156

有限会社川上薬店 さいたま市緑区 原山１－６－１ ショッピング JS-0002-4472

加納屋商店 さいたま市緑区 原山２－２－１１ ショッピング JS-0000-9837

橋本屋 浦和店 さいたま市緑区 三室１９９－１ ショッピング JS-0005-8577

飛鳥薬局 浦和店 さいたま市緑区 三室２４６６－７ ショッピング JS-0004-8814

ストラーダ・バレ さいたま市緑区 芝原１－２６－７　　 ショッピング ZN-2000-0251

紀州南高梅丸福本舗 さいたま市緑区 大間木１６６４－４　ハイネスグリーンヒル１０１ ショッピング JS-0003-3529

紀州南高梅丸福本舗 さいたま市緑区 大間木１６６４－４　ハイネスグリーンヒル１０１ ショッピング JS-0003-3739

ミセスハ－ト　大間木店 さいたま市緑区 大間木５１８－１　　 ショッピング PK-0000-8044

メガネのワコー さいたま市緑区 東浦和１－１４－５ ショッピング JS-0000-1943

セオサイクル東浦和店 さいたま市緑区 東浦和１－１５－８　滝沢ハイツ１０１ ショッピング JS-0005-3951

CABO さいたま市緑区 東浦和１－６－１７ ショッピング JS-0005-4810

自然食品マーケット グリーンフーズ さいたま市緑区 東浦和５－１５－９　 ショッピング SL-2000-9887

ヨコヤマユニホーム さいたま市緑区 東浦和７－３１－１ ショッピング JS-0000-8505

PapagalloeTopo さいたま市緑区 東浦和７－３２－４ ショッピング JS-0001-3318

弓削田くるま屋 さいたま市緑区 東浦和９－２０－１３ ショッピング JS-0002-6290

めがねのノン 美園店 さいたま市緑区 美園６－９－１１ ショッピング JS-0004-3775

パステル 21 原山店 さいたま市緑区 原山１－２８－２５ サービス JS-0005-7996

ヘアースタジオリーブス原山店 さいたま市緑区 原山３－９－１７　　 サービス ZN-2000-4674

株式会社おか調剤薬局 さいたま市緑区 三室２４５９－５７ サービス JS-0000-6357

街の整備やさん さいたま市緑区 大間木１８０－３ サービス JS-0001-8285

カーコンビニ倶楽部 東浦和店 さいたま市緑区 大間木５５２ サービス JS-0003-0230

ASP さいたま市緑区 大門２３８１－１ サービス JS-0002-1301
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リアンデフロート さいたま市緑区 大門３５３９　　 サービス ZN-0001-0312

HAIRDESIGNSPACEMAGIC さいたま市緑区 東浦和１－１４－７－２０１ サービス JS-0002-8162

Passtimeest 店 さいたま市緑区 東浦和１－１５－８　　 サービス ZN-0001-2576

ヘアースタジオリーブス東浦和店 さいたま市緑区 東浦和２－４４－２　　 サービス ZN-0002-9495

ヘアーコレクション アンテナ さいたま市緑区 東浦和４－１－１９ サービス JS-0003-5207

ドッグサロン ベルフルール さいたま市緑区 東浦和４－１２－７ サービス JS-0004-9771

東浦和整骨院 さいたま市緑区 東浦和４－７－６ サービス JS-0002-0359

東浦和カイロプラクティックセンター さいたま市緑区 東浦和５－１２－６　井野ビル２０２ サービス JS-0005-7293

ドルフィン・アニマル・ホスピタル さいたま市緑区 東浦和７－５－２ サービス JS-0000-8036

Felice 東川口 さいたま市緑区 東大門３－１５－１０ サービス JS-0003-7977

FIORENTE 東川口 さいたま市緑区 東大門３－１５－１０ サービス JS-0003-8081

hair aim さいたま市緑区 道祖土３－４－８ サービス JS-0003-9113

おか調剤薬局さいたま東店 さいたま市緑区 馬場１－６－１　小牧ビル１Ｆ サービス JS-0000-6358

三室グリーンゴルフ さいたま市緑区 三室１２８０ その他 JS-0002-8392

プラザイースト さいたま市緑区 中尾１４４０－８ その他 JS-0002-3106


