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末廣鮨 安東店 静岡市葵区 安東３－１８－３８ 飲食店 JS-0001-3562

スパーゴ西ヶ谷店 静岡市葵区 安倍口新田３２２－１ 飲食店 JS-0003-3446

日本料理 FUJI 静岡市葵区 栄町３－６ 飲食店 JS-0003-8020

小だるま亭 静岡市葵区 横田町２－１　ＹＹビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7976

すし処若いわい音羽町店 静岡市葵区 音羽町３－１８ 飲食店 JS-0004-3807

寿司割烹 船正 静岡市葵区 吉野町５－３　 飲食店 SL-2000-6769

Restaurant ＆ Cafe Bon 静岡市葵区 沓谷５－１１－６ 飲食店 JS-0003-5278

かまど 静岡市葵区 沓谷５－９－５　 飲食店 SL-2000-2017

クロンボ古庄店 静岡市葵区 古庄３－２６－１０ 飲食店 JS-0000-7689

沙沙亭 静岡市葵区 古庄３－５－１３　　 飲食店 ZN-0001-3112

MARUZEN Tea roastery 静岡市葵区 呉服町２－２－５　 飲食店 SL-2000-4357

福来 静岡市葵区 呉服町２－４－８　弥栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3148

府中かしわで 静岡市葵区 呉服町２－５－２１　ノザレビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3245

躍飛 静岡市葵区 呉服町２－５－２２　　 飲食店 ZN-0001-3234

和処しほり 静岡市葵区 呉服町２－５－３　Ｅ－１ビル地下 飲食店 JS-0004-5365

40 号店ミート吉田 静岡市葵区 呉服町２－７－１１　幸福ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5582

CafeRestaurantCREAM 静岡市葵区 呉服町２－８－１　アイランドプラザビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3226

enoteca THEODORA 静岡市葵区 呉服町２－９－１　玄南偕楽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4764

Bar 大代園 静岡市葵区 呉服町２－９－１　玄南偕楽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2955

鳥こまち静岡店 静岡市葵区 呉服町２－９－１４　柄の叶屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3238

LEAF 静岡市葵区 呉服町２－９－４　武蔵ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3225

ナポリ新静岡ペガサート店 静岡市葵区 御幸町３－２１　ペガサート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3193

路地裏韓居酒屋韓唐韓 静岡市葵区 黒金町３８－１　　 飲食店 ZN-0001-3098

海鮮だいにんぐ 海山 静岡市葵区 黒金町３８－１　　 飲食店 ZN-0001-3215

地鶏旬菜ダイニング鶏菜静岡駅南店 静岡市葵区 黒金町５５　静岡交通ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1969

agato 静岡市葵区 紺屋町１２－１　ドンキホーテビル５Ｆ 飲食店 ZN-0001-3078

千 静岡市葵区 紺屋町１２－４　クニヨシ８Ｆ－２５　 飲食店 PK-0000-3590

饗 静岡市葵区 紺屋町１２－４　クニヨシビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3107

満堂紅 静岡市葵区 紺屋町１７－１　葵区タワーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6375

わたんじ 静岡市葵区 紺屋町４－２６ 飲食店 JS-0002-2295

へそ静岡 1 号店 静岡市葵区 紺屋町４－２６　招福ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1554

びいだま 静岡市葵区 紺屋町６－１３　松永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3191

タイ国料理 サバーイ・デール 静岡市葵区 紺屋町６－１３　松永ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3115

するが路 静岡市葵区 紺屋町７－１４　小梳第二ビル　２Ｃ　 飲食店 SL-2000-5948

スパーゴ 紺屋町店 静岡市葵区 紺屋町７－５ 飲食店 JS-0002-4958

CHAUTARI 静岡市葵区 紺屋町７－７　サンピアレビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3227

てっぱん屋 虎鉄 静岡市葵区 紺屋町８－３　モガミビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3762

焼肉 うちやま 静岡市葵区 桜町１－７－１７　　 飲食店 ZN-0001-3224

ワイン居酒屋 Buco 静岡市葵区 七間町１０－１０　七間町光ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1612

しゃぶ禅静岡店 静岡市葵区 七間町１３－１　セブンタウンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3254
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駿河呑喰処のっち 静岡市葵区 七間町８－２５　ＰＩＳＡビル２－４Ｆ奥 飲食店 JS-0000-9641

寿司勝 本店 静岡市葵区 七間町８－６　 飲食店 SL-2000-4656

BARNO’AGE 静岡市葵区 七間町８－６　ＡＣＴ７ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3087

Safe House 静岡市葵区 七間町８－６　ＡＣＴ７ビル４ＦーＢ 飲食店 JS-0005-2150

ハラグチルレストラン 静岡市葵区 七間町９－５　トレンズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3141

克弥屋 静岡市葵区 駿河町４－５　古川ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3504

治作 静岡市葵区 昭和町１－１　　 飲食店 ZN-0001-3220

ABE ちゃん酒場 静岡市葵区 昭和町１－２　スカイタウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6812

machikado ワインバル 静岡市葵区 昭和町１－２　スカイタウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0625

ラウンジオードヴィー 静岡市葵区 昭和町１－５　エスエスタワービル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3211

割烹海さか 静岡市葵区 昭和町３－１　昭和町ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-3089

ミスターマート 静岡市葵区 昭和町３－２　アーバンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2362

ホルモン焼やまだ昭和町店 静岡市葵区 昭和町４－１　　 飲食店 ZN-2000-6128

福豚 静岡市葵区 昭和町４－３　メリッサビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8721

鮨 よし水 静岡市葵区 昭和町４－８　瑠漫館４Ｆ　 飲食店 SL-2001-1775

陣太鼓 静岡市葵区 昭和町５－９　清水ビル　　 飲食店 ZN-2000-1534

へのへのもへじ 静岡市葵区 昭和町６－１２ 飲食店 JS-0000-7536

天空の和 Dining さわ 静岡市葵区 昭和町６－２　アイワンビル１０Ｆ 飲食店 JS-0003-2459

焼津たち吉 静岡店 静岡市葵区 昭和町６－２　アイワンビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3255

鉄板焼 Bistro さわ 静岡市葵区 昭和町６－２　アイワンビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1291

Bachelor キッチン 静岡市葵区 常磐町１－１－７　オクトトキワ１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0005-1863

府中庵待月楼 静岡市葵区 常磐町１－１－８　ＰＩＳＡビル　 飲食店 ZN-0001-3242

岩生 静岡市葵区 常磐町１－２－１　フレンド久喜ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3134

とみ井 静岡市葵区 常磐町１－２－７　富井ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2937

大鉢小鉢常磐町店 静岡市葵区 常磐町１－２－８ 飲食店 JS-0001-2887

すし処 尾崎 静岡市葵区 常磐町１－２－９　Ｋモンタニア１Ｆ 飲食店 SL-2000-5434

すし居酒屋さしちょこ 静岡市葵区 常磐町１－４－５　パレス第２ビル１Ｃ　 飲食店 ZN-2000-2927

BULL 静岡市葵区 常磐町１－４－５　パレス第２ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-4337

はち港 静岡市葵区 常磐町１－５－４ 飲食店 JS-0001-1504

貴丸 静岡市葵区 常磐町１－５－４　パレス１　１Ｆ奥 飲食店 JS-0004-0414

avanti 静岡市葵区 常磐町１－５－４　パレス１　４Ｆ 飲食店 JS-0001-7916

彩香 静岡市葵区 常磐町１－５－４　パレスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3213

フライト乙女団 静岡市葵区 常磐町１－５－４　パレスビル３Ｆ－Ｆ 飲食店 JS-0002-9636

家庭割烹 ぽん吉 静岡市葵区 常磐町１－５－７　 飲食店 SL-2000-5559

寿々半 静岡市葵区 常磐町１－７－３　寿し安ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6270

鳥秀 静岡市葵区 常磐町１－８－２　アスピス２－１Ｂ 飲食店 JS-0004-4638

IL PONTE Kaji 静岡市葵区 常磐町１－８－２　アスピス２Ａ 飲食店 SL-2000-2257

たね代 静岡市葵区 常磐町２－１１－４ 飲食店 JS-0001-3523

フランクリン 静岡市葵区 常磐町２－３－１３　カーサアンフィニ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3228

料理手づか 静岡市葵区 常磐町２－３－１３　カーサアンフィニ１Ｆ１０２ 飲食店 JS-0000-8468

しば田 静岡市葵区 常磐町２－５－８　　 飲食店 ZN-0001-3217

ヴィア・デル・ボルゴ 静岡市葵区 常磐町３－２－７ 飲食店 AL-0000-0359

壱 静岡市葵区 人宿町１－１－１０　ＳＯＺＯＳＹＡＭビル１Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0003-4599

こころ 静岡市葵区 人宿町２－１－９　梅屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3185
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府中蕎麦一九 静岡市葵区 人宿町２－５－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4462

戸隠そば本店 静岡市葵区 清閑町１２－１ 飲食店 AD-0000-0450

すし辰 静岡市葵区 千代田４－５－１４　　 飲食店 PK-0000-1572

霧下手打ちそばひがし 静岡市葵区 千代田５－１０－２０ 飲食店 JS-0003-2262

水塩土菜 静岡市葵区 相生町６－２２ 飲食店 JS-0001-1799

ナマステ NIPPON 静岡市葵区 太田町３１－１　小野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3231

ラキュイジーヌドタクミ 静岡市葵区 鷹匠１－１１－９ 飲食店 JS-0005-0097

駿河もつ鍋 JUN 静岡市葵区 鷹匠１－１２－１２　篠原ビル１０１ 飲食店 JS-0001-7159

ポ－ル × ナナハ 静岡市葵区 鷹匠１－１４－３２ 飲食店 JS-0002-0624

海のビストロ おかむら 静岡市葵区 鷹匠１－５－２　 飲食店 SL-2000-6791

smacznego 静岡市葵区 鷹匠２－１０－８　パサージュ鷹匠 飲食店 JS-0005-2080

えびす 静岡市葵区 鷹匠２－１６－１７ 飲食店 JS-0005-9435

La table du boucher 静岡市葵区 鷹匠２－２０－５－１ 飲食店 JS-0001-9193

トラットリア イル・パラディーノ 静岡市葵区 鷹匠２－８－１９　 飲食店 SL-2000-0925

ホルモン焼やまだ鷹匠店 静岡市葵区 鷹匠３－１２－６　　 飲食店 ZN-2000-5910

LaCavedeNAGAFUSA 静岡市葵区 鷹匠３－１９－１８　　ドマーニ鷹匠１Ｆ 飲食店 SL-2000-4014

末広寿し本店 静岡市葵区 鷹匠３－３－１３　 飲食店 SL-2000-2048

韓食房おんどる東静岡 静岡市葵区 長沼６５１　　 飲食店 ZN-0001-3096

静岡日赤カフェコア 静岡市葵区 追手町８－２ 飲食店 JS-0005-4482

伝馬町 大作 静岡市葵区 伝馬町１－１０　大作ビル 飲食店 JS-0001-3732

太八屋 静岡市葵区 伝馬町１７－８ 飲食店 JS-0004-5560

郷港 静岡市葵区 伝馬町２３－８ 飲食店 JS-0000-4483

ワイン食堂ぐるまん 静岡市葵区 伝馬町８－３　松崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2800

魚匠ととや 静岡市葵区 伝馬町８－９　久保田ビル　 飲食店 SL-2001-0247

天ぷら天廣 静岡市葵区 伝馬町９－３　芝田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1856

韓旅 静岡市葵区 伝馬町９－３４ 飲食店 JS-0001-9450

竹元 静岡市葵区 梅屋町４－９ 飲食店 JS-0005-0487

八千代 寿し鐵 静岡市葵区 八千代町６３－４　 飲食店 SL-2000-3006

日本料理 新 静岡市葵区 両替町１－３－３９　 飲食店 SL-2000-5288

Brasserie Togacchi 静岡市葵区 両替町１－６－１４ 飲食店 JS-0003-6540

白家 静岡市葵区 両替町１－６－９　味の仲見世ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2274

BISTRO SHIZUOKA 静岡市葵区 両替町２－２－３　イセトービル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1491

久呂和自 静岡市葵区 両替町２－２－７　第２カドデビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0869

SS 静岡市葵区 両替町２－３－２　ＮＳコートビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3388

BASE　K1 静岡市葵区 両替町２－３－２　ＮＳコ－ト６Ｖ　 飲食店 PK-0000-6754

みつき 静岡市葵区 両替町２－３－２７　１－Ａ号室 飲食店 JS-0005-2787

うお鶏 静岡店 静岡市葵区 両替町２－４－１６　金龍ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1968

OneStep 静岡市葵区 両替町２－４－１６　金龍ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3303

肉寿司静岡店 静岡市葵区 両替町２－４－２０　玄南ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3136

静岡かきセンター 静岡市葵区 両替町２－４－２０　玄南ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3137

Gloria 静岡市葵区 両替町２－４－８　満寿田ビル２Ｆ－６　 飲食店 ZN-2000-7441

鮮太郎 静岡市葵区 両替町２－４－９　フィエスタ両替町１Ｆ 飲食店 JS-0000-9691

季節料理成 静岡市葵区 両替町２－４－９　フィエスタ両替町５－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-3232

オイスターバー クイーンエンジェル 静岡市葵区 両替町２－５　食肉会館２０１ 飲食店 SL-2000-5819
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zeroR 静岡市葵区 両替町２－５－１３　リッツビル２　３Ｆ 飲食店 JS-0001-7918

炭虎 静岡市葵区 両替町２－５－１９　ウィッシュ静岡１Ｆ 飲食店 JS-0005-4428

たけい 静岡市葵区 両替町２－５－３ 飲食店 JS-0001-1281

Cure 静岡市葵区 両替町２－５－４　プラザビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-6612

theLight 静岡市葵区 両替町２－５－４　両替町プラザビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9292

炭火焼角鹿 静岡市葵区 両替町２－５－８　　 飲食店 ZN-2000-5511

味楽苑両替町店 静岡市葵区 両替町２－５－８　新加茂川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3201

鮪屋 兼政水産 静岡市葵区 両替町２－６　河村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6070

談楽 静岡市葵区 両替町２－６－３　テルツァポルタ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6147

三田菜 静岡市葵区 両替町２－６－３　テルツァポルタ２Ｆ 飲食店 JS-0001-7549

さくらこ静岡 静岡市葵区 両替町２－６－４　ジェードビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3161

めぐろ亭／カテリーナ静岡店 静岡市葵区 両替町２－７－１１　ＳＫＴ第２ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3210

ほっとい亭 静岡市葵区 両替町２－７－１８ 飲食店 JS-0000-5675

赤勘兵衛 静岡市葵区 両替町２－７－５　パレス４　２Ｆ 飲食店 JS-0002-8565

Vintage Blue 静岡市葵区 両替町２－７－５　パレス４　７Ｆ 飲食店 JS-0002-9160

焼肉ホルモン 6 番町 静岡市葵区 六番町１－１５　　 飲食店 ZN-0001-3152

スリープスタジオモチヅキ 静岡市葵区 安倍町３０　 ショッピング SL-2000-3332

CAT・2 静岡市葵区 一番町１　半田ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-1343

［HC］葵家電株式会社 静岡市葵区 羽鳥２－１４－１７ ショッピング JS-0001-8562

ミヨシヤ 静岡市葵区 駒形通１－２－３ ショッピング JS-0002-9534

とみやま 静岡市葵区 駒形通４－１０－５ ショッピング JS-0001-8648

WATERS 静岡市葵区 駒形通６－６－１　 ショッピング SL-2001-0417

花や 静岡市葵区 沓谷１３５０－１ ショッピング JS-0004-9297

［HC］有限会社アイシティちよだ店 静岡市葵区 沓谷５－７－１ ショッピング JS-0001-8652

［HC］有限会社荒井電器 静岡市葵区 古庄４－２－１４ ショッピング JS-0001-8584

柴田自動車工業 静岡市葵区 古庄４－８－１８ ショッピング JS-0002-4048

時計堂 静岡市葵区 古庄５－９－４０－１　 ショッピング SL-2000-7128

片山米店 静岡市葵区 五番町６－３　 ショッピング SL-2000-6856

AJOC ヒキノ 静岡市葵区 呉服町１－２０　ザ・呉服町タワー内 ショッピング SL-2000-4236

メガネの春田静岡呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－１－１　 ショッピング SL-2001-0594

安心堂 静岡本店 静岡市葵区 呉服町２－１－９　 ショッピング SL-2001-1424

ロレックス ショップ 静岡安心堂 静岡市葵区 呉服町２－２－１２　 ショッピング SL-2001-1425

ふしみや呉服町本店 静岡市葵区 呉服町２－３－１　 ショッピング SL-2000-1501

タカラ堂 静岡本店 静岡市葵区 呉服町２－４－４　 ショッピング SL-2000-2914

アンビエンテ 静岡市葵区 呉服町２－５－１　 ショッピング SL-2000-6282

安心堂メガネ店 静岡市葵区 呉服町２－５－１　 ショッピング SL-2001-1423

GINYA 静岡店 静岡市葵区 呉服町２－５－１　 ショッピング SL-2001-1501

オプティーク HARUTA 呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－７－１１　 ショッピング SL-2001-0637

刃物の政豊 静岡市葵区 呉服町２－７－５　 ショッピング SL-2000-2716

カウンセリングショップ いづみ 静岡市葵区 呉服町２－７－８　 ショッピング SL-2000-3628

motion 呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－７－８　金星ビル　 ショッピング SL-2000-3548

ドゥーブレメゾン静岡店 静岡市葵区 呉服町２－７－９　渥美ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3720

蒲菊本店 静岡市葵区 呉服町２－８－１０ ショッピング JS-0002-3929

きたがわ宝石 静岡市葵区 呉服町２－８－２　 ショッピング SL-2000-8146
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ARIZONA FREEDOM 静岡店 静岡市葵区 御幸町７－１２　ヤマムラビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4630

メガネの春田静岡駅前店 静岡市葵区 御幸町７－７　 ショッピング SL-2000-6264

neoneo 静岡市葵区 黒俣２９４２－１　 ショッピング SL-2000-9267

CREATABLE 静岡市葵区 紺屋町１１－１　ガーデンスクエアビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2154

静岡市美術館ミュージアムショップ 静岡市葵区 紺屋町１７－１　葵タワー３Ｆ ショッピング JS-0000-4402

アニバーサリー 静岡市葵区 紺屋町１－９　 ショッピング SL-2000-8147

UIUI 静岡市葵区 紺屋町４－７　 ショッピング SL-2000-2079

リ－ガルシュ－ズ 駅前地下街店 静岡市葵区 紺屋町７－１３　Ｂ１Ｆ ショッピング SL-2001-1570

ジャックノザワヤ 静岡市葵区 紺屋町８－１３　内野ビル５Ｆ ショッピング SL-2000-9423

Conche 静岡市葵区 七間町１６－７　ＯＭＡＣＨＩビル１Ａ ショッピング SL-2000-9504

DOGDEPT 静岡店 静岡市葵区 七間町１８－１２ ショッピング JS-0003-4139

ITTOQUE 静岡市葵区 七間町３－４　七間町ハイム１０１ ショッピング SL-2000-2599

キタムラヤ 静岡市葵区 七間町５－６　 ショッピング SL-2000-7533

有限会社ニット菊屋 静岡市葵区 七間町５－６　 ショッピング SL-2000-7534

リ－ガルシュ－ズ 静岡七間町店 静岡市葵区 七間町６－４　 ショッピング SL-2000-8706

CHAPMAN AVENUE 静岡市葵区 七間町８－４　矢澤ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0819

LODGE 静岡市葵区 駿河町６－６　マルシマビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4104

eclore 静岡市葵区 駿府町１－１８　 ショッピング SL-2000-1186

9H9H NAHANAHA 静岡市葵区 駿府町１－２０　新駿府ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0100

hiina 静岡市葵区 駿府町１－２８　 ショッピング SL-2000-9233

パルハウス 静岡市葵区 駿府町１－３７　立川ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5545

フェアトレードショップ Teebom 静岡市葵区 駿府町１－５０　 ショッピング SL-2000-1333

日光堂 静岡市葵区 駿府町２－５　 ショッピング SL-2000-3262

スポーツショップアラジン静岡店 静岡市葵区 昭府１－８－５４ ショッピング SL-2000-8432

きもの処花清 静岡市葵区 上足洗３－１２－５２－１５ ショッピング JS-0005-4278

結屋 静岡市葵区 上土２－１９－１３ ショッピング JS-0001-8174

サイクルユートピアうみの本店 静岡市葵区 城北２１－１　 ショッピング SL-2000-8744

小林生花店 静岡市葵区 常磐町１－１－６　　 ショッピング ZN-0002-5542

ベルズインターナショナル 静岡市葵区 常磐町１－１－７　オクトトキワビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0004

大恵 静岡市葵区 常磐町２－１－７　 ショッピング SL-2000-7537

ETERNAL 静岡市葵区 新通１－３－１　 ショッピング SL-2000-1290

［HC］PAL ムラマツ電器 静岡市葵区 新伝馬２－１１－１４ ショッピング JS-0001-8139

WATCHER 静岡市葵区 人宿町１－２－９　ＧＡＺＥＢＯビル１Ｆ－Ｄ ショッピング SL-2000-7522

ベルベルジン静岡 静岡市葵区 人宿町２－１－３　宮川ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4164

ひばり西草深薬局 静岡市葵区 西草深町１６－４ ショッピング JS-0005-5938

サイクルユ－トピア うみの アウトレット館 静岡市葵区 千代２－１５－１２　 ショッピング SL-2000-7388

株式会社グリーンピッチ 静岡市葵区 千代田７－１０－４３ ショッピング JS-0002-3730

BLISSWEAR CLOTHING 静岡市葵区 銭座町１０２－２ ショッピング JS-0000-9696

りべーるだんふぁんす 静岡市葵区 大岩１－８－１９　 ショッピング SL-2000-1090

CYCLE SHOP BONDS 静岡市葵区 大岩２－５２－３　 ショッピング SL-2000-0657

百花 静岡市葵区 大岩３－２－２０　ティエラＳ１Ｆ ショッピング JS-0003-6000

deuxieme luberon 静岡市葵区 鷹匠１－１０－２　シャンピア鷹匠１Ｃ ショッピング SL-2000-1104

ねこふく 静岡市葵区 鷹匠２－１３－２１－２　 ショッピング SL-2000-0394

Salon de AUS 静岡市葵区 鷹匠２ー１０ー７　パサージュ鷹匠２Ｆ ショッピング JS-0005-8575



6 2020/8/27

［静岡市］

加盟店名 所在地 ジャンル

きもののここち 透佳 静岡市葵区 鷹匠２－２１－８　日吉さかえビル２Ｆ ショッピング SL-2000-6295

アーク鷹匠店 静岡市葵区 鷹匠３－１－１３　　 ショッピング ZN-0002-6790

ラ・クロッシュ 静岡市葵区 鷹匠３－１８－２０　 ショッピング SL-2000-5479

avotresante 静岡市葵区 茶町１－２７－２　 ショッピング SL-2000-0113

さの模型店 静岡市葵区 追手町１０－１０２　新中町ビル ショッピング SL-2000-6032

エモ－ション 静岡市葵区 追手町１－１９　天松ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6317

Hana・Hana 静岡市葵区 伝馬町１７－７　１Ｆ ショッピング JS-0000-6752

オプティーク HARUTA 伝馬町店 静岡市葵区 伝馬町２－６　 ショッピング SL-2001-0638

Generix 静岡市葵区 伝馬町２－９ ショッピング AL-0000-0356

寺田武道具店 静岡市葵区 東町３６－１０ ショッピング JS-0005-0860

TOY’S 雑貨 SUZUYA 南安倍店 静岡市葵区 南安倍１－６－６　 ショッピング SL-2000-6658

サウンド ガイア 静岡市葵区 南安倍２－９－３　 ショッピング SL-2000-2882

望月タイヤサ－ビス 静岡市葵区 二番町１－１４　 ショッピング SL-2000-6394

ナベタ靴本店 静岡市葵区 馬場町１１１　 ショッピング SL-2001-1571

カヅサーナ 静岡市葵区 馬場町４０ ショッピング JS-0001-8671

パザパ 静岡市葵区 馬場町９　田辺ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-6326

豆豊浅間通り店 静岡市葵区 馬場町９１ ショッピング JS-0005-5186

サイクル pit うみの 静岡市葵区 北安東５－１１－１５　 ショッピング SL-2000-8745

［HC］アルパカタセ北安東 静岡市葵区 北安東５－１－４ ショッピング JS-0001-8208

ブックボックス唐瀬通り店 静岡市葵区 北安東５－２３－２０ ショッピング JS-0003-0610

靴のスキップ 静岡市葵区 北安東５－２５－３２　 ショッピング SL-2000-1388

gimmic 静岡市葵区 牧ヶ谷２３２２ ショッピング JS-0001-0043

のぞみ薬局静岡店 静岡市葵区 与一１－１０－２２　　 ショッピング PK-0000-2225

生ロールの藤栄堂 静岡市葵区 流通センター７－６ ショッピング SL-2001-1284

株式会社竜南テニスクラブ 静岡市葵区 竜南１－１３－２７ ショッピング JS-0005-2412

C － STYLE 両替町店 静岡市葵区 両替町１－３－１７ ショッピング JS-0000-6374

スール・ドゥ・シュエット 静岡市葵区 両替町１－４－４　赤上ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-0885

NOTARGETrise 静岡市葵区 両替町１－５－７　 ショッピング SL-2000-5166

Narrenschiff ナーレンシフ 静岡市葵区 両替町１－６－１５　クリタビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5019

兵藤呉服店 静岡市葵区 両替町１－６－５　 ショッピング SL-2000-3751

エスセレクト 静岡市葵区 両替町１－６－６　ＢＳＮ１６６　１Ｆ ショッピング SL-2000-6512

Stella 静岡市葵区 両替町２－４－２　小林ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6534

View Brewmels 静岡市葵区 両替町２－ 5 －１ ショッピング AL-0000-0355

Darts Shop TiTO 静岡 静岡市葵区 両替町２－５－１３　リッツビル２２Ｆ ショッピング JS-0003-2713

GARDE dbms 静岡市葵区 両替町２－６　河村ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-3543

LIBERTE’ 静岡市葵区 安西４－３８　１Ｆ サービス JS-0004-2414

CutStudio Matsunaga 静岡市葵区 井宮町７－２７ サービス SL-2000-3650

株式会社大川井自動車 静岡市葵区 羽鳥３－２３－１９ サービス JS-0004-6688

Con’ affetto 静岡市葵区 駒形通り５－５－２－２　 サービス SL-2000-6174

LIFE．．． 2 静岡市葵区 沓谷２－９－１１　　 サービス ZN-0002-2721

（株）富士屋硝子店静岡店 静岡市葵区 沓谷６－１６－２ サービス JS-0005-2309

有限会社ケーイーアイ 静岡市葵区 沓谷６－２６－１ サービス SL-2000-3549

ズームアイ 静岡市葵区 古庄４－１－１ サービス JS-0001-6186

オートショップゲート CS 静岡市葵区 古庄５－１－１３ サービス JS-0002-4961
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アートマン 静岡スタジオ 静岡市葵区 呉服町１－４－５　武田ビル７Ｆ　 サービス SL-2000-8565

SBS TOKYO 静岡店 静岡市葵区 呉服町２－９－６　 サービス OT-0000-0273

SMAPPLE 静岡店 静岡市葵区 御幸町４－２　ポワソンビル２Ｆ－Ｂ サービス JS-0003-4266

MODA 静岡市葵区 紺屋町１１－１２　山梨ビル１Ｆ サービス SL-2000-1985

Sign hair 静岡紺屋町店 静岡市葵区 紺屋町２－６　１１９２ビル２Ｆ サービス JS-0003-9151

きんか美粧院 静岡市葵区 紺屋町２－７　　 サービス PK-0000-2266

Regalo 静岡市葵区 紺屋町８－１３　内野ビル２０３　 サービス ZN-0002-9638

＠－ works 静岡市葵区 七間町１０－９　シンワビル３Ｆ サービス SL-2000-0345

SugarbyBeauryCollect 静岡市葵区 七間町８－２０　毎日江崎ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-6572

PENTAS 静岡市葵区 七間町９－２　静岡紙業会館ビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-9635

すがぬま理髪店 静岡市葵区 若松町１５　　 サービス PK-0000-5263

ヘアーアートサロンキミーズ 静岡市葵区 駿府町１－２４　越後屋ビル１Ｆ サービス JS-0003-2255

AVE 静岡市葵区 昭和町３－１－８０３号室 サービス JS-0001-5312

Enchante 静岡市葵区 昭和町５－１４　ルシルザファースト２０１ サービス SL-2000-1245

シーダッシュ 静岡市葵区 上石町７－１３　フタバビル１Ａ サービス SL-2000-5945

MAX クリーニングウエルシア上足洗店 静岡市葵区 上足洗３－３－３０ サービス JS-0004-9432

edge 静岡市葵区 常磐町２－４－５　エニブルコート１０１　 サービス SL-2000-0902

ゴーゴー自動車 静岡市葵区 新富町４－１２－１１ サービス JS-0005-8840

ジャストフィットヘアーファンタジー 静岡市葵区 瀬名川１－２６－９６　　 サービス ZN-0003-1092

O2 ネイル 静岡市葵区 瀬名中央３－５－５８　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｍａｋｉ１０６ サービス SL-2000-5208

fascis 静岡市葵区 瀬名中央４－６－３８ サービス JS-0001-4065

小野薬局 静岡市葵区 川合２－１－１５ サービス JS-0003-2728

辻村美容室 静岡市葵区 川辺町２－３－２７　辻村和服専門学校第一学生会館ときわ寮２Ｆ サービス JS-0000-5445

コンブリオ 静岡市葵区 鷹匠１－２－５　鷹一山梨ビル２Ｆ サービス SL-2000-0956

hairsalonpourvous 静岡市葵区 鷹匠１－４－１４　ラフィーネ亀山１Ｆ サービス JS-0001-2553

greennote 静岡市葵区 追手町１－１９　天松ビル２Ｆ サービス SL-2000-8041

cutspace yu － ha 静岡市葵区 通車町３－１７　 サービス SL-2000-6020

off the Lip hair 静岡市葵区 伝馬町１０－４４　小林ビル２Ｆ サービス SL-2001-0812

癒し家 伝馬町店 静岡市葵区 伝馬町９－１０　パルシティ１Ｆ サービス JS-0004-7071

Atelier 静岡市葵区 伝馬町９－３　芝田ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-0439

LIFE．．．田町店 静岡市葵区 田町３－２　　 サービス ZN-0002-2722

ペットサロンキキ 静岡市葵区 二番町９－３　丸仲ビル１Ｆ　　 サービス PK-0000-2577

ティクル ヘアー 静岡市葵区 北安東４－２４－１５　 サービス SL-2000-7066

Hair Clip Min 静岡本通店 静岡市葵区 本通８－１－２　バンダービル１Ｆ サービス SL-2000-8631

HairhoopCodama 静岡市葵区 末広町６５－１ サービス JS-0000-7661

Hair Clip Min 弥勒店 静岡市葵区 弥勒２－６－１３　 サービス SL-2000-8630

赤い自転車 Dee 静岡市葵区 竜南１－１７－１０ サービス JS-0001-5664

フォトスタジオルーチェ 静岡市葵区 竜南３－９－２ サービス JS-0005-3784

SHAKE ！ 静岡市葵区 両替町１－２－９　 サービス SL-2000-6172

アダムス・ヘアーファッション 静岡市葵区 両替町１－３－１４　マエダビル サービス SL-2000-0142

tc．ベニール 静岡市葵区 両替町１－６－１３　シェードビル２Ｆ サービス JS-0000-8761

Pieta 静岡市葵区 両替町２－３－１５　小早川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7329

美容室 クチュリエ 静岡市葵区 緑町２－５－２　リージェンシー緑町壱番館１Ｆ サービス JS-0003-2795

カラオケマック静岡両替町店 静岡市葵区 両替町２－７－４　ピクシスビル１Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-3186
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静浜屋 静岡市葵区 横田町７－１３　 その他 SL-2000-6386

長谷川ふとん店 静岡市葵区 宮ヶ崎町２８　 その他 SL-2000-3633

REAL FITNESS EFFECT 静岡市葵区 沓谷５－５－７　丹下ビル２Ｆ その他 JS-0002-9047

株式会社わんにゃん通り青葉通り店 静岡市葵区 呉服町２－２－１３　朱宮フジビル１・２Ｆ その他 JS-0001-9800

パシャ 静岡市葵区 呉服町２－２－４　ワタナベギャラリービル１・２Ｆ その他 SL-2000-8290

ノーブレス 静岡市葵区 七間町１３－１０　アトランタビル１Ｆ その他 JS-0003-1632

石川薬局 静岡市葵区 七間町３－５　石川ビル１Ｆ　 その他 SL-2001-1767

BeerOWLE 静岡市葵区 駿府町１－２７　勝山ビル１Ｆ その他 SL-2000-9639

ILCHI BRAIN YOGA 静岡 静岡市葵区 昭和町１０－６　富士岡第一ビル２Ｆ東 その他 JS-0003-3003

パソコン修理本舗 静岡唐瀬通り店 静岡市葵区 城北２－２－１　伊藤ビル１Ｆ その他 SL-2001-1005

濱ちゃん寿司 静岡市葵区 常磐町１－１－５　ジュラシックビル１Ｆ その他 SL-2000-9192

熊猫堂薬局 静岡市葵区 瀬名中央４－２－４　 その他 SL-2000-3914

ヴァンファンつかもと 静岡市葵区 伝馬町９－７　塚本ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-7568

地中海 Dining バルアール 静岡市葵区 両替町２－７－２８　ライブネットレクサスビル２Ｆ その他 SL-2000-0531

居酒屋ひのき 静岡市駿河区 みずほ３－１１－３ 飲食店 JS-0004-5041

美登里庵 静岡市駿河区 みずほ４－１４－２１　 飲食店 SL-2000-9484

生酒バー水色 静岡市駿河区 下川原３－３４－２０　相川ビル 飲食店 JS-0002-8662

monchouchou 静岡市駿河区 下島１３０－２ 飲食店 JS-0001-9836

和洋 会席 さくら 静岡市駿河区 向敷地３５－２ 飲食店 JS-0002-6072

EnTerrasseFrench 静岡市駿河区 小鹿１４１３－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3113

すしと板前料理篤 静岡市駿河区 小鹿１－４－１９ 飲食店 JS-0000-7078

金とき池田店 静岡市駿河区 聖一色８６－４ 飲食店 JS-0000-9230

テイクアウト金とき池田店 静岡市駿河区 聖一色９４－４ 飲食店 JS-0000-4816

レストラン渓邦別館 静岡市駿河区 泉町１－２１　　 飲食店 ZN-0001-3100

レストラン Aoki 静岡市駿河区 泉町１－２７ 飲食店 JS-0000-5920

ガンジス川大谷店 静岡市駿河区 大谷１－４－１９　　 飲食店 ZN-2000-4203

レイマナ 静岡市駿河区 大谷４５８２－１　 飲食店 SL-2000-0216

シシリア 静岡市駿河区 池田２１２－２ 飲食店 JS-0005-0967

とんがり坊主 中原店 静岡市駿河区 中原５８７－１ 飲食店 JS-0001-5036

レストラン ナガフサ 静岡市駿河区 中田１－４－５　 飲食店 SL-2000-4907

炙り焼＆銘酒えん 静岡市駿河区 中田本町１７－１８ 飲食店 JS-0003-0286

インド料理ガンジス川中島店 静岡市駿河区 中島７３６－２　　 飲食店 ZN-0002-1531

すし居酒屋 山水 静岡市駿河区 中島９８２－３ 飲食店 JS-0002-2088

居酒屋さんかく 静岡市駿河区 東新田２－６－１０ 飲食店 JS-0003-2199

Le Comte 静岡市駿河区 南町１０－１４　オラシオン南町Ⅱ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6870

てっぱん屋虎鉄 ekinan 静岡市駿河区 南町２－１　駅南銀座ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3805

PIZZERIA ＆ BAR SERENO 静岡市駿河区 南町５－３４　ナカムラビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2972

みぜん 静岡市駿河区 南町６－２２　サウスクレストビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4703

LA TABLE DE SHIMA 静岡市駿河区 南町７－９　静雅ビル１０３ 飲食店 JS-0001-4073

ごっつぁんです。 静岡市駿河区 南町９－１　駿河スカイタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1973

広島お好み焼きあべちゃん 静岡市駿河区 馬渕２－７－３５ 飲食店 JS-0004-7042

奥むら 静岡市駿河区 馬渕３－１４－３５　 飲食店 SL-2000-7108

西洋料理夢蔵 静岡市駿河区 敷地２－８－３７　　 飲食店 ZN-0001-3099

RESTAURANTKURAYAKATO 静岡市駿河区 用宗３－５－３３ 飲食店 JS-0000-2750
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炭火焼肉慶州 静岡市駿河区 緑が丘町１１－１　　 飲食店 ZN-0001-3066

リサイクルショップエクシード 静岡本店 静岡市駿河区 下川原１－２１－２０ ショッピング JS-0002-1388

ソレイユ六本木 静岡市駿河区 下川原３－１９－２５　ソレイユ六本木 ショッピング SL-2000-5099

はいから倶楽部下川原店 静岡市駿河区 下川原３－７－２２　 ショッピング SL-2001-1771

石田クリ－ニング　田子重下川原店 静岡市駿河区 下川原５－３６－３０　田子重下川原店内　 ショッピング PK-0000-8084

おしゃれショップリリー 静岡市駿河区 下川原６－２３－１１ ショッピング JS-0002-8784

野中酒店 静岡市駿河区 鎌田９６－１　　 ショッピング PK-0000-1347

CRAFT CONCERT 静岡市駿河区 丸子３３１１ ショッピング JS-0005-0635

ブックボックス東新田店 静岡市駿河区 丸子新田２４７－１ ショッピング JS-0003-4967

花仕事ヴェルデ 静岡市駿河区 宮本町５－９ ショッピング JS-0002-7886

ラボサーフ 静岡市駿河区 曲金５－１７－１ ショッピング SL-2000-4949

ルシェルシュ 静岡市駿河区 見瀬２７８－１　ＡＲＴ１Ｆ ショッピング SL-2000-5709

WEP’S 静岡市駿河区 広野３－１５－２３　 ショッピング SL-2000-0769

ジョイプラザ高松店 静岡市駿河区 高松１－１５－２８ ショッピング JS-0003-3489

ファミール 静岡市駿河区 国吉田２－１－５ ショッピング JS-0006-0185

オ－ガニック 静岡市駿河区 国吉田２－５－１０　　 ショッピング PK-0000-8858

AV BOX 静岡市駿河区 小黒２－１０－５４ ショッピング JS-0000-3737

あいらんど調剤薬局 静岡市駿河区 新川１－１４－２１　　 ショッピング PK-0000-5394

プロショップ東名静岡インタ－店 静岡市駿河区 西島７１２－１－１号室 ショッピング JS-0004-6568

アクアショップ魚力 静岡市駿河区 西島７５９－１ ショッピング JS-0001-5343

［HC］カメヤマ電器株式会社 静岡市駿河区 西脇７６８－４ ショッピング JS-0001-8173

杜灯草庵 晏花 静岡市駿河区 石田３－１０－３３ ショッピング JS-0003-5945

マイ・シュ－ズスト－リ－・マ－チ 静岡市駿河区 大谷３６９５－７　 ショッピング SL-2000-4422

古着屋 USED ＆ OLD 静岡市駿河区 大谷７８０－１２ ショッピング JS-0001-8034

ひばり谷田薬局 静岡市駿河区 谷田３４－２２ ショッピング JS-0005-5843

プロショップウインズ 静岡市駿河区 池田５７７－２　　 ショッピング ZN-2000-3368

ケントストア静岡本店 静岡市駿河区 中原４５３－３ ショッピング JS-0003-4330

こっこ庵 静岡市駿河区 中原６９６－１ ショッピング JS-0001-4815

エバーフィールド 静岡市駿河区 中田２－１１－２０ ショッピング JS-0001-5378

SOUP MEN’S 静岡市駿河区 中田２－１１－３０　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-6477

アーク中田店 静岡市駿河区 中田本町６－１　　 ショッピング ZN-0002-6789

［HC］有限会社テック長田東店 静岡市駿河区 東新田３－３２－３５ ショッピング JS-0002-0079

カーコンサルタント Affinity 静岡市駿河区 南安倍３－１２－３０ ショッピング JS-0002-5126

（有）小澤商会 静岡市駿河区 南安倍３－２２－４ ショッピング JS-0002-0892

アートギャラリーガウディ 静岡市駿河区 南町１８－２　サウスポットガーデン１Ｆ ショッピング SL-2000-0396

谷薬舗 静岡市駿河区 馬渕４－１４－８ ショッピング JS-0001-5930

カーテン館コンチェル静岡店 静岡市駿河区 敷地２－９－１０　 ショッピング SL-2001-1217

メガネパル本店 静岡市駿河区 有東２－９－２５　 ショッピング SL-2000-5447

ソニアジョーンズ静岡店 静岡市駿河区 有明町４－１５ ショッピング JS-0001-6659

美容室 夢先案内 静岡市駿河区 みずほ２－１－２　 サービス SL-2000-2066

L’embellir 静岡市駿河区 みずほ２－１７－８　 サービス SL-2000-9837

美容室 デュ－ン 静岡市駿河区 鎌田３４１－９　 サービス SL-2000-0848

ひばり東新田薬局 静岡市駿河区 丸子新田２４６－６ サービス JS-0001-4573

ひばり東新田薬局 静岡市駿河区 丸子新田２４６－６ サービス JS-0005-5831
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noco 静岡市駿河区 曲金４－２－１４　 サービス SL-2000-9187

美容室 venti 静岡市駿河区 曲金６－６－２０　シーフィールド１０１ サービス SL-2000-7436

hair Plus Galleria 静岡市駿河区 栗原２０－１　エムドソレイユ　 サービス SL-2000-1529

マルコウ自動車工業株式会社 静岡市駿河区 広野４－８－２５ サービス JS-0001-5316

off the Lip ocean 静岡市駿河区 高松３０９３－２７　コトハビル３Ｆ サービス SL-2001-0814

リトル・ファーブル 静岡市駿河区 国吉田４－５－３１　吉国ハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0002-6076

美容室 ダックスクラブ 静岡市駿河区 国吉田５－１－５　 サービス SL-2000-5701

M － studio 静岡市駿河区 小黒１－４－２１　　 サービス ZN-2000-2446

Jiiic 静岡市駿河区 小鹿２－１－８　ツカモトビル１Ｆ－Ｂ サービス SL-2000-3192

アルソア明樹 静岡市駿河区 聖一色２３－２　 サービス SL-2000-5851

ビュ－ティーサロンパ－トナ 静岡市駿河区 石田３－１６－４３ サービス JS-0000-2164

Beauty 彩 静岡市駿河区 泉町３－３　マルエムビル１Ｆ サービス JS-0005-1021

Dolce － ka．yu．ka．wa 静岡市駿河区 大谷４１７６－１　 サービス SL-2000-1774

asile 静岡市駿河区 大谷４５８７－１　 サービス SL-2001-0204

A COEUR 静岡市駿河区 大谷４８７－４ サービス JS-0001-2414

シエル 静岡市駿河区 谷田４１－５　サンハイツ谷田３０３号室 サービス JS-0001-7212

スズキアリーナ 静岡中央 静岡市駿河区 池田１８２－２ サービス JS-0003-0121

W ／ A 静岡市駿河区 池田５２８－２　 サービス SL-2000-7476

オートスタイル・グートマン 静岡市駿河区 中吉田１５－１８ サービス JS-0001-5315

ブライダルハウスフィーノ静岡 静岡市駿河区 中村町５５ サービス JS-0004-1564

羊に、聞く？ 静岡市駿河区 中田１－１０－１５－３　　 サービス ZN-0002-9632

美容室アクアゾーン 静岡市駿河区 中田２－３－３　 サービス SL-2000-3929

カ－レスキュ－静清　静岡インタ－店 静岡市駿河区 中島１１３１－１　　 サービス PK-0000-7637

ガレージ RING 静岡市駿河区 登呂６－８－１１ サービス JS-0002-8712

ヘアクラブ HEADS 静岡市駿河区 東新田２－１５－１８　コーポ尾崎１０２ サービス SL-2000-1900

ふぁん ふぁん 静岡市駿河区 東新田５－１０－３２　 サービス SL-2000-1341

モチヅキモータース 静岡市駿河区 桃園町９－３５ サービス JS-0002-5463

TOBE 静岡市駿河区 南町１１－１２　 サービス SL-2000-3606

Salon du Siesta 静岡市駿河区 南町５－２１　濱一ビル２Ｆ サービス SL-2000-6013

ブラン・ニュー 静岡市駿河区 馬渕４－１０－６　２Ｆ　 サービス SL-2000-0677

クラーレ 静岡市駿河区 馬渕４－１３－２３　ウィスタリアガーデン４０５号室 サービス JS-0001-6716

カラオケ村祭り 静岡市駿河区 南町８－１ エンターテインメント JS-0000-5113

フェアリーバンク 静岡市駿河区 稲川１－２－３６　 その他 SL-2000-2476

パソコン修理本舗 静岡修理センター 静岡市駿河区 宮竹１－１－１１　 その他 SL-2001-0864

フロートダイドコーロ 静岡市駿河区 小黒３－９－１１　 その他 SL-2000-3742

わんにゃん通り本店 静岡市駿河区 谷田３３－８ その他 JS-0000-4780

ARTLINE CO．，LTD 静岡市駿河区 東新田２－１６－２５　 その他 SL-2000-8291

寿司割烹 一兆 静岡市清水区 旭町４－３　ＧＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0821

百味鮮 庵原本店 静岡市清水区 庵原町１４４－１４ 飲食店 JS-0005-9492

ラッソネパールインディアンレストラン 静岡市清水区 庵原町１４４－５ 飲食店 JS-0000-6818

JA しみず アンテナショップきらり 静岡市清水区 庵原町３３１３－１　 飲食店 SL-2000-3692

もとよし 静岡市清水区 興津中町７５４－１ 飲食店 JS-0002-6862

DeeplyDo 静岡市清水区 銀座１－１　　 飲食店 ZN-2000-4714

Flip Flop 静岡市清水区 銀座１－２４　 飲食店 SL-2000-6699
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ガンジス川駒越中店 静岡市清水区 駒越中２－１４－２　　 飲食店 ZN-0002-1537

ル・セール 静岡市清水区 江尻台町３－１ 飲食店 JS-0001-0566

Bon Masuda 静岡市清水区 江尻東１－３－１５ 飲食店 JS-0002-8498

末廣鮨 静岡市清水区 江尻東２－５－２８　　 飲食店 ZN-0001-3214

肉バル×チーズ kaeka 清水駅店 静岡市清水区 真砂町１－２０ 飲食店 JS-0004-1362

YEN 静岡市清水区 真砂町１－３２ 飲食店 JS-0001-5989

居酒屋まる両 静岡市清水区 真砂町２－１８ 飲食店 JS-0001-2273

侍ちゃんぷる 静岡市清水区 真砂町２－６　　 飲食店 ZN-0001-3204

よろこび 静岡市清水区 真砂町５－２２ 飲食店 JS-0001-5657

うお鶏清水店 静岡市清水区 真砂町６－１　　 飲食店 ZN-0002-1970

SUMIKA 静岡市清水区 真砂町６－２１－１ 飲食店 JS-0005-3688

居食焼酎屋てっちこ 静岡市清水区 真砂町７－２ 飲食店 JS-0001-3014

焼肉びっくり屋 静岡市清水区 西高町９－２４ 飲食店 JS-0000-7427

旬菜旬魚 八十八 静岡市清水区 相生町３－２２　パル新清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3679

百味鮮 相生分店 静岡市清水区 相生町６－１ 飲食店 JS-0005-9508

大衆割烹もちづき 静岡市清水区 草薙１－６－１ 飲食店 JS-0001-3149

アレグロ・アッサイ 静岡市清水区 草薙１－８－２０　さかえビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-0269

和牛焼肉たんぽぽ 静岡市清水区 草薙一里山５－５　　 飲食店 ZN-2000-1325

袖師 寿し鐡 静岡市清水区 袖師町５１７－１　 飲食店 SL-2000-6641

Hirozushi 静岡市清水区 中矢部町１－１１　　 飲食店 PK-0000-6821

伸 静岡市清水区 辻１－１－２０ 飲食店 JS-0004-6907

かっぽれ 静岡市清水区 辻３－１－１４ 飲食店 JS-0005-4286

清水港海山 静岡市清水区 島崎町１４９　清水魚市場河岸の市まぐろ館２Ｆ 飲食店 JS-0001-0034

かね田食堂 静岡市清水区 入江１－１－２３ 飲食店 JS-0000-3884

ジョーズ・キッチン 静岡市清水区 入船町１３－１５　エスパルスドリームプラザ２Ｆ 飲食店 SL-2000-7911

宵ノ蔵一期 静岡市清水区 巴町２－３ 飲食店 JS-0001-2668

くらさわや 静岡市清水区 由比東倉澤６９－１　 飲食店 SL-2000-3931

ストーブシティ静岡 静岡市清水区 永楽町１４－１８ ショッピング JS-0001-9372

レディースショップピエール 静岡市清水区 押切１７０２　 ショッピング SL-2000-7379

ジョイプラザ清水押切店 静岡市清水区 押切２４１５ ショッピング JS-0003-3488

ハックベリ－ 静岡市清水区 下野中１４－１０　　 ショッピング PK-0000-8520

幸せの酒 銘酒市川 静岡市清水区 蒲原４０－３　 ショッピング SL-2000-2465

［HC］有限会社外岡電器 静岡市清水区 興津中町１４３７ ショッピング JS-0001-8898

ラ・ローザンヌ 静岡市清水区 興津中町６１９　 ショッピング SL-2000-4037

株式会社 内山 静岡市清水区 銀座１１－２２　 ショッピング SL-2000-9479

メガネの春田清水銀座店 静岡市清水区 銀座１３－２６　 ショッピング SL-2001-0593

GINZA ひまわり 静岡市清水区 銀座９－１４　 ショッピング SL-2000-1977

サルーン東屋 静岡市清水区 駒越東町６－２ ショッピング JS-0003-7012

ドッグポート 静岡市清水区 江尻台町２２－３４　エスジーポートＡ ショッピング JS-0001-2328

天定生花店 静岡市清水区 江尻町２－１３　　 ショッピング ZN-2000-1348

セブンエビス 静岡市清水区 江尻町４－１　 ショッピング SL-2001-0297

ジーンズショップテキサス 静岡市清水区 江尻東２－１－６　 ショッピング SL-2000-7037

Patch 静岡市清水区 江尻東２－３－３１　 ショッピング SL-2000-5473

中源被服工業株式会社 静岡市清水区 港町２－６－２１　 ショッピング SL-2000-2750



12 2020/8/27

［静岡市］

加盟店名 所在地 ジャンル

［HC］ぴあサクラ 静岡市清水区 桜が丘町１－１３ ショッピング JS-0001-8873

メガネパル清水店 静岡市清水区 春日２－４－３４　 ショッピング SL-2000-1474

花のナカムラ 静岡市清水区 上１－６－１４　 ショッピング SL-2001-0560

メガネの春田清水駅前店 静岡市清水区 真砂町２－１９　 ショッピング SL-2001-0592

くつ・スニーカー・うえのや 静岡市清水区 真砂町４－８　　 ショッピング ZN-2000-0743

花の店 Unami 静岡市清水区 真砂町４－９　　 ショッピング ZN-2000-2154

モモヤ 静岡市清水区 真砂町７－４　 ショッピング SL-2000-2229

フィオーレ田代 静岡市清水区 西高町１－１７ ショッピング JS-0001-7165

プラザナカムラ 静岡市清水区 船越３－１４－８ ショッピング JS-0000-3834

HARUTA 静岡市清水区 草薙１－１５－２　 ショッピング SL-2000-0806

生ロールの藤栄堂 清水草薙店 静岡市清水区 草薙３－９－１ ショッピング SL-2001-1285

アーク草薙店 静岡市清水区 草薙３－９－２７　ビルドＵ３　 ショッピング ZN-0002-6786

Porta Rossa 静岡市清水区 草薙一里山５－９ ショッピング JS-0001-2988

もちづき楽器 静岡草薙店 静岡市清水区 草薙杉道３－１－２５ ショッピング JS-0003-0233

アクアワ－ルド 静岡市清水区 中之郷１－１１－２４　 ショッピング SL-2000-9086

KUPU － KUPU 静岡市清水区 追分１－３－１２　　 ショッピング ZN-0002-2220

EAGLEPASS 静岡市清水区 辻１－１－１４　Ｃｕｂｅ ’ ０９－１Ｆ ショッピング JS-0001-9510

酒楽舎にしがや 静岡市清水区 辻２－１２－９ ショッピング JS-0005-7267

株式会社ゴール 静岡市清水区 辻５－１－３１　 ショッピング SL-2000-1610

S ＆ K Household 静岡市清水区 二の丸町７－７　カサマロン１０１ ショッピング SL-2000-2842

日立町薬局 静岡市清水区 日立町４－３　　 ショッピング PK-0000-8908

アキハ自動車 静岡市清水区 八坂東２－１３－１７ ショッピング JS-0003-4634

Grass Auto 静岡市清水区 半左衛門新田１０７－１ ショッピング JS-0004-3632

スポーツショップアラジン清水店 静岡市清水区 浜田町１０－２９ ショッピング SL-2000-8433

株式会社栗田家具センター 静岡市清水区 北脇新田６８０－１　 ショッピング SL-2000-8558

パッケージプラザ イトウ 静岡市清水区 万世町２－３－３２ ショッピング SL-2000-3102

フラワー雑貨小春日和 静岡市清水区 矢倉町３－６　 ショッピング SL-2000-2647

由比・むつみ市場 静岡市清水区 由比町屋原１２０ ショッピング JS-0004-2852

岩田理容館 静岡市清水区 庵原町１７９９　　 サービス PK-0000-4480

ete 静岡市清水区 永楽町７－３ サービス JS-0005-1730

有限会社アオキ電装工業所 静岡市清水区 押切９４８－５ サービス JS-0002-4062

デラモードインスミ 蒲原店 静岡市清水区 蒲原３２２－１１　イオンショッピングセンター内　 サービス ZN-0003-0134

CoodesCoeur 静岡市清水区 蒲原４８７５－６１　　 サービス PK-0000-1935

artee 静岡市清水区 月見町３－８　バンテムビル１Ｆ　 サービス PK-0000-2766

（有）柳屋本店 静岡市清水区 江尻町１３－２　 サービス SL-2000-7728

TRANSIT 静岡市清水区 江尻東２－１－７　 サービス SL-2000-4730

am foule 静岡市清水区 高橋１－７－２１　 サービス SL-2000-0289

髪工房 Ishigaya 静岡市清水区 三保９２－７　　 サービス ZN-2000-2523

うすいクリーニング 静岡市清水区 七ツ新屋２－６－１４ サービス JS-0005-5553

MAX クリーニング渋川店 静岡市清水区 渋川２－２－１０ サービス JS-0004-9344

カットサロン床や 静岡市清水区 沼田町１０－４５ サービス JS-0001-1296

Design Labo 静岡市清水区 沼田町４－１７ サービス JS-0002-3936

yama － hara 静岡市清水区 上原２－５－１２ サービス JS-0002-7126

望月 友貴 静岡市清水区 西久保５５８－１　 サービス SL-2000-0352
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ヘアサイト ムービズ 静岡市清水区 西高町１５－１５　 サービス SL-2000-7104

offtheLippark 静岡市清水区 青葉町４－１　レジデンス青葉１Ｆ サービス SL-2001-0813

有限会社エフシステム 静岡市清水区 石川４１－４ サービス JS-0002-6667

N 静岡市清水区 石川新町８－２５ サービス JS-0002-3944

プレミア草薙 静岡市清水区 草薙１－１４－１１ サービス JS-0003-6696

L’oiseauBleu 静岡市清水区 草薙１－１７－１９ サービス JS-0003-1764

SUNRHODES 草薙店 静岡市清水区 草薙１－３－１５　グランリード草薙１Ｆ サービス SL-2000-1929

フリースタイルヘアー 静岡市清水区 草薙１－５－６　Ｋ ’ Ｓビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9629

ドッグサロン Toko 静岡市清水区 草薙２－１２－８ サービス SL-2000-7133

Hair’sGuruper 静岡市清水区 草薙２－１９－５５ サービス JS-0000-4945

BEAUTYMORE 静岡市清水区 大坪２－１－１　２Ｆ　　 サービス PK-0000-4930

ヘアーサイトムービズ 草薙店 静岡市清水区 中之郷１－５－１　 サービス SL-2001-1769

ブリアージュ 静岡市清水区 中之郷１－６－１４　アートヒルズ１０３ サービス SL-2000-8055

レンタルのニッケン 清水出張所 静岡市清水区 長崎１１２７－５ サービス JS-0003-2132

and hair 静岡市清水区 追分３－５－２５ サービス JS-0005-8697

famille 静岡市清水区 辻１－３－１　田中屋ビル１Ｆ サービス JS-0003-2194

アーチ 静岡市清水区 辻１－３－１　田中屋ビル２Ｆ サービス JS-0002-5644

hairdesignLife 静岡市清水区 辻２－６－２４－２　２Ｆ　 サービス ZN-0003-1081

美容室 M2 静岡市清水区 梅ヶ谷１３－５－１０３号　　 サービス ZN-0002-9630

美容室 SAKU 静岡市清水区 北脇２１２－３ サービス JS-0005-1312

White Beetle 静岡市清水区 有東坂４－１２　 サービス SL-2000-7558

狐ヶ崎ヤングランドボウル 静岡市清水区 上原１－６－１６　イオン清水店３Ｆ その他 JS-0002-0565

坪井畳店 静岡市清水区 西久保２４３－３　 その他 SL-2000-9228

草薙薬局 静岡市清水区 草薙１－１０－１３　 その他 SL-2000-8466

田島薬局 静岡市清水区 中之郷１－９－３１　 その他 SL-2000-8467

インテリアクサカベ 静岡市清水区 鳥坂８９８－２７　 その他 SL-2000-3964


