
▼横浜市中区 ▼横浜市保土ケ谷区 ▼横浜市南区

▼横浜市戸塚区 ▼横浜市旭区 ▼横浜市栄区

▼横浜市泉区 ▼横浜市港北区 ▼横浜市港南区

▼横浜市瀬谷区 ▼横浜市磯子区 ▼横浜市神奈川区

▼横浜市緑区 ▼横浜市西区 ▼横浜市都筑区

▼横浜市金沢区 ▼横浜市青葉区 ▼横浜市鶴見区
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

世界のワインショップ　葡萄屋　関内店 横浜市中区 万代町１丁目２－８　　福井ビル１Ｆ ショッピング

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

絵具屋三吉 横浜市中区 不老町１－４－１２ ショッピング

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

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

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

福々むすび 横浜市中区 不老町１丁目５－５　柏野ビル１Ｆ 飲食店

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

いせ一 横浜市中区 伊勢佐木町１－２－１ ショッピング

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

南蛮屋 イセザキ店 横浜市中区 伊勢佐木町１－３－１　第一イセビル　１Ｆ ショッピング

魚旬 伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町１－３－２　森永ビル　１Ｆ 飲食店

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

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 飲食店

新鮮イセザキ市場 横浜市中区 伊勢佐木町１－５－４　カトレヤプラザ内 ショッピング

とりいちず食堂関内店 横浜市中区 伊勢佐木町１－６－５　５Ｆ 飲食店

牛國 横浜市中区 伊勢佐木町２－１０－４　第三泰信ビル１Ｆ 飲食店

国壱麺関内店 横浜市中区 伊勢佐木町２－６１　オリエンタル共同ビル１
Ｆ 飲食店

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

ジュエリー キネヤ 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０４　登美屋第七ビル　１Ｆ ショッピング

NOB EXTENSION 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０７　ＮＩビル　２Ｆ サービス

NOB HAIR DESIGN 伊勢佐木 横浜市中区 伊勢佐木町３－１０７－２０ サービス

安楽亭　伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町３－９５ 飲食店

自遊空間伊勢佐木長者町店 横浜市中区 伊勢佐木町３－９８　ニューオデオンビル　６
Ｆ 飲食店

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

ホルモン べこまる 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１０　春晃ビル　１Ｆ 飲食店

牛蔵伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１１ 飲食店

文明堂 4丁目店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１４ 飲食店

平禄寿司　横浜中伊勢佐木町店 横浜市中区 伊勢佐木町４－１１７ 飲食店

NOB マール 横浜市中区 伊勢佐木町４－１２１ サービス

derahair 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２６ サービス

花てまり 横浜市中区 伊勢佐木町５－１２７－１ ショッピング

かに 愛知屋 横浜市中区 伊勢佐木町７－１５６ 飲食店

チンタジャワカフェ 横浜市中区 住吉町１－１　柳下ビル　２Ｆ 飲食店
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BAN×KARA ZONEYK 横浜市中区 住吉町１－１０　ラビオス関内　７Ｆ 飲食店

なか條 横浜市中区 住吉町３－２９　関内住吉ビル１Ｆ 飲食店

風見鶏 横浜市中区 住吉町３丁目３６ＤＥＸビル１階 飲食店

横浜　瀬里奈　浪漫茶屋 横浜市中区 住吉町４－４５－１ 飲食店

IL CALICE 横浜市中区 住吉町４－４６ ショッピング

ミルピグパフェ部 横浜市中区 住吉町５－５７　馬車道会館　２Ｆ 飲食店

ChineseDining鷹 横浜市中区 住吉町５－６０　小林ビル　１Ｆ 飲食店

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

ホルモン焼き 浜幸 横浜市中区 住吉町５－６３ 飲食店

蕎麦・酒・料理 壱 馬車道店 横浜市中区 住吉町５－６３　吉田ビル　２Ｆ 飲食店

BashamichiTaproom 横浜市中区 住吉町５－６３－１ 飲食店

カーヴドカズ 横浜市中区 住吉町５－６４　ＬｂＣｒｏｓｓ馬車道　２Ｆ 飲食店

レストラン リパイユ 横浜市中区 住吉町６－６７－１　ＲＫプラザベイサイト
ヴィユ横濱　１０１ 飲食店

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１Ｆ 飲食店

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

Jam Jam 横浜市中区 元町　４丁目１６０－４　　１階 ショッピング

テンピュール 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

アイプリモ横浜元町店 横浜市中区 元町１－１１－５ ショッピング

genten横浜元町店 横浜市中区 元町１－１１－６ ショッピング

ブルックス ブラザーズ 横浜元町店 横浜市中区 元町１－１２－１３ベンサン元町１１２ビル ショッピング

MOTOMACHI JAYRO 横浜市中区 元町１－１３ ショッピング

サンナカヤ 横浜市中区 元町１－１３ ショッピング

ecomo Bakery 横浜市中区 元町１－１３　元町プラザ　２Ｆ 飲食店

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

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

Tesoro-K テゾーロケイ 横浜市中区 元町１－１３－２ ショッピング

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

キタムラＫ２　１丁目店 横浜市中区 元町１－１８ ショッピング

パイル 横浜市中区 元町１－１８　石川ビル２Ｆ サービス

オリエンステラ エシカルビューティーラボ 横浜市中区 元町1-18-5レフィナード元町3F サービス

SATHI RUGS 横浜市中区 元町1-20　1F ショッピング

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

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

ＡＬＯＮ 横浜市中区 元町１－２１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラヴニュウ 横浜市中区 元町１－２２ ショッピング

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

Ｃｏｍｉａ 横浜市中区 元町１－２４ ショッピング

Ruka 横浜市中区 元町１－２４－１３ ショッピング

アングルアンク 横浜市中区 元町１－２４－１４ ショッピング

RA art Gallery 横浜市中区 元町１－２４−６　KKRビル 101号室 サービス

杢目金屋横浜元町店 横浜市中区 元町１－２５ ショッピング

金明堂　元町本店 横浜市中区 元町１－２５ ショッピング

BURGER JO’S 横浜市中区 元町１－２６－１ 飲食店

横濱馬油商店 横浜市中区 元町1-26-3 ショッピング

肉山横浜 横浜市中区 元町１－２６－３　２Ｆ 飲食店

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　１階 ショッピング

ロペ横浜元町店 横浜市中区 元町１－２７－３ ショッピング

いしい 横浜市中区 元町１－２８ ショッピング

GINZA TANAKA横浜元町店 横浜市中区 元町１－２８－１　ビコービル１F ショッピング

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 ショッピング

gradog 横浜市中区 元町１－２９　２F ショッピング

maka ho HILO 横浜市中区 元町１－２９　ジキヲビル　１階 ショッピング

P's-first for cats横浜元町店 横浜市中区 元町１－２９－１ ショッピング

アリス 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング

ミズタニ 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング

マーレ 横浜市中区 元町１－３０ ショッピング

ith横浜元町 横浜市中区 元町１－３０　１F ショッピング

焼肉 牛三郎 横浜元町店 横浜市中区 元町１－３１　ラ・スピーガ元町　２０３ 飲食店

ケイウノ横浜元町店 横浜市中区 元町１－３１　ラ・スピーガ元町１F ショッピング

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

familiar横浜元町店 横浜市中区 元町１－３２ ショッピング

モトマチドッグ 横浜市中区 元町１－３６ ショッピング

グリーンサム 横浜市中区 元町１－３７ ショッピング

元町リアン 横浜市中区 元町１－３７ ショッピング

Ultimate Plus 横浜市中区 元町１－３８－２　Ｌｅ　Ｎｏｉｒ（ル・ノ
ワール）横濱元町２Ｆ サービス

le boir メゾン ド ルボア 横浜市中区 元町１－３８－２　ｌｅ　ｎｏｉｒ横濱元町５
Ｆ サービス

香炉庵 横浜市中区 元町１－４０ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マウロア サーフ 横浜市中区 元町１－５０　元町ＰＡＳＥＯ　２０２ ショッピング

ジュエリースミス横浜元町店 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ　２Ｆ ショッピング

Provence cafe 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ１０２ 飲食店

雅－miyabi－横浜元町 横浜市中区 元町１－５０　元町パセオ１F ショッピング

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

KーSMITH横浜店 横浜市中区 元町１－５４　新堀ビル１Ｆ ショッピング

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

nest 横浜市中区 元町１－５４－１　リブレ元町Ⅱ　１Ｆ サービス

春鶯亭 ひら 横浜市中区 元町１－５５ 飲食店

モトマチ山岡毛皮店 横浜市中区 元町１－７１ ショッピング

クロコアートファクトリー 横浜市中区 元町１－７１　メゾン元町２Ｆ ショッピング

YOKOHAMA FREEWAY 428 横浜市中区 元町１－７６－１ ショッピング

Nilufa 横浜市中区 元町１－７６－１アルタ元町２Ｆ サービス

LA HOLY 横浜市中区 元町１丁目－３０－１Ｆ ショッピング

シナコバショップ　横浜元町店 横浜市中区 元町１丁目１３　元町プラザ２階 飲食店

kitty's 横浜店 横浜市中区 元町１丁目５０番　元町パセオ１０ ショッピング

エルベシャブリエ横浜元町 横浜市中区 元町２－１００－１　２Ｆ ショッピング

茶倉 横浜市中区 元町２－１０７　１Ｆ 飲食店

ブラフ ベーカリー 横浜市中区 元町２－８０－９　モトマチヒルクレスト１Ｆ ショッピング

JO’S American Cafe 元町店 横浜市中区 元町２－８１　オゾンビル１Ｆ 飲食店

デ・プレ元町 横浜市中区 元町２－８１－１ ショッピング

BOUTIQUE ＭＩＮＡＴＯ 横浜市中区 元町２－８２ ショッピング

ミハマ元町本店 横浜市中区 元町２－８３ ショッピング

ＳＣＡＰＡ横浜・元町 横浜市中区 元町２－８４ ショッピング

DOG　CARE　HOUSE 横浜市中区 元町２－８４　パサージュ元町３Ｆ サービス

アンブロシア 横浜市中区 元町２－８４－２　パサージュ元町　１Ｆ サービス

エコー横浜元町店 横浜市中区 元町２－８５ ショッピング

松下信平商店 横浜市中区 元町２－８５ ショッピング

高橋書店 横浜市中区 元町2-85　2F ショッピング

ポピ－ 横浜市中区 元町２－８６ ショッピング

ベルージュ 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング

ゴディバ横浜元町店 横浜市中区 元町２－８８ ショッピング

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　１F ショッピング

JKPlanet横浜元町店 横浜市中区 元町２－８８　２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ricco 横浜市中区 元町２－９０　アンフィニ元町２０１ サービス

nail eyelash Tanemoto 横浜市中区 元町２－９０　アンフィニ元町２０２ サービス

今治浴巾 横浜市中区 元町２－９０　アンフィニ元町ＣＳ通り１Ｆ ショッピング

フットブルー横濱元町店 横浜市中区 元町２－９０　アンフィニ元町ビル２Ｆ サービス

マリアージュエント横浜元町店 横浜市中区 元町2-90 北村ビル1階 ショッピング

ヴァンドーム青山横浜元町店 横浜市中区 元町２－９０アンフィニ元町１F ショッピング

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

元町ロココ　元町本店 横浜市中区 元町２－９１ ショッピング

ハナLab.Nocturne 横浜市中区 元町２－９３ 飲食店

ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 横浜市中区 元町２－９３　１Ｆ ショッピング

きせきの食卓＆元町・YOGA2016 横浜市中区 元町２－９３　３Ｆ ショッピング

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Ｉ１Ｆ ショッピング

ケースマイル 横浜市中区 元町２－９３　アレナ元町　１階 ショッピング

グレープ元町本店 横浜市中区 元町２－９４ ショッピング

キタムラＫ２元町本店 横浜市中区 元町２－９５ ショッピング

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

仏蘭西料亭　霧笛楼 横浜市中区 元町２－９６ 飲食店

LUNAメディカルヘアサロン 横浜市中区 元町２－９６　鈴音ビル　１Ｆ サービス

Ｋ-ＣＵＢＥ 横浜市中区 元町２－９６－１ ショッピング

藤松鮨 横浜市中区 元町２－９６－１　嶋田ビル　２０２ 飲食店

かけはぎ工芸織本 横浜市中区 元町２－９６－３ ショッピング

スタージュエリー　カフェ 横浜市中区 元町２－９７ ショッピング

フォトスタジオ ジェリッシュ 横浜市中区 元町２－９９　ジェイプラザ元町　３Ｆ サービス

ビーインプレス 横浜市中区 元町２－９９　ジェイプラザ元町２Ｆ サービス

hemisphere store 横浜市中区 元町２丁目１１２－１３ ショッピング

YOSA PARKローズブランシェ 横浜市中区 元町２丁目８８番地　元町シエテ３０３号室 サービス

おべべほほほ 横浜市中区 元町２丁目９１番地１１　Ｉｙｅｄａビル１Ｆ ショッピング

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

ＣＨＡＲＭＹ　 横浜市中区 元町３－１１５ ショッピング

メビウス by ヒュミドール 横浜市中区 元町３－１１５ ショッピング

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

オザワ 横浜市中区 元町３－１１６ ショッピング

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

森ブラザ－ 横浜市中区 元町３－１１６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カシミヤ　カシミヤ 横浜市中区 元町３－１１７ ショッピング

タカラダ 横浜市中区 元町３－１１８ ショッピング

ミナトバッグ 横浜市中区 元町３－１１８ ショッピング

ワイレア元町本店 横浜市中区 元町３－１１９ ショッピング

近沢レ－ス店元町本店 横浜市中区 元町３－１１９ ショッピング

COMMONTIME横浜元町本店 横浜市中区 元町３－１２０ ショッピング

ヤマト宝飾 横浜市中区 元町３－１２１ ショッピング

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

ＹＯＳＨＩＤＡ 横浜市中区 元町３－１２２ ショッピング

銀座 伊東屋 横浜元町 横浜市中区 元町３－１２３ ショッピング

Colorier 横浜元町店 横浜市中区 元町３－１２４　大河原ビル　２Ｆ サービス

CAFUNE 横浜市中区 元町３－１２４－１　高橋第二ビル　２Ｆ サービス

Bonita by La familia 横浜市中区 元町３－１２４－１　高橋第二ビル　３Ｆ サービス

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

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

フクゾ－ 横浜市中区 元町３－１２７ ショッピング

キャシーマム横浜元町店 横浜市中区 元町３－１２８－１ ショッピング

アサ商会 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング

岩野陶器店 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング

トゥモローランド 横浜市中区 元町３－１２９ ショッピング

conosaki横浜店 横浜市中区 元町3-130-1　MID横浜元町2F ショッピング

横浜元町ゆきざき 横浜市中区 元町3-130-1 MID横濱元町1階 ショッピング

ＢＡＳＥ－１ 横浜市中区 元町３－１３１ ショッピング

ＬＡＣＯＳＴＥ横浜元町店 横浜市中区 元町３－１３１　２号 ショッピング

ベルプラージュ横浜元町店 横浜市中区 元町３－１３１－１　酒井ビル１Ｆ２Ｆ 飲食店

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

OLIVES（オリーブ） 横浜市中区 元町３－１３１－４ ショッピング

ジャカディ横浜元町店 横浜市中区 元町3-131-5 ショッピング

キングダム 横浜市中区 元町３－１３２ サービス

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

MAUVE(モーブ) 横浜市中区 元町３－１３２　Ｈ’Ｓビル２０３ サービス

フットケアサロンaplicie 横浜市中区 元町３－１３２　Ｈｓビル２０１ サービス

Bistro EL ELLA 横浜市中区 元町３－１３２　ジョイモトマチ１０２ 飲食店

フレイア 横浜市中区 元町３－１３６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

7 / 56

[神奈川県神奈川県]



横浜元町彫金工房 横浜市中区 元町３－１３８ ショッピング

時遊陣 横浜市中区 元町３－１４１ 飲食店

kａｏｒｉｓ 横浜市中区 元町３－１４１ ショッピング

元町ふた川 横浜市中区 元町３－１４１－８　エイシャント元町１Ｆ 飲食店

元町濱新 横浜市中区 元町３－１４３ 飲食店

心心相印 横浜市中区 元町３－１４５　汐汲坂ガーデン２Ｆ 飲食店

ヘア カペリーサ 横浜市中区 元町３－１４５－２　ＴＫ－１ビル　２Ｆ サービス

じざいや 横浜市中区 元町３－１４５－２　ＴＫ１ビル３Ｆ ショッピング

Jh Cafe 横浜市中区 元町３－１４５－Ｂ１Ｆ 飲食店

SUN·RAYS 横浜市中区 元町３－１４７－９ サービス

G.ケリー 横浜市中区 元町３丁目１２４番地　高橋第２ビル１Ｆ ショッピング

アップルマインド元町店 横浜市中区 元町３丁目１４３　アトリエモトマチ１０１ サービス

御料理．茶つぼ 横浜市中区 元町３丁目１４７番地７　エポック元町汐汲坂
１Ｆ 飲食店

カスタムスタイル 横浜市中区 元町４－１５９ ショッピング

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

deli&cafe ジェニートボストン 横浜市中区 元町４－１６０－３　１Ｆ 飲食店

ANFINITE 横浜市中区 元町４－１６０－３　プランドール・モトマチ
２Ｆ３Ｆ サービス

gratia 横浜市中区 元町４－１６０－３プランドール・モトマチ２
Ｆ サービス

マリジュアン横浜元町 横浜市中区 元町４－１６１ ショッピング

WINE HALL元町倶楽部 横浜市中区 元町４－１６１　１Ｆ－２Ｆ 飲食店

FOREST 横浜市中区 元町４－１６１　元町ＹＵビル　２Ｆ サービス

AnchoR Vintage 横浜市中区 元町４－１６１　元町ＹＵビル２Ｆ ショッピング

アージュ 横浜市中区 元町４－１６１－１１　元町・ＴＫビル　１Ｆ サービス

ブ－ケ洋装店 横浜市中区 元町４－１６３ ショッピング

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

アクアヴェール 横浜市中区 元町４－１６３－３　元町太陽ビル２Ｆ サービス

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

トータルビューティーサロン kirei元町店 横浜市中区 元町４－１６６　京急ビル４Ｆ ショッピング

大槻工房 横浜市中区 元町４－１６７ ショッピング

プラスアンドカリタ 横浜市中区 元町４－１６７ 飲食店

ＨＩＫＯＳＥＮ　ＣＡＲＡ 横浜市中区 元町４－１６７－２ ショッピング

SERENDIPITY Hair Design 横浜市中区 元町４－１６７－４　ソレイユ元町２Ｆ サービス

CHICHOS 横浜市中区 元町４－１６９ 飲食店

カフェラミル横浜元町店 横浜市中区 元町４－１６９　２F 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

UNICOFFEE ROASTERY 横浜市中区 元町4-170元町ビル 飲食店

ポンパドウル元町本店 横浜市中区 元町４－１７１ 飲食店

オハラ本店 横浜市中区 元町４－１７３ ショッピング

SILVER OHNO 横浜市中区 元町４－１７４ ショッピング

Ｋｅｎｔ　Ａｖｅ.元町店 横浜市中区 元町４－１７５ ショッピング

荒井鈑金製作所 横浜市中区 元町４－１７７ ショッピング

キャラバンコーヒー元町店 横浜市中区 元町４－１７７ 飲食店

キタムラ元町本店 横浜市中区 元町４－１７８ ショッピング

ラ・メール・ブルー 横浜市中区 元町４－１７９　ウイスタリア元町　２Ｆ サービス

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

竹中 横浜市中区 元町４－１８０ ショッピング

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

ロデオドライブ元町本店 横浜市中区 元町４ー１６９ ショッピング

丸中株式会社横浜元町店 横浜市中区 元町４ー１７６ ショッピング

M's Table 横浜市中区 元町４丁目１７１　ポンパドウルビル2階 飲食店

ラベルヴィー 横浜市中区 元町５－１８１　１Ｆ ショッピング

GSTV横浜元町ショールーム 横浜市中区 元町５－１８１－１ ショッピング

アンジェリックフォセッテ元町店 横浜市中区 元町５－１８１－２ ショッピング

MOYURU横浜元町 横浜市中区 元町５－１８１－２　２Ｆ ショッピング

シマミネ元町本店 横浜市中区 元町５－１８４ ショッピング

元町ロデオ 横浜市中区 元町５－１８４ ショッピング

M.SLASH元町 横浜市中区 元町５－１８８　２Ｆ３Ｆ サービス

石川屋 横浜市中区 元町５－１９０ 飲食店

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

aimable　エマーブル 横浜市中区 元町５－１９０　ＫＩＫＩビル３Ｆ ショッピング

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

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

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

愛知屋坪﨑商店 横浜市中区 元町５－１９６ ショッピング

ＩＤＡ Watch 横浜市中区 元町５－１９６ ショッピング

元町都すし 横浜市中区 元町５－１９６ 飲食店

241hair 横浜市中区 元町５－１９６　元町大河原ビル５Ｆ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

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

レリアンオフプライスショップ横浜元店 横浜市中区 元町５－１９９ ショッピング

ACUTO 横浜市中区 元町５－１９９－１ Ks’Y Bldg,１F ショッピング

コーナーズフィールド陶友花 横浜市中区 元町５－１９９－２ ショッピング

ＭＡＮＯ　ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ 横浜市中区 元町５－２００ ショッピング

ライトハウス 横浜市中区 元町５－２０１　Ｂ１Ｆ ショッピング

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

トータルサロンＩＢＣ 横浜市中区 元町５－２０３　元町スカイビル５階 サービス

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

アリュール 横浜市中区 元町５－２０６ ショッピング

ローズマリーインポートブティック 横浜市中区 元町５－２０６　モリタビル１０２ ショッピング

ringram 横浜市中区 元町5-206-3　CASA元町 ショッピング

ラムデリカ 横浜市中区 元町５－２０９　北村ビル　２Ｆ サービス

ル プティ クラージュ 横浜市中区 元町５－２０９　北村ビル１Ｆ 飲食店

CHROME HAIR 横浜市中区 元町５－２０９　北村第２ビル２０１ サービス

ZERO-JIN横浜元町店 横浜市中区 元町５－２０９　北村第２ビル２０２号室 ショッピング

Lehua 横浜市中区 元町５－２０９　北村第二ビル３０１ サービス

アウトレットショップ バルバリ元町店 横浜市中区 元町５－２１３　駒形ビル１Ｆ ショッピング

SOiSPACE 横浜市中区 元町５丁目１９６ 飲食店

デアクライネラーデン 横浜市中区 元町５丁目２０９ ショッピング

つつい 本店 横浜市中区 初音町１－２３ ショッピング

二笑庵 横浜市中区 北仲通２－３０　グッドビル　１Ｆ 飲食店

Osteria Austro 横浜市中区 北仲通３－３４－２　キクシマ関内ビル　１Ｆ 飲食店

M．SLASHみなとみらい馬車道 横浜市中区 北仲通５－５７－２　ＫＩＴＡＮＡＫＡＢＲＩ
ＣＫ＆ＷＨＩＴＥ サービス

THE　YOKOHAMA　BAY 横浜市中区 北仲通５－５７－２　ザ・タワー横浜北仲　４
６Ｆ 飲食店

BALANCEFLOWERSHO 横浜市中区 北仲通５－５７－２　ザタワ－横浜北仲 ショッピング

盤古殿 馬車道TERRACE店 横浜市中区 北仲通５－５７－２　北仲ブリック＆ホワイト
　２Ｆ 飲食店

博多天ぷらたかお横浜馬車道店 横浜市中区 北仲通５－５７－２　北仲ブリック＆ホワイト
タワー棟　２Ｆ 飲食店

Jack Cafe 横浜市中区 南中通1-8 SKビル2-A 飲食店

grill＆aligotzip 横浜市中区 南仲通１－１４　三金ビル　２Ｆ 飲食店

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

寿司　海老原 横浜市中区 南仲通３－３５　Ｂ１　横浜エクセレント３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

JEL FLOWER 元町店 横浜市中区 吉浜町１－２　パークスクエア横浜　１Ｆ ショッピング

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

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

梅林 横浜市中区 吉田町５２ 飲食店

梅や 横浜市中区 吉田町６－３ ショッピング

愛嬌酒場えにし 横浜市中区 吉田町６４－３ 飲食店

Ponte 横浜市中区 太田町１－１１－３　グリーンビル　Ｂ１ 飲食店

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

nail eyelash R 横浜市中区 太田町１－１８－２　関内エスビル　６Ｆ サービス

鮨はま田 横浜市中区 太田町２－２１－２ 飲食店

焼鳥 美鶏 横浜市中区 太田町２－３０　田中ビル　２Ｆ 飲食店

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

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

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

やきとり直 横浜市中区 太田町２－３２－１　ビラアペックス横浜関内
　２Ｆ 飲食店

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

馬車道 大かわ 横浜市中区 太田町４－４８　川島ビル１０１ 飲食店

いろは鮨 横浜市中区 太田町４－４８　川島ビル１Ｆ 飲食店

信濃屋 馬車道店 横浜市中区 太田町４－５０ ショッピング

生香園新館 横浜市中区 太田町５－５６ 飲食店

シルスマリア馬車道 横浜市中区 太田町５－５８　馬車道ＣＦビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 濱 横浜市中区 太田町５－５８　馬車道ＣＦビル　２・３Ｆ 飲食店

江戸徳 横浜市中区 太田町５－６３　EFL馬車道１Ｆ 飲食店

IL　BAR　DEL　PRESIDENT 横浜市中区 太田町５－６７ 飲食店

鮨・割烹駒 横浜市中区 太田町５－６８ 飲食店

Dining&Bar69 横浜市中区 太田町５－６８　セントビル４Ｆ 飲食店

ラ・テンダロッサ 横浜市中区 太田町６－７５ 飲食店

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

CASA DEL RIO 横浜市中区 宮川町１－１３－１７　林ビル　１Ｆ 飲食店

Rigatto 横浜市中区 宮川町２－３９－４ 飲食店

大貫カメラ 横浜市中区 宮川町２－４７ ショッピング

焼肉サイゼン 横浜市中区 宮川町２－５５　日ノ出町ＴＫビル 飲食店

横浜ビジネスプリントサービス 横浜市中区 寿町１丁目３－８　グランネス横濱公園１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉東京山 横浜市中区 寿町２－５－１２　山鉄ビル１Ｆ 飲食店

株式会社美濃屋あられ製造本舗 横浜市中区 小港町１－６ 飲食店

実家 横浜市中区 小港町３－１７０－２　グランテム本牧１０１ 飲食店

豆はな 横浜市中区 尾上町３－３０　藤田ビル 飲食店

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

Mira by green 横浜市中区 尾上町５－６８　馬車道ＲＡビル　３Ｆ サービス

centro by zect 横浜市中区 尾上町５－７１ サービス

CAFE de CRIE 馬車道 横浜市中区 尾上町５－７１　横浜シティタワー馬車道　１
Ｆ 飲食店

L’Amour 横浜市中区 尾上町６－８７－１　ダイムラ－ビル　４Ｆ サービス

レモン社 スタジオ728横浜山下公園店 横浜市中区 山下町１　シルクセンタービル　半地下１階 ショッピング

パティスリー パブロフ 横浜市中区 山下町１００ 飲食店

KIYA ANTIQUES 横浜市中区 山下町１０８－１ ショッピング

バイブアンドアネックス グランドフロア 横浜市中区 山下町１１３－４　ポートタワービル　１Ｆ サービス

Aqua Stone横浜本店 横浜市中区 山下町１２３－１　横浜クリード１０１Ａ ショッピング

悟空 茶荘 横浜市中区 山下町１３０ ショッピング

安田屋酒店 横浜市中区 山下町１３０ ショッピング

大新園 横浜市中区 山下町１３４　 飲食店

萬福大飯店 横浜市中区 山下町１３６－１１ 飲食店

福満園別館 横浜市中区 山下町１３７ 飲食店

龍華楼市場通り 横浜市中区 山下町１３７ 飲食店

大珍樓新館 横浜市中区 山下町１４３ 飲食店

心龍 横浜市中区 山下町１４６ 飲食店

龍海飯店 横浜市中区 山下町１４６－２ 飲食店

重慶飯店 横浜中華街第二売店 横浜市中区 山下町１４７ ショッピング

鵬天閣 横浜市中区 山下町１４７　ヒナガタビル１・２Ｆ 飲食店

翠香園 横浜市中区 山下町１４８ 飲食店

大連餃子基地DALIAN中華街店 横浜市中区 山下町１４８ 飲食店

西遊記 横浜市中区 山下町１４９－１－４　２Ｆ 飲食店

萬金楼 横浜市中区 山下町１４９－３ 飲食店

梅蘭中華街店 横浜市中区 山下町１５１ 飲食店

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

王府井酒家 横浜市中区 山下町１５２ 飲食店

横浜大飯店 横浜市中区 山下町１５４ 飲食店

萬珍楼 横浜市中区 山下町１５６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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重慶飯店本館 横浜市中区 山下町１６４ 飲食店

華正樓　新館 横浜市中区 山下町１６４ 飲食店

揚州飯店 本店 横浜市中区 山下町１６４ 飲食店

重慶飯店 横浜中華街本館売店 横浜市中区 山下町１６４ ショッピング

四五六菜館　新館 横浜市中区 山下町１６６ 飲食店

重慶茶樓　横浜中華街本店 横浜市中区 山下町１８５ 飲食店

重慶飯店 横浜中華街第一売店 横浜市中区 山下町１８５ ショッピング

江戸清中華街大通り店 横浜市中区 山下町１８５ ショッピング

鵬天閣焼菓子・点心工房 横浜市中区 山下町１８６ 飲食店

カモメ市場 横浜市中区 山下町１８７ ショッピング

アイリー 天長門店 横浜市中区 山下町１８７ ショッピング

四五六菜館　本館 横浜市中区 山下町１９０ 飲食店

三和楼 横浜市中区 山下町１９０ 飲食店

慶福楼市場通り店 横浜市中区 山下町１９０ 飲食店

北京ダック店 横浜市中区 山下町１９１－１０ 飲食店

横浜酒家 横浜市中区 山下町１９１－６ 飲食店

状元樓 横浜市中区 山下町１９１番地 飲食店

菜香新館 横浜市中区 山下町１９２ 飲食店

江戸清中華街本店 横浜市中区 山下町１９２ ショッピング

Innergie CAFE 横浜市中区 山下町１９３－１　山下町コミュニティビル　
１Ｆ 飲食店

X－PORT 横浜市中区 山下町１番地　 ショッピング

横浜カフエ・ド・ラペ 横浜市中区 山下町２ 飲食店

金香樓 横浜市中区 山下町２００　１〜４Ｆ 飲食店

福満園本店 横浜市中区 山下町２００　トキワビル１Ｆ 飲食店

赤から中華街店 横浜市中区 山下町２００－１７ 飲食店

四五六菜館　別館 横浜市中区 山下町２０２ 飲食店

中華街大飯店 横浜市中区 山下町２０２－８　ラオビル１Ｆ 飲食店

焼肉源 横浜市中区 山下町２０２－９　２Ｆ 飲食店

DuVinHACHISCH 横浜市中区 山下町２１０－３　パークアクシス１Ｆ 飲食店

CHINATOWN RIX 横浜市中区 山下町２１４　巴里堂ビル　１Ｆ ショッピング

焼き鳥侍 横浜市中区 山下町２１４－１　思明楼ビル２Ｆ 飲食店

一品閣 横浜市中区 山下町２１７－１　丸林ビル 飲食店

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

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

THE HOF BRAU 横浜市中区 山下町２５－１　上田ビル　１Ｆ 飲食店

フォルム山下町店 横浜市中区 山下町２５－１３　１Ｆ サービス

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

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

レ・ザンジュ・ベイ 横浜市中区 山下町２６－１ 飲食店

VENT VELA 横浜市中区 山下町２８１　ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場　１Ｆ 飲食店

カフェ ラ・ボエム 元町中華街 横浜市中区 山下町６１番地１　山下ビルＢ１ 飲食店

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

横浜中華街北京飯店 横浜市中区 山下町７９－５ 飲食店

悟空 1号店 横浜市中区 山下町８０ ショッピング

Chai Tea Cafe 横浜市中区 山下町８０　ネネビル　１・２Ｆ 飲食店

招福門 横浜市中区 山下町８１－３ 飲食店

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

KEEN横浜店 横浜市中区 山下町９１ サービス

eight．hair 横浜市中区 山下町９３－２　セザ－ル山下公園２０２ サービス

青葉新館 横浜市中区 山下町９７ 飲食店

廣翔記 新館 横浜市中区 山下町９７　石屋ビル１・２Ｆ 飲食店

おさ亭 横浜市中区 山下町９８　ＧＳハイム山下町　１０４ 飲食店

BAPE STORE 横浜 横浜市中区 山手町１８４－２ ショッピング

山手ロシュ 横浜市中区 山手町２４６ 飲食店

ナチュラルフランス料理エリゼ光 横浜市中区 山手町２４６　カーネルスコーナービル　２Ｆ 飲食店

DIASALON 横浜市中区 常盤町１－４－２　図南ビル　３Ｆ サービス

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

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３
Ｆ サービス

Richelleeyelash関内店 横浜市中区 常盤町２－１１　セドルブランシュ常盤町　３
Ｆ－１号 サービス

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

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

鮨甚平 横浜市中区 常盤町２－１５－１　モダン関内ビル　１０７ 飲食店

横浜 キョーワ 横浜市中区 常盤町２－１７　常盤町新井ビル　４Ｆ ショッピング

海なぎ 横浜市中区 常盤町２－２０　ヴェラハイツ関内２０４ 飲食店

写楽　横浜関内店 横浜市中区 常盤町３－２１　アライアンス関内ビル　Ｂ１ 飲食店

フローリスト 花づくし 横浜市中区 常盤町３－２２－１　リバティービル　１Ｆ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ストラスヴァリウス 横浜市中区 常盤町３－２７－２ 飲食店

キッチンキャサリン 横浜市中区 常盤町３－２７－３　ラパンビル　１０２ ショッピング

日本料理りこう 横浜市中区 常盤町３－２７－３　ラパンビル　２Ｆ 飲食店

鮨処旬菜　英 横浜市中区 常盤町３丁目２２　関内福島ビル２Ｆ 飲食店

ガトー・ド・ボワイヤージュ馬車道本店 横浜市中区 常盤町４－４２ 飲食店

常盤鮨 横浜市中区 常盤町４－４４ 飲食店

Piacere 横浜市中区 常盤町４－４７　ニューイナズマビル１Ｆ 飲食店

HAIR MAKE RELIE 横浜市中区 常盤町４－４９－２０１ サービス

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

ラ フィーリア デル プレジデンテ 横浜市中区 常盤町５－５９ 飲食店

和牛焼肉 幸庵 横浜関内店 横浜市中区 常盤町５－６２　馬車道常盤ビル　３Ｆ 飲食店

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

忍 横浜市中区 常盤町５－６６　アイム馬車道ビルＢ１ 飲食店

鶏炎 横浜市中区 常盤町５－６９－２ 飲食店

Seagreen 横浜市中区 常盤町５－７２－１　ＧＭ横浜馬車道　４Ｆ サービス

PRIMO 横浜市中区 常盤町５－７２－１　ＧＭ横浜馬車道ビル　１
Ｆ 飲食店

4&9〔ヨンナイン〕 横浜市中区 常盤町５丁目７１ 飲食店

新田 横浜市中区 常盤町６－７６ 飲食店

濱や本館 横浜市中区 常盤町６－７６　東邦ビル　１Ｆ 飲食店

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

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

寿し処相澤 横浜市中区 弁天通２－２５ 飲食店

藤松鮨 関内店 横浜市中区 弁天通２－２８　ライオンズマンション関内　
１Ｆ 飲食店

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

京 横浜市中区 弁天通２－２９　森藤ビル　３Ｆ 飲食店

SUNRISE 横浜市中区 弁天通２丁目２９　カツヤビル２Ｆ 飲食店

ビートレ 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル１－８ 飲食店

別亭空海 横浜市中区 弁天通３－４８　弁三ビル１Ｆ 飲食店

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

横浜瀬里奈　ステーキドーム 横浜市中区 弁天通５－７０　日本興亜馬車道ビル　９Ｆ 飲食店

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

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

NOBU INTERNATIONAL 横浜市中区 弥生町４－３６－２　横浜ハーベストビル　１
Ｆ サービス

作業着やさん 横浜市中区 扇町２－５－１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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B－STELLA 港山下店 横浜市中区 新山下１－１－１ サービス

ハーレーダビッドソン 横浜 横浜市中区 新山下１－１７－３９ ショッピング

ユーメディア 横浜新山下店 横浜市中区 新山下１－１７－３９ ショッピング

マリンベーカリー 横浜市中区 新山下１－２－１ 飲食店

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

ラーメン 天華 港山下店 横浜市中区 新山下１－２－８　港山下ナナイロビル　１Ｆ 飲食店

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

ムサジャパン 本店 横浜市中区 新山下１－５－５ ショッピング

codie’s 横浜市中区 新山下１－５－７ 飲食店

e－工房 新山下店 横浜市中区 新山下２－１２－３４　島忠ホ－ムズ新山下店
　１Ｆ ショッピング

Do cafe 横浜市中区 新山下３丁目 １－１０マリンサイド天台１０２ 飲食店

Audidelightcafe 横浜市中区 新港２－３－３　Ａｕｄｉみなとみらい　１Ｆ 飲食店

ノブ ルヴェ デュ ソレイユ 横浜市中区 日ノ出町１－２００　日の出アクサス　１０７ サービス

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

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

Stastny 横浜市中区 日ノ出町１－７６－１　横浜パ－クサイド　２
０１－３ サービス

カフェドゥラプレス 横浜市中区 日本大通１１　横浜情報文化センター　２Ｆ 飲食店

土屋鞄製造所 横浜店 横浜市中区 日本大通１８　ＫＲＣビル　１０１ ショッピング

パタゴニア 横浜・関内 横浜市中区 日本大通１８　ＫＲＣビルディング ショッピング

ハーバーズ ムーン 横浜市中区 日本大通３６　シティータワー横濱　１Ｆ 飲食店

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

マルシェ ディジュール 横浜市中区 日本大通５８ ショッピング

アルテリーベ 横浜本店 横浜市中区 日本大通り１１　横浜情報文化センター１階 飲食店

お可免 横浜市中区 曙町１－１ 飲食店

ホルモン500 横浜市中区 曙町１－１０ 飲食店

牛鍋　荒井屋　本店 横浜市中区 曙町２－１７ 飲食店

牛鍋 荒井屋 横浜市中区 曙町２－１７ 飲食店

おきらく食堂イセザキ店 横浜市中区 曙町３－４０ 飲食店

VAN COUNCIL 伊勢佐木町店 横浜市中区 曙町４－５８－１　Ｙ・ＨＡＲＶＥＳＴ　１Ｆ サービス

太田なわのれん 横浜市中区 末吉町１－１５ 飲食店

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

焼肉友 横浜市中区 末吉町４－８６－４　鶴岡ビル１Ｆ 飲食店

ポンパドウル伊勢佐木町店 横浜市中区 末広町１－１－２　三興ビル 飲食店

海員生協本牧店 横浜市中区 本牧ふ頭３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マツザキ商店 横浜市中区 本牧三之谷２３－１ ショッピング

プラウド ビーピーオーエス 横浜市中区 本牧原１－４　ムラーラ本牧　１Ｆ サービス

hasamu 横浜市中区 本牧原１２－１　ベイタウン本牧５番街　２Ｆ 飲食店

エム．スラッシュ 本牧店 横浜市中区 本牧原９－１ サービス

しゃぶしゃぶどん亭　横浜本牧店 横浜市中区 本牧和田３４－１　ベイサイド本牧工団地１ 飲食店

ムーンカフェ 横浜市中区 本牧宮原２－１０ 飲食店

MOONEYES Area－1 横浜市中区 本牧宮原２－１０ ショッピング

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

喜月堂 間門店 横浜市中区 本牧間門２４－２ 飲食店

はんこ屋さん21 横浜関内店 横浜市中区 本町１－７　東ビル　１Ｆ ショッピング

BuenosKarin 横浜市中区 本町４－４１　Ｄ’グラフォ－ト横浜クル－ジン
グタワ　１Ｆ サービス

驛カフェ 横浜市中区 本町６－５０－１　横浜アイランドタワー　Ｂ
１ 飲食店

海風季ラクシスフロント店 横浜市中区 本町６－５０－１０ 飲食店

marineblue 横浜市中区 本町６－５０－１０　３Ｆ 飲食店

北 横浜市中区 本町６－５２　本町アンバービル地下１北内 飲食店

ヒルママーケットプレイス 本牧店 横浜市中区 本郷町２－５０ ショッピング

Bambino 横浜市中区 本郷町２－５４　及川ビル　１Ｆ 飲食店

レストランドルフィン 横浜市中区 根岸旭台１６－１ 飲食店

チモロ 横浜市中区 根岸旭台２３－３ 飲食店

CAFE de CRIE 桜木町 横浜市中区 桜木町１－１　富士ソフトＡＢＣビル　２Ｆ 飲食店

ペッパーランチ 桜木町店 横浜市中区 桜木町１－１－５３ 飲食店

青龍門　横浜みなとみらい店 横浜市中区 桜木町１－１－６７　クロスゲート　３Ｆ 飲食店

横浜モノリス 横浜市中区 桜木町１－１－７ 飲食店

au Style みなとみらい 横浜市中区 桜木町１－１－７　コレットマーレ　１Ｆ ショッピング

銀だこハイボール 桜木町クロスゲート店 横浜市中区 桜木町１－１０１－１ 飲食店

方舟 桜木町クロスゲート店 横浜市中区 桜木町１－１０１－１　クロスゲート　２Ｆ 飲食店

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

レストラン　スカンディヤ 横浜市中区 海岸通１－１ 飲食店

Rising Sun 横浜市中区 海岸通１－１　ＳＥＣＯＪビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

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

レストラン　サンアロハ 横浜市中区 海岸通１－１　横浜貿易協会ビル　２Ｆ 飲食店

1－1＆The Rooftop 横浜市中区 海岸通１－１　海岸通壱番館　３Ｆ 飲食店

ルサロンドレギュ－ム 横浜市中区 海岸通４－２０－２　ＹＴ馬車道ビル　１Ｆ 飲食店

牛鍋 荒井屋 万國橋店 横浜市中区 海岸通４－２３　相模ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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KITCHENMANE 横浜市中区 海岸通５－２５ 飲食店

HAISHOPCAFE 横浜市中区 海岸通５－２５ 飲食店

バニラビーンズみなとみらい本店 横浜市中区 海岸通５－２５－２　シャレール海岸通　１Ｆ ショッピング

天吉 横浜市中区 港町２－９ 飲食店

別所 京城苑 横浜市中区 港町２－９－７ 飲食店

鳥伊勢　関内店 横浜市中区 港町２ー９ 飲食店

文明堂関内駅前店 横浜市中区 港町３－１３ 飲食店

acrosshairdesign 関内店 横浜市中区 港町４－１６　馬車道徳永ビル　８Ｆ サービス

割烹蒲焼　わかな 横浜市中区 港町５－２０ 飲食店

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

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

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

カームヘアデザイン 横浜市中区 滝之上１３９　パークハイツ　１Ｆ サービス

足の専門店 PEDI CARE 横浜市中区 相生町１－１－２　第一小原ビル　２Ｆ サービス

楽文堂 横浜市中区 相生町１－８ ショッピング

焼肉BEEFMAN横浜関内店 横浜市中区 相生町２－３１　相生町中央ビル　Ｂ１ 飲食店

めし酒場晴耕雨讀 横浜市中区 相生町２－３４　石井ビル　１Ｆ その他

CAMPARI 横浜市中区 相生町２－３８　佐藤相生町ビル　１Ｆ 飲食店

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

知喜多亭　和 横浜市中区 相生町３－５３　グランドパークビル　５Ｆ 飲食店

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

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

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

生香園本館 横浜市中区 相生町５－８０ 飲食店

グリルエス 横浜市中区 相生町５－８９ 飲食店

あぐー家 横浜市中区 相生町５丁目９４　相生町ビル１Ｆ２Ｆ 飲食店

麺処おおぎ 新市役所前店 横浜市中区 相生町６－１１１　レガシー横濱　１Ｆ 飲食店

料理屋真砂茶寮 横浜市中区 真砂町２丁目１６　 飲食店

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

割烹蒲焼八十八石川町店 横浜市中区 石川町１－１０ 飲食店

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

VISION 横浜市中区 石川町１－１７－６　エル元町　１０１ サービス

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

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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広典 横浜市中区 石川町１－２４－２ 飲食店

PIZZERIAQUOVADIS 横浜市中区 石川町１－２５　１Ｆ 飲食店

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

天狗屋養蜂 横浜店 横浜市中区 石川町１－９ ショッピング

MOTOMACHI花こ 横浜市中区 石川町２－６０－１ ショッピング

ル ピピ ダンジュ 横浜市中区 石川町２－６１　中田ビル　１Ｆ ショッピング

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

ポティエコ－ヒ－石川町元町口店 横浜市中区 石川町２－６２－１ 飲食店

FACE石川町 横浜市中区 石川町２－６３－４ サービス

mod’s hair MEN 元町店 横浜市中区 石川町２－７１　元町ＹＡ－Ｏ－ＤＡＩＢＬＧ
　１Ｆ サービス

マリンゴビヨウシツ 横浜市中区 石川町２－７６－２ サービス

横浜　骨付き鶏　まる金 横浜市中区 石川町２丁目６２－３　 飲食店

富寿司 横浜市中区 福富町仲通１－９ 飲食店

焼肉金光 横浜市中区 福富町仲通３８ 飲食店

マンナ食品 横浜市中区 福富町仲通３８　福仲ビル１Ｆ 飲食店

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

焼鳥 里葉亭 横浜市中区 福富町仲通り３－２　井上共同ビル　１Ｆ 飲食店

麻浦カルビ 横浜市中区 福富町東通３８－４　ＫＩＭＧＡビル　１Ｆ 飲食店

鳥伊勢　本店 横浜市中区 福富町東通６－４ 飲食店

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

ヤンさんの台所 横浜市中区 福富町西通４８ 飲食店

家庭料理コマ 横浜市中区 福富町西通５－７　早川ビル　１Ｆ 飲食店

吉祥ダイニング 横浜市中区 福富町西通５３－１ 飲食店

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

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

焼肉レストラン大徳寿 横浜市中区 羽衣町２－５－１５ 飲食店

ZIPILTERZO 横浜市中区 花咲町１－１　大竹ビル　１Ｆ 飲食店

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·M１Ｆ 飲食店

ヤマヤ鮮魚店 横浜市中区 花咲町１－２８－１　コ－ヨ－３８番館ビル　
１Ｆ 飲食店

mon coeur 横浜市中区 花咲町１－３１　グランドガーラ桜木町駅前　
１０１ サービス

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

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

APOLLOcompany 横浜市中区 花咲町１－９ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鳥伊勢　桜木町店 横浜市中区 花咲町１ー４７ 飲食店

三代目うな衛門 横浜市中区 花咲町２－６２－１８ 飲食店

a－o 横浜市中区 花咲町２－６２－２１　鈴木店舗１Ｆ２Ｆ サービス

居酒屋一ノ蔵 横浜市中区 花咲町２－６４ 飲食店

花咲 Butchers Store 横浜市中区 花咲町２－６９－６　末次ビル　１Ｆ 飲食店

キッチンボンノ 横浜市中区 花咲町２－７９　桜木町歯科ビル　１Ｆ 飲食店

CHELUMO桜木町店 横浜市中区 花咲町３－１０１ サービス

lemidi 横浜市中区 花咲町３－８７ 飲食店

鉄板焼 ぼんの 横浜市中区 花咲町３－８７ 飲食店

たん右衛門 横浜市中区 若葉町１－７　第一新井　１Ｆ 飲食店

〆蕎麦 ぼん 横浜市中区 若葉町２－３１－１　ビクトリアメイフェアハ
ウス　１０１ 飲食店

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

REMIA関内 横浜市中区 蓬莱町１－１－６　関内みなみビル　５Ｆ サービス

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

MARUTOKU 横浜市中区 野毛町１－２３ 飲食店

HITSUJI 横浜市中区 野毛町１－２４－５ 飲食店

洋食キムラ野毛店 横浜市中区 野毛町１－３ 飲食店

中華三陽 横浜市中区 野毛町１－３６－２ 飲食店

焼肉治郎丸 横浜市中区 野毛町１－３８ 飲食店

焼鳥若竹 横浜市中区 野毛町１－３８ 飲食店

クックパックツルオカ 横浜市中区 野毛町１－４３－６ 飲食店

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

リカーマウンテン野毛店 横浜市中区 野毛町１－５２　キャッスル野毛中央 ショッピング

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

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

とんかつパリ一 横浜市中区 野毛町２－１０１ 飲食店

オイノス野毛 横浜市中区 野毛町２－５９－２　１Ｆ エンターテイメン
ト

うみとはたけ 横浜市中区 野毛町２－７１－９　モックビル　１Ｆ 飲食店

AFRO TACOS 横浜市中区 野毛町２－７２－２ 飲食店

グレーヌマルシェ 横浜市中区 野毛町２－７４－１ 飲食店

BistroHOBO 横浜市中区 野毛町２－７８　野毛食道楽２０１ 飲食店

野毛ホルモンビル 大夢 横浜市中区 野毛町２－７８－１ 飲食店

魚食彩弥平 横浜市中区 野毛町２－９０　桜木町スカイハイツ　１Ｆ 飲食店

呑CHINA　じん 横浜市中区 野毛町３－１２５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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結 横浜市中区 野毛町３－１２５　１Ｆ 飲食店

3丁目Rigatto 横浜市中区 野毛町３－１４２ 飲食店

たむらワイン店 横浜市中区 長者町２－５－１１　馬場ビル１Ｆ－１０２ ショッピング

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

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

焼肉開 横浜市中区 長者町６－９４ 飲食店

カプセルネットグランカスタマ伊勢佐木町店 横浜市中区 長者町７－１１５　八仙閣ビル　２Ｆ 飲食店

イベロアメリカ－ナ 横浜市中区 長者町７丁目１１４－１　ＡＫセカンドビル１
０１ 飲食店

民俗村 横浜市中区 長者町８－１２４－８　杉山ビル１Ｆ 飲食店

すしや 吉祥 横浜市中区 長者町８－１３２－１０８ 飲食店

APACHE 横浜市中区 長者町８－１３３　第一谷知ビル１Ｆ 飲食店

ふぐ料理 ぼて 横浜店 横浜市中区 長者町８－１３３　芳ビル　１Ｆ 飲食店

翠葉本店 横浜市中区 長者町９－１７０　翠葉ビル　２Ｆ 飲食店

ウエスタングリル 横浜市保土ケ谷区 今井町９１０ 飲食店

ア·ハ·ハ ヘア ワ-クス 横浜市保土ケ谷区 仏向町５８ サービス

東京ガスライフバル 保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区 和田１－４－１ ショッピング

（株）マガキ 保土ヶ谷〔営〕 横浜市保土ケ谷区 和田２－２－１ ショッピング

かつや 横浜和田町 横浜市保土ケ谷区 和田２－６－１ 飲食店

Axis 横浜市保土ケ谷区 天王町１－１１－３ サービス

天王町ホルモン・焼肉ushiwakama 横浜市保土ケ谷区 天王町１－２０－１１ 飲食店

美容室Bes 横浜市保土ケ谷区 天王町１－４－７　ＨＢビル　１Ｆ サービス

hair lounge ohana 横浜市保土ケ谷区 天王町１－８－１　第五瀬戸ビル　１０２ サービス

焼肉くく 横浜市保土ケ谷区 天王町１－９－１３　ワイエヌビル 飲食店

あきない 横浜市保土ケ谷区 天王町２－３５－３ 飲食店

モンテファーレ2 横浜市保土ケ谷区 天王町２－４５－５５ 飲食店

焼肉大石 横浜市保土ケ谷区 天王町２－４６－１１ 飲食店

焼肉どうらく 本店 横浜市保土ケ谷区 天王町２－４７－６　日振ビルＢ１F 飲食店

柳屋 松原店 横浜市保土ケ谷区 宮田町１－２ ショッピング

シューズショップカメヤ 横浜市保土ケ谷区 宮田町１－４－６ ショッピング

京町食品店 横浜市保土ケ谷区 宮田町１－５－４ ショッピング

藤忠ストアー 横浜市保土ケ谷区 岡沢町２－２ ショッピング

オーパスワン 横浜市保土ケ谷区 岩井町３２　柏木ビル　１Ｆ サービス

牛騰 横浜市保土ケ谷区 岩井町４－１９７　細川ビル　Ａ 飲食店

SPA RESORT OHANA 横浜市保土ケ谷区 岩間町１－１０－７　グレースベル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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横濱一品香保土ヶ谷店 横浜市保土ケ谷区 峰岡町１－２０－５ 飲食店

Comphy hair 横浜市保土ケ谷区 星川１－４－１６　フレシ－ル　１Ｆ サービス

焼肉どうらく 星川総本店 横浜市保土ケ谷区 星川２－１－１５ 飲食店

ピコ・セコンド 横浜市保土ケ谷区 星川２－２－１８　ＭＡＴビル　１Ｆ サービス

サン・グレース 横浜市保土ケ谷区 星川２－４－１　星川ＳＦビル サービス

ハングリータイガー　保土ヶ谷本店 横浜市保土ケ谷区 星川３－２３－１３ 飲食店

GentillesseKOMACHI 横浜市保土ケ谷区 神戸町３－７　内田ビル１Ｆ 飲食店

cafe 55 横浜市保土ケ谷区 藤塚町１４－２ 飲食店

嘉衛門 保土ヶ谷店 横浜市保土ケ谷区 釜台町４０－１０ ショッピング

Blue 横浜市南区 中島町４－８５　グランツ弘明寺　２Ｆ サービス

隠れ酒家照や 横浜市南区 井土ヶ谷上町２－８　コ－ポサンライフ井土ヶ
谷第二　Ｂ１Ｆ 飲食店

寿司久 横浜市南区 井土ヶ谷中町１２７－１　ルネ横浜ア－バンテ
ラス　１Ｆ 飲食店

クラップス 弘明寺店 横浜市南区 六ツ川１－５７－５　本岡ビル　２Ｆ サービス

フランス菓子 アンプリュース 横浜市南区 六ツ川２－１－４２ 飲食店

安楽亭　横浜六ッ川店 横浜市南区 六ツ川２－８－９ 飲食店

マインマート 蒔田店 横浜市南区 共進町２－３７ ショッピング

濱うさぎ蒔田南口店 横浜市南区 共進町３－５９ 飲食店

焼肉きんぐ 横浜別所店 横浜市南区 別所２－７－７ 飲食店

横浜君嶋屋 横浜市南区 南吉田町３－３０ ショッピング

やきとり工房南太田店 横浜市南区 南太田１－２５－３ 飲食店

（株）マック 横浜市南区 吉野町２－４－２ ショッピング

NOB HAIR DESIGN 弘明寺店 横浜市南区 大岡２－１－２１　アキヨシビル　１Ｆ サービス

HairLoungeAnphi弘明寺店 横浜市南区 大岡２－１３－６ サービス

りんどう 横浜市南区 大岡２－２－２０ 飲食店

ストア－ズゴ－ゴ－ 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

や台ずし 蒔田町 横浜市南区 宮元町３－６０ 飲食店

横濱屋 横浜市南区 宮元町４－９２ ショッピング

柳屋 弘明寺店 横浜市南区 弘明寺町１２４ ショッピング

柳屋 弘明寺2号店 横浜市南区 弘明寺町１４４ ショッピング

三酉屋 横浜市南区 弘明寺町２６７－３　第２弘明寺ビルＢ１ 飲食店

濱うさぎ弘明寺店 横浜市南区 弘明寺町２７０ 飲食店

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

自遊空間井土ヶ谷店〔サインレス〕 横浜市南区 永田北１－７－９　ドラッグストアクリエイト
横浜永田 飲食店

濱うさぎ井土ケ谷本店 横浜市南区 永田東１－２－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヘアーウィザース 横浜市南区 永田東１－２－１７ サービス

Hair Lounge Anphi 横浜市南区 永田東１－６－３０　朝日井土ケ谷マンション
　１０４ サービス

ふぐ料理 信濃屋 横浜市南区 浦舟町１－１ 飲食店

安楽亭　横浜吉野町店 横浜市南区 睦町１ー３－３ 飲食店

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

TAISEIDO高根店 横浜市南区 高根町１－３ ショッピング

カミュー資生堂美容室 横浜市戸塚区 上倉田町４９８－１４ サービス

安楽亭　東戸塚店 横浜市戸塚区 上柏尾町１９３－１ 飲食店

文明堂本社工場売店 横浜市戸塚区 上矢部町２１２５ 飲食店

メンズ スマイル 横浜市戸塚区 下倉田町１２７ サービス

食彩和牛しげ吉　戸塚店 横浜市戸塚区 下倉田町２０２ 飲食店

アルズ戸塚店 横浜市戸塚区 下倉田町２５０－１ ショッピング

ワークランド横浜原宿店 横浜市戸塚区 原宿３－７－２ ショッピング

戸塚崎陽軒 横浜市戸塚区 原宿４－３７－１ 飲食店

かつや戸塚原宿店 横浜市戸塚区 原宿４－３８－１ 飲食店

一ノ酉戸塚原宿店 横浜市戸塚区 原宿４丁目１－５ 飲食店

中国料理 生味園 横浜市戸塚区 吉田町１１４　第一安東ビル２Ｆ 飲食店

DEAR－LOGUE戸塚　east 横浜市戸塚区 吉田町３００２－１　第七吉本ビル　４Ｆ サービス

DEAR－LOGUE戸塚 横浜市戸塚区 吉田町３００３－２　グランドソレ－ユ　１Ｆ サービス

M．SLASH　東戸塚 横浜市戸塚区 品濃町５１４－１ サービス

Agu．hair　log東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５１４－３　パルミラビル　３Ｆ サービス

よろい寿司東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５１５－１ 飲食店

M．SLASHFIEL 横浜市戸塚区 品濃町５１５－１ サービス

焼肉キングコング 横浜市戸塚区 品濃町５１５－１　ニューシティ東戸塚南の街
２－１０３ 飲食店

とり吉 横浜市戸塚区 品濃町５１５－１　南の街１－１０６ 飲食店

きじま　東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５１６　トラベ２Ｆ 飲食店

Fare　東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５１６－５　パラダイスガーデン６Ｆ サービス

フィオーレ 横浜市戸塚区 品濃町５２１－２　ルミエール２０１ 飲食店

HairMakeDeChoix 横浜市戸塚区 品濃町５２７－１ サービス

carina　東戸塚 横浜市戸塚区 品濃町５３８－１０　岡島ビル３Ｆ サービス

indigo　hair＆beauty 横浜市戸塚区 品濃町５３８－９　恩田ビル２Ｆ サービス

焼肉げんてん 横浜市戸塚区 品濃町５３９－５　東戸駅前ビル６Ｆ 飲食店

across　hair　design東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５３９－６　アーバン東戸塚５０２号 サービス

もんじゃ横丁 東戸塚店 横浜市戸塚区 品濃町５４１－３　オセアンビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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権太郎 横浜市戸塚区 品濃町５４５－２８ 飲食店

bless 横浜市戸塚区 品濃町５５１－６ サービス

フラワーショップゆりの木東戸 店 横浜市戸塚区 品濃町５５１－８　たかみビル１Ｆ ショッピング

リンクス東戸塚店 横浜市戸塚区 川上町８８－１７　マツキビル１Ｆ サービス

美容室リンクスガーデン 横浜市戸塚区 川上町８８－１７　マツキビル２Ｆ サービス

青蓮東戸塚店 横浜市戸塚区 川上町９０－１　アップルビル２Ｆ 飲食店

レイ 横浜市戸塚区 川上町９０－１　アップル東戸塚ビル２Ｆ サービス

手打ち蕎麦藤かけ 横浜市戸塚区 平戸１－１８－１１ 飲食店

vif art　戸塚店 横浜市戸塚区 戸塚町１０８－４　ワイエスビル　１Ｆ サービス

浪漫 by ROOMS 横浜市戸塚区 戸塚町１１２－３ベリ－ズビル１Ｆ サービス

Ancheribyflammeum戸塚店 横浜市戸塚区 戸塚町１２０－１　アイランドコアビル１０１ サービス

ChinaTable花木蘭 横浜市戸塚区 戸塚町１２１－７　オセアンビル１Ｆ 飲食店

居酒屋酔舎 横浜市戸塚区 戸塚町１４５　秀文堂ビル１Ｆ 飲食店

美容室フィックス 横浜市戸塚区 戸塚町１５７－１６　坂間ビル１Ｆ サービス

カットスタジオ・スピリット 横浜市戸塚区 戸塚町１６７－４２ サービス

うお三昧 横浜市戸塚区 戸塚町２０－２　戸塚駅西口ビル２Ｆ 飲食店

きじま　戸塚本陣 横浜市戸塚区 戸塚町３９７０ 飲食店

季節魚料理 梓 横浜市戸塚区 戸塚町４０００ 飲食店

Add．．by KENJE 横浜市戸塚区 戸塚町４１０５　渡辺ビル１Ｆ サービス

鈴花園　戸塚本店 横浜市戸塚区 戸塚町４７５６ ショッピング

大衆焼肉ヒノモト 横浜市戸塚区 戸塚町４７９０ 飲食店

パティスリーT－Berry 横浜市戸塚区 戸塚町４８０８　豊田ビル１Ｆ 飲食店

串揚げ居酒屋維心 横浜市戸塚区 戸塚町５１ 飲食店

炭屋串兵衛戸塚店 横浜市戸塚区 戸塚町５３ 飲食店

Hitotsu 横浜市戸塚区 戸塚町６００３－３　レックヒルズ１Ｆ 飲食店

お好み焼・ふるかわ 横浜市戸塚区 戸町１１２－６ 飲食店

七輪房戸　原宿店 横浜市戸塚区 東俣野町１０２６－１ 飲食店

プロストック横浜戸塚店 横浜市戸塚区 東俣野町９６１－２０ ショッピング

エキスパート戸塚原宿店 横浜市戸塚区 東俣野町９７５－１ ショッピング

アンフィニー（Infini） 横浜市戸塚区 汲沢１－１０－３７　ビアンカネーヴェ１Ｆ サービス

プロカナモノ　マガキ 横浜市戸塚区 汲沢町１０７７－１ ショッピング

フォルクス　戸塚西店 横浜市戸塚区 汲沢町１１７０ 飲食店

ゼスト横浜戸塚店 横浜市戸塚区 汲沢町９２－５ ショッピング

そば膳処　かまくら 横浜市戸塚区 舞岡町３１１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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松月 横浜市戸塚区 鳥が丘１８－１６ 飲食店

あみやき亭 二俣川店 横浜市旭区 さちが丘６－８ 飲食店

高木ミンク横浜店 横浜市旭区 上川井町２７２ ショッピング

一品香若葉台店 横浜市旭区 上川井町５７８－１２ 飲食店

安楽亭　横浜白根店 横浜市旭区 上白根１－１－２６ 飲食店

アクアテラスギフトショップ 横浜市旭区 上白根町１１７５－１　ズーラシアアクアテラ
ス内 ショッピング

オージーヒルギフトショップ 横浜市旭区 上白根町１１７５－１　ズーラシアオージーヒ
ル内 ショッピング

かつや 横浜上白根 横浜市旭区 上白根町７５２－７ 飲食店

やきとり工房 希望ヶ丘本店 横浜市旭区 中希望が丘１０２　ジョイビル１Ｆ 飲食店

かんの酒店 横浜市旭区 中希望が丘２２１－５ ショッピング

Visage三ッ境 横浜市旭区 中希望が丘２４９－２　サトウビル　１Ｆ サービス

SPICEGARDEN 横浜市旭区 中希望が丘９４－４１　中希望ヶ丘ビジネスビ
ル　１Ｆ 飲食店

京城苑二俣川店 横浜市旭区 中沢１－１－１ 飲食店

フレンド二俣川店 横浜市旭区 二俣川１－４３　アルコット二俣川　Ａ２０４ ショッピング

つつい 二俣川店 横浜市旭区 二俣川１－４５ ショッピング

Lupinus二俣川 横浜市旭区 二俣川１－４５　第二尚功ビル　１Ｆ サービス

GROTTA PICCOLA 横浜市旭区 二俣川１－４５－１８　東新ビル　１Ｆ 飲食店

NEXTDREAM 横浜市旭区 二俣川１－４５－２６ ショッピング

蕎麦と酒 碧 横浜市旭区 二俣川１－４５－６６ 飲食店

旬菜旬魚うちだ 横浜市旭区 二俣川１－４５－７１　ボナールビル　１Ｆ 飲食店

JMharme beaute 横浜市旭区 二俣川１－５－１７　カ－ササンライズ　２Ｆ サービス

おいしい馬肉さくら商店二俣川 横浜市旭区 二俣川１丁目４８－２　 ショッピング

TGL横浜西旭 横浜市旭区 二俣川２－３９ ショッピング

メルカートつおか 横浜市旭区 今宿西町２８９ ショッピング

安楽亭　今宿西店 横浜市旭区 今宿西町４３８　ヤマダビル 飲食店

ワークショップナックル南本宿店 横浜市旭区 南本宿町３９－１　 ショッピング

かつや 横浜市沢町 横浜市旭区 市沢町２６２－１３ 飲食店

とり庵 横浜市旭区 東希望が丘１０１－２　山西ビル１Ｆ 飲食店

かつや横浜希望ヶ丘店 横浜市旭区 東希望が丘１４３－３０ 飲食店

カームオブグレース 横浜市旭区 柏町１２７　相鉄南万騎が原駅前ビル第４ビル
１０４ サービス

南万騎が原農産物直売所「ハマッ子」 横浜市旭区 柏町１３１－２ ショッピング

boishairdesigners 横浜市旭区 柏町４７－７　アソルティ南万騎が原　１Ｆ サービス

タイヤガーデン 旭 横浜市旭区 白根１－１７－３３ ショッピング

カ－カ－ジャパン 横浜市旭区 白根町９７５番地４　 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ハングリータイガー　若葉台店 横浜市旭区 若葉台４－３３－１３ 飲食店

アストロプロダクツ 横浜都岡店 横浜市旭区 都岡町４４－６ ショッピング

本味楽横浜都岡店 横浜市旭区 都岡町７－７ 飲食店

南蛮屋 鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－１４－３ ショッピング

スリープショップ丸共鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２０－１６　１Ｆ ショッピング

Neolive caff 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２１－１３　ル・リヴァージュビル
　１Ｆ サービス

Neolive east 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２１－５　遠藤ビル　２Ｆ サービス

京城苑 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－２３－２３ 飲食店

リモーナ 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　２０９区画 ショッピング

パステルアトリエドゥ鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロットつるがみね　
２Ｆ サービス

紅燈籠 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ケ峰 飲食店

BAKERY BASE鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ヶ峰　１Ｆ 飲食店

ハニーズ 鶴ヶ峰店 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ヶ峰　２Ｆ ショッピング

焼肉どうらく鶴ヶ峰 横浜市旭区 鶴ヶ峰２－８２－１　ココロット鶴ヶ峰１Ｆ 飲食店

ハングリータイガー　上郷店 横浜市栄区 上郷町１１８３－１ 飲食店

ドンドンダウンオンウェンズディ横浜上郷店 横浜市栄区 上郷町１７７ ショッピング

焼肉家 横浜市栄区 上郷町５９－１　第二長瀬ビル　１０２ 飲食店

たまや 上郷店 横浜市栄区 上郷町７３０ ショッピング

エキスパート 公田店 横浜市栄区 公田町１６３８－５４ ショッピング

ゆず庵 横浜本郷台店 横浜市栄区 公田町５０６－１ 飲食店

よろい寿司駅前店 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－４－６ 飲食店

海鮮道楽粋活 横浜市栄区 小菅ヶ谷１－４－６ 飲食店

ピエトロバルコーネ本郷台店 横浜市栄区 小菅ヶ谷４－１４－５３ 飲食店

ヘアージャングルテツ 横浜市栄区 桂町２７４－７　エステートミワ１０１ サービス

本郷農産物直売所「ハマッ子」 横浜市栄区 桂町２７９－２４ ショッピング

宗家源吉兆庵 横浜栄店 横浜市栄区 桂町６５９－１ 飲食店

九つ井 横浜市栄区 田谷町１３１９ 飲食店

侘助 横浜市栄区 田谷町１３９６ 飲食店

ヘア・メイク・リンクス大船店 横浜市栄区 笠間１－１－１　ルリエ大船　１１４　Ａ サービス

はんこ屋さん21大船店 横浜市栄区 笠間１－１－１　ルリエ大船１１３Ｂ ショッピング

パレット　イタリアンバ－ル 横浜市栄区 笠間１丁目１－１－１０１Ｂ　 飲食店

マインマート本郷台店 横浜市栄区 笠間５－３４－８ ショッピング

焼肉濱皇 横浜市栄区 長沼町３２６ 飲食店

CHOKICHOKI横浜店 横浜市泉区 上飯田町４７０２－１　ベビーザラス内 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉　里味亭 横浜市泉区 中田南３丁目７－５　 飲食店

美容室 レフュ-ジ 横浜市泉区 中田南５丁目５６－２ サービス

スエヒロ館　戸塚店 横浜市泉区 中田東１－３５－２５ 飲食店

横浜藤よし立場店 横浜市泉区 中田町２７３１ 飲食店

ハマッ子直売所 みなみ店 横浜市泉区 中田西２－１－１ ショッピング

WAVE 横浜市泉区 和泉中央南２－１２－１　長澤ビル　１Ｆ サービス

里のあさじろう 横浜市泉区 和泉町１３７６ ショッピング

クラフトパーク立場店 横浜市泉区 和泉町２８２６－１ ショッピング

バーバーギンザ 横浜市泉区 和泉町３５１１－９　ライフ２０６ サービス

タイヤガーデン 戸 横浜市泉区 岡津町１１－１ ショッピング

宗家源吉兆庵 緑園弥生台店 横浜市泉区 岡津町１５５－１ 飲食店

Le mitron shokupa 横浜市泉区 弥生台２５－７　エクセルコ－ト弥生台　１０
１ ショッピング

ベッカライ ト－ン ガルテン 横浜市泉区 弥生台２６－２　ヴェイルハウス　１０１ 飲食店

ペタル ドゥ サクラ 横浜市泉区 弥生台５－２ 飲食店

焼肉ハウス モーリー 横浜市泉区 弥生台５０－９ 飲食店

羽賀建材有限会社 横浜市泉区 新橋町８６３－１ ショッピング

ベルフラワー緑園本店 横浜市泉区 緑園１－１－１６ ショッピング

ともしび 緑園都市店 横浜市泉区 緑園２－４２ 飲食店

ル・ミトロン緑園都市店 横浜市泉区 緑園３－１－１ ショッピング

RICH STAR 緑園都市店 横浜市泉区 緑園４－１　２２Ｆ　２０４ ショッピング

美容の舘 グレース 横浜市泉区 緑園４－１－６　ジスタスビル　１Ｆ サービス

ブックポート203緑園店 横浜市泉区 緑園４－２－７ ショッピング

TRIP 横浜市泉区 緑園５－２９－１ サービス

ラ・ベルデュール 横浜市泉区 緑園５－２９－２０ 飲食店

東京ガスライフバル 横浜戸 横浜市泉区 領家４－２－８ ショッピング

リンデンバウム 横浜市港北区 下田町４－７－１５ 飲食店

stylish i：z 横浜市港北区 大倉山１－１７－１３　ファミーユ第二前川ビ
ル　１０４ サービス

飲み喰い道楽 男魚魚 横浜市港北区 大倉山１－１８－２６ 飲食店

marina piccola 横浜市港北区 大倉山１－１８－６　大倉山ビル　１Ｆ 飲食店

大倉山青柳 横浜市港北区 大倉山１－２－８ 飲食店

テラコ－ヒ－大倉山店 横浜市港北区 大倉山１－３－２０　アダ－ジョ　１Ｆ 飲食店

b．HairDressers大倉山店 横浜市港北区 大倉山２－７－７ サービス

Another HAIR SALON 横浜市港北区 大倉山３－２－２５　加藤ビル２Ｆ サービス

地産マルシェ 大倉山店 横浜市港北区 大倉山３－２－３４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉食堂こやま 横浜市港北区 大倉山５－３４－２０ 飲食店

焼肉 大倉山 横浜市港北区 大曽根１－１７－２０ 飲食店

美景鮨 横浜市港北区 大曽根１－２８－２８ 飲食店

ケルヒャ－センタ－横浜 横浜市港北区 大豆戸町６３９－３ ショッピング

リサイクルガーデン 新横浜店 横浜市港北区 大豆戸町６５６－１ ショッピング

焼肉パゴダ 横浜市港北区 小机町１５２１－４ 飲食店

パステルデザート新横浜店 横浜市港北区 岸根町６０７－１ 飲食店

スタディ 横浜市港北区 岸根町６１－２ ショッピング

チャイニーズレストラン　オークラ 横浜市港北区 師岡町５１８ 飲食店

YOSHINO SALON 横浜市港北区 新吉田東１－５－３ サービス

酒 横溝 横浜市港北区 新吉田東３－４６－１２ ショッピング

お酒のアトリエ 吉祥 新吉田本店 横浜市港北区 新吉田東５－４７－１６ ショッピング

ポティエコ－ヒ－新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－１２－１　新横浜光伸ビル　１Ｆ 飲食店

MEN’S WISH 横浜市港北区 新横浜２－１２－２０　京浜建物第一ビル　２
Ｆ サービス

久 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　３Ｆ 飲食店

アスリート中華ダイニングYI－CHANG 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　アポロ新横浜第２ビル
２Ｆ 飲食店

Bistro Vin Vin 横浜市港北区 新横浜２－１４－２５　アポロ新横浜第二ビル
　４Ｆ 飲食店

日本料理　きた山　新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－１７－１１　アイシスプラザ　１Ｆ 飲食店

魚鶏屋 新横浜駅前店 横浜市港北区 新横浜２－３－１０　YK-８ビル６Ｆ 飲食店

PAPAS新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－３－３　新横浜ウエストビルＢ１Ｆ 飲食店

東京TEMPLAND 横浜市港北区 新横浜２－４－４ 飲食店

とりいちず新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１７　５Ｆ 飲食店

焼肉おくう GEMS新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１７　ＧＥＭＳ新横浜　９Ｆ 飲食店

Dippalace新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－１７　GEMS新横浜Ｂ１Ｆ 飲食店

サブウェイ 新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－５－２　新横浜ＵＵビル　１Ｆ 飲食店

オイノス新横浜 横浜市港北区 新横浜２－５－７　GEMS新横浜７Ｆ 飲食店

割烹　さくら庵 横浜市港北区 新横浜２－６－１５　ビネスビル 飲食店

CLOVER 横浜市港北区 新横浜２－６－１５　新横浜ビネスビル２Ｆ サービス

芳香園新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－６－１７ 飲食店

Cafe＆Bar Kitty 横浜市港北区 新横浜２－６－１８　デプリマ　８Ｆ 飲食店

鮨　かね久 横浜市港北区 新横浜２－６－１８　食遊館デ・プリマ　６Ｆ 飲食店

エーアイディー 新横浜店 横浜市港北区 新横浜２－７－１９　竹生第二ビル　２Ｆ ショッピング

TGL横浜港北新横浜 横浜市港北区 新横浜２－９－１ ショッピング

すしの大観 横浜市港北区 新横浜３－１６－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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RODA 横浜市港北区 新横浜３－２２－４　新横浜ＧＯＴＯＨビル　
１Ｆ ショッピング

LUZ Culture Shop 横浜市港北区 新横浜３－２２－５　メグロビル　１Ｆ ショッピング

CLOVER 横浜市港北区 新横浜３－６－１　新横浜SRビル２Ｆ サービス

自遊空間新横浜駅前店サインレス 横浜市港北区 新横浜３－６－２　新横浜西武ビル　６Ｆ 飲食店

LittleWishNailLIG 横浜市港北区 新横浜３－７－１９ サービス

横浜焼肉あぎゅう 横浜市港北区 新横浜３－７－７　２Ｆ 飲食店

すし処あおい 横浜市港北区 新横浜３－８－１１　ＫＤＸ新横浜３８１ビル
　１Ｆ 飲食店

華福菜館 横浜市港北区 新横浜３－９－５　新横浜第３東昇ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

ROYAL YOTSUYA 新羽店 横浜市港北区 新羽町１６８７ ショッピング

Cafe du paris 横浜市港北区 日吉２－１－５　坂井ビル　１Ｆ 飲食店

そば香 日吉店 横浜市港北区 日吉２－１－５　尾嶋ビル　１Ｆ 飲食店

鮨折鶴 横浜市港北区 日吉２－５－１５　アベマンション１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21 日吉店 横浜市港北区 日吉２－６－１ ショッピング

Neolive Runon 横浜市港北区 日吉２－６－２１　ボヌールユウ　１Ｆ サービス

慶應義塾 日吉ファカルティラウンジ 横浜市港北区 日吉４－１－１　慶應義塾大学内 飲食店

パームスプリングス 横浜市港北区 日吉５－１５－３３ 飲食店

焼肉 バンバン 横浜市港北区 日吉７－１４－５ 飲食店

ACT JAM 横浜市港北区 日吉本町１－１５－５　ホワイトウェル　１Ｆ サービス

coco mocas 横浜市港北区 日吉本町１－１８－２６　Ｊ－ＨＩＹＯＳＨＩ
　１０１ サービス

LILY 横浜市港北区 日吉本町１－２０－７－Ａ サービス

アジアンビストロDai日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－２０－８　１Ｆ 飲食店

ACT ZIP 横浜市港北区 日吉本町１－２０－９　重田ビル　３Ｆ サービス

美容室ACT 横浜市港北区 日吉本町１－２０－９　重田ビル　４Ｆ サービス

金魚 BETTEI 横浜市港北区 日吉本町１－３－１７　日光ビル　１Ｆ 飲食店

洋食プクプク亭 横浜市港北区 日吉本町１－３－１７　日光ビル　２Ｆ 飲食店

からやま日吉 横浜市港北区 日吉本町１－３－３　力亭ビル　１Ｆ　東 飲食店

colorlover 日吉店 横浜市港北区 日吉本町１－４－１８　平林ビル　Ｂ１Ｆ サービス

あぶりや日吉○ 横浜市港北区 日吉本町１－４－２５ 飲食店

enola 横浜市港北区 日吉本町１－４－２５　楠目ビル３Ｆ サービス

すし屋の芳藤 横浜市港北区 樽町１－１２－２３ 飲食店

レストランオークラ本店 横浜市港北区 樽町１－２２－２４ 飲食店

ワークランド綱島店 横浜市港北区 樽町３－９－４２ ショッピング

とんかつ椿庵 横浜市港北区 箕輪町２－４－３　２Ｆ 飲食店

すし銚子丸日吉店 横浜市港北区 箕輪町２－６３０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉横濱慶州苑菊名店 横浜市港北区 篠原北１－１－２ 飲食店

ZUG UM ZUG 横浜市港北区 篠原北１－１－９　菊名ビル１Ｆ サービス

AUBEHAIRlog 横浜市港北区 篠原北２－１－９　Ｎ－ｈａｒｂｏｒＬａｇｏ
ｏｎ　１Ｆ サービス

Merengue岸根公園店 横浜市港北区 篠原町１１２３ 飲食店

焼肉鐵 横浜市港北区 篠原町１２６８－５ 飲食店

ガッツレンタカー新横浜店 横浜市港北区 篠原町２８１６－３　ホワイトメゾン　Ｂ１ ショッピング

横浜江戸銀 横浜市港北区 篠原町２８６５ 飲食店

UMBERROYCE 横浜市港北区 綱島東１－１－１８　松月鹿島ビル３Ｆ サービス

シエルヘアデザイン 横浜市港北区 綱島東１－７－４ サービス

酉正 横浜市港北区 綱島西１－２－９ 飲食店

LuceTSUNASHIMA 横浜市港北区 綱島西１－４－１３　２Ｆ　２Ｃ サービス

ピッツァ　サルヴァトーレクオモ綱島 横浜市港北区 綱島西１－５－２　アパートメンツ綱島　１Ｆ 飲食店

Bridge by Neolive 横浜市港北区 綱島西１－６－１２　綱島名店会館別館ビル　
１・２Ｆ サービス

もつ焼き ごう 横浜市港北区 綱島西１－８－１７　Ｂ１Ｆ 飲食店

やきとり家すみれ 綱島店 横浜市港北区 綱島西１－９－７　綱島森ビル　１Ｆ 飲食店

銀だこ鉄板道場 綱島店 横浜市港北区 綱島西１－９－９　ダイヤモンドビル　１Ｆ 飲食店

おこのみ鉄板焼竹蔵 横浜市港北区 綱島西１丁目２－５　 飲食店

isshin．綱島店 横浜市港北区 綱島西１丁目９－４　おてもやんビル１階 飲食店

CLAPS綱島店 横浜市港北区 綱島西２－１１－２４　２Ｆ サービス

Run Way’s 横浜市港北区 綱島西２－１１－４　シュロスオータニ綱島 サービス

HairSalonami 横浜市港北区 綱島西２－１７－１８　酒のタケオ第二ビル２
Ｆ サービス

フォルム 綱島店 横浜市港北区 綱島西２－２－２２　パークノヴァ綱島１０２ サービス

華星 横浜市港北区 綱島西２－６－２６ 飲食店

Neolive krea 横浜市港北区 綱島西３－１－１６　ニッセイ綱島ビル　２Ｆ サービス

REGALO 横浜市港北区 綱島西３－２－２４　横溝ビル　１Ｆ サービス

有限会社大黒鮨 横浜市港北区 綱島西３－２１－２５ 飲食店

宗家源吉兆庵 綱島店 横浜市港北区 綱島西５－１９－１５ 飲食店

花いおり 横浜市港北区 綱島西６－５－９ 飲食店

鴨屋 そば香 妙蓮寺本店 横浜市港北区 菊名１－３－８　コ－ポ静河　１Ｆ 飲食店

WINE GARAGE 横浜市港北区 菊名１－４－２　第一橘ビル　１Ｆ ショッピング

肉のキタムラ 横浜市港北区 菊名１－７－１３ ショッピング

がくう 横浜市港北区 菊名１丁目２－６　第５橘ビル１階 飲食店

タコとハイボ－ル妙蓮寺店 横浜市港北区 菊名１丁目７－５　 飲食店

HAIR SALON LAPUTA 横浜市港北区 菊名４－２－５　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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三陸ワイン食堂LEALE 横浜市港北区 菊名６－１－６ 飲食店

aurahairdesign 横浜市港北区 菊名６－１３－５３　コーシンキクナ　１－Ａ サービス

野菜レストランさいとう 横浜市港北区 菊名６－５－１６ 飲食店

うなぎ料理しま村高田本店 横浜市港北区 高田東３－４－１１ 飲食店

Granduca 横浜市港南区 上大岡東１－９－７　コーポ磯　１０１ 飲食店

ヘアーウィザーズDouble 横浜市港南区 上大岡東２－１－３７ サービス

tone．hair＆make 横浜市港南区 上大岡西　２－４－８　ＡＢＣビル１Ｆ サービス

モッズ・ヘア 上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１１－７　第十オーヴァルビル　
６Ｆ サービス

大衆肉バルKamiichi 横浜市港南区 上大岡西１－１５－１　ｃａｍｉｏ　２Ｆ 飲食店

emue 横浜市港南区 上大岡西１－１７－２２ サービス

あぶり屋上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１７－２４　第３ミツワビル２Ｆ 飲食店

ハニーズ 上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－３　ミオカリスト館　４Ｆ ショッピング

餃子総本舗ミオカ店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－３　ミオカリスト館　６Ｆ 飲食店

ダッシングディバ上大岡ミオカ店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－５ サービス

プルミエール上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－５ ショッピング

横濱一品香上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－１８－５　ミオカ６Ｆ 飲食店

アイシェルジュ上大岡2号店 横浜市港南区 上大岡西１－１９－４－４０２ サービス

炭火焼鳥一鳥上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１－４－１４ 飲食店

和牛男〜cowboy〜上大岡店 横浜市港南区 上大岡西１丁目１４－１０　中山ビル２階和牛
男 飲食店

砂場 横浜市港南区 上大岡西１丁目１５－１　カミオ１Ｆ 飲食店

砂場 横浜市港南区 上大岡西１丁目１５－１　カミオビル１Ｆ 飲食店

はしごや 楽 上大岡店 横浜市港南区 上大岡西２－１－２３　３Ｆ 飲食店

JUDE 横浜市港南区 上大岡西２－１０－３３ サービス

ゼクトサウス 横浜市港南区 上大岡西２－２－３　荻野ビル１Ｆ サービス

Belle 横浜市港南区 上大岡西２－２－３　荻野ビル２０４ サービス

macaron 横浜市港南区 上大岡西２－４－１２ サービス

ジャストヘア サンク店 横浜市港南区 上大岡西２－４－１４　１Ｆ サービス

Luxe 横浜市港南区 上大岡西２－７－６　ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ上大岡１０２ サービス

TESOROSDELMAR 横浜市港南区 上大岡西３－７－２５　かずえ店舗　１０２ 飲食店

あぶり屋上永谷店 横浜市港南区 上永谷２－１１－１　いずみプラザ１２１ 飲食店

八重州ブックC イトーヨーカドー上永谷店 横浜市港南区 丸山台１－１２　イトーヨーカドー上永谷店　
３Ｆ ショッピング

レイズガーデン 横浜市港南区 丸山台１－２－１　京急シティ上永谷Ｌウィン
グ２Ｆ サービス

美容室リプル 横浜市港南区 丸山台１丁目１１－１５　キンショ－ビル２Ｆ サービス

東京ガスライフバル 横浜南 横浜市港南区 丸山台２－１２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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OWLhair 横浜市港南区 丸山台２－１２－１６ サービス

TERADAYA 横浜市港南区 丸山台２－１２－１８ 飲食店

クラップス 上永谷店 横浜市港南区 丸山台２－１８－４　斉藤ビル　１Ｆ サービス

OWL HANARE 横浜市港南区 丸山台３－１－６ サービス

焼肉とんがらし玉 横浜市港南区 大久保１－１４－１１　エルシャルム上大岡　
２Ｆ 飲食店

FORESTARIA 横浜市港南区 大久保１－２０－５６ 飲食店

かつや横浜日野店 横浜市港南区 日野７－１－１１ 飲食店

菊好金物店 横浜市港南区 日野９－５－３ ショッピング

ハングリータイガー日野店 横浜市港南区 日野中央１－１９－８ 飲食店

（株）マック 横浜市港南区 日野中央２－３－１０ ショッピング

フォルクス　港南台店 横浜市港南区 日野南１－１－３１ 飲食店

焼肉レストラン港南台関内苑 横浜市港南区 日野南１－６－１７　ユウキチ５ビル　２０１ 飲食店

買蔵工具専門館 横浜市港南区 日野南２－２０－３６ ショッピング

鮨　渥美 横浜市港南区 日野南６－２９－７　メゾンつつじヶ丘　１０
２ 飲食店

hitoHito 横浜市港南区 最戸２－２１－１０　ＭＯＥビル　２Ｆ サービス

佐藤商店 横浜市港南区 東永谷１－３４－１６ ショッピング

小林酒店 横浜市港南区 港南５－１９－１４ ショッピング

鮨　大 横浜市港南区 港南中央通８－１　桜道ビル　１０５ 飲食店

FACE。港南台 横浜市港南区 港南台３－１－１　プチール港南台　２Ｆ サービス

グラスハープ 横浜市港南区 港南台３－１６－８ ショッピング

casa　do　anjo 横浜市港南区 港南台３丁目１６－８　シ－ズンプレイスＣ ショッピング

the Frei 横浜市港南区 港南台４－１７－１　立川ビル港南台パレス５
Ｆ サービス

ブックスキタミ 港南台店 横浜市港南区 港南台４－１７－２２ ショッピング

GRAPEVINES 港南台 横浜市港南区 港南台４－２１－１ サービス

キングダム港南台店 横浜市港南区 港南台４－３－２ サービス

たまや 港南台店 横浜市港南区 港南台６－１２－５ ショッピング

九州焼肉たらふく 横浜市港南区 港南台６－２２－３２ 飲食店

焼肉 とんがらし 横浜市港南区 笹下１－２－１７　ヒロビル　１Ｆ 飲食店

パティスリーストラスブールノバ 横浜市港南区 野庭町１２６２－１ ショッピング

Lotus Hair Design 横浜市瀬谷区 三ツ境１０－３　城田ビル２Ｆ サービス

アシカ 横浜市瀬谷区 三ツ境１０－５ ショッピング

ゆず庵 三ッ境店 横浜市瀬谷区 二ツ橋町５４４－３ 飲食店

イシカワエンジニアリング 横浜市瀬谷区 卸本町２１６２－１０ ショッピング

瀬谷農産物直売所「ハマッ子」 横浜市瀬谷区 本郷２－３２－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ボディショップ ヤマモト 横浜市瀬谷区 橋戸１－２１－１５ ショッピング

かつ泉瀬谷店 横浜市瀬谷区 橋戸２－１０－１６ 飲食店

麺場田所商店瀬谷店 横浜市瀬谷区 橋戸２－３８－４ 飲食店

タイヤ館 瀬谷 横浜市瀬谷区 瀬谷１－２３－１ ショッピング

海鮮食堂なぎ 瀬谷店 横浜市瀬谷区 瀬谷４－２４－１　１Ｆ 飲食店

ヘアーガーデン チャムス 横浜市瀬谷区 瀬谷５－２－１　コスモプラザ２０１ サービス

焼肉 西の屋 横浜市瀬谷区 目黒町１８－４ 飲食店

タイヤフィッター 横浜町田店 横浜市瀬谷区 目黒町７－２５ ショッピング

彩刻庵 横浜市瀬谷区 相沢１丁目１５－９メゾンワンＢ 飲食店

三福屋 横浜市瀬谷区 相沢７－４８－６ ショッピング

レストラン シン 横浜市磯子区 丸山２－２０－１０　コーラル磯子　１Ｆ 飲食店

コルティヴァ－レ製造販売所 横浜市磯子区 久木町２０－５　浜マ－ケット内 ショッピング

焼肉 若 横浜市磯子区 新杉田町３－５　ライオンズマンション　１Ｆ 飲食店

グリルアラベル新杉田分店 横浜市磯子区 新杉田町３－５　ライオンズマンション新杉田
　１０４ 飲食店

住吉書房新杉田店 横浜市磯子区 杉田１－１－１ ショッピング

柳屋 杉田店 横浜市磯子区 杉田１－１０－７ ショッピング

居酒屋 かもん 杉田店 横浜市磯子区 杉田１－１３－１　野村ビル　１〜２Ｆ 飲食店

coyoli 横浜市磯子区 杉田１－１５－９ サービス

ジーパンのトップ 横浜市磯子区 杉田１－１７－１　プララ杉田２Ｆ ショッピング

クラップス 杉田店 横浜市磯子区 杉田１－２３－８　クレールトワ　１Ｆ サービス

iivy 横浜市磯子区 杉田１－９－２９ サービス

MERROW 横浜市磯子区 杉田３－９－１２　バンホーフ１Ｆ サービス

ホルモン倶楽部 新杉田店 横浜市磯子区 杉田４－１－５ 飲食店

やきとり工房新杉田店 横浜市磯子区 杉田４－１－８ 飲食店

海鮮寿司 磯っこ 横浜市磯子区 杉田４－２－１７ 飲食店

ASIANDININGLOTUS 横浜市磯子区 東町１５－３２　モンビル横浜根岸 飲食店

FACE。磯子 横浜市磯子区 森１－１２－３　ウッディベル四番館　２Ｆ サービス

うなぎ天ぷら奴 横浜市磯子区 森３－３－１７ 飲食店

美容室ビ－プラス 洋光台店 横浜市磯子区 洋光台３－１－１　ショップ２７　１Ｆ サービス

millow　kitchen 横浜市磯子区 洋光台３丁目１３－５　中央団地１１２号 飲食店

カーテン・ファクトリー 洋光台店 横浜市磯子区 洋光台６－３１－４０　洋光台ビル　１Ｆ ショッピング

安楽亭　横浜洋光台店 横浜市磯子区 洋光台６－３３－７ 飲食店

メルカートいそご 横浜市磯子区 田中２－４－８ ショッピング

ZioN磯子店 横浜市磯子区 磯子３－１２－１２　磯子プリンスハイツ　１
Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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LAWRENCE viv 横浜市磯子区 磯子３－１３　Ｋ棟　１Ｆ サービス

鮨処なかの 横浜市磯子区 磯子３－４－２９ 飲食店

みんなの焼肉根岸店 横浜市磯子区 西町１２－２２　横浜根岸ダイヤモンドマン
ション　１Ｆ 飲食店

ローレンス 美容院 横浜市磯子区 西町１３－２１　根岸駅前第二ビル　１０２ サービス

ペンギンカメラ 横浜市神奈川区 七島町１２７ ショッピング

熱烈カルビ三ツ沢上町店 横浜市神奈川区 三ツ沢上町４－１１ 飲食店

YOSAPARK 東神奈川 横浜市神奈川区 二ツ谷町２－１　アベニュ－横濱５０１ サービス

焼肉東天閣 子安店 横浜市神奈川区 入江１－３０－２５ 飲食店

まんぷく亭 横浜市神奈川区 入江２－７－２８ 飲食店

とんかつど－んとこい1 横浜市神奈川区 六角橋１－１１－１９ 飲食店

nautilushair 横浜市神奈川区 六角橋１－１１－３　ＩＺＭ豊栄　１Ｆ サービス

ラ コワフェル ド エクセル 白楽店 横浜市神奈川区 六角橋１－１４－１５　ロイヤル白楽　１Ｆ サービス

ダディーズコレクション 横浜市神奈川区 六角橋１－１９－５ ショッピング

AtelierJDPARIS白楽店 横浜市神奈川区 六角橋１－２－８　クリオ白楽壱番館　１Ｆ サービス

遊膳 菜 横浜市神奈川区 六角橋２－１４－９　ＫＥＩコ－ポ白楽　１Ｆ 飲食店

Hair make party 横浜市神奈川区 六角橋２－２－１１ サービス

炭火焼肉 ぎゅうぎゅう 横浜市神奈川区 反町１－５－１４　クリスタルパレス反町１Ｆ 飲食店

美粧ほそやby fabric 横浜市神奈川区 反町１－５－１６ サービス

ワークショップナックル 横浜店 横浜市神奈川区 反町２－１６－１ ショッピング

Luan 横浜市神奈川区 台町１－１０　ルグラン台町　６０１ サービス

田中家 横浜市神奈川区 台町１１－１ 飲食店

merci 横浜市神奈川区 台町７－１１　ロンタンハウス　２Ｆ サービス

N－mode 〔ネイルサロン＆スクール〕 横浜市神奈川区 大口通１３４－１１　奥村ビル　１０２ サービス

横浜マンジャーレ 横浜市神奈川区 大野町１－４ 飲食店

横浜ディスプレイミュージアム 横浜市神奈川区 大野町１－８　アルテ横浜 ショッピング

弥平 横浜市神奈川区 子安通３－３０１ 飲食店

さがみや 横浜市神奈川区 山内町１ー１　ヨコハマチユウオウオロシウリ
イチバナイ 飲食店

福田屋人形店 横浜店 横浜市神奈川区 広台太田町４－３ ショッピング

味道苑 横浜市神奈川区 新子安１－２５－１９ 飲食店

本格焼肉牛王 横浜市神奈川区 新町２－２ 飲食店

焼肉東海苑 横浜市神奈川区 松本町１－２－４ 飲食店

反町かとう 横浜市神奈川区 松本町２－１３－２ 飲食店

八兵衛 横浜市神奈川区 松本町２－１４－５ 飲食店

活魚料理てんぐ 横浜市神奈川区 松本町５－３６－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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島田橋 やぶ 横浜市神奈川区 松本町６－４５－２ 飲食店

プロピア横浜 横浜市神奈川区 栄町１－１　KDX横浜１Ｆ ショッピング

ヘアーズ ビースリー ポートサイド 横浜市神奈川区 栄町１０－３５　ザ・ヨコハマタワーズ・Ｗ－
１０４ サービス

LOUIE 横浜市神奈川区 栄町１０－３５　ポートサイドダイヤビル１０
４ サービス

FIRST 横浜店 横浜市神奈川区 栄町２－８　横浜藤ビル５Ｆ サービス

カーテン・ファクトリー 横浜店 横浜市神奈川区 栄町３－１２　パシフィックマークス横浜イー
スト　１Ｆ ショッピング

ビースリーロア ヘア＆ネイル 横浜駅店 横浜市神奈川区 栄町６－１ヨ　コハマポートサイドロア参番館
１０４ サービス

サカタのタネ ガーデンセンター横浜 横浜市神奈川区 桐畑２－１ ショッピング

おか田 横浜市神奈川区 沢渡２－４　ｙｓビル　２Ｆ 飲食店

Maru’stableビストロ 横浜市神奈川区 泉町１４－３　ｗｉｎｇ横浜１Ｆ 飲食店

鮨つちや 横浜市神奈川区 泉町１７－３　ロワール横浜１０１ 飲食店

増田屋 横浜市神奈川区 片倉２－３７－７ 飲食店

ワークランド三ッ沢店 横浜市神奈川区 片倉２－６７－２　コンフォート片倉　１０１ ショッピング

タイヤガーデン 三ツ沢 横浜市神奈川区 片倉２－６８－１１ ショッピング

Patisserie cafe Sora 横浜市神奈川区 白幡町２－１７　ブルク白幡１Ｆ 飲食店

Fraya 横浜市神奈川区 白楽１００　双葉ビル　３Ｆ サービス

eimeku エイメク 横浜市神奈川区 白楽１００－１１　のれん会第二ビル　１０５ ショッピング

エウレカ白楽店アイノア 横浜市神奈川区 白楽１００－２５　ヴァンベ－ル白楽２Ｆ サービス

あらきや 横浜市神奈川区 神之木台２７－８ ショッピング

フランクプロボー横浜店 横浜市神奈川区 神之木町１－３２　ＢｅａｎｓＡｎｎｅｘ大口
　２Ｆ サービス

メルカートかながわ 横浜市神奈川区 神大寺２－１９－１５ ショッピング

INA CASA 横浜市神奈川区 神奈川２－１－１ 飲食店

焼肉ヨンドン 横浜市神奈川区 神奈川２－１１－１８　渡辺ビル１Ｆ 飲食店

Asano 横浜市神奈川区 西寺尾３－２１－６ ショッピング

居酒屋 木曽 横浜市神奈川区 西神奈川１－６ 飲食店

Hair＆Make SLOOP 横浜市神奈川区 西神奈川１－８－１４－１０３ サービス

Salon de Lynn 横浜市神奈川区 西神奈川１丁目 １０－５コスモ東神奈川駅前７
０１号室 サービス

やきとり工房東白楽店 横浜市神奈川区 西神奈川２－１－１ 飲食店

旬菜はせ茂 横浜市神奈川区 西神奈川２－６－３　ハイアール富田１Ｆ 飲食店

Lecote 横浜市神奈川区 西神奈川３－１７－３ サービス

Rivoluzione 横浜市神奈川区 西神奈川３－２－１６ 飲食店

末廣園 横浜市神奈川区 西神奈川３－９－１ 飲食店

リビングハウス 横浜ベイクオーター 横浜市神奈川区 金港町１－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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NOCE 横浜駅前店 横浜市神奈川区 金港町１－４　横浜イーストスクエア　１Ｆ ショッピング

ジンジャーズビーチ 横浜市神奈川区 金港町３－１　コンカード横浜　１Ｆ 飲食店

ビストロ ボンノ 横浜店 横浜市神奈川区 金港町６－１３　エムズ横浜２　１Ｆ 飲食店

ジェノスグループ株式会社 横浜支店 横浜市神奈川区 金港町６－３　横浜金港町ビル　４Ｆ ショッピング

虎幻庭横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１　デリス横浜ビル３Ｆ 飲食店

CROCIFISSO 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１　デリス横浜ビル７Ｆ 飲食店

クラシック 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１８　YSビルＢ１Ｆ 飲食店

湘南野菜と魚Gita弥平 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－１９　マルコシビル　１Ｆ 飲食店

sia yokohama 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－３４　２Ｆ サービス

万代 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－５　ＹＴビル　２Ｆ エンターテイメン
ト

青木鮮魚店 鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町１－７－７－１Ｆ 飲食店

カンブーザ 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１１－２ 飲食店

ホルモン専門店 烈 鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１２－３ 飲食店

CONA横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１２－３　第三平楽ビル１Ｆ 飲食店

旬菜や　くらち 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－２ 飲食店

焼肉ちからや 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－３　渡辺ビル　４Ｆ 飲食店

すし魚游横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１３－３　渡辺ビル１Ｆ 飲食店

グリルドエイジング・ビーフ横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５　ＣＲＡＮＥＹＯＫＯＨＡＭＡ
　６Ｆ 飲食店

京華樓 鶴屋町CRANE店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５　ＣＲＡＮＥＹＯＫＯＨＡＭＡ
ビル　３Ｆ 飲食店

小肥羊横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５　ＣＲＡＮＥＹＯＫＯＨＡＭＡ
ビル　６Ｆ 飲食店

じゅ－しゐ 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５　横浜西口エフテム白十字ビル
　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭屋串兵衛横浜西口店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１５－２５　鈴木ビル　１〜３Ｆ 飲食店

Wyokohama 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－４　エフテムビルNo.1　４Ｆ 飲食店

ラーメン暖暮 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１６－４　エフテムビルＮＯ１．　
１Ｆ 飲食店

バイオリン横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１７－１　相鉄・岩崎学園ビル　２
Ｆ ショッピング

サンミーゴネイル横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１７－１　相鉄岩崎学園ビル４Ｆ サービス

鮨処縁 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－１　藤ビル　１Ｆ 飲食店

魚寅食堂 鶴屋町店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－１４　神谷ビル１Ｆ 飲食店

クオーレフォルテ横浜本店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－２　井上ビル　１Ｆ ショッピング

焼肉AJITO 横浜市神奈川区 鶴屋町２－１９－６　ガレリア横浜　２Ｆ 飲食店

zerohairsalon 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２０－１　ＹＴＵビル　１Ｆ サービス

ヘアーズビースリー 西口店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－３ サービス

噐色 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－４　第７浅川ビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ARSGARAGE 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－４　第七浅川ビル サービス

和牛Lab 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２３－８　５Ｆ 飲食店

魚と酒はなたれ横浜店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２３－８　フロンティア横浜鶴屋町
ビル　３Ｆ 飲食店

酒・肴・やきとりゆう 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２４－１　谷川ビル　Ｂ１ 飲食店

あっとめいし 横浜本店 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２６－２　第四安田ビル　１Ｆ ショッピング

鉄板焼き牛鳴 横浜市神奈川区 鶴屋町２－９－１０　曙ビル　１Ｆ 飲食店

AmrapaliTuruyacho 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３４－５ 飲食店

SerA by U－REALM 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３５－１１　西東ビル　１Ｆ サービス

トラットリアダテレーサ 横浜市緑区 中山４－２６－１９ 飲食店

タラ－ト 横浜市緑区 十日市場町８１７－２　フォ－ラム８８－　１
０２ 飲食店

TDM 1874 Brewery 横浜市緑区 十日市場町８３５－１ ショッピング

美容室Pooo！ 横浜市緑区 十日市場町８８１－４ サービス

R 横浜市緑区 台村町３０９－１－０１０ 飲食店

居酒屋さざん中山駅前店 横浜市緑区 台村町３２４　平野ビル２Ｆ 飲食店

Bianca 長津田店 横浜市緑区 長津田３－１－１　長津田３丁目鈴木ビル　３
Ｆ サービス

SOLAIA 横浜市緑区 長津田４－３－２　HTMビル２Ｆ 飲食店

臥龍 横浜市緑区 長津田４－５－１ 飲食店

かつや横浜長津田店 横浜市緑区 長津田６－２１－１ 飲食店

からやま横浜長津田店 横浜市緑区 長津田６－４－３９ 飲食店

とんでん 長津田みなみ台店 横浜市緑区 長津田みなみ台５－２４－５ 飲食店

CARVE Z 横浜市緑区 長津田みなみ台５－７－５　１Ｆ サービス

安楽亭　霧が丘店 横浜市緑区 霧が丘２－９－８ 飲食店

打越屋竹井商店 横浜市緑区 鴨居１－９－１８ ショッピング

炭火屋岳人 横浜市緑区 鴨居２丁目１７－１８　 飲食店

居酒屋萬丸 横浜市緑区 鴨居４－３－１５　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ１０１ 飲食店

エビス鴨居総本店 横浜市緑区 鴨居４丁目１－９　 飲食店

ダンゼロ 横浜市西区 みなとみらい１丁目１－１　パシフィコ横浜展
示ホール２Ｆ 飲食店

トゥミ 横浜ランドマークプラザ 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　ランドマークプラザ
　３Ｆ ショッピング

やまと 横浜ランドマーク店 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　ランドマークプラザ
５階 飲食店

スカイカフェ 横浜市西区 みなとみらい２－２－１　横浜ランドマークタ
ワー６　９Ｆ 飲食店

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

サブウェイ クイーンズスクエア横浜店 横浜市西区 みなとみらい２－３－８　みなとみらい東急ス
クエア 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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The Blue Bell 横浜市西区 みなとみらい３－２－１　２Ｆ 飲食店

AJITOHAIR＆RELAXATION 横浜市西区 みなとみらい３－３－１　三菱重工横浜ビル１
０　１－Ｂ サービス

ウマミバーガー みなとみらい店 横浜市西区 みなとみらい３－６－１　ＭＭＣｒｕｉｓｅ 飲食店

牡蠣と魚 海宝 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

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

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

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

NYC 横浜市西区 みなとみらい４－４－２　横浜ブル－アベニュ
　１Ｆ 飲食店

neizy 横浜市西区 みなとみらい４－４－３　ＭＹＭビル　３Ｆ サービス

焼肉・ホルモン座ちからや 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

レオーネ　マルチアーノ 横浜市西区 みなとみらい４－６－２　グランドセントラル
タワー　１Ｆ 飲食店

mmTHAI 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

天ぷらふく西 禅と匠 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　２０１ 飲食店

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

ヘアアンドネイルキ－アンティ 横浜市西区 みなとみらい４－６－５　リーフみなとみらい
　３０１ サービス

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

アンパンマンテラス横浜 横浜市西区 みなとみらい６－２　横浜アンパンマンこども
ミュージアム ショッピング

もりのほんやさん 横浜店 横浜市西区 みなとみらい６－２－９　横浜アンパンマンこ
どもミュージアム ショッピング

ジャムおじさんのパン工場 横浜店 横浜市西区 みなとみらい６－２－９　横浜アンパンマンこ
どもミュージアム 飲食店

BEPO 横浜市西区 中央１－３０－６　ブリーズ戸部　１Ｆ サービス

焼肉201 横浜市西区 中央２－３６－４ 飲食店

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

HEADLINE 横浜市西区 久保町１７－１ サービス

ムサシヤ1 横浜市西区 久保町２０－１０ ショッピング

TGL横浜中央 横浜市西区 伊勢町３－１４８ ショッピング

知喜多　横浜西口店 横浜市西区 北幸１－１－２　共益横浜西口ビル地下 飲食店

自然や西口店 横浜市西区 北幸１－１－８　エキニアＢ１Ｆ 飲食店

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 サービス

DanjoBi横浜西口店 横浜市西区 北幸１－１－８　エキニア横浜　７Ｆ サービス

ワヤンリゾートスパ横浜店 横浜市西区 北幸１－１－８　エキニア横浜ビル　５Ｆ サービス

アトリエ雅子 横浜西店 横浜市西区 北幸１－１１－３　キャメロットジャパン　３
Ｆ サービス

AUBEhairdiana横浜店 横浜市西区 北幸１－２－１０　アスカ２ビル　４Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

自遊空間横浜西口店サインレス 横浜市西区 北幸１－８－２　犬山西口ビル　５Ｆ 飲食店

自遊空間横浜西口2号店 横浜市西区 北幸１－８－６　三栄ビル　４Ｆ 飲食店

チーズカフェ 横浜市西区 北幸２－１－１０ 飲食店

プラスエイト横浜店 横浜市西区 北幸２－１－２２　ナガオカビル　３Ｆ－Ｃ１ サービス

横浜ミルバ 横浜市西区 北幸２－１－２２　ナガオカビル　４Ｆ ショッピング

鉄板焼一如 横浜市西区 北幸２－１２－２６　フェリーチェ横浜　１Ｆ 飲食店

シェフルール横濱 横浜市西区 北幸２－１２－２６　フェリーチェ横浜　１Ｆ
　Ｓー３ 飲食店

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

オ　プレチュネッラ 横浜市西区 北幸２－１３－１ 飲食店

ネイル＆アイフル－ル横浜 横浜市西区 北幸２－１３－１　北原不動産ビル　４Ｆ サービス

OORDER1 横浜市西区 北幸２－１３－５　ぐうはうすＡ１０２ サービス

横浜野田岩 横浜市西区 北幸２－１３－９ 飲食店

ラヴィエール 横浜市西区 北幸２－２－１　ハマボールイアス　３Ｆ サービス

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

Aguhairpearl横浜 横浜市西区 北幸２－４－１０　大明ビル　７Ｆ サービス

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

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

ホルモン専門店烈 横浜市西区 北幸２－５－２ 飲食店

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

MalkovichConnection 横浜市西区 北幸２－６－２、３　ＧＥＭＳ横浜 飲食店

九つ井　横浜店 横浜市西区 北幸２－６－２６ 飲食店

カステリーナ横浜 横浜市西区 北幸２－６－５　ＧＥＭＳ横浜　４Ｆ 飲食店

博多極もつ鍋水炊き 横浜市西区 北幸２－６－５　ＧＥＭＳ横浜　６Ｆ 飲食店

和互 横浜市西区 北幸２－７－１０　高見澤ビルディング　１Ｆ 飲食店

THEROYALCAFE＆SHOPYOK 横浜市西区 南幸１－１－１　みなとみらい線・東急東横線
横浜駅　Ｂ２Ｆ 飲食店

魚寅食堂 横浜市西区 南幸１－１０－１７　須賀ビル１・２Ｆ 飲食店

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

CoL by KENJE 横浜市西区 南幸１－１２－６　ハマゼンビル　３Ｆ サービス

横浜肉寿司 横浜市西区 南幸１－１３－１５　第一ニューヨコハマビル
　１Ｆ 飲食店

唯一無二 横浜市西区 南幸１－２－１　横浜銀長ビル５Ｆ 飲食店

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

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

伸 寿し 横浜市西区 南幸１－２－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

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

ベリテ／0030横浜店 横浜市西区 南幸１－４　横浜西口ザ．ダイヤモンド　Ｂ１ ショッピング

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

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

キッチン　カリオカ 横浜市西区 南幸１－５－２４　ジヨイナスナイ 飲食店

網元伊豆 横浜市西区 南幸１－９－２ 飲食店

テラス／バンビーナ　ヨコハマ 横浜市西区 南幸１－９－７　ウェストＤＫビル　２Ｆ 飲食店

居酒屋さがみ 横浜市西区 南幸１丁目５－２９　 飲食店

和風居酒屋都 横浜市西区 南幸２－１０－１８　東海屋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

相席屋 横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１１－１　エムエスビルＢ１　１Ｆ 飲食店

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

HAUS．＋KENJE 横浜市西区 南幸２－１２－１３ サービス

CARDBOX横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１２－５　城勘ビル　２Ｆ ショッピング

俺の部屋 横浜市西区 南幸２－１４－３　海東ビル２〜５Ｆ 飲食店

Neolive aim 横浜市西区 南幸２－１４－５　広枝ビル１・　２・３Ｆ サービス

KENJE 横浜 横浜市西区 南幸２－１４－５　権田ビル　２・３Ｆ サービス

Neolive Quattro 横浜市西区 南幸２－１４－６　南幸ＮＹビル　２Ｆ サービス

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

全品300円居酒屋金の蔵Jr．横浜相鉄口 横浜市西区 南幸２－１５－１　淺川ビル　５Ｆ 飲食店

Libertydoll 横浜市西区 南幸２－１５－１３　横浜ビブレ　３Ｆ ショッピング

すしざんまい　横浜西口店 横浜市西区 南幸２－１５－４　恩田ビル　１Ｆ 飲食店

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

焼肉カルビランド 横浜市西区 南幸２－１６－１１　二幸ビル　３Ｆ 飲食店

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

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

ゲーマーズ 横浜店 横浜市西区 南幸２－１６－２０ ショッピング

AUBEhairkanon横浜店 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル　２Ｆ サービス

LANYbyACE 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル　７Ｆ サービス

Alea 横浜市西区 南幸２－１６－２２　金属ビル８Ｆ サービス

イシバシガッキ ヨコハマテン 横浜市西区 南幸２－１７－１ ショッピング

hairLORAN yokohama 横浜市西区 南幸２－１７－６　ダイイチビル８Ｆ サービス

ホビーランド ぽち 横浜店 横浜市西区 南幸２－１７－７　ヴェルディ横浜　１Ｆ ショッピング

cheri 横浜市西区 南幸２－１７－８　横浜トラストビル　８Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

LUMIAeyelashferie 横浜市西区 南幸２－１８－７　横浜ノアスビル　４Ｆ サービス

AMANE 横浜市西区 南幸２－１９－２　第二土屋ビル　５Ｆ サービス

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

REGALO 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル２Ｆ サービス

islandLASH 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル３Ｆ サービス

ShellNAIL 横浜市西区 南幸２－２０－２　共栄ビル３Ｆ サービス

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

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

Mondatta 横浜市西区 南幸２－５－４　ＭＳ２５４ビル　１Ｆ 飲食店

Mid．Ru 横浜市西区 南幸２－５－４　ＭＳ２５４ビル　７Ｆ 飲食店

焼肉どうらく別邸 横浜市西区 南幸２－５－４　MS２５４ビル２Ｆ 飲食店

焼肉どうらく 横浜店 横浜市西区 南幸２－６ 飲食店

本格炭火焼き鳥だるま 横浜市西区 南幸２－６－１　山田ビル　４Ｆ 飲食店

PLAYERS 横浜市西区 南幸２－６－１　山田ビル３Ｆ 飲食店

ホルモン・焼肉座ちからや 横浜市西区 南幸２－６－１１ 飲食店

linetteyokohamabylit 横浜市西区 南幸２－６－６　ｉビルディング　５Ｆ サービス

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

fish 横浜市西区 南幸２－８－２　原ビル１Ｆ サービス

PiNo C－LOOP UNITED 横浜市西区 南幸２－８－２０　ＳＦビルディング　６Ｆ サービス

魚参 横浜市西区 南幸２－８－２１　板橋ビル２Ｆ 飲食店

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

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

メディアカフェポパイ 横浜駅西口店 横浜市西区 南幸２－８－９　フロンティア横浜ビル３・４
Ｆ 飲食店

Neolive CiroL 横浜市西区 南幸２－９－１６　第八浅川ビル　２Ｆ サービス

オリエンタルラウンジ横浜 横浜市西区 南幸２－９－１７　ＡＣ横浜ビル　５Ｆ 飲食店

nui 横浜市西区 南幸２－９－６　ウイング南幸　６Ｆ サービス

レモン社 横浜店 横浜市西区 南幸２丁目１７番９号　島田ビル１階 ショッピング

タコツボ 横浜市西区 南幸２丁目９－９　アネックス横浜１０７ 飲食店

Re；men 横浜市西区 宮崎町４０－２　Ｍａｐｌｅヒル　１Ｆ サービス

リストランテ　マンジャーレ伊勢山 横浜市西区 宮崎町５８－３ 飲食店

和ダイニング一如 横浜市西区 岡野１－１０－１２ 飲食店

Rad by cheri 横浜市西区 岡野１－１２－１３　千代田ビル　３Ｆ サービス

AUGUSThairnail 横浜市西区 岡野１－１２－１４　横浜ＮＹビル　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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azurehair＆spa 横浜市西区 岡野１－１２－１４　横浜ＮＹビル　４Ｆ サービス

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

TRUNAIL＆EYELASH 横浜店 横浜市西区 岡野１－１２－１７　ニッセイビル　３Ｆ サービス

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

ジュエリー キネヤ 横浜市西区 岡野１－１３－１ ショッピング

エチゴヤ 横浜店 横浜市西区 岡野１－１３－１１　瑞穂横浜ビル　２Ｆ ショッピング

ZEN by happia 横浜市西区 岡野１－１３－１３　平野ビル　２Ｆ サービス

燻製バルTheEne 横浜市西区 岡野１－１３－５　横浜西口サンエースビル　
１Ｆ 飲食店

LUMIA eyelash garden 横浜市西区 岡野１－１３－５　横浜西口サンエースビル　
３Ｆ サービス

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

プルメリア ネイルズ 横浜市西区 岡野１－１８－４　１Ｆ サービス

本格炭火焼鳥串串 横浜市西区 岡野１－９－１ 飲食店

Liberte 横浜市西区 岡野１－９－６　横浜岡野町ビル　１Ｆ サービス

まつげ家Kurun 横浜店 横浜市西区 岡野１－９－６　第八Ｚ西村ビル　２Ｆ サービス

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

INOUE 横浜市西区 平沼１－１３－２６　第二ツカサビル　１Ｆ 飲食店

焼き鳥 おんだ 横浜市西区 平沼１－２４－８　ドム横浜１０３ 飲食店

Bistro樫 横浜市西区 平沼１－３３－１９－１０１ 飲食店

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

日本料理　楽只 横浜市西区 平沼１－４－９ 飲食店

Ginger’sJournal 横浜市西区 平沼１－４０－１　嶋森ビル　３Ｆ サービス

トラットリアビコロ－レヨコハマ 横浜市西区 平沼１－４０－１７　モンテベルデ横浜　１０
１ 飲食店

そばうどん平沼 田中屋 横浜市西区 平沼１－５－２１ 飲食店

理容たていし 横浜市西区 戸部本町１４－１９　 サービス

BistroMcube 横浜市西区 戸部本町５０－１６　タカスビル１Ｆ 飲食店

鮨 鈴な凛 横浜市西区 戸部本町５１－９　高島町ビル　２Ｆ 飲食店

安藤そば店 横浜市西区 戸部町４丁目１０７　 飲食店

岩亀本店 横浜市西区 戸部町５－１７７ 飲食店

台湾料理 金葉 横浜市西区 戸部町５－２００ 飲食店

DESTINO 横浜市西区 戸部町７－２２０　第二粕川ビル１Ｆ サービス

Lu’s CAFE 横浜市西区 楠町１８－６ 飲食店

goffo 横浜市西区 浅間町１－２－６　ハイズヨコハマフェリ－
チェ　１Ｆ 飲食店

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
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みやかみ 横浜市西区 浅間町１丁目１２－４　第二久保ビル１Ｆ 飲食店

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

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

アヴァランチ 横浜本店 横浜市西区 花咲町５－１３６－５ ショッピング

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

S／PARKCAFE 横浜市西区 高島１－２－１１　資生堂グローバルイノベー
ションセンター 飲食店

魚と酒 はなたれ 横浜東口店 横浜市西区 高島２－１０－１３　横浜東口ビル　１０２－
Ｂ 飲食店

洋食 若蔵 横浜市西区 高島２－１０－２０ 飲食店

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

肉BALBOSWAIN 横浜市西区 高島２－１０－２４　２Ｆ 飲食店

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

Living 横浜市西区 高島２－１１－１１　ポートビル３Ｆ 飲食店

HAUOLILANINAIL 横浜市西区 高島２－１１－２　スカイメナ－横浜　７１９ サービス

嘉宮 横浜市西区 高島２－１２－６ 飲食店

イル・サッシオ 横浜市西区 高島２－１２－６ 飲食店

崎陽軒本店ショップ 横浜市西区 高島２－１２－６ 飲食店

アボリータム 横浜市西区 高島２－１２－６ 飲食店

アリババ 横浜市西区 高島２－１２－６ 飲食店

クォーク 横浜店 横浜市西区 高島２－１６　Ｂ１ ショッピング

レストラン味蕾亭 横浜市西区 高島２－３－１９ 飲食店

N la nature 2F 横浜市西区 高島２－３－２１　２Ｆ サービス

韓国料理ダンカン 横浜市西区 高島２－６－３２　横浜日産ビル 飲食店

LadyLuck 横浜市西区 高島２丁目５－１３　サンライズ横浜東口１Ｆ サービス

JS／TSU－NA－GU 横浜市西区 高島２丁目７ー２　ファーストプレイス横浜２
階 飲食店

ワークランド総本店 横浜市都筑区 あゆみが丘１－２６　ミオカステーロ港北中川
２　１Ｆ ショッピング

かつ工房和幸　あゆみが丘店 横浜市都筑区 あゆみが丘３－９ 飲食店

菓子匠末広庵 すみれが丘店 横浜市都筑区 すみれが丘２４－１ ショッピング

ZAP 横浜市都筑区 中川１－１５－８　グランデュ－ル中川　１０
１号 サービス

シュニット schnitte 横浜市都筑区 中川１－２１－３　唐戸第五ビル店舗　Ｃ サービス

ソングドリーム 横浜 横浜市都筑区 中川１－４－１　ハウスクエア横浜　３Ｆ ショッピング

マックサ－フ 横浜市都筑区 中川１丁目５番１７号　 ショッピング

GLUNGE 横浜市都筑区 中川２－７－３　大久保第六ビル　２Ｆ サービス

．．．＆ho（アンド ホォ） 横浜市都筑区 中川中央１－　３－３パ－クホ－ムズセンタ－
北２０３ サービス
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ペットエコ横浜 都筑店 横浜市都筑区 中川中央１－１－２ ショッピング

サブウェイ 横浜センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあい
たい　２Ｆ 飲食店

健寿の京 センタ－北あいたい店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあい
たい　２Ｆ ショッピング

コワフェルドエクセルセンター北あいたい 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあい
たい　５Ｆ サービス

ポンパドウル センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあい
たい２Ｆ 飲食店

梅蘭センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－３　ショッピングタウンあい
たい３Ｆ 飲食店

チャコット株式会社 横浜センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　Ｙｏｔｓｕｂａｋｏ ショッピング

ゴンチャセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　ＹＯＴＳＵＢＡＫＯ　３
Ｆ 飲食店

hair salon M．plus 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO６Ｆ サービス

広東料理天啓 横浜市都筑区 中川中央１－１－５　YOTSUBAKO７Ｆ 飲食店

BYRD’S GRILL＆BAR 横浜市都筑区 中川中央１－１－６ 飲食店

arch 横浜市都筑区 中川中央１－２－２　ローバーセンターキタ　
４Ｆ　Ｂ サービス

sizuk 横浜市都筑区 中川中央１－２－３　エスタシオン　１０１ サービス

salon de CLOCK 横浜市都筑区 中川中央１－２２－１５　ベガプラザビル　１
Ｆ サービス

アイシェルジュセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２３－２　Ｉ・Ｆビル　２Ｆ サービス

Weedshair 横浜市都筑区 中川中央１－２４－２　坂口ビル１Ｆ サービス

TRADMARK 横浜市都筑区 中川中央１－２４－６　センター北ｙｓビル　
１Ｆ サービス

都筑中川農産物直売所「ハマッ子」 横浜市都筑区 中川中央１－２６－６ ショッピング

アジョワン 横浜市都筑区 中川中央１－２８－２１ 飲食店

DAYSPAM．SLASHセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２９－２ サービス

M．SLASHセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－２９－２ サービス

ラ・メゾン 横浜市都筑区 中川中央１－２９－７ 飲食店

Fare LIFE BEAUTY 横浜市都筑区 中川中央１－３０－１　プレミアヨコハマ　５
Ｆ サービス

アンジェリカミッシェルセンター北店 横浜市都筑区 中川中央１－３０－１　プレミア横浜　５Ｆ サービス

シャッターズ　港北ニュータウン 横浜市都筑区 中川中央１－３４－１３ 飲食店

GLASSI センター北店 横浜市都筑区 中川中央１－３４－９　Ｙ・Ｓアベニュー　１
Ｆ サービス

ケアズ 横浜市都筑区 中川中央１－３７－１９　プリムラ　１Ｆ サービス

お好み焼　杏子 横浜市都筑区 中川中央１－３７－６　セントラルヴィラ　１
Ｆ 飲食店

創作料理 SuZu 横浜市都筑区 中川中央１－５－４　センター北ミレナリオビ
ル１０１ 飲食店

ファイヴダブリュー 横浜市都筑区 中川中央１－５－４　センター北ミレナリオビ
ル２０１ サービス

天ぷらと旬のおさかな 菜の花 横浜市都筑区 中川中央１－８－８　ヒロズセンター北ビル　
１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エックスフォルム 横浜市都筑区 中川中央２－３－１２ ショッピング

ハングリータイガー　港北センター南店 横浜市都筑区 中川中央２－５－１２ 飲食店

青蓮センター北店 横浜市都筑区 中川中央２－７－１　港北みなも１Ｆ 飲食店

居酒屋 四葉 仲町台店 横浜市都筑区 仲町台１－１４－２０　ウィスタリア　１０５ 飲食店

都筑楽山 横浜市都筑区 仲町台１－２－２３　１Ｆ 飲食店

ラ・パッパ 横浜市都筑区 仲町台１－２－２３　デュオ仲町台２－Ａ 飲食店

チキンすーぷライスいり 横浜市都筑区 仲町台１－２－２７　マウンテン１Ｆ 飲食店

和食ダイニング紅葉 横浜市都筑区 仲町台１－２－３１－１０１ 飲食店

クレメンティア・ヘアー 横浜市都筑区 仲町台１－２３－２０ サービス

とんかつ稲仲町台駅前店 横浜市都筑区 仲町台１－２３－２２ 飲食店

仲町台焼肉一喜FARM 横浜市都筑区 仲町台１－３－３　栗原ビル　１Ｆ 飲食店

Laule’a Rainbow 横浜市都筑区 仲町台１－３２－２１ 飲食店

季節料理・比内地鶏 きいち 横浜市都筑区 仲町台１－３２－５　Ｋビル　２Ｆ　２０３ 飲食店

TOMIN FROZEN 横浜市都筑区 仲町台１－３２－５　Ｋビルディング　１Ｆ ショッピング

フローヘアーデザイン 横浜市都筑区 仲町台１－３３－１９　ピアッツア仲町台ノ
ヴァ　１Ｆ サービス

若草 横浜市都筑区 勝田南１丁目１－４シャトー冨美１階 飲食店

SWEETSgardenYUJIAJIK 横浜市都筑区 北山田２－１－１１ 飲食店

eni－si 横浜市都筑区 北山田２－５－７　プロスベアーコーポ　１Ｆ 飲食店

うなぎ割烹うや川 横浜市都筑区 南山田２－２３－８ 飲食店

イエロ－フラッグ 横浜市都筑区 大丸１７－３ ショッピング

カサブランカ港北店 横浜市都筑区 大丸８－７ ショッピング

ライコウ横浜店 横浜市都筑区 大熊町５４７ ショッピング

マニアックススタジアム 横浜市都筑区 川向町８５５－１ ショッピング

安楽亭　横浜貝の坂店 横浜市都筑区 川和町８４６－３　１Ｆ 飲食店

カドヤ 横浜市都筑区 平台１０－７　グリーンヒルズ平台弍番舘　１
Ｆ ショッピング

ワークランド港北インター店 横浜市都筑区 折本町１３８　友ビル１　１Ｆ ショッピング

ペッパーランチ コーナン港北インター店 横浜市都筑区 折本町１９１ 飲食店

嘉衛門 横浜市都筑区 折本町１９５２－１ ショッピング

アストロプロダクツ 横浜店 横浜市都筑区 折本町４１６ ショッピング

焼肉屋くいどん都筑店 横浜市都筑区 新栄町１－１３－７　２Ｆ 飲食店

130R YOKOHAMA 横浜市都筑区 早渕１－２４－１６ ショッピング

Motorrad Kohoku 横浜市都筑区 早渕２－１－２９ ショッピング

タイヤフィッティングサービス 横浜市都筑区 早渕３－３０－１３ ショッピング

牛まる 都筑店 横浜市都筑区 早渕３－３７－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ワークランド港北店 横浜市都筑区 東山田３－１－３１ ショッピング

エルドラド 横浜市都筑区 東山田３－１７－７　パレエスト城山　１Ｆ 飲食店

メルカートきた 横浜市都筑区 東方町１４０１ ショッピング

カフェ・プラザ・オークラ 横浜市都筑区 東方町３８０ 飲食店

魁力屋都筑中原街道店 横浜市都筑区 池辺町２０４３ 飲食店

ヴィーノヴィーノ 横浜市都筑区 牛久保１－１－６５ 飲食店

すし銚子丸横浜都筑店 横浜市都筑区 牛久保２－２１－１２ 飲食店

焼肉きんぐ 横浜都筑店 横浜市都筑区 牛久保３－１１－２２ 飲食店

焼肉市場げんかや 港北店 横浜市都筑区 牛久保西１－１－１６ 飲食店

うルトラミ－ト 横浜市都筑区 牛久保西１－１－２２　サニ－ヒルズ　１０２ 飲食店

Alaise 横浜市都筑区 牛久保西１－２－２　ガーデンコテージＢ１Ａ サービス

焼肉 ひゃら亭 横浜市都筑区 牛久保西２－２６－１１ 飲食店

FITコーポレーション 都筑店 横浜市都筑区 牛久保西２－３－４　ウェストハイム　１Ｆ ショッピング

焼肉ひゃら亭 横浜市都筑区 牛久保西２丁目２６－１１　 飲食店

SPLENDO 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１２－８　ＮＫ　１０１ サービス

Bim Bum Bam 横浜市都筑区 茅ケ崎中央１３－１６　クレール１番館 飲食店

横浜のすし勘 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１５－１　第三幸喜ビル１０２ 飲食店

TGL横浜北 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１６－１８ ショッピング

M.SLASH SOL 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１７－２２ サービス

ピザサルバトーレ　クオモ　センター南 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２－１　オズマークセンター　南１
Ｆ 飲食店

BURANO BRANO 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２０－９　シマムラビル　２Ｆ　２
０１ 飲食店

PlumeriaByLily’sNail 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－１１　ソレーユみなみ３Ｆ サービス

hairatelierVif 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－３　カーサフェリーチェ　１
Ｆ サービス

M．SLASHセンター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２１－６ サービス

ヘアスタジオR 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２３－２２　トルナーレ都築　１Ｆ サービス

aile横濱 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央２９－１　ヴェレーナセンター南　
１Ｆ サービス

隠れ菴 忍家 センター南駅前店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央３－２５　ａｕｒｅ港北　５Ｆ 飲食店

うえさわ 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４２－１３　ヒューマンハイツセン
ター南１Ｆ 飲食店

KIIro 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４４－１４　ミヨシビル２０１ サービス

パティスリーイケダ 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央４６－１４　第２フローリッシュビ
ル１０１ 飲食店

HARE／PANセンタ－南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央５０－１７ ショッピング

地産マルシェ 港北マルシェ店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央６－１　サウスウッド　１Ｆ ショッピング

Lounge 横浜市都筑区 茅ケ崎中央６－１　サウスウッド２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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博多天ぷらたかお 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央６－１　サウスウッド２Ｆ 飲食店

紅矢 港北センター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央６－３０　ヴェレブＢ　２Ｆ 飲食店

Atelier RONDE 横浜市都筑区 茅ヶ崎南２－１９－１８　Ｃスクエア１Ｆ 飲食店

UNITE hairhome 横浜市都筑区 茅ヶ崎南３－１－６０　ザ・グレイス　１０２ サービス

カーテンファクトリー 港北店 横浜市都筑区 茅ヶ崎南５－１－４０　ラダック茅ヶ崎　１Ｆ ショッピング

ヘアーメイクアップ ピッキーヌー 横浜市都筑区 茅ヶ崎南５－１－５２ サービス

Dears横浜都筑店 横浜市都筑区 茅ヶ崎南５－２－２３ サービス

フォルクス　港北ニュータウン店 横浜市都筑区 茅ヶ崎南５－２６－３６ 飲食店

ケーキハウスNoriko 横浜市都筑区 茅ヶ崎東２－１－１２　ギャラリーＫ 飲食店

FACEセンター南店 横浜市都筑区 茅ヶ崎東３－２６－２　サウスウィング１Ｆ サービス

ワールドインポートツールズ 横浜市都筑区 荏田南１－１７－４ ショッピング

ワイン専門平野弥 横浜市都筑区 荏田南町４２１２－１ ショッピング

みのり鮨 横浜市都筑区 荏田東１－１６－１６ 飲食店

かつや 横浜荏田東 横浜市都筑区 荏田東２－１－７５ 飲食店

炭火焼と旬のおさかな 菜の花 横浜市都筑区 荏田東４－１－１　ボードウォークガーデンＢ
棟　３号 飲食店

GLASSI 横浜市都筑区 荏田東４－８－３　バースシティ港北センター
南 サービス

タイヤショップ アローバ 横浜市都筑区 見花山１４－７ ショッピング

街の珈琲店よこはま物語 横浜市都筑区 見花山３１－９　テラス見花山　１Ｆ 飲食店

とんかつ稲港北ニュータウン店 横浜市都筑区 高山１－４１　エトワール富士見ヶ丘１Ｆ 飲食店

トヤマミート 横浜市金沢区 並木１－１７－６　トヤマミ－ト ショッピング

アリレイナ六浦店 横浜市金沢区 六浦南２－２－１９　都屋ビル　１Ｆ サービス

横浜南共済カフェコア 横浜市金沢区 六浦東１－２１－１ 飲食店

魁力屋朝比奈店 横浜市金沢区 大道１－４７ 飲食店

Quill ANCHOR 横浜市金沢区 富岡東１－２４－１３ ショッピング

業務スーパー富岡店 横浜市金沢区 富岡東５－１３－８ ショッピング

AtelierJDPARIS富岡店 横浜市金沢区 富岡東５－１８－１　長谷川メディカルプラザ
　１Ｆ サービス

久遠チョコレ－ト横浜金沢店 横浜市金沢区 富岡東６－２－２　富岡東金井ビル　１Ｆ ショッピング

MOPS 富岡店 横浜市金沢区 富岡西７－３－３　斉木ビル　１・２Ｆ サービス

美容室e’clat 横浜市金沢区 富岡西７－５－２０ サービス

for－to 横浜市金沢区 寺前２丁目２３－４２　コ－ストライン寺前１
０４ サービス

長峰製茶横浜金沢店 横浜市金沢区 幸浦２－１９－２ ショッピング

株式会社 鎌倉紅谷 幸浦店 横浜市金沢区 幸浦２－２３－１ 飲食店

トラックショップ なかむら 横浜市金沢区 幸浦２－９－１ ショッピング

焼肉きんぐ 金沢八景店 横浜市金沢区 柴町４７－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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FLOOR 横浜市金沢区 泥亀１－１５－１０ サービス

attee。。。 横浜市金沢区 泥亀１－１７－２０　文庫大平ビル　Ｂ サービス

Amery by Anphi 横浜市金沢区 泥亀１－１９－９ サービス

肉匠坂井 金沢八景店 横浜市金沢区 泥亀１－２５　京急サニーマートＣ　２Ｆ 飲食店

jiji by MOPS 横浜市金沢区 泥亀２－１－７ サービス

デ・ラ・メア本店 横浜市金沢区 瀬戸１５－１０　萬寿穂ビル宝寿５Ｆ サービス

東京ガスライフバル 金沢 横浜市金沢区 片吹６５－１ ショッピング

くまざわ書店 能見台店 横浜市金沢区 能見台東３－１　イトーヨーカドー能見台店　
２Ｆ ショッピング

MOPS 能見台店 横浜市金沢区 能見台通１－３　谷津坂屋ビル　２Ｆ サービス

松葉鮨 横浜市金沢区 能見台通２２－７ 飲食店

パティスリー サリュ 横浜市金沢区 能見台通３３－２０　柏ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 ひょうたん 横浜市金沢区 能見台通４－５　ビル５５ 飲食店

イタリア料理ラ・リラッサ 横浜市金沢区 能見台通４－７　マルカネビル１Ｆ 飲食店

R MOPS 横浜市金沢区 能見台通７－２３　能見台ハーモニービル　１
Ｆ サービス

CREA能見台 横浜市金沢区 能見台通８－２　枦山ビル サービス

ile 横浜市金沢区 谷津町３４０　金沢文庫シンコービル　３Ｆ サービス

YELLOW CORN 金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町３５２－９　フジビル　１Ｆ サービス

やきとり工房金沢文庫店 横浜市金沢区 谷津町３７１ 飲食店

ピザハット金沢文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東２－１３－１４　柳下ビル ショッピング

クラップス 金沢文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東２－１４－１　田島ビル　２Ｆ サービス

ミスト 金沢文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東２－１７－１　フォンティーヌ　２Ｆ サービス

モップス ヘアーアンドメイク 文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東２－２－１７　黒潮ビル　１Ｆ サービス

pinefact． 横浜市金沢区 釜利谷東２丁目７－９　１Ｆ サービス

ニュートンカチ 横浜市金沢区 釜利谷東４－１－１０ ショッピング

せんざん金沢文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東４－４９－１４ 飲食店

宗家源吉兆庵 金沢文庫店 横浜市金沢区 釜利谷東４－４９－２１ 飲食店

ののはなカフェ 横浜市金沢区 釜利谷東５－１５－１　金沢自然公園内 飲食店

ののはな館売店 横浜市金沢区 釜利谷東５－１５－１　金沢自然公園内 ショッピング

お酒のぷちショップ釜利谷店 横浜市金沢区 釜利谷東６－２－５ ショッピング

横濱屋本舗食堂 横浜市金沢区 鳥浜町１－１ 飲食店

まあるいしあわせ 横浜市金沢区 鳥浜町１－１ 飲食店

プランツパートナー横浜店 横浜市金沢区 鳥浜町１－１ ショッピング

かつ工房和幸あかね台店 横浜市青葉区 あかね台２－１－１２ 飲食店

アンジェリック 横浜市青葉区 あざみ野１丁目７－６　ヴィヴァ－チェあざみ
野１階 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天ぷら権八 あざみ野 横浜市青葉区 あざみ野２－１－１　東急あざみ野ビル１Ｆ 飲食店

炭焼き権八 あざみ野 横浜市青葉区 あざみ野２－１－１　東急あざみ野ビル２Ｆ 飲食店

CONAあざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－１－３　エトモあざみ野 飲食店

じねんじょ庵 あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－１－３　エトモあざみ野第二東急
あざみ野ビル 飲食店

エクセル美容室あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－１－３　みずほ銀行　地下 サービス

FB神戸屋あざみ野駅店 横浜市青葉区 あざみ野２－２－２０　ＦＢ神戸屋あざみ野駅
店 ショッピング

居酒屋弥太郎あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－２－５　２Ｆ 飲食店

鮨くさびやあざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野２－２－６　第２黒沼ビル１Ｆ 飲食店

You遊 横浜市青葉区 あざみ野２－２－６　第２黒沼ビルＢ１Ｆ 飲食店

L’EROE OVEST 横浜市青葉区 あざみ野２－３０　三規庭２Ｆ 飲食店

志田文具店 横浜市青葉区 あざみ野２－９－１３　サンサーラあざみ野１
Ｆ ショッピング

アンジュ あざみ野店 横浜市青葉区 あざみ野南１－１７－１ 飲食店

アシュレイホームストア横浜 横浜市青葉区 あざみ野南２－１１－１　住環境ジャパンビル
　１Ｆ ショッピング

あざみ野うかい亭 横浜市青葉区 あざみ野南２－１４－３ 飲食店

美容室NAP 横浜市青葉区 あざみ野南２－６－１５ サービス

マルターノ 横浜市青葉区 あざみ野南２－８－２ 飲食店

焼肉京城苑 横浜市青葉区 しらとり台１－９　安藤ビル　２Ｆ 飲食店

parfait 横浜市青葉区 しらとり台３４－４　三部ビル　Ｂ サービス

美容室Lea 横浜市青葉区 しらとり台５１－１　プランドールヨコタ．　
１Ｆ サービス

宗家源吉兆庵 青葉台店 横浜市青葉区 しらとり台５１－１４ 飲食店

小樽ジンギスカン倶楽部北とうがらし 横浜市青葉区 すすき野１－３－２６ 飲食店

焼肉 孫悟空 横浜市青葉区 すすき野２－１－４ 飲食店

COLOURJACQUESすすき野 横浜市青葉区 すすき野２－５－４　すすき野とうきゅう２Ｆ サービス

有限会社林屋精肉店 横浜市青葉区 すすき野３－７－１　根岸ビル１階 ショッピング

ハンバーグ ファクトリー 横浜市青葉区 たちばな台１－２－２ 飲食店

鮨 蒼井 横浜市青葉区 つつじが丘１０－２０　ラポワール若野　１Ｆ 飲食店

ルーシーズ 横浜市青葉区 つつじが丘１１－１ 飲食店

VINO VIVO 横浜市青葉区 つつじが丘２３－１１　ヒカリメゾン青葉台　
２０１ 飲食店

千串屋 青葉台店 横浜市青葉区 つつじが丘２３－１８ 飲食店

チャンプカメラ みすずが丘店 横浜市青葉区 みすずが丘２－３２ ショッピング

Hair Salon GIFT 横浜市青葉区 もえぎ野１３－２１　もえぎ野ガーデン　３０
１ サービス

寿司久 横浜市青葉区 もえぎ野１７－７　スカーラもえぎ野 飲食店

菓子匠若野藤が丘店 横浜市青葉区 もえぎ野６－２９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中里農産物直売所「ハマッ子」 横浜市青葉区 下谷本町４０－２ ショッピング

株式会社 佐登屋 横浜市青葉区 元石川町３４９１ ショッピング

北野エースあざみ野ガーデンズ店 横浜市青葉区 大場町７０４－１１　あざみ野ガーデンズテラ
ス棟 ショッピング

かつ工房あざみ野ガーデンズ店 横浜市青葉区 大場町７０４ー１１　１Ｆ 飲食店

アトリ こどもの国店 横浜市青葉区 奈良１－１８－１　アゴーラ　１０１ 飲食店

トーカイ 三和こどもの国店 横浜市青葉区 奈良１－２－１　三和こどもの国店　２Ｆ ショッピング

金子園こどもの国店 横浜市青葉区 奈良１－２－１　三和こどもの国店１Ｆ ショッピング

おとわ 横浜市青葉区 奈良３－１１－１ 飲食店

寺家乃鰻寮 横浜市青葉区 寺家町４１４　ふるさと村四季の家 飲食店

エビス市が尾総本店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－８ 飲食店

焼肉香花園 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０５４－９ 飲食店

ジョイフロリスト市が尾本店 横浜市青葉区 市ヶ尾町１０６３－１　エクセル市ヶ尾 ショッピング

toconova 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５５－３　セラビー市ヶ尾１Ｆ サービス

BEEF STARS 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５６－４　朝日市ヶ尾マンション
　１０３ 飲食店

ザ・居酒屋あべちゃん 横浜市青葉区 市ヶ尾町１１５６－４　朝日市ヶ尾マンション
　１０４ 飲食店

魁力屋市が尾店 横浜市青葉区 市ヶ尾町２５－１１ 飲食店

壱語屋 市ヶ尾店 横浜市青葉区 市ヶ尾町５１７－１０ 飲食店

BUBBLE OVER 横浜市青葉区 市ヶ尾町５４０－１ 飲食店

プロショップ東名横浜青葉インタ－店 横浜市青葉区 市ヶ尾町７１１－６　フォレスト市ヶ尾１Ｆ ショッピング

KOUROSHAIR 横浜市青葉区 新石川１－２２－１　サンパティオ－　Ａ サービス

つつい あざみ野店 横浜市青葉区 新石川１－６－５ ショッピング

あざみ野 割烹SEKIDO 横浜市青葉区 新石川１－９－８　アイケービル　１Ｆ 飲食店

西洋料理　ル・ポティロン 横浜市青葉区 新石川１丁目６－７　 飲食店

Lumiere 横浜市青葉区 新石川２－１３－１８　グレイスビ－ノ　３０
４ サービス

焼肉塊肉 おお津 横浜市青葉区 新石川２－３－１５ 飲食店

LyckaLenne 横浜市青葉区 新石川２－３－１５　ディアコートサウス１０
１ サービス

m・slashbonheurたまプラーザ 横浜市青葉区 新石川２－３－３　YKビル２Ｆ サービス

アトリエウカイ 横浜市青葉区 新石川２－４－１０　モリテックスたまプラー
ザビル　１Ｆ　１ 飲食店

AUBEhairlatourたまプラザ 横浜市青葉区 新石川２－４－１２　フォーラムたまプラザ　
３Ｆ　Ｂ サービス

OAKたまプラーザ 横浜市青葉区 新石川２－９－１０ サービス

マダム アルディ 横浜市青葉区 新石川３－１５－１２　聖美ビル サービス

TROUBADOUR 横浜市青葉区 新石川３－１６－２５ 飲食店

La fith hair 横浜店 横浜市青葉区 新石川３－４－１　たまプラーザＣＲビル　１
Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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TrinityWineLoungeand 横浜市青葉区 新石川３丁目２８－７　１Ｆ 飲食店

ゆず庵 横浜青葉台店 横浜市青葉区 桂台１－２１－１０ 飲食店

壺中天 横浜市青葉区 桂台１－５－１８ 飲食店

焼肉きんぐ 横浜青葉台店 横浜市青葉区 桂台２－１－１ 飲食店

ampersand桜台 横浜市青葉区 桜台２６－１　第三アサギビル　１０４ サービス

adonpan 横浜市青葉区 桜台２６－１８　サンシティ桜台 飲食店

チャンプカメラ 青葉台店 横浜市青葉区 榎が丘１２－８ ショッピング

アンジェ・ド・フェリーク 横浜市青葉区 榎が丘１４－３サンクレスト青葉台１０２ サービス

Re 横浜市青葉区 榎が丘２６－２７－２０１ サービス

トーカイ 青葉台店 横浜市青葉区 榎が丘４－７ ショッピング

紬 横浜市青葉区 榎が丘５－５　モンターナ青葉台１Ｆ サービス

ヒトシオ 横浜市青葉区 榎が丘５－５モンタ－ナ青葉台１号 飲食店

「ハマッ子」直売所 四季菜館 横浜市青葉区 田奈町５２－８ ショッピング

ワインビストロDai　たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－１０－１　２Ｆ 飲食店

Hair＆makeoggi 横浜市青葉区 美しが丘１－１１－１０　ポリニアＢ サービス

ミラ 横浜市青葉区 美しが丘１－１２－３ 飲食店

やきにくレストラン横綱 横浜市青葉区 美しが丘１－１２－３　１Ｆ 飲食店

蕎麦 魯庵 横浜市青葉区 美しが丘１－１３－１０　吉村ビル　１Ｆ 飲食店

SENGOKUたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－１３－１０　吉村ビル１０１ サービス

壱語屋 たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘１－３－１ 飲食店

Din kant 横浜市青葉区 美しが丘１－５－３　美しが丘ビル　１０３ サービス

韓国風居酒屋　オソオセヨ 横浜市青葉区 美しが丘１丁目１０－８　第一みなもとビル２
Ｆ 飲食店

山田が営む肉屋 横浜市青葉区 美しが丘１丁目２３－７　プラ－ザビル倉本１
０６ ショッピング

color kitchenたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１－１２　緑ビル　１Ｆ－１０１ サービス

racuuuたまプラーザ 横浜市青葉区 美しが丘２－１－１２　緑ビル　２０１ サービス

AMNESIA 横浜市青葉区 美しが丘２－１２－７　陽和台美しが丘　１Ｆ サービス

炭焼き大 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－１２ 飲食店

ステ－キハウス 岩下正明 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－１２　T.Iビル２Ｆ 飲食店

焼肉処九葉 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－２　スクエアビル　１０２
号室 飲食店

個室居酒屋 かんかん商店 たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１４－７　たまプラーザＴ＆Ｔビ
ル　Ｂ１Ｆ 飲食店

たまプラーザ農産物直売所「ハマッ子」 横浜市青葉区 美しが丘２－１５－１ ショッピング

ビアンカ 横浜市青葉区 美しが丘２－１５－２　黒沼ビル１Ｆ サービス

アジアンビストロ Dai 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Lycka 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル１０
２ サービス

Herjie’s 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル２０
６ 飲食店

黒龍 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－１　グロープラザビル２Ｆ 飲食店

炭火串焼 とり平 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－４　平井ビル　１Ｆ 飲食店

月の音 横浜市青葉区 美しが丘２－１６－４　平井ビル　２Ｆ 飲食店

simpatica 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－１２ 飲食店

やきとり家すみれ たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－２０　グランベルテ　１Ｆ 飲食店

KEYNZ たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－２５ 飲食店

オールドオーク 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－４０ 飲食店

佐藤 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－４１　第二ミナモトビル１
０５ 飲食店

大喜楼 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－５　ＲＯＯＦ　１２５ 飲食店

Merengueたまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘２－１７－５　ＲＯＯＦ１２５Ｂ　１
Ｆ 飲食店

gecca garden 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－１－１０１ サービス

鮨ぎん 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－９ 飲食店

マリーアレル 横浜市青葉区 美しが丘２－１８－９ 飲食店

キャボロカフェ 横浜市青葉区 美しが丘２－１９－２　パークライフビル　１
Ｆ 飲食店

ベルグの4月 本店 横浜市青葉区 美しが丘２－１９－５　グリーンパーク 飲食店

OKATTEFUMOTO 横浜市青葉区 美しが丘２丁目１６－７　佐々木ビル２Ｆ 飲食店

ラ・フランス 横浜市青葉区 美しが丘４－１－４－１０２ ショッピング

小谷 横浜市青葉区 美しが丘４－１９－１９－１０５ 飲食店

チャンプカメラ たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－１－３　たまプラーザセンタービ
ル ショッピング

ジェイーコ たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５－１－４８　スワンズビル　２Ｆ ショッピング

Ir 横浜市青葉区 美しが丘５－２－１４　たまセンタ－第二ビル
　１０５号 サービス

OAKあざみ野店 横浜市青葉区 美しが丘５－３５－１　ルミエルアイあざみ野
　１Ｆ サービス

天ぷら　佐藤 横浜市青葉区 美しが丘５丁目１－５　第３吉春ビル１０５ 飲食店

銀座山形屋　たまプラーザ店 横浜市青葉区 美しが丘５丁目１－５１　 飲食店

アートハウス21 横浜青葉店 横浜市青葉区 美しが丘西３－６１－８ ショッピング

からあげ・とり弁縁横浜美しが丘西店 横浜市青葉区 美しが丘西３－６４－７ 飲食店

やきとり大吉美しが丘西店 横浜市青葉区 美しが丘西３丁目６４－１３　 飲食店

食彩和牛しげ吉青葉台店 横浜市青葉区 若草台１７－６０ 飲食店

クレアベレッツァ 横浜市青葉区 荏田北１－２－８　ユーワビル１Ｆ サービス

トラットリア ヴォーノ 横浜市青葉区 荏田北３－１－６ 飲食店

hairsalon Ways 横浜市青葉区 荏田北３－３－１２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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菓子匠末広庵 江田店 横浜市青葉区 荏田北３－９－３ ショッピング

ファクトリーギア 横浜246店 横浜市青葉区 荏田町１１６－１ ショッピング

すし処一久 横浜市青葉区 荏田町２３６２－３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ江田第３　１
Ｆ 飲食店

嘉衛門 青葉店 横浜市青葉区 荏田町３１１－１ ショッピング

スクールショップ現金屋 横浜市青葉区 荏田町４２８－７ ショッピング

パティスリー木かげ茶屋 横浜市青葉区 荏田西１－３－２２ 飲食店

レストラン　木かげ茶屋 横浜市青葉区 荏田西１ー３－２２ 飲食店

C－STYLE 荏田店 横浜市青葉区 荏田西２－１４－３　ハーモス　１Ｆ サービス

LAMBROS 横浜市青葉区 荏田西２－１４－３　ユ－コ－プハ－モス荏田
Ｂ１ ショッピング

トラットリアチンチン 横浜市青葉区 藤が丘１－１５－３ 飲食店

青蓮 藤が丘店 横浜市青葉区 藤が丘１－２９－２　２Ｆ 飲食店

マザーズ 藤が丘店 横浜市青葉区 藤が丘２－５ ショッピング

ドリームバスケット 藤が丘店 横浜市青葉区 藤が丘２－５－２７ ショッピング

アイラッシュリゾートカハラ青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－１４－１　第二青葉台ビル サービス

グリルC 青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－１５－１９ 飲食店

ReSTA． 横浜市青葉区 青葉台１－１５－２７　相沢マンション　１０
２ サービス

足道楽青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－２９－１　ひこべービル　１Ｆ　Ｄ ショッピング

天ぷら・割烹 みかわ 横浜市青葉区 青葉台１－２９－１５ 飲食店

ベーカリーカフェ コペ 横浜市青葉区 青葉台１－２９－３ 飲食店

炭火焼肉えん青葉台本店 横浜市青葉区 青葉台１－３２－２３ 飲食店

Aguhairgarage青葉台 横浜市青葉区 青葉台１－５－７　司ビル　３Ａ サービス

salon de merci 横浜市青葉区 青葉台１－５－７　司ビル２Ｆ サービス

ジョージ青葉台店 横浜市青葉区 青葉台１－５－８　青葉台フォーラム 飲食店

PAUL青葉台 横浜市青葉区 青葉台１－６－１３　ケントロンビル　１Ｆ 飲食店

グリーンハウス 横浜市青葉区 青葉台１－６－１６　GHビル８Ｆ 飲食店

インド料理　アマル 横浜市青葉区 青葉台１丁目１５－４　２Ｆ 飲食店

うなぎ料理しま村青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－１０－１６　第二鈴木ビル　１Ｆ 飲食店

海鮮 磯料理 磯くら 横浜市青葉区 青葉台２－１０－２ 飲食店

KEEN青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－１０－３３ サービス

RUEDA 横浜市青葉区 青葉台２－１１－２４　セカンドエイド　１Ｆ サービス

Trinacria 横浜市青葉区 青葉台２－１１－２７　めーぷる青葉台　２Ｆ 飲食店

KEEL’SBARHOUSE 横浜市青葉区 青葉台２－１１－２８ 飲食店

ガネーシャ 横浜市青葉区 青葉台２－１８－１　サンコール青葉台　１Ｆ サービス

鮨くさびや 横浜市青葉区 青葉台２－２－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ド・マーレ湘南青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－２－１８ 飲食店

メゾン グラス アンジュ 横浜市青葉区 青葉台２－２６－１　スクエアハイツ　１－Ｃ ショッピング

食と酒Buri 横浜市青葉区 青葉台２－２６－１　スクエアハイツ　２Ｆ　
Ｆ 飲食店

YaokuniSelect青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－２６－１　スクエアハイツ志田　１
０１ ショッピング

kim’s kitchen 横浜市青葉区 青葉台２－２７－６ 飲食店

レストラン テンドーレ 横浜市青葉区 青葉台２－２７－６　第１内田ビル 飲食店

REM－aobadai－ 横浜市青葉区 青葉台２－３－１０　ラルク青葉台　３Ｆ　Ａ サービス

プラーチェ青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－５－１１　ケンショウ第７ビル２Ｆ サービス

アジアンビストロDai　青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－７－５ 飲食店

やきとり家すみれ 青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－８－２０　パルテ青葉台　２Ｆ 飲食店

壱語屋 青葉台店 横浜市青葉区 青葉台２－８－２０　パルテ青葉台　３Ｆ 飲食店

ラバンビーナ 横浜市青葉区 黒須田１４－１４ 飲食店

寿司源上末吉店 横浜市鶴見区 上末吉５－９－１３ 飲食店

焼肉 千山閣 横浜市鶴見区 下末吉１－２１－８ 飲食店

やきにく苑 横浜市鶴見区 下末吉１丁目２８－１２　ハウスシャンテ１Ｆ 飲食店

YURISHOP 横浜市鶴見区 仲通２－６０－１５ ショッピング

HAIRSPRAY鶴見森永橋 横浜市鶴見区 元宮２－１－６３　フォルテ２Ｆ サービス

海員生協大黒1号店 横浜市鶴見区 大黒ふ頭１ ショッピング

海員生協大黒3号店 横浜市鶴見区 大黒ふ頭１９ ショッピング

炭火焼肉和光苑 横浜市鶴見区 尻手２－８－１０ 飲食店

業務スーパー鶴見店 横浜市鶴見区 尻手３－１－３２ ショッピング

カットハウス ルーシーズ パート2 横浜市鶴見区 岸谷１－２７－１４　岸谷クリークコーポ　１
Ｆ サービス

ワークランド鶴見市場店 横浜市鶴見区 市場富士見町１－１０　月田ビル ショッピング

マインマート潮田店 横浜市鶴見区 潮田町２－１２９－６ ショッピング

マルダイ 潮田店 横浜市鶴見区 潮田町３－１４３－４ ショッピング

ハッピーバーバーマツノ 横浜市鶴見区 生麦１－１２－１６ サービス

安楽亭　生麦店 横浜市鶴見区 生麦１－１３－１１　クリヤマハイツ 飲食店

炭火屋 麒麟児 横浜市鶴見区 生麦３－７－１８　フラワーハイツ　１Ｆ 飲食店

うちなー居酒屋 かぶさ 横浜市鶴見区 矢向４－１１－２　中村ビル　１０１ 飲食店

鮨 小出 横浜市鶴見区 矢向４－５－３１ 飲食店

Anphi矢向 横浜市鶴見区 矢向５－５－１２　ＮＫＹ店舗　１Ｆ サービス

mEgHairCreation 横浜市鶴見区 矢向６－１１－１９　菊池ビル１Ｆ サービス

ロッティーズ 横浜市鶴見区 矢向６－１３－１４ 飲食店

フォルクス　鶴見寺尾店 横浜市鶴見区 諏訪坂５－３７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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日本料理鶴寿 横浜市鶴見区 豊岡町１１－１６ 飲食店

VANESSA 横浜市鶴見区 豊岡町１３－３２ サービス

Neolive copain 横浜市鶴見区 豊岡町１６－６ サービス

ミルキィ・ウェイ 横浜市鶴見区 豊岡町１６－７　鶴見駅前ダイヤモンドマン
ション　１Ｆ サービス

ナンバーワンEXY 横浜市鶴見区 豊岡町１６－８　マンマミーアビル　１Ｆ サービス

葡萄屋 鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町１７－１４ ショッピング

焼肉うしぞの 横浜市鶴見区 豊岡町１７－３ 飲食店

焼肉Dining零 横浜市鶴見区 豊岡町１７－５　中野ビル　３Ｆ 飲食店

familia 横浜市鶴見区 豊岡町１７－９　ラレ－ブ鶴見　４Ｆ サービス

上海縁 横浜市鶴見区 豊岡町１７－９　ラレーブ鶴見１Ｆ 飲食店

井上書店 ミナール店 横浜市鶴見区 豊岡町１８－１　ミナールビル　３Ｆ ショッピング

鶴見葡萄酒酒場 横浜市鶴見区 豊岡町１８－１１　アネモス鶴見　１０１ 飲食店

Clair 横浜市鶴見区 豊岡町１８－２５　１Ｆ サービス

アルファミーノ 横浜市鶴見区 豊岡町２－１ ショッピング

OSOZAiYA美濃味匠横浜鶴見フーガ 横浜市鶴見区 豊岡町２－１　ツルミ・フーガ１ ショッピング

そば処・のみ処和鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町２－２　ツルミフーガ２　４Ｆ 飲食店

鰻々亭 鶴見西口店 横浜市鶴見区 豊岡町２－２　鶴見フ－ガ　２－Ｂ１ 飲食店

寿楽 横浜市鶴見区 豊岡町２－３　ツルミフーガ３　３０２ 飲食店

鶴見田中屋 横浜市鶴見区 豊岡町２０－８　IDOBATA１Ｆ 飲食店

TSURUMI－DINING 横浜市鶴見区 豊岡町２０－８　IDOBATA２Ｆ 飲食店

山三 横浜市鶴見区 豊岡町２１－１７　斉藤ビル　１Ｆ 飲食店

牛繁 鶴見店 横浜市鶴見区 豊岡町２１－７　ノキビル 飲食店

スペインバル　チコ 横浜市鶴見区 豊岡町２２－２１　エリ－ル高松１０２ 飲食店

美容室 BONECCA 横浜市鶴見区 豊岡町３－２１ サービス

美容室 SALON DE JOE 横浜市鶴見区 豊岡町３－２５　木島ビル　３Ｆ サービス

レストラン　プライム・リブ 横浜市鶴見区 豊岡町４－１９　第一生命ビル　１Ｆ 飲食店

クリームヘアー 横浜市鶴見区 豊岡町８－１８ サービス

魁力屋鶴見駒岡店 横浜市鶴見区 駒岡１－１２－２６ 飲食店

串やたる平駒岡店 横浜市鶴見区 駒岡１－２７－１　２Ｆ 飲食店

鰻々亭 駒岡店 横浜市鶴見区 駒岡２－１－１１ 飲食店

ショップ 横浜 横浜市鶴見区 駒岡２－６－２ ショッピング

タイヤガーデン駒岡 横浜市鶴見区 駒岡５－１６－１ ショッピング

濱勢 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１０－６　１Ｆ 飲食店

warm 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１５－１　エミネンスＮＳ鶴見　
１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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髪工房フォルテ 横浜市鶴見区 鶴見中央１－１６－１３ サービス

かつや横浜鶴見東口店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－３１－２ 飲食店

福盈門 鶴見本店 横浜市鶴見区 鶴見中央１－７－１１　１Ｆ 飲食店

焼肉わいわい亭 横浜市鶴見区 鶴見中央１－８－９ 飲食店

イタリアンダイニング金色の午後 横浜市鶴見区 鶴見中央１－９－８　鶴見ワンダーランド１Ｆ 飲食店

美粧ほそや 鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央３－２－１６　ラ・プランタン大藤　
１Ｆ サービス

ブックポート203鶴見店 横浜市鶴見区 鶴見中央３－６－２５ ショッピング

Lounge 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１２－１　久保ビル１Ｆ サービス

hair’s ROSSO 横浜市鶴見区 鶴見中央４－１５－１２ サービス

とりいちず酒場鶴見東口店 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２７－６ 飲食店

ステーキ＆ハンバーグ　あまぎ 横浜市鶴見区 鶴見中央４－２９－１０　アンシャンテーＨ 飲食店

h．R．TERRACE 横浜市鶴見区 鶴見中央４－３－１　グレイス鶴見　Ｂ１ サービス

BRUSH 横浜市鶴見区 鶴見中央４－６－７ サービス

鈴よし 横浜市鶴見区 鶴見中央５－１０－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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