神奈川マスク飲⾷実施店認証制度認証店舗⼀覧（県央地域）
店舗名
フォレスティコーヒー愛甲石田店
箱根そば愛甲石田店
日高屋 小田急マルシェ愛甲石田駅前店
ホルモンいち本
鶏でん
京都ラーメン森井 愛甲石田店
庄や愛甲石田店
小料理まるわ
玉寿司
どんと.com
ラウンジバーアウル
家庭料理 さなえん家
サーティワンアイスクリーム愛甲石田店
味噌󠄀の⾦⼦愛甲店(⼆代⽬⾦⼦)
語ろうばい
壽限無jugem
そば処 萬陣
モスバーガー厚木愛甲店
ガスト 厚木愛甲
INDIAN RESTAURANT TAJ
まさのすけ本店愛甲石田店
しゅえっと
鮨処酒主
来来亭厚木愛甲店
とんかつ とん吉
そば処名古屋厚木店
和喜亭
八仙閣
居酒屋ながい 愛甲店
居酒屋 太郎丸
スナックどんどん
ゆで太郎厚木⻄インター店
醉蓮火
日本海庄や本厚木南口店
松屋本厚木南口店
韓国家庭料理 チャングム
旬彩和酒 撰
ラウンジエムズ
カフェベローチェ本厚木駅南口店
DUMBO本厚木店
スタンドバー
酒道楽 和らい
パブスナック ロマネ
ルクソール
snack deja-vu
シークレットバンクⅠ 本厚木店
⿊獅⼦⽩獅⼦本厚木店
磯丸水産本厚木店
2343 FOODLABO
凱旋門
おすし屋与一
昭和歌謡BAR君こそスターだ
リリイ
パブスナック薫

電話番号
046-229-5744
厚木市愛甲1-1-1 小田急線愛甲石田駅改札前 046-229-5699
厚木市愛甲1-1-1 小田急マルシェ愛甲石田1階 046-290-2607
厚木市愛甲1-2-5
046-248-1880
厚木市愛甲1-2-5
046-247-2911
厚木市愛甲1-4-19 石井ビル1階
046-248-1517
厚木市愛甲1-4-21
046-250-9911
厚木市愛甲1-10-11 愛甲ビル1階
046-404-7035
厚木市愛甲1-10-12
046-247-1617
厚木市愛甲1-10-14ドエル厚木102
046-250-5522
厚木市愛甲1-10-14 ドエル厚木103
046-247-7050
厚木市愛甲1-10-14ドエル厚木201
046-258-9565
厚木市愛甲1-11-3
046-248-3172
厚木市愛甲1-19-15
－
厚木市愛甲2-1-9
－
厚木市愛甲2-4-11
046-290-0292
厚木市愛甲2-5-3
－
厚木市愛甲2-10-6
046-247-1669
厚木市愛甲3-4-1
046-270-1054
厚木市愛甲3-7-1
－
厚木市愛甲3-8-1
046-250-0567
厚木市愛甲4-21-1ハイツ堂山103
046-404-9374
厚木市愛甲⻄1-14-1
046-248-1231
厚木市愛甲⻄2-6-22
046-248-1778
厚木市愛甲⻄2-10-9
－
厚木市愛甲⻄2-20-15
－
厚木市愛甲⻄3-1-8
046-248-3344
厚木市愛甲⻄3-16-17
046-247-8007
厚木市愛甲東1-6-15 山下興産ビルB1階 046-239-4100
厚木市愛甲東1-6-16
046-229-3151
厚木市愛甲東1-7-5
046-229-2449
厚木市愛甲東1-26-12
046-280-5752
厚木市愛名401-1
046-280-4355
厚木市旭町1-1-1⻘電ビル1階2階
046-227-3531
厚木市旭町1-1-2 ケンタクビル1階
046-230-2055
厚木市旭町1-1-2 ケンタクビル201
－
厚木市旭町1-1-2 ケンタクビル202
046-229-2389
厚木市旭町1-1-2ケンタクビル3階
046-229-7168
厚木市旭町1-1-2 山上ビル1階
046-228-3717
厚木市旭町1-1-3
046-220-5557
厚木市旭町1-1-4-2 進栄ビル1階
046-265-0401
厚木市旭町1-1-4-2 進栄ビル2階
046-280-4646
厚木市旭町1-1-4-2 進栄ビル3階
046-265-0078
厚木市旭町1-1-4-2 進栄ビル4階
046-280-5570
厚木市旭町1-1-4-2 進栄ビル5階
046-281-8542
厚木市旭町1-1-5-3階
－
厚木市旭町1-1-5エフテムビル2階
046-220-6946
厚木市旭町1-1-5エフテムビル5 1階
046-226-8016
厚木市旭町1-7-3 HAYASHIビル3階
046-228-2343
厚木市旭町1-7-4
046-228-3718
厚木市旭町1-7-4
046-229-1694
厚木市旭町1-7-4-104
046-280-4157
厚木市旭町1-7-4-105
046-228-0788
厚木市旭町1-7-4-106
046-229-3408
厚木市愛甲1-1-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-1/54

住所

2022年10⽉28日現在

店舗名
ARTEMIS
ホルモン大ちゃん
海鮮居酒屋与一
百楽門
ぽんちゃん
自然薯・地魚kai
シュガーママ
すなっく妙
アリスガールズバー
ラウンジR
BAR M&K
PUB LUNASOL
アクティカル
ビストロ・シルクロード
マハルキタ
海鮮和風居酒屋宝舟
アイリー
案山⼦
呑酒家 よう⼦
レクサス
Lounge Par Deux(ラウンジパドラ)
クッチーナ イタリアーナ ヨシノ
江⼾酒場 ⽜鍋屋 ⻁正宗
笹嘉ずし
酒肴 ゆらり
おひさま
ThunderSnakeATSUGI
カラー
酒処 さかもと
Green Bud!! Beer Public House
吾照⾥本厚木店
厚木シロコロホルモン焼千代乃
松⽉庵
居酒屋むつひろ
ワインサロン オテッロ
九平次
イタリアンバール ダーリ
Okayuーstand.
フィーコディンディア
山内農場本厚木南口駅前店
しゃぶしゃぶ山水
居酒屋光屋
Enfin
SHOT BAR BOYS
旬菜 旬魚 こたつ
ニルカフェ
⻄洋懐石じょ⾥ぃ
蒼い⽉
上海楼
酒房 活気
旨み家こぶし
居酒屋バー三日⽉
生ラム専門店 かいせ
厚木たちばな
秋間
PUBじゃらん

住所
厚木市旭町1-7-4-1階
厚木市旭町1-8-8
厚木市旭町1-8-11
厚木市旭町1-8-11
厚木市旭町1-8-13
厚木市旭町1-8-13
厚木市旭町1-8-13
厚木市旭町1-8-13
厚木市旭町1-9-14-201
厚木市旭町1-9-14 第21菊地ビル202号
厚木市旭町1-9-14 第21菊池ビル302
厚木市旭町1-9-14第21菊池ビル402
厚木市旭町1-9-14 第21菊地ビル401
厚木市旭町1-9-17
厚木市旭町1-9-17 飯野ビル2階
厚木市旭町1-9-18
厚木市旭町1-10-2
厚木市旭町1-10-2
厚木市旭町1-10-2
厚木市旭町1-16-3 厚木加藤ビル4階
厚木市旭町1-16-3 厚木加藤ビル階
厚木市旭町1-17-1 レジディア本厚木1階
厚木市旭町1-17-10 エムズコート1階
厚木市旭町1-21-8 あさひビル104
厚木市旭町1-22-9-1B
厚木市旭町1-22-9-1C
厚木市旭町1-22-20 ハラダ旭町ビル1階
厚木市旭町1-22-22 コジマビル201
厚木市旭町1-22-22コジマビル301
厚木市旭町1-22-22 コジマビル401
厚木市旭町1-23-1
厚木市旭町1-23-1永野ビル1階
厚木市旭町1-23-2
厚木市旭町1-23-3
厚木市旭町1-23-4
厚木市旭町1-23-7
厚木市旭町1-24-5
厚木市旭町1-24-15
厚木市旭町1-24-16
厚木市旭町1-25-1 本厚木ミハラス 2階
厚木市旭町1-26-4 スターチスビル1階
厚木市旭町1-26-4 スターチスビル2階
厚木市旭町1-29-14
厚木市旭町1-32-5 大沢ビル1階A号室
厚木市旭町1-32-5 大沢ビル1階-B
厚木市旭町1-32-11
厚木市旭町1-32-14
厚木市旭町1-33-8
厚木市旭町1-37-9
厚木市旭町1-38-4-105
厚木市旭町2-1-15
厚木市旭町2-1-15 渡辺ビル203
厚木市旭町2-1-15 渡辺ビル2階
厚木市旭町2-3-1
厚木市旭町2-19-17 kビル104
厚木市旭町3-1-19

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
046-281-9023
046-228-9333
046-227-6628
046-227-6168
－
046-228-2227
046-229-8285
046-228-1315
046-258-9323
046-229-8335
046-280-4703
－
046-258-6673
－
046-230-0660
046-265-0681
046-280-4830
046-228-9292
－
046-229-2202
－
046-280-6619
046-281-7684
046-227-0307
－
046-228-2933
046-226-1281
046-228-0323
－
046-227-1169
046-229-2358
046-227-4629
046-228-5288
046-228-1222
046-280-5247
046-220-0515
046-280-6872
046-280-5887
046-265-0297
046-230-5888
046-228-9988
046-229-8778
046-228-4810
046-229-7170
046-265-0666
046-229-9600
046-229-4129
046-205-1166
046-228-1357
046-228-1664
046-281-8648
046-210-3239
046-258-6453
046-228-2275
046-228-7527
046-228-0022

店舗名
BUNGA BUNGA
バングラディシュ料理メグナ
クラブニューかもめ 雅
タベルナラメッセ
鰻 ひろ瀬
品香亭
あつぎ⻑寿庵
スナック円
小澤商店厚木店
すき家 ソニー厚木テクノロジーセンター店
カフェレストラン タツミーヤ
藤斗屋大むら
居酒屋 万
GAL+s★STYLE
Cafe 4分休符
寿司割烹たつみ
アツギ・ミュージアム
焼肉の田口 飯山店
本厚木カンツリークラブ
昌華楼
呑み喰い処 髙匠
カフェ・ラ・スワール
台湾料理吉源
スナック カルメン
家庭料理 咲和
香酒有 かくれん坊
焼肉一花
カラオケBanBan厚木飯山店
さがみ野
大村庵
居酒屋山びこ
マクドナルド 厚木飯山店
ガスト 厚木⽩山
居酒屋やよい
炙り屋 R's
桜寿司
元湯旅館 高砂
株式会社元湯 狸小路
東丹沢グリーンパーク(レストランやま・野外BBQ)
東丹沢グリーンパーク(レストランみすず亭)
タリーズコーヒー 本厚木ミロードイースト店
ミスタードーナツ本厚木ミロードイーストショップ
小田急ステーションホテル本厚木
エクセルシオールカフェ本厚木駅店
土風炉 本厚木店
千の庭本厚木店
かにしげ本厚木店
スターバックスコーヒー 本厚木ミロード店
石庫門本厚木ミロードイースト店
アフタヌーンティー・ティールーム本厚木ミロード
神田グリル 本厚木ミロード店
和幸 ミロード本厚木店
杵屋本厚木ミロード店
旭鮨総本店 厚木ミロード店
サロン卵と私本厚木ミロード店
茶薫小籠包本厚木ミロード店

住所
厚木市旭町3-1-19-101
厚木市旭町3-2-4
厚木市旭町3-2-4 B号棟
厚木市旭町3-3-17
厚木市旭町3-15-14
厚木市旭町3-17-33
厚木市旭町4-5-11
厚木市旭町4-5-16
厚木市旭町4-6-14
厚木市旭町4-14-1
厚木市旭町5-1-1
厚木市旭町5-34-1
厚木市旭町5-40-20高瀬ビル1階
厚木市厚木町5-7 山下ビル1階
厚木市飯山354
厚木市飯山831-3
厚木市飯山1006
厚木市飯山1093-4
厚木市飯山1700
厚木市飯山2350-31
厚木市飯山2610-41
厚木市飯山3004-6
厚木市飯山3018-3
厚木市飯山3062-10
厚木市飯山3062-10 ⻩⾦ハイツ第1-3
厚木市飯山3062-10 ⻩⾦ハイツ第一102
厚木市飯山3062-1017
厚木市飯山3085-1
厚木市飯山3120-6
厚木市飯山3156-6
厚木市飯山3192-4
厚木市飯山3193-1
厚木市飯山3194-5
厚木市飯山3546-2
厚木市飯山4469-2
厚木市飯山4620-1
厚木市飯山4916
厚木市飯山4916
厚木市飯山5559-1
厚木市飯山5560-2
厚木市泉町1-1
厚木市泉町1-1
厚木市泉町1-1
厚木市泉町1-1 小田急厚木ホテル1階
厚木市泉町1-1 小田急厚木ホテル4階
厚木市泉町1-1 小田急ホテルビル2階
厚木市泉町1-1 小田急本厚木駅ビル3階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-2階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-7階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
046-404-2058
－
046-288-2783
046-227-6164
046-229-7212
046-228-0196
046-229-1179
046-227-0200
046-281-8703
0120-498-007
046-228-4165
046-228-2657
－
046-205-9979
046-280-4926
046-241-3751
046-241-4018
046-242-1529
046-241-4111
046-242-0393
046-248-6033
046-290-4343
046-248-0688
－
－
－
046-248-8555
046-248-3770
046-248-6118
046-250-5848
－
046-250-0828
046-290-5500
046-242-4008
－
046-241-1637
046-242-0008
046-242-0008
046-241-1427
046-241-1427
046-230-7409
046-230-7412
046-228-1111
046-220-0006
046-226-1312
046-297-0101
046-226-1126
046-230-3091
046-230-7423
046-230-7136
046-230-3249
046-230-3253
046-230-3251
046-230-0776
046-230-3241
046-271-8110

店舗名
サイゼリヤ 本厚木ミロード店
CHAVATY本厚木
洋麺屋五右衛門本厚木ミロード店
串かつでんがな本厚木店
ヱビスバー本厚木ミロード店
御さしみ家 ぼたん
エプロント本厚木ミロードイースト店
一風堂 本厚木ミロードイースト店
FLDK 本厚木
ドトールコーヒーショップ本厚木ミロードイースト店
箱根そば本厚木ミロード店
築地銀だこミロード本厚木店
カフェ・ファゼンダ
デジキューBBQテラス 本厚木ミロード店
サーティワンアイスクリーム本厚木ミロード店
らーめんオハナ堂
A4和⽜寿司 肉バルBISON 本厚木店
スマイリ商店
曽根屋
酒肴ほのぼの
本厚木ホルモンセンター
韓国料理 焼肉どんちゃん
UL+Ra
総作料理薫風本厚木店
叙々苑 厚木店
なまらうまいっしょ本厚木店
食彩和⽜しげ吉本厚木店
慶福楼 本厚木店
インターナショナルフード&レストラン
もつ焼き 久津ま
シオン
居酒屋 恋瀬
スナックノアール
べんけい
酔良亭ばんばん
四季の味 よも
四季旬菜まんま
マッカーサーギャレッジ
魚貴
居酒屋丹沢
まぁむん
居酒屋⾦太郎及川店
ビッグボーイジャパン及川店
はま寿司厚木及川店
丸⻲製麺厚木
焼肉屋とくじゅう
ブロンコビリー厚木及川店
スターバックスコーヒー 厚木及川店
味噌らーめんくまおやじ
朝日屋
亜門珈琲館
バーミヤン 厚木岡田
焼肉&ホルモン 三代⽬浅吉
らーめん ぎょうてん屋 東名厚木店
湯の泉 東名厚木健康センター
大好きや本厚木店

住所
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1-7階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード6階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト1階
厚木市泉町1-1 本厚木ミロードイースト内
厚木市泉町1-1 ミロード本厚木B1
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1B1
厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1屋上
厚木市泉町1-1
厚木市泉町2-1
厚木市泉町2-1 ビックジャパンビルB1階
厚木市泉町2-7 ブローテ本厚木1階
厚木市泉町2-9
厚木市泉町2-9 成都ビル1階
厚木市泉町2-9 成都ビル1階
厚木市泉町2-9 成都ビル203号
厚木市泉町3-14
厚木市泉町3-14-B1階
厚木市泉町3-14 東友ビル2階
厚木市泉町4-1
厚木市泉町4-6 メープルビル1階
厚木市泉町4-17
厚木市泉町7-20 中野ビル
厚木市泉町8-4
厚木市泉町8-5
厚木市泉町8-5
厚木市泉町8-5 溝呂木ビル103
厚木市泉町8-5 溝呂木ビル1階
厚木市泉町8-5 溝呂木ビル2階
厚木市泉町11-3
厚木市泉町11-3水島ビル1階
厚木市泉町14-11
厚木市泉町16-11
厚木市泉町16-16
厚木市及川1-12-22
厚木市及川2-5-23
厚木市及川2-5-29
厚木市及川640-1
厚木市及川1008-1
厚木市及川1050-1
厚木市及川1094-9
厚木市及川1101-1
厚木市岡田2-1-2
厚木市岡田2-4-54
厚木市岡田2-10-14
厚木市岡田3-1-27
厚木市岡田3-16-26
厚木市岡田3-17-6
厚木市岡田3-17-10
厚木市岡田4-3-24

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-4/54

電話番号
046-229-3325
046-230-7437
046-230-7460
046-230-7415
046-230-7435
046-280-5416
046-230-7410
046-230-7416
046-230-7437
046-230-7433
046-230-7422
046-230-3032
046-230-3270
080-4204-4844
0462-30-7443
046-229-7399
－
046-226-7878
046-229-0941
046-229-1515
046-280-6014
046-227-1595
046-230-2008
046-220-5053
046-229-8989
046-226-5705
046-258-9101
046-229-0551
046-227-2055
046-281-8290
046-229-6525
－
046-227-2550
046-228-9262
046-404-0988
046-228-2044
046-229-2910
046-228-3388
046-228-0595
046-227-3255
046-242-2122
046-242-2677
046-242-2158
046-243-6831
046-291-1980
046-243-4129
046-265-0929
046-243-5067
046-227-3377
046-229-6785
－
046-226-1661
－
046-226-5678
046-227-4126
046-281-7284

店舗名
とら九
ゆで太郎厚木岡田店
スナック梨花
旬味彩菜 心
Biancolella
ホルモン焼き 岩ちゃん
ラーメンショップ厚木岡田店
マクドナルド 厚木インター店
丸源ラーメン 厚木インター店
厚木インター魂心家
すき家 129号厚木IC店
はま寿司厚木IC店
丸⻲製麺厚木インター

住所
厚木市岡田4-20-45
厚木市岡田4-27-20
厚木市岡田5-13-9
厚木市岡田5-13-9
厚木市岡田5-17-17
厚木市岡田5-21-2
厚木市岡田5-21-40
厚木市岡田3010
厚木市岡田3012
厚木市岡田3014
厚木市岡田3018
厚木市岡田3024
厚木市岡田3025
スターバックスコーヒー日産自動⾞テクニカルセンターV1棟店 厚木市岡津古久560-2
そば料理⿊沼
厚木市小野658
台湾料理福源
厚木市小野1093-1
夢庵 厚木小野
厚木市小野2166-1
バーミヤン 厚木小野
厚木市小野2166-7
BOMBAY小野店
厚木市小野2180-1
らーめん専門店小川 厚木小野店
厚木市小野2180-3
餃⼦伝説 厚木店
厚木市小野2182-1
HAPPY cafe 食堂
厚木市小野2236-2
メルシィ商店
厚木市小野2293-3
地焼うなぎ ひらさわ（旧︓あつ木 みやこ家）
厚木市小野2308
焼肉きんぐ厚木店
厚木市恩名1-8-5
くら寿司厚木店
厚木市恩名1-8-8
ガスト 厚木恩名
厚木市恩名1-9-7
ジョリーパスタ厚木店
厚木市恩名1-10-6
ベジフルリンク
厚木市恩名1-10-33
ブルーラグーン
厚木市恩名1-13-9
焼肉の田口 恩名店
厚木市恩名2-6-5
RE:Dreamy
厚木市恩名4-1-11 山中屋ビル3階
松登久
厚木市恩名4-5-63
湧貴苑
厚木市恩名4-6-16
炭火焼肉ざんまい厚木店
厚木市恩名1514-5
炭火焼 だるま
厚木市⾦田293
カラオケスナックシャンテ
厚木市⾦田293
ホルモン焼 志美津
厚木市⾦田586-5
鳥よし
厚木市⾦田702-4
居酒屋 はな
厚木市上依知23-1
中華・太陽
厚木市上依知47-11
鉄板ホルモン居酒屋あかね
厚木市上依知60-2
いっとこ
厚木市上依知270-5
華華餐廳
厚木市上依知903-6
和光食堂
厚木市上依知1032-1
ライスフィールドねぎ畑
厚木市上依知1078-1
台湾料理興福順上依知2号店
厚木市上依知1296-1
寿司公
厚木市上依知1334-2
食堂一⼆九
厚木市上依知1351-1
興福順
厚木市上依知1362-4
Cfarm 厚木店
厚木市上依知1367-2
AQUA Pizza
厚木市上依知1605-1
沖縄そば屋
厚木市上荻野245-1
火焔山
厚木市上荻野267-1
もへじ亭
厚木市上荻野822-1
台湾料理福満園
厚木市上荻野868-4
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-5/54

電話番号
－
046-265-0256
－
046-229-6070
－
046-228-4905
046-228-5545
046-229-7155
046-258-6622
046-227-2622
0120-498-007
046-226-5377
046-229-2330
046-270-3116
046-247-0009
046-250-7232
046-248-4581
046-270-2432
046-281-9384
046-258-6727
046-258-9925
046-248-4823
046-281-7879
046-248-2937
046-204-9471
046-294-0610
046-297-1528
046-294-1655
046-404-2140
046-200-9985
046-244-5629
－
046-223-0966
－
046-204-7618
－
－
046-245-4855
046-223-0444
－
－
046-246-3237
046-258-6113
046-245-6660
046-245-0622
046-246-3300
046-246-0128
046-245-3013
046-245-1377
046-245-5178
050-5488-1876
046-246-3676
046-291-2091
046-241-5393
046-291-2036
046-207-7235

店舗名
そば処 大村庵
焼肉泉苑
レストラン・ジョイ
銀河
からおけ居酒屋 ふぁみりぃ
居酒屋 相州
大厚木カントリークラブ本コース
大厚木カントリークラブ桜コース
いらっしゃい
ホルモンA.N.P
居酒屋のあーる
居酒屋ながい
栄寿司
イオス
CECIL
Debut
スナックL
スナック たぬき
寿司処 新⻲
ホルモン焼 佐助
春風
大衆割烹 あさひや
焼肉韓陽苑本厚木店
寿司処いなせ
THE UNDERGROUND
ディープタンドール
寿司房州
中華居酒屋 ⻘葉
焼肉 阿吽
カフェレストランバーRise
なんのこれしき酒処やまだい
うなぎの万田
HATIS
タロー
自家製麺囲
さかなや八五郎
カラオケスナックPeace
和の食KOHAKU
パブスナックミエ
はるひごはん
otoCono-katte.
コネクト
厚木本丸亭
ステーキマフィア 本厚木店
gram本厚木
麺や食堂
Pescatrice みぃ丸亭
ラーメン源絆家
リンガーハットビバモール厚木南インター店
大村庵
味噌󠄀の⾦⼦厚木店
さくら食堂
y's SOUND BASE
ロイヤルホスト厚木栄町店
江⼾前びっくり寿司 厚木店
マンマパスタ本厚木

住所
厚木市上荻野1186-16
厚木市上荻野1236-4
厚木市上荻野1247-1
厚木市上荻野1719-3
厚木市上荻野1735-5
厚木市上荻野1905-1
厚木市上荻野4088
厚木市上荻野4088
厚木市寿町1-1-9
厚木市寿町1-1-9
厚木市寿町1-1-9 石⿊ビル101
厚木市寿町1-2-12 アライビル1階
厚木市寿町1-5-4
厚木市寿町1-5-6
厚木市寿町1-5-6 プレシャス2-201

電話番号
046-242-0700
046-241-0909
046-241-7458
－
－
046-291-2100
046-241-3131
046-241-3141
－
－
046-215-9168
046-223-8777
046-221-0896
046-221-1123
－
厚木市寿町1-5-6 プレシャスビルNo1-2階東
046-206-5554
厚木市寿町1-5-6 プレシャスビルNO2.201 －
厚木市寿町1-5-7 プレシャス№2 1A
－
厚木市寿町1-5-14 メゾンアダチ101号室 046-221-3527
厚木市寿町1-6-4
046-240-9300
厚木市寿町1-6-7
046-296-2252
厚木市寿町1-8-11
046-221-5154
厚木市寿町2-1-28
046-240-1489
厚木市寿町2-3-6
046-223-6075
厚木市寿町2-3-6⾠⺒ビル102
－
厚木市寿町2-4-1
－
厚木市寿町2-4-1
046-225-5666
厚木市寿町2-4-1
046-221-8866
厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木1階
046-244-6366
厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木1階
046-296-0007
厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木1階
046-257-7553
厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木ビル1階
046-222-5505
厚木市寿町3-7-15
046-244-5528
厚木市寿町3-7-15
046-224-6535
厚木市寿町3-7-15
046-295-0187
厚木市寿町3-7-15
046-224-9700
厚木市寿町3-7-15-2階
－
厚木市幸町1-2-1階
046-229-0200
厚木市幸町1-2
046-228-0605
厚木市幸町1-14
－
厚木市幸町4-6
046-230-0403
厚木市幸町4-6 市来壮2号室
046-210-3115
厚木市幸町4-10
046-227-3360
厚木市幸町6-4
046-229-3997
厚木市幸町6-4
046-404-1487
厚木市幸町9-6
046-228-3978
厚木市幸町10-16
046-265-0990
厚木市酒井559-1
046-228-4589
厚木市酒井1601-4
046-265-0853
厚木市酒井2127-4
046-228-9274
厚木市酒井3185
－
厚木市栄町1-1-8
046-221-3111
厚木市栄町1-2-1 三橋ビル2階
－
厚木市栄町1-3-12
046-225-6616
厚木市栄町1-6-11
046-223-1010
厚木市栄町1-7-11
046-223-4816

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-6/54

店舗名
スナックみどり山
酒庵 弥彦
カウンターバーTARUYA
旬彩つくし
和食家たけ坊
レストランkei
Bar amaro
源天
レストランけやき
どさん⼦大将厚木店
お食事処 ありあけ
居酒屋 大安
鮨咲凪
専科 本厚木店
居酒屋 愛
スナック サンライトミュージック
ホルモンセンターおかめ
ローズ・ガーデン
花ぐるま
喰い処 然
髙瀨
スナックあけみ
やきとりのんちゃん
スナック たんぽぽ
食事処 喜久地
南蛮屋Cafe
ゆで太郎厚木下依知店
味処 わだ
台湾料理興福順 下荻野店
やきとり大吉下荻野店
KHUSHI
居酒屋伊勢熊
DARTS BAR XYZ
オロチョンらあめん亭武蔵
台湾料理興福順 下荻野2号店
麺屋みのまる
来来亭厚木荻野店
スナック おたまじゃくし
ココス厚木下荻野店
夢庵 厚木下荻野
焼肉ホルモン ペリカン
山田うどん食堂 下荻野店
酒処 竹八
家路
PILINA 絆
やきとり千本
焼肉居酒屋ひろちゃん
らーめん花樂荻野店
ごはんどき厚木北店
浪花そば
ホルモン酒呑童⼦
やきとり まるきん
厚木国際カントリークラブ内レストラン
天ぷらくまさん
スナックkiyo
御食事処 藤

住所
厚木市栄町1-8-19
厚木市栄町1-8-19
厚木市栄町1-8-19
厚木市栄町1-8-20
厚木市栄町1-8-20
厚木市栄町1-9-4
厚木市栄町1-10-1
厚木市栄町1-11-1
厚木市栄町1-16-15
厚木市栄町2-6-15
厚木市栄町2-10-1
厚木市栄町2-10-1-102
厚木市栄町2-10-1 サンアイビル
厚木市栄町2-10-1 サンアイビル103
厚木市栄町2-10-1 サンアイビル105
厚木市栄町2-10-1 サンアイビル1階106
厚木市栄町2-10-28
厚木市栄町2-10-28 栄ビル3階
厚木市三田1-6-24 ⾦⼦ビル106
厚木市三田1-6-24 ⾦⼦ビル107
厚木市三田2-9-20
厚木市三田2641-1
厚木市三田南2-20-22
厚木市三田南3-1-26
厚木市三田南3-1-38 喜久地ビル
厚木市下依知1-1-1 南蛮屋ガーデン2階
厚木市下依知1-4-12
厚木市下依知3-20-32
厚木市下荻野438
厚木市下荻野472-3
厚木市下荻野474-3
厚木市下荻野496-5
厚木市下荻野519-7
厚木市下荻野520-2
厚木市下荻野824-5
厚木市下荻野844-1 タプラ下荻野1階
厚木市下荻野862-1
厚木市下荻野968-3
厚木市下荻野974-1
厚木市下荻野字四ツ谷974-2
厚木市下荻野997-5
厚木市下荻野1041-1
厚木市下荻野1067-8
厚木市下荻野1089
厚木市下荻野1092-5
厚木市下荻野1198-21
厚木市下荻野1198-21
厚木市下荻野1200-6
厚木市下荻野1200-13
厚木市下荻野1394-22
厚木市下荻野1489-4
厚木市下荻野1489-4
厚木市下荻野1920 厚木国際カントリークラブ2階レストラン

厚木市下川入10-4
厚木市下川入10-4
厚木市下川入10-4

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-7/54

電話番号
046-224-7715
046-223-4916
046-295-6477
046-223-5294
046-224-9491
046-295-7277
－
－
046-294-0500
－
046-295-0083
－
046-259-7894
046-240-9393
－
－
046-241-8162
－
046-280-6859
046-243-1123
－
－
046-404-0017
－
－
046-280-5277
046-258-6241
046-245-1778
046-241-6866
046-242-6309
046-280-5418
046-243-1655
－
046-242-2358
046-280-5488
046-239-4228
046-241-7778
046-242-6575
050-3529-9700
046-241-8951
046-242-8216
046-241-7081
046-291-1944
046-241-8345
－
046-258-9030
046-280-6171
046-241-3312
046-243-1777
046-241-5554
－
046-291-0965
046-242-5730
－
－
046-245-6412

店舗名
三郷
大むら
楽酒季味
酒処肴屋
ホルモン さだ吉
ラマラマ インド料理
酒処おかめ
まるけい
らーめん研究所
らあめん花⽉嵐 厚木129号店
カレーハウスCoCo壱番屋厚木関口店
吉野家厚木関口店
VANCOUVER COFFEE Atsugi
ラーメン山岡家厚木店
厚木パーキングエリア外回りフードコート店
丸⻲製麺厚木北
江⼾前天ぷらめし からり 厚木店
咲々 厚木店
極上 MISO BROWN
竹梅
シェリーズ・ブルスケッタ
デニーズ 厚木店
しょうゆのおがわや 厚木246号店
会席料理 福助
松屋厚木店
ライダーズカフェstory
カラオケバンバン厚木妻田店
トポリ
リンガーハット厚木妻田店
スナック そよかぜ
凛華
スナックゆい
居酒屋 希楽
スナックすみれ
スナック ひろ⼦
カフェバー ラ フォレスタ
⽜角厚木妻田店
妻田カレー
居酒屋きよこ
BAR Dom Toretto
花逢人
そば処蕎⻨人
fleur
磯浜寿司
スナックちょっくら
えにし
永楽亭
ビストロ ヴィノーブル
ステーキガスト 厚木妻田
味処酒房もくれん
ゆず庵厚木店
パブスナックぽん太
スナック M
かつや厚木妻田⻄
居酒屋 海門
梅家舎弟

住所
厚木市下川入14-4
厚木市下川入43-1
厚木市下川入69-9
厚木市下川入77-2
厚木市下川入80-2
厚木市下川入114-8 野崎ビル102
厚木市下川入278-2
厚木市下川入319-2
厚木市下津古久337-1
厚木市関口229-1
厚木市関口232-5
厚木市関口236-5
厚木市関口322-1
厚木市関口408-4
厚木市関口字御岳下704
厚木市関口826
厚木市関口827-1
厚木市関口848-10
厚木市棚沢177-3
厚木市田村町1-29-1
厚木市田村町1-30
厚木市田村町3-22
厚木市田村町4-18
厚木市田村町5-28
厚木市田村町7-20
厚木市妻田北1-6-19
厚木市妻田北1-7-9
厚木市妻田北1-8-19
厚木市妻田北1-8-29
厚木市妻田北1-13-14 マイプラザ101
厚木市妻田北1-15-11
厚木市妻田北1-15-14
厚木市妻田北1-16-37
厚木市妻田北1-18-14
厚木市妻田北1-18-14 清光高ビル2階
厚木市妻田北2-21-2
厚木市妻田北3-1-2
厚木市妻田北3-7-2
厚木市妻田北3-7-15
厚木市妻田北3-8-3
厚木市妻田北3-16-53
厚木市妻田北3-21-2
厚木市妻田北3-22-12
厚木市妻田北3-28-2
厚木市妻田北3-34-11 久保田ビル101号
厚木市妻田北3-34-11 久保田ビル102
厚木市妻田北4-3-15
厚木市妻田北4-8-14
厚木市妻田⻄1-1-21
厚木市妻田⻄1-16-13-102
厚木市妻田⻄1-19-20
厚木市妻田⻄1-28-23
厚木市妻田⻄2-9-2
厚木市妻田⻄2-15-24
厚木市妻田⻄2-15-30
厚木市妻田⻄2-17-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-8/54

電話番号
046-409-0693
046-245-4651
－
046-246-0014
046-245-1022
046-246-5572
－
046-215-0905
046-205-7405
046-244-1351
046-204-0330
046-244-1195
－
046-245-5755
046-281-8444
046-246-3315
046-245-1311
046-245-0900
046-265-0044
046-223-7239
046-225-5565
046-223-3910
046-204-5886
046-221-2373
046-297-4103
－
050-3134-0852
046-225-5940
046-297-3145
－
046-244-5193
046-240-1317
046-225-3110
046-295-2511
046-224-0282
046-222-3642
046-297-0229
046-259-7637
－
046-295-4405
－
046-296-0705
－
046-221-2844
046-221-1199
046-295-0207
046-224-7629
046-296-8852
046-296-2616
046-222-0023
046-259-7319
046-222-5315
046-240-9464
046-206-5117
046-225-7855
046-222-8181

店舗名
田舎鮨
油そば専門店 ヌードルスパンキー
中華料理 盧山
じぇっとん
八剣伝妻田⻄店
海鮮小料理 慶家
スナックVIP
居酒屋 みず穗
LICKS
竹世寿し
どんなもん
ラーメン厚木家
吉野家246号線厚木妻田店
博多天ぷらなぐや厚木店
小林屋厚木妻田店
居酒屋 岬
コメダ珈琲 厚木妻田
焼肉酒家 波
文
びっくりドンキー 厚木妻田店
うまか丸
のぞみ
北京
松屋厚木⼾田店
美人スナックうそつき
⽜将 厚木店
THANHDONG
スナック明日香
酒処 寿吾
酒どころ明日香
鳶尾寿司
居酒屋 しま
pub ソワレ
つどいカフェもりや亭
赤ひげ 鳶尾店
141BASE
ポシェッと
まるおおラーメン
寿楽
めん処 基いち
ジャックポット
居酒屋ひげさん
ナチュラルスイーツ・ランド
きんかどう
Eat-More
Chalk Trip CAFE
ごはんどき厚木店
花むら
幸楽苑 厚木中依知店
スナッククレスト
和食麺処サガミ厚木荻野店
すき家 412号厚木中荻野店
田所商店 中荻野店
BOMBAY荻野店
ガスト 厚木中荻野
中津川カントリークラブレストラン

住所
厚木市妻田⻄2-18-31
厚木市妻田⻄3-1-25
厚木市妻田⻄3-1-25
厚木市妻田⻄3-13-22
厚木市妻田⻄3-18-2
厚木市妻田⻄3-26-18
厚木市妻田⻄3-27-1
厚木市妻田⻄3-27
厚木市妻田⻄3-28-27
厚木市妻田⻄3-29-24
厚木市妻田東2-2-11
厚木市妻田東2-25-11
厚木市妻田東3-1-1
厚木市妻田東3-2-1
厚木市妻田東3-8-12
厚木市妻田東3-10-8 コーポサカエ
厚木市妻田南1-17-43
厚木市妻田南1-23-14 トミーハウス1階
厚木市妻田南2-2-20
厚木市妻田南2-8-19
厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネ101
厚木市妻田南2-10-19
厚木市⼾田220-1
厚木市⼾田540-1
厚木市⼾田1061-15
厚木市⼾田1225
厚木市⼾田2341-16
厚木市鳶尾1-17-4
厚木市鳶尾1-17-4
厚木市鳶尾2-27-21
厚木市鳶尾4-1-2
厚木市鳶尾4-2-14
厚木市鳶尾4-2-14
厚木市鳶尾4-6-15
厚木市鳶尾4-27-4
厚木市鳶尾4-27-8 佐藤店舗1
厚木市鳶尾4-278
厚木市⼾室1-36-3
厚木市⼾室1-37-2
厚木市⼾室3-8-12
厚木市⼾室3-8-25 第5ブランドールB1
厚木市⼾室4-1-57 第⼆ニュー厚木103
厚木市⼾室5-6-1
厚木市⼾室5-31-1 アツギトレリス3階
厚木市⼾室5-31-1 アツギトレリス3階FC

電話番号
046-224-2238
046-259-7994
046-224-2828
046-210-3847
046-297-4715
046-225-3315
－
－
046-222-7622
046-222-3157
－
046-222-3888
046-294-5012
046-225-7979
046-295-6400
046-241-6070
046-205-6224
046-244-3429
046-204-8929
046-296-5631
046-296-8882
046-225-4455
－
046-220-0650
－
046-229-2911
080-9466-8999
－
046-243-2710
－
046-241-2544
046-291-2373
046-258-9376
－
046-242-4129
－
046-291-2440
－
046-223-2460
046-297-3040
046-223-3405
－
046-225-6400
046-296-0012
－
厚木市⼾室5-31-1 アツギトレリス3階フードコート 046-259-6767
厚木市⼾室5-31-2
046-297-3305
厚木市中依知76-2
－
厚木市中依知183-1
046-244-2123
厚木市中依知333-5
046-245-6066
厚木市中荻野332-1
046-242-6367
厚木市中荻野580-1
0120-498-007
厚木市中荻野620-1
046-246-4866
厚木市中荻野621-28
046-241-4634
厚木市中荻野1725-4
046-243-1080
厚木市中荻野字細谷1941
046-241-9732

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-9/54

店舗名
日高屋 小田急マルシェ本厚木東口店
しゃぶ葉 小田急マルシェ本厚木
カフェソラーレイオン厚木店
Bar sunface
中国料理揚州厨房
とび蔵本厚木駅前店
串カツ田中本厚木店
やきとり家すみれ本厚木店
ますや
Sweet
横浜らーめん壱八家 本厚木店
和彩扇翠
idenchi
Lounge Belle
レストラン&バー 陣
レンブラリーカフェ
相州⻑屋
ホンアツ餃⼦
麺屋 藤ろう
Japanese dining かん助
富士そば 本厚木店
ミートビア 本厚木
浮浪雲 北口店
吉野家本厚木店
韓国料理ハンアリ
ホンアツやきとん横丁
⻄安⼑削麺酒楼
本厚木壱七家
サンクトガーレンタップルーム
カラオケマック本厚木店
フィガロ
赤から本厚木駅前店
ビッグエコー本厚木中央店
休み屋cafeサンフラワー
やきとり工房本厚木店
御⿊堂
ニイハオ餃⼦食堂プレシス本厚木パークフロント206
厚木プラザボウル
ケンタッキーフライドチキン 本厚木店
餃⼦の王将本厚木店
海鮮三崎港本厚木店
ゴーゴーカレー 本厚木駅前スタジアム
香川一福 本厚木駅前店
さかなや道場 本厚木北口店
有限会社 福助
だるまのめ 本厚木店
カフェ&ブラッセリーBON
九州侍 本厚木店
土間土間本厚木店
ニュートロ酒場 チョアヨ708本厚木店
肉の佐藤 本厚木店
カラオケ館本厚木店
ASTRA
いちご屋 本厚木店
天丼てんや本厚木店
松屋本厚木店

住所
厚木市中町1-1-1
厚木市中町1-1-1-3階
厚木市中町1-5-10
厚木市中町1-8-4
厚木市中町1-12-10
厚木市中町2-1-1
厚木市中町2-1-1 ksビル1階
厚木市中町2-1-1 LYMビル2階
厚木市中町2-1-2
厚木市中町2-1-2 小島ビル2階
厚木市中町2-1-2 コスモビル101
厚木市中町2-1-2 南部ビル1階
厚木市中町2-1-2 南武ビル2階
厚木市中町2-1-2 南武ビル3階
厚木市中町2-1-2 南武ビルB1階
厚木市中町2-1-6
厚木市中町2-1-7 藍澤厚木ビル3階
厚木市中町2-1-8
厚木市中町2-1-8-1階
厚木市中町2-1-8 国方ビル2階
厚木市中町2-1-17 カネカビル1階
厚木市中町2-1-17 カネカビル4階
厚木市中町2-1-17 カネカビルB1
厚木市中町2-1-22 柳ビル
厚木市中町2-1-22 柳ビル2階
厚木市中町2-1-23
厚木市中町2-1-23 イレブンビル2階
厚木市中町2-1-24 平和ビル1階
厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード21階
厚木市中町2-2-8
厚木市中町2-2-8 厚木センタービル2階
厚木市中町2-2-8 厚木センタービル6階
厚木市中町2-2-22
厚木市中町2-3-1

電話番号
046-225-0577
046-297-3621
046-221-6010
046-223-8030
046-221-5633
046-297-3765
046-204-5499
046-296-2929
046-225-4555
046-204-5335
046-240-8820
046-225-1210
046-222-6022
046-205-8787
046-223-8300
046-224-5215
046-222-9888
046-225-7006
046-204-4318
046-224-0745
046-296-7900
046-404-8793
046-223-8905
046-225-8622
046-222-1841
046-295-3066
046-296-3366
046-223-3417
046-230-7017
046-225-9200
046-295-7777
046-240-6162
046-294-3330
046-221-3837
厚木市中町2-3-1 厚木ダイヤプラザビル1階 046-295-5582
厚木市中町2-3-1 厚木ダイヤプラザビル1階 046-244-4222
厚木市中町2-3-1 ダイヤプラザビル
046-244-4222
厚木市中町2-3-1 ダイヤプラザビル7階
046-224-1001
厚木市中町2-3厚木ダイヤプラザビル内
046-296-1229
厚木市中町2-4-1
046-295-2211
厚木市中町2-4-2
046-223-1037
厚木市中町2-4-2 トキワヤ第3ビル
046-244-5543
厚木市中町2-4-2 トキワヤ第3ビル1階
046-244-0220
厚木市中町2-4-2 トキワヤ第3ビル2階
046-297-7721
厚木市中町2-4-11
046-221-0573
厚木市中町2-4-11
046-221-4707
厚木市中町2-4-13
046-223-7480
厚木市中町2-4-13-3階
046-244-6909
厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル 3階
046-296-4477
厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル7階
046-240-1680
厚木市中町2-4-14
046-240-1778
厚木市中町2-4-14
046-296-3323
厚木市中町2-4-14 本厚木ヒルズ3階
046-259-5529
厚木市中町2-4-14 本厚木ヒルズ5階
046-200-9508
厚木市中町2-4-16
046-224-1533
厚木市中町2-4-16 トキワヤビル1階
046-296-1453

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-10/54

店舗名
JOYSOUND本厚木駅前店
奥羽本荘・なまいき 本厚木店
磯丸水産本厚木北口店
てけてけ本厚木店
鶏彩 / 玄屋
ダンダダン酒場 本厚木店
松のや本厚木店
鳥貴族本厚木店
日高屋 本厚木1番街店
AJISAI(飲食店)
居酒屋 十和田
モスバーガー本厚木北口店
バッファローキング厚木店
BotoRu
ガスト 本厚木駅前
からやま 本厚木店
スターバックスコーヒー 本厚木店
Ramen i-na
Dining Bar and Cafe i-na
焼肉わがんせ
串房醉本厚木店
くいもの屋 わん本厚木店
⽉あかり本厚木中町店
レボリューション
Good Aging Store
sunset
プールホール ブラッキーズ
洋食レストランロッキー
ミスユニバース
鳥楽本厚木店
オーシャンバル 地中海酒場 パラッツォビアンコ
ニールガガン
本厚木肉寿司
カラオケまねきねこ本厚木一番街店
本厚木亭
キャビン
Ray
串焼き瑞
ミッドナイト
晴れ屋
サイゼリヤ 厚木中町店
ラーメン梅家
やきとり居酒屋純平
ビストロじぇい
大⼾屋ごはん処 本厚木店
DA Butchers
ダブッチャーズ本店
パラワン
DINIGBARRESORTSKY
PUB JOY
ダーツバーフレーシェ
ALBATROSS
Rosario
麺屋蓮
スナック 鍵
三三丸市場

住所
厚木市中町2-4-16 トキワヤビル3階
神奈川県厚木市中町2-4-16
厚木市中町2-5-1 カルチェビル1階
厚木市中町2-5-1 カルチェビル2階
厚木市中町2-5-1 カルチェビル3階
厚木市中町2-5-3
厚木市中町2-5-3 厚木ヤングヒルビル
厚木市中町2-5-3 中町ヤングヒルビル3階
厚木市中町2-5-4
厚木市中町2-5-4
厚木市中町2-5-22
厚木市中町2-6-5
厚木市中町2-6-10
厚木市中町2-6-11-1階
厚木市中町2-6-20
厚木市中町2-6-20 人の森本厚木中町ビル1階
厚木市中町2-6-20 人の森本厚木中町ビル1階

厚木市中町2-6-24 ほてい屋第⼆ビル1階
厚木市中町2-6-24 ほてい屋第⼆ビルB1
厚木市中町2-7-5 ワミレスヒカリビル1階
厚木市中町2-7-6 LGビル1階
厚木市中町2-7-10 厚木オーイズミビル1階
厚木市中町2-7-11 オーイズミダイニングビル1階

厚木市中町2-7-14 TMビル3階
厚木市中町2-7-16 内田ビル1階
厚木市中町2-7-16 内田ビル2階
厚木市中町2-7-16 内田ビル3階
厚木市中町2-7-19 壱番館ビル1階
厚木市中町2-7-19 壱番館ビル5階
厚木市中町2-7-21-3階
厚木市中町2-7-22 第⼆中町⼆丁⽬ビル2階
厚木市中町2-7-22 増田ビル2階
厚木市中町2-7-23
厚木市中町2-7-23 厚木PGビル2階
厚木市中町2-7-23 フジビル3階
厚木市中町2-7-23 ふじビル5階
厚木市中町2-8-1 会田興業ビルB1
厚木市中町2-8-1 会田興業ビルB1階
厚木市中町2-8-2 トヨシマビル3階
厚木市中町2-8-6 中町ビル2階
厚木市中町2-8-12 喜久屋ビル2階
厚木市中町2-9-11
厚木市中町2-9-12
厚木市中町2-9-12
厚木市中町2-9-13
厚木市中町2-9-17 プレシス本厚木パークフロント1階
厚木市中町2-9-17 プレシス本厚木パークフロント1階

厚木市中町2-10-4 KSビル3階
厚木市中町2-10-4 KSビル5階
厚木市中町2-10-11
厚木市中町2-10-11-3階-A
厚木市中町2-10-11-4階
厚木市中町2-10-11 KAI-NETビル3階
厚木市中町2-10-14 増渕第⼆ビル101
厚木市中町2-10-15
厚木市中町2-10-22 三経46ビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-11/54

電話番号
046-223-5085
0462-04-4638
046-297-0251
046-200-7520
046-204-8291
046-225-5450
046-297-7110
046-259-9311
046-297-4322
－
046-224-8510
046-223-3681
046-224-7550
046-244-0300
046-297-0223
046-297-7501
046-221-0648
046-292-0666
046-297-7099
046-204-6366
046-222-8515
046-295-4747
046-259-6665
046-225-4622
046-259-9125
046-204-70032430018
046-223-4945
046-222-0252
046-221-8912
046-240-7760
046-240-8531
046-225-6665
－
046-204-6071
046-255-9661
046-221-0785
046-222-2229
046-223-3388
046-224-7568
046-295-1161
046-296-3155
046-225-5578
046-223-1551
046-221-1300
046-225-6020
046-259-8622
046-259-8622
046-296-8001
046-222-5550
－
046-244-3287
046-297-7927
0462-04-6231
046-200-9877
046-221-3000
046-204-8036

店舗名
ときわ亭 本厚木店
東苑
ステーキのくいしんぼ 本厚木さつき通り店
すき家 本厚木一番街店
café&Hair gallary Beach tree
玄品 本厚木
めぐみベジカフェ
ITALIAN&WINE ADOMANI アミューあつぎ店
カラオケ のり⼦
和'arrck
⻘山餃⼦房(本厚木店)
カサブランカ
リカーズスタンド バラクーダ
カフェダイニングパームツリー
レンブラントホテル厚木 1パームツリー 2中津川 3トルファン 4ラウンジ 5バー

レンブラントホテル厚木 宴会場
レンブラントホテル厚木 ロビーラウンジ
日本料理中津川
スナック とんぼ
不動
中華料理 向陽飯店 本厚木店
アモーレ
四季旬彩 舞鮮
厚工坊
スナックプラチナ
中ちょう倶楽部
カリブ
来来屋
エージングバー
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん本厚木店
トラットリア ロッソ ピアット
アルモニーア
天政
ミチ
十日えびす
りあん
マンマミヤ
スナック くるくる
スナック オアシス
Gatti
囲炉裏処 本厚木 すみしょう
真⽜網焼き工房
とり銀
いけす屋与一
餃⼦屋しのわ
餃⼦酒家松鶴樓
抖茶
抖茶DOUTEA
ぼちぼち本厚木店
⽬利きの銀次本厚木北口駅前店
和フレンチカドヤ
瓢たん
酔笑苑
遊膳
パブレストランシャルマン
⽜角本厚木店

住所
厚木市中町2-10-23 ワーカービル1階
厚木市中町2-11-10 ダイヤモンドビル1階
厚木市中町2-11-11 小泉ビル1階
厚木市中町2-12-1
厚木市中町2-12-3 和田ビル102
厚木市中町2-12-3 和田ビル1階
厚木市中町2-12-15-9階
厚木市中町2-12-15 アミューあつぎB1階
厚木市中町2-12-21
厚木市中町2-12-21
厚木市中町2-12-21-1階
厚木市中町2-12-21 サンロード2階
厚木市中町2-12-21 サンロード内
厚木市中町2-13-1
厚木市中町2-13-1
厚木市中町2-13-1
厚木市中町2-13-1
厚木市中町2-13-1
厚木市中町2-13-9-101
厚木市中町2-13-10-103
厚木市中町2-13-13
厚木市中町2-13-13 グランデ本厚木2階
厚木市中町2-13-14
厚木市中町2-14-4-1階
厚木市中町2-14-4 恵ビル地下1階
厚木市中町2-14-8
厚木市中町2-14-9 昌栄ビルB1
厚木市中町2-14-10 小森ビル1階
厚木市中町2-14-10 小森ビル2階
厚木市中町3-1-2 はやまビルA館1階
厚木市中町3-1-7-2階
厚木市中町3-1-7 中三ビル103
厚木市中町3-1-7 中三ビル1階
厚木市中町3-1-7 中三ビル1階
厚木市中町3-1-7 中三ビル202
厚木市中町3-1-7 中三ビル205
厚木市中町3-1-7 中三ビル206
厚木市中町3-1-7 中三ビル2階
厚木市中町3-1-7 中三ビル2階
厚木市中町3-1-7 中三ビル306
厚木市中町3-1-14 Siesta 1階
厚木市中町3-1-15-1階
厚木市中町3-1-16
厚木市中町3-1-17
厚木市中町3-1-17 はまやビルB101
厚木市中町3-1-22 みどりビルB1階
厚木市中町3-1-22 ヤギシタビル1階
厚木市中町3-1-22 柳下びる1階
厚木市中町3-1-23
厚木市中町3-1-24 第一吉村ビル 2階
厚木市中町3-2-20
厚木市中町3-2-20
厚木市中町3-2-21
厚木市中町3-3-17
厚木市中町3-3-20
厚木市中町3-3-20 ビクトリアビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-12/54

電話番号
046-240-0096
046-221-2288
046-223-2227
0120-498-007
046-259-8069
046-225-7229
046-230-6370
046-259-8023
－
－
046-204-8085
046-224-6846
046-224-2558
046-222-0335
046-221-0001
046-222-0380
046-221-0001
046-222-0350
046-224-3904
046-224-0022
046-259-7197
－
046-221-2230
046-259-9551
－
046-223-7002
046-207-2380
－
046-294-3797
046-205-6087
050-5488-3276
046-259-7255
046-221-4712
046-224-0355
046-240-0222
046-225-1418
－
－
046-224-3208
046-404-0300
046-244-0416
046-259-5940
046-223-5155
046-221-8100
－
046-204-9198
046-259-7886
046-259-7886
046-294-5128
046-297-1288
046-200-9044
046-223-3151
046-221-6245
046-295-5070
046-221-1184
046-294-2922

店舗名
お好み焼 鉄板焼 まいど
OWL
Camus
ファジョンガ
ZERO
麺処謹ちゃん
麺処きんちゃん
サロン・DE・れいこ
ペペルモコ
スナックハーモニー
スナックるる
VIBES
スナック ジャスミン
UZU
スナック桂
REDDOOR OUB727
Meet`s
焼肉 ⽜勢 本厚木店
MIX
馬肉食堂BAKAYARO
快活CLUB本厚木駅前店
はま寿司本厚木駅前店
パブスナック幸
BARゴットファーザーズ
STAY GOLD
⽜繁 本厚木店
カフェ鈴木
ゴルゴン9厚木店
カフェ・ベローチェ厚木中町店
七福 厚木店
旅館さがみ
シャラント
いわい鮨
菊むら
トレドダイニング
スナック・ジロー
くしさんぼん 厚木ジャンクション
珈琲館 本厚木店
中華食堂一番館本厚木店
うみぼおず
鶴橋風⽉本厚木店
庄助
ふく処 やすどや1908
ぶっ豚 本厚木店
すき家 本厚木店
居酒屋もみじ
カレーハウスCoCo壱番屋本厚木通り店
やよい軒本厚木店
ささご
厚木アーバンホテル レストラン プティテイール
厚木アーバンホテル コンベンションホール
厚木アーバンホテル サンセットガーデン
Bar Sunface厚木アーバンホテル店
トラットリア グラッパ
たかよし
club A

住所
厚木市中町3-3-20 ビクトリアビル2階
厚木市中町3-3-20 ビクトリアビル4階
厚木市中町3-3-20 ビクトリアビル4階
厚木市中町3-4-3-1階
厚木市中町3-4-3 H-1号
厚木市中町3-4-3 栄信ビル104
厚木市中町3-4-3 栄信ビル104
厚木市中町3-4-3 栄信ビル1階
厚木市中町3-4-3 栄信ビル2階
厚木市中町3-4-3 栄信ビル2階
厚木市中町3-4-3 栄信ビル2階
厚木市中町3-4-3 栄信ビル304
厚木市中町3-4-3 栄信ビル3階
厚木市中町3-4-7 DOM本厚木107
厚木市中町3-4-7 ドム本厚木101
厚木市中町3-4-7 ドム本厚木1階103号室
厚木市中町3-4-16-3階
厚木市中町3-4-16 千石中町ビル1階
厚木市中町3-4-16 千石中町ビル6階
厚木市中町3-4-17
厚木市中町3-4-22-4階
厚木市中町3-4-22 第⼆会田ビルB1階
厚木市中町3-5-2 三木ビル2階201号室
厚木市中町3-5-2 三木ビル402
厚木市中町3-5-2 三木ビル4階
厚木市中町3-5-3 パークビル1階
厚木市中町3-5-6 ロックヒルズ1階
厚木市中町3-6-14
厚木市中町3-6-14 MIRAI BLD.1階
厚木市中町3-6-16 ホテル東海1階
厚木市中町3-9-2
厚木市中町3-9-18
厚木市中町3-9-19
厚木市中町3-9-19 Mビル
厚木市中町3-9-19 Mビル102
厚木市中町3-10-1
厚木市中町3-11-3
厚木市中町3-12-5 ホテルビスタ1階
厚木市中町3-12-6
厚木市中町3-12-6 第28明智ビル1階

電話番号
－
046-225-3115
046-225-3115
046-244-0363
046-205-6968
－
046-225-5745
046-295-0004
046-221-3381
046-225-1398
046-221-5888
046-204-5535
046-222-2885
046-404-0140
046-223-7432
－
046-240-0390
050-8881-0166
046-297-6007
046-206-5829
046-297-3988
046-297-4888
046-221-3695
046-244-3363
046-223-1129
046-240-8929
046-295-6280
046-296-2626
046-297-5533
046-296-8522
046-221-2326
046-223-3356
046-221-2529
046-223-7553
046-240-0134
046-223-7466
046-222-0943
046-297-3236
046-297-3378
046-225-1066
厚木市中町3-12-7 イシケンスポーツビル1階 046-240-1755
厚木市中町3-12-13 中⻄ビル
046-224-5402
厚木市中町3-12-13 ⻄中ビル1階C
046-225-1908
厚木市中町3-13-1
046-295-5285
厚木市中町3-13-1
0120-498-007
厚木市中町3-13-1 トリノビル2階
－
厚木市中町3-13-2
046-295-2666
厚木市中町3-13-2 小山ビル1階
046-297-5035
厚木市中町3-13-12
－
厚木市中町3-14-14
046-223-2442
厚木市中町3-14-14
046-223-2442
厚木市中町3-14-14
046-223-2442
厚木市中町3-14-14
046-223-2442
厚木市中町3-15-12 ミッドライズマツイ 046-225-5311
厚木市中町3-17-26
046-294-0106
厚木市中町3-17-26 マルコマビル2階
046-240-6085

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-13/54

店舗名
イタリア食堂 FRANCO
ホンアツビストロ PariPari
インドカレーBOMBAY 本厚木駅前店
都鮨
麺家たぁ房
クラブディオン
keep on
創作串揚げ ⼆代⽬ 一道
スナック 桜
さかい 鳥
RAHASIA
厚中くらぶ
ASOBIBAR kyo
PUB B
倶楽部 華るちぇ
ナイトシェル
919
肉の佐藤 ジンギスカンとラムしゃぶ店
鳥貴族本厚木2号店
AGaRu
ディスポート
柊
和⽜もつ鍋とり料理の店 さかい別邸
Japanese dining 与八
セレブレイト
三百文
トラットリア オネスト
LIVEBARcocina
和彩 旬の郷
福よし本厚木店
焼肉市場まつだ
プアン 本厚木店
和楽処 なかじま
ばかすや
ステーキ工房シェーヌ
スナックひかり
Syai
ラ・プリマベーラ
ジュエリア
MASHIRO
寧⽉
カウンターバー ティアモ
PUB 紫陽花
Lounge tea
アイ
砂浜BARさんらいず
中華料理 新楽
厚木 すし 末広
すなっく出逢い
ビストロ シェケン
沖縄料理&鉄板料理カチャーシー
ポチャどやじ厚木本店
焼き鳥本舗祭
創作ダイニング 市松
倶楽部ショパージュ
CLUBFORTH

住所
厚木市中町3-17-27
厚木市中町3-18-14
厚木市中町3-18-14
厚木市中町3-18-14 第一会田ビル
厚木市中町3-18-14 第一会田ビル1階2号室
厚木市中町4-1-11
厚木市中町4-1-11
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル2階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル2階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル2階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル3階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル3階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル3階B号室
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル3階 D号
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル4階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル4階
厚木市中町4-1-11 山中屋ビル5階
厚木市中町4-1-13
厚木市中町4-1-13 杉崎第3ビル2階
厚木市中町4-1-13 ティエイチビル3階
厚木市中町4-2-3 ライズ中町4階-A
厚木市中町4-2-3 ライズ中町ビル3C
厚木市中町4-2-4 Fビル1階
厚木市中町4-2-7 太陽ビル1階
厚木市中町4-2-8 ハイストーンビル3B1階
厚木市中町4-2-9
厚木市中町4-2-9-2階
厚木市中町4-3-10 トミコシビル201
厚木市中町4-4-15
厚木市中町4-5-15 中町ビル2階
厚木市中町4-5-15 中町ビル4階
厚木市中町4-5-15 松ロイヤルビル2階
厚木市中町4-6-7 カナコウビル1階
厚木市中町4-6-9 オークNTビル1階
厚木市中町4-6-9 オークNTビル2階
厚木市中町4-6-9 オークNTビル301
厚木市中町4-6-9 オークNTビル3階-2
厚木市中町4-6-13
厚木市中町4-6-13
厚木市中町4-6-13 第2ソフィアビル101号室
厚木市中町4-6-13 第2ソフィアビル201号室

厚木市中町4-6-14 ソフィアビル101
厚木市中町4-6-14 ソフィアビル102号室
厚木市中町4-6-14 ソフィアビル201号室
厚木市中町4-6-14 ソフィアビル202号室
厚木市中町4-7-11 山中屋ビル5-E
厚木市中町4-10-4-204
厚木市中町4-10-4 厚木グリーンコーポ102
厚木市中町4-10-5
厚木市中町4-10-21
厚木市中町4-14-6
厚木市中町4-14-6
厚木市中町4-14-6 パティオビル2階
厚木市中町4-14-6 パティオビル2階
厚木市中町4-14-13
厚木市中町4-14-13 ONビル3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-14/54

電話番号
046-200-7909
046-204-8596
046-207-7985
046-221-7774
046-259-5577
046-295-9596
046-244-6871
046-244-6345
－
046-297-4129
046-222-5599
046-223-8139
046-244-3965
－
046-224-6676
046-295-5566
－
046-244-4126
046-225-9261
046-297-4566
046-200-9364
046-204-7707
046-297-3929
046-210-3428
046-240-8422
－
046-244-0010
046-244-5578
046-244-5350
046-223-2929
046-221-9585
046-259-7729
－
046-295-5084
046-295-8989
046-248-8338
046-297-3366
046-297-7070
046-296-1551
－
046-225-8867
046-240-1701
046-244-5379
－
046-223-2520
046-259-5869
046-295-8388
046-240-1016
046-223-1873
046-221-5120
046-205-9002
046-205-5652
046-222-3998
046-259-7097
046-223-8977
046-205-1250

店舗名
パブスナックvivi
和食 お酒 彩は
⼿料理 梅花
ラーメン専科当り矢
ホンアツ酒場
Bar えん
シャンパン バー Roger
KADO
山⻑ ⿊うどん
焼肉ホルモン⻤の家
ビッグエッグ
イル・キャンテイ メッツォ
ホルモン⻤の家
ラピス
Counter Bar CHEAPTown.
SIRIUS
ラウンジサンセリテ
七輪焼肉焼肉 安安 本厚木店
日の出製麺所
ななさわ
日本料理 檜
カフェレストラン ベンガル
和風料理おかめ
七沢森林公園バーベキュー場
カフェジャルダン
WAIWAIアジアのご飯屋さん
末広寿司
盛楽苑
七沢荘
ZUND-BAR
かぶと湯温泉 山水楼
玉翠楼
中屋旅館
福元館
元湯玉川館
旅館福松
中国料理揚⼦江
だるま家本店
くい道楽
かつ庵厚木⻑谷店
楽食
すき家 厚木⻑谷店
居酒屋 縁
海湘丸 厚木本店
⾦⿓閣
美代寿司
星林
アルバム絵本カフェ
⼆代⽬横浜らーめん東名家
サーティワンアイスクリーム 厚木林相鉄ローゼン店
ラーメンパワースポット厚木店
すき家 412号厚木林店
夢庵 厚木林
居酒屋つりきち
吉野家412号線厚木林店
居酒屋八枝

住所
厚木市中町4-14-13 オーエヌ第1ビル2階
厚木市中町4-14-13 オーエヌ第一ビル1階
厚木市中町4-14-13 オーエヌビル1階
厚木市中町4-15-5
厚木市中町4-15-5
厚木市中町4-15-5 サンシャイン55ビル1階
厚木市中町4-15-5 サンシャイン55ビル1階
厚木市中町4-15-6
厚木市中町4-15-6 早川ビル1階
厚木市中町4-16-6
厚木市中町4-16-6
厚木市中町4-16-6-103
厚木市中町4-16-6 桂ビル1階
厚木市中町4-16-6 桂ビル2階
厚木市中町4-16-6 桂ビル2階
厚木市中町4-16-7 アビデビル5B
厚木市中町4-16-7 第⼆室澤ビル3階
厚木市中町12-7-23
厚木市⻑沼408-1
厚木市七沢238-9
厚木市七沢239-1
厚木市七沢243-4
厚木市七沢246-1
厚木市七沢901-1
厚木市七沢1359-1
厚木市七沢1432
厚木市七沢1444-2
厚木市七沢1811
厚木市七沢1826
厚木市七沢1954-7
厚木市七沢2062
厚木市七沢2607
厚木市七沢2750
厚木市七沢2758
厚木市七沢2776
神奈川県厚木市七沢
厚木市温水2046-1
厚木市温水2257-18
厚木市温水2296-7
厚木市⻑谷402-1
厚木市⻑谷417-4
厚木市⻑谷642-3
厚木市⻑谷677-3-1
厚木市⻑谷776-3
厚木市⻑谷1165-1
厚木市⻑谷1349-2
厚木市⻑谷1351-9
厚木市⻑谷1698
厚木市林1-13-2
厚木市林1-16-1
厚木市林1-26-1
厚木市林4-12-34
厚木市林4-12-41
厚木市林4-13-18 ナルセビルB
厚木市林4-20-30
厚木市林4-22-5

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-15/54

電話番号
046-259-5262
046-244-6299
－
046-224-7088
046-221-9002
046-224-0755
046-223-1312
046-295-5357
－
－
046-221-4980
046-259-7101
046-224-5823
046-225-0988
046-223-9133
046-204-6513
046-244-6535
046-221-5522
046-229-5183
046-248-0237
046-281-8689
046-248-0848
046-248-5511
046-247-9870
046-250-5500
046-281-8581
046-248-0319
046-248-0101
046-248-0236
046-221-7352
046-248-0025
046-248-0011
046-248-0008
046-248-0335
046-248-0002
046-248-0324
－
046-247-4425
－
046-281-7617
046-248-7658
0120-498-007
－
046-248-0481
046-258-6708
046-248-6677
046-404-5070
046-404-0857
046-223-2258
046-221-3107
046-259-5652
0120-498-007
046-224-6461
046-295-3490
046-294-0908
－

店舗名
幸楽苑 厚木林店
ジョリーパスタ厚木林店
回転寿し活鮮 厚木店
湯花楽厚木店 レストラン 華
サイゼリヤ 厚木林店
コート・ダジュール 厚木林店
快活CLUB厚木林店
⾦港堂珈琲
PUAPUA
一茎庵
炭火焼肉ホルモン炎蔵
安楽亭厚木船⼦店
びっくり寿司 厚木インター店
県央会館
鉄⿓山 厚木店
麺や食堂 246店
かつや 神奈川厚木船⼦店
伝丸 厚木船⼦
だるま家船⼦店
やっぱりステーキ厚木オータワールドビル店
Studio&Cafe ALOHA TIME
板そば喜右衛門
バーミヤン 厚木松枝
磯料理三ツ石
呑み喰いや一條
パブスナックM
内田屋食堂
インドカレーBOMBAY 水引店
来々軒本厚木店
やきとりぽんた
レストラン ランビック
鉄板料理 頂
秋田食堂
カラオケスナック チャップリン 緑ヶ丘店
DEANA
養⽼乃瀧 厚木緑ヶ丘店
みはるの横丁
レストラン・バー風樹
生そば山形屋
MOJA MOJA
喫茶&スナック くらら
和風スナックすみれ
まつり屋一栄
キッチンもりのさと
アマンダンヒルズ
ラーメンまこと屋 厚木山際店
すき家 129号厚木山際店
そば処 やま本
居酒屋スナックひとみ
ミュージックパブBenny
レストラン 梅昇
レストラン栗の⾥厚木店
居酒屋楓
町田商店山際店
炭火焼肉 のぶ
八戒

住所
厚木市林4-25-40
厚木市林5-1-30
厚木市林5-7-10
厚木市林5-8-12
厚木市林5-12-9
厚木市林5-12-10
厚木市林5-23-5
厚木市東町2-1-201
厚木市東町4-2
厚木市東町6-12
厚木市東町8-6
厚木市船⼦64-1
厚木市船⼦594-1
厚木市船⼦1060-1
厚木市船⼦1173-4
厚木市船⼦1234-1
厚木市船⼦1237-1
厚木市船⼦1247-1 溝呂木ビル
厚木市船⼦1256-2
厚木市船⼦1284-1-M2階
厚木市松枝1-1-15
厚木市松枝1-4-5
厚木市松枝2-5-3
厚木市水引1-8-2
厚木市水引1-14-15
厚木市水引1-15-17-101
厚木市水引1-16-36
厚木市水引1-17-17
厚木市水引2-1-10 匠優ビル
厚木市水引2-9-16
厚木市水引2-12-36
厚木市緑ケ丘1-2-7-2
厚木市緑ケ丘1-11-14
厚木市緑ケ丘1-11-14
厚木市緑ケ丘2-2-12
厚木市緑ケ丘3-3-8
厚木市みはる野2-26-14
厚木市宮の⾥1-8-22
厚木市元町3-17
厚木市元町7-13
厚木市元町7-17
厚木市元町柳田8-28ビル1階
厚木市元町8-22
厚木市森の⾥1-33-1-1階
厚木市森の⾥若宮13-3
厚木市山際256
厚木市山際281-1
厚木市山際402-2
厚木市山際428-11
厚木市山際428-12
厚木市山際501
厚木市山際554-1
厚木市山際568-1
厚木市山際571-1
厚木市山際616-1
厚木市山際622-4

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-16/54

電話番号
046-296-1660
046-297-0236
042-223-6155
046-296-4126
046-222-3624
046-295-2888
046-294-2888
046-200-9700
046-222-9915
－
－
046-250-3511
046-228-8989
046-248-2222
046-250-0656
046-265-0642
046-290-3072
03-6833-6670
046-248-5302
046-280-6635
046-212-2620
046-225-1219
046-297-1157
046-221-0691
046-221-1452
－
046-221-0842
046-222-8288
046-225-6066
－
046-222-5959
046-404-0874
046-221-7119
046-224-7770
046-222-9900
046-225-1663
046-242-9200
046-241-9986
046-222-7559
－
046-224-0288
046-223-2050
046-222-3399
046-247-0017
046-290-3344
046-204-1133
0120-498-007
046-245-7720
046-246-2078
046-246-2180
046-245-1047
046-245-1341
046-258-6661
046-265-0011
046-245-5526
－

店舗名
としちゃん
スナック 一凛
カフェ・ラウレア
居酒屋笑福
MINI RESTAURANT
厚木パーキングエリア内回りフードコート店
寿美𠮷
そばうどんしぶや
小料理 かつ江
狸小路飯店
カラオケスナック吉
玉寿司
バーミヤン 相模大塚
中国料理 興福楼
ワンカルビ大和上和田店
カラオケ 沙羅
炭火焼肉 しんき
肉屋の炭火焼肉 和平 大和桜が丘店
スシロー 大和店
中華料理客来香
AYURA
居酒屋しまちゃん
カサブランカ
ハイブリッヂ
すなっく桂
十割そば会大和桜ヶ丘店
ガスト 大和上和田
オールドヒッコリー大和桜ヶ丘店
Cafe Jardin
居酒屋ちぇじゅう
かねご
モスバーガー島忠大和店
ホテル現代楽園 大和店
カラオケ居酒屋紙ひこうき
相模屋
鳥双
ラブリーサロン小悪魔
(有)平和軒 山口とんちゃん
居酒屋 きみ
スナック ひまわり
クリエルカフェ
酒処 桃
アリゼ
ラージマウス
いざよい
居酒屋だるま
カラオケ倶楽部ココ
台湾料理福源
インドベンガル料理RANI
SAARA DINING CAFE
幸福
スナックずぼらや
皆与志
独楽寿司大和本店
Takcafe相模大塚
鮨仁

住所
厚木市山際748-5
厚木市山際748-5 林ビル102
厚木市山際748-10
厚木市山際748-23
厚木市山際862-1 オリエントビル6-101
厚木市山際1728
大和市上草柳2-16-17
大和市上草柳4-2-4
大和市上草柳4-2-11
大和市上草柳7-10-38
大和市上草柳8-15-13
大和市上草柳9-16-16
大和市上草柳121-16
大和市上和田1-5
大和市上和田39-1
大和市上和田440-18
大和市上和田739-2
大和市上和田746-1
大和市上和田751
大和市上和田848-1
大和市上和田948-6
大和市上和田965-1 並木ビル1階

電話番号
046-245-0370
－
－
046-245-3331
－
046-280-6950
046-264-4545
－
－
042-264-5678
－
046-264-3564
046-265-5206
046-259-8231
046-268-4129
046-240-6777
046-268-3929
046-240-8622
046-279-5337
046-268-2968
－
046-268-2218
大和市上和田966-1 ソシアルハイム桜が丘1階 046-267-9119
大和市上和田969 メゾン山下1階
046-211-5931
大和市上和田973 グランデ桜ヶ丘1階3号 046-268-3156
大和市上和田1026-1
046-259-7227
大和市上和田1026-3
046-267-0172
大和市上和田1770-1
046-279-3533
大和市上和田1777
046-205-0113
大和市上和田1784-14
046-259-9713
大和市上和田1799
－
大和市上和田2680-1
046-201-0501
大和市上和田2743-1
046-267-3911
大和市上和田2877-1
046-206-4180
大和市桜森2-3-14
－
大和市桜森2-3-14
046-215-1958
大和市桜森2-4-15-103号
046-259-8619
大和市桜森2-7-6
046-261-3140
大和市桜森2-8-9
－
大和市桜森2-8-10
－
大和市桜森2-8-14
046-240-0005
大和市桜森2-9-2桜森店舗
046-261-1227
大和市桜森2-9-4 相模荘0号
－
大和市桜森2-10-6
－
大和市桜森2-11-7
046-263-1888
大和市桜森2-11-13
－
大和市桜森2-13-9
046-263-5236
大和市桜森2-13-10
046-262-0363
大和市桜森2-14-17
046-260-6444
大和市桜森2-14-22
－
大和市桜森2-14-22
046-263-7267
大和市桜森2-14-22
－
大和市桜森2-14-23
046-261-3660
大和市桜森2-26-13
046-261-1114
大和市桜森3-4-25 桜森スクエア2
046-240-9818
大和市桜森3-7-4 ニューハイツ桜森101 046-240-0400

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-17/54

店舗名
フィリピン居酒屋ダニーボーイ
壱角家大和桜ヶ丘店
一福食堂
居酒屋 はあとらんど
ジョリーパスタ上和田店
リスボア
LM (エルミオ)
ラーメン郷
モスバーガー高座渋谷店
デニーズ 大和渋谷店
麺匠八雲 大和店
松屋 大和渋谷店
とんてんとん
旬味旬菜 天空富士⾒庵大和店
居酒屋 奈⽉
なっちゃん
かとう商店
スナック 葵
居酒屋海鮮問屋
パブ ルナージユ
スナック メロディー
麺屋江武⾥
酔御殿
花あかり
ファーストキッチン 大和イオン店
⻑崎ちゃんぽんリンガーハット イオンモール大和店
幸楽苑イオン大和店
サーティーワンアイスクリームイオン大和SC店
バーガーキングイオン大和店
サイゼリヤ イオン大和店
フォンホン
フォンホン2F
やきとり おじさん
翔愛
ふるさと万代
居酒屋 たぬき
かっぽう驫
鳥清高座渋谷店
居酒屋うまかっぺ
Bar Paloma バルパロマ
酒処 幹
BHAWANA
バケット イオンモール大和店
かかしイオンモール大和店
幸楽苑 イオンモール大和店
マクドナルド イオンモール大和店
イオンモール大和 フードコート
サンマルクカフェイオンモール大和店
中華101
はなまるうどんイオンモール大和店
カプリチョーザイオンモール大和店
和幸 大和店
王記厨房
果汁工房果琳 イオンモール大和店
ステーキハンバーグ&サラダバーけんイオンモール大和店
サーティワンアイスクリームイオンモール大和店

住所
大和市桜森3-7-7
大和市渋谷1-1-3
大和市渋谷1-2-5
大和市渋谷1-4-4 1階
大和市渋谷1-5-4
大和市渋谷1-16-10
大和市渋谷2-1-1
大和市渋谷2-15-10
大和市渋谷2-15-13
大和市渋谷4-1-20
大和市渋谷4-5-5
大和市渋谷5-4-1
大和市渋谷5-12-23
大和市渋谷5-22 IKOZA5階 岩盤温浴おふろの王様 高座渋谷駅前店内

大和市渋谷5-23-8
大和市渋谷5-23-9
大和市渋谷5-23-11
大和市渋谷5-23-12 YAZAWA店舗A号室
大和市渋谷5-24-4
大和市渋谷5-24-4 柴ビル101号
大和市渋谷5-24-11 メゾンエスポアール1階

大和市渋谷5-38-1 コンフォート鈴木1階
大和市渋谷6-2-7
大和市渋谷6-2-7 ポンドール1階
大和市渋谷6-6-1
大和市渋谷6-6-1
大和市渋谷6-6-1
大和市渋谷6-6-1
大和市渋谷6-6-1 イオン大和
大和市渋谷6-6-1 イオン大和1階
大和市渋谷6-7-6
大和市渋谷6-7-6
大和市渋谷6-7-6
大和市渋谷6-7-6 三楽ビル1
大和市渋谷6-7 三楽ビル206
大和市渋谷6-12-1
大和市渋谷6-14-4
大和市渋谷6-16-2
大和市渋谷6-19-17
大和市渋谷7-1-18 フロレスタ102
大和市渋谷7-16-11
大和市渋谷8-14-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール3階
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和1階
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和1階
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和1階
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和2階
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-18/54

電話番号
－
046-204-5888
046-267-1282
046-269-7949
046-269-5735
－
－
046-408-1906
046-268-8864
046-268-7427
046-404-2532
046-279-6220
046-267-9171
046-279-5316
046-268-0017
046-207-8927
－
046-269-2317
046-269-8022
046-269-8873
046-268-2677
046-267-1799
046-269-0171
－
046-268-7501
046-201-0875
046-240-1613
－
046-240-8390
046-279-6881
046-269-9640
046-269-9640
046-268-7811
046-269-6737
－
－
－
046-204-4194
046-268-5016
046-200-9390
－
046-269-6994
046-200-2309
046-200-3659
046-200-2115
046-200-3674
046-200-3508
046-200-3593
046-260-1092
046-200-2122
046-200-0547
046-200-3673
046-240-0817
046-244-3230
046-200-3529
046-200-3639

店舗名
スターバックスコーヒー大和オークシティ店
ヒマールキッチン大和鶴間店
築地銀だこイトーヨーカドー大和鶴間
大阪王将 イトーヨーカドー大和鶴間店
丸⻲製麺イトーヨーカドー大和鶴間
マクドナルド 大和鶴間イトーヨーカドー店
リンガーハットヨーカドー大和鶴間店
イトーヨーカドー大和鶴間店
本味楽イトーヨーカドー大和鶴間店
大⼾屋ごはん処イトーヨーカドー大和鶴間店
ドトールコーヒーショップ大和鶴間イトーヨーカドー店
海鮮三崎港イトーヨーカドー大和鶴間店
紅⻁餃⼦房 イトーヨーカドー大和鶴間
サイゼリヤ イトーヨーカドー大和鶴間店
でびっとイトーヨーカドー大和鶴間店
bb.q OLIVE CHICKEN caf'e イトーヨーカドー大和鶴間店
コメダ珈琲イトーヨーカドー大和鶴間店
サーティワンアイスクリーム大和鶴間イトーヨーカドー店
ゆで太郎大和下鶴間店
ドヌオス鶴間店
夢庵 大和鶴間
鉄⿓山 つきみ野店
karan
ラーメン大桜 つきみ野店
宝永飯店
壱鵠堂 つきみ野
生そば あずま つきみ野店
九一麺 つきみ野店
ガスト 中央林間
中央林間魂心家
ラーメン岩佐 下鶴間店
マクドナルド 大和つきみ野店
高下食堂
ラーメン八右衛門
むさしの森珈琲 中央林間
カフェレストラン デリス
横浜らーめん壱八家 つきみ野店
七輪焼肉安安つきみ野店
九つ井 大和店
らーめん花樂大和店
くら寿司大和鶴間店
築地銀だこ下鶴間ドライブイン店
とも寿司
かっぱ寿司 南林間店
キムキム
ベトナムレストラン KIM HUE
焼肉きんぐ大和下和田店
コメダ珈琲店大和下和田店
お食事処 ふくしま
かっぱ寿司 大和下和田店
桝元 大和店
馬⾞道大和下和田店
から好し 大和下和田
しゃぶ葉 大和下和田
壱六家 大和店
サイゼリヤ 大和代官店

住所
大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和ショッピングセンター

大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1
大和市下鶴間1-3-1-1階
大和市下鶴間1-3-1-2階
大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー1階
大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間1階
大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間1階
大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間1階

大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間店
大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間店1階

大和市下鶴間1-3-1 フードコート内
大和市下鶴間2-1-6
大和市下鶴間2-1-6
大和市下鶴間2-9-7
大和市下鶴間552-1
大和市下鶴間618-11
大和市下鶴間657-8
大和市下鶴間694-8
大和市下鶴間696-7
大和市下鶴間697-1
大和市下鶴間821-2
大和市下鶴間1540-1
大和市下鶴間1540-1
大和市下鶴間1550-5
大和市下鶴間1738-8
大和市下鶴間1774
大和市下鶴間1774 高下ビル
大和市下鶴間1784-11
大和市下鶴間2020-10
大和市下鶴間2075-1
大和市下鶴間2076-3 パストラルつきみ野1階

大和市下鶴間2249
大和市下鶴間2775-1
大和市下鶴間2781-3
大和市下鶴間2793-3
大和市下鶴間3001-27 アイパレス南林間101号

大和市下鶴間3002-23
大和市下和田605
大和市下和田605
大和市下和田729-1
大和市下和田731-1
大和市下和田763-1
大和市下和田795-1
大和市下和田836
大和市下和田884-1
大和市下和田字中ノ原959-1
大和市下和田960-1
大和市下和田967-1
大和市代官2-11-3

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-19/54

電話番号
046-200-3520
046-244-6440
046-259-8111
046-264-6588
046-260-4008
046-200-0281
046-200-2316
046-261-1211
046-200-7730
046-260-1035
046-200-0277
046-206-4351
046-260-0622
046-200-3108
046-260-0812
046-200-6151
046-240-9797
046-263-1131
046-206-5850
046-265-5617
046-262-5924
046-276-4885
－
046-276-3445
046-276-7770
－
046-204-4150
046-277-6391
046-271-0053
046-259-6272
－
046-272-0665
046-274-6593
046-240-8000
046-278-1261
046-277-2020
046-240-0810
046-273-0021
046-276-3060
046-274-4554
046-278-4610
046-244-3558
046-275-0689
046-271-0388
046-244-4716
－
046-201-0860
046-268-6520
046-267-3057
046-279-5688
046-200-9696
046-201-0255
046-279-5125
046-201-0151
046-268-7546
046-279-6618

店舗名
太古レストラン・酒場・ダイナソー
元祖ニュータンタンメン 大和代官店
居酒や風来坊
わっしょい 大和南口店
焼肉名門
そらや 大和店
ガスト 大和
かついち大和店
吉野家小田急大和駅前店
いきなりステーキ小田急マルシェ大和店
焼鳥日高 小田急マルシェ大和店
日高屋 小田急マルシェ大和店
サンマルクカフェ小田急マルシェ大和店
イタリアントマトカフェジュニア小田急マルシェ大和店
新家
そば割烹 ふる⾥
COCO
スナックオーロラ
PHILIPPINE CLUB MURASAKI
紅ほっぺ
nice space SEN
スナックゆうこ
居酒屋のん太
フラッシュ
ばんぶー
詩
AMNESIA
⽴呑処 吉永
スナックあいのり
とり八
もつ玄 大和店
ドラム缶大和店
スナック心音
しゃぶ葉 大和中央
更科
すし処紀文
シバライズ
マカンマカン
ひろや
焼鳥酒場お兄い
ふらっと
お好み焼き桃太郎大和駅⻄口プロムナード店
ラーメン桃家
なお吉大和店
らーめん一番ぼし
鳥しょう
BOGEY
しあわせ咲場 居酒家 なみんち
ぎょうざのぽん吉
サイゼリヤ 大和駅北口交番前店
ほるもん番⻑
パブアムリタ
ニュークラブロマン
和食ダイニング狼煙
La mere
炎屋串房醉

住所
大和市代官2-16-12
大和市代官3-13-24
大和市代官3-13-26
大和市中央1-1-2 第2近藤ビル1階
大和市中央1-1-11
大和市中央1-1-16
大和市中央1-1-20
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26
大和市中央1-1-26 小田急マルシェ大和1階
大和市中央1-3-3
大和市中央1-3-3
大和市中央1-3-3
大和市中央1-3-3 104
大和市中央1-3-3 大和ビル102
大和市中央1-3-3 大和ビル103
大和市中央1-3-3 大和ビル104
大和市中央1-3-3 大和ビル105
大和市中央1-3-3 大和ビル107
大和市中央1-3-3 大和ビル113
大和市中央1-3-3 大和ビル117
大和市中央1-3-3 大和ビル118号
大和市中央1-3-3 大和ビル120
大和市中央1-3-3 大和ビル122
大和市中央1-3-3 大和ビル1階
大和市中央1-3-18
大和市中央1-3-19第一ホテル1階
大和市中央1-3-21-B1
大和市中央1-3-21小田ビル四階
大和市中央1-4-14
大和市中央1-4-16
大和市中央1-6-15
大和市中央1-6-16
大和市中央1-6-19
大和市中央1-6-19
大和市中央2-1-4
大和市中央2-1-4
大和市中央2-1-7
大和市中央2-1-8
大和市中央2-1-10
大和市中央2-1-10
大和市中央2-1-11
大和市中央2-1-11 飯島店舗3号
大和市中央2-1-15
大和市中央2-1-15 パークロード大和101

電話番号
046-240-6947
046-244-4200
046-267-6193
03-5687-1280
046-263-5283
－
046-200-2069
046-200-9810
046-206-4032
046-204-6029
046-261-5055
046-261-4880
046-259-9903
046-204-5281
046-262-4848
046-263-2389
046-262-5335
046-200-5770
－
－
046-262-8188
－
－
046-261-7411
046-260-0022
－
046-204-5640
－
046-263-5996
046-260-9172
046-263-1623
－
046-264-5785
046-265-1140
046-264-2288
046-262-4560
046-262-6675
046-260-7010
－
－
－
046-263-1118
046-264-3499
046-263-7999
046-204-7743
－
－
046-404-7254
046-263-7292
大和市中央2-4-2 大和ビルディング第6ビル2階 046-200-5003
大和市中央2-4-4 藤和ビル2階
046-260-4400
大和市中央2-4-4 藤和ビル2階
046-262-7450
大和市中央2-4-5 アルカサーノ大和1階
046-263-3663
大和市中央2-4-11-101
046-240-6800
大和市中央2-4-13 新堀ギタービルB1
046-200-9140
大和市中央2-4-14全公社第2ビル1階
046-204-4333

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-20/54

店舗名
スナック リカ
居酒屋 トラジ
Orion
3sun
いざか家たいよう
ウボンラッ
スナック ボルドー
カラアゲサカバスミチャン
北京飯店大和本店
松壱家大和店
いざかや 末
The Mask
やきとり とも
お好み焼き桃太郎本店
BAR MILwaukee
BAR NaO
YAMATO重音部
とんかつハンバーグ紗Le-bon
ジョナサン 大和中央
松のや大和店
和よし
はなぶさ
アヤPartⅡ
北海道海鮮6番27ふ頭
居酒屋 哲ちゃん
大衆酒場もつ焼きチャンピオン
東横INN大和駅前
チーズの海に溺れたい大和店
原価酒場 大和店
韓国家庭料理豚ザラン
土の村
バージンフラミンゴ
宮川
ton-tatta
和創・割烹 源(みなもと)
M'S BAR
キムキム 大和店
中華料理 ⿓園
大和 笑う焼き鳥屋 ウルル
糸吉プロデュースby味噌の侍
らあめん糸吉
BAR W.E.G
串カツ祭大和店
ら〜めん一豚
パブかぐや姫
居酒屋 和っしょい
ダイニング華
中華料理百味鮮
ピア ブランカ
天狗家 アスロード店
玄米ごはんや橙
スナック くるみ
すみちゃん
串乃木
つけ麺 ながおか
キッチン&バービストロSAM

大和市中央2-4-15

住所

大和市中央2-4-15 大和シティーハイム201号

大和市中央2-4-15 大和シティハイム202
大和市中央2-4-16-101
大和市中央2-4-16-B1階
大和市中央2-4-16 グリーンハイツ102号
大和市中央2-4-16 グリーンハイツ1階
大和市中央2-4-18
大和市中央2-4-18
大和市中央2-4-19
大和市中央2-5-21
大和市中央2-5-21優鳳ビル2階
大和市中央2-7-5
大和市中央2-13-23-102
大和市中央2-14 中村ビル2階
大和市中央3-4-26-2階
大和市中央3-4-26-2階中
大和市中央3-5-7クルミハイツ一階
大和市中央3-8-15
大和市中央4-1-2 近藤ビル
大和市中央4-1-3
大和市中央4-1-12
大和市中央4-1-12 福富ビル内
大和市中央4-1-17 アークホテル大和1階
大和市中央4-1-18
大和市中央4-1-18
大和市中央4-1-20
大和市中央4-1-23
大和市中央4-1-23 風の木ビル1階
大和市中央4-1-23 風のビル2階
大和市中央4-2-1-2階
大和市中央4-2-1-301
大和市中央4-2-6 石川ビル1階
大和市中央4-2-6 ブリランテ1階
大和市中央4-2-8
大和市中央4-3-1
大和市中央4-3-15
大和市中央4-3-16
大和市中央4-3-16
大和市中央5-1-1
大和市中央5-1-1 県央ビル102
大和市中央5-1-1県央ビル202
大和市中央5-1-24 1階・2階
大和市中央5-1-25
大和市中央5-1-25-2階
大和市中央5-3-21
大和市中央5-6-1
大和市中央5-14-2
大和市中央5-14-2
大和市中央5-14-2
大和市中央6-2-11
大和市中央7-4-22
大和市中央7-4-22
大和市中央林間1-6-17
大和市中央林間1-11-4
大和市中央林間2-7-14 パレスプレジデント102

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-21/54

電話番号
－
－
046-205-9166
－
－
046-244-6353
046-261-4515
046-263-4455
046-261-7160
046-244-5360
－
046-206-5578
－
046-260-2823
046-211-6448
046-264-0275
－
046-240-8969
046-265-1184
046-240-8707
046-263-7276
046-264-5360
－
046-200-9902
046-263-7278
046-204-6680
046-265-1045
－
046-240-6189
048-200-7115
－
046-264-0584
046-261-8989
046-205-7390
046-264-6064
046-240-7624
046-211-7933
046-264-8890
046-200-9958
046-264-7004
046-264-7004
046-240-6370
046-244-5458
046-262-4474
046-260-6561
050-5897-6674
046-262-2331
046-261-6128
－
046-260-1129
046-408-2227
－
－
046-293-9552
046-208-3377
－

店舗名
ゴンボーレークァン
中国家庭料理 回味楼
CAFE&BAR Chiroru
台湾料理 祥瑞
サンマルクカフェ中央林間店
酒処 さくら
スナックま心
大衆洋酒場テリーさんのひつじ
焼鳥寅丸
大衆肉酒場にく野郎中央林間
モスバーガー中央林間北口店
箱根そば中央林間店
くいもの屋 わん 中央林間店
麺屋 奨 中央林間店
九州料理 九州炎
麺屋のすけ
アンボ商店
らーめん にんにくや
たぬき
居酒屋 知知武
かつら
酒肴ダイニング 喰
オステリア ロカンダ ハル
スナック藤
spit&polish SOURIKI
居酒屋 とっくり
EXA(エクサ)
小料理一竹
Aroma de BARイージュ
日本料理 雅
TAKBAR
ダイニング奏
獺
あんぽん炭
伊万⾥
ワンオアエイト
居酒屋さいや
あかね家本舗中央林間店
⻩⾊い看板
串呑
3丁⽬増田屋
SNACK M
Bar Arcobaleno
みなづ喜
FLAT HOUSE cafe
DININGBARシーズン
ハイブ
豚焼&湘南畑マニトン
DINING est.
食堂カフェdaily
そば処天⿓
EN別邸中央林間店
魚貝創作えん蔵
れんげ食堂Toshu中央林間店
ラーメンだるま本舗
ちからこぶ

住所
大和市中央林間2-13-11
大和市中央林間2-13-11
大和市中央林間2-13-11
大和市中央林間2-20-25
大和市中央林間3-2-10
大和市中央林間3-3-3 21 NSセンタービル1階

大和市中央林間3-3-3 NSセンタービルB1階

大和市中央林間3-3-4 アンボビル1階
大和市中央林間3-3-6 中央林間駅北口Yビル
大和市中央林間3-3-6 中央林間北口Yビル1階

大和市中央林間3-3-8
大和市中央林間3-3-8 小田急線中央林間駅改札前

大和市中央林間3-4-2
大和市中央林間3-4-7 小野ビル1階
大和市中央林間3-4-10 m&mビル1階
大和市中央林間3-4-17
大和市中央林間3-4-17
大和市中央林間3-5-2
大和市中央林間3-5-4
大和市中央林間3-5-5
大和市中央林間3-5-5 山和ハイツ103
大和市中央林間3-5-7
大和市中央林間3-5-14
大和市中央林間3-5-14 H103
大和市中央林間3-5-15-1階
大和市中央林間3-5-16
大和市中央林間3-5-16 リバーフィールド1階

大和市中央林間3-7-13-1階
大和市中央林間3-9-9 建友ビル1階
大和市中央林間3-10-2 ルベールサントラル201

大和市中央林間3-10-8 101
大和市中央林間3-10-8 アオイ第2ビル2階
大和市中央林間3-10-8 第⼆タカノビル1階
大和市中央林間3-11-1 サンケイビルIII2階
大和市中央林間3-12-3 サンケイビル2階

大和市中央林間3-12-3 サンケイビル⼆1階

大和市中央林間3-12-10
大和市中央林間3-12-14 アロハビル一階
大和市中央林間3-12-19 レガロ2 1階
大和市中央林間3-13-17
大和市中央林間3-13-17
大和市中央林間3-13-17 モリヤコーポ102
大和市中央林間3-13-17 モリヤコーポ103
大和市中央林間3-13-20 第2パールマンション1階

大和市中央林間3-16-2
大和市中央林間3-17-20
大和市中央林間3-17-20-B1
大和市中央林間3-17-20 澤勝ビル2階
大和市中央林間3-17-20 タックビル1階
大和市中央林間3-17-20 タックビルB1
大和市中央林間4-5-2
大和市中央林間4-5-9
大和市中央林間4-5-9 coma-21-102
大和市中央林間4-5-17草薙ビル1階
大和市中央林間4-5-18 STビル1階
大和市中央林間4-5-18 林間エステーBLD3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-22/54

電話番号
－
046-216-8223
－
046-216-9498
046-278-1309
－
046-204-7283
046-259-6229
046-200-9970
046-277-8833
046-276-5641
046-276-5711
046-271-0666
046-272-8787
046-277-4810
046-283-1333
046-273-1818
046-259-7702
046-277-7865
046-276-0978
046-277-4474
046-277-5959
046-275-6120
046-276-3500
046-273-5120
046-274-7000
046-404-7195
046-275-7701
046-219-2200
046-283-1075
046-206-5273
－
046-277-1091
046-277-1173
－
－
046-275-0183
046-275-0053
046-271-7775
－
－
046-274-4333
046-211-1419
046-276-0007
046-283-2322
046-275-7717
046-277-8122
046-277-2929
046-276-0388
046-205-5860
046-274-2266
046-278-6622
046-273-1505
046-276-5919
046-275-8300
046-277-9200

店舗名
しぶそば中央林間店
吉野家東急中央林間駅店
築地銀だこ中央林間店
ケンタッキーフライドチキン 中央林間店
ヴィ・ド・フランス カフェ中央林間店
マクドナルド 中央林間駅店
スターバックスコーヒー エトモ中央林間店
大⼾屋エトモ中央林間
おむすび権米衛エトモ中央林間店
大阪王将エトモ中央林間店
中央林間東急スクエア店
乃珈琲店中央林間東急スクエア店
カラオケの鉄人中央林間店
魚⺠中央林間駅前店
bistro ラターブル
takcafe
TAcme
レイドバック
石⾅引き蕎⻨まるぬき
Malted Milk (モルテッド ミルク)
林間ワイン酒場ハレノヒ
お好み焼七福
E Masala
Aiウェルエンディングストーリー
ルパン
パブハウスシャイン
居酒屋すたんどあっぷ
スナック とらいあげいん
スナック さくら
ホワイト・ホース
鶏のすけ
上海城
けむり屋 中央林間店（旧︓鳥清 中央林間店）
BAR17
むらとや
ラーメン岩佐 駅前店
OneScene ワンシーン
こっから
居酒屋 ふじ
ローストビーフ&ステーキラグーン
すし処なかみぞ
SUNNY'SBURGER
呑み食い処 千
熊の隠れ家
レストラン セモリナ
巣鷹 cucina SUDAKA
とんかつおかむら
和 なごみ
燦坐
レスイズモア
リストランテリン
餃⼦の王将中央林間りんかんモール店
すき家 大和りんかんモール店
丸⻲製麺りんかんモール
かごの屋りんかんモール店
むらさき

住所
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3
大和市中央林間4-6-3-2階
大和市中央林間4-6-3 エトモ中央林間1階
大和市中央林間4-6-3 エトモ中央林間2階
大和市中央林間4-12-1 中央林間東急スクエア1階
大和市中央林間4-12-1 中央林間東急スクエアビル3階

大和市中央林間4-14-25 MORE'S5ビル4階
大和市中央林間4-14-25 ぷちMORE'S5-2階

大和市中央林間4-17-4
大和市中央林間4-17-19
大和市中央林間4-18-17 友和ビル1階
大和市中央林間4-18-17 友和ビル2階
大和市中央林間4-26-2 アベニュー中央林間1階D号室

大和市中央林間4-28-6 永屋ビル1-B
大和市中央林間4-28-6 永屋ビル2階
大和市中央林間4-28-24
大和市中央林間4-28-24 グレイス林間102
大和市中央林間4-29-6ビラサンライズ106
大和市中央林間4-29-11
大和市中央林間5-1-1 杉本ビルB1
大和市中央林間5-1-2
大和市中央林間5-1-2
大和市中央林間5-1-2-2階
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-1-6
大和市中央林間5-6-1
大和市中央林間5-6-1チャイルドシティB101
大和市中央林間5-6-1 チャイルドシティB103号

大和市中央林間5-6-1 チャイルドシティB105

大和市中央林間5-7-9
大和市中央林間5-7-22
大和市中央林間5-7-25
大和市中央林間5-7-25
大和市中央林間5-8-2
大和市中央林間5-10-1
大和市中央林間6-1-15
大和市中央林間6-2-23 ヴャンネトール102
大和市中央林間7-6-1
大和市中央林間7-6-1
大和市中央林間7-6-1
大和市中央林間7-6-1 りんかんモール店内
大和市中央林間8-7-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-23/54

電話番号
046-278-1220
046-204-5075
046-204-8567
046-271-5744
046-273-5502
046-275-1312
046-240-8971
046-244-0181
046-200-7775
－
046-240-8555
046-244-3160
046-271-5221
046-272-9088
046-206-5778
046-272-4760
046-259-9290
046-272-5584
046-277-8327
－
046-240-8255
046-276-2941
046-276-1875
046-274-1112
－
046-272-6775
－
046-275-4993
046-277-0600
046-275-4992
046-409-9993
046-278-2805
046-240-9729
046-240-1955
－
－
046-272-6001
046-277-9737
－
－
046-276-4466
050-8883-0450
－
046-240-7359
－
046-293-5540
046-275-9115
046-276-0287
046-271-3033
046-271-5216
046-275-0907
046-277-8770
0120-498-007
046-277-1025
046-278-2700
－

店舗名
カルビ屋大福 中央林間店
サイゼリヤ 大和つきみ野店
がってん寿司 中央林間店
⻁萬⾦
パラダイス本舗
中央林間テニスクラブ
居酒屋にこや
ラー麺ずんどう屋大和中央林間店
中華キッチン彩々
ニューデリー
コート・ダジュール つきみ野店
はま寿司大和つきみ野店
焼肉きんぐつきみ野店
かつや神奈川つきみ野店
酒酒
権現
和食処とんでんつきみ野店
ラーメンショップ大和
夢庵 つきみ野
千代田つきみ野ホール
シャンティー食堂
つきみ野ダイニングAuge
風羅
コメダ珈琲大和つきみ野店
ラーメン風びつきみ野店
横浜うかい亭
蕎⻨・天麩羅ほりのうち
フィーカ
カラオケパブ香香(シャンシャン)
酒酒鶴間店
居酒屋 ひばり
赤丸本店
中華料理錦香源
スナックしーちゃん
Miss Davao
SNACK WINGGY
ふたり屋
居酒屋 天
パブスナックこたぬき
HIMALAYADINING &BAR
ASAMI
スナックふみ
スナック せんり
Bar THINKTANK
ミュージックラウンジ侍
あがらんしょ
酔い処ねぶた茶屋
スナック ぴあす
居酒屋あゆみ
鶏ぼうず
のみくい処よっちゃん
トラットリア ピュー
ねこぱんち
居酒屋あきら
居酒屋 梟あうる
BAR500.0

住所
大和市中央林間8-8-5
大和市中央林間8-16-26
大和市中央林間8-25-5
大和市中央林間8-26-24
大和市中央林間9-3-37
大和市中央林間9-53-29
大和市中央林間417-4 太陽ビル1階
大和市中央林間⻄6-2-11
大和市つきみ野2-1-6
大和市つきみ野2-7-4
大和市つきみ野2-8-1
大和市つきみ野2-8-1
大和市つきみ野2-8-3
大和市つきみ野2-9-6
大和市つきみ野4-5-1
大和市つきみ野4-11-41
大和市つきみ野4-12-3
大和市つきみ野4-12-5 智ビル1階
大和市つきみ野4-13-1
大和市つきみ野4-13-2
大和市つきみ野5-9-6 宮武ビル102A
大和市つきみ野5-9-20
大和市つきみ野5-9-22
大和市つきみ野5-17-1
大和市つきみ野5-18-1
大和市つきみ野6-5-2
大和市つきみ野6-9-36
大和市つきみ野7-10-6
大和市鶴間1-1-6 クレイハイム101
大和市鶴間1-1-6 クレインハイム102
大和市鶴間1-1-14
大和市鶴間1-1-14 マツオカビル1階
大和市鶴間1-2-2 仙楽園ビル2階
大和市鶴間1-2-6
大和市鶴間1-2-6-105
大和市鶴間1-2-6 髙下ビル106号室
大和市鶴間1-2-6 第一KKビル101
大和市鶴間1-2-7 高下ビル101
大和市鶴間1-2-7 高下ビル1階
大和市鶴間1-2-7 高下ビル1階107号室
大和市鶴間1-2-7 高下ビル203
大和市鶴間1-2-7 高下ビル207
大和市鶴間1-2-8
大和市鶴間1-2-8-1階
大和市鶴間1-2-8-2階
大和市鶴間1-2-9
大和市鶴間1-2-9
大和市鶴間1-2-9
大和市鶴間1-2-11
大和市鶴間1-3-3 コートパル飯田1階
大和市鶴間1-3-4
大和市鶴間1-3-7
大和市鶴間1-4-20
大和市鶴間1-4-21
大和市鶴間1-4-21
大和市鶴間1-4-21

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-24/54

電話番号
046-206-7729
046-278-5891
046-240-6250
046-276-6518
046-274-3948
046-267-5557
046-277-3258
046-204-8441
046-272-1033
046-240-8200
046-278-2888
046-278-1611
046-271-2929
046-259-5151
046-277-5502
－
046-276-9391
－
046-272-5551
046-271-0031
046-272-8380
046-206-5140
046-240-0095
046-271-0320
046-272-4577
046-276-5252
046-275-8838
046-273-1832
－
－
－
046-204-8668
046-283-0740
046-261-8322
－
046-200-9776
－
－
046-262-3223
046-216-8849
046-260-0751
－
－
－
046-206-4947
046-260-0959
046-204-6455
－
046-211-8585
046-261-3302
046-260-7737
045-404-8830
046-207-3345
046-262-6366
－
070-8548-4434

店舗名
Halu
永島 峰晴
居酒屋お多福
居酒屋 四季
居酒屋かめや
呑み処千利
ラーメン大桜 鶴間店
吉野家下鶴間店
麺やいかり
朝日屋
炭火焼きとり鳥玉
カラオケ茶屋ゆう
そば処 寿美吉
カラオケミュージック鶴間店
やきとり
FOOD&WINE deux
焼肉英ちゃん
トトモズキッチン
神結
SORRISO
鶴間とんちゃん
さつま
ぶらっと
勝滝ホルモンセンター
MAHALO
⿓苑
パブフェニックス
中華料理林林
そば処大むら
ドトールコーヒーショップ 鶴間駅前店
養⽼乃滝鶴間店
酒とメシ 虹むら
カレーハウスCoCo壱番屋小田急鶴間駅前店
品珍酒家 鶴間店
麺家さやか鶴間店
カラオケスナック みゆき
松屋 鶴間店
や台ずし鶴間駅⻄口町
Anchio
居酒屋もっく
カンタービレ
すし一番
Keimi
Herb Story ⻄鶴間店
炭火焼鳥すまぐらー
和風スナック矢⾞草
カラオケダイニング ウタマル
大漁丸
テロワール
鳥せい
スナックアウディ
めんや正直
あきないや
居酒屋 てまり
タイレストラン リナ
スナックBIG FAMILY

住所
大和市鶴間1-4-22
大和市鶴間1-4-22
大和市鶴間1-4-22
大和市鶴間1-4-23
大和市鶴間1-7-2
大和市鶴間1-7-5
大和市鶴間1-21-14
大和市鶴間1-27-8
大和市鶴間1-28-12
大和市鶴間1-31-32
大和市鶴間2-1-4
大和市鶴間2-1-7
大和市鶴間2-1-21
大和市鶴間2-2-1 八木ビル2階
大和市鶴間2-2-22
大和市鶴間2-2-22
大和市鶴間2-3-2
大和市鶴間2-7-14
大和市鶴間2-10-13サンライト鶴間
大和市鶴間2-10-14 フォーレ鶴間1階
大和市鶴間2-11-20
大和市鶴間2-11-20
大和市鶴間2-11-20鎌田店舗A
大和市鶴間2-11-23
大和市鶴間2-11-23
大和市鶴間2-12-3
大和市鶴間2-12-6
大和市鶴間2-12-11
大和市鶴間2-13-38
大和市⻄鶴間1-1-1
大和市⻄鶴間1-1-5
大和市⻄鶴間1-1-5
大和市⻄鶴間1-2-1 ナベタビル1階
大和市⻄鶴間1-2-8
大和市⻄鶴間1-2-8 1階
大和市⻄鶴間1-2-8-2階
大和市⻄鶴間1-2-9 TSURUMA017
大和市⻄鶴間1-3-2
大和市⻄鶴間1-3-2
大和市⻄鶴間1-3-4
大和市⻄鶴間1-4-1
大和市⻄鶴間1-7-8
大和市⻄鶴間1-8-13 コーポツルタテ101
大和市⻄鶴間1-8-15-2階
大和市⻄鶴間1-10-7
大和市⻄鶴間1-10-7
大和市⻄鶴間1-10-7
大和市⻄鶴間1-10-13

電話番号
－
046-293-5798
046-262-6465
046-260-6223
－
－
046-260-3210
046-200-4435
046-262-6232
046-261-2558
046-275-1250
046-204-5260
046-274-3827
046-200-7022
－
046-240-0534
046-272-8727
046-259-8457
－
046-272-1116
046-276-3376
－
046-289-3162
046-275-0339
－
046-274-0374
046-273-7055
046-273-0906
046-274-9170
046-272-8660
046-274-1991
046-289-3571
046-271-5002
046-275-5093
046-259-8866
－
046-271-5313
046-271-2935
－
－
046-273-5066
046-276-0088
046-273-1096
046-244-4870
－
－
046-240-0039
046-277-2766
大和市⻄鶴間1-10-13 ライオンズプラザ鶴間104 046-244-0317
大和市⻄鶴間1-12-4
046-276-3460
大和市⻄鶴間1-12-5
－
大和市⻄鶴間1-12-18 山下荘101
046-259-8072
大和市⻄鶴間1-12-21
046-244-6215
大和市⻄鶴間1-13-4
－
大和市⻄鶴間1-13-4
－
大和市⻄鶴間1-13-4
046-200-9582

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-25/54

店舗名
居酒屋かなめ
焼き鳥 とよちゃん
スナック オーガスタ
スナック睦(ぼく)
パブYOU
ニーハオ ⻄鶴間2号店
Do it
ルビー
KAORI
ブルーチャ
横浜らーめん七七家
Mer
餃⼦居酒屋
安兵衛
suekko
ASIA SIAM FOOD
The パラダイス
スナックニューダイヤ
スナックゆりちゃん
ラーメン雄志
炭火焼鳥ゆうちゃん
キッチン・バー 久美⼦
スナックカトレア
韓国家庭料理 居酒屋 イモ
スナックファーちゃん
酔処 乃んちゃん
MJSNACK
VOID
第四地区
焼鳥と和味 もり田
カラオケバンバン鶴間店
山海船
スナックねこちゃん
スナックさちこ
居酒屋 しのぶ
プレミアムカルビ⻄鶴間店
⻄鶴間増田屋
日本橋山喜多鶴間店
瀬良美
スナック ニラ
永(ヨン)
BAR lafraise
スナック LOVE
PHILIPPINESNACKYUDALE
BarTityBlueM3
タイ居酒屋ガイヤーン
居酒屋りん
ホルモンセンター中村家
三道苑
ガスト 大和鶴間
⼿打そばふじや
居酒屋あづま
中国ラーメン揚州商人 大和店
すき家 467号大和深⾒店
大衆酒場 ともり屋
フォルクス大和店

住所
大和市⻄鶴間1-13-6
大和市⻄鶴間1-13-8
大和市⻄鶴間1-13-12
大和市⻄鶴間1-13-12
大和市⻄鶴間1-13-12
大和市⻄鶴間1-13-12
大和市⻄鶴間1-13-13
大和市⻄鶴間1-13-13
大和市⻄鶴間1-13-13 ⻑谷ビル103
大和市⻄鶴間1-13-17-1階
大和市⻄鶴間1-13-17 壱番館ビル1階
大和市⻄鶴間1-13-17 壱番館ビル地下1階
大和市⻄鶴間1-14-5
大和市⻄鶴間1-14-6
大和市⻄鶴間1-15-9
大和市⻄鶴間1-15-9
大和市⻄鶴間1-15-12
大和市⻄鶴間1-15-12
大和市⻄鶴間1-16-6
大和市⻄鶴間1-16-7
大和市⻄鶴間1-16-7
大和市⻄鶴間1-16-9
大和市⻄鶴間1-16-9 ウエストコーポ102
大和市⻄鶴間1-16-10
大和市⻄鶴間1-16-10
大和市⻄鶴間1-16-10
大和市⻄鶴間1-16-10
大和市⻄鶴間1-17-1
大和市⻄鶴間1-17-1 芙蓉ビル1-C
大和市⻄鶴間1-17-1 芙蓉ビル1階B
大和市⻄鶴間1-17-6
大和市⻄鶴間1-17-6
大和市⻄鶴間1-21-19
大和市⻄鶴間1-21-20
大和市⻄鶴間1-21-20
大和市⻄鶴間2-1-3
大和市⻄鶴間2-11-8
大和市⻄鶴間3-1-12
大和市⻄鶴間3-1-14
大和市⻄鶴間3-1-14-302
大和市⻄鶴間3-1-14-403
大和市⻄鶴間3-1-14エンドレスビル201
大和市⻄鶴間3-1-14 エンドレスビル202
大和市⻄鶴間3-1-14 エンドレスビル203号
大和市⻄鶴間3-1-14 エンドレスビル303
大和市⻄鶴間3-1-14 エンドレスビル401
大和市⻄鶴間3-1-14エンドレスビル405
大和市⻄鶴間4-1-19
大和市⻄鶴間5-13-1
大和市⻄鶴間6-1-1
大和市⻄鶴間6-32-18
大和市深⾒3701-1
大和市深⾒3861-9
大和市深⾒3868 山口ビル1階

電話番号
－

－
－
046-275-8758
046-275-4235
0462-78-2338
－
－
046-272-1900
046-259-8511
046-244-3232
046-271-3860
－
－
046-215-9267
－
－
－
046-244-3393
－
－
－
－
046-240-0683
046-240-1871
－
0462-75-9888
－
046-207-4955
046-200-9119
050-3134-0592
046-276-8111
－
046-276-8280
－
046-271-6229
046-272-2007
046-206-4414
046-259-9813
－
－
046-263-1771
－
－
－
－
－
046-207-4613
046-263-5344
046-278-1260
046-274-2964
046-263-3305
046-200-1670
0120-498-007
大和市深⾒3886-11 シャインヒル⻘木1階B －
大和市深⾒台1-1-3
046-264-0086

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-26/54

店舗名
丸⻲製麺大和
⼆葉寿司
taverna112
お好み焼本舗大和店
お好み焼本舗大和店
和食処とんでん大和店
安楽亭大和店
かごの屋 大和店
海⽉亭
食彩和⽜しげ吉大和本店
すき家 大和中央店
大和深⾒⻄店
大和甲羅本店
木曽路大和店
横濱家大和店
グラッチェガーデンズ 大和深⾒
ビッグボーイジャパン大和深⾒店
フランス料理 サカモト
レッドロブスター大和店
大和市⽴病院 レストランビアンモール
⽴ち喰い屋
ゆで太郎大和深⾒東店
かつや神奈川大和店
串焼 秋田屋
横浜ニュートン桜ヶ丘店
カラオケ居酒屋舞楽房
INJAGO
よろい寿司
笑和
どさん⼦福田店
居酒屋 さくら
スナック ふみ
壺焼き芋専門店 みなと屋Cafe
居酒屋順ちゃん
祝庄中華居酒屋
Sagarmatha
兎⽉庵
萬家香有限会社
居酒屋 友芽
NIC33
カフェルーブル
和田⾦
カフェバー フォーシーズン
中華そば もりや
春花
志那ソバすずき
ちどり
居豆間
居酒屋えんか
和風スナック きばらし
⿓の髯
Ba:Z
シェルター
おふくろの味 みっちゃん
大和卯⽉
ミュージックパブボーカル

住所
大和市深⾒台1-12-2
大和市深⾒台1-12-16
大和市深⾒台1-12-17
大和市深⾒台1-12-20
大和市深⾒台1-12-20
大和市深⾒台1-12-24
大和市深⾒台4-15-1
大和市深⾒⻄1-2-23
大和市深⾒⻄2-1-1 倉持ビル1階
大和市深⾒⻄2-1-3
大和市深⾒⻄2-4-3
大和市深⾒⻄3-3-26
大和市深⾒⻄3-3-31
大和市深⾒⻄4-1-15
大和市深⾒⻄4-4-1
大和市深⾒⻄4-4-4
大和市深⾒⻄5-4-27
大和市深⾒⻄7-3-22
大和市深⾒⻄8-1-31
大和市深⾒⻄8-3-6
大和市深⾒東2-1-9
大和市深⾒東2-1-18
大和市深⾒東3-1-12
大和市福田1-1-3
大和市福田1-4-4
大和市福田1-6-6 第2大栄ビル1階
大和市福田1-6-6 第2大栄ビルB1
大和市福田1-6-7
大和市福田1-6-16 第2田辺ビル1北側
大和市福田1-7-8
大和市福田1-9-1
大和市福田1-18-1
大和市福田1-18-1
大和市福田2-2-3 桜ヶ丘101
大和市福田2-2-3 桜ヶ丘プラザ1階
大和市福田2-2-3 桜が丘プラザビル1階
大和市福田2-2-8
大和市福田2-3-8 平和ビル1階
大和市福田2-4-2
大和市福田2-4-2
大和市福田2-4-2 桜ヶ丘コーポ1-D
大和市福田2-6-4 太郎丸ビル1階
大和市福田2-7-1 リコ桜ケ丘駅前ビル1階
大和市福田2-14-2
大和市福田2-14-4
大和市福田2-14-4
大和市福田3-1-4 F3ビル1-102
大和市福田3-1-5
大和市福田3-16-4
大和市福田3-16-4
大和市福田3-16-4
大和市福田3-16-4
大和市福田3-16-4
大和市福田3-16-4
大和市福田6-13-2
大和市福田358-3

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-27/54

電話番号
046-200-2373
046-263-7741
046-204-5911
046-200-6037
046-204-4650
046-263-8631
046-264-7996
046-206-5851
046-264-7223
046-262-9070
0120-498-007
046-200-0643
046-260-0200
046-262-2551
046-200-2288
046-265-5930
046-265-2958
046-264-8570
046-261-1012
046-264-2855
046-264-7277
046-240-0721
046-200-0171
046-269-0120
046-269-7464
046-268-7511
－
046-269-5030
046-267-6789
046-267-8106
046-268-7768
046-269-6591
－
－
046-259-6518
046-269-6909
－
046-267-8805
－
－
046-244-3211
046-267-9930
－
046-268-3003
046-267-2591
－
046-268-3325
－
046-268-8506
－
046-267-6000
－
－
－
046-269-5811
046-267-7050

店舗名
スナック蘭
バーイージーアンドナイス
やきとりの扇屋高座渋谷店
焼肉きんや
焼肉&韓国料理 きんや
居酒屋 縁
千本桜 楽
スナック凛
デュエット
BARぶた
カラオケ・花香
文男
BAR narimasenka
炭蔵⽜たんけったろー
愛歌
K
拓
かっぽう古登葉
Snack CLAN
マドンナ
ゴルフラウンジ サクラヒルズ
大和家桜ヶ丘店
カフェかじふち
鳥酒家
串揚酒場一矢
富仁美
焼肉福家
パブ ムーンライト
スナック 永遠(とわ)
焼天燃
スナック マリオネット
スナックくるみ
コート・ダジュール 大和桜ヶ丘本店
東京餃⼦軒桜ヶ丘店
びっくりドンキー 大和福田店
快活CLUB大和桜ヶ丘店
VANSAN 大和福田店（旧︓幸楽苑 大和福田店）
福楽飯店
市楽生
すし道楽
パブラウンジ渚の風
⼿打ち蕎⻨さかい
さぼてんcafe
鉄っぱん酒場 かどすけ
和食厨房おかん
チャンドラ・スーリヤ
スナック 秋桜
スパイス料理ミラクル
タコとハイボール南林間店
中国料理香来閣
インドレストラン ディーガハウス
かとれあ
ととろ
元たちのみQ
つどいの杜
焼き鳥酒場独歩

住所
大和市福田1691-5
大和市福田2004
大和市福田2152-1
大和市福田2187-21
神奈川県大和市福田2187-21
大和市福田3339-25
大和市福田3595-41
大和市福田5510-2
大和市福田5510-2 小菅ビル1
大和市福田5516 鈴木桜ヶ丘1階
大和市福田5517-11
大和市福田5520-1山城ビル1階
大和市福田5520-1 山城ビル202
大和市福田5520 茜ビル1階101
大和市福田5520 山城ビル2階
大和市福田5521-3 クマザワビル1階
大和市福田5521-8
大和市福田5521
大和市福田5521 飛田ビル1階
大和市福田5521 飛田ビル2階
大和市福田5523-1
大和市福田5523-5-1階
大和市福田5523-6-2階
大和市福田5523-6

電話番号
046-269-4231
046-269-0727
046-201-1022
046-283-4037
046-283-7644
046-207-5694
046-240-0603
－
－
－
－
046-204-9470
－
046-408-1058
－
－
046-267-6262
046-269-6779
046-240-1116
046-269-8046
046-259-9995
046-240-1734
046-279-6222
046-279-6233
大和市福田5525-5 小林福田5525店舗2号室 050-8881-0072
大和市福田5527-24
046-267-3704
大和市福田5528
－
大和市福田5531
046-268-7337
大和市福田5533-4
046-240-6767
大和市福田5533-6
046-269-3729
大和市福田5533-6
046-206-4335
大和市福田5533 山下重典店舗2号
046-268-5051
大和市福田5679-11
046-279-5388
大和市福田5681-1
046-279-1101
大和市福田5683-1
046-279-3045
大和市福田5683-1
046-279-5088
大和市福田5687-1
046-279-6022
大和市福田5695-1
046-204-7876
大和市南林間1-2-6
046-274-5867
大和市南林間1-2-6
046-277-0407
大和市南林間1-3-7
046-272-7039
大和市南林間1-3-7 遠藤ビル1階
046-272-2121
大和市南林間1-4-4 メゾン南林間7店舗B 046-289-1042
大和市南林間1-4-6 太陽ビル1階
046-204-9077
大和市南林間1-5-7
046-283-3719
大和市南林間1-5-7-2階
－
大和市南林間1-5-8 パルコビル
－
大和市南林間1-5-8 パルコ南林間
046-204-9191
大和市南林間1-5-8パルコ南林間1階
046-205-4117
大和市南林間1-5-15藤田ビル102
046-259-7889
大和市南林間1-5-15 藤田ビル1階
046-275-2917
大和市南林間1-6-5
046-276-3487
大和市南林間1-6-5エビスビル102
046-274-6209
大和市南林間1-6-5エビスビル104
046-293-9934
大和市南林間1-6-5エビスビル105
046-244-0353
大和市南林間1-6-5エビスビル1-3
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-28/54

店舗名
天ぷら 松よし
居酒屋&すし・割烹 伊豆海
にんにく市場
にぼしらあめん りんかあん
南林間 大倉山
焼肉レストラン大豊閣
エル ポルテロ
コーヒーショップ you
ARENGO(あげまる)
とん吉
aﬀect-屋 南林間店
ドトールコーヒーショップ南林間店
箱根そば南林間店
Luna et Soleil
や台ずし南林間町
台湾料理慈福園
ダイニングカフェ&バー ペメル
一炭 南林間店
カラオケバンバン南林間駅前店
七輪焼肉安安南林間店
魚⺠南林間⻄口駅前店
くいもの屋わん 南林間店
ROOM K
松屋 南林間店
寅次郎南林間店
ベトナム料理専門店CAM ON VIET NAM
club ORION
サザンクロス
鳥貴族南林間店
広東料理 聚宝(シュウホウ)
万菜南林間店
三浦うおしち商店
ハイダウェイ
サイゼリヤ 南林間駅前店
スナックWAN
Osteria il Bancone da Massimo
實家南林間店
魚料理の猫六
Dining kitchen 喜楽屋
+bonds
居酒屋ゆたか
シロクマ食堂
ステーキハウス キングス
Restaurant Bar ZIOU
海鮮ぐろっと
CAVE de en rêve
酒処うつけ
蒸し料理と餃⼦の店大ちゃん
焼き鳥酒場以心伝心
居酒屋とりかい(鳥会)
大乃寿司 南林間店
居酒屋津軽
朝日屋
駿河鮨
ニューパブマリポーサ
シュガー2

住所
大和市南林間1-6-5桜ビル
大和市南林間1-6-5桜ビル1階
大和市南林間1-6-5桜ビル2階
大和市南林間1-6-5 桜ビル3号室
大和市南林間1-6-6
大和市南林間1-6-6
大和市南林間1-6-7 2階
大和市南林間1-6-8
大和市南林間1-6-8-1階
大和市南林間1-6-8-1階
大和市南林間1-6-8 太陽ビル3階
大和市南林間1-6-11

電話番号
－
046-275-4999
046-272-7811
－
－
046-273-0029
046-273-0188
－
046-272-0221
046-272-0221
046-240-1651
046-278-2203
大和市南林間1-6-11 小田急線南林間駅改札前 046-276-7349
大和市南林間1-7-7
046-276-6605
大和市南林間1-7-7 アンシャンテビル1階 046-271-5088
大和市南林間1-7-9 ⻄口第3ビル1階
－
大和市南林間1-7-11タイセイビル1階
046-259-7760
大和市南林間1-7-11 タイセイビル1階
046-276-0074
大和市南林間1-7-11 タイセイビル4階
050-3134-0762
大和市南林間1-7-12 阿部ビル1階
046-273-4188
大和市南林間1-7-12 阿部ビル 2階
046-272-1688
大和市南林間1-7-19
046-271-1444
大和市南林間1-7-19 シンソビル2階
046-273-6234
大和市南林間1-8-1
046-271-5501
大和市南林間1-8-3-2階
046-272-1113
大和市南林間1-8-3 サエラビル1階
046-404-5649
大和市南林間1-8-3 サエラビル2階
046-204-6333
大和市南林間1-8-3 サエラビル2階
046-276-7745
大和市南林間1-8-7-B1
046-206-4425
大和市南林間1-8-10
046-277-5818
大和市南林間1-8-12 南林間ハイツ102
046-240-9929
大和市南林間1-8-19
046-244-5699
大和市南林間1-8-19-B1階
－
大和市南林間1-9-12 南林間川⼜ビル2階 046-271-7851
大和市南林間1-9-13
046-204-5113
大和市南林間1-9-13 池田ハイツC号室
046-244-4066
大和市南林間1-10-1杉本ビル1階
046-240-1744
大和市南林間1-10-17
046-240-7630
大和市南林間1-10-17 加瀬ビル2階
－
大和市南林間1-10-17 加瀨ビル3階
046-249-6490
大和市南林間1-10-18
046-273-0375
大和市南林間1-11-2
－
大和市南林間1-11-12 1階
046-276-0249
大和市南林間1-11-12-2階
046-276-0249
大和市南林間1-11-22 88ビル2階
046-277-0004
大和市南林間1-12-16 BPビルB1階
046-277-2080
大和市南林間1-17-19
046-211-6240
大和市南林間1-18-16
046-205-4426
大和市南林間1-19-13
046-273-5510
大和市南林間1-19-16 石井ビル1階
－
大和市南林間1-19-17
046-274-7371
大和市南林間2-1-2
046-273-0028
大和市南林間2-1-5
046-275-3231
大和市南林間2-1-6
046-275-1606
大和市南林間2-1-6古木ビル1階
046-404-3493
大和市南林間2-1-7 ミズノビル1階
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-29/54

店舗名
米沢⽜ステーキ星乃
MAMSHIETU-ROTU-RORESTBAR
Mamshie スナックバー
呑み処さっちゃん
伝
スナック 美輪
ダイニングバーシエスタ
パブラウンジ R&L
エンドレス K
鶏そば久遠
焼肉飛鳥
鳥つね
居酒屋晴れや
こんがりきつね
天麩羅 天志
スナック シャルル
中国料理 王府
イーサン食堂
ぐろっと
串焼錦江
家庭料理居酒屋 花さと
のみや24
JUNEⅡ
Dining Bar Earth Worm
あまくさ
炭火・七輪 ホルモン焼 珍満
タイレストラン ペンタイ
KIRAKU
柳華
品珍酒家 南林間店
玄品 南林間
日高屋 南林間店
ロイヤルホスト南林間店
焼きあご煮干しらぁめんとびうお
韓国料理 福栄
はな
スナックまき
家庭料理の店OGA
GOLDSTEAK
中華料理 林和
居酒屋噺や
巴屋
島小 しまぐわー
呑み喰い処はしや
酒場食堂もへじ
⿓⿓苑
天狗家本店
食事ゆき
カフェダイニングアフェット
HADES
箱根そば大和
魚貝亭大和店
居酒屋 信濃川
アカシア
バーディー
山内農場大和駅前店

住所
大和市南林間2-1-7 水野ビル202
大和市南林間2-1-11五十嵐ビル1-B
大和市南林間2-1-11 五十嵐ビル1-D
大和市南林間2-1-11五十嵐ビル1階-C
大和市南林間2-1-13
大和市南林間2-3-5
大和市南林間2-3-5
大和市南林間2-3-5-2階
大和市南林間2-3-5-2階左
大和市南林間2-3-5 小川店舗1階
大和市南林間2-3-7
大和市南林間2-3-18
大和市南林間2-8-2
大和市南林間2-8-19
大和市南林間2-8-19 コーポチェリー102号
大和市南林間2-8-20
大和市南林間2-9-10
大和市南林間2-10-4
大和市南林間2-10-5 3階
大和市南林間2-10-5 ベストライフビル1階
大和市南林間2-10-7 小畑ビル1階
大和市南林間2-10-7 小畑ビル1階1
大和市南林間2-10-7 小畑ビル2階
大和市南林間2-10-7 小畑ビル地下
大和市南林間2-10-8
大和市南林間2-10-9
大和市南林間2-10-17
大和市南林間2-10-17
大和市南林間2-10-18
大和市南林間2-11-5
大和市南林間2-11-16
大和市南林間2-11-19
大和市南林間2-12-1
大和市南林間2-12-14
大和市南林間2-12-14
大和市南林間2-12-14
大和市南林間2-13-2-2階
大和市南林間2-13-10
大和市南林間2-19-5
大和市南林間3-3-5
大和市南林間4-15-22
大和市南林間5-1-6
大和市南林間6-4-25 宮崎荘A-1
大和市南林間6-11-15 鈴久ビル1階
大和市南林間7-1-3
大和市南林間7-25-9
大和市柳橋2-2-15
大和市柳橋2-9-5
大和市柳橋3-1-42 露木ビル1階
大和市柳橋3-15-3 柳橋ビルB1階

電話番号
046-277-1313
－
－
046-276-5432
046-274-6769
－
－
046-240-1107
046-274-7723
045-244-6393
046-275-3342
046-274-2691
046-207-5225
046-274-3476
046-278-2022
－
046-276-0055
046-277-7658
046-277-0004
－
－
046-204-5355
－
－
046-215-0292
046-275-0590
046-271-3131
046-273-8070
046-274-2452
－
046-273-3929
046-273-1020
046-276-5511
046-240-8991
046-283-1137
－
－
－
－
046-273-0303
046-276-3433
046-275-7114
－
－
046-204-7330
046-277-5356
046-267-5339
－
046-269-1180
－
大和市大和東1-1-1 小田急線大和駅南側バス停前 046-262-6755
大和市大和東1-1-1 プロスビル4階
046-262-7788
大和市大和東1-1-11
046-260-7525
大和市大和東1-2-7 小笠原ビル3階
046-262-7778
大和市大和東1-2-7 小笠原ビルB1階
046-263-7904
大和市大和東1-2-7 昭和会館ビル 2階
046-263-6988

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-30/54

店舗名
鶏のジョージ大和駅前店
ホルモンクイーン
アンボsun
ラミラミ
純平
居酒屋いっせい
アルマ
大和倶楽部
大衆焼酒場 ヤマシタ
ぷくぷく
カフェ&ダイナー キャンバス
有限会社大和家
カラオケ館大和店
すき家 大和駅北口店
はなまるうどん大和駅前店
マクドナルド 大和店
ケンタッキーフライドチキン 大和店
千年の宴大和駅前店
ちょい飲み日高屋 大和中央通
壱鵠堂 大和
七輪焼肉安安 大和店
實家大和店
ホルモン焼肉 小勝
きよみ食堂
居酒屋 結の善
麺やいかり
炭火串焼 とり右ゑ門
PubSu
VapeBar883
Dearest
⽴呑家 ほたる
BarriQueStar
ROOM LIGHT
ウマイファクトリー
ステーキ屋King
MAJIYANZO
中国料理 康珍楼
大乃寿司 大和店
きむ串FRY屋
Osteria e Bar ELBA
やきとりの扇屋大和駅前店
焼鳥おがわ
桃の花
茶マルキ
昭和通り炭焼酒場純風
韓味館
PizzeriaCircolo
秀ほう外伝
CoffeeHouse×CRISPYCHICKENnTOMATO
Secret E
Tea2Taiwan
かずさ
cafe 17:31
FRANK
中華料理 正陽楼
鶏酒蔵 大和撫⼦

住所
大和市大和東1-2-7 昭和会館ビル 3階
大和市大和東1-2-8-1階
大和市大和東1-2-9
大和市大和東1-2-9-2階
大和市大和東1-3-6
大和市大和東1-3-6
大和市大和東1-3-6
大和市大和東1-3-6
大和市大和東1-3-7
大和市大和東1-3-7
大和市大和東1-3-7 市川ビル1階-A
大和市大和東1-3-10
大和市大和東1-3-10
大和市大和東1-3-12
大和市大和東1-3-13-2階
大和市大和東1-3-15
大和市大和東1-4-1
大和市大和東1-4-3 大⿊屋ビル 3階
大和市大和東1-4-4
大和市大和東1-4-4
大和市大和東1-4-4 松本ビル2階
大和市大和東1-4-5 マリナビル1階
大和市大和東1-4-6
大和市大和東1-4-6
大和市大和東1-4-6 マリナビル2階
大和市大和東1-4-8
大和市大和東1-4-8グランディールイースト101

大和市大和東1-4-15
大和市大和東1-4-15-2階
大和市大和東1-4-15-2階左側
大和市大和東1-4-17 秋山ビル1階
大和市大和東1-4-19 三喜ビルパート2-2階
大和市大和東1-4-19 三喜ビルパート2-3階
大和市大和東1-4-19 まつもと第3ビル2階
大和市大和東1-5-2
大和市大和東1-5-2-2階
大和市大和東1-5-4林ビル
大和市大和東1-5-14
大和市大和東1-6-10
大和市大和東1-6-12 セドナビル1階
大和市大和東1-7-3鈴木ビル
大和市大和東1-7-8
大和市大和東1-7-8
大和市大和東1-7-20
大和市大和東1-7-24 プリムローズ大和館A
大和市大和東1-8-9-2階
大和市大和東1-9-9
大和市大和東1-9-9
大和市大和東1-9-9
大和市大和東1-9-9
神奈川県大和市大和東1-11-2
大和市大和東1-11-24
大和市大和東1-11-25
大和市大和東1-13-5
大和市大和東2-1-1
大和市大和東2-1-3

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-31/54

電話番号
046-262-9288
046-240-1687
046-240-9097
046-264-5506
046-264-7229
046-211-6026
046-204-5794
046-244-0440
046-200-9475
046-240-7112
046-216-8322
－
03-3970-1201
0120-498-007
046-200-2260
046-263-2449
046-200-2226
046-264-8788
046-264-7566
03-6833-6670
046-263-4772
046-200-1515
－
046-261-5316
－
046-260-2110
046-264-6668
－
－
046-240-0741
046-262-7608
046-210-4122
－
046-288-5000
046-400-6092
046-260-4104
046-263-2883
046-263-1195
046-216-8638
046-204-9475
046-200-2065
046-200-5887
046-204-6500
－
046-260-0070
046-260-7575
046-404-8167
046-207-5163
046-240-0535
046-259-6781
046-211-4684
－
－
－
－
046-263-6700

店舗名
カウンターラウンジJEWEL
スナックニュー樺(カンバ)
庵
パブスナックウインク
創作料理 かもめ
クラブKei
スナックぴあ
⽴ち呑み処 きんぎょ
⾞屋
ボノボノ
コッコ
K'sKitchen 楽Qoo
パブラウンジ胡蝶
NEW PINAY PUB
クイーン
福安楼
⽴ち飲み処 ハイG
もくもく村の地鶏
はじめ商店
舞夢
すなっく 菜の花
スナック 日南
旬菜 筑前
燃ゆる
花咲き
スナック久紅
クローバー
マシェリ
K-POP KARAOKE BAR HEROES
鳥福
スナックふれんど
芳
葵
かだん
SUNNYサニー
京
スナックニュー天天楽
ずぼら
甜蜜蜜
ミッキー
喜び
江南(カンナム)
スナック 花音
PABORITO
キッチンバーかめさん
スナックルビー
ミッキー2
まめ
スナックRe:birth
スターライト
居酒屋 さくら
ロマネ
ロマネエス
一松寿司
沖縄ダイニング珊瑚
星河

住所
大和市大和東2-1-3
大和市大和東2-1-3
大和市大和東2-1-3水城21-101
大和市大和東2-1-3 水城荘7号室
大和市大和東2-1-6
大和市大和東2-1-6
大和市大和東2-1-6 ⽜沢ビル1階B号
大和市大和東2-1-11
大和市大和東2-1-11
大和市大和東2-1-16-1階
大和市大和東2-1-16-2階
大和市大和東2-1-16 ザ・ピボットビル

電話番号
046-240-9889
－
046-200-7288
046-260-6285
046-264-8299
046-204-8439
－
－
－
046-264-6107
046-263-6757
046-260-3105
大和市大和東2-2-5ジュネパレス池田I店?101 046-204-6646
大和市大和東2-2-6
046-204-5141
大和市大和東2-2-6-B1
046-260-4002
大和市大和東2-2-12
046-260-8787
大和市大和東2-2-12-1階
－
大和市大和東2-2-12-1階
046-240-9830
大和市大和東2-2-15
046-244-5166
大和市大和東2-3-11
046-259-8728
大和市大和東2-3-11
－
大和市大和東2-3-11
－
大和市大和東2-3-13
046-264-3765
大和市大和東2-3-13
046-264-3662
大和市大和東2-3-13
046-260-1123
大和市大和東2-3-13
－
大和市大和東2-3-14
－
大和市大和東2-3-15-1階
046-240-0934
大和市大和東2-3-15-2階
046-244-6301
大和市大和東2-3-16
046-261-2021
大和市大和東2-3-16
046-262-3332
大和市大和東2-3-16
046-262-5112
大和市大和東2-3-16
046-263-1888
大和市大和東2-3-16
046-263-4937
大和市大和東2-3-16
046-260-8868
大和市大和東2-3-16 おぎくぼ店舗1階3号室 046-260-0033
大和市大和東2-3-20
－
大和市大和東2-3-21
－
大和市大和東2-3-21
－
大和市大和東2-4-16
－
大和市大和東2-4-16
046-207-3083
大和市大和東2-4-16
－
大和市大和東2-5-3
046-240-9663
大和市大和東2-5-3-105
046-259-9452
大和市大和東2-5-3 光ハイツ103号
046-262-6761
大和市大和東2-5-3 光ハイツ1-102
046-263-1673
大和市大和東2-5-4
－
大和市大和東2-5-4 田園ハイム102
046-262-8857
大和市大和東2-5-5
046-259-5253
大和市大和東2-5-5
046-264-5557
大和市大和東2-5-5
－
大和市大和東2-5-5
046-200-6260
大和市大和東2-5-5
046-262-2330
大和市大和東2-5-5
046-261-1621
大和市大和東2-5-5 寿1階
046-408-2796
大和市大和東2-5-17
046-206-5367

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-32/54

店舗名
麺や⼆双
まつり茶屋⾞太⿎
Moon indoor
和風ダイニングすえひろ
スナック その⼦
BAR MYM
MYM
食堂たまちゃん
ふれんどパートII
ラウンジ ダーリン
OPEN
料理屋匠味
パブスナック 男&⼥
スナックグリーン
スナック レイナ
スナック天春
華陽
SAKE
ヴァージンサンセット
ホープ背油らーめん はやぶさ
すなっくじゅりあん
Faveur
TIEN TIEN BAHN MI
呑み処海⽉
モスバーガー大和店
カラオケ アメリカンドリーム大和店
栄鮨
イタリアンダイニングバー クレバー
ハッピー大和店
Bar Freaks
大和ホルモンセンター
和英
Bar Ozone
創作料理 喜水-KISUImars
ダイニングバーPAO
⼿打蕎⻨ 山ぼうし
居酒屋じおん
焼き鳥屋風賀
やまとんちゅ
和呑処 三葉
Darts&Dining Ace Clover
鮮魚と旬菜わさび
焼肉そう太
スナックタマ
食彩和⽜しげ吉離れ
千歳
スナック ジョナ
Pub トマト
パウリスタ
くつろぎ家とことん
中国料理品珍酒家
MOTOR BAR RULE（旧︓BARRULE!!）
おかげ庵大和駅前店
ゴルゴン9大和店
やきとり工房大和店

住所
大和市大和東2-6-2
大和市大和東2-6-5
大和市大和東2-6-5
大和市大和東2-6-10
大和市大和東2-6-12
大和市大和東2-6-12 ⻘木ビル101
大和市大和東2-6-12 ⻘木ビル102
大和市大和東2-6-15
大和市大和東2-6-16 スカイコートビル1階

－

電話番号

046-260-6607
046-200-9554
－
046-261-8290
046-264-1868
046-264-1868
046-260-4811
046-263-5333
大和市大和東2-7-3ポートライフ大和1階B号 046-264-3091
大和市大和東2-7-29 ハニービル103
046-262-6266
大和市大和東2-7-29 ハニービル1階
－
大和市大和東2-7-30
046-263-7317
大和市大和東2-7-30
－
大和市大和東2-7-30-B
－
大和市大和東2-7-32
－
大和市大和東2-7-33
046-264-7057
大和市大和東2-7-33近藤ビル103
046-262-9490
大和市大和東2-7-34
046-264-3766
大和市大和東2-8-1
046-207-7914
大和市大和東2-8-1
046-260-2005
大和市大和東2-8-1
046-283-5755
大和市大和東2-8-15
－
大和市大和東2-8-16
046-408-1909
大和市大和東3-1-1
046-263-3939
大和市大和東3-1-1 えびすビル3階
046-263-3370
大和市大和東3-1-9
046-261-2939
大和市大和東3-1-9
046-260-7774
大和市大和東3-1-13
046-260-2117
大和市大和東3-1-17
046-263-9608
大和市大和東3-1-18
046-259-5129
大和市大和東3-1-20
046-204-8122
大和市大和東3-2-12泉店舗202
046-263-4711
大和市大和東3-2-12 三友ビル101
046-244-4064
大和市大和東3-2-12三友ビル102
－
大和市大和東3-2-15
046-262-5400
大和市大和東3-3-2
046-260-7755
大和市大和東3-4-2
046-264-5092
大和市大和東3-4-2
－
大和市大和東3-4-3 浜屋ビル1階
046-260-2911
大和市大和東3-4-3 浜屋ビル1階
046-409-9616
大和市大和東3-4-3 浜屋ビル2階
046-207-7398
大和市大和東3-4-4 HOUSEOFT&H
046-264-6708
大和市大和東3-5-17
046-240-1729
大和市大和東3-6-15
046-262-4133
大和市大和東3-7-11
046-260-4129
大和市大和東3-8-17 ラポール大和1階
046-264-7870
大和市大和東3-9-3 永野ビル1階
－
大和市大和東3-10-2
046-261-4357
大和市大和東3-10-2
046-261-7839
大和市大和東3-14-2
046-264-5787
大和市大和東3-15-3品珍ビル1階
050-5485-4529
大和市大和東3-15-5
046-204-6668
大和市大和南1-2-1
046-200-6155
大和市大和南1-2-4
046-264-0301
大和市大和南1-2-4
046-260-7728

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-33/54

店舗名
オランチョ
⽜角大和店
ROADSTER
くいもの屋わん大和店
ジンギスカン食堂 HITSUJI KITCHEN大和店
海ぶね大和店
吉み乃製麺所大和店
和⽜焼肉LABすみび大和店
MAAL
⽉あかり大和店
餃⼦の王将大和駅前店
鳥貴族大和店
焼肉ビストロ BISON 大和店
大和家支店
ダイニングカフェF es
一軒め酒場大和銀座店
松屋 大和店
大和魂心家
TIKTEA大和店
BARYOU
ショットバー緋⾊'S
Glanz
ニューフロリダ
銀だこ酒場大和駅前店
ほたる
コロッケ倶楽部 大和駅前店
磯丸水産大和店
鳥清 本店
魚匠居酒屋百笑
IZAKAYA ぴえろ
Bar elua
鳥清 はなれ店
コイントス
ごはん&晩酌 ボスコ
台湾料理 張輝
男気!!
Area Zero
冒険者ギルド酒場
沖縄酒家ちゅら音
胡同
秋田おばこ紅
よし寿司
しろま
串かつしゅうちゃん
⾦時
酒処ほまれ
や台ずし大和町
てけてけ大和店
はなの舞 大和店
日南館 新館 大和店
芳香園大和店
BAR LOUNGE 美美羽
カラオケニューファンキー
楽
やきとり いつわ
E PRONTO YAMATO文化森店

住所
大和市大和南1-2-8 ニュータナカビル1階
大和市大和南1-2-9
大和市大和南1-2-9 川崎ビル201
大和市大和南1-2-10-1階
大和市大和南1-2-10-1 第2フジビルB1
大和市大和南1-2-12 太陽ビル1階
大和市大和南1-2-12 太陽ビル1階
大和市大和南1-2-12 太陽ビル3階
大和市大和南1-2-12 太陽ビル5階
大和市大和南1-2-12 田辺ビル2階
大和市大和南1-2-13
大和市大和南1-2-13 第53東京ビル2階
大和市大和南1-2-13 第53東京ビルB1階
大和市大和南1-2-15
大和市大和南1-3-2 エンコア地階1階
大和市大和南1-3-3 スズビル⼆階
大和市大和南1-3-4 登喜和ビル1階
大和市大和南1-3-5 小林ビル1階
大和市大和南1-3-9
大和市大和南1-3-9 スズビル2-2階
大和市大和南1-3-9 スズビル2-3階
大和市大和南1-3-9 スズビル2-4階
大和市大和南1-4-1
大和市大和南1-4-1 南店街マーケット1号
大和市大和南1-4-2
大和市大和南1-4-2
大和市大和南1-4-2
大和市大和南1-4-6
大和市大和南1-4-7平出ビル1階
大和市大和南1-4-10 KG大和ビル2階
大和市大和南1-4-10 KG大和ビルB1
大和市大和南1-4-12 YORIMOビル1階
大和市大和南1-4-12 大塚ビル1階
大和市大和南1-4-12 大塚ビル2階
大和市大和南1-4-13
大和市大和南1-4-15 芝本第2ビル1階
大和市大和南1-4-15 芝本第2ビル3階
大和市大和南1-4-16
大和市大和南1-4-17
大和市大和南1-4-17
大和市大和南1-4-17
大和市大和南1-4-17

電話番号
－
046-265-6029
046-240-7441
046-261-8888
046-240-8578
046-200-1203
046-200-2228
046-244-5711
046-244-6131
046-200-3777
046-262-9955
046-206-5199
046-244-3885
046-262-0080
046-260-4871
04-6206-5330
046-265-1159
046-264-5722
046-240-6390
－
046-204-4181
046-205-4280
046-263-5923
046-240-0266
－
046-200-2009
046-200-3885
046-204-7162
046-204-7723
－
046-262-3073
046-204-7162
046-262-1554
046-261-2233
046-262-2806
046-244-6098
－
046-200-7687
046-260-8808
046-260-4266
－
046-263-7232
大和市大和南1-4-17 南店街マーケット13号室 046-240-9045
大和市大和南1-4-17 南店街マーケット14号室 046-204-6979
大和市大和南1-4-19
－
大和市大和南1-4-19
－
大和市大和南1-5-2
046-200-6368
大和市大和南1-5-2 ウスイ店舗1・2階
046-244-6092
大和市大和南1-5-4
046-200-0250
大和市大和南1-5-4
046-200-2181
大和市大和南1-5-5
046-265-6988
大和市大和南1-5-5 C.L.A YAMATO1 603
046-206-5540
大和市大和南1-5-5 CLA大和2階
046-262-8185
大和市大和南1-6-11
046-204-8001
大和市大和南1-7-3 セレーネ久保田1階
－
大和市大和南1-8-1
046-263-8809

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-34/54

店舗名
スターバックスコーヒー YAMATO文化森店
焼酎ダイニング わっぜ
とんかつ入船
大和南増田屋
ベトナム料理カフェ aLo aLo
T's BAR
中華料理気軽
コーヒーハウスモリー
ごはんや なべちゃん
道とん堀大和店
七代⽬哲麺
太平焼肉店
ステーキガスト 大和
AGRASS
秋香
つくば屋
パブハウスひろみ
酒人好やんべや
スナック クイーンエリザベス
たけや
炭火焼鳥ろっか!
やま蔵
喫茶キャスパー
居酒屋 くいしん坊
ポルコ ロッソ
有限会社ともえ鮨
THE HUMMING SPOON
山海房
幸楽苑大和林間店
焼肉ライオン
Caffe COMO
喫茶 れすとらんこんこんぶる
やきとり村田
CINNAMON GARDEN
居酒屋 双葉
EBINA BEER
Aquarium cafe Affinity
横浜ら〜めん源泉 海⽼名店
アルマーレ彩
しゃぶしゃぶ温野菜 海⽼名店
花の舞 海⽼名⻄口店
ステーキ THUNDER
蔵元佳肴いづみ橋
カジュアルダイニングバルKUU
⽉あかり ららぽーと海⽼名店
蕎⻨九ららぽーと海⽼名店

住所
大和市大和南1-8-1
大和市大和南1-12-20
大和市大和南1-13-18
大和市大和南1-14-19
大和市大和南1-15-6 タイセイビル1-B号
大和市大和南1-21-6-2階
大和市大和南2-2-5
大和市大和南2-2-14
大和市大和南2-3-5
大和市大和南2-4-1
大和市大和南2-4-1
大和市大和南2-7-4
大和市大和南2-10-16
大和市林間1-1-1 ハイツマルキ1階
大和市林間1-1-3
大和市林間1-3-1
大和市林間1-3-11第2アイランドハイツ1-D
大和市林間1-3-11第⼆アイランドハイツ1-E

大和市林間1-3-18
大和市林間1-3-18第1アイランドハイツ1-D

大和市林間1-4-2 石坂ビル1階
大和市林間1-4-4林泉ビル1階
大和市林間1-4-8 北原ビル102
大和市林間1-4-22 アビエント103
大和市林間1-7-6
大和市林間1-13-2
大和市林間1-17-18
大和市林間1-17-19
大和市林間1-17-22
大和市林間1-20-2
大和市林間1-20-3ま11
大和市林間2-1-24
大和市林間2-20-3
大和市林間2-22-19
海⽼名市泉2-2-11
海⽼名市扇町5-4 104
海⽼名市扇町5-8-103号
海⽼名市扇町5-8
海⽼名市扇町5-8 T-crest101
海⽼名市扇町6-7 NAVELHOUSE1階
海⽼名市扇町6-7 NAVELHOUSE2階
海⽼名市扇町12-21
海⽼名市扇町12-33 フィールズ三幸1階
海⽼名市扇町12-33 フィールズ三幸ビル2階A
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1020
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1020

タリーズコーヒー ららぽーと海⽼名店（旧︓丸の内CAFE会 ららぽーと海⽼名店）

海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1040

niko and...ららぽーと海⽼名
デリス タルト&カフェ ららぽーと海⽼名店
さんさん食堂
蔵味噌ラーメン 晴っぴ
SUBWAYららぽーと海⽼名店
ミスタードーナツ ららぽーと海⽼名店
Ivorishららぽーと海⽼名店
J.S.BURGERS CAFEららぽーと海⽼名店
スターバックスコーヒー ららぽーと海⽼名店

海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1090
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1620
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1630
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1660
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1950
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名1階1960
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名2階2040
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名2階2400
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名2階2510

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-35/54

電話番号
046-200-3931
046-263-3354
046-263-3074
046-261-5340
－
－
046-263-0519
046-264-3675
046-283-5185
046-200-5330
046-244-3439
－
046-265-1283
－
046-207-2083
046-274-1857
－
－
046-276-3650
046-272-3705
046-273-3370
046-272-3941
046-275-1070
－
046-207-6225
046-275-8512
050-3754-2781
－
046-278-2520
046-276-3701
046-282-1867
－
046-276-4007
046-205-2508
046-233-2324
046-259-8730
046-259-5893
046-292-0888
046-244-3322
046-244-4229
046-204-7934
046-233-0029
046-240-9703
046-204-9428
046-292-1113
046-292-1118
046-206-6182
046-235-0304
046-234-3343
046-200-9522
046-244-0182
046-206-6910
046-206-6166
046-206-6201
046-236-1655
046-234-2112

店舗名

住所

ららぽーと海⽼名3階 フードコート「EVVIVA!」(フードコート管理者) 海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階37

PASUTA&PIZZASalvatoreCuomoららぽーと海⽼名
韓美膳
わらべららぽーと海⽼名店
久臨ららぽーと海⽼名店
讃岐うどん高松勅使ららぽーと海⽼名店
鶏三和 ららぽーと海⽼名店
全国ご当地グルメ屋台ららぽーと海⽼名店
京⿍楼小館 海⽼名店
仙臺たんや利久 ららぽーと海⽼名店
博多めんたいやまや食堂ららぽーと海⽼名店
エプロントららぽーと海⽼名店
AROUND TABLE ららぽーと海⽼名店

海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3700
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3710
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3720
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3730
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3740
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3750
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3760
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3770
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3780
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3790
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3791
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名3階3800

LOBROS × YOCCO'S RICO TABLE(ロブロス)ららぽーと海⽼名店 海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4020

大連餃⼦基地DALIANららぽーと海⽼名店
熟成豚かつだいち ららぽーと海⽼名店
大起水産回転寿司 ららぽーと海⽼名店
ザブッフェダイナー海⽼名店
串家物語 ららぽーと海⽼名店
ハングリータイガー ららぽーと海⽼名店
ALOHA TABLE ららぽーと海⽼名
CHEESE RESTAURANT RICOTTA ららぽーと海⽼名
BAL PINOLO海⽼名
サンマルクカフェららぽーと海⽼名店
パスタの日ららぽーと海⽼名店
さち福やcafeららぽーと海⽼名店
ホテルルートイン海⽼名駅前
カフェエナック
コメダ珈琲店海⽼名大谷店
スシロー海⽼名店
天⻯海⽼名店
カジュアルイタリアン ポモドーロ
酒処 海
KITCHENめがね ときどき天然鮎
音楽スタジオあんぶれら

海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4030
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4040
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4050
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4060
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4070
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4080
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4100
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4110
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4120
海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4階4760
神奈川県海⽼名市扇町13番1号 ららぽーと海⽼名4階

神奈川県海⽼名市扇町13-1
海⽼名市扇町14-5
海⽼名市扇町14-11
海⽼名市大谷808-1
海⽼名市大谷811-1
海⽼名市大谷北4-3-32-105
海⽼名市大谷北4-3-37 サンパルク浜田102
海⽼名市大谷北4-3-37 サンパルク浜田ビル1階

海⽼名市大谷南3-21-8
海⽼名市大谷南3-28-24

スターバックスコーヒー EXPASA海⽼名サービスエリア(上り線)店 海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)

おぼんdeごはん 海⽼名食堂
LONCAFE EXPASA海⽼名
そじ坊海⽼名SA上り店
M1プレート
らーめんたいざん 海⽼名店
EXPASA海⽼名(上り線)(フードコート管理者)

海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)
海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)
海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC
海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC
海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC
海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC

横浜家系らーめん 壱八家 冨嶽（旧︓ラーメン専門店ザボン） 海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC

定食屋がってん〜かながわの肴〜
海⽼名サービスエリア下り線海鮮三崎港
海⽼名サービスエリア下り線RE:COFFEE

海⽼名市大谷南5-1-1 EXPASA海⽼名(上り)FC

海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)
海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)

海⽼名サービスエリア下り線ダイニングコート(うすいファーム) 海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC

海⽼名サービスエリア下り線ダイニングコート(豊洲食堂) 海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC
海⽼名サービスエリア下り線ダイニングコート(なんつッ亭) 海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC
海⽼名サービスエリア下り線吉野家FC

海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC

海⽼名サービスエリア下り線フードコート(海⽼名麺'SROAD) 海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC

海⽼名サービスエリア下り線フードコート(更科布屋)

海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC

海⽼名サービスエリア下り線フードコート(ROYALSWEETS) 海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC

海⽼名サービスエリア下り(フードコート管理者)
こめらく海⽼名SA店
カルビーキッチン海⽼名SA店

海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC
海⽼名市大谷南5-2-1 EXPASA海⽼名(下り)FC
海⽼名市大谷南5-2-1 海⽼名サービスエリア下り

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-36/54

電話番号
046-234-1100
046-292-7665
046-206-2110
046-206-6543
046-206-6566
046-292-0870
046-206-6570
046-206-6510
046-206-6405
046-206-6577
046-206-6888
046-236-2277
046-206-6455
046-206-6625
046-206-6691
046-206-6600
046-206-6761
046-236-6600
046-234-2133
046-206-6638
046-206-6675
046-236-1701
046-206-6620
046-244-6309
046-259-5444
046-200-7820
050-5847-7550
046-210-3141
046-233-2345
046-236-6031
045-206-4415
046-204-5440
046-232-6212
046-259-7998
046-234-5550
046-292-0012
046-204-7296
046-206-5993
046-206-4861
046-259-7522
046-244-5300
046-292-7556
046-231-4367
046-231-4367
－
－
－
－
－
－
－
－
－
046-232-5051
046-236-1430
046-204-8090

店舗名
あかさか
ゆめみ処おふろの王様海⽼名店
コメダ珈琲店海⽼名かしわ台店
スナックノア
井ろは
焼肉ホルモンばんげかしわ台店
東京餃⼦軒海⽼名かしわ台店
食事の店 アイリス
居酒屋どんちゃん
赤から海⽼名店
茶屋亜希⼦海⽼名店
勝⽜海⽼名店
かどちゃん
居酒屋やっちゃん
台湾ラーメン屋
一休参(ファミリーホルモン)
酒処 志麻
居酒屋こけし
海湘丸 海⽼名店
OYUGIWA海⽼名店
幸寿し
たこちゃん家
りんごちゃん
アップフィル
野郎めし 海⽼名店（旧︓江⼾前天ぷらめしからり）
ホルモン焼一⿓
すし政
いっぱち
宏源居
Matacurry
バーミヤン 海⽼名上郷
ブロンコビリー海⽼名店
焼肉きんぐ海⽼名上郷店
ガスト 海⽼名上河内
藍屋 海⽼名上河内
バーミヤン 海⽼名上河内
すき家 海⽼名上河内店
はま寿司海⽼名上河内店
樹珈琲
炭火焼肉ざんまい上河内店
ひろみ鮨
パブスナック 松葉
ホルモン大和
酒蔵ビッグ
BAR Fellow
しゃぶ葉 海⽼名
突撃ラーメン
松屋海⽼名河原口店
すき家 海⽼名河原口店
ラーメン魁⼒屋 海⽼名店
串揚処ぶらんにゅう亭
そば処やぶ久
焼肉 安兵衛
スナック ヒロ
鮨dinner山川
フレンド

住所
海⽼名市柏ケ谷411
海⽼名市柏ケ谷555-1
海⽼名市柏ケ谷555-1
海⽼名市柏ケ谷582
海⽼名市柏ケ谷609
海⽼名市柏ケ谷682 田野口第一ビル101

電話番号
046-231-0167
046-236-0268
046-232-5338
046-231-7473
046-231-49980
046-259-7707
海⽼名市柏ケ谷701-2 相鉄かしわ台ビルB棟 046-234-8429
海⽼名市柏ケ谷1036
046-233-7477
海⽼名市柏ケ谷1131-21
046-207-5539
海⽼名市勝瀬112-1
046-240-0080
海⽼名市勝瀬112-1
046-240-0030
海⽼名市勝瀬112-1
046-240-0040
海⽼名市門沢橋2-6-10
046-204-5639
海⽼名市門沢橋2-7-1
046-259-9099
海⽼名市門沢橋2-7-4-105
046-289-3058
海⽼名市門沢橋2-18-27
046-238-6522
海⽼名市門沢橋2-20-7
－
海⽼名市門沢橋2-20-7
－
海⽼名市門沢橋2-23-5
046-237-3307
海⽼名市門沢橋2-26-1
046-259-7083
海⽼名市門沢橋3-6-20
046-238-4563
海⽼名市門沢橋4-1-11
－
海⽼名市門沢橋5-10-7
046-238-1586
海⽼名市門沢橋5-11-48
046-238-2284
海⽼名市門沢橋6-17-45
046-244-5539
海⽼名市門沢橋6-20-3
－
海⽼名市門沢橋6-20-32
046-238-1147
海⽼名市門沢橋6-21-1トライアングル1階 046-238-5022
海⽼名市上今泉2-10-45-1
046-233-7879
海⽼名市上郷1-23-51
080-9191-5816
海⽼名市上郷408
046-292-2063
海⽼名市上郷字堂場前431
046-232-1429
海⽼名市上郷字堂場前445
046-204-7305
海⽼名市上河内字永池260
046-237-1085
海⽼名市上河内字永池260
046-238-9948
海⽼名市上河内293
046-237-1093
海⽼名市上河内297-3
0120-498-007
海⽼名市上河内301-1
046-237-3661
海⽼名市上河内303
046-206-4322
海⽼名市上河内1045-1
046-204-4129
海⽼名市河原口1-1-5
046-231-1458
海⽼名市河原口1-1-8
－
海⽼名市河原口1-3-5
046-231-8383
海⽼名市河原口1-27-14
－
海⽼名市河原口1-27-14-2階
046-240-0897
海⽼名市河原口2-10-14
046-236-1175
海⽼名市河原口3-35-10
－
海⽼名市河原口4-7-3
046-259-9560
海⽼名市河原口5-4-28
0120-498-007
海⽼名市河原口872-1
046-233-2969
海⽼名市河原口1378-1
046-235-4194
海⽼名市国分北2-14-22
046-231-7811
海⽼名市国分北2-14-23
046-231-2583
海⽼名市国分北2-14-23
046-231-2583
海⽼名市国分南1-1-21 テラス海⽼名C号室 046-235-3350
海⽼名市国分南1-2-17-203
046-234-4656

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-37/54

店舗名
バー・エンドレス
スナック fanfare
スナックアニモ
スナックYou
すずらん
居酒屋相州
パブラウンジAisアイズ
ダイニングバー ションス
LOUNGE J
和工房 ひより
trattoria legami
国分寺そば
海⽼名和食ありがとう屋
スナックニュー久美
とり柔
⼆代⽬横濱亭
琉球's
ラ クイナ ダン ミシマ
地野菜・⻨酒研究所
鮨美さわ
幸楽苑 海⽼名店
夢庵 海⽼名
レストランボンヌマン
鳥岡
TSUKI CAFE
カフェ・バルYamashita
静華
自家焙煎珈琲珈琲院
TOTTY
焼肉の田口 海⽼名下今泉店店
とんかつかねひで
炭火焼肉ざんまい海⽼名店
エメラルド
やきとり纏
スナック ゆざわ
トラットリア サノ
すし屋の山⻑
居酒屋 じろ〜
スナックライラック
こぶし
そばと膳田川
スナックFun
居酒屋ちーちゃん
エイト&エイト
錦寿司
道とん堀杉久保店
LATTEGRAPHIC 海⽼名店
安べゑ 海⽼名東口駅前店
大⼾屋海⽼名店
サイゼリヤ 海⽼名ビナプラス店
楽蔵海⽼名駅前店
ビッグエコー海⽼名駅前店
ビナウォーク(フードコート管理者)
ラケル海⽼名ビナウォーク店
フレッシュネスバーガー ビナウォーク海⽼名店
イタリアンダイニングDONA海⽼名店

住所
海⽼名市国分南1-2-18
海⽼名市国分南1-2-18 三幸ビル203
海⽼名市国分南1-2-18 第八三幸ビル2階
海⽼名市国分南1-2-18 第8三幸ビル201
海⽼名市国分南1-2-20 三幸ビル1階
海⽼名市国分南1-2-23
海⽼名市国分南1-2-23
海⽼名市国分南1-2-23-101
海⽼名市国分南1-2-23 2001ビル
海⽼名市国分南1-3-1 メゾンエクセル102
海⽼名市国分南1-6-27
海⽼名市国分南1-8-35
海⽼名市国分南1-11-6 フレクション102
海⽼名市国分南1-11-28
海⽼名市国分南1-12-1 アオイハイツ101
海⽼名市国分南1-12-1 グリーンハイツ101
海⽼名市国分南1-12-1 グリーンハイツ102
海⽼名市国分南3-3-17
神奈川県海⽼名市国分南3－8－10 １０２
海⽼名市国分南3-8-10
海⽼名市国分南4-13-3
海⽼名市国分南4-14-5
海⽼名市国分寺台1-22-3
海⽼名市国分寺台2-5-17
海⽼名市国分寺台2-12-2
海⽼名市国分寺台2-12-9
海⽼名市国分寺台3-2-22
海⽼名市下今泉1-7-2
海⽼名市下今泉1-8-29 INAMI GARDEN 別邸

海⽼名市下今泉3-1-3
海⽼名市下今泉4-1-15
海⽼名市下今泉4-3-9
海⽼名市社家5-6-9
海⽼名市社家185-4 ブルースカイヒルズ102

海⽼名市社家219-1
海⽼名市杉久保北2-15-15
海⽼名市杉久保北2-18-1
海⽼名市杉久保南1-1-1
海⽼名市杉久保南1-6-1 大貫ハイツ1階
海⽼名市杉久保南1-6-10
海⽼名市杉久保南1-6-17
海⽼名市杉久保南1-13-22 スプリングビル105

海⽼名市杉久保南4-1-2
海⽼名市杉久保南4-1-2-2階
海⽼名市杉久保南5-2-1
海⽼名市杉久保南5-2-8
海⽼名市中央1-2-2 ビナフロント3階01
海⽼名市中央1-3-1 ガイアネクスト海⽼名駅前2階

海⽼名市中央1-3-14
海⽼名市中央1-3-14
海⽼名市中央1-3-14
海⽼名市中央1-3-14
海⽼名市中央1-4-1

ビナプラス2階01
ビナプラス2階02
ビナプラス3階01
ビナプラス3階02

海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階03
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階04
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階07

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-38/54

電話番号
－
046-234-5006
046-234-0051

－
046-233-4243
046-235-2167
046-244-4433
046-244-0444
046-259-6903
046-244-5562
046-408-1870
046-231-2261
046-259-8381
－
－
－
046-233-5775
046-240-8634
046-233-6477
0467-74-7036
046-292-1110
046-236-1178
046-231-6564
046-232-2023
046-409-9028
046-206-4466
046-232-6423
046-233-2117
046-259-9077
046-206-4970
046-232-2900
046-233-8900
046-238-1082
046-239-0911
046-238-6567
046-238-2908
046-238-2762
－
0467-75-4690
046-238-5653
046-237-3939
046-204-8899
－
046-238-3388
046-238-6724
046-237-1117
046-231-8085
046-292-7071
046-235-9722
046-292-7061
046-240-6472
046-200-9030
046-236-0909
046-231-6055
046-292-4396
046-292-5139

店舗名
Chatime 海⽼名ビナウォーク店
LA・PAN x LATTEST
サンマルクカフェ海⽼名ビナウォーク店
スターバックスコーヒー 海⽼名店
ラ・パウザビナウォーク海⽼名店
BALUCKビナウォーク海⽼名店
タッカンマリ食堂HANAビナウォーク海⽼名店
快活CLUB海⽼名駅前店
コート・ダジュール 海⽼名駅前店
サーティワンアイスクリーム海⽼名ビナウォーク店
リンガーハット海⽼名ビナウォーク店
MOMI&TOY'S 海⽼名ビナウォーク店
ダルバール海⽼名店
丸⻲製麺ビナウォーク
ファーストキッチン 海⽼名ビナウォーク店
ポムの樹 ビナウォーク海⽼名店
⻄安餃⼦海⽼名店
そじ坊海⽼名ビナウォーク店
とんかつ新宿さぼてん 海⽼名ビナウォーク店
ケンタッキーフライドチキンビナウォーク店
海神食堂
デジキューBBQテラスビナウォーク店
鶏三和 マルイファミリー海⽼名店
湘南パンケーキ マルイファミリー海⽼名
炭火焼肉酒房 海⽼名食堂
なお吉 海⽼名店
居酒屋 紗らら
大衆酒場なか屋
居酒屋おーるすたぁず
くしかんざし海⽼名店
合点海⽼名店
さざん屋海⽼名店
デニーズ 海⽼名店
ドトールコーヒーショップ海⽼名ビナウォーク店
sakanano家こみや
⻘唐⾟⼦
40oz
チャイナハウス丸福
喰の眞方
魚とら
酒房 丸順
ボラーチェ
すし家
電撃坊主
パスポート
炭火やきとり創玄
パブ コリンズ
すなっくけいこ
焼肉ホルモンばんげ
たけまる
スナックベニール
居酒屋つなみ
Pubsnack Dime
パブラウンジ追憶
BarRyotaTateishi
ナイト雅

住所

電話番号

海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階08 046-240-7031
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階09 046-200-7083
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館2階02 046-292-1309
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館2階03 046-234-3068
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館3階03 046-292-5046
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館M2階18 046-292-1555
海⽼名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館M2階18 046-233-8787

海⽼名市中央1-4-31-2階

046-236-0688

海⽼名市中央1-4-31 海⽼名プラザビル3階 046-236-0488
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階 046-235-3190

海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階01 046-240-0017
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階04 046-240-0717
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階05 046-235-8388
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階06 046-231-2020
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階07 046-292-4836
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館6階02 046-292-4406
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館6階05 046-292-4798
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館6階08 046-235-3024
海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館6階10 046-292-5159

海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館1階 046-292-4011
海⽼名市中央1-6-1

ビナウォーク3番館1階 046-240-7010

神奈川県海⽼名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館屋上

080-7023-4689

海⽼名市中央1-6-1 マルイファミリー海⽼名1階 046-234-3946
海⽼名市中央1-6-1 マルイファミリー海⽼名1階 046-204-5208
海⽼名市中央1-7-1 ビナウォーク2番館B-1階01 046-234-5115

海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-1階01 046-292-3116
海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-1階02 046-233-4447
海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-1階03 046-233-6264
海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-1階04 046-233-4441
海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-1階06 046-233-5521
海⽼名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館A-2階01 046-233-4322

海⽼名市中央1-9-8
海⽼名市中央1-12-15

046-244-3386
046-231-0858
海⽼名市中央1-13-1 ビナウォーク4番館2階02 046-292-5079
海⽼名市中央1-14-21
046-231-9518
海⽼名市中央1-14-21
046-206-5678
海⽼名市中央1-14-21 サンポウビル103 046-240-7270
海⽼名市中央1-14-21 サンポウビル105 046-232-1294
海⽼名市中央1-14-26 オアシス1
046-240-8208
海⽼名市中央1-14-26 オアシス2号
046-206-5531
海⽼名市中央1-14-26 オアシス3
046-231-0557
海⽼名市中央1-15-3-2階
046-200-9940
海⽼名市中央1-15-7
046-234-9992
海⽼名市中央1-15-7 ワンピースビル101 046-235-9401
海⽼名市中央1-15-10
046-234-1000
海⽼名市中央1-15-10
046-232-1300
海⽼名市中央1-15-10 スリーピース102 046-234-3575
海⽼名市中央1-16-2
046-232-2280
海⽼名市中央1-16-5
046-204-9994
海⽼名市中央1-16-5-1-A
046-235-0089
海⽼名市中央1-16-6
046-234-8787
海⽼名市中央1-16-17 三幸ビル1階
046-233-0004
海⽼名市中央1-16-18
－
海⽼名市中央1-16-28
－
海⽼名市中央1-16-28-3階
－
海⽼名市中央1-16-28 三洋ビル2階20時 046-234-6155

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-39/54

店舗名
居酒屋さざん本店
ザ・ウィングス海⽼名
居酒屋海
十割蕎⻨ 土の香
BAR Amber
麺処ぐり⻁海⽼名店
はま寿司海⽼名ビナウォーク店
アウトバックステーキハウス海⽼名店
麺屋銀星 海美風
富山ブラック 麺家いろは ビナウォーク店
つけ麺 中華そば 清勝丸海⽼名店
ラーメン暖暮海⽼名店
海⽼名家
陳・四海楼
TOHOシネマズ海⽼名
鳥貴族ビナウォーク海⽼名店
くいもの屋わんビナウォーク海⽼名店
ケンタッキーフライドチキン 海⽼名店
鳥源
樹々
かんころ亭ぷらす
パステルマルイファミリー海⽼名店
ガスト 海⽼名
らあめん花⽉嵐 海⽼名店
和⽜専門 焼肉ドン
ウェストコーストバーアスパラ
松屋海⽼名店
モスバーガー海⽼名中央店
サイゼリヤ 海⽼名店
七輪焼肉安安 海⽼名店
スターバックスコーヒー海⽼名中央店
海⽼名甲羅本店
かつや海⽼名店
マルヨシ水産
ロッテリア海⽼名イオン店
炭火やきとり創玄イオン海⽼名店
ファーストキッチン 海⽼名イオン店
MUGIMUGI
イオン海⽼名ショッピングセンター(フードコート管理者)
カレーエクスプレス海⽼名店
イオンシネマ海⽼名(飲食売店)
六方きなりっしゅ
合点くろうさぎ
大衆割烹 合点じんのすけ
ジョナサン 海⽼名中央
魚でん
グランサッソ
中村屋
百菜
東横INN海⽼名駅東口
コート・ダジュール 海⽼名店
そば処ささや
中国料理玲鈴
居酒屋 弁慶
ろばた焼き ひさご
レンブラントホテル海⽼名 日本料理 四季

住所
海⽼名市中央1-16-40
海⽼名市中央1-17-10
海⽼名市中央1-17-22
海⽼名市中央1-17-25 T.CRESTビル2-1階
海⽼名市中央1-17-25 T.CRESTビル2-203号

海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階01
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階02
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階03
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階04
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階06
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階07
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階08
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館1階09
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館2階01
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館3階02
海⽼名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館3階03

海⽼名市中央1-19-30
海⽼名市中央1-20-25
海⽼名市中央1-20-25 シャルマン海⽼名102

海⽼名市中央1-20-25 シャルマン海⽼名1階

海⽼名市中央1-291-5
海⽼名市中央2-1-1
海⽼名市中央2-1-5
海⽼名市中央2-1-5 タートルプラザエビナ2階

海⽼名市中央2-1-5 タートルホーム3階
海⽼名市中央2-1-5 パインビル1階
海⽼名市中央2-2-1
海⽼名市中央2-2-1
海⽼名市中央2-2-7
海⽼名市中央2-2-8
海⽼名市中央2-2-20
海⽼名市中央2-3-2
海⽼名市中央2-3-9
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階FC
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階FC
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階FC
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店1階FC
海⽼名市中央2-4-1 イオン海⽼名店2階
海⽼名市中央2-4-5 中山ビル1階
海⽼名市中央2-4-5 中山ビル2階
海⽼名市中央2-4-5 中山ビル2階
海⽼名市中央2-5-3
海⽼名市中央2-5-34
海⽼名市中央2-5-41 イオン⽴体駐⾞場1階
海⽼名市中央2-5-41 イオン⽴体駐⾞場1階
海⽼名市中央2-5-41
海⽼名市中央2-5-52
海⽼名市中央2-8-6
海⽼名市中央2-8-12
海⽼名市中央2-8-15
海⽼名市中央2-9-1-103
海⽼名市中央2-9-1 スタービレ海⽼名102
海⽼名市中央2-9-50 レンブラントホテル海⽼名1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-40/54

電話番号
046-233-3833
046-234-1233
046-244-6686
046-232-2666
046-235-9797
0462-40-8282
046-292-7350
046-292-4286
046-204-7866
046-232-9333
042-335-1661
046-240-9399
046-240-1156
046-259-9477
050-6868-5018
046-231-5951
046-292-1211
046-236-1179
046-232-5005
046-204-6939
046-292-0900
046-292-4867
046-236-5554
046-240-1623
046-234-1129
046-235-0205
046-236-6522
046-292-4554
046-292-6066
046-233-5591
046-236-3133
046-292-7766
046-234-6102
046-206-4102
046-233-0447
046-233-0087
046-292-2195
046-232-5000
046-231-2121
046-235-7277
046-232-9371
046-206-5502
046-234-8500
046-234-8500
046-235-3399
－
046-234-9841
046-233-7278
046-234-7172
046-402-1045
046-236-5188
046-233-8884
046-231-2839
046-232-6146
046-232-1327
046-235-9816

店舗名
レンブラントホテル海⽼名 レストラン アルエット

住所
海⽼名市中央2-9-50 レンブラントホテル海⽼名1階

レンブラントホテル海⽼名 宴会場(ラ・ローズ、プリマヴェーラ、小宴会場) 海⽼名市中央2-9-50 レンブラントホテル海⽼名2階、3階

中華料理 五十番
ホテルビスタ海⽼名ビスタカフェ
千年の宴海⽼名東口駅前店
⽢太郎海⽼名店
カレーハウスCoCo壱番屋 小田急海⽼名駅前店
魚⺠海⽼名東口駅前店
幸楽苑 ショッパーズプラザ海⽼名店
ダイエー海⽼名店(フードコート管理者)
中華料理百菜
居酒屋 しろ
キッチン しもんず
豚らーめんミドリカワ
弁柄カフェ
⻘雉
ブーズ(BOOZE)
お好み焼き 和
獅⼦丸 海⽼名店
⽜角海⽼名店
ダンチキンダン海⽼名店
えびな上野薮そば
くら寿司海⽼名店
alii cafe
台湾料理⿓華 海⽼名店
ごくう
大和屋
パブスナック ミック
Lady Jane
なか卯 海⽼名中新田店
串亭 廚〜kuriya〜
串揚げ&創作料理IRO-IRO
ナンロティ中新田
おるごーる
鮨処 初音
MarieClaude⻑田
⼿打そばみかみ
有限会社 魚松
からやま 海⽼名店
百円晩餐館
ラーメン さくら野
生そば東屋
中華うぶかた
タヴェルナ イル ロカーレ
カフェくろすぽいんと
KENDANNY AFRIQUE SPOT
海鮮居酒屋 ひで房
炭火焼 わが屋
若竹食堂
ろばた焼 汐香
花江⼾
スナック ニューキャロル
居酒屋ひかり
三好飯店
大衆みやこ
カラオケホール 海音

海⽼名市中央2-10-23
海⽼名市中央3-1-3
海⽼名市中央3-1-3 ホテルビスタ海⽼名 2階
海⽼名市中央3-1-5 スカイビルエビナ地下1階

海⽼名市中央3-1-32
海⽼名市中央3-1-32 倉橋第2ビル 2階
海⽼名市中央3-2-5
海⽼名市中央3-2-5
海⽼名市中央3-2-5 ダイエー海⽼名ショッピングセンター1階

海⽼名市中央3-2-9
海⽼名市中央3-2-9 テイク・ワンビルD号館D号室

海⽼名市中央3-2-9 テイクワンD号館A室
海⽼名市中央3-2-17
海⽼名市中央3-2-31 テイクワンビル2階
海⽼名市中央3-2-38 テイクワンA号館1階
海⽼名市中央3-2-48
海⽼名市中央3-2-48-2階
海⽼名市中央3-2-48 スクエアビル2階
海⽼名市中央3-2-48 スクエアビル3階
海⽼名市中新田1-1-17
海⽼名市中新田1-1-39
海⽼名市中新田1-13-18-101
海⽼名市中新田1-16-27
海⽼名市中新田2-10-23
海⽼名市中新田2-10-23
海⽼名市中新田2-12-32
海⽼名市中新田2-14-43 リバーサイドコーポ101

海⽼名市中新田2-27-13
海⽼名市中新田3-1-6
海⽼名市中新田3-1-9
海⽼名市中新田3-1-9-2階
海⽼名市中新田3-1-9 ⻑田ビル2階
海⽼名市中新田3-3-4
海⽼名市中新田3-5-49
海⽼名市中新田3-13-18
海⽼名市中新田3-30-8
海⽼名市中新田4-1-24
海⽼名市中新田4-3-1
海⽼名市中野1-4-12
海⽼名市中野2-3-25
海⽼名市中野2-11-54
海⽼名市中野3-16-20
海⽼名市東柏ケ谷1-6-12 大貫ビル104
海⽼名市東柏ケ谷1-12-4
海⽼名市東柏ケ谷1-12-22
海⽼名市東柏ケ谷1-14-29 橘ビル101
海⽼名市東柏ケ谷1-15-7
海⽼名市東柏ケ谷1-15-12
海⽼名市東柏ケ谷1-16-19
海⽼名市東柏ケ谷1-16-20
海⽼名市東柏ケ谷1-23-7
海⽼名市東柏ケ谷2-2-25-20
海⽼名市東柏ケ谷2-5-5
海⽼名市東柏ケ谷2-10-12

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-41/54

電話番号
046-235-9828
046-235-9815
046-233-0050
046-292-1888
046-233-1188
046-234-6320
046-292-7100
046-232-1088
046-292-7008
046-233-7500
046-211-1327
－
－
－
046-240-0387
046-233-8680
046-235-4133
046-232-7370
046-235-9396
046-236-0129
046-236-3255
046-232-6585
046-236-6410
046-235-6587
046-259-8008
046-235-3959
－
046-234-2185
046-232-3762
046-240-6625
046-233-3051
－
046-240-1717
046-259-8003
046-259-6318
046-204-7497
046-232-0565
046-231-2558
046-236-5007
－
－
046-238-5890
046-238-4886
046-239-3313
046-205-6700
046-235-0277
046-211-8633
046-234-4844
046-231-1621
046-233-4559
－
046-232-6586
046-259-6394
046-231-4147
－
046-231-4599

店舗名
やきとり どん兵衛
スナック まごころ
北海
カラオケスナック NaNa
TRASH
パブスナック トキ
栄華
ZENYA
SYUWA 美々
笑南C29
ホルモン焼もくもく⾦肉
ラブキャット
やきとん焔屋
beer bar Copain
鳥衛門
魚⺠さがみ野南口駅前店
ポエム
弁慶
博多どんたく
焼肉さんきゅうさがみ野店
サバイデー
sometime
Crib
Cafe居酒屋めぐ
のん処
焼酎居酒家 ぼくんち
炭火やきとり会津
居酒屋TAKE
cafe the Dip's
ビストロ ケオピラ
筑前屋さがみ野店
松屋さがみ野店
相州そばさがみ野店
らーめんGOEN さがみ野店
ラーメンまさやん
ぱーるむーん
串屋夢之助
なないろかふぇ
かつぎや
おいどん
中華東秀さがみ野店
らあめん花⽉嵐さがみ野駅前店
ドトールコーヒーショップ相鉄さがみ野駅前店
ロッテリア相鉄ライフさがみ野店
まんまと焼肉 相鉄ライフさがみ野店
酒飯みなづ喜
有限会社 宝寿司
侍音
博多めぐ
本格インドカレー チャイ
ステーキハウス松木さがみ野店
串かつKaZ
KILT
居酒屋 すみ
居酒屋 程程
中華料理良美

住所
海⽼名市東柏ケ谷2-10-12 STビル2階
海⽼名市東柏ケ谷2-11-25
海⽼名市東柏ケ谷2-12-4
海⽼名市東柏ケ谷2-12-16 工藤ビル2階E号室

海⽼名市東柏ケ谷2-12-41-102
海⽼名市東柏ケ谷2-19-1
海⽼名市東柏ケ谷2-19-1
海⽼名市東柏ケ谷2-21-24-101
海⽼名市東柏ケ谷2-21-24 ベルメゾンさがみ野102

海⽼名市東柏ケ谷2-21-54 MTビル1階
海⽼名市東柏ケ谷2-22-6
海⽼名市東柏ケ谷2-22-6
海⽼名市東柏ケ谷2-22-8
海⽼名市東柏ケ谷2-22-8
海⽼名市東柏ケ谷2-24-4
海⽼名市東柏ケ谷2-24-11 渋谷ビル1階2階
海⽼名市東柏ケ谷2-24-30
海⽼名市東柏ケ谷2-25-20 マルキビル105
海⽼名市東柏ケ谷2-25-20 マルキビル106
海⽼名市東柏ケ谷2-25-20 マルキビル1階
海⽼名市東柏ケ谷2-25-20 マルキビル1階
海⽼名市東柏ケ谷2-25-20 マルキビルパート2 103

海⽼名市東柏ケ谷2-26-39
海⽼名市東柏ケ谷2-26-39
海⽼名市東柏ケ谷2-26-39
海⽼名市東柏ケ谷2-27-18
海⽼名市東柏ケ谷2-30-5-1階
海⽼名市東柏ケ谷2-30-5 東柏ケ谷コーポ101

海⽼名市東柏ケ谷2-30-10-102
海⽼名市東柏ケ谷2-30-10-103
海⽼名市東柏ケ谷2-30-17
海⽼名市東柏ケ谷2-30-24
海⽼名市東柏ケ谷2-30-28
海⽼名市東柏ケ谷2-30-28 相鉄さがみ野駅構内101

海⽼名市東柏ケ谷3-1-7
海⽼名市東柏ケ谷3-1-7
海⽼名市東柏ケ谷3-1-13
海⽼名市東柏ケ谷3-1-17
海⽼名市東柏ケ谷3-1-20
海⽼名市東柏ケ谷3-2-14
海⽼名市東柏ケ谷3-3-15
海⽼名市東柏ケ谷3-3-15
海⽼名市東柏ケ谷3-3-15
海⽼名市東柏ケ谷3-3-15
海⽼名市東柏ケ谷3-3-15-2階
海⽼名市東柏ケ谷3-3-25
海⽼名市東柏ケ谷3-3-31
海⽼名市東柏ケ谷3-8-18
海⽼名市東柏ケ谷3-13-15
海⽼名市東柏ケ谷3-13-29
海⽼名市東柏ケ谷3-14-1
海⽼名市東柏ケ谷3-14-4 ハウスM101
海⽼名市東柏ケ谷3-14-6 エルビル地下1階
海⽼名市東柏ケ谷3-14-25
海⽼名市東柏ケ谷3-14-25
海⽼名市東柏ケ谷3-17-7

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-42/54

電話番号
－
－
046-233-0332
－
－
046-232-7369
－
－
046-231-2296
046-263-4300
－
046-256-6083
046-204-8191
046-200-8610
046-259-7011
046-234-6788
046-231-7422
046-231-4461
046-234-7730
046-244-5559
－
046-204-6851
046-216-9008
－
－
046-231-8148
046-292-3778
046-244-0400
－
046-259-9021
046-235-6555
046-236-5155
046-234-6688
046-259-6559
046-204-5800
－
046-244-3730
－
046-235-6118
046-234-7890
046-235-6115
046-233-2877
046-235-1881
046-231-6603
046-204-4340
046-259-9789
－
046-235-3477
－
046-234-6263
046-292-1661
046-233-8338
046-204-8175
－
－
046-234-0971

店舗名
居酒屋ともちゃん
かつ亭 喜多八
御勝⼿処KAINOA
そば処松右ェ門
居酒屋 ひびき
キャッツアイ
居酒屋 胡坐
大衆酒蔵 どんぐり
居酒屋 れんと
はんあり
スシローさがみ野店
焼肉ライク海⽼名さがみ野店
そば処 やな伊
かっぱ寿司
すき家 海⽼名さがみ野店
ささやん
CO BAY
居酒屋 日向
星の砂
カラオケスナックミッチー
七輪焼肉安安さがみ野店
そば処佐賀
海⽼名店
トラットリア21
丸⻲製麺海⽼名
レストランふるさと
千代
居酒屋なんじゃもんじゃ
フォレスティコーヒー海⽼名店
吉野家小田急海⽼名駅店
箱根そば海⽼名店
鮪市場小田急海⽼名店
箱根そば海⽼名東口店
ロマンスカーミュージアム クラブハウス
アレグリアEBINA
肉の佐藤ビナガーデンズテラス店
串カツ田中 海⽼名店
ゴルゴン9海⽼名店
まぐろのやまちゃん
琉球酒場かむん
A'zasu!
フィッシャーマンズブーズ
ポチャ
大衆焼鳥炭焼おっけい海⽼名店
Naturry 海⽼名
⼿羽先特急海⽼名店
肉汁餃⼦のダンダダン海⽼名店
Italian Kitchen VANSAN 海⽼名店
ルバーラヴァン52ビナガーデンズ海⽼名店
44apartment
リンツ ショコラブティック&カフェ ビナガーデンズ海⽼名店
RBaker海⽼名店
食のつむぎ海⽼名店
博多天ぷら たかお 海⽼名店
博多華味鳥 小田急ビナガーデンズテラス店
焼肉トラジ ビナ ガーデンズ テラス海⽼名店

住所
海⽼名市東柏ケ谷3-17-9
海⽼名市東柏ケ谷3-17-13
海⽼名市東柏ケ谷3-17-16-101
海⽼名市東柏ケ谷3-18-5
海⽼名市東柏ケ谷3-19-5
海⽼名市東柏ケ谷3-19-5 コーポ⼾大103
海⽼名市東柏ケ谷3-19-5 トダイコーポ101
海⽼名市東柏ケ谷3-19-31
海⽼名市東柏ケ谷3-19-33
海⽼名市東柏ケ谷3-19-33
海⽼名市東柏ケ谷5-14-6
海⽼名市東柏ケ谷5-19-28
海⽼名市東柏ケ谷6-4-167
海⽼名市東柏ケ谷6-8-5
海⽼名市東柏ケ谷6-21-20
海⽼名市東柏ケ谷6-22-6
海⽼名市東柏ケ谷6-22-12
海⽼名市東柏ケ谷6-24-8
海⽼名市東柏ケ谷6-24-9-1階
海⽼名市東柏ケ谷6-24-9 富島荘201
海⽼名市東柏ケ谷6-24-11 N-STAGEさがみ野1階

海⽼名市本郷1688-1
海⽼名市本郷1691-1
海⽼名市本郷1698-4
海⽼名市本郷1721
海⽼名市本郷2666-1
海⽼名市本郷3235
海⽼名市本郷3675-3
海⽼名市めぐみ町1-1
海⽼名市めぐみ町1-1
海⽼名市めぐみ町1-1 小田急線海⽼名駅改札内

海⽼名市めぐみ町1-1 小田急線海⽼名駅東口
海⽼名市めぐみ町1-1 小田急線海⽼名駅東口

海⽼名市めぐみ町1-3
海⽼名市めぐみ町2-1 VinaGARDENSTERRACE4階

海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス2階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス3階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス3階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス3階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス3階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス3階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス4階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス4階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス4階
海⽼名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズテラス4階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-43/54

電話番号
046-233-1668
046-232-7591
－
046-232-5915
－
046-235-7039
－
046-232-9494
－
－
046-236-0655
046-292-0072
046-232-1785
－
0120-498-007
－
046-404-3758
－
046-211-4691
－
046-206-5629
－
046-238-0118
046-238-8148
046-238-8378
046-238-4510
－
－
046-236-3161
046-236-6501
046-236-3181
046-236-1221
046-236-3151
046-231-1109
046-240-0703
046-244-5529
046-244-6294
046-259-5818
046-240-0788
046-244-3001
046-204-8177
046-244-6081
046-240-7600
046-206-5500
046-204-6178
046-204-4155
046-240-7152
046-292-2061
046-206-4784
046-240-8011
046-240-6203
046-200-7278
046-236-3227
045-624-00288
046-236-1755
046-236-1629

店舗名
スターバックスコーヒー蔦屋書店海⽼名市⽴中央図書館店
ジーザとローザ座間店
スエヒロ館 座間店
モスバーガーメガ・ドン・キホーテユニー座間店
北海道生まれ和食処とんでん座間入谷店
香もと
スナックわんべる
おはな食堂
俺の店
インド食堂マハトマ 座間店
大勢寿し
お好み焼 和
居酒屋WATABE
猿ニ
中華料理東⿓
まさのすけ本店座間店
ラーメン魁⼒屋 座間店
中華居酒屋 珍萬楼
焼肉牧場 ぼくんち
くつろぎどころ 花あかり
スナックジュエリー
うさぎダイニング
居酒屋食堂あすか
バーストゥレッタディマーノ
寿一
唐揚げ工房 いいから
家庭料理 こまち
カフェニコラ座間店
阿茶羅加
栄⻲庵
純中国料理 神⿓飯店
ミュージックシアターアイランド
そば処 さか本
串揚げ とし久
スナックわみ
スナック英
椿
焼肉ホルモンやまちゃん
いばしょ
カミカゼ
ゆめ
三拍⼦
そば処たつ川
焼肉&ホルモン肉喰らう`s
濱ちゃん
食亭うそつきや
中華飯店 果林
焼肉はとや
ホルモンセンター大運
美の⾥
朝日屋
らあめん花⽉嵐 相模が丘店
安楽亭 座間店
とんでん相模が丘店
星乃珈琲店座間店
カラオケWAVE小田急相模原店

住所
海⽼名市めぐみ町7-1
座間市入谷⻄2-42-18
座間市入谷⻄2-43-6
座間市入谷⻄2-57-1
座間市入谷⻄2-58-15
座間市入谷⻄2-59-43
座間市入谷⻄3-20-24
座間市入谷⻄3-21-20
座間市入谷⻄3-23-7
座間市入谷⻄4-1-24
座間市入谷⻄4-8-2ベルマンションA101
座間市入谷⻄4-8-5
座間市入谷⻄4-19-31
座間市入谷⻄4-19-31内田屋 第一ビル103
座間市入谷⻄4-22-19
座間市入谷⻄5-50-19
座間市入谷⻄5-50-20

電話番号
046-231-5530
046-257-4201
046-255-7280
046-258-0800
046-258-1431
－
－
－
－
046-258-2227
046-258-2300
046-255-3335
－
046-256-8081
－
046-258-2222
046-252-1215
座間市入谷⻄5-1858-1 ホワイトパレットビル1階 046-254-6888
座間市入谷東2-28-3
046-252-3929
座間市入谷東2-28-5
－
座間市入谷東2-28-7
046-253-8510
座間市入谷東3-18-12
－
座間市入谷東3-29-6ハイライズI101
－
座間市入谷東3-30-12
－
座間市入谷東3-30-25
046-255-2911
座間市入谷東3-31-10
046-259-5009
座間市入谷東3-31-10 鈴木ビル1階
046-255-7759
座間市入谷東3-60-5
046-259-6487
座間市入谷東4-1-32
046-255-3373
座間市入谷東4-4-28
046-256-0027
座間市入谷東4-43-24
046-257-8618
座間市入谷東4-43-32
046-257-4852
座間市入谷東4-53-12
－
座間市入谷東4-53-16
046-252-8622
座間市入谷東4-53-16-1A
046-255-3803
座間市入谷東4-53-22
－
座間市入谷東4-54-5
046-221-6969
座間市入谷東4-55-1第一熊切ビルB1
046-283-5855
座間市入谷東4-55-9
046-240-7794
座間市入谷東4-55-9 プラザドゥローゼット1B －
座間市栗原中央2-9-18
－
座間市栗原中央2-21-17
046-256-2522
座間市栗原中央2-22-18
046-252-1699
座間市栗原中央3-24-1
046-204-9317
座間市栗原中央3-26-8
－
座間市栗原中央3-31-7
－
座間市栗原中央5-7-1
046-252-2888
座間市小松原1-24-30
046-204-4084
座間市小松原1-26-26
－
座間市小松原2-18-19
046-204-5484
座間市小松原2-35-30
046-255-7957
座間市相模が丘1-4-21
046-298-7838
座間市相模が丘1-5-36
046-251-9333
座間市相模が丘1-9-18
046-258-3961
座間市相模が丘1-10-1
046-244-0152
座間市相模が丘1-17-47
042-749-3211

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-44/54

店舗名
SUSHI51
中華料理 味來
魚酔庭
やきとり⼆代⽬うる⻁
鶏均
一丁⽬の夕日
炭火串焼真-SINぼんくら
トリコのしま
ニュードリーム
旬薫 三うら
小澤商店小田急相模原店
マーメイド
日高屋 小田急相模原サウザンロード店
スナック DEKOCHAN
味の⺠芸 相模が丘店
となりのインド人
フォルクス座間店
デニーズ 座間店
フレンズ
横浜食堂
快活CLUB座間店
居酒屋大将
居酒屋かんちゃん
おにゃんこ⼥学園
かたおか
ヨイチドリ
アニメバー アップデート
ちやこ
カラオケスナック 恋うた
キリマンジャロ
RUUCAFE
GREEN VIEW
信濃
伝説のすた丼屋 座間店
中国料理 江陽
飲み処 玉江ちゃん
蔵由
珍竹林
マーガレット
昔ばなし
呑み処 麻愛紗
萬福楼酒家
くら寿司座間店
居酒屋ゑびす
⼿毬
アイドル学園
さがみ
すし処たか
PUB MISTY
鶏笑 小田急相模原店
歌謡スナック えん歌
和泉苑
とのそば
焼肉 松実苑
クラブ ミランダ

住所
座間市相模が丘1-17-47-1階
座間市相模が丘1-20-48
座間市相模が丘1-22-26
座間市相模が丘1-22-26 1階
座間市相模が丘1-22-26相模原コーポフロンティア103

座間市相模が丘1-23-3
座間市相模が丘1-23-5
座間市相模が丘1-23-6
座間市相模が丘1-23-11 光ビル1階
座間市相模が丘1-23-11 光ビル3階
座間市相模が丘1-24-1オリバービル2階3階
座間市相模が丘1-24-8 東邦ビル1階
座間市相模が丘1-24-8 東邦ビルB1階
座間市相模が丘1-24-14 加瀬ビル169 101号室

座間市相模が丘1-27-10
座間市相模が丘1-28-14
座間市相模が丘1-30-7
座間市相模が丘1-31-17
座間市相模が丘1-33-9
座間市相模が丘1-33-25-202
座間市相模が丘1-37-18 シルバーハイツ104

座間市相模が丘2-1-29
座間市相模が丘2-26-30
座間市相模が丘2-27-28
座間市相模が丘2-29-5
座間市相模が丘2-29-7折鶴ビル1階
座間市相模が丘2-30-21 小林ビル102
座間市相模が丘2-30-21 小林ビル103
座間市相模が丘2-31-33 第一深沢ビル1階
座間市相模が丘2-31-33 深沢第3ビル地下1階

座間市相模が丘3-34-7
座間市相模が丘3-34-12 ハイツアベニューⅡ

座間市相模が丘3-35-7
座間市相模が丘3-71-4
座間市相模が丘4-2-36
座間市相模が丘4-6
座間市相模が丘4-13-14
座間市相模が丘4-23-7
座間市相模が丘4-48-12
座間市相模が丘4-57-7
座間市相模が丘4-57-8
座間市相模が丘4-60-13
座間市相模が丘4-60-32
座間市相模が丘4-74
座間市相模が丘5-1-12
座間市相模が丘5-1-13
座間市相模が丘5-1-14
座間市相模が丘5-1-16
座間市相模が丘5-1-21
座間市相模が丘5-1-22
座間市相模が丘5-1-25-101
座間市相模が丘5-1-25南海ビル203
座間市相模が丘5-2-4
座間市相模が丘5-2-5
座間市相模が丘5-2-11
座間市相模が丘5-2-13

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-45/54

電話番号
042-815-5251
042-711-6612
042-748-5141
042-766-0197
042-701-3641
042-741-7874
042-705-6277
042-851-6640
042-705-3370
042-765-2928
042-766-2505
042-705-4101
042-745-1505
042-749-2771
042-748-8900
042-743-7629
－
042-745-6333
042-746-5905
042-851-6437
－
046-254-1088
－
－
042-705-9711
－
042-851-5843
－
042-747-8668
－
－
－
042-851-6085
042-745-7361
046-240-7891
046-255-0771
－
046-252-2225
046-253-3348
046-251-4948
046-207-1872
－
046-253-6789
046-266-0610
042-746-4343
042-746-9881
042-765-1958
042-748-7492
042-705-7222
042-746-3369
042-711-6930
－
042-851-6672
－
042-742-7609
042-702-7188

店舗名
無煙焼肉 仁
中国料理胡同
MABUHAY
Roman
パブスナックブルートパーズ
Music Bar 六弦
izakaya bar煙火
カフェ糸
ラウンジタケ
スポツト
カレーハウスCOCO壱番屋小田急相模原駅南口店
カフェ木の⾥
煮込みトやきとりバードメン
居酒屋 貞
居酒屋スナックはるみ
韓国居酒屋 愛
居酒屋景
スナックむげん
やきとり けん多
春駒
なりものや
おやじ
居酒屋なんくるないサ
スナック キャンベル
珍楽
とんかつとん亭
リンガーハット座間相模が丘店
夢庵 さがみ野
伝丸 さがみ野
さがみ野魂心家
サイゼリヤ さがみ野店
花鮨
やきとり工房さがみ野店
焼肉 福楽苑
チャイナパブ未来
台湾客家名菜館 梅園
和ダイニングなな穂
あくび
そば処 寿美吉
串焼ロマン八氣
イーグル
星心
スナック 花心
かんころ亭
かすみ
えんぎよし
かずねぇ
ミミ屋
バーROOTDOWN
梅林園
やきとり大吉座間店
木村屋
増田屋
せいげつ
尾張屋
中福楼

住所
座間市相模が丘5-2-34 サウザンビレッジ2 1階

座間市相模が丘5-3-17
座間市相模が丘5-4-35 王場ビル1A
座間市相模が丘5-4-35 王場ビル1階
座間市相模が丘5-4-35 王場ビル2階A
座間市相模が丘5-4-35 王場ビル2階B
座間市相模が丘5-4-35 王場ビル2階C
座間市相模が丘5-4-39 彦田ビル104
座間市相模が丘5-4-39 彦田ビル1階
座間市相模が丘5-4-39 彦田ビル1階
座間市相模が丘5-5-3橋本ビル1階
座間市相模が丘5-5-5
座間市相模が丘5-5-8 エステシティ2A
座間市相模が丘5-7-17
座間市相模が丘5-9-20
座間市相模が丘5-9-20
座間市相模が丘5-9-20
座間市相模が丘5-9-20佐久荘1-D
座間市相模が丘5-9-29
座間市相模が丘5-10-8
座間市相模が丘5-10-36
座間市相模が丘5-11-12
座間市相模が丘5-12-12
座間市相模が丘5-47-24
座間市相模が丘6-2-11
座間市相模が丘6-20-10
座間市相模が丘6-38-38
座間市さがみ野1-1-38
座間市さがみ野1-1-40

電話番号
042-705-8003

－
042-743-5644
－
042-742-1553
042-705-8122
042-705-6077
042-765-0016
042-748-0818
042-701-7651
042-702-2420
042-748-8040
042-711-6766
－
042-766-0028
042-851-5782
－
－
042-744-8899
042-743-8650
042-711-6824
－
－
－
046-254-2767
－
046-259-1667
046-251-2801
03-6833-6670
座間市さがみ野1-3-11 ビック・ライズさがみ野2-1階
046-240-7922
座間市さがみ野1-3 ビックライズさがみ野店2-1階
046-298-6601
座間市さがみ野1-10-55
046-255-1147
座間市さがみ野2-2-31
046-256-2877
座間市さがみ野2-4-14
－
座間市さがみ野2-5-17メゾンさがみ野101 046-251-2930
座間市さがみ野2-6-9 サンパレス木村202 046-251-0988
座間市さがみ野2-7-13
046-254-4631
座間市さがみ野2-7-13 サクマビル1階
－
座間市さがみ野2-7-23
046-251-8970
座間市さがみ野2-7-24
046-256-3765
座間市さがみ野2-7-28
046-251-4920
座間市さがみ野2-8-1-1階
－
座間市さがみ野2-8-1-204
－
座間市さがみ野2-8-15
046-253-0666
座間市さがみ野2-8-29
046-256-0703
座間市さがみ野2-8-29
－
座間市さがみ野2-8-29
－
座間市さがみ野2-8 楽天地E号室
－
座間市さがみ野2-11-6-C号室
－
座間市さがみ野2-11-11-101
－
座間市座間1-3109-1グレイス座間101
－
座間市座間1-3110
046-251-0140
座間市座間1-3229-3
046-253-8040
座間市座間1-3333-3
046-251-0021
座間市座間1-4190-1
046-253-1533
座間市座間2-280
046-253-0255

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-46/54

店舗名
座間やぶ久
来来亭相武台店
ガスト 相武台
ケンタッキーフライドチキン 相武台店
吉野家⾏幸道路相武台店
中華 ⿓太郎
デジ家
福よし相武台店
rochester
まん⽉
居酒屋 らん
居酒屋まるちゃん
京城アギヤ
エープラス
紀文寿司
焼鳥はつらいよ 相武台店
魚屋路 相武台
しゃぶ葉 相武台
箱根そば相武台前店
ロッテリア小田急マルシェ相武台店
サイゼリヤ 小田急マルシェ相武台店
大⼾屋ごはん処 小田急マルシェ相武台店
グルメラウンジ チャルダー
ミライザカ相武台前店
ダイニングバー FAMILIA
居酒屋くろ
台湾料理 福園
麺家さやか
居酒屋 灯り
とり道楽相武台北口店
佐世保バーガーアンクルサム
カンボジア料理 バイ クメール
松のや相武台前店
RANGOLI(ランゴリー)
串焼家 夢丸
ラ・リチェッタ
なか卯 座間相武台店
⿓ラーメン
いくどん相武台店
日高屋 小田急マルシェ相武台店
や台ずし相武台前町
焼肉ホルモン390
食彩亭 しげ路
パリ
芭蕉布
DolceCasalingo
気まぐれ酒場 れおん
中華居酒屋⽜⽜(にゅうにゅう)
辺⾥良
とり道楽 相武台店
いざかややま
Osteria GiGi
CATANDUANES
ダイニングキッチングリーンテーブル
七輪焼肉安安相武台店
ちゃんこ かし山

住所
座間市座間2-3105-3
座間市相武台1-19-22
座間市相武台1-19-25
座間市相武台1-19-28
座間市相武台1-24-1
座間市相武台1-24-9 横山ビル
座間市相武台1-26-18
座間市相武台1-28-14-103
座間市相武台1-28-16 末広ビル1階
座間市相武台1-30-15
座間市相武台1-30-15
座間市相武台1-30-15 佐藤ビル
座間市相武台1-30-15 佐藤ビル1階
座間市相武台1-30-15 佐藤ビル1階
座間市相武台1-31-3
座間市相武台1-31-9 神原ビル1階
座間市相武台1-32-22
座間市相武台1-32-24
座間市相武台1-33-1 小田急線相武台前改札前

座間市相武台1-33-2
座間市相武台1-33-2 小田急マルシェ相武台3階
座間市相武台1-33-2 小田急マルシェ相武台3階

座間市相武台1-34-8
座間市相武台1-34-8 スタープラザ相武台駅前1階

座間市相武台1-34-21
座間市相武台1-34-21 スターハイツ103
座間市相武台1-34-21 相武台駅前スターハイツ102

座間市相武台1-35-1
座間市相武台1-35-1 センタービル2D
座間市相武台1-35-1 相武台センタービル
座間市相武台1-35-1 相武台センタービル1-A
座間市相武台1-35-1 相武台センタービル1階D

座間市相武台1-35-5
座間市相武台1-35-6
座間市相武台1-35-4509-2階
座間市相武台1-42-1
座間市相武台1-4500-3
座間市相武台1-4508 三裕ビル1階
座間市相武台1-4509 センタービル
座間市相武台1-4753-3
座間市相武台1-4756 町田ビル1階
座間市相武台1-4905 佐藤ビル1階
座間市相武台3-40-12
座間市相武台3-40-13
座間市相武台3-40-28
座間市相武台3-42-23
座間市相武台3-42-24
座間市相武台3-42-26
座間市相武台3-42-28
座間市相武台3-42-30
座間市相武台3-42-45
座間市相武台3-42-50
座間市相武台3-42-50-A
座間市相武台3-42-55 NO.2
座間市相武台3-4730 サンリッチ1階
座間市相武台4-14-18

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-47/54

電話番号
046-256-5633
046-257-7035
046-259-1165
046-259-1199
046-244-0233
046-256-6087
046-206-4744
046-244-6381
－
－
－
－
－
－
046-251-0537
046-254-0809
046-298-4433
046-259-1202
046-266-4353
046-204-5066
046-298-0112
046-204-8606
－
046-266-6681
046-259-6506
046-256-1796
－
046-259-7280
046-240-1444
046-244-6380
046-253-9990
046-256-9146
046-204-7709
－
046-251-6015
046-251-3730
046-298-1821
046-257-2551
046-254-1919
046-252-0261
046-204-6728
046-257-5189
－
046-255-7548
046-253-5622
046-240-7077
046-211-4207
046-404-2303
046-255-6179
－
046-255-6333
046-204-9458
046-259-6531
046-257-7422
046-252-3666
－

店舗名
スナック 司
凡
BAR & Coffee aboab_o
大村庵
スシロー座間⽴野台店
築地銀だこ座間ドライブスルー店
CafeBar Kimura
松屋座間⽴野台店
大衆酒場Blue
スナックパロパロ
朝日鮨
鳥幸
吉野家246号線座間店
Rider's Base Riberty
築地銀だこ 三和座間東原店
福華厨房
SUBWAY三和座間東原店
やきとりひろせ
うた酒場海人
Yummy Mammy
七福
ティータイム
スナック かくれんぼ
スナックあいちゃん
㈲大村庵
中華 大八
スナック ココ
リピート
津和野
フリースタンス
スナック 夢香
ひばりの森
そば処 入船
猫の額
ホルモン天国
kitchin & cafe はこねの森
スナック安芸奈
緑寿司
翠泉
はま寿司座間ひばりが丘店
焼肉昌徳苑
横濱家座間店
ニュータンタンメン座間
なか卯 座間ひばりが丘店
お休み処 ほかちゃん亭
元気
ロイヤルホスト座間店
マザーズキッチン ラットハウス
お好み焼 ひろちゃん
らーめん きんかどう
丸源ラーメン 座間広野台店
中国料理福富
すき家 座間広野台店
とんかつ寿
バーミヤン 座間広野台
野天湯元・湯快爽快ざま

住所
座間市相武台4-17-2
座間市相武台4-17-2
座間市相武台4-17-9 内田ビル1号室
座間市⽴野台1-12-1
座間市⽴野台1-16-54
座間市⽴野台1-16-58
座間市⽴野台2-9-6
座間市⽴野台2-20-3
座間市⽴野台2-24-5
座間市⽴野台3-1-8
座間市⽴野台3-3-1
座間市⽴野台3-5-10
座間市⻄栗原2-7-8
座間市⻄栗原2-12-8
座間市東原1-13-1
座間市東原1-13-2
座間市東原1-13-2 三和座間東原1階
座間市東原4-13-19
座間市ひばりが丘1-2-1
座間市ひばりが丘1-6-14
座間市ひばりが丘1-7-16
座間市ひばりが丘1-11-7
座間市ひばりが丘1-23-6
座間市ひばりが丘1-44-40
座間市ひばりが丘2-19-14
座間市ひばりが丘2-30-16
座間市ひばりが丘2-32-8
座間市ひばりが丘2-32-17
座間市ひばりが丘2-34-18
座間市ひばりが丘2-38-10-1階

電話番号
046-251-2980
046-253-1707
046-259-6907
－
046-266-1021
046-240-8884
046-404-2480
046-266-1685
046-204-9922
046-240-7335
046-251-1170
－
046-259-1953
－
046-298-0830
047-257-8588
046-257-0080
－
－
046-259-6464
－
－
046-251-3249
0462-55-2429
046-255-5151
046-256-2841
046-251-5818
－
046-256-5190
－
座間市ひばりが丘2-38-10 シャルムズ九番館201
－
座間市ひばりが丘2-39-14
046-204-6539
座間市ひばりが丘2-46-1
046-254-7733
座間市ひばりが丘2-52-19
－
座間市ひばりが丘2-52-19
046-251-2917
座間市ひばりが丘2-56-19
－
座間市ひばりが丘3-22-17
046-251-4928
座間市ひばりが丘3-39-20
046-253-7394
座間市ひばりが丘3-48-5
046-252-0463
座間市ひばりが丘4-2-1
046-266-3026
座間市ひばりが丘4-6-8
046-254-3992
座間市ひばりが丘5-12-13
046-258-1388
座間市ひばりが丘5-12-19
046-244-3380
座間市ひばりが丘5-23-1
046-298-6888
座間市ひばりが丘5-41-23
046-256-5543
座間市ひばりが丘5-49-14
046-256-1411
座間市広野台1-1-1
046-251-0225
座間市広野台1-2-19
046-257-7065
座間市広野台1-4-7-101
－
座間市広野台1-4-7-102
046-258-0011
座間市広野台1-13-36
046-200-9505
座間市広野台1-22-29
－
座間市広野台1-25-5
0120-498-007
座間市広野台1-31-47
046-257-3463
座間市広野台1-45-2
046-259-1088
座間市広野台1-48-25
046-254-1126

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-48/54

店舗名
中国酒家 十年 座間店
バーガーキングイオンモール座間店
シェーキーズイオンモール座間店
中国酒家 十年 座間イオン店
イオンスタイル座間店
テキサスキングステーキイオンモール座間店
マクドナルド イオンモール座間店
ミスタードーナツイオンモール座間ショップ
リンガーハットイオンモール座間店
ケンタッキーフライドチキン イオンモール座間店
デザート王国イオンモール座間店
お惣菜・お弁当 かつ泉 イオンモール座間店
スターバックスコーヒーイオンモール座間店
ヴィ・ド・フランス座間店
Wonder Fruits イオンモール座間店
からあげ鶏富士イオンモ-ル店
京カフェ上辻園イオンモール座間店
海の穂まれ 座間店
かつ泉 イオンモール座間店
鎌倉パスタぎをん椿庵イオンモール座間店
炙り⽜たん万座間店
串家物語イオンモール座間店
き久好イオンモール座間店
グリル ドミ コスギ イオンモール座間店
PANES HOUSE イオンモール座間店
サロン卵と私イオンモール座間店
三田製麺所 インモール座間店
東京餃⼦軒
丸⻲製麺イオンモール座間
柿安MeatExpressイオンモール座間
サーティワンアイスクリームイオンモール座間店
(株)桝元 イオンモール座間店
築地銀だこイオンモール座間店
FULBARI The Indian Cuisine
いきなりステーキ イオンモール座間店
CHABARイオンモール座間店
イオンシネマ座間
ナチュラルクレープイオンモール座間店
WILDBEACH座間
みんなのやまちゃん
エル ビゴーテ
大菊
増田屋
北京料理 双⿓
来々軒
かつや神奈川座間店
山田うどん食堂 綾瀬店
朱の⾥
アローン
スナックムー
なか卯 綾瀬大上店
エイトオーズファーム
BALI HAI
スナック COCO
カフェピアサイド
パイントゥリー

住所
座間市広野台1-50-1吉豊ビル1階
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4
座間市広野台2-10-4-3階 フードコート
座間市広野台2-10-4 イオンモール3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階1018

座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階2019

座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間3階 フードコート

座間市広野台2-10-4 イオンモール座間店
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間店2階
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間レストラン2階

座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1階

座間市広野台2-10-5
座間市広野台2-10
座間市広野台2-4958-1
座間市緑ケ丘1-1-1座間ふれあい会館
座間市緑ケ丘3-23-17
座間市緑ケ丘5-6-23
座間市緑ケ丘5-6-35
座間市緑ケ丘6-25-12
座間市南栗原1-3-1 中村ハイツ102
座間市南栗原1-13-1
綾瀬市大上1-1-5
綾瀬市大上1-23-21
綾瀬市大上1-23-23 平澤ビル2階
綾瀬市大上1-23-24
綾瀬市大上1-23-25
綾瀬市大上1-24
綾瀬市大上1-28-36
綾瀬市大上1-28-36
綾瀬市大上1-30-18
綾瀬市大上1-30-18 峯ハイツ

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-49/54

電話番号
046-205-5686
046-244-4630
046-205-2138
046-204-8981
046-259-2600
046-240-8802
046-259-6353
046-259-7415
046-259-9960
046-298-5020
046-252-0224
046-206-5996
046-298-1888
046-244-0904
046-259-7226
046-259-5511
046-259-6561
046-204-5230
046-259-8993
046-244-3097
046-204-7507
046-259-8551
046-200-9587
046-204-7311
046-206-5880
046-240-0048
046-256-3880
046-259-8565
046-257-9177
046-240-6147
046-200-9831
046-206-5777
046-204-7526
－
046-204-9329
046--240-7586
046-240-6460
046-240-6556
－
046-259-9270
046-258-0666
046-251-2409
046-254-5400
046-253-4188
－
046-298-2833
0467-70-6605
－
0467-70-2540
－
0467-79-5399
0467-77-1127
－
－
－
－

店舗名
ロックンロールブリトー
有限会社 綾瀬やぶ久
マナ・カフェ
からやま神奈川綾瀬店
はま寿司綾瀬大上店
田舎鮨
炭火焼肉とんきち
居酒屋 れもん2
雑貨cafe innocence(イノセンス)
焼肉天⿓綾瀬店
葵寿司
MER-C
マミスキッチンブラジルレストラン
焼肉 永楽園
焼肉中華千成
居酒屋さち
九州焼肉 伊万⾥
ちょい呑み処 凜
来来亭綾瀬店
浜ゆう
なまらうまいっしょちょす!綾瀬上土棚店
らーめん雅
四季のそば膳 信州
まるよし亭
ときわ
幸楽苑綾瀬上土棚店
ダイニング初亜
酒処 一歩
松屋綾瀬小園店
麺屋万年⻘
COCOの味
NorMo Ayase Garage
スナックひまわり
居酒屋さつまっ⼦
ステーキハウスアビリーン
どさん⼦小園店
ぶんぶく茶釜
ビゼン
⻑寿庵
もつ鍋 宿場町
鮨処かつら
カラオケダイニング Himawari
かま多のたぬき
綾瀬増田屋
さくら鮨
居酒屋 峰
らーめんGOEN 綾瀬店
ガスト 綾瀬
本格北インド料理パリカール綾瀬店
Casa・Mille
焼き肉レストランすずらん
鳥祥
居酒屋 七輪
お好み焼きさくらんぼ
茶蘭華
大衆料理ふくろう

住所
綾瀬市大上1-30-20
綾瀬市大上3-22-19
綾瀬市大上3-24-12
綾瀬市大上4-20-31
綾瀬市大上4-20-33
綾瀬市大上5-1-3
綾瀬市大上5-12-31
綾瀬市大上6-1-7
綾瀬市大上6-5-16-101
綾瀬市大上6-16-10
綾瀬市大上7-1-5
綾瀬市大上7-11-1
綾瀬市大上7-11-1
綾瀬市大上9-1-5
綾瀬市大上9-6-4
綾瀬市落合南1-6-36
綾瀬市上土棚5-7-18
綾瀬市上土棚北4-10-29
綾瀬市上土棚北5-8-24
綾瀬市上土棚北5-8-37
綾瀬市上土棚北5-10-23
綾瀬市上土棚中1-5-1
綾瀬市上土棚中1-5-37
綾瀬市上土棚中2-17-41
綾瀬市上土棚中2-17-41-101
綾瀬市上土棚中3-2-8
綾瀬市上土棚南4-1-32
綾瀬市上土棚南5-7-1
綾瀬市小園923-2
綾瀬市小園1030-2
綾瀬市小園1030-2
綾瀬市小園1035-1
綾瀬市小園1056-31
綾瀬市小園1252
綾瀬市小園1263-2
綾瀬市小園1402-2
綾瀬市小園1402-2
綾瀬市小園1402-2
綾瀬市蓼川2-19-14
綾瀬市蓼川2-19-15
綾瀬市寺尾釜田2-5-18
綾瀬市寺尾釜田2-12-2
綾瀬市寺尾釜田2-17-32
綾瀬市寺尾台1-1-11
綾瀬市寺尾台2-30-23
綾瀬市寺尾中1-2-3
綾瀬市寺尾中1-4-70-1階
綾瀬市寺尾中1-5-15
綾瀬市寺尾中1-8-1 ソイノビル2階
綾瀬市寺尾中3-12-28大硬ビル102
綾瀬市寺尾中4-9-37
綾瀬市寺尾中4-12-10
綾瀬市寺尾⻄3-9-34
綾瀬市寺尾⻄3-10-16
綾瀬市寺尾本町1-16-18
綾瀬市寺尾本町1-23-27

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-50/54

電話番号
046-781-5510
0467-78-7852
0467-84-8751
0467-70-6101
0467-71-0231
0467-76-2080
0467-70-1139
－
－
0467-76-9519
－
－
0467-38-7609
0467-77-2055
0467-76-9303
0467-78-2563
0467-70-2989
－
0467-78-6497
0467-77-5597
0467-38-8722
0467-70-4988
0467-77-4331
－
0467-79-1460
0467-79-5038
0467-70-0204
－
0467-79-8030
0467-78-1801
－
0467-70-6070
－
0467-76-8529
0467-78-5365
0467-76-8696
0467-70-2041
－
0467-77-3225
－
0467-78-6000
0467-53-7210
0467-77-6000
0467-78-1838
0467-78-4780
0467-78-2051
0467-33-5916
0467-71-1097
0467-53-8386
0467-39-5717
0467-76-2880
0467-78-0890
0467-78-3806
0467-76-3625
－
0467-53-9809

店舗名
billiards&darts Valley King
居酒屋友膳
泉八鮨
お祭り居酒屋どっこいそりゃ
レストラン こぶた
大上ホルモン
酒楽食処 てっぺん
スナック恵
希八
アルトモンテ
ファーストキッチン
幸楽苑 綾瀬タウンヒルズ店
タリーズコーヒー 綾瀬タウンヒルズ店
スエヒロ館 綾瀬店
味の⽐留川
バーミヤン 綾瀬市役所前
焼肉きんぐ綾瀬店
リンガーハット綾瀬市役所前店
くら寿司綾瀬店
洋麺屋五右衛門綾瀬店
らーめん ぎょうてん屋 綾瀬店
⽜角綾瀬深谷店
夢庵 綾瀬中央
かつや神奈川綾瀬店
しゃぶしゃぶ温野菜綾瀬深谷店
らーめん祥
オリーブの丘 綾瀬深谷店
ビッグボーイジャパン綾瀬深谷店
味処 竹美
定食あおき
花みづき
大衆びすとろボナミ
酒処みちくさ
居酒屋SOLA
しゃぶ太郎
なまらうまいっしょちょす
ダルバール
はなまるうどん
ジェラフル
幸楽苑
大⼾屋ごはん処 綾瀬タウンヒルズSC
かかしや
ミスタードーナツ 綾瀬タウンヒルズショップ
熱烈中華味一番
サイゼリヤ 綾瀬タウンヒルズ店
コナズ珈琲神奈川綾瀬
Boulangerie et vin KaZe
⼿打蕎⻨胡桃
焼肉あばら亭
バフェット
ラーメン華丸
スナック大安
スナック ボギー
酒肴処道
ニューロード
祭り

住所
綾瀬市寺尾本町3-14-14-2階
綾瀬市寺尾南2-12-18 井上アパート102
綾瀬市寺尾南3-16-12
綾瀬市寺尾南3-16-12 OAコーポラス104
綾瀬市寺尾南3-16-13
綾瀬市寺尾南3-16-14
綾瀬市寺尾南3-16-14
綾瀬市早川808-10
綾瀬市早川1345-33
綾瀬市早川1811
綾瀬市深谷3734-1
綾瀬市深谷3734-1

電話番号
0467-81-5798
－
0467-76-1054
046-200-9997
0467-76-1717
0467-76-9353
0467-79-2144
－
0467-76-3243
0467-40-6747
0467-79-5233
0467-71-1121
綾瀬市深谷3734-1 綾瀬タウンヒルズSC1階 0467-79-5261
綾瀬市深谷上1-1-3
0467-71-1329
綾瀬市深谷上1-1-11
0467-78-0609
綾瀬市深谷上1-1-16
0467-71-5665
綾瀬市深谷上1-1-48
0467-79-5337
綾瀬市深谷上1-1-54
0467-79-5021
綾瀬市深谷上1-4-4
0467-79-5610
綾瀬市深谷上1-4-13
0467-76-0860
綾瀬市深谷上1-5-3
0467-38-6644
綾瀬市深谷上1-6-9
0467-79-5501
綾瀬市深谷上1-12-54
0467-78-9408
綾瀬市深谷上2-1-4
0467-55-9229
綾瀬市深谷上2-1-7
0467-84-8029
綾瀬市深谷上2-1-7
0467-84-8029
綾瀬市深谷上2-2-8
0467-50-0708
綾瀬市深谷上2-3-3
0467-79-5582
綾瀬市深谷上2-4-12
0467-78-5562
綾瀬市深谷上5-3-47
－
綾瀬市深谷上5-7-7
－
綾瀬市深谷上6-1-37 エスポワール102
0467-38-7271
綾瀬市深谷上6-15-38
0467-77-2080
綾瀬市深谷上6-15-38
－
綾瀬市深谷上8-1-29
0467-77-3753
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-84-9965
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-70-6469
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-79-5235
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-38-7276
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-71-1121
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-70-6436
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-76-7068
綾瀬市深谷中1-1-1
0467-77-8080
綾瀬市深谷中1-1-1 綾瀬タウンヒルズ
0467-33-6267
綾瀬市深谷中1-1-1 綾瀬タウンヒルズ1階
0467-71-0322
綾瀬市深谷中1-4-35
0467-70-6010
綾瀬市深谷中1-16-35
0467-38-5357
綾瀬市深谷中1-17-28
0467-95-1775
綾瀬市深谷中2-2-26
0467-95-6783
綾瀬市深谷中2-2-44
0467-78-4005
綾瀬市深谷中3-8-1
0467-71-0871
綾瀬市深谷中3-11-19
－
綾瀬市深谷中3-11-20
－
綾瀬市深谷中3-11-21
－
綾瀬市深谷中3-11-47
0467-78-7874
綾瀬市深谷中4-5-5
0467-76-6557

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-51/54

店舗名
吉野家綾瀬店
アイリスキッチン
Ayshakitchen
ビッグ酒蔵市場
居酒屋ちゃぼ
⼿打ちそば いなり庵
小田急藤沢ゴルフクラブ
あそこ
御食事処なかむら
ふじ乃
やきとり とり平
海⽼⺠
喫茶めだかの楽校
焼肉 ⻑寿
酒菜家 CoCoLo
バル・家紋
レストランラピュタ
いざかや かあちゃん
ひよっこすずめ
AGC相模店
丸源盛々
呑み処 歌音
ジョナサン 愛川町
ケンタッキーフライドチキン 愛川町店
赤ひげ 愛川店
⽴喰い 花⾦
愛川魚苑
ラーメン幸楽
大和屋
居酒屋さがみ
しず
居酒屋さっちゃん
ラーメンショップ愛川店
スタジオ伸光
らーめん花樂中津店
愛川食堂
すき家 愛川中津店
すてぇしょん
洋食屋HOME
聚福源
カラオケスナック交遊会
七福
令
ミュージックパブ フォーシーズン
カジュアルカラオケmii
パブ スターライト
八重ちゃん
ムーンライト
茶屋源⽒
居酒屋さわちゃん
お食事処 五稜郭
SECRET
タイ居酒屋セーンドゥアーン
510水産
コーヒー&スナック スター
カラオケ居酒屋すず

住所
綾瀬市深谷中4-6-14
綾瀬市深谷中4-24-47
綾瀬市深谷中4-29-47
綾瀬市深谷中6-10-43
綾瀬市深谷中7-28-33
綾瀬市深谷南1-7-13
綾瀬市深谷南7-2-1
綾瀬市吉岡1502-28
綾瀬市吉岡東1-12-30
綾瀬市吉岡東5-1-7
綾瀬市綾⻄2-12-6
綾瀬市綾⻄4-8-8
綾瀬市綾⻄4-19-4
綾瀬市綾⻄4-19-5
綾瀬市綾⻄4-19-11
綾瀬市綾⻄4-19-17
愛甲郡愛川町春日台4-1-13
愛甲郡愛川町春日台4-1-33
愛甲郡愛川町角田396-5
愛甲郡愛川町角田426-1

電話番号
0467-79-6819
0467-91-9441
－
－
0467-70-3699
0467-77-1424
0467-77-0111
－
－
0467-70-2559
0467-76-1199
－
0467-55-8840
－
－
－
046-286-3839
046-286-2225
046-265-0144
046-286-1361
愛甲郡愛川町角田499-4 グリーンハイツ愛川101 －
愛甲郡愛川町角田499-4 グリーンハイツ愛川103 －
愛甲郡愛川町角田582-1
046-284-1058
愛甲郡愛川町角田584-1
046-284-4331
愛甲郡愛川町角田590-6
046-285-4129
愛甲郡愛川町角田1283-1
046-289-0118
愛甲郡愛川町角田2660
046-281-1489
愛甲郡愛川町田代113-4
－
愛甲郡愛川町田代134
046-281-0675
愛甲郡愛川町田代367-2
046-281-2524
愛甲郡愛川町田代1474-9
046-281-4217
愛甲郡愛川町田代1477-4
046-281-3510
愛甲郡愛川町棚沢877-1
046-286-5210
愛甲郡愛川町中津65
046-286-6855
愛甲郡愛川町中津147-3
046-285-5550
愛甲郡愛川町中津151-3
－
愛甲郡愛川町中津160-1
0120-498-007
愛甲郡愛川町中津185-11
－
愛甲郡愛川町中津185-15
－
愛甲郡愛川町中津187-1
046-285-0508
愛甲郡愛川町中津188-1 丹野ビル2階
046-286-2575
愛甲郡愛川町中津217-2
046-286-0471
愛甲郡愛川町中津244-1
046-285-9117
愛甲郡愛川町中津296-4-2階
046-286-5367
愛甲郡愛川町中津297-3 市川ビル1階
046-285-8668
愛甲郡愛川町中津297-3 市川ビル1階
046-286-1037
愛甲郡愛川町中津298-3
046-285-5450
愛甲郡愛川町中津298-3 エステート熊坂105 046-286-6633
愛甲郡愛川町中津301-5
－
愛甲郡愛川町中津706-10-105
－
愛甲郡愛川町中津729-7
046-286-0506
愛甲郡愛川町中津742 関根ビル1階
046-265-0783
愛甲郡愛川町中津752-1 EH中津ビル1階 046-281-7906
愛甲郡愛川町中津756-3
046-286-1510
愛甲郡愛川町中津761-1
－
愛甲郡愛川町中津761-1
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-52/54

店舗名
スナック舞
インパクト
ちゃんぽん亭
deli's ケーキ&コーヒー
天⿓
そば処 仙場
増田屋
かつ庵愛川店
バーミヤン 神奈川愛川町
あや
大衆割烹 小⿅
ぼくんち
三河屋
音吉-オトキチ
酒処 いこいの広場 ⼆輪⾞
鉄板焼き おか
酒蔵もがみ
スナック 忍
居酒屋志津
すなっく ふじこ
マーガレット
ベジャーナ
串こころ
八福亭食堂
スナックみやび
ふじや食堂
スナックしずく
よってけ
天・まさ
スナックレイコ
か印 中津商店。
ラーメン幸林
マチャン
軽食喫茶 ケイ
⿓福園
味噌󠄀の⾦⼦愛川店
庄泉
マダムレストラン&パブ
彩華亭
焼肉もうもう亭
ガスト 愛川町
PUB亜久亜
そば処 松登久
八剣伝愛川店
のみ処優
RIKA
スナック三味
南国 DiningBar Marin Blue
はちみつ
パブ オアシス
土筆
そば処 有楽庵
食堂 ⾞屋
Nays Restobar
スナック六本木
割烹旅館 大進館

住所
愛甲郡愛川町中津761-3
愛甲郡愛川町中津763-3
愛甲郡愛川町中津779
愛甲郡愛川町中津963-1
愛甲郡愛川町中津963-6
愛甲郡愛川町中津1478-6
愛甲郡愛川町中津1551-6
愛甲郡愛川町中津1559-7
愛甲郡愛川町中津1590-1
愛甲郡愛川町中津1604-2
愛甲郡愛川町中津1604-2
愛甲郡愛川町中津1604-6
愛甲郡愛川町中津1606
愛甲郡愛川町中津1717-2-田中ビル 201号
愛甲郡愛川町中津1717-15
愛甲郡愛川町中津1717-16
愛甲郡愛川町中津1717-17
愛甲郡愛川町中津1717
愛甲郡愛川町中津1718-1
愛甲郡愛川町中津1719-1
愛甲郡愛川町中津1719-2
愛甲郡愛川町中津1723-1
愛甲郡愛川町中津1723-7
愛甲郡愛川町中津1774-1
愛甲郡愛川町中津1812
愛甲郡愛川町中津2174
愛甲郡愛川町中津3316-1
愛甲郡愛川町中津3316-1-C号
愛甲郡愛川町中津3316-5
愛甲郡愛川町中津3316-6
愛甲郡愛川町中津3396-9
愛甲郡愛川町中津3399-1
愛甲郡愛川町中津3400-1
愛甲郡愛川町中津3400
愛甲郡愛川町中津3417-1
愛甲郡愛川町中津3419-1
愛甲郡愛川町中津3445
愛甲郡愛川町中津3504-1
愛甲郡愛川町中津3505-8
愛甲郡愛川町中津3518-9
愛甲郡愛川町中津3519-1
愛甲郡愛川町中津3524-2
愛甲郡愛川町中津3525-6
愛甲郡愛川町中津3528-3
愛甲郡愛川町中津3529
愛甲郡愛川町中津3529 スズキビル106

電話番号
046-286-0466
046-284-2600
046-286-0662
046-280-6725
046-285-6676
046-286-2852
046-286-0224
046-210-3024
046-284-1381
046-286-2263
046-285-6655
046-284-4444
－
046-210-4536
046-285-8227
046-286-2766
046-286-0823
046-286-0476
046-285-3113
046-286-0337
046-285-3235
046-408-2647
046-211-6280
－
－
046-286-1984
－
－
－
046-258-9477
046-280-6810
046-285-8234
046-258-6122
－
046-285-8296
－
046-285-0473
－
046-286-4343
046-285-8886
046-284-1135
－
－
046-284-4657
046-281-9858
046-281-9297
愛甲郡愛川町中津3531-1 サウザンビレッジ1階 －
愛甲郡愛川町中津3531-1 サウザンビレッジ1階B号室 －
愛甲郡愛川町中津3596-4 サンハイムたちばな106 －
愛甲郡愛川町中津4067-8
046-286-4288
愛甲郡愛川町中津4075-5
－
愛甲郡愛川町中津4076-1
046-285-2352
愛甲郡愛川町中津4104-1
046-285-1649
愛甲郡愛川町中津4839
046-284-4311
愛甲郡愛川町中津4845
－
愛甲郡愛川町中津6890-1
046-286-3322

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-53/54

店舗名
スナックパブぶんちゃん
パブ&喫茶ノア
ナイトスポット ろいやるふらっしゅ
河童苑
とんかつ かつ心
割烹どんぐり
フォーMQS
居酒屋ちょっくら
かねひで店
レストランTIKI
酒食彩々はらぺこ
やきとり大吉愛川町店
酒楽処まる秀
お食事処川正
パブスナック フレンズ
竹の⼦
観泉荘こまや
ホルモン朝美
そば処 満留賀
北海屋
居酒屋あおはる
酒菜物語
台湾料理 興福順
スナック 橘
ラーメンたしろ
ステーキレストランSTUMP
れすとらんYOSHIYA
レストラン ラブリバー
並樹
東名厚木カントリー倶楽部
清川カントリークラブ店
かどや
山ぼうし
別所森のコテージ居酒屋花の木
Quattro
FROGPIT
シュミノクラウス
焼処紅陵
よってけさん
カフェオギッソ
宮ヶ瀬Resort旅館みはる
旅籠ふじ
おん
びんずる

住所
愛甲郡愛川町中津7275-1
愛甲郡愛川町中津7275-7
愛甲郡愛川町中津7281-2
愛甲郡愛川町中津7282-2
愛甲郡愛川町中津7282-2
愛甲郡愛川町中津7286-1
愛甲郡愛川町中津7299-1
愛甲郡愛川町中津7299-1
愛甲郡愛川町中津7389-1
愛甲郡愛川町中津7389-1
愛甲郡愛川町中津7486
愛甲郡愛川町中津7497-4
愛甲郡愛川町中津7497-4
愛甲郡愛川町八菅山257
愛甲郡愛川町半原333
愛甲郡愛川町半原536-3
愛甲郡愛川町半原914
愛甲郡愛川町半原1625-1
愛甲郡愛川町半原1626-3
愛甲郡愛川町半原1841-4
愛甲郡愛川町半原2371-1NKビル101
愛甲郡愛川町半原2371-1 NKビル102
愛甲郡愛川町半原2380-2
愛甲郡愛川町半原2411-5
愛甲郡愛川町半原4330
愛甲郡愛川町半原5607
愛甲郡愛川町三増46
愛甲郡愛川町三増1764-4
愛甲郡愛川町三増1918
愛甲郡愛川町三増2607
愛甲郡清川村煤ケ谷657
愛甲郡清川村煤ケ谷1123-1
愛甲郡清川村煤ケ谷1619
愛甲郡清川村煤ケ谷1623
愛甲郡清川村煤ケ谷1659-1
愛甲郡清川村煤ケ谷1770-1
愛甲郡清川村煤ケ谷1770-1
愛甲郡清川村煤ケ谷2231
愛甲郡清川村煤ケ谷3837
愛甲郡清川村宮ケ瀬377-1
愛甲郡清川村宮ケ瀬940-16
愛甲郡清川村宮ケ瀬940-17
愛甲郡清川村宮ケ瀬940-18
愛甲郡清川村宮ケ瀬940-25

電話番号
046-280-5378
046-286-0774
046-285-4817
046-285-5117
－
046-285-1779
－
－
046-286-0456
046-286-1211
046-285-1567
046-286-5830
046-285-5987
046-285-1551
－
－
046-281-0100
046-281-5364
046-281-4646
046-281-2607
－
046-281-3905
046-281-0883
046-281-2911
046-281-8786
046-265-0400
046-281-3251
046-281-1181
－
046-281-2121
046-287-1071
－
－
－
046-404-8421
－
046-281-8516
046-288-1253
046-288-1047
046-280-4715
046-288-2727
046-288-1745
046-280-6607
046-288-1648

Cafe WILD CHICKEN

愛甲郡清川村宮ケ瀬951-3

－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県央-54/54

