神奈川マスク飲⾷実施店認証制度認証店舗⼀覧（相模原市内）
店舗名
バーミヤン ⻄橋本
ケンタッキーフライドチキン 相模原相原店
和房 味季
居酒屋 千鳥
居酒屋ルイ
キャビン
希みどり
居酒屋むっちゃん
居酒屋MOMIJI
⼩川流 ⼆本松店
スナック エレガンス
居酒屋 赤ちょうちん
⻘森軒
台湾料理 ⿓福園(相原店)
相模原市⽴緑の休暇村センター
いやしの湯
緑の休暇村センター
お⾷事処 ⻑さん
居酒屋 大将
居酒屋純ちゃん
スパゲティ屋⻘⼭
童人夢農場
大道寿し
お休み処 季逢庵
えとら
三島寿司
スナック 三島
津久井乃庵
みち
かない
焼肉 順天楼
中華料理 芹菜
ガスト 津久井太井
津久井湖城⼭公園バーベキュー場
酒処 かず
ふくや
居酒屋こもちゃん家
カフェバーCOCONE
Cafe&Barピエロ
台湾料理⿓華 大島店
OSHIMA
富士家
韓国家庭料理とんぼ
やきとり名古屋
cafe Arbre
カラオケステージ⾹⾥奈
相模川⾃然の村 清流の⾥ レストラン清流
デジキューBBQテラスアリオ橋本店
餃子の王将アリオ橋本店
鎌倉パスタアリオ橋本店
有限会社タカ瀨
サンジェルマン アリオ橋本店
てんやアリオ橋本店
バーガーキングアリオ橋本店

住所
相模原市緑区相原2-34-2
相模原市緑区相原4-12-13
相模原市緑区相原4-14-1
相模原市緑区相原4-14-1
相模原市緑区相原5-4-22
相模原市緑区相原5-4-29
相模原市緑区相原5-4-68
相模原市緑区相原5-4-68
相模原市緑区相原5-4-68
相模原市緑区相原5-4-68
相模原市緑区相原6-21-14
相模原市緑区相原6-22-11
相模原市緑区相原6-22-12
相模原市緑区相原6-23-6
相模原市緑区⻘根807-2
相模原市緑区⻘根844
相模原市緑区⻘根1105
相模原市緑区⻘野原364
相模原市緑区⻘⼭1048-2
相模原市緑区⻘⼭1129
相模原市緑区⻘⼭2324-4
相模原市緑区⻘⼭3126-3
相模原市緑区太井102
相模原市緑区太井121
相模原市緑区太井259-9
相模原市緑区太井440-3
相模原市緑区太井440-4
相模原市緑区太井450-8
相模原市緑区太井587
相模原市緑区太井595-5
相模原市緑区太井608-3
相模原市緑区太井637
相模原市緑区太井642
相模原市緑区太井1274-2
相模原市緑区大島11-108-1階
相模原市緑区大島11-108
相模原市緑区大島11-108
相模原市緑区大島11-108
相模原市緑区大島11
相模原市緑区大島37-3
相模原市緑区大島686
相模原市緑区大島1377
相模原市緑区大島2766
相模原市緑区大島3029
相模原市緑区大島3032-10
相模原市緑区大島3071
相模原市緑区大島3497-1
相模原市緑区大⼭町1-22-2階テラス
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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2022年10⽉28⽇現在
電話番号
042-770-7082
042-770-7311
－
042-773-5587
042-774-2957
042-773-8853
042-703-6229
－
042-703-5441
042-771-3774
042-772-4511
042-779-5825
042-771-8728
042-779-2566
042-787-2215
042-787-2288
042-787-2215
042-787-0547
－
042-784-1399
042-784-5623
042-784-0961
042-854-3000
042-780-8014
－
042-784-5588
－
042-784-2119
042-780-2433
042-784-2184
042-784-2981
042-784-0958
042-780-7515
042-780-2420
042-761-8574
042-713-3036
－
－
042-703-9243
042-785-2848
－
042-760-0989
－
－
－
－
042-760-0952
－
042-770-1880
042-703-8369
－
－
042-775-7656
042-703-7701

店舗名
リンガーハット アリオ橋本店
サーティワンアイスクリーム アリオ橋本店
BISTRO309 アリオ橋本店
道とん堀アリオ橋本店
スターバックスコーヒー アリオ橋本店
横濱家アリオ橋本店
ミスタードーナツ アリオ橋本ショップ
築地銀だこアリオ橋本店
アリオ橋本フードコート
タリーズコーヒーアリオ橋本店
柿安ミートエクスプレスアリオ橋本店
伝説のすた丼屋 アリオ橋本店
Wonder Fruits アリオ橋本店
クレープファミリアアリオ橋本店
宮武讃岐うどんアリオ橋本店
いきなりステーキアリオ橋本店
ケンタッキーフライドチキン アリオ橋本店
創作オムライス ポムの樹
グランブッフェ橋本
chawanアリオ橋本
串家物語 アリオ橋本店
楽庵 橋本店
しゃぶ菜アリオ橋本店
ドトール コーヒーショップアリオ橋本店
七輪焼肉安安アリオ橋本店
洋麺屋五右衛門アリオ橋本店
咖喱&カレーパン天馬アリオ橋本店
茶寮伊藤園アリオ橋本店
倉式珈琲店アリオ橋本店
HIMARAK Cafe
ベトナムグリーン
レストラン⾵⾥
焼肉のいちばん
鮨ひろ
ラブコール
天いさ
福⿓
モスバーガー藤野パーキングエリア店
居酒屋 た吉
鮎や
桂川亭
鳥信
とんかつ かめ一
炭火焼肉 焼くぞう
⽔道路 千鶴
きくよし
⾷い処飲み処てっぺん
SISTERLY
グラッチェガーデンズ 津久井城⼭
寿し飲み処いとう
そば処 尾張屋
正美
⽔芭蕉
和⾵たんぽぽ
居酒屋 和
おだいどこ さくら

住所
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22
相模原市緑区大⼭町1-22

電話番号
042-703-5021
042-774-3132
アリオ橋本
042-770-7309
アリオ橋本
042-703-6835
アリオ橋本
042-700-0281
アリオ橋本
042-703-5068
アリオ橋本
042-770-2070
アリオ橋本
042-703-4227
アリオ橋本
042-779-3311
アリオ橋本
042-774-5883
アリオ橋本
042-703-8102
アリオ橋本1階 042-703-6818
アリオ橋本1階 042-703-6071
アリオ橋本1階
－
アリオ橋本1階 042-700-0755
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本1階フードコート 042-703-6929
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本1階フードコート内 042-700-0760
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-703-5996
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-700-6644
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-770-8710
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-700-2232
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-774-1771
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-770-7773
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-703-6028
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本2階 042-703-5729
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本アリオモール2階 042-700-3080
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本アリオモール2階 042-700-5040
相模原市緑区大⼭町1-22 アリオ橋本店1階 042-773-5888
相模原市緑区大⼭町3-2
042-703-0395
相模原市緑区大⼭町11-11
042-703-6945
相模原市緑区大⼭町11-11
042-703-8477
相模原市緑区⼩渕1705
042-687-5753
相模原市緑区⼩渕1707-1
042-687-6429
相模原市緑区⼩渕1717
042-687-4866
相模原市緑区⼩渕1717
042-687-4432
相模原市緑区⼩渕1801-1
042-687-6480
相模原市緑区⼩渕2177-9
042-687-4169
相模原市緑区⼩渕2256
042-687-2511
相模原市緑区上九沢346-5
－
相模原市緑区川尻1119-12
－
相模原市緑区川尻1119
042-782-7600
相模原市緑区川尻1548-3
042-782-2015
相模原市緑区川尻1697-1
042-782-1537
相模原市緑区川尻1715-1
042-785-3839
神奈川県相模原市緑区川尻1958―1
042-782-5584
相模原市緑区久保沢1-1-10
042-782-2157
相模原市緑区久保沢1-1-53
042-782-4325
相模原市緑区久保沢1-2-39アクティ⼩嶋102 －
相模原市緑区久保沢1-4-16
042-783-5227
相模原市緑区久保沢1-9-18
－
相模原市緑区久保沢1-10-8
042-782-8831
相模原市緑区久保沢1-10-33
－
神奈川県相模原市緑区久保沢2-2-13
080-1355-0970
相模原市緑区久保沢3-7-20
042-783-0209
相模原市緑区久保沢3-7-20
－
相模原市緑区澤井199
042-687-5221

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
丸⻲製麺相模原下九沢
ばん⾥
中華 みよし
居酒屋 み。
台湾料理 永旺
ガスト 相模原下九沢
ソウシュウラーメン
酒処 ⽊ノ葉
やきとりの扇屋 相模原下九沢店
焼肉 京城苑
居酒屋 あおい
赤ちょうちん
スナックニューロード
洋⾵居酒屋YOU夢
桃華飯店
有限会社 とんかつ三味
アジアンカレーKHUSI
海⽼鮨
とり道楽下九沢店
1 Life Cafe
咲楽 相模原店
ホルモン市場下九沢店
とん亭
Bistro ⾵凜
千福寿司
らーめん⼭⼭⼭(やまさん)中華⾷堂
BLUE GLASS
湖白
カルティム
ハックルベリー
お⾷事 とねくぼ
居酒屋実沙希
夢庵 津久井湖
丸⻲製麺相模原
肉汁つけそば丸将
サンセットメモリー
そばき⾥ 休屋
割烹旅館五本松
相模原市⽴鳥居原ふれあいの館
待夢⾥
中華孝和
野楽
株式会社⼾⽥ゴルフクラブ ⻑⽵ゴルフ場
⾵のほとりで
⽴ち呑み 晴
居酒屋 四季
リトル・トリー
福まつ
みやび亭⼋百⾠
ベルエール
居酒屋あゆ吉
スナック喜京
盛興苑
パラダイス・カフェ
中華レストランはつみ
Forest Tap

住所
相模原市緑区下九沢474-2
相模原市緑区下九沢991-3
相模原市緑区下九沢1302
相模原市緑区下九沢1304-1
相模原市緑区下九沢1381-1
相模原市緑区下九沢1480-7
相模原市緑区下九沢1480-8
相模原市緑区下九沢1480-8
相模原市緑区下九沢1514-1
相模原市緑区下九沢1677-5
相模原市緑区下九沢1703-2
相模原市緑区下九沢1737-1-B
相模原市緑区下九沢1882-6
相模原市緑区下九沢1913-5
相模原市緑区下九沢1926-7
相模原市緑区下九沢1926-8
相模原市緑区下九沢1926-12
相模原市緑区下九沢2022-10
相模原市緑区下九沢2030-3

電話番号
042-764-2107
042-772-5414
042-760-4334
042-713-3325
042-762-6296
042-760-7239
042-761-8367
042-703-9626
042-764-1020
042-774-2911
－
－
042-763-5360
042-761-8686
042-761-8028
042-761-8983
042-813-8719
－
042-713-3812
相模原市緑区下九沢2125-5 ペットフォレスト相模原下九沢店内1階 042-703-1780
相模原市緑区下九沢2385-1
042-785-2337
相模原市緑区下九沢2388-1
042-762-1029
相模原市緑区下九沢2877-4
042-712-6265
相模原市緑区下九沢2893-11
042-815-1555
相模原市緑区下九沢2909
042-761-1029
相模原市緑区下九沢2910-1
042-866-5802
相模原市緑区下九沢2933 リンナイハイツ103 －
相模原市緑区城⼭1-6-28
042-851-2589
相模原市緑区城⼭2-5-26
042-785-3346
相模原市緑区城⼭4-2-10
042-782-7700
相模原市緑区寸沢嵐200
042-685-0117
相模原市緑区谷ヶ原1-16-6
042-850-1747
相模原市緑区谷ヶ原1-16-30
042-782-1556
相模原市緑区谷ヶ原2-640-4
042-783-0188
相模原市緑区谷ヶ原4-2-3
042-785-3570
相模原市緑区千⽊良633
042-684-3706
相模原市緑区千⽊良1227-8
042-684-5005
相模原市緑区千⽊良1352
042-685-1370
相模原市緑区鳥屋1674
042-785-7300
相模原市緑区鳥屋2266-6
042-785-0554
相模原市緑区⻑⽵158-1
042-784-3835
相模原市緑区⻑⽵379-1
042-780-8589
相模原市緑区⻑⽵1838
042-784-1969
相模原市緑区⻑⽵3008-1
042-780-8115
相模原市緑区中野226
042-784-0020
相模原市緑区中野289-1
042-784-4967
相模原市緑区中野637-4
042-784-5122
相模原市緑区中野937-14
042-780-1752
相模原市緑区中野977-1
042-784-1835
相模原市緑区中野1347
042-784-2369
相模原市緑区中野1347
042-780-0064
相模原市緑区中野1347
042-784-5759
相模原市緑区中野1348-1
042-780-1568
相模原市緑区中野1362-4 3階 303号
042-784-1077
相模原市緑区中野1772
042-784-2127
相模原市緑区中野1810-15
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
マルショウ
はませい
ぐりっち
ラカーヴドハシモト
ゆで太郎 ⻄橋本店
満留賀
⿓門飯店
らぁ麺⾷堂 吉凛
居酒屋 明石
⾷事処禅
うなぎ廣瀬
和⾵酒でじま
かつや相模原橋本店
馬ぁーさくら
亜久感ビティー
鷹寿司
くつろぎdining とし家
独楽寿司相模原橋本店
安楽亭⻄橋本店
麺やあまのじゃく
から好し⻄橋本
おうちカフェFika
中国料理 融和
スシロー相模原橋本店
焼き鳥ともつ鍋 一揆 橋本店
SICキッチンラボ
炭火煎珈琲パラール
愉酒季寄そば⼭科
鳥幸
せぶんえいと
居酒屋さくら
居酒屋うたげ
3po
飯野屋
栗の⾥相模原インター店
カラオケまねきねこ相模原⼆本松店
和楽遊膳おざわ
甲斐路
フラミンゴ
洋⾵居酒屋ラパン
吉野家相模原⼆本松店
焼鳥本⼭⼆本松店
カラオケスナック・ゾロ
郷土居酒屋 さつま
おまつり処 たこいち
忠や
明⽉館
太尊(たいそん)
さつき
居酒屋 おせっちゃん
居酒屋 さがみ
南京亭 相模原橋本店
⼆丁目ラーメン
ストラーダディエイト
そば処 はせ川
ルパ橋本店

住所
相模原市緑区名倉2288-3
相模原市緑区⻄橋本1-8-27
相模原市緑区⻄橋本1-8-28

電話番号
042-682-0077
042-774-8862
042-810-8589
相模原市緑区⻄橋本1-12-2 パールマンション2-101 042-703-3524
相模原市緑区⻄橋本1-15-6
042-703-7288
相模原市緑区⻄橋本1-19-6
042-774-1155
相模原市緑区⻄橋本1-19-16
042-774-1176
相模原市緑区⻄橋本1-19-48
042-703-7227
相模原市緑区⻄橋本1-20-11
－
相模原市緑区⻄橋本1-20-11(株)相模中央⻘果卸売市場内 －
相模原市緑区⻄橋本1-25-17
042-773-7896
相模原市緑区⻄橋本2-1-9
042-772-2362
相模原市緑区⻄橋本2-7-28
042-700-2129
相模原市緑区⻄橋本2-13-13
042-774-7474
相模原市緑区⻄橋本2-22-6
042-771-4510
相模原市緑区⻄橋本2-25-4
042-774-1608
相模原市緑区⻄橋本2-26-14 シティーハイツ森崎101 042-719-6748
相模原市緑区⻄橋本2-28-4
042-700-2888
相模原市緑区⻄橋本2-28
042-770-4391
相模原市緑区⻄橋本3-1-8
－
相模原市緑区⻄橋本3-12-1
042-700-0625
相模原市緑区⻄橋本3-14-4
042-715-1367
相模原市緑区⻄橋本4-1-1
042-703-0668
相模原市緑区⻄橋本4-8-48
042-775-5091
相模原市緑区⻄橋本5-1-2 ハタノ第⼆ビル1階 042-774-0088
相模原市緑区⻄橋本5-4-21
－
相模原市緑区⼆本松1-7-9
042-771-7968
相模原市緑区⼆本松1-11-7
042-815-0847
相模原市緑区⼆本松1-17-7
042-771-3552
相模原市緑区⼆本松1-35-11
042-854-5101
相模原市緑区⼆本松1-36-9
042-733-9380
相模原市緑区⼆本松2-1-6
042-774-8280
相模原市緑区⼆本松2-1-6
042-866-4601
相模原市緑区⼆本松2-18-4
042-772-7037
相模原市緑区⼆本松2-56-24
042-719-6393
相模原市緑区⼆本松3-1-11
042-703-4277
相模原市緑区⼆本松3-19-3
042-856-4652
相模原市緑区⼆本松3-19-5
043-774-4081
相模原市緑区⼆本松3-20-3
－
相模原市緑区⼆本松3-31-22
042-775-1441
相模原市緑区⼆本松3-31-24
042-770-7081
相模原市緑区⼆本松4-1-10
042-703-5417
相模原市緑区⼆本松4-5-2
－
相模原市緑区⼆本松4-24-33
－
相模原市緑区⼆本松4-25-1⼆本松ライフマート103 042-703-7899
相模原市緑区⼆本松4-25-8
042-772-2918
相模原市緑区⼆本松4-25-10
042-772-3677
相模原市緑区⼆本松4-26-10
042-770-4041
相模原市緑区⼆本松4-26-20
042-772-3404
相模原市緑区根⼩屋2012-4
－
相模原市緑区根⼩屋2012-4
－
相模原市緑区橋本1-19-1
042-773-2220
相模原市緑区橋本2-2-13
042-773-1122
相模原市緑区橋本2-2-16
042-703-3914
相模原市緑区橋本2-2-17-101
042-779-0234
相模原市緑区橋本2-3-2
042-771-9600

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-4/39

店舗名
ドトールコーヒーショップ 京王橋本店
⽇本海庄や橋本店
かもん
なか卯 橋本店
⽴ち呑み なんでや
気利屋 橋本店
ぎょうざの満洲 京王橋本駅店
ガスト 橋本駅前
らあめん花⽉嵐橋本南⼝店
ノイロ.2nddining
いくどん橋本南⼝店
かふぇぱーちぇ
ビストロマサキワミ
Bistoro Masa Kiwami
Douze 極 はなれ
炭焼酒場 焔〜ほむら〜
GOHAN
当千坊
ダイニングホマレ
すき家 16号相模原橋本店
焼き鳥 こばやし
合資会社 壽司德
東横イン京王線橋本駅北⼝
CHARME
モスバーガー橋本三丁目店
我武者羅 橋本店
オガニクスパイスハウス
MOVIX橋本
橋本パークホテル
⾦華楼
カラオケ館相模原橋本駅前店
炭火はじめ
イタリアンバルパステル橋本駅前店
Wappoi
⿅児島県霧島市 塚⽥農場 橋本店
炭焼〇まる 橋本店
HK LOUNGE
アナザーバー
焼肉七夕橋本
やきとりの扇屋橋本駅前店
⼋代目伏⾒双雲堂 橋本店
くら寿司橋本駅前店
サイゼリヤ 橋本駅前店
レッドキングコング
笑笑橋本北⼝駅前店
牛角橋本店
つぼ⼋ 橋本店
土間土間橋本店
魚ゆるり。橋本
SKY BAR EMPEROR
⽉夜のこころ。
和もだん美酒美⾷ 雪⽉花
ビッグエコー橋本駅前店
びすとろ家 橋本駅前店
赤ちょうちん「こぎく」
夜汽⾞

住所
相模原市緑区橋本2-3-2
相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街1階
相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街⻄102

相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街橋本
相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街橋本1階
相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街橋本1階
相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街橋本1階104号

相模原市緑区橋本2-3-2 京王橋本駅ビル1階

相模原市緑区橋本2-3-3
相模原市緑区橋本2-3-3 中屋第一ビル3階
相模原市緑区橋本2-3-3 中屋ビル2階
相模原市緑区橋本2-3-22 大雄地所本社ビル1階

相模原市緑区橋本2-4-7KTSビル1階
相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル2階
相模原市緑区橋本2-7-4 加藤ビル1階
相模原市緑区橋本2-8-15
相模原市緑区橋本2-9-11
相模原市緑区橋本2-9-11-2階
相模原市緑区橋本2-11-8
相模原市緑区橋本2-22-18
相模原市緑区橋本2-24-14
相模原市緑区橋本2-25-12
相模原市緑区橋本3-2-8
相模原市緑区橋本3-2-14 MSM橋本ビル6階
相模原市緑区橋本3-3-1
相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本1階
相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本202
相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本2階
相模原市緑区橋本3-4-4
相模原市緑区橋本3-6-12
相模原市緑区橋本3-12-8
相模原市緑区橋本3-13 パークスクウェア1階

相模原市緑区橋本3-14-13
相模原市緑区橋本3-14-13HK第4ビル1階
相模原市緑区橋本3-14-13 HK第4ビル1階
相模原市緑区橋本3-14-13 HK第4ビル1階
相模原市緑区橋本3-14-13 HK第4ビル6階
相模原市緑区橋本3-15-17-1階
相模原市緑区橋本3-15-17-202
相模原市緑区橋本3-15-17HKビル1階
相模原市緑区橋本3-15-17HKビル1階
相模原市緑区橋本3-16-2
相模原市緑区橋本3-16-7
相模原市緑区橋本3-17-3
相模原市緑区橋本3-17-3 マイランド 3階
相模原市緑区橋本3-17-3マイランドビル1・2階

相模原市緑区橋本3-17-3マイランドビル4階
相模原市緑区橋本3-17-3マイランドビル5階
相模原市緑区橋本3-17-3マイランドビルB1

相模原市緑区橋本3-17-4橋本第1ビル7階
相模原市緑区橋本3-17-4橋本第一ビル6階
相模原市緑区橋本3-17-4橋本第一ビル8階
相模原市緑区橋本3-17-7
相模原市緑区橋本3-17-7DK相模原橋本ビル1階

相模原市緑区橋本3-18-12
相模原市緑区橋本3-18-12

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-5/39

電話番号
042-700-6230
042-775-2301
042-700-0178
042-700-0881
042-700-6566
042-700-6566
042-703-0634
042-700-6620
042-774-5633
042-711-7377
042-772-1998
042-703-1518
042-703-0734
042-703-0734
042-252-0143
042-810-5557
042-775-7580
042-703-7936
042-815-0053
0120-498-007
042-772-2613
042-772-3041
042-770-1045
042-703-0538
042-700-3120
042-703-5754
042-771-1343
042-700-3103
042-774-6112
042-773-6028
042-770-1221
042-703-6886
042-703-7713
042-774-7812
042-775-7750
042-703-1456
042-770-7073
042-703-4148
042-703-4529
042-770-7121
042-775-5144
042-770-7135
042-700-1696
042-770-9008
042-771-9788
042-703-3729
042-774-6001
042-700-0620
042-700-5930
042-772-5855
042-703-5405
042-703-6173
042-770-7677
042-700-6611
042-772-3642
042-772-2541

店舗名
焼き鳥 すず喜
地鶏中華そば ねぎしか
ほーむばるITADAKI
みの原
真砂豆富
⽉夜に遊ぶ。
蕎酒季菜 玄武庵
居酒屋和ん
Espresso D' Works 橋本店
鳥忠さがみの亭橋本店
とりとワイン ごえもん
鳥貴族橋本店
いきなりステーキ ミウィ橋本店
海ぶね ミウィ橋本店
バケット ミウィ橋本店
鎌倉パスタミウィ橋本店
サンマルクカフェミウイ橋本店
いきなり!ステーキ ミウイ橋本店
さち福カフェミウイ橋本店
エバーグリーンカフェ
ミスタードーナツ 橋本駅前ショップ
とり鉄橋本店
メゾン・ド・ヴェールミウィ橋本店
ラケル ミウィ橋本店
海鮮処寿し常ミウィ橋本店
焼肉名菜 福寿 橋本店
謝朋殿橋本ミウィ店
とんかつ新宿さぼてん橋本ミウィ店
ドンクエディテ ミウィ橋本店
ペッパーランチ ミウィ橋本店
trattoria e pizzeria santo fuego
海鮮茶屋 魚吉 橋本店
羊肉酒場 火辻
ハシトロ
フレッシュネスバーガー橋本
カレーハウスcoco壱番屋JR橋本駅北⼝店
翁屋
大庄⽔産橋本店
ビストロカフェ檸檬
酒処 音羽
⽇本料理⼩⽥原屋
焼肉屋さかい橋本店
しゃぶ葉 橋本相原
福德橋本店
魚菜市場
餃子の王将橋本駅ビル店
天丼てんや橋本店
壱角家橋本店
一ぷく橋本店
ときわ亭橋本店
寿しの魚常橋本店
箱根そば橋本店
三間堂橋本店
鳥メロJR橋本店
⽇高屋 JR橋本駅店
ベックスコーヒーショップ橋本店

住所

電話番号

相模原市緑区橋本3-19-4 DESARTビル1階 050-5570-5173
相模原市緑区橋本3-19-4 DESARTビル1階 042-703-4372

相模原市緑区橋本3-19-15

相模原市緑区橋本3-19-17 プリムローズハウス202

相模原市緑区橋本3-19-21
相模原市緑区橋本3-20-13
相模原市緑区橋本3-20-17
相模原市緑区橋本3-22-10 レクハイム橋本102

相模原市緑区橋本3-27-6 S&Yビル1階B
相模原市緑区橋本3-27-10
相模原市緑区橋本3-27-11
相模原市緑区橋本3-27-12-1階
相模原市緑区橋本3-28-1
相模原市緑区橋本3-28-1
相模原市緑区橋本3-28-1
相模原市緑区橋本3-28-1
相模原市緑区橋本3-28-1
相模原市緑区橋本3-28-1 1階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウイ橋本
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本1階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本1階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウイ橋本1階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本2階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本508
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本5階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本5階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本5階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本5階
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本店
神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1

ミウィ橋本

1F

相模原市緑区橋本3-29-2 芳栄ビル1階
相模原市緑区橋本3-29-4 芳栄ビル1階
相模原市緑区橋本3-29-6
相模原市緑区橋本3-29-6 センタービル2階
相模原市緑区橋本3-29-7
相模原市緑区橋本3-29-9
相模原市緑区橋本3-29-16
相模原市緑区橋本3-30サンセイ橋本ビル1階

相模原市緑区橋本4-11-2-102
相模原市緑区橋本5-5-20-103
相模原市緑区橋本5-8-22
相模原市緑区橋本5-14-5
相模原市緑区橋本5-50-1
相模原市緑区橋本6-1-15
相模原市緑区橋本6-1-15
相模原市緑区橋本6-1-24
相模原市緑区橋本6-1-24
相模原市緑区橋本6-1-24
相模原市緑区橋本6-1-24
神奈川県相模原市緑区橋本6-1-24 2F
相模原市緑区橋本6-1-24 味の⾷彩館2階
相模原市緑区橋本6-1-24 味の⾷彩館2階
相模原市緑区橋本6-1-24 味の⾷菜館はしもと4階
相模原市緑区橋本6-1-24 味の⾷彩館はしもと5階

相模原市緑区橋本6-1-24 駅ビル1階
相模原市緑区橋本6-1-25 JR橋本駅 改札外正面

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-6/39

042-813-9707
042-770-6857
042-772-2316
042-703-6669
042-703-3341
042-703-1935
042-703-8503
042-772-3326
042-703-6643
042-772-6686
042-703-7629
045-700-7507
042-700-0309
042-700-6530
042-700-7552
042-703-7629
042-770-1333
042-700-7558
042-700-7568
042-700-7666
－
042-703-3824
042-700-7654
042-700-2929
042-700-7647
042-700-7361
042-703-5210
0427-03-1820
042-713-4118
042-773-6865
042-703-5252
042-703-8778
042-700-0815
042-775-5519
042-773-7722
042-774-8880
042-771-1271
042-773-8835
042-773-2229
042-770-8929
042-770-7040
－
042-774-2234
042-773-3008
042-700-1407
042-771-2052
0427-79-3741
042-703-8943
042-700-1341
042-770-7701
042-775-6463
042-770-9718
042-772-0103
－

店舗名
松屋 橋本店
松のや橋本店
築地銀だこイオン橋本店
イオン橋本店 2Fイートイン、1Fフードコート
SUBWAYイオン橋本店
スターバックスコーヒー イオン橋本店
はなまるうどんイオン橋本店
麺屋庄太
SAINO
はなの舞 イオン橋本店
中華料理 大唐
からあげ縁イオン橋本店
れんげ⾷堂Toshu橋本店
めん処 仁兵衛
郎郎郎 橋本店
蕎⻨ひのや
くいもの屋わん橋本店
きちんと橋本店
大衆酒場BEETLE橋本
丸にたちばな
お⾷事処⼭十
割烹千⽵
魚男 磨き
まやぁぐすく
千代⽥ホール橋本
スナック 江梨子
た公坊
MEXICAN DINING BONOS
とり鉄はなれ
Bar BlackPink
九州いち橋本店
大衆酒場「くん
やまびこ
SUMI BAKE SHOP
⽇本酒とワインBAR
カフェこたつ
dining bar Salji(ダイニングバーサルジ)
肉汁餃子のダンダダン 橋本店
橋本赤レンガ
おでん屋てるちゃん
魚男
THE KNIGHT CLUB T.B.H.
慶福楼
ハワイアンレストラン ロコスタイル
串焼き佐藤
奥の掌
ラウンジバー鈴
アームストロング精肉店橋本店
フライデーソックス
初雁
⽇本料理 義えい
ナイトパプトップ
麺屋匠堂
和⾷処しまざき
快活CLUB橋本店
コメダ珈琲店橋本店

住所
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本
相模原市緑区橋本6-2-1イオン橋本1階フードコート
相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本1階フードコート内

相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-1
相模原市緑区橋本6-2-2

イオン橋本5階
イオン橋本5階
イオン橋本5階
イオン橋本店1階
B"sモール橋本

相模原市緑区橋本6-2-2 B'sタワー橋本E棟104

相模原市緑区橋本6-2-2 B'sモール103
相模原市緑区橋本6-2-2 E101
相模原市緑区橋本6-2-3
相模原市緑区橋本6-2-3 B'sタワー1階
相模原市緑区橋本6-4-12
相模原市緑区橋本6-4-20
相模原市緑区橋本6-7-1
相模原市緑区橋本6-7-9
相模原市緑区橋本6-7-10ステイトリーコート橋本101

相模原市緑区橋本6-7-11
相模原市緑区橋本6-8-3
相模原市緑区橋本6-8-9
相模原市緑区橋本6-12-2 SG-BLD 102
相模原市緑区橋本6-12-15 S.G-BLD Vol.5 103号

相模原市緑区橋本6-12-15 S.G BLD vol.5 2階

相模原市緑区橋本6-12-15ステップビル1階

相模原市緑区橋本6-17-2
相模原市緑区橋本6-19-1 ルート橋本ビル1階
相模原市緑区橋本6-19-1 ルート橋本ビル4階
相模原市緑区橋本6-19-1 ルート橋本ビル4階
相模原市緑区橋本6-19-5 ルート橋本ビル2階
相模原市緑区橋本6-19-5 ルート橋本ビル3階

相模原市緑区橋本6-19-11 1階
相模原市緑区橋本6-23-3
相模原市緑区橋本6-23-7-101
相模原市緑区橋本6-26-2
相模原市緑区橋本6-26-3
相模原市緑区橋本6-26-3 ホイトアボードツー 1階

相模原市緑区橋本6-26-4
相模原市緑区橋本6-26-8
相模原市緑区橋本6-26-10 ファミールクレストコート1階

相模原市緑区橋本6-27-3
相模原市緑区橋本6-27-18
相模原市緑区橋本6-37-12
相模原市緑区橋本6-37-13アレグリーア101

相模原市緑区橋本6-38-8
相模原市緑区橋本6-39-2 デザートビル2 -1階

相模原市緑区橋本6-47-4
相模原市緑区橋本7-6-18
相模原市緑区橋本8-1-10
相模原市緑区橋本8-2-1
相模原市緑区橋本8-2-1 ラ・フロール内

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-7/39

電話番号
042-700-1531
042-700-1235
042-703-0848
－
042-771-4400
042-770-6556
042-700-6818
042-703-3286
042-866-5772
042-700-6249
042-772-2275
042-703-7681
042-773-7551
042-703-0402
042-770-0097
042-772-1515
042-700-1616
042-700-0223
042-703-7036
042-703-8113
042-771-4788
042-774-4889
042-810-8894
042-703-0720
042-700-1233
042-773-6859
042-770-6663
042-866-6676
042-700-8959
－
042-703-0549
042-703-4334
－
－
042-703-4242
042-814-8927
042-770-0530
042-770-7954
042-738-2173
0428-14-8499
042-810-8372
－
042-775-6568
042-774-4180
042-770-1777
042-779-6119
042-779-5967
042-703-7798
042-703-0950
042-773-3291
042-703-7578
042-773-8840
042-771-3938
042-771-7471
042-700-5028
042-700-7515

店舗名
本格インドカレーeim's
味の⺠芸 相模原橋本店
莉々
キッチン ヴァリオ
五差路 鳥吉
スナックなつ
居酒屋和
BAR HANAGO
鮨・相模⻁や
スナックジュン
居酒屋 よよ酔い
かまな庵
マリオネット
寿司隆
奄美郷土料理ガジュマル
クリエイト相模野カントリークラブ店
和⾵料理クッキングパパ陽ちゃん
MAHALO
キッチンカフェタンズルー
はま寿司相模原城⼭店
ジョリーパスタ相模原城⼭店
幸楽苑 城⼭店
道とん堀城⼭店
町⽥商店城⼭店
久兵衛屋 相模原原宿店
回転寿し活鮮 城⼭店
焼肉角蔵
楽楽中華
喫茶店ブルーマウンテン
むらさ伎
六角堂橋本店
地酒と季節料理花巻
バーミヤン 東橋本
しょうゆのおがわや 橋本店
純ちゃん
SNACKコルク
花みずき
インドの恵み 橋本店
STYLISHBARMARRPONNIER
串焼き しまちゃん
⾥⼭⾥海 奥能登や 橋本店
串カツ⽥中 橋本店
やきとり串いち
鳥久
カラオケ 花ちゃん
よしの⾷堂
スナック節美
焼肉バル Kuidaore
いせ寿司
平城苑 橋本店
ゆう遊空間 橋本店
⼩料理 和らく
ライトスタッフ
酒肴 四季
大和家
若葉そば

住所
相模原市緑区橋本8-2-1 ラ・フロール橋本飲⾷モール

相模原市緑区橋本8-9-6
相模原市緑区橋本8-11-12
相模原市緑区橋本8-26-5
相模原市緑区橋本台1-1-5
相模原市緑区橋本台1-14-21
相模原市緑区橋本台1-14-22
相模原市緑区橋本台1-14-22
相模原市緑区橋本台1-14-22-102
相模原市緑区橋本台1-16-12
相模原市緑区橋本台1-23-1-102
相模原市緑区橋本台2-9-2
相模原市緑区橋本台2-9-6
相模原市緑区橋本台2-9-6
相模原市緑区橋本台2-9-6
相模原市緑区葉⼭島1010-1
相模原市緑区原宿1-13-18
相模原市緑区原宿1-14-14
相模原市緑区原宿1-14-14 第14明智ビル1階-A

相模原市緑区原宿2-1-30
相模原市緑区原宿2-8-1
相模原市緑区原宿2-9-21
相模原市緑区原宿2-10-1
相模原市緑区原宿2-10-4
相模原市緑区原宿2-12-6
相模原市緑区原宿2-13-35
相模原市緑区原宿3-7-30
相模原市緑区原宿4-2-6
相模原市緑区原宿4-12-35
相模原市緑区原宿南2-33-4
相模原市緑区東橋本1-2-13
相模原市緑区東橋本1-2-17 サンライフ
相模原市緑区東橋本1-3-1
相模原市緑区東橋本1-5-9
相模原市緑区東橋本1-7-5
相模原市緑区東橋本1-14-14 会⽥ビル1階
相模原市緑区東橋本1-14-21
相模原市緑区東橋本1-21-12-1階
相模原市緑区東橋本1-22-20
相模原市緑区東橋本1-24-19
相模原市緑区東橋本1-24-19 T・H ADMIRAL 1-B

相模原市緑区東橋本1-24-20
相模原市緑区東橋本2-1-1
相模原市緑区東橋本2-13-1
相模原市緑区東橋本2-14-3
相模原市緑区東橋本2-19-4
相模原市緑区東橋本2-19-10 島崎不動産B1階
相模原市緑区東橋本2-20-11 シャンポール橋本1階

相模原市緑区東橋本2-23-1
相模原市緑区東橋本2-31-12
相模原市緑区東橋本2-31
相模原市緑区東橋本2-35-11
相模原市緑区東橋本3-1-6
相模原市緑区東橋本3-12-9
相模原市緑区⽇連68-1
相模原市緑区⽇連513

※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
042-703-7718
042-779-6662
042-773-6115
042-771-3182
042-772-3246
042-771-8436
042-774-8868
－
050-8881-0354
042-774-1451
042-779-4478
042-772-2240
042-771-0012
042-773-0292
－
046-280-3610
042-782-7239
042-783-1225
042-815-0983
042-783-5560
042-850-1188
042-783-7170
042-785-3158
042-851-2330
042-785-3672
042-783-3945
042-783-3618
042-851-2436
042-812-5050
－
042-773-0760
042-771-8661
042-775-7207
042-779-3437
－
042-703-4976
－
042-860-7645
042-771-2353
－
042-703-0874
042-703-0188
042-855-1008
042-771-4027
042-815-2436
042-772-4717
042-772-4645
042-772-5210
042-773-5913
042-770-2981
042-700-2506
042-773-9995
042-779-0322
042-771-0046
042-684-9707
042-687-3584

店舗名
花萬房
大衆割烹 ⼭咲
⽇相園
カフェレストランShu
ピッツェリアトーノ
再光軒
カフェテリアレイク
藤野やまなみ温泉
スナックUFOパートII
百笑の台所
和⾷れすとらん あやの 芸術の家店
キッチン富がし
みえ
⼩はる庵
居酒屋たけちゃん
お休み処 旬
すき家 413号津久井三ケ⽊店
カフェレストラン華蓮
はまちょう
津久井湖GC店
料理や浜⻑
いつもの処
いしい
すき家 城⼭向原店
かつさと城⼭店
かつれつ厨房Biton
サイゼリヤ コピオ相模原インター店
TACHIHI BEACH 相模原インター店
陣谷温泉
旅館 陣渓園
グリーンスポット
ガスト 相模湖
五宝亭
台湾料理幸楽園
カフェ・ド・ヴィヴィエ
かどや⾷堂
レストラン デミタス
ごん兵衛
壽屋
コリアハウス
レストランラ・プラック
ワイルドダイニング
さがみ湖温泉うるりお⾷事処
ワイルドクッキングガーデン
らーめん 一平家
genten
せんざん 相模原店
スナックフラワースター
ガスト 相模原
スナック ミリオン 和子
洋麺屋五右衛門相模原店
コメダ珈琲相模原相生店
御⾷事処 いわき
居酒屋まゆみんち
ラウンジ セルベザ
かっぱ

住所
相模原市緑区⽇連570-1
相模原市緑区⽇連662
相模原市緑区⽇連754
相模原市緑区⽇連981
相模原市緑区⽇連1473
相模原市緑区広⽥1-1
相模原市緑区広⽥6-3
相模原市緑区牧野4225-1
相模原市緑区牧野4302-9
相模原市緑区牧野4611-1
相模原市緑区牧野4819 藤野芸術の家内
相模原市緑区牧野6977-1
相模原市緑区町屋2-1-30
相模原市緑区町屋2-14-1
相模原市緑区町屋3-7-7
相模原市緑区三ケ⽊333
相模原市緑区三ケ⽊405-1
相模原市緑区三ケ⽊406-1
相模原市緑区三ケ⽊423-5
相模原市緑区三ケ⽊492
相模原市緑区三ケ⽊740-3
相模原市緑区向原1-1-6
相模原市緑区向原1-3-31
相模原市緑区向原3-1-4
相模原市緑区向原3-1-4
相模原市緑区向原3-20-30

電話番号
042-687-4888
042-687-3388
042-687-2206
042-687-2333
042-684-9228
－
042-782-6664
042-686-8073
042-689-3411
042-689-6105
042-649-0552
－
－
042-782-2795
－
－
0120-498-007
－
042-784-8321
042-785-6120
042-784-1991
042-783-0003
042-782-5146
0120-498-007
042-851-2976
042-782-4220
相模原市緑区向原4-2-3 コピオ相模原インターA棟 042-783-7133
相模原市緑区向原4-2-3 スーパーアルプス相模原インター店2階駐⾞場 042-816-2769
相模原市緑区吉野1806
042-687-2363
相模原市緑区吉野1848
042-687-2537
相模原市緑区与瀬202
042-684-2571
相模原市緑区与瀬280
042-683-7003
相模原市緑区与瀬441
－
相模原市緑区与瀬1321-1
042-649-0205
相模原市緑区与瀬本町11
042-684-2006
相模原市緑区与瀬本町12
042-684-2002
相模原市緑区与瀬本町13
042-684-2536
相模原市緑区与瀬本町64
042-684-3296
相模原市緑区若葉台4-1-3
042-782-4649
相模原市緑区若柳642-6
042-685-0488
相模原市緑区若柳1376
－
相模原市緑区若柳1634
042-685-0960
相模原市緑区若柳1634
042-685-2641
相模原市緑区若柳1634
042-685-0818
相模原市中央区相生1-1-17
042-753-8048
相模原市中央区相生1-1-18
042-768-7578
相模原市中央区相生1-1
042-776-8588
相模原市中央区相生1-3-15
－
相模原市中央区相生1-5-6
042-769-7073
相模原市中央区相生1-8-15
－
相模原市中央区相生1-10-3
042-730-5125
相模原市中央区相生2-1-5
－
相模原市中央区相生2-16-6
042-756-2823
相模原市中央区相生3-3-19コスモパレスアサリ1階 －
相模原市中央区相生3-4-20
042-759-4095
相模原市中央区相生3-4-20
042-759-0865

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
GOGO
創作和⾷みか⽉
あぷりこっと
居酒屋しみず
居酒カラバー麗
南大門
⼩料理 美和
蘭美
ますみちゃんち
和泉短期大学 学生⾷堂
ラーメン雁腹
元祖ラーメンショップ
スナック オラシオン
きりん
焼肉飯店 ニューモランボン
花膳
ケンタッキーフライドチキン 相模原⼩⼭モール店
華屋与兵衛 相模原⼩⼭店
麺屋銀時
NAMASTEPAUNAGHAR
志おん淵野辺本店
タイ⾷堂 ジャルアン
RALLY淵野辺店
寿司dining松もと
東横イン横浜線淵野辺駅南⼝
ボトルバンク ジョークマン
ここ春07
高倉町珈琲相模原店
ラーメン大桜 ⿅沼台店
からあげ⾷堂・酒場 56
寿司ダイニング旬粋
⼿打蕎⻨ SOBA.る
王家餃子
ジョナサン 淵野辺駅前
松屋淵野辺店
居酒屋まるまさ
和⾵ スナック美紀
松屋 上溝店
ひまわり
鉄板焼きふじい
中国料理 霞苑
武政 ばり博多
507+1
スナック泣かす
ホテルウィングインターナショナル相模原
らーめん花樂上溝店
呑み処 さくら
CASUALBARLIAN
ダイニングキッチン絆
居酒屋 こころ
呑処 リリィ
ブロンクス
か印 上溝商店。
スタミナ
Casual Dining RIGO
マイラウンジ 路

住所
相模原市中央区相生3-4-20
相模原市中央区相生3-13-13
相模原市中央区相生3-14-2
相模原市中央区相生3-14-3
相模原市中央区相生4-2-16
相模原市中央区相生4-3-1
相模原市中央区⻘葉1-1-5
相模原市中央区⻘葉1-1-6
相模原市中央区⻘葉1-1-13
相模原市中央区⻘葉2-2-1
相模原市中央区⻘葉2-3-11
相模原市中央区⻘葉3-25-27
相模原市中央区大野台3-1-1
相模原市中央区⼩⼭2-10-19
相模原市中央区⼩⼭3-31-6
相模原市中央区⼩⼭3-32-7
相模原市中央区⼩⼭3-37-1
相模原市中央区⼩⼭3-37-10
相模原市中央区⿅沼台1-2-14 箭内ビル一階左

相模原市中央区⿅沼台1-7-3
相模原市中央区⿅沼台1-11-5
相模原市中央区⿅沼台1-11-7クリオ淵野辺参番館201

相模原市中央区⿅沼台1-12-10 HSビル2階
相模原市中央区⿅沼台1-13-9 フェアリー1階

相模原市中央区⿅沼台1-14-6
相模原市中央区⿅沼台1-15-20
相模原市中央区⿅沼台2-2-16
相模原市中央区⿅沼台2-5-12
相模原市中央区⿅沼台2-5-15
相模原市中央区⿅沼台2-7-16ヤガラハイツ101

相模原市中央区⿅沼台2-11-1-107
相模原市中央区⿅沼台2-11-1チサンマンション102
相模原市中央区⿅沼台2-11-1チサンマンション⿅沼公園105

相模原市中央区⿅沼台2-12-8
相模原市中央区⿅沼台2-18-6
相模原市中央区⿅沼台2-24-7
相模原市中央区上溝2-4-16
相模原市中央区上溝3-16-1
相模原市中央区上溝3-20-2
相模原市中央区上溝3-20-20
相模原市中央区上溝3-20-24 ⼾⽥ビル1階
相模原市中央区上溝4-9-18
相模原市中央区上溝4-9-18
相模原市中央区上溝4-9-18
相模原市中央区上溝5-1-30
相模原市中央区上溝5-3-7
相模原市中央区上溝5-3-16 大嶽コーポ102
相模原市中央区上溝5-8-30-1
相模原市中央区上溝5-8-33
相模原市中央区上溝5-12-4
相模原市中央区上溝5-14-1
相模原市中央区上溝5-14-8
相模原市中央区上溝5-14-8ジョイフルビル1階

相模原市中央区上溝5-14-36
相模原市中央区上溝6-1-8-1階
相模原市中央区上溝6-1-11

※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
－
042-707-8897
042-753-1555
042-754-5410
042-705-5628
042-752-8924
－
－
042-757-4081
042-776-9740
－
042-759-3030
042-776-1034
－
042-772-4025
042-745-7185
042-700-3303
042-700-0878
－
－
042-707-8067
042-752-3252
042-851-4459
042-707-9441
042-768-1045
042-776-5851
042-754-1058
042-768-7602
042-707-8852
042-768-7140
042-750-2222
042-707-8588
042-776-0566
042-786-2838
042-769-7087
042-812-7808
042-761-4958
042-764-6250
090-3534-8661
042-713-3735
042-760-8186
042-713-3735
042-713-3735
042-713--3735
042-761-3333
042-761-4555
－
－
042-810-7352
042-762-9271
042-762-8016
042-763-7622
042-785-2215
042-762-8681
042-760-0351
042-762-3630

店舗名
江⼾っ子鮨
天ぷら処望⽉
いしかわや上溝店
美味酒家あけさん亭
カラオケキッチンM'hand
焼肉 智姫
うたげ
スナックグリーン
洋⾷屋Kirari
ミスタードーナツ 上溝ショップ
鳥久
居酒屋 ちんや
えっ!?にぎりっすか!?
わくわく⾥愛杏
みそ家 豊潤
ナンロティ相模原
そば処 番⽥ 満留賀

住所
相模原市中央区上溝6-3-2
相模原市中央区上溝6-3-2
相模原市中央区上溝6-9-23
相模原市中央区上溝6-10-3
相模原市中央区上溝6-25-2
相模原市中央区上溝7-3-22
相模原市中央区上溝7-5-16
相模原市中央区上溝7-7-2
相模原市中央区上溝7-9-15
相模原市中央区上溝7-9
相模原市中央区上溝7-10-9
相模原市中央区上溝7-16-9
相模原市中央区上溝7-16-12
相模原市中央区上溝7-30-3-3
相模原市中央区上溝345-1
相模原市中央区上溝370-39
相模原市中央区上溝376-14

ARVIRE CAFE(アーヴィルカフェ・フレ&ダイニングバル626) 相模原市中央区上溝378-4ブランドール番⽥D号室

⾷事処さざなみ
喫茶アンフィニ
なか野
⼭のこや
呑み⾷い処しげちゃん
中国料理 ⾹林
欅
⾷事処おしゃまんべ
海華
STRANGE BAR 福BON
ピアチェーレ
HAPPY SACHI
ライサファミリーレストラン
安楽亭相模原上溝店
かつや相模原上溝店
⼭⽥うどん⾷堂 上溝店
吉野家上溝店
からあげ専門店いしかわや
ラーメンショップ上溝店
レストラン花茶屋 ⾷・呑み処花々亭
インドベンガル料理RANI上溝店
ラーメン⼭岡家相模原店
安楽亭相模原九沢橋店
スナック 楽だ
ローズマリー
ロック喫茶BAN
マンマパスタ相模原店
すき家 相模原共和店
かつや相模原店
沖縄バルふぁいみーる
Bar Lounge Space SHIDO
そば処名古屋
和⾷居酒屋縁
七輪房淵野辺店
横浜家系ラーメン 淵野辺家
しゃぶしゃぶ温野菜淵野辺店
プレミアムカルビ淵野辺店
夜鳴き軒

相模原市中央区上溝378-4 ブランドール番⽥D号室

相模原市中央区上溝378-6-101
相模原市中央区上溝378-10
相模原市中央区上溝379-1
相模原市中央区上溝891-7
相模原市中央区上溝1282-1
相模原市中央区上溝1528 丸崎ゴルフ内
相模原市中央区上溝1793-2
相模原市中央区上溝2088-7
相模原市中央区上溝2161-3銀鏡ハイツ101
相模原市中央区上溝2179-4 シルベール101
相模原市中央区上溝2242-2 パークハイツ102

相模原市中央区上溝2285-1
相模原市中央区上溝2307-1
相模原市中央区上溝2380-2
相模原市中央区上溝2380-5
相模原市中央区上溝2380-6
相模原市中央区上溝2380
相模原市中央区上溝3939-1
相模原市中央区上溝3960-1
相模原市中央区上溝3984-1 SFKビル1階
相模原市中央区上溝4089-2
相模原市中央区上溝4553-1
相模原市中央区共和1-3-47 神奈住ビル1階
相模原市中央区共和1-14-4
相模原市中央区共和2-17-2
相模原市中央区共和3-6-14
相模原市中央区共和3-6-17
相模原市中央区共和3-12-13
相模原市中央区共和4-1-4-1階
相模原市中央区共和4-1-4シミズビル2階
相模原市中央区共和4-1-5
相模原市中央区共和4-1-5
相模原市中央区共和4-2-17
相模原市中央区共和4-7-10
相模原市中央区共和4-7-10
相模原市中央区共和４-7-11
相模原市中央区共和4-8-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-11/39

電話番号
042-762-0531
042-860-3428
042-763-7899
042-760-0427
－
042-761-8629
042-785-2701
042-762-5123
050-8881-0684
042-764-2375
042-762-0218
042-762-6673
042-713-3361
－
042-854-9610
042-711-4980
042-778-6818
042-713-3589
042-713-1888
042-738-7557
－
042-777-3733
－
－
042-752-8118
042-757-5182
042-810-6139
042-760-4963
042-761-0072
－
042-703-9477
042-761-2917
042-764-3081
042-763-1404
042-764-0829
042-713-1296
042-762-9894
042-764-3211
042-760-6670
042-762-7010
042-763-0294
042-851-3326
042-776-6251
042-810-0651
042-755-7611
0120-498-007
042-776-1022
042-704-8831
042-814-8069
042-752-9293
042-707-9669
042-769-3166
042-751-5601
042-704-2788
042-786-2229
042-751-1139

店舗名
季節料理なが島
リンガーハット 相模原淵野辺店
スターバックスコーヒー相模原共和店
六角堂本店
寿司処 朝くら
スナックNOBU
MUSIC&BARCLINK
中華 宏苑
ゆで太郎 相模原⼩町通店
おいしん坊 翼
すき家 相模原⼩町通店
地鳥もも焼 鳥舎
マクドナルド 相模原駅ビル店
あじさい茶屋相模原店
サイゼリヤ セレオ相模原店
ヴィ・ド・フランス相模原店
ドトールコーヒーショップ相模原駅前店
旬 魚菜すし福
stray blue jazz club
焼肉明⽉ 相模原2号店
洋⾵居酒屋「杉の⽊」
ELTA
LoversROCK相模原店
バー ノア
⽉あかりJR相模原店
タンバヤン
餃子のとし
フェイセス
パブ Prinsesa
Lounge来夢
蘭美
アンジェ2
エスカルゴ
居酒屋三九
焼肉明⽉バリュー店
炭焼屋 拝啓 鳥から豚へ
ラウンジ夢来咲
酒処 三春
うまか家揚げ揚げ串天相模原
やきとり居酒屋鳥一
ベトナムレストラン カアイ ユア
エルバンバ
温達(おんだる)
カプリス
たちかわ
メンバーズラウンジ⾹
ガーネット
Lounge R
ナイトラウンジスワロー
PETITLOUNGEJURI
BAR Le.Leve
歌謡スタジオはるか
Dining Bar Bond 相模原店
CLUBA☆MARIA
⾹天下居酒屋
カラオケバンバン相模原駅前店

住所
相模原市中央区共和4-13-1
相模原市中央区共和4-19-18
相模原市中央区共和4-19-20
相模原市中央区共和4-22-6
相模原市中央区共和4-22-6
相模原市中央区共和4-22-6恵比寿ビル101
相模原市中央区⼩町通1-1-7 サガミパレスビル1階

相模原市中央区⼩町通1-10-23
相模原市中央区⼩町通1-12-15
相模原市中央区⼩町通1-12-17
相模原市中央区⼩町通2-4-12
相模原市中央区⼩町通2-4-13
相模原市中央区相模原1-1-3 CELEO3階
相模原市中央区相模原1-1-3 相模原駅改札内
相模原市中央区相模原1-1-3セレオ相模原3階
相模原市中央区相模原1-1-3 セレオ相模原3階

相模原市中央区相模原1-1-19-3階
相模原市中央区相模原1-2-5好⽉堂ビル101
相模原市中央区相模原1-2-5好⽉堂ビル202

相模原市中央区相模原1-2-7
相模原市中央区相模原1-2-7 エス・サルートビル1階

相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビル1階
相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビルB1
相模原市中央区相模原1-3-12 大貫マンション1階

相模原市中央区相模原2-1-12
相模原市中央区相模原2-2-5
相模原市中央区相模原2-2-5
相模原市中央区相模原2-2-5-2階
相模原市中央区相模原2-2-5 MSKビル301
相模原市中央区相模原2-2-5島ビル1階
相模原市中央区相模原2-2-5 島ビル2階
相模原市中央区相模原2-2-5島ビル4階
相模原市中央区相模原2-2-5島ビル地下1階
相模原市中央区相模原2-2-6
相模原市中央区相模原2-2-6
相模原市中央区相模原2-2-7 ⽥中1階
相模原市中央区相模原2-2-7 ⽥中ビル2階
相模原市中央区相模原2-2-8
相模原市中央区相模原2-2-8
相模原市中央区相模原2-2-9
相模原市中央区相模原2-2-9
相模原市中央区相模原2-2-9プラザ相模原ビル3階

相模原市中央区相模原2-2-10
相模原市中央区相模原2-2-10
相模原市中央区相模原2-2-11
相模原市中央区相模原2-2-11 衣⾹ビル101
相模原市中央区相模原2-2-11 衣⾹ビル102
相模原市中央区相模原2-2-11 衣⾹ビル202
相模原市中央区相模原2-2-11 衣⾹ビル2階201号室

相模原市中央区相模原2-2-11衣⾹ビル301

相模原市中央区相模原2-2-12
相模原市中央区相模原2-2-12百海ビル2階
相模原市中央区相模原2-2-13 菅谷ビル1階
相模原市中央区相模原2-2-13 菅谷ビル2階
相模原市中央区相模原2-2-16
相模原市中央区相模原2-2-18SR相模原駅前ビル

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-12/39

電話番号
－
042-786-7186
042-730-3701
042-750-6789
042-753-1108
042-756-0636
0428-51-4330
042-758-5772
042-707-6261
－
0120-498-007
042-700-4743
042-786-5062
042-751-7041
042-704-0821
042-752-1386
042-786-2565
042-860-2388
042-705-9809
042-703-7292
042-753-5871
042-851-4933
042-750-5080
042-750-5005
042-786-1116
－
042-756-1748
－
－
042-752-3597
042-707-1288
042-851-3461
042-768-1815
042-750-1539
042-755-1961
042-866-3328
042-851-4875
042-758-4847
042-707-4657
042-759-2250
042-813-7676
042-704-8829
042-707-8166
042-756-2409
042-757-1202
－
042-769-5506
042-768-8018
042-750-0203
042-707-0598
042-707-7857
042-758-4880
042-707-1658
042-753-0622
042-407-8017
050-3134-0654

店舗名
居酒屋 和笑
松のや相模原店
間-MA⽇高屋 相模原南⼝
酒房いせき
LOUNGEM
串焼き 六のすけ(仮)
中華そば麺や六助
スナックブーベ
エッキミュージックサロン
タイ料理EN
パラダイス
ブルーエンジェル
N
Sentro
パブラウンジ エンビ
まにあの館BUSUKO3
デパーチャーズ
呑み処 まるかつ
韓国家庭料理オモニ
パブ アフロディーテ
築地 ⼭加
隠れ処 がんぼ
いざかや舞夢
中国名菜 敦煌
や台ずし相模原駅南⼝町
ウタイストカフェ
とらふぐ亭相模原店
中華料理聚縁閣
磯丸⽔産JR相模原南⼝駅前店
肉バルのの
AMELIAN
吉野家相模原駅前店
串カツ⽥中 相模原店
TOM'S
鳥忠さがみの亭相模原店
ラーメン森井相模原店
九州魂相模原店
個室居酒屋たすき 相模原駅前店
串かつ専門店串鷹
パブみーこ
LoungeAQUA
炭火焼肉ホルモン ぐんそう
串焼BAR極
壱角家相模原店
いくどん相模原駅前店
やきとり本舗
ハニービー
⾹音〜カノン
Flambe (フランベ)
一心
あい庵
レストランジンジャー
Luck Land
パブ おしゃれ
矢部酒場 さがみはら店

住所
相模原市中央区相模原2-2-19
相模原市中央区相模原2-2-19 エイコーマンション1階

相模原市中央区相模原2-2-19 ワタナベビルB1
相模原市中央区相模原2-2-20 土志⽥電機ビル1階
相模原市中央区相模原2-3-5 グレースマンション1階
相模原市中央区相模原2-3-5 グレースマンション1階

相模原市中央区相模原2-3-14
相模原市中央区相模原2-3-14
相模原市中央区相模原2-3-16 ⼭崎ビル1階
相模原市中央区相模原2-3-16⼭崎ビルA201

相模原市中央区相模原2-4-1
相模原市中央区相模原2-4-1
相模原市中央区相模原2-4-1-2階E号室
相模原市中央区相模原2-4-1 M&M2ビル1階
相模原市中央区相模原2-4-1M&M2ビルA号室

相模原市中央区相模原2-4-1 M&MIIビル2階
相模原市中央区相模原2-4-1 M&Mビル2 2階

相模原市中央区相模原2-4-1M&Mビル2階
相模原市中央区相模原2-6-16
相模原市中央区相模原2-6-16
相模原市中央区相模原2-9-1メゾンボヌール101
相模原市中央区相模原2-9-1メゾンボヌール103.104

相模原市中央区相模原2-10-1GAPS2階
相模原市中央区相模原2-10-16
相模原市中央区相模原2-13-1
相模原市中央区相模原2-13-3 stage21ビル1階
相模原市中央区相模原2-13-3 アサダヤビル3階

相模原市中央区相模原2-13-7第⼆JSビル
相模原市中央区相模原3-1-1-B1
相模原市中央区相模原3-1-1 久保⽥ビル1階、2階

相模原市中央区相模原3-1-5
相模原市中央区相模原3-1-10
相模原市中央区相模原3-1-13
相模原市中央区相模原3-1-14
相模原市中央区相模原3-1-15 OSビル3階
相模原市中央区相模原3-1-16
相模原市中央区相模原3-2-4
相模原市中央区相模原3-2-4 えびすビル2階

相模原市中央区相模原3-2-5-2階
相模原市中央区相模原3-3-2 ⼩泉ビル1階
相模原市中央区相模原3-3-2 相模原3丁目店舗2階

相模原市中央区相模原3-3-3
相模原市中央区相模原3-3-7 2階
相模原市中央区相模原3-3-7B1
相模原市中央区相模原3-3-7 高⽊ビル 1階
相模原市中央区相模原3-3-8
相模原市中央区相模原3-3-9
相模原市中央区相模原3-3-11 ディナーボロノス3階

相模原市中央区相模原3-4-7-103
相模原市中央区相模原3-4-7大友ロイヤルタウン101

相模原市中央区相模原3-4-18-1階
相模原市中央区相模原3-5-7
相模原市中央区相模原3-8-3
相模原市中央区相模原3-8-4-2階
相模原市中央区相模原3-8-4 ツカサビル1階

相模原市中央区相模原3-8-5

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-13/39

電話番号
042-707-0703
042-769-7725
042-758-3855
042-753-7741
042-707-0311
042-707-7789
042-755-6255
042-755-6567
042-704-8815
042-707-8070
042-768-7876
042-768-7876
042-757-5587
042-768-7228
－
042-711-7758
042-759-5537
042-756-2959
042-704-9491
－
042-750-1070
042-776-0735
042-707-1936
042-768-1230
042-756-6555
042-768-9868
－
042-751-5629
042-752-0768
042-786-6580
042-707-0629
042-851-3913
042-786-1294
042-707-8194
－
042-756-0990
042-707-8770
042-730-2220
042-707-0070
042-758-8639
－
042-753-1506
042-757-2278
042-730-3422
042-768-7591
042-776-0528
042-751-3008
042-704-9597
－
042-813-6020
042-851-3280
042-851-4578
042-754-7678
042-851-4473
－
042-751-7820

店舗名
旬菜厨房海⽉
粋-相模原店居酒屋 天城
千代⽥相模原ホール
ホテルクラウンヒルズ相模原 ⽇本晴
BUZZ
東横INN JR横浜線相模原駅前
寿司儀
桔梗亭
てっぱん
げん
ラーメン三浦
や台ずし相模原駅前町
キタノイチバJR相模原南⼝駅前店
カラオケまねきねこ相模原駅前店
目利きの銀次JR相模原南⼝駅前店
大釜もつ煮五右衛門相模原駅前店
ひもの屋相模原店
牛たんしゃぶしゃぶなか仲
とり道楽相模原店
Roast29東京
アワイド料理店
ア・ドマニー
別館 志むら
蕎⻨ 鷲ひら
江⼾前寿司ちかなり はせがわ店
多国籍居酒屋彩⾥
⻑安⾷屋
とことん餃子の朝⽇屋
NOVINYE HERITAGEアフリカ大陸ダイニングキッチン
花音
とんちゃんハウス
酒⾷亭ひな
CRESCENT MOON
麺屋ひばり
パブ007ダブルオーセブン
ラウンジ シェモア
zizo
お多福
⾷事処ときわ
さかくら
中国料理斌ちゃん
鮨処そう
ジンギスカン GRILL FUKUYOSHI
揚子江
居酒屋ゆう
韓国⾷堂
DININGBARGRANPA
モデレーション
pub lounge Fairy
パブラウンジCALM
ラウンジS
パブ リラ
レストランプレーザンス
ホテルリブマックス相模原駅前
一国堂

住所
相模原市中央区相模原3-8-5レクハイム相模原3 103

相模原市中央区相模原3-8-25
相模原市中央区相模原3-11-3 カーサTTYA号室

相模原市中央区相模原3-11-18
相模原市中央区相模原4-1-2
相模原市中央区相模原4-1-7-101
神奈川県相模原市中央区相模原4-1-16
相模原市中央区相模原4-1-21
相模原市中央区相模原4-1-21-1A
相模原市中央区相模原4-1-21寿司儀ビル2階

相模原市中央区相模原4-2-13
相模原市中央区相模原4-2-13
相模原市中央区相模原4-2-13 パンドラ相模原駅駐⾞場ビル1階
相模原市中央区相模原4-2-13 パンドラ相模原駅前駐⾞場ビル 2階

相模原市中央区相模原4-2-15シングビル5階

相模原市中央区相模原4-2-17 江成ビル1階
相模原市中央区相模原4-2-21 武⽥ビル1階
相模原市中央区相模原4-2-21 武⽥ビル2階

相模原市中央区相模原4-5-3RS相模原B1
相模原市中央区相模原4-6-6
相模原市中央区相模原4-7-20
相模原市中央区相模原4-7-20-1階
相模原市中央区相模原4-11-11
相模原市中央区相模原4-11-11
相模原市中央区相模原5-1-11
相模原市中央区相模原5-1-20
相模原市中央区相模原5-2-1 シャトーライフ101
相模原市中央区相模原5-2-17 MID サガミハラ5-ビル1階

相模原市中央区相模原5-10-10カンノインビル101
相模原市中央区相模原5-11-3キメタハウジング第5ビル1階

相模原市中央区相模原5-11-4
相模原市中央区相模原6-3-2朝⽇ビル1階
相模原市中央区相模原6-4-20
相模原市中央区相模原6-4-20⻑谷川ビル1階
相模原市中央区相模原6-4-20 ⻑谷川ビル1階

相模原市中央区相模原6-4-20⻑谷川ビル1階

相模原市中央区相模原6-13-7
相模原市中央区相模原6-15-15 コンフォール相模原1階

相模原市中央区相模原6-18-6
相模原市中央区相模原6-20-4
相模原市中央区相模原6-23-1
相模原市中央区相模原6-23-8
相模原市中央区相模原6-23-9 ⻄門h.sビル
相模原市中央区相模原6-24-5
相模原市中央区相模原6-24-7
相模原市中央区相模原6-25-7
相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアビル2A
相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル102号

相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル1C
相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル2階
相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル3012

相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル4B
相模原市中央区相模原6-25-8 MSソシアルビル4階

相模原市中央区相模原6-25-11
相模原市中央区相模原7-1-28
相模原市中央区相模原7-10-24

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-14/39

電話番号
042-707-1966
042-730-5553
042-855-5959
042-753-2321
042-769-1100
042-852-3698
042-862-1045
042-752-4478
042-755-0771
042-866-7881
042-768-7839
－
042-786-6188
042-776-6088
042-851-3016
042-752-2988
042-707-8303
042-750-2007
042-851-3320
042-707-4828
－
－
042-756-6633
042-756-8011
042-852-3321
042-707-7720
042-707-0127
042-776-8558
042-730-6161
042-707-1900
－
042-776-9727
042-769-4123
042-752-1959
042-707-8713
－
－
042-856-2120
042-755-8659
042-751-3003
042-755-1424
－
042-851-3041
042-704-9816
042-755-8396
042-752-0659
042-707-7227
042-768-0234
042-707-4530
042-756-8333
042-776-7657
042-707-7128
－
042-754-0707
042-730-1300
042-730-1590

店舗名
焼肉きんぐ相模原駅前店
アジアのごはん ぎんの⽉
珈琲&フルーツティー ノーブル
⾦⿓餃子房
からやま 南橋本店
幸楽苑 相模原下九沢店
カフェテラス バンビ
はま寿司相模原下九沢店
歌謡スナック⿇梨
カフェバー モノトーン
居酒屋⼭ちゃん
割烹旅館 旭屋
進⽉
⾷遊菜館生氣
とりまさ
こめくまカフェ
寿々花
蕎⻨処きしや
海鮮Cafe&Bar GRAVEL
KitchenATATA
夕花
どっこり
韓国居酒屋 クナル
ガスト 相模原清新
マカロニ市場相模原店
サイゼリヤ 相模原清新店
星乃珈琲店相模原清新店
⽊曽路相模原店
丸源ラーメン 相模原清新店
インドレストラン スタSHREE INDIAN RESTRUNT AND ASIAN BAR
焼肉ホルモン一⼿
煮⼲し豚⾻らーめん専門店 六郷
大勝軒直伝 ⾦太郎
わが家
快活CLUB相模原中央店
横濱家相模原店
カレーハウスCoCo壱番屋相模原清新店
大寿し
六花
相模原甲羅本店（旧︓かにしゃぶ亭）
博多屋台や 相模原店
七輪焼肉安安淵野辺16号店
からやま 相模原店
⽥所商店相模原店
どんどん 淵野辺店
牛角相模原淵野辺店
⼿打蕎⻨ 加寿屋
喰処
パブスナックモンロー
よってこい
直⽊
旬幸とりい
歌謡ステージ歌恋
台湾料理 ⿓福園(⽥名店)
居酒屋 ゆんたく

住所
相模原市中央区相模原8-4-1
相模原市中央区相模原8-4-12
相模原市中央区相模原8-5-1
相模原市中央区相模原8-5-8
相模原市中央区下九沢55-1
相模原市中央区下九沢69-1
相模原市中央区下九沢745-9
相模原市中央区下九沢777-2
相模原市中央区下九沢963-1
相模原市中央区⽔郷⽥名1-10-2418
相模原市中央区⽔郷⽥名1-13-10
相模原市中央区⽔郷⽥名2-14-1
相模原市中央区⽔郷⽥名2-14-47
相模原市中央区⽔郷⽥名2-27-8
相模原市中央区⽔郷⽥名3-4-11
相模原市中央区すすきの町26-6
相模原市中央区清新1-1-14 桂ビル1階
相模原市中央区清新1-6-17
相模原市中央区清新1-6-18 けやきビル1階
相模原市中央区清新1-7-11⻄開発201
相模原市中央区清新1-7-12
相模原市中央区清新1-7-12-102
相模原市中央区清新1-7-12 永川通り101
相模原市中央区清新2-16-16
相模原市中央区清新3-3-6
相模原市中央区清新3-15-16
相模原市中央区清新4-3-9
相模原市中央区清新5-10-16
相模原市中央区清新5-11-16
相模原市中央区清新5-24-14
相模原市中央区清新5-24-14
相模原市中央区清新6-17-19
相模原市中央区清新7-1-1
相模原市中央区清新7-1-1-102
相模原市中央区清新7-1-1-105
相模原市中央区清新7-1-4
相模原市中央区清新7-16-9
相模原市中央区清新8-2-5
相模原市中央区清新8-2-17
相模原市中央区清新8-6-18
相模原市中央区高根1-6-1
相模原市中央区高根1-6-3
相模原市中央区高根1-6-5
相模原市中央区高根1-6-8
相模原市中央区高根1-7-3
相模原市中央区高根1-13-2
相模原市中央区高根2-1-3
相模原市中央区高根2-2-16
相模原市中央区高根2-2-18
相模原市中央区高根2-2-18

電話番号
042-704-7288
042-704-0558
042-769-3714
042-866-5168
042-700-6577
042-775-6505
042-774-3780
042-700-6570
042-774-8861
042-762-4432
－
－
042-761-4333
042-761-5773
042-761-7380
042-851-3916
042-758-8403
042-752-5391
042-707-8844
－
－
－
－
042-769-8655
042-704-8433
042-704-7595
042-703-5928
042-775-5750
042-703-3433
042-774-8588
042-774-8588
042-770-2919
042-776-3039
042-751-6628
042-712-1434
042-704-5288
042-730-7333
042-752-5404
042-756-2286
－
042-786-5035
042-786-2381
042-707-1429
042-730-5071
042-776-0007
042-786-1129
042-730-6929
042-757-1313
042-756-0963
042-759-0236
相模原市中央区高根2-2-18 ウイングビルC号
－
相模原市中央区高根2-3-16
042-769-0223
相模原市中央区⽥名1699-1
042-713-3531
相模原市中央区⽥名1892-1 パークヒルズ堀の内ビル2階 042-763-4104
相模原市中央区⽥名1908-1
042-762-0355
相模原市中央区⽥名2137-3
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-15/39

店舗名
お好み焼 般若
喫茶店 珈人
⽥名 アームストロング精肉店
cherry's
相模クラブ
居酒屋とも屋
酒処 源ちゃん
ひかり寿司
朝⽇屋
居酒屋 ⾦うち
咲楽
⼭⽥うどん⾷堂 ⽥名店
江⼾前寿司まさき
ゆで太郎 ⽥名店
おそば⻑寿庵
居酒屋たれ屋
らあめん花⽉嵐⽥名店
居酒屋 まき
居酒屋みち
居酒屋 ひばり
新⽉
焼鳥はつらいよ ⽥名店
サイゼリヤ 相模原⽥名店
居酒屋 だるま
すき家 相模原⽥名店
酔処ひこ。
居酒屋媽媽
ゆあ
ラーメンおやじ⽥名店
ラーメン心心
しゃぶ葉 相模原⽥名
割烹三代
呑処喰処志むら
⼩料理めぐみ
居酒屋さち
居酒屋 砂川
そば なか⼭
居酒屋よっちゃん
呑み処 おれんち
割烹 新屋
火焔⼭餃子房
居酒屋NEWコロッケ
SPICEKITCHENBYKING
居酒屋 料
すなっく ふれんず
FIESTA KUSINA RESTO BAR
スナック ラベンダー
パブティンカーベル
CotoCoto
ラーメンおやじ本店
オール・イン
丸⻲製麺相模原中央
ブロンコビリー相模原中央店
萬盛楼
びんびん亭一陽来福
らあめん村⽥屋

住所
相模原市中央区⽥名2165-9
相模原市中央区⽥名2165-20
相模原市中央区⽥名2294-13
相模原市中央区⽥名2294-13 播州電気ビル1階

相模原市中央区⽥名2872-1
相模原市中央区⽥名3450-1
相模原市中央区⽥名3529-18
相模原市中央区⽥名3880-4
相模原市中央区⽥名3990-3
相模原市中央区⽥名4005-3
相模原市中央区⽥名4066-10
相模原市中央区⽥名4093-1
相模原市中央区⽥名4099-7
相模原市中央区⽥名4101-2
相模原市中央区⽥名4127-5
相模原市中央区⽥名4146-1
相模原市中央区⽥名4321-1
相模原市中央区⽥名4423-2
相模原市中央区⽥名4423-2
相模原市中央区⽥名4446-6
相模原市中央区⽥名4457-5
相模原市中央区⽥名4460-7
相模原市中央区⽥名4486
相模原市中央区⽥名4663-1
相模原市中央区⽥名4679-10
相模原市中央区⽥名4681-1⽥所ビル101
相模原市中央区⽥名4717-2
相模原市中央区⽥名4736-3
相模原市中央区⽥名4763-1
相模原市中央区⽥名4826-5
相模原市中央区⽥名4829-1
相模原市中央区⽥名5026-1
相模原市中央区⽥名5589-9
相模原市中央区⽥名5664
相模原市中央区⽥名5984-6
相模原市中央区⽥名6238-2
相模原市中央区⽥名7198-8
相模原市中央区⽥名7199-2 新信荘第2-101
相模原市中央区⽥名7363-7 コーポつくし1階

相模原市中央区⽥名8577
相模原市中央区⽥名塩⽥2-8-8
相模原市中央区⽥名塩⽥3-9-35
相模原市中央区中央1-1-8
相模原市中央区中央1-1-8 プラード相模原102号

相模原市中央区中央1-1-9
相模原市中央区中央1-1-9-101
相模原市中央区中央1-1-10
相模原市中央区中央1-1-17
相模原市中央区中央1-1-17
相模原市中央区中央1-3-1
相模原市中央区中央1-3-1-1階
相模原市中央区中央1-5-3
相模原市中央区中央1-5-4
相模原市中央区中央1-9-14 ペアハイツ中央101号

相模原市中央区中央1-9-19 ダイキチビル1階

相模原市中央区中央1-9-20

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-16/39

－
－

電話番号

042-703-9077
042-813-0770
042-763-1640
042-761-1301
042-713-1688
042-763-1238
042-763-1480
－
－
042-760-1067
042-814-2228
042-713-1680
042-761-0828
042-738-4623
042-761-5506
－
042-763-2944
042-763-6009
042-762-3456
－
042-764-3281
042-760-1020
0120-498-007
042-713-1446
042-813-0367
042-713-1448
042-856-0821
042-810-7348
042-760-7082
042-761-5271
042-761-2170
042-762-9888
－
－
042-762-8993
－
－
042-763-0711
042-711-9211
042-813-6083
042-733-0030
042-756-7294
042-786-0039
050-8881-4814
－
042-757-1912
042-707-1529
042-733-0821
042-815-2905
042-756-3870
042-786-6129
042-752-2529
042-851-3353
042-759-5585

店舗名
デモデヘブン 相模原
松屋 相模原中央店
カフェトガシ
しゅさいどころ ひいらぎ
フォルクス相模原店
LoungeLuri
まぐろ亭
ぶろす
中央増⽥屋
てんぷら天春
MiHATA
アイセゾン
ケンタッキーフライドチキン 相模原中央店
Restaurant &cafe Sky
ラーメン魁⼒屋 相模原中央店
⼭⽥うどん⾷堂 相模原中央店
スナック 夢幻
想いのスナック「ひまわり」
やき鳥 鳥石
油そば渡邊
麺やZEっ豚
ONETWODON
ピアノラウンジ レディーX
エレガンスパブ銀座
沖縄料理 琉球
鉄板焼き居酒屋 みぞまる
にya
alkanet
麺・餃子 まる壱
スナック愛樹
三㐂(ミキ)
中国料理四川彩館
SAHI KAHNA
旬門
創作料理 陶華
カラオケ喫茶 檸檬
スシロー相模原中央店
築地銀だこ相模原中央ドライブイン店
本⼭寿限無店
焼肉本⼭
NAGAHAMAらーめん相模原店
肉割烹英
火拳
casual bar King
カラオケバンバン相模原中央店
PUB Precious
くら寿司相模原中央店
多乃蔵
カラオケラウンジMirei
スタミナ中央店
スナックカレン
割烹ふく佐屋
麺でる相模原
もっと焼き鳥は辛いよ桜並⽊店
コナモン処 束屋
デニーズ 相模原中央店

住所
相模原市中央区中央1-10-14
相模原市中央区中央1-10-15
神奈川県相模原市中央区中央1-10-15
相模原市中央区中央1-14-9
相模原市中央区中央2-1-1
相模原市中央区中央2-3-14
相模原市中央区中央2-3-16
相模原市中央区中央2-3-16
相模原市中央区中央2-6-6
相模原市中央区中央2-8-9
相模原市中央区中央2-8-9 中央NS店舗3号室
相模原市中央区中央2-12-15 相模中央ビル301

相模原市中央区中央2-13-1
相模原市中央区中央2-13-3 アートフランスビル10階

相模原市中央区中央2-13-8
相模原市中央区中央3-3-12
相模原市中央区中央3-6-6
相模原市中央区中央3-6-6 トーエイビル103

相模原市中央区中央3-6-7
相模原市中央区中央3-7-4加瀬ビル137-101
相模原市中央区中央3-7-5 門倉中央ビル1階1号

相模原市中央区中央3-7-9
相模原市中央区中央3-7-9
相模原市中央区中央3-7-13
相模原市中央区中央3-8-1
相模原市中央区中央3-8-1グリーンビュー第2相模原1階
相模原市中央区中央3-8-1 グリーンビュー第⼆相模原1階

相模原市中央区中央3-8-5
相模原市中央区中央3-8-16
相模原市中央区中央3-9-9
相模原市中央区中央3-9-12
相模原市中央区中央3-11-3
相模原市中央区中央3-11-4 佐溝ビル1階
相模原市中央区中央3-11-4ライオンズマンション108

相模原市中央区中央3-11-22 2階
相模原市中央区中央3-11-22
相模原市中央区中央4-2-18
相模原市中央区中央4-3-11
相模原市中央区中央4-4-1
相模原市中央区中央4-4-1
相模原市中央区中央4-5-1
相模原市中央区中央4-5-6-1階
相模原市中央区中央4-9-17
相模原市中央区中央4-9-17 N階ビル1階
相模原市中央区中央4-12-10
相模原市中央区中央5-1-2 ベルドールコート2B

相模原市中央区中央5-2-17
相模原市中央区中央5-7-20
相模原市中央区中央5-11-14
相模原市中央区中央6-13-4 ニチジュンビル1階

相模原市中央区中央6-13-5
相模原市中央区中央6-13-5
相模原市中央区中央6-13-6
相模原市中央区中央6-13-7
相模原市中央区中央6-13-7
相模原市中央区中央6-14-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-17/39

電話番号
042-758-6669
042-704-4771
042-707-1800
042-758-6345
042-755-5888
－
042-707-0337
042-750-8515
042-754-6355
042-756-1955
－
042-754-8972
042-769-7891
042-750-3771
042-757-7737
042-758-4967
－
－
042-750-5951
－
042-704-9507
－
042-759-4068
－
042-750-5885
－
－
042-750-3513
042-758-5550
042-810-0791
042-756-5318
042-754-9924
042-750-5751
042-776-6706
042-707-1002
042-707-9977
042-768-8031
042-707-4484
042-707-4830
042-707-4829
042-750-2166
042-810-0880
－
－
050-3134-0701
042-756-0985
042-730-4610
042-769-1811
－
042-769-2281
042-754-1055
042-750-3127
－
042-751-2126
－
042-759-3391

店舗名
Tetu
居酒屋あらじゃい
Hawaii AN'S CAFE（旧︓アジアンダイニングMASAYA）
BANGKOK
呑来 のんき
casualear TIARA
⾦⼭村相模原店
中国料理御⾷事処 道
バーミヤン 相模原千代⽥
福よし
北京飯店相模原店
Grace
NEST
ニューエルフ
醤油ラーメン専門店あおき
京料理梅の⾹
素顔
スナック勝
おか笑り
⼩料理 しなの路
炭火焼きホルモン⼭ちゃん
佐藤商店/沖縄さーたー家
レストラン榛名
酔処ねこん家
呑み処 ⾹子
はっちゃんち
ダイニングバーCielo
酒彩ラウンジ和
スナックらん
常盤寿司
さぬき屋島
キャロット
とんかつ赤城
グリーンガーデン
なか卯 相模原千代⽥店
カウンターバーリターン
スナックらびっと
のみ処 まほろ
まりっぺ
スナックひげ
牛兵衛
酒房 十五夜
居酒屋 つき
居酒屋いっちゃん
和⾵スナック 南国
かごしま
BARRUU
居酒屋咲くら。
スウィートアンドわかな
KAIBIGAN
北海道ラーメンとカレーすずや
居酒屋 妙
Loom
味の⺠芸 相模原並⽊店
うな鈴
寅さん

住所
電話番号
相模原市中央区千代⽥1-1-1
－
相模原市中央区千代⽥1-1-1-2階
042-707-1527
相模原市中央区千代⽥1-1-1 代⽥ビル1階 042-769-4337
相模原市中央区千代⽥1-1-1 千代⽥ビル1階 042-866-4004
相模原市中央区千代⽥1-1-16
－
相模原市中央区千代⽥1-1-16 幸⽥ビル2階 042-814-5420
相模原市中央区千代⽥1-1-18 MAX橘ビル1階 042-776-7285
相模原市中央区千代⽥1-6-1
042-851-3125
相模原市中央区千代⽥1-6-4
042-730-5319
相模原市中央区千代⽥1-7-1第3清⽔ビル1階
042-730-2944
相模原市中央区千代⽥2-2-11
042-707-8163
相模原市中央区千代⽥2-2-15メイプル1990ビル3階 042-768-7695
相模原市中央区千代⽥2-2-15 メイプルビル1階103
042-755-3770
相模原市中央区千代⽥2-2-15メイプルビル3階 042-768-1155
相模原市中央区千代⽥2-2-15 メープルビルb1 042-730-6585
相模原市中央区千代⽥2-3-10
042-776-7223
相模原市中央区千代⽥2-3-11
－
相模原市中央区千代⽥2-3-12
－
相模原市中央区千代⽥2-3-25 北⽃インパレス101 －
相模原市中央区千代⽥2-5-11
042-758-4889
相模原市中央区千代⽥2-10-20
042-851-3283
相模原市中央区千代⽥2-11-5 ときわテナント102
－
相模原市中央区千代⽥2-11-11
042-757-1365
相模原市中央区千代⽥2-11-15-B号
042-776-1775
相模原市中央区千代⽥3-3-15-B1
－
相模原市中央区千代⽥3-14-2豊栄ビル1階 042-711-7353
相模原市中央区千代⽥3-18-10-2階
042-707-0012
相模原市中央区千代⽥4-1-4 エターナル1階
042-855-7555
相模原市中央区千代⽥4-1-5 インベストメント千代⽥B1
042-733-6865
相模原市中央区千代⽥4-1-6
042-759-3383
相模原市中央区千代⽥4-1-6
－
相模原市中央区千代⽥4-1-8
042-756-2397
相模原市中央区千代⽥4-1-10
042-758-7438
相模原市中央区千代⽥5-1-11
－
相模原市中央区千代⽥5-2-13
042-730-7180
相模原市中央区千代⽥5-2-18市村ビル101
－
相模原市中央区千代⽥5-2-18市村ビル103
－
相模原市中央区千代⽥5-3-17
－
相模原市中央区千代⽥5-3-17 SAEGUSA5丁目コーポ102 042-814-4652
相模原市中央区千代⽥5-3-18
－
相模原市中央区千代⽥5-9-10-1階
042-712-6577
相模原市中央区千代⽥5-11-13
042-854-1058
相模原市中央区千代⽥5-11-13
042-707-1684
相模原市中央区千代⽥5-11-13
－
相模原市中央区千代⽥5-11-13
－
相模原市中央区千代⽥6-1-20
－
相模原市中央区千代⽥6-1-22トーシン相模原ビル001
－
相模原市中央区千代⽥6-3-1
042-812-0584
相模原市中央区千代⽥7-6-28
042-755-3208
相模原市中央区千代⽥7-13-11
042-707-0926
相模原市中央区並⽊1-7-25
0120-687-953
相模原市中央区並⽊1-7-27
－
相模原市中央区並⽊1-7
042-851-3386
相模原市中央区並⽊1-8-20
042-759-2295
相模原市中央区並⽊1-10-22
042-751-5234
相模原市中央区並⽊3-9-5
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-18/39

店舗名
楽しみ処 愛
ル・ポアソンルージュ
並⽊増⽥屋
スナックムーミン
オレンジハウス
お好み焼 きち吉
パブスナック さくらくん
NEW ナマステ ヒマール
歌謡ステージロード
ヤキトリ⼩方
くら寿司相模原古淵店
松隆
大鳥屋料理店
季節屋
そばや池乃家
びっくりドンキー 光が丘店
はま寿司相模原光が丘店
和かな鮨
居酒屋パブかつら
デンズ・カフェ
三球勝負
海石
ムナル
ジョーサ
PUBLE.VERSEAU
和⾷酒房 とびや
バッカス
めし、カラオケ、なお屋
⽵美
カラオケスナック そら
Bar-Atlantis
トラットリア アローロ
カフェアンドリュース
魚べい相模原富士⾒店
ドトールコーヒーEnejet相模富士店
吉野家相模原富士⾒店
かつ泉 相模原店
マクドナルド 16号相模原店
釜めし笹よし
スナックRee
酒処春
かぐや姫
台湾料理昇⿓
やきとり大吉 淵野辺店
呑み処 ちょこっと
ロイヤルホスト相模原中央店
藤寿司
麺工房 笑門(わらかど)
やきとりダイニング一炭
Naughty
そば会席 大善
カラオケスナック桜
スナック アゲイン
まみ屋
すなっく せつこ
ミュージックパブ フラット

住所
相模原市中央区並⽊3-16-5 メゾン片野
相模原市中央区並⽊3-19-2
相模原市中央区並⽊3-19-24
相模原市中央区東淵野辺1-1-8 高雄コーポ102

相模原市中央区東淵野辺1-8-8
相模原市中央区東淵野辺1-8-8
相模原市中央区東淵野辺1-11-27
相模原市中央区東淵野辺1-18-21
相模原市中央区東淵野辺1-18-21
相模原市中央区東淵野辺3-4-4
相模原市中央区東淵野辺4-16-26
相模原市中央区東淵野辺4-35-10
相模原市中央区東淵野辺5-18-21
相模原市中央区東淵野辺5-23-24
相模原市中央区光が丘1-1-20
相模原市中央区光が丘1-1-22
相模原市中央区光が丘1-1-24
相模原市中央区光が丘1-15-17
相模原市中央区光が丘1-15-19パティオ三⽥102

相模原市中央区光が丘2-11-7
相模原市中央区光が丘3-13-25
相模原市中央区氷川町13-6
相模原市中央区氷川町13-7 ミニビル1階
相模原市中央区氷川町13-7 ミニビル2階
相模原市中央区氷川町13-7 ミニビル3階
相模原市中央区氷川町13-8-1階B
相模原市中央区氷川町13-8
相模原市中央区氷川町13-9
相模原市中央区氷川町13-12
相模原市中央区氷川町17-9
相模原市中央区氷川町17-9 サンアイビル101

相模原市中央区富士⾒1-5-2
相模原市中央区富士⾒1-5-2
相模原市中央区富士⾒1-6-6
相模原市中央区富士⾒1-8-1
相模原市中央区富士⾒2-1-1
相模原市中央区富士⾒3-7-6
相模原市中央区富士⾒3-7
相模原市中央区富士⾒3-15-5
相模原市中央区富士⾒4-4-2 富士⾒マンション1階

相模原市中央区富士⾒4-7-8
相模原市中央区富士⾒4-7-8
相模原市中央区富士⾒4-8-4
相模原市中央区富士⾒4-10-4
相模原市中央区富士⾒5-2-20
相模原市中央区富士⾒6-2-20
相模原市中央区富士⾒6-12-15
相模原市中央区富士⾒6-13-19 カーサビアンカクワトロ1階
相模原市中央区富士⾒6-13-19 カーサビアンカクワトロ1階

相模原市中央区富士⾒6-15-3 サガミベイサイドヒル102

相模原市中央区富士⾒6-15-8
相模原市中央区富士⾒12-15-8
相模原市中央区淵野辺1-1-19
相模原市中央区淵野辺1-1-21
相模原市中央区淵野辺1-1-21
相模原市中央区淵野辺1-9-13

※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
042-750-2519
042-757-3330
042-757-1521
－
042-791-1198
－
－
042-757-0966
－
042-754-0104
042-707-0065
－
042-753-6104
042-755-4588
042-753-1960
042-769-7957
042-786-8550
042-754-4448
－
042-753-1441
042-756-3919
042-751-7992
042-851-4773
042-851-3553
042-704-9330
042-853-6668
042-711-7555
042-750-6746
042-755-0974
042-707-1402
042-707-8861
042-753-8889
042-756-4050
042-786-1634
042-752-5131
042-769-8365
042-730-5101
042-756-1353
042-758-3666
042-707-0029
－
042-712-8173
042-738-8185
042-751-8078
－
042-758-5543
042-758-1120
042-707-9904
－
042-814-5024
042-752-4019
－
－
042-851-3826
042-753-3980
042-758-8987

店舗名
ゆるり
炭喰
らーめんきじとら
こころ
加座留
サニーデイリング
大体イタリアン
遊喜や
ワイン⾷堂cor.
ほろ酔いきっちん あきら
ホルモンビストロ瞬
celebar54
炭焼き牛たん弁慶
ランチ&居酒屋ダイニング梵蔵
とんかつ豊島屋
snack kaori
酉処九十
Dining Bar Bond淵野辺本店
串焼酒場さとり
上海ジミー
喫茶&スナック (さくら) 桜花
七輪焼肉安安淵野辺店
横浜家系ラーメン 淵野辺大和家
イタリアン・トマト カフェジュニア淵野辺駅南⼝店
サンマルクカフェ淵野辺店
中華飯店百年
旬菜創作処 いち也
炭火焼 ふちのべ 楽や
トーコーキッチン
鮨処 すし亭
や台ずし淵野辺北⼝駅前町
寄ってこ酔ってこ
やきとり⼆階堂
土間土間淵野辺店
やまんちうみんち
スマイルcafeJURI
乾物院鳳凰堂
鳥忠渕野辺店
南国⾷堂 楽園
蒼⽉
おかげさん lunch & dainingroom
餃子・王
旬鮮Dining たらふく酒場
葡萄屋
蔵よし
フクヨシ淵野辺店
カレー堂
あじさい茶屋淵野辺店
相模丼丸淵野辺店
拉麺一匠DEADORALIVE
吉
スナック友⾥
デコ ツー
カウンターラウンジTime full
ダイニングキッチン デコ
憩い処ほろ酔い

住所
相模原市中央区淵野辺1-10-8
相模原市中央区淵野辺1-10-8
相模原市中央区淵野辺1-10-11
相模原市中央区淵野辺1-12-10
相模原市中央区淵野辺1-12-10錦潟ビル2階
相模原市中央区淵野辺1-13-12
相模原市中央区淵野辺1-16-10
相模原市中央区淵野辺1-16-13 サンフラット102

相模原市中央区淵野辺2-6-10
相模原市中央区淵野辺3-2-28 サンステージ淵野辺1

相模原市中央区淵野辺3-3-10

相模原市中央区淵野辺3-3-10桃⼭ビル102
相模原市中央区淵野辺3-3-10 桃⼭ビル2階

相模原市中央区淵野辺3-4-15
相模原市中央区淵野辺3-4-15
相模原市中央区淵野辺3-4-15-2階
相模原市中央区淵野辺3-4-16
相模原市中央区淵野辺3-4-16-2階
相模原市中央区淵野辺3-5-1
相模原市中央区淵野辺3-5-2
相模原市中央区淵野辺3-5-3
相模原市中央区淵野辺3-5-10-2階
相模原市中央区淵野辺3-5-16
相模原市中央区淵野辺3-5-16
相模原市中央区淵野辺3-5-16
相模原市中央区淵野辺3-6-3
相模原市中央区淵野辺3-6-3TKライフ1階
相模原市中央区淵野辺3-6-5
相模原市中央区淵野辺3-6-5
相模原市中央区淵野辺3-6-6-1階
相模原市中央区淵野辺3-6-14 リ-ブルスタジオ

相模原市中央区淵野辺3-6-15 三鈴ビル1階
相模原市中央区淵野辺3-6-16 あしがら⼭2
相模原市中央区淵野辺3-6-18 渕野辺百貨店ビル4階

相模原市中央区淵野辺3-6-20
相模原市中央区淵野辺3-6-20-B102
相模原市中央区淵野辺3-7-16 グローリア初穂相模原202

相模原市中央区淵野辺3-9-10
相模原市中央区淵野辺3-9-17
相模原市中央区淵野辺3-9-17
相模原市中央区淵野辺3-9-17
相模原市中央区淵野辺3-9-17-110
相模原市中央区淵野辺3-9-17ライオンズプラザ淵野辺103
相模原市中央区淵野辺3-9-17ライオンズプラザ淵野辺111

相模原市中央区淵野辺3-10-11
相模原市中央区淵野辺3-12-18
相模原市中央区淵野辺3-13-4
相模原市中央区淵野辺3-15-6
相模原市中央区淵野辺3-15-15
相模原市中央区淵野辺3-16-2
相模原市中央区淵野辺3-16-2
相模原市中央区淵野辺3-17-5
相模原市中央区淵野辺3-17-5
相模原市中央区淵野辺3-17-6
相模原市中央区淵野辺3-17-6
相模原市中央区淵野辺3-17-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-20/39

電話番号
－
042-707-4099
－
042-750-0121
042-752-6856
050-5307-3132
042-707-4449
042-752-1973
042-707-9245
－
042-755-0023
042-704-8520
042-707-1232
042-756-5431
042-758-2985
－
042-730-6887
042-705-7676
042-851-3690
042-752-1700
－
042-851-3299
042-757-7705
042-751-0761
042-759-7309
042-707-0375
042-707-7565
042-707-9020
042-707-0370
042-750-1552
042-768-2080
－
042-757-9141
042-730-4170
042-750-6617
042-707-7254
－
042-757-6606
042-750-1363
042-752-0027
042-711-7225
042-855-8866
042-851-3744
042-751-6312
042-725-1562
042-768-7950
042-751-1158
042-753-6018
042-704-8623
042-711-7550
042-758-7999
042-730-1355
－
042-768-7439
－
－

店舗名
とびうお
カトレア
フルール
夢明家
スナック 座敷わらし
与太呂
ほっとけー
居酒屋えびす
松屋淵野辺北⼝店
いくどん淵野辺店
すき家 淵野辺北⼝店
旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ淵野辺北⼝駅前店
鳥ふく
せんりょう
中華料理 仙⿓
お好み じゅんじゅん
まごころ
焼肉 アリラン
Pizza Restaurant OH! GOD
炭焼おっけい平成横丁店
鳥貴族淵野辺店
喰心房 つかさ
⼩澤商店淵野辺店
目利きの銀次淵野辺北⼝駅前店
焼鳥御膳
大衆鉄板酒場てんてん
庄や淵野辺店
カラオケまねきねこ淵野辺北⼝店
餃子の王将淵野辺店
OSOUZAi+CAFE美濃味匠 淵野辺店
大⼾屋 淵野辺店
ラム専ひつじ亭
カラオケ ブルドッグ ふちのべ
⼩料理若菜
弥助寿し
新興軒
中村麺三郎商店
呑み喰い処まさ
ブロードウェイ
魚がし
クラブ スモーキーマウンテン
夢庵 淵野辺
宝珍
ワンカルビ相模原星が丘店
がってん寿司 相模原星が丘店
Link相模原店
パブスナック モンデュウ
スナック舞夢
呑み処シーサー
スナックフレーム
居酒屋美葉留
北海道生まれ 和⾷処 とんでん
スナックルビーの指環
呑み処梓瑞
スナックぷらす
鳳蘭飯店

住所
相模原市中央区淵野辺3-17-6
相模原市中央区淵野辺3-17-11
相模原市中央区淵野辺3-17-11 カトレアビル1階

相模原市中央区淵野辺3-17-14
相模原市中央区淵野辺3-18-1
相模原市中央区淵野辺3-18-1 KSビル1階
相模原市中央区淵野辺3-18-4 テネシー1階
相模原市中央区淵野辺3-18-21
相模原市中央区淵野辺3-19-9
相模原市中央区淵野辺3-19-10
相模原市中央区淵野辺3-19-11 大⿊屋ビル1階

相模原市中央区淵野辺3-19-15 秀和ビル2階
相模原市中央区淵野辺3-21-5 プラムツリー101
相模原市中央区淵野辺3-21-9 シティファイブ1階

相模原市中央区淵野辺4-3-15
相模原市中央区淵野辺4-3-15
相模原市中央区淵野辺4-3-18
相模原市中央区淵野辺4-14-16
相模原市中央区淵野辺4-14-18
相模原市中央区淵野辺4-14-20 三敬ビル1階

相模原市中央区淵野辺4-15-4
相模原市中央区淵野辺4-15-4
相模原市中央区淵野辺4-15-4
相模原市中央区淵野辺4-15-5 中⼭ビル 1階

相模原市中央区淵野辺4-15-11
相模原市中央区淵野辺4-15-12
相模原市中央区淵野辺4-15-23 相⽥ビル1階
相模原市中央区淵野辺4-15-23 相⽥ビル2階

相模原市中央区淵野辺4-16-35
相模原市中央区淵野辺4-16-36
相模原市中央区淵野辺4-16-36 味の⾷彩館ふちのべ2階

相模原市中央区淵野辺4-17-16
相模原市中央区淵野辺4-17-16 GINGA SQUARE3階

相模原市中央区淵野辺4-28-5
相模原市中央区淵野辺4-29-20
相模原市中央区淵野辺4-37-21
相模原市中央区淵野辺4-37-23
相模原市中央区淵野辺4-37-23
相模原市中央区淵野辺4-37-26 相武ビル1階

相模原市中央区淵野辺4-38-7
相模原市中央区淵野辺4-38-22アーバンハイツ1階

相模原市中央区淵野辺本町3-1-3
相模原市中央区淵野辺本町3-38-4
相模原市中央区星が丘1-1-27
相模原市中央区星が丘1-10-1
相模原市中央区星が丘1-10-1 グルワール星が丘2階

相模原市中央区星が丘1-14-8
相模原市中央区星が丘1-14-8
相模原市中央区星が丘1-14-8-1階
相模原市中央区星が丘1-14-8 メゾンコート星が丘B1左

相模原市中央区星が丘1-20-11
相模原市中央区星が丘2-1-8
相模原市中央区星が丘2-5-20
相模原市中央区星が丘2-7-25 シャルム星が丘103

相模原市中央区星が丘2-7-27
相模原市中央区星が丘2-8-13

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-21/39

電話番号
042-756-0900
042-752-0522
－
－
－
042-758-2843
－
042-751-1075
042-786-2151
042-758-4938
0120-498-007
042-786-0830
042-776-0929
042-758-8305
042-752-4114
042-768-7922
－
042-759-2458
042-704-8160
042-756-0760
042-756-9050
－
042-707-4177
042-751-3388
042-754-9736
042-707-9660
042-750-6862
042-707-4083
042-756-1912
042-750-8131
042-750-7605
042-755-0750
042-776-1723
042-758-8982
－
042-752-7303
042-707-7735
042-704-9891
－
042-756-2414
042-757-2323
042-704-3608
042-754-7654
042-769-4929
042-730-2201
042-707-9169
042-758-9830
042-707-1118
042-750-5854
－
－
042-758-9351
042-754-0962
－
042-755-5955
042-755-3313

店舗名
宝揚軒
居酒屋 菜の華
⼿料理 まな花
音楽酒場AGIT
いつか
のみ亭 くるゆう
居酒家ダイニングかくれや
MAHINA.
焼肉清⾹苑
江⼾前寿司 ちかなり本店
いずみ
コート・ダジュール 相模原星が丘店
七輪焼肉安安相模原2号店
味の天徳星ヶ丘店
たぬきラーメン
天丼てんや相模原星が丘店
千代⽥星が丘ホール
哲麺縁 相模原店
キッチン夢屋
桔梗家
吉野家相模原緑が丘店
つるや
若⽵
すき家 相模原緑が丘店
⼭⽥うどん⾷堂 みどりヶ丘店
ラーメンハウス
⼋剣伝 南橋本店
宅配専門店 おかず屋
居酒屋じゃがいも
居酒屋番屋
呑み処 ⼩粋
マハロ
かいじ
くつろぎ処 たか坊
博多串焼 ⽥
MAX CAFE 南橋本
⼆本杉
勝来軒
れすとらん&BARなになに
CABIN(キャビン)
割烹居酒屋⼆代目とみ
スナックらあむ
飲⾷店営業みどり
みなはしばるエルソル
SUZUKI no DAIDOKORO
スナック L
居酒屋 ルー
⽴ち呑み リー
オアシス
HANA HANA
居酒屋としちゃん
はま辺
炭火焼肉 ⽥園
BAR Friend heart
べに花
鉄板焼き十十

住所
相模原市中央区星が丘2-9-25
相模原市中央区星が丘2-14-7
相模原市中央区星が丘2-14-9
相模原市中央区星が丘2-14-11
相模原市中央区星が丘3-7-18
相模原市中央区星が丘3-14-5
相模原市中央区星が丘3-14-6
相模原市中央区星が丘3-14-6
相模原市中央区星が丘3-14-7
相模原市中央区星が丘3-14-8
相模原市中央区星が丘3-14-26
相模原市中央区星が丘3-15-8
相模原市中央区星が丘3-15-15
相模原市中央区星が丘3-15-17
相模原市中央区星が丘4-2-37
相模原市中央区星が丘4-17-16
相模原市中央区星が丘4-17-17
相模原市中央区緑が丘1-1-12
相模原市中央区緑が丘1-1-15
相模原市中央区緑が丘1-6-5
相模原市中央区緑が丘1-12-18
相模原市中央区緑が丘1-25-21
相模原市中央区緑が丘1-25-27
相模原市中央区緑が丘1-46-28
相模原市中央区緑が丘2-43-18
相模原市中央区南橋本1-2-10
相模原市中央区南橋本1-3-13 ⼩⼭ビル1階
相模原市中央区南橋本1-5-8
相模原市中央区南橋本1-5-25
相模原市中央区南橋本1-7-14
相模原市中央区南橋本1-7-14 ⼭寺ビル1階
相模原市中央区南橋本1-7-19
相模原市中央区南橋本1-8-9
相模原市中央区南橋本1-9-18 阿部ビル1階
相模原市中央区南橋本2-3-6
相模原市中央区南橋本2-3-6-1
相模原市中央区南橋本2-3-11
相模原市中央区南橋本2-3-12
相模原市中央区南橋本2-3-13
相模原市中央区南橋本2-4-14
相模原市中央区南橋本2-5-7
相模原市中央区南橋本2-5-9
相模原市中央区南橋本2-5-9
相模原市中央区南橋本2-5-10 NKハイデンス1階

相模原市中央区南橋本2-5-20
相模原市中央区南橋本2-5-21
相模原市中央区南橋本2-5-21
相模原市中央区南橋本2-5-21
相模原市中央区南橋本2-5-21 グランフェリシア101
相模原市中央区南橋本2-5-21 グランフェリシア南橋本駅前102

相模原市中央区南橋本2-5-25
相模原市中央区南橋本2-6-9
相模原市中央区南橋本2-6-13
相模原市中央区南橋本2-6-15 大地ビル201
相模原市中央区南橋本2-6-15 大地ビル5 202

相模原市中央区南橋本2-11-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-22/39

－

電話番号

－
－
042-704-8955
042-776-8037
－
042-810-0301
042-750-1252
042-815-1129
042-751-3634
－
042-704-3788
042-707-8129
042-707-0044
－
042-704-6553
042-707-8516
042-707-9778
042-753-9340
－
042-707-7375
042-758-5127
042-755-8647
0120-498-007
042-755-8670
042-772-6289
042-703-5452
042-703-4973
042-779-6003
－
－
042-703-5579
042-774-0236
042-771-1355
042-855-9489
042-772-7733
042-771-1053
042-773-6393
042-703-8900
042-772-6022
－
042-774-7350
042-773-7543
042-772-8898
－
042-771-8651
－
－
042-703-0533
－
－
－
042-703-4329
042-703-4755
－
042-703-8181

店舗名
うまか家揚げ揚げ雄
あじわい⼋ 南橋本店
大衆酒場まるしん
ホルモンハウス
焼鳥のぶちゃん
かもいけ
万寿鮨
肉汁うどんの南哲
スナックまる子ちゃん
ラウンジステラ
OH KOLKATA
ドトールコーヒーショップEnejet相模原北
蕎亭 喜峰庵
酒肴 福来郎
居酒屋久⽊野
炭火焼鳥 ⽉夜亭
GATO'S
天芯らーめん
カラオケ すて〜じ
イルデルフィーノ
GOLD
カラオケスナックバーJI-ji
Tea chami
ステーキガスト 相模原
すずらんハウス
スナック ルシアン
鳥新
居酒屋 遊友
宮本屋
エレキの若大将
三福⾷堂
中国料理紅蘭
ステーキ⾷堂 矢部
お好み焼本舗相模原店
熟成焼肉いちばん 相模原店
たるいち
焼肉屋 たるいち
お⾷事処なみき
アトリエノcafe&Bar
つきぢ天⾠
⻑生庵
呑みどころ みます
酒処 都
居酒屋 和み家
ソレアド
咲々
焼肉 ⼋宝亭
コーヒーカンタータ
Cafe MU's
矢部酒場 矢部駅前店
や台ずし矢部駅南⼝町
SYUN
スナック ラ・ノビア
らーめんやましろ
一⿓
みっちゃんの家

住所
相模原市中央区南橋本2-11-1
相模原市中央区南橋本2-15-5
相模原市中央区南橋本2-15-7
相模原市中央区南橋本3-4-26
相模原市中央区南橋本3-5-1
相模原市中央区南橋本3-5-12
相模原市中央区宮下1-1-21
相模原市中央区宮下2-9-15
相模原市中央区宮下本町1-8-2 ブルースカイハイツ101

相模原市中央区宮下本町1-8-6
相模原市中央区宮下本町2-10-8
相模原市中央区宮下本町3-39-1
相模原市中央区宮下本町3-40-5
相模原市中央区宮下本町3-40-6 ダイヤモンドムーン1階

相模原市中央区弥栄1-1-11
相模原市中央区弥栄1-1-11-103
相模原市中央区弥栄2-9-13
相模原市中央区弥栄2-9-13
相模原市中央区矢部1-1-13 草建ビル1階
相模原市中央区矢部1-2-1 ブルージュビル2階
相模原市中央区矢部1-2-1 ブルージュビル3階
相模原市中央区矢部1-2-1 ブルージュビル6階

相模原市中央区矢部1-3-23 2階
相模原市中央区矢部1-14-5
相模原市中央区矢部1-15-14
相模原市中央区矢部1-19-3
相模原市中央区矢部1-26-11
相模原市中央区矢部2-3-9
相模原市中央区矢部2-4-18
相模原市中央区矢部2-4-20-1階
相模原市中央区矢部2-5-1
相模原市中央区矢部2-9-1
相模原市中央区矢部2-15-10
相模原市中央区矢部2-16-15
相模原市中央区矢部2-24-2
相模原市中央区矢部2-26-11
相模原市中央区矢部2-26-11
相模原市中央区矢部2-30-11
相模原市中央区矢部3-1-8
相模原市中央区矢部3-1-8
相模原市中央区矢部3-1-12
相模原市中央区矢部3-1-14
相模原市中央区矢部3-3-1
相模原市中央区矢部3-3-1
相模原市中央区矢部3-5-7
相模原市中央区矢部3-9-13
相模原市中央区矢部3-9-16
相模原市中央区矢部3-16-2
相模原市中央区矢部3-17-17 三幸矢部ビル1階

相模原市中央区矢部3-18-1
相模原市中央区矢部3-18-4
相模原市中央区矢部3-18-4
相模原市中央区矢部3-18-7-1階
相模原市中央区矢部3-18-16
相模原市中央区矢部3-18-16
相模原市中央区矢部3-20-20

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-23/39

電話番号
042-773-5535

－
050-8883-6188
042-774-7754
042-773-4859
042-733-6704
042-772-2766
042-703-7585
042-753-5562
－
042-814-7955
042-773-1009
042-774-8971
042-703-5141
042-755-3894
042-752-6697
042-756-4231
－
－
042-707-1200
－
042-711-7534
042-814-6575
042-769-7252
－
－
042-756-5165
042-750-7661
042-752-1588
042-707-8384
042-752-0491
042-755-6302
042-704-8629
042-730-3163
042-786-7070
－
－
042-755-3123
042-768-7333
042-757-6669
042-758-3315
042-707-0906
042-758-4844
042-812-5676
042-752-3513
042-776-0762
042-756-8565
042-715-3794
042-851-3534
042-769-5568
042-751-4218
042-707-8760
042-753-2843
－
042-759-1061
042-755-0943

店舗名
いくどん矢部店
ポケット
ジョリーパスタ相模原店
大むら屋
一匠本店
⽴ち呑み赤提灯
スナック 花⾞
パブスナック 鍵
フレンズ
ドッグカフェ Smiley-Smile
⼋剣伝 相模原星が丘店
江⼾前桂寿司
スナックロマン
相模原商店
餃子伝説相模原店
居酒屋 ⼭⿅喜
鳥七
増⽥屋
やきとりぽん太
サイゼリヤ 相模原陽光台店
ホルモンしろ
ホルモン焼珍萬
スナック・コスモス
味処 羽前屋
居酒屋 LIFE
松のや相模原陽光台店
こっこ屋
Bar 507
ちばっちん家
居酒屋ちょっと
IZAKAYA WASABI
寿BASE KAFE
ガスト 上溝
ラーメン創作麺処 めん坊
くら寿司相模原陽光台店
呑み⾷い処 ふわふわ亭
チャリティショップ楽来陽光台店
炭火焼鳥本⼭横⼭店
ジョナサン 相模原横⼭
むさしの森珈琲 相模原横⼭
居酒屋 あんた
焼肉DINING牛若
梅本寿司
チャイニーズキッチン8×4
ドローンラウンジ ジュピター
町かど⾷堂
JUJU
鮨萬
勘太郎
Cafe Bar pixie
カラオケサロンすみれ
くぅ
ステーキのあさくま相模原店
気まま屋いち
中華料理 秀楽
か印 横⼭商店。

住所
相模原市中央区矢部3-21-13
相模原市中央区矢部3-27-18
相模原市中央区矢部3-28-16
相模原市中央区矢部4-13-8
相模原市中央区矢部4-18-4 カーサビアンカ5 1階

相模原市中央区矢部4-18-9 コーポGEF101

相模原市中央区矢部4-18-12
相模原市中央区矢部4-20-4
相模原市中央区矢部331
相模原市中央区陽光台1-3-6 白井ビル2階
相模原市中央区陽光台2-3-2 ソレアード陽光台1階

相模原市中央区陽光台2-3-25
相模原市中央区陽光台2-3-26
相模原市中央区陽光台2-15-5
相模原市中央区陽光台2-15-8
相模原市中央区陽光台2-15-9
相模原市中央区陽光台2-15-10 キャロットハウス1階

相模原市中央区陽光台2-15-12
相模原市中央区陽光台2-21-22
相模原市中央区陽光台3-18-18
相模原市中央区陽光台4-3-5
相模原市中央区陽光台4-24-4
相模原市中央区陽光台4-24-7 つるやハイツ1階

相模原市中央区陽光台4-36-16
相模原市中央区陽光台4-36-16
相模原市中央区陽光台5-5-2
相模原市中央区陽光台5-5-8
相模原市中央区陽光台5-5-8
相模原市中央区陽光台5-5-8
相模原市中央区陽光台5-6-14
相模原市中央区陽光台5-19-4
相模原市中央区陽光台5-19-7
相模原市中央区陽光台5-19-14
相模原市中央区陽光台5-19-17
相模原市中央区陽光台6-4-14
相模原市中央区陽光台6-4-1717
相模原市中央区陽光台7-10-7
相模原市中央区横⼭1-1-13 須藤ビル1階
相模原市中央区横⼭1-7-28
相模原市中央区横⼭1-7-28
相模原市中央区横⼭2-1-21
相模原市中央区横⼭2-10-8
相模原市中央区横⼭2-14-4
相模原市中央区横⼭2-15-4 福⽥ビル102
相模原市中央区横⼭2-15-8
相模原市中央区横⼭2-16-4 ⻄野ビル1-C
相模原市中央区横⼭3-1-1
相模原市中央区横⼭3-1-12
相模原市中央区横⼭3-1-12
相模原市中央区横⼭3-1-13-1階
相模原市中央区横⼭3-17-2
相模原市中央区横⼭3-17-4
相模原市中央区横⼭3-17-6
相模原市中央区横⼭3-21-12
相模原市中央区横⼭3-30-1
相模原市中央区横⼭3-31-3

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-24/39

電話番号
042-866-7283
－
042-757-5091
042-754-2356
042-707-7783
042-719-0581
042-724-5254
－
－
042-815-2092
042-730-3181
042-755-3030
042-758-4993
042-768-7860
042-776-0090
042-769-5334
042-707-1938
042-753-3123
－
042-769-7020
－
－
042-759-3868
042-756-1772
042-757-6255
042-786-0776
－
042-815-0507
－
042-753-4049
－
－
042-769-7072
042-758-5866
042-704-7610
－
－
042-707-4440
042-769-7379
042-769-7379
－
042-750-0589
042-752-4651
042-851-4475
042-707-9900
042-707-7711
－
042-752-9587
042-755-2533
042-707-4959
042-756-5206
－
042-704-6720
042-752-8090
042-754-7100
042-776-9489

店舗名
なか源
大谷商店
まごころ厨房 至
横⼭飯店
ぶどう亭
ラーメンたきび
元祖ニュータンタンメン本舗 相模原店
壱発ラーメン
レストランバー ラスタ
は満寿司
居酒屋 百⾹
七志相模原横⼭台店
みどり寿司
ラウンジ ベル
ラーメンショップ相模原店
焼鳥酒場とりべぇ
サーティワンアイスクリーム相模原横⼭店
七輪焼肉安安相模原店
鉄板焼き居酒屋なかまる
洋⾷ビストロGAGA
和⾷さと 相模原店
警察学校由野台分校⾷堂
Member's Bar Addict
パブアナイティス
近江家
DU・MONDE
巴屋 そば店
寺屋
一進
パラディスイン相模原
カフェレストランK's
パクちゃんぎょうざ
ピッツェリア馬⾞道相模原北⾥大前店
バーミヤン ⿇溝台
松屋 ⿇溝台店
レストランAMI
Farmers GOLF Café
Sweet eggs
中国料理 楊々
パブスナック カトレア
⼋百政こぱん
R164
回転寿し活鮮 ⿇溝台店
中華大鵬
楽々苑
赤ちょうちん 鳥和
ゆきちゃん
⻲寿司
新磯 増⽥屋
夢あかり
さんしろう
いそ⼋
みの吉
居酒屋いこい
居酒屋 すずらん
きさくに

住所
相模原市中央区横⼭4-1-8
相模原市中央区横⼭4-23-15 江上マンション
相模原市中央区横⼭4-23-15 江上マンション 1階 12号

相模原市中央区横⼭4-23-19
相模原市中央区横⼭4-24-10-2階
相模原市中央区横⼭4-24-12
相模原市中央区横⼭4-25-1
相模原市中央区横⼭4-25-5
相模原市中央区横⼭6-4-1店舗2階
相模原市中央区横⼭6-8-17
相模原市中央区横⼭台1-1-13
相模原市中央区横⼭台1-1-15
相模原市中央区横⼭台1-2-14
相模原市中央区横⼭台1-2-14
相模原市中央区横⼭台1-2-16
相模原市中央区横⼭台1-2-16-A号
相模原市中央区横⼭台2-6-1
相模原市中央区横⼭台2-6-22 サンドラッグ2階

相模原市中央区横⼭台2-9-8 コーポ栗⼭103
相模原市中央区横⼭台2-9-8 コーポ栗⼭105

相模原市中央区由野台2-1-7
相模原市中央区由野台3-1-2 警察学校由野台分校内

相模原市南区旭町8-12 石井ビル2階
相模原市南区旭町8-18
相模原市南区旭町9-11
相模原市南区旭町9-15 大雄ビル1-C
相模原市南区旭町11-6
相模原市南区旭町24-31-101
相模原市南区⿇溝台1-2-5
相模原市南区⿇溝台1-2-8
相模原市南区⿇溝台1-2-15
相模原市南区⿇溝台1-3-3
相模原市南区⿇溝台1-3-10
相模原市南区⿇溝台1-5-1
相模原市南区⿇溝台1-5-6
相模原市南区⿇溝台2-6-31
相模原市南区⿇溝台3-16-20
相模原市南区⿇溝台5-14-39
相模原市南区⿇溝台5-18-21 コーワハイツ1階

相模原市南区⿇溝台7-23-23
相模原市南区⿇溝台8-16-3
相模原市南区⿇溝台8-20-18
相模原市南区⿇溝台3055
相模原市南区新磯野1-19-1
相模原市南区新磯野1-22-15
相模原市南区新磯野1-27-13鳥和101
相模原市南区新磯野1-27-14
相模原市南区新磯野1-45-13
相模原市南区新磯野2-13-3
相模原市南区新磯野3-3-1
相模原市南区新磯野3-3-1
相模原市南区新磯野4-5-6-3
相模原市南区磯部1280-1
相模原市南区磯部1331-1
相模原市南区磯部1660
相模原市南区磯部1660

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-25/39

電話番号
042-755-0585
042-753-8528
042-719-7949
042-754-8311
042-855-1111
－
042-707-4929
042-750-0182
042-753-4180
042-754-9448
－
042-711-7460
042-753-3950
－
042-759-0855
042-707-7010
042-755-3140
042-769-9234
042-704-9657
042-719-7645
042-776-1341
042-752-6681
042-705-4609
0427-48-4030
042-766-1499
－
042-742-4967
042-705-7375
042-748-7117
042-702-2800
042-748-8618
042-744-6944
042-767-3151
042-765-7591
042-767-5090
－
－
042-705-7313
－
042-742-3887
－
042-810-0461
042-749-7774
046-254-4633
046-256-8385
－
046-251-4527
046-256-0715
－
－
－
－
046-256-7704
046-254-5630
046-254-6761
046-253-44443

店舗名
⽇本庭園陵墓紅葉亭
丸⻲製麺相模原鵜野森
キッチンパンチョ 相模原店
はやし⽥相模原鵜野森店
から好し相模原鵜野森
ゆめみ処おふろの王様町⽥店
ステーキガスト 相模大野
濃魂かみもり
叙々苑 相模原店
鳥宿
快活CLUB16号相模原大野台店
居酒屋むかご
居酒屋 樹な⾥
パブスナックキーハウス
アニメ・バー
スナック ふれんど
居酒屋⾵
とんかつ割烹松村
羽村屋
花⾵
TABERNA MASSA
パブスナック セルシア
相模原ゴルフクラブ
大村庵
スナック カレン
モスバーガーニトリモール相模原店

住所
相模原市南区磯部2633-2
相模原市南区鵜野森1-10-17
相模原市南区鵜野森1-13-5
相模原市南区鵜野森1-14-33
相模原市南区鵜野森1-15-26
相模原市南区鵜野森1-24-9
相模原市南区鵜野森2-2-6
相模原市南区鵜野森3-6-18
相模原市南区鵜野森3-7-11
相模原市南区鵜野森3-18-11
相模原市南区大野台1-1
相模原市南区大野台1-19-18
相模原市南区大野台1-21-1
相模原市南区大野台1-22-19
相模原市南区大野台1-22-19
相模原市南区大野台2-6-12
相模原市南区大野台2-6-15
相模原市南区大野台2-13-19
相模原市南区大野台2-20-7
相模原市南区大野台2-23-9
相模原市南区大野台3-22-8
相模原市南区大野台3-36-2-1階
相模原市南区大野台4-30-1
相模原市南区大野台5-1-33
相模原市南区大野台5-8-26
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1
相模原市南区大野台6-1-1

電話番号
042-777-6610
042-748-2666
042-813-3778
042-705-9953
042-701-6330
042-767-2603
042-765-7472
042-705-9522
042-748-2989
042-742-4858
042-704-2688
042-754-5882
042-866-4927
042-753-6763
－
－
－
042-758-5229
－
－
042-810-0229
042-776-0838
042-776-8811
042-754-2391
042-756-5715
042-704-9830
ニトリモール相模原フードコート(びっくりドンキー、リンガーハット、はなまるうどん、モスバーガー、築地銀だこ、デザート王国)
042-752-8330
デザート王国ニトリモール相模原
042-768-8011
ニトリダイニングみんなのグリル相模原店
042-752-3771
リンガーハット ニトリモール相模原店
042-707-7899
サンマルクカフェニトリモール相模原店
042-704-5309
築地銀だこニトリモール相模原店
042-704-5455
相模原市南区大野台6-1-1 ニトリモール相模原1階 042-704-8331
サーティワンアイスクリームニトリモール相模原
相模原市南区大野台6-1-1 ニトリモール相模原3階 042-707-7388
はなまるうどんニトリモール相模原店
相模原市南区大野台6-1-1
ニトリモール相模原3階FC
びっくりドンキー ニトリモール相模原
042-704-6706
ケンタッキーフライドチキン 相模原大野台店
相模原市南区大野台6-5-14
042-769-7910
kotohime
相模原市南区大野台7-7-1B号
－
珈琲新鮮館本店
相模原市南区上鶴間1-46-7
042-745-2559
すき家 相模原上鶴間店
相模原市南区上鶴間2-7-2
0120-498-007
カレーハウスCoCo壱番屋相模原上鶴間店
相模原市南区上鶴間2-8-1
042-746-7727
純⼿打ち十割そば 蕎澤(キョウタク)
相模原市南区上鶴間2-17-19
042-767-8448
スシロー上鶴間店
相模原市南区上鶴間3-2-15
042-702-8345
ふくろふ森
相模原市南区上鶴間5-5-12
042-740-2951
スナック さくらんぼ
相模原市南区上鶴間5-8-13
－
mahalo cafe
相模原市南区上鶴間6-22-13
042-711-6121
新かしわ
相模原市南区上鶴間6-27-4
042-746-2156
一ノ瀬珈琲
相模原市南区上鶴間6-28-4 広岡ビル
042-705-4566
料理屋兆治
相模原市南区上鶴間6-28-4 広岡ビル102
042-711-6263
や台ずし東林間駅前町
相模原市南区上鶴間6-30-8
042-766-0228
マイクス
相模原市南区上鶴間6-31-13-1階
042-746-8584
中華料理 松楽
相模原市南区上鶴間7-1-15
042-748-5800
上州屋
相模原市南区上鶴間7-2-14
042-743-2507
和厨房とも蔵
相模原市南区上鶴間7-5-9
042-749-6265
そば処 高松
相模原市南区上鶴間7-5-10
042-745-6887
串カツきよたか
相模原市南区上鶴間7-5-11
042-705-6758
story
相模原市南区上鶴間7-6-7 東林間2階
042-705-3740
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-26/39

店舗名
軽⾷・喫茶 ライラック
三福飯店
居酒屋 乃登美
スナック詩音
レストラン栗の⾥相模大野店
隠れ酒房 酔蓮
ラーメンかるあ
尾張屋
中国料理 餃子酒場 ⾷堂 町⽥店
麺からいもん
ばばちゃん家だいにんぐ
クックライトキッチン
デニーズ 町⽥南⼝店
レストラン プルニエ
松屋 上鶴間店
ドトールコーヒーショップEnejet相模原イースト
居酒屋さっちゃん
マクドナルド 16号上鶴間店
釜蛙ふゆこ
炭火焼肉寅さん
吉野家16号線上鶴間店
中村敏之商店
からやま相模原上鶴間店
ブロンコビリー相模原上鶴間店
レストランクルール北⾥大学病院
フードコート北⾥大学店
スターバックスコーヒー 北⾥大学病院店
夢庵 相模原北⾥
三代目鳥メロ古淵駅前店
庄や古淵店
松屋 古淵店
コメダ珈琲店古淵駅前店
もてなし家
ナチュラル
中村丼兵衛
リンガーハット イオン相模原店
イオン相模原ショッピングセンター
サンマルクカフェイオン相模原店
つるさくイオン相模原店
sweet&healthy SAZANKA
吉野家イオン相模原店
SUBWAYイオン相模原店
バーミヤン 古淵
サイゼリヤ イオン相模原店
サーティワンアイスクリームイオン相模原SC
マクドナルドイオン相模原店
ジェラフル イオン相模原店
葉⼭珈琲イオン相模原店
熱烈中華 味一番
カノア
快活CLUB古淵駅前店
ジョナサン 相模原古淵
福よし古淵店
ココット
串焼き酒場 切磋琢磨
焼き鳥厨房 渋谷商店

住所

相模原市南区上鶴間7-6-7 東林間KYビル2階 －

相模原市南区上鶴間7-6-9
相模原市南区上鶴間8-12-26

相模原市南区上鶴間8-12-26コーポあすか103

相模原市南区上鶴間本町1-17-6
相模原市南区上鶴間本町1-38-35-2階
相模原市南区上鶴間本町1-46-1612
相模原市南区上鶴間本町2-39-12
相模原市南区上鶴間本町3-6-16
相模原市南区上鶴間本町3-10-7ニチジュンビル1階
相模原市南区上鶴間本町3-10-7 町⽥ニチジュンビル102

相模原市南区上鶴間本町3-13-21
相模原市南区上鶴間本町3-20-20
相模原市南区上鶴間本町4-2-13
相模原市南区上鶴間本町5-1-2
相模原市南区上鶴間本町5-2-1
相模原市南区上鶴間本町5-23-1
相模原市南区上鶴間本町7-3-41
相模原市南区上鶴間本町8-58-5
相模原市南区上鶴間本町8-58-5
相模原市南区上鶴間本町9-2-40
相模原市南区上鶴間本町9-34-8
相模原市南区上鶴間本町9-45-4
相模原市南区上鶴間本町9-48-5
相模原市南区北⾥1-15-1
相模原市南区北⾥1-15-1 北⾥大学相模原キャンパスIPE棟1階

相模原市南区北⾥1-15-1北⾥大学病院本館1階

相模原市南区北⾥2-9-15
相模原市南区古淵1-6-11 k'sビル2階
相模原市南区古淵1-6-11ケインズビル1階
相模原市南区古淵1-7-1
相模原市南区古淵1-7-3
相模原市南区古淵1-8-12
相模原市南区古淵2-3-33
相模原市南区古淵2-10-1
相模原市南区古淵2-10-1
相模原市南区古淵2-10-1
相模原市南区古淵2-10-1
相模原市南区古淵2-10-1
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原1階
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC1階
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC1階
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC1階

相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原SC内
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原店1階フードコート

相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原店2階
相模原市南区古淵2-10-1 イオンショッピングセンター相模原店

相模原市南区古淵2-14-12-101
相模原市南区古淵2-15-1
相模原市南区古淵2-15-17
相模原市南区古淵2-16-9 リバーストーン古淵104号室

相模原市南区古淵2-16-9 リバーストーン古淵203

相模原市南区古淵2-17-3 古淵渋谷ビルB1
相模原市南区古淵2-17-3 渋谷ビルB1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-27/39

電話番号

042-742-1474
042-856-0708
－
042-746-9322
042-747-8108
－
042-743-4622
042-705-3683
042-749-3227
042-702-9044
－
042-749-4601
042-714-3003
042-701-4926
042-746-6002
－
042-747-8565
042-747-6557
042-745-7688
042-765-7181
－
042-705-2530
042-862-2121
042-777-6336
042-777-7277
042-777-6451
042-777-0421
042-769-8166
042-753-3316
042-730-3766
042-707-8994
042-758-0220
042-756-4919
042-707-7499
042-786-0058
042-769-7518
042-786-6309
042-768-7421
042-707-8355
042-730-3450
042-704-9770
042-730-5093
042-750-2396
042-769-7645
042-769-7647
042-711-7378
042-851-3680
－
042-711-7793
042-768-8688
042-769-8417
042-711-7906
042-786-8555
042-758-9990
042-707-0339

店舗名
和⾵コリアンキッチン002
カレーハウスCoCo壱番屋相模原古淵駅前店
れんげ⾷堂古淵店
ドトールコーヒーショップ古淵駅前店
箱根そば古淵店
や台ずし古淵駅前町
お⾷事処 美膳
がじゃいも家族
そば膳古淵松貴
アパホテル<相模原古淵駅前>
ゆず庵古淵店
餃子の王将イトーヨーカドー古淵店
ポッポイトーヨーカドー古淵店
バーガーキングイトーヨーカドー古淵
はなまるうどんイトーヨーカドー古淵店
タリーズコーヒー 古淵店
かごの屋 古淵店
JALSA Spice Dinner &Bar
一蘭 相模原店
カントリーマーム
カラオケBANBAN古淵店
NINEDARTS-RND鳥昌
ミュージックレストラン浜
はっちゃん
マクドナルド 相模原古淵店
もんじゃ焼きお好み焼き大和
かっぱ寿司 相模大野店
かつや相模大野店
東京とろろそば相模大野店
CLOVER(クローバー)
しゃぶ葉 相模大野駅北⼝
お好み焼 じゅげむ
やよい軒相模大野店
ケンタッキーフライドチキン ライフ相模大野駅前店
サーティワンアイスクリームボーノ相模大野SC店
HUB相模大野店
松のや相模大野店
松屋 相模大野店
ぎんざ若松
サンマルクカフェbono相模大野店
倉式珈琲店ボーノ相模大野店
はなまるうどんボーノ相模大野店
てんやボーノ相模大野店
リンガーハットボーノ相模大野店
えびくらぶ
すき家 bono相模大野店
真紀
清勝丸 相模大野店
もつ焼きのやまちゃん
タリーズコーヒー bono相模大野店
つきじ宮川本廛
海鮮料理 魚さだ
焼肉・ホルモン ぼなぺてぃ
⽇高屋 ボーノ相模大野店
グリルフクヨシ

住所

電話番号

相模原市南区古淵2-17-3 渋谷ビル地下1階1号 042-707-8467

相模原市南区古淵2-18-1 ⼭政ビル1階
相模原市南区古淵2-18-3
相模原市南区古淵2-18-3
相模原市南区古淵2-18-3 ⼭政第一ビル1階
相模原市南区古淵2-18-3 ⼭政ビル
相模原市南区古淵3-1-3 KMレジデンス1階A

相模原市南区古淵3-6-21 ビクトリー2-1階

相模原市南区古淵3-7-20
相模原市南区古淵3-9-8
相模原市南区古淵3-13-28
相模原市南区古淵3-13-33
相模原市南区古淵3-13-33
相模原市南区古淵3-13-33
相模原市南区古淵3-13-33
相模原市南区古淵3-13-33 イトーヨーカドー古淵店1階

相模原市南区古淵3-16-14
相模原市南区古淵3-19-21-1-B
相模原市南区古淵3-33-18
相模原市南区古淵4-8-10
相模原市南区古淵4-10-16
相模原市南区古淵4-10-21
相模原市南区古淵5-13-13
相模原市南区古淵5-20-6
相模原市南区古淵6-1-26 101
相模原市南区古淵6-3-12
相模原市南区相模大野1-5-12
相模原市南区相模大野1-25-3
相模原市南区相模大野2-8-4
相模原市南区相模大野2-8-4
相模原市南区相模大野2-16-20
相模原市南区相模大野2-22-16
相模原市南区相模大野3-1-14 ⾦⼭ビル
相模原市南区相模大野3-1-33
相模原市南区相模大野3-2-1
相模原市南区相模大野3-2-1
相模原市南区相模大野3-2-1-105 ボーノ相模大野1階
相模原市南区相模大野3-2-1 BONO相模大野ノースモール202

相模原市南区相模大野3-2-1 ボーノノースモール1階
相模原市南区相模大野3-2-106 BONO相模大野サウスモール1階

相模原市南区相模大野3-2
相模原市南区相模大野3-2
相模原市南区相模大野3-2 bono相模大野2階
相模原市南区相模大野3-2 ボーノ相模大野ノースモール1階
相模原市南区相模大野3-2 ボーノ相模大野ノースモール2階

相模原市南区相模大野3-3-1 ボーノ相模大野
相模原市南区相模大野3-3-2-203 bono相模大野

相模原市南区相模大野3-3-2 ボーノ相模大野
相模原市南区相模大野3-3-2 ボーノ相模大野A-219（株式会社成匠）

相模原市南区相模大野3-3
相模原市南区相模大野3-3 bono相模大野SouthMall 2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール1階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-28/39

042-776-3976
042-750-4081
042-707-1834
042-768-0397
042-750-2228
－
042-776-5620
042-755-2098
042-757-6551
042-704-7901
042-758-0421
042-750-3131
－
042-730-6870
042-768-9820
042-707-7707
－
042-765-2677
042-769-0232
050-3134-0915
042-707-1290
042-746-4375
042-742-0392
－
042-743-9366
042-851-6873
042-742-5581
042-749-1021
042-765-0772
－
042-765-7277
042-749-6160
042-702-2356
042-701-8071
042-705-3178
042-701-4582
042-702-6051
042-767-5009
042-749-4832
0427-01-0309
042-705-4309
042-765-8870
042-767-2239
042-702-5350
042-766-1175
0120-498-007
042-743-7038
042-705-5993
042-705-9340
042-701-4452
042-705-2601
042-742-7762
042-748-8670
042-748-1611
042-705-9222

店舗名
芳⾹園 相模大野店
⽼舗居酒屋ガクさん
ビストロリコスタンド
クアトロクオーリ相模大野店
おたべ菜
しゃぶしゃぶ牛太相模大野店
フォレスティコーヒー相模大野店
ゴンチャ相模大野店
マクドナルド ⼩⽥急相模大野駅店

住所
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階
相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野サウスモール2階

相模原市南区相模大野3-8-1
相模原市南区相模大野3-8-1
相模原市南区相模大野3-8-1
相模原市南区相模大野3-8-1
スターバックスコーヒー⼩⽥急相模大野ステーションスクエア店 相模原市南区相模大野3-8-1
⼩⽥急ホテルセンチュリー相模大野
相模原市南区相模大野3-8-1
新福記 相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1-7階
相模原市南区相模大野3-8-1
⼩⽥急相模大野ステーションスクエアA館7階
牛たん焼き仙台辺⾒相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 ⼩⽥急相模大野ステーションスクエアA館 8階
洋麺屋五右衛門相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 ⼩⽥急線相模大野駅下りホーム
箱根そば相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア
ラーメン暖暮 相模大野店
ドトールコーヒーショップ相模大野ステーションスクエア店 相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア3階
エクセルシオールカフェ相模大野ステーションスクエア店 相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア4階
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア5階
マウカメドウズ相模大野ステーションスクエア店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア7階
アンカーズ 相模大野ステーションスクエア店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア8階
和幸 相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館7階
ダッキーダックキッチン相模大野駅ビル店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8階
レッドドラゴン 相模大野ステーションスクエア
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8階
つづらお相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8階
四六時中 相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館 8階
ローカルインディア相模大野ステーションスクエア店
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8階
相模大野ぱすたかん
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8階
海鮮処寿し常相模大野ステーションスクエア店
相模原市南区相模大野3-8-21 相模大野ステーションスクエアA館4階
カフェ・ド・クリエ 相模大野ステーションスクエア店
餃子房チャイナドール 相模大野店
相模原市南区相模大野3-9-1-6階
相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野モアーズ6階
ゴーゴーカレー相模大野モアーズスタジアム
相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野モアーズ6階
サイゼリヤ 相模大野モアーズ店
相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野モアーズB1階
スシロー相模大野モアーズ店
相模原市南区相模大野3-9-1 第2角屋ビル2階
カラオケルーム歌広場 相模大野店
辛麺真空 相模大野
相模原市南区相模大野3-9-1 モアーズ6階
レストランポムルージユ
相模原市南区相模大野3-10-1 ラック2階
吉野家相模大野駅前店
相模原市南区相模大野3-10-8
牛繁 相模大野店
相模原市南区相模大野3-10-8-2階
相模原市南区相模大野3-11-3 ルミエール相模大野101
CoCo壱番屋⼩⽥急相模大野駅前店
相模原市南区相模大野3-11-4 相模大野駅前ビル
⽇高屋 相模大野店
カラオケ館相模大野駅前店
相模原市南区相模大野3-11-7
とり家ゑび寿 相模大野店
相模原市南区相模大野3-11-9 藤ビルB1
相模原市南区相模大野3-11-10 クレスト三喜301
パブ イディア
相模原市南区相模大野3-11-10 クレスト三喜4階
スクラブスター
さんなん坊
相模原市南区相模大野3-11-12
トロワアンジュ
相模原市南区相模大野3-11-12-2階
MOLUCCELLA
相模原市南区相模大野3-11-18-2階
相模原市南区相模大野3-11-18 ⽵⼭ビル1階
串カツ⽥中 相模大野店
武⾻家相模大野店
相模原市南区相模大野3-12-4
角屋⾷堂
相模原市南区相模大野3-12-5
相模原市南区相模大野3-12-5 角屋ビル6階
Karaoke Bar M
マクドナルド 相模大野駅北⼝店
相模原市南区相模大野3-12-6
九州魂相模大野店
相模原市南区相模大野3-12-6
牛角相模大野店
相模原市南区相模大野3-12-6 VIA2階
はなの舞相模大野店
相模原市南区相模大野3-12-6 VIA5階
相模原市南区相模大野3-12-6アポロ相模大野ビル七階
Bar Ruddy090
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-29/39

電話番号
042-705-9133
042-743-4149
042-705-1780
042-767-2636
042-705-5130
042-767-1335
042-744-6526
042-767-1452
042-767-1151
042-767-1080
042-767-1111
042-705-6131
042-767-1311
042-767-1396
042-744-5651
042-767-1093
042-767-1261
042-767-1251
042-767-1068
042-767-1260
042-767-1406
042-767-1315
042-767-1496
042-767-1394
042-767-1057
042-767-1079
042-767-1390
042-767-1234
042-767-1377
042-747-1317
042-748-5955
042-701-8571
042-767-7230
042-746-0051
－
042-746-9980
042-701-8026
042-701-3129
042-767-3557
042-749-4116
042-767-5420
042-705-8838
042-740-9799
042-765-2622
042-740-2580
042-740-7773
042-765-2105
042-851-6339
042-749-2602
042-742-3705
042-705-7200
042-765-3283
042-701-3066
042-767-8929
042-701-6208
－

店舗名
ジョリーマアム
快活CLUB相模大野駅前店
もつ焼かめや
中国ラーメン揚州商人 相模大野北⼝店
くいもの屋わん相模大野店
偕楽亭
オードヴィー
Snack ナナ
よゆう灼々相模大野店
パブ・ニューキャメル倶楽部
珠ちゃん
フォルツァ
焼肉アボジ
善吉醸し屋
相模大野カラオケUNO
炭火串焼 鳥穂
京懐石りほう
北海道らーめん麺処うたり相模大野店
いきなりステーキ相模大野店
目利きの銀次相模大野北⼝駅前店
0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭相模大野店
Tanto
かめや別館もつ焼こがめ
MARLEYSTAR DINING
Sports restaurant &Bar KLASS
イタリアンガーデン
すし魚菜かつまさ
やきとり倶楽部 相模大野店
十割そば家 みつば
磯丸⽔産相模大野店
居酒家げんちゃん
スターバックスコーヒー相模大野レガロ店
鳥貴族相模大野店
JACK相模大野店
三うら 相模大野店
さくら家
いしかわや相模大野店
肉煮⼲中華そば 鈴⽊ラーメン店
3びきの仔ねこ
ドトールコーヒーショップ 相模大野コリドー街店
Italian Kitchen VANSAN 相模大野店
waffle shuffle
鳥海⼭ 相模大野店
ラーメン⾷堂 がんや
ル プティオルム
TIGER TEA
Le Lapin Vert
から揚げ専門店すごいっ⼿羽
相模大野アコパ
家系ラーメン クックら
カーブドアズマヤ
エスニックレストラン アニタ
naruco cafe
e-Burgers
うどん処 らんまん
鉄弖亭

住所
相模原市南区相模大野3-12-9-2階
相模原市南区相模大野3-12-10
相模原市南区相模大野3-12-12 セントラルプラザ地下一階

相模原市南区相模大野3-12-14池⽥ビル
相模原市南区相模大野3-12-15-2階
相模原市南区相模大野3-12-17伊東ビル1階
相模原市南区相模大野3-12-17 伊東ビル2階
相模原市南区相模大野3-12-17 伊東ビル地下
相模原市南区相模大野3-12-18 アライビル1階
相模原市南区相模大野3-12-18 アライビル5階
相模原市南区相模大野3-12-18 アライビル6階

相模原市南区相模大野3-12-19大原ビル1階

相模原市南区相模大野3-12-20
相模原市南区相模大野3-12-20-2階
相模原市南区相模大野3-13-2 UNOビル5階
相模原市南区相模大野3-13-6 マキノビル1階

相模原市南区相模大野3-13-13
相模原市南区相模大野3-14-2
相模原市南区相模大野3-14-7
相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO 1階

相模原市南区相模大野3-14-9 ILCIERO2階
相模原市南区相模大野3-14-9 イルシエロビルB1
相模原市南区相模大野3-14-10 第⼆⾜⽴ビル1階

相模原市南区相模大野3-14-16

相模原市南区相模大野3-14-17 SAビル1階

相模原市南区相模大野3-15-8
相模原市南区相模大野3-15-10
相模原市南区相模大野3-15-10
相模原市南区相模大野3-15-16-2階
相模原市南区相模大野3-15-17 AFAAJAPAN相模大野ビル1,2階

相模原市南区相模大野3-15-18 グリーンコート相模大野2階

相模原市南区相模大野3-16-1 レガロ1階
相模原市南区相模大野3-16-8
相模原市南区相模大野3-16-8 草柳ビル3階
神奈川県相模原市南区相模大野3-16-8

草柳ビル１F

相模原市南区相模大野3-16-9 新⽥ビル1階
相模原市南区相模大野3-16-19 新⽥ビル2階

相模原市南区相模大野3-18-3

相模原市南区相模大野3-18-3 新井ビル3階
相模原市南区相模大野3-18-11相模大野コリドー街ビル1階

相模原市南区相模大野3-19-13 アーベイン相模102号
相模原市南区相模大野3-19-15 サンハイツ相模大野1階

相模原市南区相模大野3-23-3
相模原市南区相模大野5-13-5
相模原市南区相模大野5-26-8-102
相模原市南区相模大野5-26-8KSビル101
相模原市南区相模大野5-27-2 大渕店舗1階
相模原市南区相模大野5-27-3今泉ビル1階
相模原市南区相模大野5-27-4-2階
相模原市南区相模大野5-27-5東屋ビル
相模原市南区相模大野5-27-12
相模原市南区相模大野5-27-12 東屋ビル1階
相模原市南区相模大野5-27-12 東屋ビル2-2階

相模原市南区相模大野5-27-14
相模原市南区相模大野5-27-17-102
相模原市南区相模大野5-27-17 エミナンサガミ103

※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
042-749-3623
042-701-9388
042-746-8905
042-740-9081
042-767-5877
042-742-3690
042-765-5660
－
042-748-5253
042-743-6810
042-851-6360
042-744-4993
042-742-4583
042-765-2094
042-741-7698
042-705-9863
042-745-4111
042-741-1332
042-711-6729
042-746-6088
042-705-1482
042-749-0288
042-705-4706
042-705-7711
042-765-4755
042-742-5279
042-749-0344
03-3777-5560
042-744-5750
042-702-6555
042-705-7782
042-740-1251
042-748-2660
042-851-5089
042-744-8525
042-743-7788
042-744-4566
042-854-3333
－
042-749-2600
042-767-2073
－
042-748-9008
－
042-851-6630
042-705-6669
042-705-6202
042-705-2788
－
042-851-6263
042-742-3357
042-853-5791
042-745-0037
042-705-6222
042-851-5044
042-705-6360

店舗名
中国料理 昌⿓飯店
SOIGAPAO
モコのキッチン
らぁ麺 吉凛 相模大野店
吉好亭
セレス千代⽥相模大野
更科
焼肉 アリラン
煮込み屋ミヤコ
コケットママン
創作居酒屋ちゃくら
モンクス
PIZZERIAOASI
一源〜ICHIGEN〜
隠れ屋個室と新鮮魚貝 魚炉魚炉
でめきん
Sofia
ヨイトヤ
リュービ
NIGHTLOUNGELAFINE
いくどん相模大野店
ラーメン⼆郎 相模大野店
串焼酒場たけし
お好み焼き まるう
レストラン ルルポ
おむすび cafe EMMUSUBI
cafetsumuri
Do-tun
⼿打そばさん晴
蕎⻨切り ほしの
居酒屋 磯
江⼾っ子
スナック 安芸
前菜屋 とうがらし
きまぐれアンアン
イタリア⾷堂Fagotto
焼肉⼋起
鰻家
よってけれ
エクアス
スナックセレナード
Live Bar あずましぃ
交流サロンフェリーチェ
ラウンジ舟つき
⼋重ちゃん
Restaurant BAN
焼肉ばん
ガスト 相模大野駅前
ワイン⾷堂OWVO
花だより
角打よっち
割烹スタンド うお⻁
しゅうまい酒場やす
すき家 相模大野駅南⼝店
麺処 よしひで 相模大野店
富穂寿司

住所
相模原市南区相模大野5-28-13
相模原市南区相模大野5-29-10-1 shinoplaza1階

相模原市南区相模大野6-5-7
相模原市南区相模大野6-7-9 サーティーフォー相模大野ビル1階

相模原市南区相模大野6-9-1 鈴⽊ビル1階
相模原市南区相模大野6-9-24
相模原市南区相模大野6-9-29
相模原市南区相模大野6-10-3
相模原市南区相模大野6-10-15アドバンスフジ1階

相模原市南区相模大野6-13-7
相模原市南区相模大野6-13-7
相模原市南区相模大野6-13-7-2階
相模原市南区相模大野6-13-8
相模原市南区相模大野6-13-8-1階
相模原市南区相模大野6-13-8-2階
相模原市南区相模大野6-14-8MKプラザ1-3
相模原市南区相模大野6-14-8 MKプラザ1-4号
相模原市南区相模大野6-14-8MKプラザ1No.1

相模原市南区相模大野6-14-8 MKプラザ1階
相模原市南区相模大野6-14-8 MKプラザⅠ 2-6

相模原市南区相模大野6-14-9
相模原市南区相模大野6-14-9
相模原市南区相模大野6-14-9MKプラザ2
相模原市南区相模大野6-15-10-101
相模原市南区相模大野6-15-28-103
相模原市南区相模大野6-15-28 シュバルブラン102

相模原市南区相模大野6-15-30-2
相模原市南区相模大野6-15-43
相模原市南区相模大野6-15-43
相模原市南区相模大野6-16-10
相模原市南区相模大野6-16-10
相模原市南区相模大野6-16-10 蔵ビル1階106号

相模原市南区相模大野6-16-10 蔵ビルNo2

相模原市南区相模大野6-16-14
相模原市南区相模大野6-18-11
相模原市南区相模大野6-19-8
相模原市南区相模大野6-19-25
相模原市南区相模大野7-1-3
相模原市南区相模大野7-1-3
相模原市南区相模大野7-1-3
相模原市南区相模大野7-1-3-3階
相模原市南区相模大野7-1-3-4階
相模原市南区相模大野7-1-3 ⻄ごおりプラザ7階

相模原市南区相模大野7-1-3 ⻄ごろりビル6

相模原市南区相模大野7-2-5
相模原市南区相模大野7-7-13 ウェルネスK 1階
相模原市南区相模大野7-7-13 ウェルネスK 1階

相模原市南区相模大野7-8-10大塚ビル
相模原市南区相模大野7-14-9
相模原市南区相模大野7-14-9 グリーンシティビル

相模原市南区相模大野8-2-1 SEビル1階
神奈川県相模原市南区相模大野8-2-1 SEビル1階

相模原市南区相模大野8-2-2-101
相模原市南区相模大野8-2-6 第一島ビル1階
相模原市南区相模大野8-2-16 プリモパラッツォビル1階

相模原市南区相模大野8-3-1 101

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-31/39

電話番号
042-743-2341
042-851-5598
－
042-705-3466
042-741-4117
042-851-6777
－
042-742-4954
042-738-2498
042-744-1775
042-765-6708
042-749-4516
042-705-8551
042-745-5439
042-745-5438
042-705-3327
042-705-3823
042-813-4652
－
042-705-9717
042-747-1910
042-815-1726
042-815-2994
042-766-7090
042-705-9905
042-705-2393
042-711-6953
042-747-5537
042-745-6844
042-741-6671
－
042-749-6850
－
－
042-869-2830
042-705-3690
042-748-2611
042-747-2553
042-744-6771
042-745-5020
042-746-7066
042-851-5840
－
－
042-742-1968
042-767-2851
042-767-2304
042-767-5654
042-866-3775
042-749-9945
042-714-5564
042-705-2756
－
0120-498-007
042-810-6064
042-743-5666

店舗名
BISTRO OG3
よなが
九⾥四⾥
居酒屋 味しま
広島⾵お好焼き しゃんと
Bar Jade
スターライト ハチのムサシ
canna
鳥清
アンジー
鮨ゆきむら
japnese dining ⻩柚子
ビストロ 然
焼肉⿊牛徳
ぬま⽥⾷堂 相模大野店
栄千
天麩羅 ほり井
相模大野 酒酒
⻄洋の台所HAMA
イルファボーレ
ボンボネーラ・リコ
TAIN MALT BAR
Come On (カモン)タイ料理店
しんしん亭
海鮮居酒屋 重
HUY HOANG ベトナム・アジア⾷品店
RYU GOLF RENGE BAR
居酒屋フクちゃん
なつめ亭
中華⾷堂 楽
宋将
麺処宥乃
十字園
つる家
ホルモンまさ
呑み処 菅ちゃん
鳥保
スナック アキタ
snack七
和
居酒屋つかさ
タイクルンテープ
えん
居酒屋ファミリー
パブ21世紀
気分や
ティーロックス
だがしあたーイエスマン
TOVICUS
酒処 一
時世時節
オダピザ!
KARIN
ムーンライト レゲエ バー
スナック愛華
北海本気ダコ

住所
相模原市南区相模大野8-3-1-105
相模原市南区相模大野8-3-1-203
相模原市南区相模大野8-3-1-205
相模原市南区相模大野8-3-1 ドミール相模大野1-D
相模原市南区相模大野8-3-1 ドミール相模大野1階-B

相模原市南区相模大野8-3-1 ドミール相模大野204
相模原市南区相模大野8-3-3 センチュリーk1ビルB1
相模原市南区相模大野8-3-3 センチュリーKIビル101A
相模原市南区相模大野8-3-3センチュリーKIビル101-B

相模原市南区相模大野8-3-3 センチュリーKIビル102
相模原市南区相模大野8-3-3センチュリーKIビルB1-101

相模原市南区相模大野8-3-7
相模原市南区相模大野8-3-7片⼭ビル1階
相模原市南区相模大野8-3-7相模大野片⼭ビル1階

相模原市南区相模大野8-3-10 鶴間ビル1階

相模原市南区相模大野8-4-2-1階
相模原市南区相模大野8-4-6
相模原市南区相模大野8-4-6
相模原市南区相模大野8-4-7 FTプラザ相模大野1階

相模原市南区相模大野8-6-16スカイビル1階
相模原市南区相模大野8-6-16スカイビル2階-A
相模原市南区相模大野8-6-16 スカイビル2階-B

相模原市南区相模大野8-8-13
相模原市南区相模大野8-14-1
相模原市南区相模大野8-14-1
相模原市南区相模大野8-14-4-1階
相模原市南区相模台1-1-3
相模原市南区相模台1-2-3
相模原市南区相模台1-7-3
相模原市南区相模台1-7-3
相模原市南区相模台1-9-5
相模原市南区相模台1-12-1光相マンション101

相模原市南区相模台1-12-2
相模原市南区相模台1-12-5
相模原市南区相模台1-14-3
相模原市南区相模台1-14-4
相模原市南区相模台1-14-4
相模原市南区相模台1-14-4
相模原市南区相模台1-14-4
相模原市南区相模台1-14-5
相模原市南区相模台1-14-5
相模原市南区相模台1-14-6
相模原市南区相模台1-14-10
相模原市南区相模台1-14-10
相模原市南区相模台1-14-13
相模原市南区相模台1-17-21
相模原市南区相模台1-19-16-B1階
相模原市南区相模台2-1-8
相模原市南区相模台2-2-2 ガーデンビル2-203

相模原市南区相模台2-2-2 ガーデンビルⅡ103

相模原市南区相模台2-2-2ガーデンビルII205

相模原市南区相模台2-2-8
相模原市南区相模台2-2-8 南海ビルNo12-101

相模原市南区相模台2-3-7 1階
相模原市南区相模台2-3-17-2階
相模原市南区相模台2-4-2 吉⾒ビル101

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-32/39

電話番号
042-765-2141
042-765-0803
042-744-9948
042-766-2031
042-749-1260
042-765-0515
042-740-1641
042-705-7566
042-744-6007
042-747-2917
042-766-1122
042-748-7595
042-767-3048
042-705-4727
042-705-6715
042-765-3425
042-740-4086
042-702-6488
042-767-7771
042-744-2204
042-705-2567
042-705-9909
042-765-5688
－
042-746-0735
－
－
－
042-814-7921
042-851-5956
042-748-3326
－
042-742-5434
042-744-1905
－
－
042-745-6012
042-745-2895
－
042-812-5448
－
－
－
－
042-748-8713
－
042-743-9167
－
042-743-9930
－
042-812-0220
042-705-7355
042-742-6639
042-705-2261
042-749-2687
042-705-2033

店舗名
松屋⼩⽥急相模原⻄⼝店
カラオケスナック⾠⺒
寅や
⾦魚Dining
居酒屋さくら
Cafe Calma
紀⼋
焼肉オックス
⽵寿司
焼肉はせ川
祭屋
扇屋
SPICEGANESH
すなっく郁
スナック カプリス
スナック蓮
綾
やきとりHOUSE 狸ばやし
BarGenius
⽇々の台所
中華 王
うどん家来夢
スナック秋桜
花・祭り
ほおず樹
くるまやラーメン 相模原下溝店
きよ寿し
マクドナルド⿇溝三和店
カラオケレストラン ⽥園
ダイニングバー元祖もこ
居酒屋みのり
道とん堀 ⿇溝店
居酒屋のんど
寿司 ⼩料理 江⼾ッ子
来来亭 下溝店
ブロッサムズ・カフェ
みゆき鮨
みかんの⽊
かや野
MEG
VEGGICUBEベジキューブ
やはち
やきとりとり鳥
だるま鮨
ホルモンショップ
⼋⻁
CBM
オールディーズ
ギョウザハウス マンキン
⽵乃屋
FLAP CHOP
opus.g
のみたや
カラオケ居酒屋くみ
スナック ちくば
スナック千鶴

住所
相模原市南区相模台2-4-6 K-フィネッサ
相模原市南区相模台2-4-8 有限会社深澤商会北ビル1階A
相模原市南区相模台2-4-9 ライオンズマンション相模台第⼆101号

相模原市南区相模台2-9-19
相模原市南区相模台2-13-6
相模原市南区相模台2-14-6 さがみスクエア102

相模原市南区相模台3-7-19
相模原市南区相模台3-14-18
相模原市南区相模台3-14-20
相模原市南区相模台4-11-6
相模原市南区相模台4-12-12
相模原市南区相模台4-14-20
相模原市南区相模台5-1-3
相模原市南区相模台5-1-3
相模原市南区相模台5-1-7 第2大東ビル104号

相模原市南区相模台5-1-11
相模原市南区相模台5-1-14
相模原市南区相模台5-1-14
相模原市南区相模台5-1-16
相模原市南区相模台5-10-1 メゾンY・S102号室

相模原市南区相模台6-16-16
相模原市南区相模台6-27-16
相模原市南区相模台7-18-13 和⽥マンション1階

相模原市南区相模台7-29-11
相模原市南区相模台7-39-8 KYビル203
相模原市南区下溝321-4
相模原市南区下溝595-6
相模原市南区下溝598-1
相模原市南区下溝599-8
相模原市南区下溝600-11
相模原市南区下溝606-1
相模原市南区下溝607-6
相模原市南区下溝756-5
相模原市南区下溝827-16
相模原市南区下溝2348-6
相模原市南区下溝3277 県⽴相模原公園内
相模原市南区新⼾1741-31
相模原市南区新⼾1930-1
相模原市南区新⼾1957-9
相模原市南区新⼾2087-1
相模原市南区新⼾3023-14
相模原市南区相南1-2-46
相模原市南区相南1-2-56
相模原市南区相南1-2-72 東和荘101
相模原市南区相南1-19-13
相模原市南区相南1-19-14
相模原市南区相南1-22-9 佐藤ビル1階
相模原市南区相南1-22-24
相模原市南区相南4-1-7
相模原市南区相南4-1-7 渡辺ビル1階
相模原市南区相南4-1-7渡邊ビル2階
相模原市南区相南4-1-12 101
相模原市南区相南4-1-13
相模原市南区相南4-1-25
相模原市南区相南4-1-25
相模原市南区相南4-1-25

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-33/39

電話番号
042-767-5070
－
042-705-1101
－
－
042-719-6708
042-749-4005
042-748-9913
042-742-5111
042-765-5858
042-746-3608
042-747-7732
042-705-9929
042-742-0678
－
042-744-5615
042-746-6535
042-743-7803
－
－
042-766-0230
042-766-0337
042-766-2693
042-705-5120
042-748-7927
042-777-1839
042-777-2525
042-777-8215
042-777-7130
042-778-7050
042-778-5575
042-711-4118
042-855-7273
042-778-0493
042-711-9914
－
046-253-0340
046-254-4622
046-252-7704
046-251-6403
046-259-2588
042-705-8775
042-765-1258
－
－
－
－
042-765-0918
042-746-5855
042-738-4557
042-740-7790
042-810-7045
－
－
042-705-3939
042-705-4741

店舗名
結
K
⼭真
⼆橋書店
飲み⾷い処ともちゃん
晩酌亭稲
Sagamihara欅
居酒屋とりとん
ホルモン焼かつら
off
タソム
いさみ
飲喰処 じゃばら
スナックちょっとまって
スナック蘭
スナックまゆみ
居酒屋とりとん本店
ON THE BEAT
助六
奴⼒
kisso
やきとり五鉄
ASIAN BBQ RESTAURANT
御⾷事処むらみや
あずま家
スナック ミニ
GEMINI resto&BAR
中国料理 吉祥楼
PUB ALL
大衆酒場め組家
Black Monks
洋⾷居酒屋deep
ふくだ
TRIPLE D
石⼭商店
はなはな
とんかつ さがみ
ん。
一扇
居酒屋 蜃気楼
寿司処 六ちゃん
晃陽軒
串カツ⽥中 ⼩⽥急相模原店
横浜家系ラーメン孝太郎
クラブ プラダ本店
コンセプトラウンジ クインカ
鳥貴族⼩⽥急相模原店
七輪焼肉安安⼩⽥急相模原店
九州うまかもんエビス⼩⽥急相模原店
Queen's
鮨銀時
南インド料理羊屋
焼鳥酒場とりくら
べじたばーる和韻
ライブスポット Take5
スナック コンビ

住所
相模原市南区相南4-1-25-2階
相模原市南区相南4-1-25⽇栄店舗2階
相模原市南区相南4-1-26
相模原市南区相南4-1-31
相模原市南区相南4-1-32
相模原市南区相南4-1-32
相模原市南区相南4-1-33
相模原市南区相南4-3-2
相模原市南区相南4-3-2
相模原市南区相南4-3-24
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-27
相模原市南区相南4-3-28 メゾンジャルダン102

相模原市南区相南4-3-29
相模原市南区相南4-3-29
相模原市南区相南4-3-30
相模原市南区相南4-3-32
相模原市南区相南4-3-32
相模原市南区相南4-3-33
相模原市南区相南4-3-33
相模原市南区相南4-3-34
相模原市南区相南4-3-34
相模原市南区相南4-3-34
相模原市南区相南4-6-8
相模原市南区相南4-6-11
相模原市南区相南4-8-1
相模原市南区相南4-8-2
相模原市南区相南4-8-2

NKビル1階

CSBLDG.202
CSビル1階
CSビル2階

相模原市南区相南4-22-15 第三コーポ大弘102
相模原市南区相南4-22-15 大三コーポ大弘101号

相模原市南区相南4-23-13
相模原市南区相南4-24-2
相模原市南区相南4-24-2シティメゾン101
相模原市南区相南4-24-3
相模原市南区相南4-24-30
相模原市南区相南4-24-44
相模原市南区相南4-24-51
相模原市南区相南4-24-51
相模原市南区相南4-24-54-3階
相模原市南区相南4-24-54-5階
相模原市南区相南4-24-54 駅前南海ビル1階
相模原市南区相南4-24-54 駅前南海ビル2階

相模原市南区相南4-24-56
相模原市南区相南4-24-56
相模原市南区相南4-24-56
相模原市南区相南4-24-56
相模原市南区相南4-24-56 第⼆島ビル1階
相模原市南区相南4-24-56 第⼆島ビル2階
相模原市南区相南4-24-56 第⼆島ビル2階
相模原市南区相南4-25-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-34/39

電話番号
042-705-3550
042-851-5220
042-746-0847
042-749-9345
－
042-744-9000
042-747-0139
－
－
－
042-812-5334
－
042-705-4747
－
－
042-705-7041
－
－
042-748-8836
042-766-4191
042-749-9455
042-741-9809
042-851-5569
042-702-8285
042-812-5199
－
－
042-748-8898
042-741-7108
042-742-2687
042-740-5108
042-765-3653
042-765-5818
042-814-3455
－
042-746-6114
－
042-744-5444
042-744-6910
042-766-5866
042-743-1265
042-744-7927
042-705-9094
042-705-2919
042-741-5578
042-741-5575
042-705-9655
042-701-0329
042-767-7717
042-851-5814
－
－
042-741-2693
042-738-3801
042-748-8170
042-746-6883

店舗名
⾷彩スナックどんぐり
フィガロ
居酒屋なか乃
居酒屋てんてん
居酒屋旅路
家庭料理華
大衆酒場 鳥壱
だいにんぐ カースル
居酒屋もんちゃん
居酒屋 ⽥草川
喫茶みかく相武台店
aﬀect-屋
天音
スナックKei
インド料理ロティボティ
出汁呑み屋 ゆうり
ふのよか⾷堂
cafe bar mk.
居酒屋 かたひら
居楽屋 和み
居酒屋 ⿓
⼩料理 梅鉢
カラオケスナック さとみん
スナック りあん
フォルテ
スナックかりん
居酒屋遊
やきとり大吉相武台店
旬薰美酒⾹ばしや
そば処 大菊
フォンターナ
モスバーガー原当⿇店
彩門
飄禄玉
徳樹庵相模原北⾥通り店
大むら
Oriental Cafe SUIREN
ガスト 相模原大沼
印度⾷堂なんかれ
甲斐味
勇志郎製麺
ぶらんこ
こーひーはうすJ
オールドヒッコリー東林間店
スナック 黎明
Dining Bar きらり
居酒屋さくら
ワインカフェマグノリア
スナック 酔恋
千花
Ku
居酒屋くぅ
星の砂
そば処あみや
味九州
鮨まるひろ

住所
相模原市南区相武台1-4-1
相模原市南区相武台1-4-1
相模原市南区相武台1-16-3 高柿ビル1-C
相模原市南区相武台1-16-3 タカガキ店舗B
相模原市南区相武台1-16-4 髙柿ビル1階
相模原市南区相武台1-17-4
相模原市南区相武台1-17-15
相模原市南区相武台1-18-7 相武台アイリス102

相模原市南区相武台1-19-9
相模原市南区相武台1-22-5
相模原市南区相武台1-23-9 TKビル1B
相模原市南区相武台1-24-9 横⼭ビル1階D号

相模原市南区相武台1-24-9 横⼭ビル2-C
相模原市南区相武台1-24-9横⼭ビル2階
相模原市南区相武台1-25-2 佐藤ビル2階
相模原市南区相武台1-25-4 マチアージュ102
相模原市南区相武台1-25-4 マチアージュ103号

相模原市南区相武台1-25-8 B1
相模原市南区相武台1-25-10
相模原市南区相武台1-25-10
相模原市南区相武台1-25-10
相模原市南区相武台1-25-10 第1しいのきビル1階
相模原市南区相武台1-25-10 第1しいのきビル2階
相模原市南区相武台1-25-10第一しいのきビル2階

相模原市南区相武台1-25-10 第1しいの⽊ビル1F

相模原市南区相武台1-26-6 石川ビル1階
相模原市南区相武台1-26-6 石川ビル1階
相模原市南区相武台3-19-9
相模原市南区相武台団地2-3-5
相模原市南区相武台団地2-3-5
相模原市南区相武台団地2-3-5
相模原市南区当⿇810-3
相模原市南区当⿇862-6
相模原市南区当⿇1594
相模原市南区⻄大沼4-5-14
相模原市南区東大沼3-15-18
相模原市南区東大沼3-30-42
相模原市南区東大沼3-32-1
相模原市南区東大沼3-32-14-1階
相模原市南区東大沼4-2-6
相模原市南区東林間2-15-7
相模原市南区東林間3-10-17
相模原市南区東林間3-19-6
相模原市南区東林間4-7-3
相模原市南区東林間4-11-7-102
相模原市南区東林間4-11-7 ネオメット東林間M201

相模原市南区東林間4-13-4
相模原市南区東林間4-31-5 三浦ビル1階(中)

相模原市南区東林間4-31-7
相模原市南区東林間4-31-7
相模原市南区東林間4-31-7
相模原市南区東林間4-31-7 新井店舗1号室
相模原市南区東林間4-39-3-508
相模原市南区東林間4-42-8
相模原市南区東林間4-43-10
相模原市南区東林間4-44-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-35/39

電話番号
046-257-3803
046-253-2087
046-259-5113
－
－
046-255-8234
－
046-206-5200
－
－
046-206-5899
046-254-0501
－
046-255-7550
046-240-6804
－
046-206-5258
046-240-0104
－
046-298-1355
046-252-0146
046-254-4487
046-204-8737
046-240-6501
090-7808-5530
046-251-8662
046-254-1561
046-252-2334
－
046-251-4661
－
042-777-7677
042-777-2247
042-778-1572
042-767-5766
042-745-0331
042-705-6730
042-765-7262
042-741-2585
042-742-3884
042-743-5875
－
042-743-3780
042-749-0172
－
042-745-2520
－
042-814-4548
042-853-5634
042-746-9878
042-702-9233
042-702-9233
－
042-742-5658
－
042-748-8787

店舗名
⼋剣伝東林間店
福家
スナック マキ
串酒場いっぽ
洋⾷キッチンフルハウス
BAR 和楽
ベランダ
カフェ&バー薪ストーブ
焼鳥炎家
スナックルパン
北酒場
オルディネカフェ
レストラン ラ フェット
ヤナギヤ
南イタリア料理店La pacchia
ナマステインドネパールレストラン
和バル あきも屋
居酒屋 わかば
セピア
スナック 優
つちの家
大衆割烹とりはる
⾹港苑
スナックえくぼ
さなえちゃん
だいにんぐまいど
つけ麺 王者
⾷彩割烹 紬
⻄古夢
炉端焼 畑
⾷事処久松
Cafe Live BAR J-Flexx
CAFEDEPETITE福豆
相南家
炭焼き螢
アジアンダイニングシムラン
まるに商店
焼肉武蔵
カラオケ スナック ⾥ごころ
飲み喰い処ぽんぽこ
居酒屋ひとやすみ
焼肉 源
かに村
⼩料理 のりこ
居酒屋とも
ほろ酔い わっぜ
蕎⻨カフェダイニングいろは
居酒屋すみ
やぶ久
らあめん一慶
上原⾷堂
スナック 渚
ステーキ屋 ひろ
スナック HIMAWARI
バンブーキッチン
⾷事処 峰

住所
電話番号
相模原市南区東林間5-1-6
042-701-0623
相模原市南区東林間5-1-10 重⽥ビル1階 －
相模原市南区東林間5-1-10 重⽥ビル3階 042-748-1478
相模原市南区東林間5-1-11
042-701-8312
相模原市南区東林間5-1-11
042-702-9067
相模原市南区東林間5-1-11 サンエイハイツ101 042-705-7575
相模原市南区東林間5-1-11 ストレプトカーパス1階 －
相模原市南区東林間5-2-3 東林間高橋ビル202 042-705-4831
相模原市南区東林間5-3-3
042-744-5105
相模原市南区東林間5-3-8-B階1
－
相模原市南区東林間5-4-2
042-749-7095
相模原市南区東林間5-4-8-2階
042-745-5070
相模原市南区東林間5-4-8 ベイロックスリービル1階 042-740-0161
相模原市南区東林間5-4-8 ベイロックスリービルB1 －
相模原市南区東林間5-4-9
042-765-5511
相模原市南区東林間5-5-3
042-705-3586
相模原市南区東林間5-8-4
042-705-5004
相模原市南区東林間5-8-4 第5くるみ莊B号室 042-765-0588
相模原市南区東林間5-9-8
042-765-5665
相模原市南区東林間5-9-8
042-744-9697
相模原市南区東林間5-9-8-105
042-767-2622
相模原市南区東林間5-10-2
042-742-0033
相模原市南区東林間5-11-3
042-746-4347
相模原市南区東林間5-11-4
－
相模原市南区東林間5-11-4 イントワークビル1階
042-745-0017
相模原市南区東林間5-11-4 イントワークビル1階 042-765-2426
相模原市南区東林間5-12-3
042-767-5616
相模原市南区東林間5-12-5
042-702-9338
相模原市南区東林間5-12-5-A号
042-746-4088
相模原市南区東林間5-12-8
042-748-5353
相模原市南区東林間5-15-4
－
相模原市南区東林間5-15-5
042-702-9314
相模原市南区東林間5-15-6 ヒルトン三浦1階 042-719-6096
相模原市南区東林間5-17-15
－
相模原市南区東林間5-17-15
042-705-6303
相模原市南区東林間5-17-15
042-745-1033
相模原市南区東林間6-6-11
－
相模原市南区東林間6-18-1
042-743-5670
相模原市南区東林間6-18-3
042-746-4368
相模原市南区東林間6-18-4
042-747-6309
相模原市南区東林間6-18-19
042-748-6548
相模原市南区東林間6-18-20
042-743-8094
相模原市南区東林間7-11-2
042-744-3902
相模原市南区東林間7-13-53
－
相模原市南区東林間8-2-8
－
相模原市南区双葉2-10-43-102
－
相模原市南区双葉2-17-7
042-744-6821
相模原市南区文京1-6-11
042-743-3363
相模原市南区文京2-19-7
042-745-8433
相模原市南区文京2-24-7
042-745-0339
相模原市南区文京2-24-12
042-743-6841
相模原市南区文京2-44-22
－
相模原市南区松が枝町2-3-7-201
042-742-3216
相模原市南区松が枝町8-11
042-748-6610
相模原市南区松が枝町8-12
－
相模原市南区松が枝町9-12
042-745-2421

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-36/39

店舗名
⽇本酒ステーション
ワインダイニング米⼭
相模原肉流通センター
Cafe&Bar Enjoy
大ちゃん
バークロコ
アデリータ⼩⽥急相模原店
一万城
喫茶みかく
アオイ・カラオケティールーム
Dining Bar GIFT with Magic
佳麗
麺屋 奨
炭火焼鳥 いっぽ
ビリヤード&ダーツ ココナッツ
や台ずし⼩⽥急相模原町
なごみスナックはるかぜ
BAR英泉
Dear my
カラオケまねきねこ⼩⽥急相模原店
バーミヤン ⼩⽥急相模原駅前
庄や⼩⽥急相模原店
家庭料理 杏
KITCHEN&Cafe TONTON
SHOTBAR J-WAVE
RustyNail
大衆割烹 誠
天丼てんや⼩⽥急相模原
肉汁餃子のダンダダン⼩⽥急相模原店
タコとハイボール⼩⽥急相模原店
喜助ラーメン
肉の佐藤⼩⽥急相模原店
舞
焼津 魚蔵
とんこつラーメン嘉一郎
吉列屋
スナック 彩花
ニューマリリン
グラバー
いくどん⼩⽥急相模原店
高遠
松屋⼩⽥急相模原店
お⾷事処 めめちゃん
⿓麺
Sagamihara欅HANARE
&you（旧︓クラブ美⽉）
MARIANNA
POPEYE
焼肉・ホルモン座ちからや（旧︓らーめん ふじ家）
ラーメン町⽥家 ⼩⽥急相模原店
KKレストラン
膳misono
大松すし
炭火焼ホルモン秀
松ぼっくり
ガスト 相模原南台

住所
相模原市南区松が枝町9-14
相模原市南区松が枝町13-12
相模原市南区松が枝町15-11
相模原市南区松が枝町15-15
相模原市南区松が枝町16-1
相模原市南区松が枝町16-3 岡本ビル2階
相模原市南区松が枝町16-10-2階
相模原市南区松が枝町16-10
相模原市南区松が枝町16-10
相模原市南区松が枝町16-13 中央ビル3階
相模原市南区松が枝町16-20
相模原市南区松が枝町17-8 第⼆大栄ビル地下1階

相模原市南区松が枝町17-10
相模原市南区松が枝町17-10
相模原市南区松が枝町18-14NT松が枝ビル2階

相模原市南区松が枝町18-14 松ヶ枝ビル1階
相模原市南区松が枝町19-8めろんはいむ101
相模原市南区松が枝町19-8メロンハイム103
相模原市南区松が枝町19-8めろんはいむ202

相模原市南区松が枝町21-6
相模原市南区松が枝町21-12
相模原市南区松が枝町21-12ハーヴェスト松が枝1階

相模原市南区松が枝町23-1
相模原市南区松が枝町23-1
相模原市南区松が枝町23-1 コスモ相模原101
相模原市南区松が枝町23-1コスモ相模原ビル103

相模原市南区松が枝町23-2
相模原市南区松が枝町23-3
相模原市南区松が枝町23-4
相模原市南区松が枝町23-5
相模原市南区松が枝町23-6
相模原市南区松が枝町23-7
相模原市南区松が枝町23-13-202
相模原市南区松が枝町23-13
相模原市南区松が枝町23-13美幸ビル102
相模原市南区松が枝町24-2
相模原市南区松が枝町24-2 高橋ビル1C
相模原市南区松が枝町24-4 ⻲井ビル2階
相模原市南区松が枝町24-4 桜庭ビル1階
相模原市南区松が枝町24-5第⼆関⼝ビル1階

相模原市南区松が枝町24-6
相模原市南区松が枝町24-6
相模原市南区松が枝町24-13
相模原市南区松が枝町24-15-1階
相模原市南区松が枝町24-15
相模原市南区松が枝町24-15 パークロード相模原5階
相模原市南区松が枝町24-15 パークロード相模原2階

相模原市南区松が枝町24-16
相模原市南区松が枝町24-17 桑原ビル1階
相模原市南区松が枝町25-15
相模原市南区松が枝町25-33
相模原市南区御園3-12-1
相模原市南区御園5-1-5
相模原市南区御園5-5-25
相模原市南区御園5-7-21
相模原市南区南台1-1-3

※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
－
－
－
042-851-5538
042-749-0870
－
042-749-4642
042-748-8969
042-705-5583
042-742-2916
042-745-0188
042-705-4788
042-705-3289
042-767-2955
042-711-6106
042-767-5818
042-741-2523
042-705-2505
－
042-766-6046
042-767-4105
042-742-4055
042-856-1510
042-741-7476
042-740-2002
042-743-6931
042-766-6689
042-701-5871
042-705-9110
042-711-6636
042-746-8368
042-705-5401
－
042-747-5573
042-814-8380
042-746-6809
－
042-744-7554
042-766-5685
042-766-5455
042-742-5444
042-765-7791
－
042-815-0213
－
042-745-1077
042-705-3301
042-705-2774
042-702-0648
042-742-2601
042-765-6227
－
042-745-5023
042-740-7286
042-812-6201
042-765-7073

店舗名
蕎⻨処ないとう
EVAy BAR & GRILL（旧︓Lucy's SNACK BAR）
浪花っ子
旬彩
シャンハイロー
JINJYA-MAE
ココス⼩⽥急相模原店
ドトールコーヒーショップ⼩⽥急相模原店
紅高粱⼩⽥急相模原店
ポポラマーマ⼩⽥急相模原店
ミサン
海鮮矢まと⼩⽥急相模原店
マクドナルド ⼩⽥急相模原駅店
スナック 桐
ストマック
AVENIR
インド料理LASANI
酒と焼鳥 ぶあいそ（旧︓炭火焼鳥 ばか大将）
モスバーガーペアナードオダサガ店
L3 Oyatsu&Café
上島珈琲店ペアナードオダサガ店
大⼾屋ごはん処 ⼩⽥急相模原店
サイゼリヤ ⼩⽥急相模原駅前店
家のキッチン.
牛繁 ⼩⽥急相模原店
おがまる
Party's
炭火焼鳥さくら
肉とワイン居酒屋Acorn
@Link
旬鮮酒場NOBU
バー まごころ
プラス+1
居酒屋倶楽部 ふうりん
スナック トップ・ドゥ
焼肉 ⼭⽔苑
ろばた焼 いろり
スナック友
とんかつことぶき
Kei
すし太郎
増屋
居酒屋ハッピー
居酒屋 いおり
ウイグル料理天⼭
キッチンハウスティモ
ALONA 居酒屋あろーな
大衆酒場譲
銀華
ふじ
TEAMR'SBYRAICHOU
ジョナサン 相模原若松
居酒屋 城
スナックペアペア
火⼭岩 焼肉ハウス 栖
いっぽ

住所
相模原市南区南台1-4-22
相模原市南区南台3-4-1
相模原市南区南台3-4-45
相模原市南区南台3-15-14-1-B
相模原市南区南台3-16-12
相模原市南区南台3-16-18
相模原市南区南台3-20-1
相模原市南区南台3-20-1
相模原市南区南台3-20-1-3階
相模原市南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ3階
相模原市南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ3階
相模原市南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ3階

相模原市南区南台3-20-1 ラクアルオダサガ2階

相模原市南区南台4-15-5
相模原市南区南台4-16-10 ⽥中ハイツB
相模原市南区南台5-9-1 林ビル1-B
相模原市南区南台5-10-8 相模台整⾻院ビル2階

相模原市南区南台5-10-10
相模原市南区南台5-11-19
相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサガ204
相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサガ208

相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサガ2階

相模原市南区南台5-11ペアナードオダサガ2階

相模原市南区南台5-12-11 Blume1階
相模原市南区南台5-12-16 Kフラット1階
相模原市南区南台5-12-16Kフラット2階
相模原市南区南台5-14-15
相模原市南区南台5-14-18
相模原市南区南台5-14-21 よろづや2号館101
相模原市南区南台5-14-21 よろづや2号館102

相模原市南区南台5-15-11相模屋ビル1階
相模原市南区南台5-21-11
相模原市南区南台5-21-15
相模原市南区南台5-21-16
相模原市南区南台5-21-16
相模原市南区南台5-21-16
相模原市南区南台5-21-18
相模原市南区南台5-21-19
相模原市南区南台5-21-21
相模原市南区南台5-22-12
相模原市南区南台6-1-17
相模原市南区南台6-8-22
相模原市南区南台6-9-13
相模原市南区南台6-17-18
相模原市南区南台6-17-21
相模原市南区南台6-17-22
相模原市南区南台6-17-23
相模原市南区南台6-18-16オーロラ相模原ビル1階

相模原市南区南台6-18-19
相模原市南区豊町14-6
相模原市南区豊町14-6
相模原市南区若松2-21-39
相模原市南区若松3-9-4
相模原市南区若松3-21-8
相模原市南区若松3-32-4
相模原市南区若松3-32-24

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-38/39

電話番号
042-747-7140
－
042-746-4301
－
－
－
050-3529-3362
042-701-5100
042-748-8085
042-745-5711
042-851-5596
042-746-1217
042-766-0254
042-744-1266
－
042-745-3030
042-747-2979
042-705-4760
042-676-2688
－
042-851-5041
042-705-4588
042-701-1021
042-749-8333
042-701-4429
042-705-3116
042-743-0351
042-766-2139
042-702-9415
－
042-705-7143
－
042-705-3396
042-765-3065
－
042-746-3694
042-744-1548
042-748-8841
042-748-5567
042-742-0919
042-746-3630
042-742-7195
042-744-1865
－
042-767-0290
042-749-1162
－
042-711-6789
042-742-3960
042-743-5846
－
042-767-3220
042-745-5040
－
－
042-705-7899

博多一番
焼肉ライク相模原若松店
葵亭

店舗名

中華 ホシ

住所
相模原市南区若松4-12-6
相模原市南区若松4-12-8
相模原市南区若松5-2-13

電話番号
042-748-2323
042-701-7161
－

相模原市南区若松5-18-4

042-744-9228

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
相模原-39/39

