神奈川マスク飲⾷実施店認証制度認証店舗⼀覧（湘南地域）
店舗名

ペコリーノ
串焼き市場
酔心
スナック アキ
とりとも
田中屋
Lounge CeRiA ラウンジチェリア
Pub流
Cafe&Bar Lotta平塚店
パイプライン
ニューソウル
SHOTBARCHEERS
クラブパームス
クラブ デューク
たきち
Takichiベース GAJA
⽇本料理 樹勢
ラウンジ神楽
ラウンジ Shion
パブM&M
再会
写楽
川万
居酒屋 都夢
なまらうまいっしょ平塚駅北⼝店
Funny Sunset
Dining BAR Lily
菊水
ニュールビアン
オリオン
フィリピンクラブ 安
パブ サテンドール
ティアラ
NABEDOKORO縁
AMY
ラウンジまりえ
すなっく花ゆら
クラブオリーブ
Lounge &.
酒処関
スナック 湘南倶楽部
パブスナックグランブルー
とまり木 Zen
LULU
MIX bar ETERNAL
snack Kana
酒処 京子
天ぷらと地酒清(きいやん)
CAFEBAR1215TWELVEFIFTEEN
スナックai
おいで
korea29
上海郷
家庭料理 市田

2022年10⽉28⽇現在

住所

電話番号

平塚市明石町1-26 ホテルリブマックス1階 0463-24-2880

平塚市明石町1-32
平塚市明石町2-6
平塚市明石町4-11 森ビル1階
平塚市明石町5-3
平塚市明石町6-1-1階
平塚市明石町6-2 エムズ湘南102
平塚市明石町6-2 エムズ湘南1階101号室
平塚市明石町6-2 エムズ湘南2階
平塚市明石町6-4
平塚市明石町6-4
平塚市明石町6-4 相湘20明石町ビル3階
平塚市明石町6-20 一剣明石ビル
平塚市明石町6-20 一剣明石ビルB1
平塚市明石町6-21 プラーズ明石町1階
平塚市明石町6-21 プラーズ明石町2階
平塚市明石町7-2
平塚市明石町7-21-3階
平塚市明石町7-21 加瀬ビル174-1階
平塚市明石町7-21 加瀬ビル174 2階
平塚市明石町7-21 加瀬ビル174-5階
平塚市明石町7-21 加瀬ビル4階
平塚市明石町9-1
平塚市明石町9-5
平塚市明石町9-23
平塚市明石町11-2-1階
平塚市明石町11-2-2階
平塚市明石町11-5
平塚市明石町11-9
平塚市明石町11-9 さくらビル3階
平塚市明石町11-13 秋池ビル1階
平塚市明石町11-14 湘南NIビル3階
平塚市明石町11-14 村松ビル2階
平塚市明石町11-15 ジュネスパート1-101
平塚市明石町11-15 ジュネスパート1-102
平塚市明石町11-15 ジュネスパート1-201
平塚市明石町11-15 ジュネスパート1-205
平塚市明石町11-20
平塚市明石町12-2-2B
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ101
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ102
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ2階A
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ2階D
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ3-C
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ3階A
平塚市明石町12-2 ファーストハイツ3階B
平塚市明石町12-4
平塚市明石町12-4 岡本店舗1
平塚市明石町12-15
平塚市明石町13-1
平塚市明石町13-6
平塚市明石町13-8-1-3

0463-71-5830
0463-21-3020
－
0463-24-5721
0463-21-1430
－
0463-73-7718
0463-51-6868
－
－
0463-22-3001
0463-24-0151
0463-24-6671
0463-26-7077
0463-21-9747
0463-22-1997
0463-23-5447
0463-59-9953
0463-21-5025
－
0463-22-4141
0463-21-0633
0463-23-8303
0463-79-8144
0463-67-6112
0463-74-5513
0463-22-3379
0463-23-8006
－
－
0463-86-6301
－
－
0463-72-7177
0463-79-8117
0463-24-4446
0463-22-7259
0463-22-7423
0463-86-6251
－
0463-24-5065
－
0463-72-7430
0463-75-8009
0463-74-6240
－
0463-21-6812
0463-63-0090
0463-59-9798
0463-21-2928
0463-23-9529
平塚市明石町13-8 ライズエステートビル101
－
平塚市明石町13-8 ライズエステートビル102
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-1/86

店舗名
ひらり
スナック 美⽉
天よし
Singers Bar なないろ
スナック ⻘森
凜
炭火焼きホルモンけんちゃん
ホルモン酒場 丸笑
Sili's
呑んべー処のぢハウス
焼肉 幸乃羽
スナック 樹⾥花
スナック パラータ
スナックみけ
かっぱ
スナック 仲間
アンジュ
味心
食彩酒房あおば
焼肉 美乃和
酔扶
酒肴 ひでいち
旬酒和食 芳べえ
マグショットバー&グリル
スナック こっちきんしゃいよぉー
パブ&スナックジュピター
鳥松
お番菜あや
スナックりの
スナックここ
NEW 恩志
Lounge Mure
遊TOO
LDK Rarf
シンデレラ
漢江
snack nine9
パブサーティ
カラオケ居酒屋ピョン
れい
グランマ
あめり
わらじ
いつき
スナック ニューバッカス
向⽇葵
大衆酒場かくや
すし善
ベルダ
ヴィネリア・ドッピア・アッカ
サランバン
arch
ハルビン
牡丹
創作料理 彩
パブスナック 友久枝

住所

電話番号

平塚市明石町13-8 ライズエステートビル201 0463-24-0229
平塚市明石町13-8 ライズエステートビル202 0463-73-5956

平塚市明石町13-14 杉本ビル1階
平塚市明石町13-14 杉本ビル2階
平塚市明石町13-14 杉本ビル2階
平塚市明石町14-8
平塚市明石町14-12
平塚市明石町14-13-1階
平塚市明石町14-13
平塚市明石町14-15 明石第一ビル1階
平塚市明石町14-22
平塚市明石町19-6
平塚市明石町19-6 森山ビルB
平塚市明石町19-8
平塚市明石町19-8
平塚市明石町19-16
平塚市明石町19-18
平塚市明石町19-18
平塚市明石町19-24 飯塚ビル2階
平塚市明石町20-1
平塚市明石町21-9
平塚市明石町21-9 第一鈴木ビル1-2号
平塚市明石町21-9 第一鈴木ビル1号室
平塚市明石町21-10
平塚市明石町21-10 第⼆鈴木ビル

平塚市明石町21-10 第⼆鈴木ビル2階203号室

平塚市明石町21-23
平塚市明石町22-3 ナイスアーバン湘南明石1階

平塚市明石町22-8
平塚市明石町22-8
平塚市明石町22-8
平塚市明石町22-11 BZセブンビル1階
平塚市明石町22-11 BZセブンビル201
平塚市明石町22-11 BZセブンビル202
平塚市明石町22-11 BZセブンビル301
平塚市明石町22-11 BZセブンビル302
平塚市明石町22-11 BZセブンビル402
平塚市明石町22-12-1階
平塚市明石町22-12
平塚市明石町22-12 福田ビル1-2
平塚市明石町22-12 福田ビル1階
平塚市明石町22-13
平塚市明石町22-13
平塚市明石町22-14
平塚市明石町22-15
平塚市明石町22-17
平塚市明石町22-17
平塚市明石町22-20
平塚市明石町22-21 ファーイーストビル2階南

平塚市明石町22-21村沢ビル1階
平塚市明石町22-23-1階
平塚市明石町22-23 エスアール第2ビル2階
平塚市明石町22-28
平塚市明石町23-2
平塚市明石町23-3 アーバンハイム1階
平塚市明石町23-4 ニックアーバンハイム105

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-2/86

0463-24-9191
0463-24-6924
－
0463-21-6776
0463-23-7855
0463-45-5181
－
－
0463-74-5529
－
－
－
－
0463-22-3109
0463-24-0378
0463-23-5577
－
0463-21-1298
0463-23-5778
0463-73-8826
0463-23-4355
－
－
－
0463-22-3849
－
－
0463-21-9388
0463-73-6658
0463-22-9800
0463-22-6671
0463-75-9398
－
0463-22-7921
0463-79-8633
0463-24-3771
－
0463-21-1027
－
－
－
－
－
－
0463-24-3335
0463-22-0135
0463-72-8680
－
－
0463-51-6151
0463-68-3634
－
0463-22-5111
0463-23-1179

店舗名
KitchenBalbaCaballero
星灯（旧︓無錫旅情）
ぽん吉
Pubスナックじゅん和来
はぐれチキン
スナック カトレヤ
酔鳥
大衆焼肉本店
蔵人
スナックMAUI
蛸五坪
ANPONTAN(アンポンタン)
allure
はつも
カフェ風
麺処まるよし
譲渡型保護ねこカフェにじのはし
はんなり
集いどころ Gussan
Cafe&Bar 1+1+集
スナック ラベンダー
DINING&BAR「L.f」
韓国料理 東海苑
鳥料理もりや
Snack シアン
はま代
BOLERO
武乃子
SELFEST
ドミネジョワ
クラブ シュープリームス
タパス&パエリアMAR
まぐろ屋大将
LOUNGE VESTA
BB.BLUE
snack VIGIL
Bar Free Birds
夜兎
スナック 喜代
スナック まゆみ
STANDbyME
吟
スナックころころ
アユミール
あきら
スナックGet
ぶんぶく茶釜
スナック芽ばえ
レストラン海物語
喜
居酒屋 まるまさ
吉野家平塚天沼店
cafe ringo
なないろと虹
やきとり おっちゃん
焼肉湘南

住所

電話番号

平塚市明石町23-4 ニックアーバンハイム平塚1階 0463-23-7075

平塚市明石町23-17
平塚市明石町23-17
平塚市明石町23-17
平塚市明石町23-17
平塚市明石町23-17 今井店舗2階
平塚市明石町23-17 比企店舗
平塚市明石町23-18
平塚市明石町23-23
平塚市明石町23-25
平塚市明石町23-25
平塚市明石町23-27-2階
平塚市明石町23-27
平塚市明石町23-27
平塚市明石町23-32 銀座屋ビル1階
平塚市明石町24-8
神奈川県平塚市明石町24-13
平塚市明石町24-16
平塚市明石町24-16
平塚市明石町24-17
平塚市明石町24-17
平塚市明石町24-17

0463-73-7774
－
0463-72-8887
0463-74-6398
0463-73-5520
0463-24-7001
0463-21-6363
0463-23-9939
0463-23-5134
－
－
0463-51-6882
0463-23-5540
0463-86-6181
0463-24-1118
0463-25-5007
－
－
0463-23-4578
0463-22-7487
0463-71-5016
平塚市明石町24-25 ライオンズプラザ101号 0463-24-3721
平塚市明石町25-17
0463-22-2633
平塚市明石町25-18
0463-23-5002
平塚市明石町25-18
0463-21-0296
平塚市明石町25-18 川井屋商店店舗no.3 0463-86-6660
平塚市明石町25-21 小宮ビル1階
0463-22-7997
平塚市明石町26-6
0463-75-8548
平塚市明石町26-6 中央ビル1階
0463-67-1896
平塚市明石町26-6 中央ビル3階
0463-24-8880
平塚市明石町26-6 柳川店舗1階
0463-22-6822
平塚市明石町26-8
0463-22-0233
平塚市明石町26-26 坂間明石町店舗1階
0463-71-6931
平塚市明石町26-26 坂間ビル2階
－
平塚市明石町27-2 相湘明石町ビル3階
－
平塚市明石町27-4-1階
0463-71-5705
平塚市明石町27-11
0463-24-0992
平塚市明石町27-11
0463-21-3310
平塚市明石町27-11
0463-23-1077
平塚市明石町27-11
－
平塚市明石町27-11
－
平塚市明石町27-15 大森ビル1階
－
平塚市明石町27-15 大森ビル3階
－
平塚市明石町27-20
0463-74-5662
平塚市明石町28-9
0463-23-5884
平塚市明石町29-5
0463-23-4103
平塚市明石町29-5
－
平塚市明石町29-5
－
平塚市明石町29-8
0463-21-2841
平塚市天沼1-25
－
平塚市天沼1-42
0463-25-5651
平塚市天沼2-40-101
－
平塚市天沼6-28
0463-73-5824
平塚市天沼6-32-101
0463-23-4522
平塚市天沼7-1武井ビル1階
0463-24-7668

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-3/86

店舗名
うな勝 平塚店
焼肉ダイニングいち
サーティワンアイスクリームららぽーと湘南平塚店
ホノルルコーヒー ららぽーと湘南平塚店
築地銀だこららぽーと湘南平塚
CREPERIE CAFE SUCRE ららぽーと湘南平塚
ミスタードーナツ ららぽーと湘南平塚ショップ
カールスジュニアららぽーと湘南平塚レストラン
ドンクららぽーと湘南平塚店
おぼんdeごはん ららぽーと湘南平塚店
ごちそうさまららぽーと湘南平塚店
MEAT COMPANYwithBeiimare
漁師の浜焼き あぶりや ららぽーと湘南平塚店
梅蘭ららぽーと湘南平塚店
タントタントららぽーと湘南平塚
3LittleEggs湘南平塚店
吉祥庵ららぽーと湘南平塚店
BISTRO309 ららぽーと湘南平塚店
とんかつやまとららぽーと湘南平塚店
元祖辛麺屋 桝元ららぽーと湘南平塚店
VEGEGO湘南平塚店
フルーツバーAOKI ららぽーと湘南平塚店
スターバックスコーヒー ららぽーと湘南平塚店
ゴンチャららぽーと湘南平塚店
ゴディバ ららぽーと湘南平塚店
有隣堂/STORYCAFE
ららぽーと湘南平塚(フードコート管理者)
うまげなららぽーと湘南平塚店
鶏三和 ららぽーと湘南平塚店
びっくりドンキーららぽーと湘南平塚店
てっぱん屋台ららぽーと湘南平塚店
つじ田 ららぽーと湘南平塚店
仙臺たんや利久 ららぽーと湘南平塚店
⽇本料理樹勢ららぽーと湘南平塚店
⾃由が丘蔭山樓ららぽーと湘南平塚店
三崎豊魚ららぽーと湘南平塚店
ホノルル食堂 Da Cafe
ラウンドワン ららぽーと湘南平塚店
ちゃーちゃん
相棒
司亭
スナック みちくさ
麺や晴
MELODY
湘南しんば
ジャック
山田うどん食堂 平塚大神店
から好し 平塚大神
和食処 ⻘⽵
ドトールコーヒーショップEnejet平塚北
かつや神奈川平塚大神店
カレーハウスCoCo壱番屋平塚大神店
一休
BURN
炭火焼肉登⿓⾨
ちどり

平塚市天沼7-25
平塚市天沼7-26

住所

平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11020
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11060
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11070
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11080
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11090
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11100
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階11140
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13010
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13020
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13040
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13050
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13060
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13070
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13080
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13090
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13100
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13110
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13120
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階13130
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階14110
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚1階15220
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚2階24013
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚2階24230
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階31050
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32000
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32010
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32020
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32030
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32040
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32050
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32060
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32080
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32090
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32100
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階32110
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3階33280

平塚市出縄234-3
平塚市入野142-1
平塚市榎木町9-4-1
平塚市⽼松町16-1
平塚市⽼松町22-8
平塚市追分7-4
平塚市追分7-9-1階
平塚市追分8-2 サガワビル1階
平塚市大神573-1
平塚市大神582-1
平塚市大神586-1
平塚市大神909-1
平塚市大神924-1
平塚市大神925-1
平塚市大神1640
平塚市大神1644-1
平塚市大神1644-5
平塚市大神1644

※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
0463-22-9242
0463-68-6903
0463-72-7031
0463-21-3339
－
0463-20-1915
－
0463-79-8139
0463-51-6181
0463-71-5296
0463-26-4611
0463-24-0200
0463-74-4080
0463-71-5412
0463-25-0350
0463-24-2300
0463-25-1128
0463-20-5309
0463-86-6211
0463-73-7203
0463-25-3030
0463-51-6172
0463-20-4611
0463-75-8242
0463-23-8588
0463-74-6511
0463-73-5200
0463-72-8167
0463-75-9901
0463-23-5355
0463-86-6387
0463-73-8673
0463-51-6283
0463-79-6558
－
0463-59-9335
0463-79-5873
0463-25-4051
0463-71-6641
－
0463-21-7111
－
0463-20-6255
－
－
－
0463-26-3112
0463-51-5603
0463-55-8388
0463-53-3301
0463-54-2291
0463-51-4321
0463-55-7433
0463-75-9955
0463-53-2668
0463-55-0413

店舗名
ほっとハウス
ビッグ
酒肴館あすか
台湾料理鴻運来 大神店
大江⼾
ふくろう
スナック⼗字路
駅そばうどん かい道
居酒屋 やす
ひらたつ食堂
レストラン大原
湘南天然温泉湯乃蔵ガーデン お食事処旨い蔵
スナック さらさ
居酒屋じん
インド食堂マハトマ
そば処たなべ名古屋
道とん堀平塚⾦⽬店
哲麺縁平塚⾦⽬店
すき家 平塚上平塚店
コメダ珈琲上平塚店
丸はし
サイゼリヤ ヨークタウン北⾦⽬店
松屋平塚北⾦⽬店
CAFEREMY
直屋
台湾料理福亭(北⾦⽬店)
たるゆう
HUAWAINA
和風レストレラン憩
オロチョンラーメン利しり
フードたかはら(平塚競輪場内)
浜っ子餃子(平塚競輪場内)
鐘そば
七福2号
七福3号
大⿊相(平塚競輪場内)
たかやま
スナックアズーリ
レストランキモト
のぶちゃん河内店
大衆やきとり たく丸
居酒屋ダイニングばんた
舟平
居酒屋照笑
ハッピー平塚河内店
居酒屋 鰯
下町バル縁
焼肉天国
焼肉ジンギスカン
大磯港
焼肉旭
くすのき食堂
酒処ぴよぴよ
Queen
養⽼乃瀧 旭店
築地銀だこ平塚河内ドライブイン店

住所
平塚市大神1760-5
平塚市大神1871-1
平塚市大神1911-4
平塚市大神1933-4
平塚市大神2035
平塚市大神2783-1
平塚市大神3017
平塚市大島851-1
平塚市大島908-3
平塚市大島1038-6
平塚市大原1-1
平塚市大原3-50
平塚市岡崎3740-3
平塚市岡崎3871-1
平塚市岡崎4127-4
平塚市岡崎6387-3
平塚市片岡416
平塚市片岡416
平塚市上平塚1-54
平塚市上平塚3-12
平塚市上平塚4-25

電話番号
0463-54-0251
0463-55-5779
0463-54-2391
0463-71-5892
0463-54-0660
0463-55-2277
0463-55-2114
－
0463-55-0278
0463-59-9255
－
0463-32-1126
0463-59-5595
－
－
0463-59-0897
0463-50-3740
0463-79-6423
0120-498-007
0463-33-1320
0463-34-1025
平塚市北⾦⽬1-6-1 ヨークタウン北⾦⽬1階 0463-50-5002
平塚市北⾦⽬2-4-33
0463-50-3355
平塚市北⾦⽬2-8-17
0463-68-1177
平塚市北⾦⽬2-36-8
－
平塚市北⾦⽬2-36-13
0463-58-1686
平塚市北⾦⽬3-15-17
0463-59-5888
平塚市北⾦⽬3-27-8
0463-58-8661
平塚市北⾦⽬4-7
0463-50-6151
平塚市公所282-8
－
平塚市久領堤5-1
－
平塚市久領堤5-1
－
平塚市久領堤5-1 平塚競輪場内
－
平塚市久領堤5-1 平塚競輪場内
0463-24-5590
平塚市久領堤5-1 平塚競輪場内
0463-24-6820
平塚市久領堤5-1 平塚競輪場内
－
平塚市⿊部丘2-2
0463-74-6070
平塚市河内53-188
－
平塚市河内188-10
0463-51-6675
平塚市河内231-4
0463-31-3210
平塚市河内308-1-103
0463-68-1274
平塚市河内308-1-105
0463-79-9202
平塚市河内308-1
－
平塚市河内308
0463-35-3260
平塚市河内320-3
0463-32-5877
平塚市河内348-1
0463-79-5533
平塚市河内352-1-105
0463-63-0345
平塚市河内352-1
0463-35-2985
平塚市河内352-1
0463-34-4582
平塚市河内374-1
0463-31-5138
平塚市河内401-1
0463-32-9850
平塚市河内402-3
0463-33-8249
平塚市河内429
－
平塚市河内429
0463-65-0662
平塚市河内430-1
0463-36-3330
平塚市河内443-1-1階
0463-79-5705

※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
手打そば寿作
焼肉野郎キムジャン
MIYABI
華美濃
鳥沙好
ガスト 平塚河内
ちどり
オリエント
一品屋
けん蔵
なごみ処暖人(ほっと)
CORNER COFFEE & Design
酒処 かざぐるま
喫茶タマヤ
そば処 名古屋
みづほ野本店
勝牛本店
むさしの森珈琲 平塚桜ヶ丘
レストランパブ クリスタル
カラオケクイーンズ平塚店
クチーナ ジータ
ニューカトマンズキッチン
KhushbuAsianDining &Bar
山加食堂
中華食堂
やま屋
ニューカトマンズキッチン
ろばた焼 司
手打ちそばすてーきはうす和おー
炭火家キムキム
居酒屋ひろ
牛角平塚四之宮店
魚処 いしまつ
かっぱ寿司 平塚店
来来亭 平塚店
じゅえん
居酒屋 ひょうたん
サイゼリヤ 平塚四宮店
紅ふじ
さきとりや
サーティワンアイスクリーム平塚ロードサイド店
北海道らーめん麺処うたり平塚四之宮店
炭dining ⽵shi
小料理りき
中華百番
冨久寿司
ホルモン専科⼆代⽬とんと
季節料理 おけい
居酒屋佐京
麺や丸壱
北京亭
居酒屋 すいとん
平塚四之宮霊園
SNACK ジャスミン
ガスト 平塚
居酒屋徳久利

住所
平塚市河内447-9
平塚市河内447-10
平塚市河内517-1
平塚市河内519-1
平塚市河内519-1
平塚市河内⻲ノ甲島529-4
平塚市御殿1-1-50
平塚市御殿1-4-1
平塚市御殿1-18-26
平塚市御殿1-32-36
平塚市御殿2-3-2
平塚市御殿3-5-1
平塚市幸町5-4
平塚市幸町17-8
平塚市桜ケ丘2-11
平塚市桜ケ丘2-22-2階
平塚市桜ケ丘2-26
平塚市桜ケ丘3-43
平塚市桜ケ丘4-43 八重咲ビル2階
平塚市桜ケ丘4-45
平塚市真田3-23-1
平塚市真田4-6-23
平塚市真田4-6-26
平塚市真田4-6-27
平塚市真田4-10-2
平塚市真田4-11-18
平塚市真田4-39-3
平塚市真田4-39-38
平塚市四之宮1-4-38
平塚市四之宮2-3-13
平塚市四之宮2-4-32
平塚市四之宮2-6-21
平塚市四之宮2-7-10
平塚市四之宮2-7-11
平塚市四之宮2-10-29
平塚市四之宮2-14-37
平塚市四之宮2-14-37
平塚市四之宮2-14-46
平塚市四之宮2-22-51
平塚市四之宮2-23-36
平塚市四之宮2-24-35
平塚市四之宮2-24-36
平塚市四之宮2-24-48-1
平塚市四之宮3-2-46
平塚市四之宮3-11-14
平塚市四之宮3-13-46
平塚市四之宮3-14-3
平塚市四之宮3-18-10
平塚市四之宮3-18-26
平塚市四之宮3-19-14
平塚市四之宮3-20-54
平塚市四之宮4-12-17
平塚市四之宮4-20-8
平塚市四之宮5-6-32
平塚市四之宮5-10-6
平塚市四之宮5-13-40

※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
0463-36-1066
0463-36-8011
0463-86-6029
0463-37-3883
－
0463-30-1961
0463-31-3113
－
0463-31-1108
0463-33-0092
－
－
－
0463-45-1603
0463-33-4941
0463-35-1155
0463-32-8838
0463-30-1380
0463-33-3832
0463-34-1134
－
0463-45-5156
0463-57-6204
0463-59-1821
－
－
0463-26-5715
0463-58-0354
0463-21-4460
0463-24-8888
0463-23-5432
0463-25-3829
0463-22-2593
0463-25-5037
0463-24-1555
0463-24-9447
－
0463-24-2240
0463-21-6121
0463-21-3345
0463-54-2331
0463-54-6880
0463-54-4113
0463-21-5090
－
0463-55-4158
0463-73-8199
0463-55-3306
0463-54-8914
－
0463-54-0726
－
0463-51-1061
0463-86-6898
0463-51-1220
0463-55-3351

店舗名
バーミヤン 平塚
一蘭平塚店
ジョリーパスタ四之宮店
小林屋四之宮店
はなまるうどん平塚四之宮店
魚沼亭
スナック楽楽
お食事処 さき
レストランみすたーらいおん
マクドナルド 129四之宮店
カラオケ藍
安楽亭平塚四之宮店
ケンタッキーフライドチキン 平塚四之宮店
焼肉ライク平塚四之宮店
峰本 平塚店
はま寿司平塚四之宮店
はじめ
大番食堂
寿司海鮮 なぶら
串焼鳥たけ
居酒屋 わたべ
居酒屋さち
スナック ぷち
焼肉 鶴橋
花宴
ヤンモ
あねら
マリーンクラブ
とらこ
カフェ サバド
HOW SWEET
オニョン
洋食KAN
宝寿司
スナック アベニュー
パブサチ
とりから屋やぐち
鮨江⼾⾠
インディアンレストランシッダババ
ラーメン矢⼝家
酒処ぺぇた
盈満楼
レストランバー千草
養⽼乃瀧平塚浅間町店
デニーズ 平塚海岸店
VANILLA2ND
あぶさん
GOLD STEAK HOUSE
東家
寿し屋の晴
中華厚味
⿇布茶房ラスカ平塚店
養⽼乃瀧 平塚南⼝店
和恵美食 佐の⾠
アンバータイム
串平

住所
平塚市四之宮5-20-14
平塚市四之宮5-25-1
平塚市四之宮5-25-3
平塚市四之宮5-25-3
平塚市四之宮5-25-10
平塚市四之宮5-26-18
平塚市四之宮5-26-20
平塚市四之宮5-27-17
平塚市四之宮5-27-19
平塚市四之宮5-28-1
平塚市四之宮6-3-35
平塚市四之宮6-4-32
平塚市四之宮6-4-36
平塚市四之宮6-15-27
平塚市四之宮7-1-8
平塚市四之宮7-1-10
平塚市四之宮7-12-7
平塚市下島423-2
平塚市下島90-1
平塚市新町5-37
平塚市新町8-6
平塚市新町8-6 グリーンコーポ101
平塚市新町8-6 グリーンコーポ103
平塚市菫平8-19-2階
平塚市菫平8-28
平塚市菫平11-13
平塚市菫平16-29
平塚市菫平18-19-102
平塚市菫平18-19 マリーンハイツ101号
平塚市菫平19-1-101
平塚市菫平19-18
平塚市菫平19-18
平塚市菫平19-22
平塚市菫平19-26
平塚市諏訪町4-20
平塚市諏訪町12-12
平塚市諏訪町13-25
平塚市諏訪町20-28

電話番号
0463-51-1956
0463-55-2877
0463-51-2891
0463-53-1292
0463-52-1087
0463-53-8686
－
0463-53-2410
0463-54-7866
0463-54-8750
0463-53-2022
0463-53-2941
0463-51-1880
0463-51-3733
0463-54-4300
0463-51-1530
0463-54-1127
－
0463-73-7577
0463-35-7878
0463-32-5007
－
－
0463-36-2919
0463-35-7472
0463-75-8061
－
0463-35-2317
－
－
0463-73-6440
0463-36-3432
0463-68-1591
0463-31-6263
0463-72-8035
0463-34-1113
－
0463-31-0233
平塚市浅間町2-10 サニークレスト湘南平塚101
0463-67-8661
平塚市浅間町4-1
－
平塚市浅間町4-1
－
平塚市浅間町5-28
0463-33-3688
平塚市浅間町5-30
0463-32-0561
平塚市浅間町7-14
0463-32-9610
平塚市千石河岸12-12
0463-24-3283
平塚市千石河岸30-15-201
0463-71-6682
平塚市千石河岸30-15
－
平塚市千石河岸30-15リバーサイド202
0463-26-7213
平塚市千石河岸52-19
0463-75-8269
平塚市袖ケ浜17-47 オーキッドハイツ1階 0463-22-4441
平塚市袖ケ浜19-27
0463-68-4945
平塚市代官町1-1 ラスカ平塚南館2階
0463-22-5399
平塚市代官町1-8-9
0463-21-6922
平塚市代官町1-9-102
0463-21-5412
平塚市代官町1-9-103
0463-24-1587
平塚市代官町1-9
－

※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
和 NAGOMI
Onda cucina italiana
焼き処 えん
もとよし
Hiratsuka Burosso
穏やか
カラオケスナックLABO
gail
パブ プラスパー
MECCA
らいず
カナフ
平塚割烹いしけん
肉バル MARCO
SOL NACIENTE
パクチー屋
御料理UMEMURA
トリイチ其の参
平塚ホルモンセンター小太郎
Monochrome(モノクローム)
や台ずし平塚駅南⼝町
トラットリア リトルターン
モランゴ
Bistro Vie
うまみBAR然
インドカレー&ナンヒマールキッチンOSC湘南シティー店
OSC湘南シティ
スシローOSC湘南シティ店
ケンタッキーフライドチキン OSC湘南店
シネプレックス平塚
韓国家庭料理おいそ
BLUEWOODCAFE
フレンドシップ
炙り 牛たん万 平塚店
クレアンテ 平塚店
サンジェルマン平塚店
いろり庵きらく平塚店
ベックスコーヒーショップ平塚店
土風炉 ラスカ平塚店
カフェ・ド・クレア 平塚店
スターバックスコーヒー 平塚ラスカ店
cafe&meal mujiラスカ平塚
倉式珈琲店ラスカ平塚店
丸⻲製麺ラスカ平塚
三宝庵 平塚店
うどんの詩 ラスカ平塚店
いっさい平塚店
回転寿司みさきラスカ平塚店（旧︓海鮮三崎港）
和カフェchawan ラスカ平塚店
らーめん石狩
ぎをん椿庵ラスカ平塚店
新宿さぼてん 平塚ラスカ店
アマルフィイ ホワイトガーデン
ちよだ鮨ラスカ平塚店
おむすび権米衛ラスカ平塚店
Tik Tea

住所
平塚市代官町1-9 フラワーマンション106
平塚市代官町1-12 太田ビル1階
平塚市代官町1-12 大田ビル1階
平塚市代官町2-3
平塚市代官町4-1
平塚市代官町4-3⻲井ビル103
平塚市代官町4-3 ⻲井ビル104
平塚市代官町4-15辻ビル1階
平塚市代官町4-16 脇田ビル1階
平塚市代官町5-8 新堀ギタービル2階
平塚市代官町5-12 エピロア2階
平塚市代官町7-29
平塚市代官町8-1

電話番号
－
0463-79-6311
0463-63-2600
0463-21-1328
0463-63-3605
0463-51-6081
0463-68-1473
0463-67-1858
0463-23-8080
0463-22-9926
0463-22-2822
0463-57-2268
0463-24-4422
平塚市代官町8-6 ライオンズマンション代官町第2 101 0463-67-6599
平塚市代官町8-15 メゾン平塚B1
0463-23-4960
平塚市代官町9-8
0463-74-6087
平塚市代官町9-8
0463-26-8190
平塚市代官町10-3
0463-24-2121
平塚市代官町10-10
0463-20-8668
平塚市代官町10-10 メインステージ平塚駅前 0463-72-7207
平塚市代官町10-22
0463-23-5287
平塚市代官町11-32 1階
0463-24-2293
平塚市代官町11-34 AFKビル1階
0463-26-4111
平塚市代官町11-34 AFKビル201
0463-86-6292
平塚市代官町11-34 AFKビルB1
0463-23-2911
平塚市代官町33-1
0463-99-5855
平塚市代官町33-1
0463-21-5111
平塚市代官町33-1-C-101
0463-20-5123
平塚市代官町33-1 D-104
0463-25-2303
平塚市代官町33-1 OSC湘南シティ2階
0463-25-2340
神奈川県平塚市代官町33-1
0463-75-8025
平塚市高浜台29-21
－
平塚市高村203 公団14-101
－
平塚市宝町1-1
0463-80-7780
平塚市宝町1-1
0463-22-7772
平塚市宝町1-1
－
平塚市宝町1-1 JR平塚駅構内
0463-24-8781
平塚市宝町1-1JR平塚駅東⼝改札内
－
平塚市宝町1-1 湘南ステーションビルラスカ平塚4階 0463-25-1333
平塚市宝町1-1 平塚駅ビルラスカ1階
0463-22-7830
平塚市宝町1-1 ラスカステーションビル3階 0463-24-2407
平塚市宝町1-1ラスカ平塚
0463-20-5161
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚2階
0463-20-4309
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚3階
0463-24-1500
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-20-5553
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-26-3277
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-23-2895
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-25-3858
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-20-5558
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-23-2788
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-20-6309
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階
0463-23-2884
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚6階屋上
0463-74-5661
平塚市宝町1-1ラスカ平塚店B1
0463-20-4822
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚店JR平塚駅コンコース 0463-75-8272
平塚市宝町2-1リーフタワービル1階
0463-68-5911

※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
Bar JUST
酒処 まるびや
平塚地下酒場SAN
ゆ ダイニング バー
和奏神⽉
ヴィ・ド・フランス平塚店
平塚経済懇話会
どんどん
やきとり大⿊屋
ショットバー ビッグBOSS
MASALA
旨味処章屋
泪橋
壱角家平塚駅前店
楽楽亭
にんにく市場
銀八鮨
油そば専⾨店ぶらぶら平塚店
や台ずし平塚駅北⼝町
ペコカフェ
平塚バルsole
東海菜館
牛たんひらつか本店
ヤテヤテカフェ
バオバブ食堂
ほなな
盛ダイニング
おさかな処 つかさ
炭火948
居酒屋すじや
住よし
ステーキ134
華昌
Lucky Dining & Bar
ロイヤルホスト平塚店
酒処 ふた葉
満州飯店
シェフミヤド
スターバックスコーヒー 平塚田村店
やまのうち製麺
ステーキの王様 平塚店
喫茶スナック ふらんく
丸⻲製麺平塚田村
すたみな太郎平塚店
ウェンディーズ・ファーストキッチン
丸源ラーメン 平塚田村店
ジョナサン 平塚田村
カラオケBanBan 平塚田村店
さぬきうどん石
パブスナックブルーム
伝丸 平塚田村
天ぷらてんや平塚田村店
豪家田村店
サイオン
和食さと平塚田村店
花水ラオシャン田村店

住所
平塚市宝町2-2 Nakanobuilding1階
平塚市宝町2-2 中野ビル2階
平塚市宝町2-5 地下1階
平塚市宝町2-5 リーフタワー2階
平塚市宝町2-5 リーフタワービル3階
平塚市宝町3-1 MNビル1階
平塚市宝町3-1 MNビル商業棟3階CY
平塚市宝町3-1MNプラザ2階
平塚市宝町3-18 スカイビル1階
平塚市宝町3-18 スカイビル5階
平塚市宝町3-18 スカイビルB1
平塚市宝町4-7 宝ビル1階
平塚市宝町4-16 小坂ビル1階
平塚市宝町5-1 藤沢第一興産19号館1階
平塚市宝町5-5 間宮ビル1階
平塚市宝町5-5 間宮ビル2階
平塚市宝町5-19
平塚市宝町5-24
平塚市宝町5-24 大貫ビル
平塚市宝町5-25-2階
平塚市宝町5-25
平塚市宝町5-27 GAUDIビル2階
平塚市宝町5-28神田ビル1階
平塚市宝町5-28神田ビル2階
平塚市宝町5-28 神田ビル2階
平塚市宝町6-8 高橋ビル2階
平塚市宝町6-10-2階
平塚市宝町6-16 1階
平塚市宝町6-20
平塚市宝町6-21-1階
平塚市宝町6-22
平塚市宝町9-1-1階
平塚市宝町9-16
平塚市宝町12-1 ⿇生ビル102
平塚市⽴野町1-20
平塚市⽴野町4-34
平塚市⽴野町36-13
平塚市⽴野町41-11 ⻘木ビル1階
平塚市田村1-5-7 クロスガーデン平塚
平塚市田村1-8-5
平塚市田村1-8-9 しまむらストアー敷地内
平塚市田村1-9-15
平塚市田村2-1-9

129平塚田村店

電話番号
0463-59-9908
－

－
－
0463-73-8957
0463-23-5155
0463-21-4563
0463-22-9119
0463-21-2271
－
0463-74-5949
0463-22-0123
0463-20-4848
0463-71-6755
0463-23-7838
0463-23-0153
0463-22-1854
0463-73-6240
0463-24-7078
0463-63-3440
0463-63-3003
0463-24-1677
0467-21-5800
0463-23-4604
0463-23-4480
0463-23-8535
0463-22-7700
0463-21-3575
0463-86-6845
－
0463-21-1039
0463-59-9779
0463-21-6460
046-345-5357
0463-34-5145
－
－
－
0463-51-1281
0463-53-0035
0463-51-4011
0463-54-4023
0463-51-5766
平塚市田村2-7-31 ドン・キホーテパウ平塚店1階 0463-54-3761
平塚市田村3-6-1
0463-54-0331
平塚市田村4-14-41
0463-74-4290
平塚市田村4-16-18
0463-51-1136
平塚市田村4-17-40
050-3134-0703
平塚市田村5-5-24
－
平塚市田村5-6-9
0463-54-6726
平塚市田村5-7-12
03-6833-6670
平塚市田村5-8-38
0463-51-4731
平塚市田村5-11-7
0463-52-1024
平塚市田村5-11-22-202
0463-54-4039
平塚市田村5-26-12
0463-51-1680
平塚市田村6-4-11
0463-55-3182

※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
居酒屋なんでもかんでも
溶岩石焼肉じゅじゅえん
スナック満天星
コメダ珈琲平塚田村店
花ぞの
はなあさぎ
美のり寿し
スナック こまち
手打讃岐うどんちくぜん
双子姉妹
和処 一暁
磯っぺ
ガスト 平塚海岸
李⽩
台湾料理福亭(平塚徳延店)
やきとり屋さん
酔族館
⾺肉料理酒場としちゃん
つじ道ラーメン
ハウスオブ優
スナック はごろも
トラジ
千鶴
忠屋
レストラン三澤亭
串焼き串揚げ萩や
がってん寿司 平塚徳延店
餃子伝説 平塚店
ココス平塚徳延店
ビストロ イチロウ
台湾料理⿓翔 豊田店
喜味ちゃん
すなっく 佐賀
五所⾞
居酒屋 チェリー
すき家 平塚豊田店
中華料理大⿓
食事処天ひろ
ゆで太郎平塚桜ヶ丘店
デニーズ 平塚中⾥店
鳥料理はやし
サンレイク中原店
酒房 順
かつ庵平塚中原店
小⻁坊
麺屋DiningNANASHI
焼肉レストランこうどう館
韓国料理 明洞亭
IZAKAYA まじっくうぃっち
オリーブの丘 平塚中原店
平塚甲羅本店
笑
高倉町珈琲平塚店
スナック ちから
ひまわり
やきとり のぶちゃん

住所
平塚市田村6-5-14
平塚市田村6-11-6
平塚市田村6-11-17
平塚市田村6-20-11
平塚市田村6-21-15
平塚市田村6-24-22
平塚市田村7-6-11
平塚市田村7-26-13 アーレス平塚101号
平塚市土屋1174-1
平塚市土屋1899-1
平塚市唐ケ原31-8
平塚市唐ケ原54-2
平塚市唐ケ原82-1
平塚市徳延106-3
平塚市徳延179-2
平塚市徳延180-1
平塚市徳延182-4
平塚市徳延194-1 ウエストビル1-c
平塚市徳延200-1原田店舗東側
平塚市徳延200-4 豊栄ハイツ1階
平塚市徳延201-3
平塚市徳延223-3
平塚市徳延223-4
平塚市徳延428-6
平塚市徳延431-3
平塚市徳延464-1
平塚市徳延579-1
平塚市徳延582-1
平塚市徳延583-1
平塚市徳延748
平塚市豊田本郷1542
平塚市豊田本郷1565-1
平塚市豊田本郷1565-1

電話番号
0463-54-8254
0463-51-5129
0463-54-4463
0463-51-5595
－
－
0463-55-0714
0463-54-4497
0463-59-6811
0463-58-1423
0463-60-2555
0463-74-5519
0463-60-1220
0463-33-1288
0463-75-9268
0463-36-5432
－
0463-63-1956
－
－
0463-32-0361
－
0463-33-7711
0463-33-0718
0463-35-3011
－
0463-37-3090
0463-79-9996
050-3529-7804
0463-34-5418
0463-79-6816
0463-33-3199
－
平塚市豊田本郷1565-1 サンケイハイツ2101号室 0463-73-6334
平塚市豊田本郷1565-1 サンケイハイツⅡ102 －
平塚市豊田本郷1740-1
0120-498-007
平塚市豊原町30-8
0463-31-9951
平塚市中⾥45-1
0463-32-9883
平塚市中⾥46-25
0463-79-5222
平塚市中⾥53-15
0463-34-1208
平塚市中原1-7-44
－
平塚市中原1-8-15
0463-32-9690
平塚市中原1-8-23
－
平塚市中原1-9-10
0463-79-9125
平塚市中原1-12-8
0463-35-7727
平塚市中原1-13-13-1階
－
平塚市中原1-18-18
－
平塚市中原1-18-22
0463-71-5488
平塚市中原2-1-56
－
平塚市中原2-8-19
0463-86-3040
平塚市中原2-15-12
0463-34-6811
平塚市中原2-23-24
－
平塚市中原2-25-33
0463-71-6252
平塚市中原3-2-6
0463-33-0157
平塚市中原3-18-16
0463-33-6396
平塚市⻑持226-1
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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とりサブロー平塚⻑持
⽴呑みたっち
のみや
NEWROSE
リトルネスト
居酒屋ゆうちゃん
みむら
キャラウェイ
季節料理 ⾞屋
大衆酒場 飯田
スナック せれーな
大衆酒場 ホルモン てつ
鮪酒場百々
うな新
みやび
有限会社 朝⽇屋
鳳⽉
手羽先酒屋安喜
喫茶&スナック たかこ
KING
らっきーとん
寿司よし
ゴルフラウンジ タカ
たこ焼き酒場錦
スナック はいから
ビッグ中華
居酒屋曙
みもざ
江⼾屋
Bar Rush
きゃっと(スナック)
スナック レミイ
欧風創作料理Lumiere
おとづれ
キッチン ミラノ
居酒屋すっとんきょ
酒房さんまりの
けせらせら
居酒屋 かづき
Mr.BUTCHER
スナック一葉
スナックとく
りょ~花フェ
タントベルデ平塚店
愉食処 山むろ
ラオシャン八幡
スタミナススム
アリス
ラパレット
ビストロ ルフュージュ
ひらつか蕎香
フレンド
朝⽇屋
エド1(エドイチ)
食事処いのうえ
台湾料理佳佳紅

店舗名

住所
平塚市⻑持315-1 プレステージ安池1階
平塚市⻑持453
平塚市⻑持557-1
平塚市撫子原4-17
平塚市撫子原7-29 ヴィラナデシコ 101
平塚市撫子原9-41
平塚市撫子原12-36
平塚市錦町1-16
平塚市錦町1-17
平塚市錦町1-22
平塚市錦町2-10
平塚市錦町2-19
平塚市錦町3-2
平塚市錦町3-7
平塚市錦町3-19
平塚市錦町3-25
平塚市錦町3-28
平塚市錦町3-28
平塚市錦町5-1
平塚市錦町5-1
平塚市錦町5-1 錦町フジビル105
平塚市錦町5-10
平塚市錦町5-24 共和ビル2階
平塚市錦町6-10-2
平塚市錦町6-19 サンピア平塚101号
平塚市錦町6-20
平塚市錦町11-12
平塚市錦町11-18
平塚市錦町12-4
平塚市錦町12-4
平塚市錦町14-11
平塚市錦町15-11
平塚市錦町15-11
平塚市錦町15-15
平塚市錦町18-1
平塚市錦町20-3 吉野ビル
平塚市錦町21-11
平塚市錦町21-11服部ビル
平塚市⻄真土1-2-95
平塚市⻄真土1-3-8
平塚市⻄真土3-8-48
平塚市⻄真土3-8-50
平塚市⻄真土3-12-12
平塚市⻄真土3-22-32
平塚市⻄真土4-2-43
平塚市⻄八幡1-1-4
平塚市⻄八幡1-1-27
平塚市⻄八幡1-2-8
平塚市⻄八幡1-3-3
平塚市⻄八幡1-9-16
平塚市⻄八幡2-1-19
平塚市⻄八幡2-3-56
平塚市⻄八幡2-3-56
平塚市⻄八幡2-3-61
平塚市⻄八幡2-10-1
平塚市⻄八幡3-1-40

※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
0463-36-7223
－
－
0463-79-6247
0463-45-4604
0463-32-9990
0463-34-6803
0463-24-6191
0463-21-6134
0463-21-0601
0463-22-7720
0463-24-3789
0463-59-9332
0463-23-5556
0463-21-7587
0463-21-0803
0463-21-1334
0463-22-5100
0463-24-1540
－
－
0463-21-3998
0463-73-6238
－
0463-24-5775
0463-24-5891
0463-23-9266
－
－
050-3574-0115
－
－
0463-79-5386
－
0463-22-5539
0463-21-4612
－
0463-24-4480
－
0463-36-2299
－
0463-73-8323
－
0463-79-6191
0463-79-6801
0463-22-6610
0463-24-3351
－
0463-34-5624
0463-22-5142
0463-23-6783
0463-21-5405
0463-22-7567
－
－
0463-79-8001

店舗名
牛角平塚旭店
ランチ
伊酒屋ふぁん
スナックKAREN
和風スナック じゅん
ホルモン家⼗八本店
酒処てぃーだ
七輪
寿司処旬
⽩鯨
酒処KATSU
ブルーロード
スナックたまりば
すなっく けい
とんかつあさひ
ホルモン焼肉いろり
kowloon
花水ラオシャン本店
伊勢屋（旧︓伊勢屋鶴巻店 花水店）
鮨処 本陣
Hawaiian cafe LANAI
和処 勝香
手打そば 志ん蕎
郷土料理 きりたんぽ
Gleam
居酒屋 弁天
中華藤
株式会社 遊漫亭
割烹⽵万
晴れ晴れ
道とん堀平塚真土店
居酒屋のんちゃん
元祖すし兵衛
藍屋 平塚大野
すき家 129号平塚四之宮店
焼き鳥とらちゃん
キッチンパンチョ平塚店
ラーメン山岡家平塚店
リンガーハット 平塚バイパス店
めん屋一徹
平塚魂心家
壱ふじ
酒処 おろおろ
らーめん花樂東豊田店
居酒屋とんちんかん
やきとり ちゃらんぽらん
ゆっこ鮨
たけ山そば店
レストラン セゾン
ひがし屋
ホルモン 原っちゃ場
居酒屋 さっちゃん
スナックマイウェイ
台湾料理嘉宴楼平塚店
スナック ねこネコ
桃太郎

住所
平塚市根坂間214-1
平塚市根坂間214-2
平塚市根坂間214-2
平塚市根坂間214-2
平塚市根坂間214
平塚市根坂間218-1ウェイブ湘南旭ビル1階
平塚市根坂間218-2
平塚市根坂間219-2
平塚市根坂間219-4
平塚市根坂間245-1
平塚市根坂間245
平塚市根坂間255-7 荻野ビル1階
平塚市根坂間271-4
平塚市根坂間275-2
平塚市根坂間364-7
平塚市根坂間365-1
平塚市根坂間368-1
平塚市花水台29-4
平塚市花水台30-15
平塚市花水台31-1
平塚市花水台32-7
平塚市花水台32-24
平塚市花水台32-32 虹ヶ浜ハイツ地下1階
平塚市花水台33-5
平塚市花水台33-5ヒラタマンション105
平塚市花水台33-6
平塚市花水台33-6
平塚市花水台36-10
平塚市花水台37-3
平塚市東真土1-1-36
平塚市東真土1-2-17
平塚市東真土1-4-28
平塚市東真土1-9-33
平塚市東真土2-5-49
平塚市東真土2-5-53
平塚市東真土2-6-6
平塚市東真土2-8-1
平塚市東真土2-8-5
平塚市東真土2-8-7
平塚市東真土2-8-8
平塚市東真土2-16-34
平塚市東真土3-2-27 SJビル1階
平塚市東真土3-7-49
平塚市東豊田435-2
平塚市東中原1-2-29
平塚市東中原1-2-29
平塚市東中原1-3-40
平塚市東中原1-3-52
平塚市東中原1-5-23
平塚市東中原2-1-77
平塚市東中原2-2-32

電話番号
0463-37-3729
－
－
0463-30-0080
0463-36-2755
0463-68-2918
0463-45-0322
0463-33-3633
0463-33-7229
－
0463-33-9221
－
0463-35-6812
0463-79-8628
0463-67-9991
0463-36-2941
0463-35-1429
0463-36-0269
0463-35-7665
－
－
－
0463-33-2738
－
－
－
－
0463-31-5387
0463-31-3322
－
0463-73-8848
－
0463-53-3888
0463-54-7655
0120-498-007
－
0463-26-6095
0463-53-2206
0463-54-6016
0463-54-3352
0463-54-8222
0463-59-9770
－
0463-54-2515
－
－
0463-32-2242
0463-34-7405
0463-53-1888
－
0463-35-0566
平塚市東中原2-2-35 グランド伊勢山1階104 －
平塚市東中原2-2-48
－
平塚市東中原2-2-56
0463-32-5272
平塚市東中原2-6-24
0463-31-5116
平塚市東中原2-6-27
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-12/86

店舗名
⿊ぢょか
養⽼瀧乃滝平塚八幡店
小料理 悠
くすのき
居酒屋 美し
すきずき
⽇の出屋
酒居亭
COFFEE SHOP JOKER
しゃぶしゃぶどん亭平塚店
居酒屋 てるちゃん
麺場 田所商店平塚店
だいち東八幡店
増田屋
味楽
マウントカフェ ティファニー
すき家 平塚店
Kei
スナック 梅ちゃん
焼肉晴空
平塚飯店
スナックマイルド
とんかつ看貫場
焼肉だいまる
肉汁餃子のもりや(⺟⾥屋)
稲佐
道
たまはん
バーミヤン 平塚広川
中華料理紅艶福
お食事処 とんび
麺や笑味寿
海楽人
鳥貴族平塚店
紅谷 恵比寿
ぎんぶた 平塚店
ウェンディーズ・ファーストキッチン 平塚店
ラーメン豚山平塚店
吉野家平塚駅前店
カラオケ館平塚駅前店
⽬利きの銀次平塚北⼝駅前店
エビス平塚店
トルネラパージュ
とんかつ いちかわ
カレーハウスCoCo壱番屋 JR平塚駅北⼝店
魚⺠平塚北⼝駅前店
やよい軒平塚店
火らし
魚屋 魚八
焼肉ライク平塚北⼝店
向陽飯店平塚駅前店
松屋平塚店
ぶれゑめん平塚駅前店
直七平塚店
鶏のジョージ平塚北⼝駅前店
ステーキハウス ふさ

住所
平塚市東八幡1-1-4
平塚市東八幡1-1-7 内野ビル
平塚市東八幡1-2-3
平塚市東八幡1-10-7
平塚市東八幡1-10-10
平塚市東八幡1-16-1
平塚市東八幡1-16-1
平塚市東八幡1-16-1
平塚市東八幡1-17-17
平塚市東八幡2-4-39
平塚市東八幡2-8-18
平塚市東八幡2-10-21
平塚市東八幡4-1-1
平塚市東八幡4-5-7
平塚市東八幡4-16-2
平塚市⽇向岡1-8-15

フィフティンズA棟2F

平塚市平塚1-9-26
平塚市平塚1-10-18
平塚市平塚2-1-8 湘南アネックス渡辺1階
平塚市平塚2-7-1
平塚市平塚2-17-32
平塚市平塚2-17-32
平塚市平塚2-17-34
平塚市平塚2-47-9Mビル1階
平塚市平塚4-10-46
平塚市平塚4-13-5
平塚市平塚4-13-5
平塚市平塚5-1-19
平塚市広川32-1
平塚市広川67-3
平塚市広川70-10
平塚市富⼠⾒町11-30 ハイム六本102
平塚市札場町12-12-101
平塚市紅谷町1-1 平塚アルファビル3階
平塚市紅谷町1-8 中沢ビル3階
平塚市紅谷町1-8 マコーラ平塚ビル1階
平塚市紅谷町1-9
平塚市紅谷町1-9 第5千⾥店舗1階
平塚市紅谷町2-1
平塚市紅谷町2-3
平塚市紅谷町2-6 サクライビル 1階
平塚市紅谷町2-7
平塚市紅谷町2-9
平塚市紅谷町2-10
平塚市紅谷町2-12 Mビル1階
平塚市紅谷町2-24 ステーションフロント平塚2階

平塚市紅谷町2-25
平塚市紅谷町3-3 本陣ビル1階
平塚市紅谷町3-10 セレストタワー湘南平塚1階B

平塚市紅谷町4-1
平塚市紅谷町4-1 牧野ビル1階
平塚市紅谷町4-2-1階
平塚市紅谷町4-3 中秋ビル3階
平塚市紅谷町4-3 中秋ビル4階
平塚市紅谷町4-3 中秋ビル5階
平塚市紅谷町4-4

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-13/86

電話番号
0463-22-4572
0463-22-4705
0463-21-1876
0463-23-1364
－
－
0463-71-5900
0463-21-1174
0463-45-5205
0463-24-4023
0463-22-2387
0463-59-9555
0463-24-7890
0463-21-1533
0463-21-2591
090-6182-2163
0120-498-007
－
－
－
0463-34-4516
－
0463-31-4451
0463-79-8590
0463-36-1998
－
－
0463-32-9628
0463-50-1233
0463-45-4988
0463-58-9669
0463-746226
0463-23-3096
0463-21-2819
－
0463-20-4733
0463-22-1582
0463-24-7095
0463-71-5735
03-3970-1201
0463-21-0688
0463-23-5135
0463-74-4397
0463-21-5935
0463-21-5718
0463-21-3488
0463-20-5981
0463-24-0981
0463-24-5720
046-374-4729
0463-74-6922
0463-27-1772
0463-75-9070
0463-73-6592
0463-21-1488
0463-23-4588

店舗名
キッチンみどり蒸し
0秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭平塚店
⽇高屋 平塚パールロード店
喫茶シャポー
ともの仲間の店檸檬
ラウンジパブSWAN
どるふぃん
居酒やうえちゃん
エルパサティエンポ
京舞
やきとり工房平塚店
大⿊庵
居酒屋七海
串かつでんがな 平塚店
ワイン酒場イザヴィーノ
大衆焼肉支店
隆泉楼
眞鶴
松のや平塚店
ブラウンシュガー梅屋店
ひらつか酒場
ドトールコーヒーショップ平塚ユーユー駅前館店
シンアップライジング
スナック 弥生
北国
(有)仲よし
カラアゲバルとりとん
まるこう
どさん娘
手打蕎⻨相州
Bar Scotch Cat
ポルトボヌール
らあめん花⽉嵐平塚北⼝店
ガスト 平塚駅前
炭火焼肉バル TAISEI
CLUB THE LAURENT
あさ海
Pig House
餃子の王将平塚駅⻄⼝店
くれたけ
居酒屋大関
パブローズ
せんべろB級酒場 波平
ラーメン松壱家平塚店
きむら
くいもの屋わん 九州⾃慢 平塚店
商売繁盛 紅谷町パラダイス
天ぷら 井上
つまみ処 和。
蔵仕込み麺匠 味噌の大将
バルティヤザイカ
湘南ゆるり。平塚店
肉ゆるり
LOCOSTYLESCAFE
⽉あかり平塚店
有限会社三貴パブレストラン三貴

住所
平塚市紅谷町4-5-2階
平塚市紅谷町4-6 平塚ムネカタビル2階
平塚市紅谷町4-6 ムネカタビル1階
平塚市紅谷町4-7
平塚市紅谷町4-11 JUNESU-3-101
平塚市紅谷町4-11 JUNESU-3-401
平塚市紅谷町4-11 ジュネス3-302
平塚市紅谷町4-11 ジュネスIII 202
平塚市紅谷町4-12 ダイヤビル1階
平塚市紅谷町4-13 第2ヤマフクビル2階
平塚市紅谷町4-20
平塚市紅谷町4-21
平塚市紅谷町4-22
平塚市紅谷町4-22
平塚市紅谷町5-3-2階
平塚市紅谷町5-9
平塚市紅谷町5-11
平塚市紅谷町5-11
平塚市紅谷町5-14
平塚市紅谷町5-20 梅屋YouU3階
平塚市紅谷町5-20 ユーユー梅屋駅前館2階
平塚市紅谷町5-20 ユーユー駅前館
平塚市紅谷町6-9
平塚市紅谷町6-9 添田ビル2階
平塚市紅谷町6-14
平塚市紅谷町6-20
平塚市紅谷町6-22 2階
平塚市紅谷町6-22
平塚市紅谷町6-22 鶯⽉ビル
平塚市紅谷町6-22 鷺⽉ビル1階
平塚市紅谷町6-24 添田土地第一ビル3階
平塚市紅谷町6-24 添田ビル2階
平塚市紅谷町6-26
平塚市紅谷町6-26 平塚駅前北⼝ビル
平塚市紅谷町6-30 第⼆古木ビルB1階
平塚市紅谷町6-30 古木ビルB1-3
平塚市紅谷町6-30 古木ビルB1階
平塚市紅谷町6-30 古木ビル地下1階
平塚市紅谷町7-23
平塚市紅谷町8-5
平塚市紅谷町8-5
平塚市紅谷町8-5 ハイツくれたけ1階
平塚市紅谷町8-8
平塚市紅谷町8-8
平塚市紅谷町8-8 東洋ビルB1

電話番号
0463-26-8092
0463-74-5545
0463-24-1410
0463-21-1024
0463-23-0149
0463-21-0333
0463-67-8998
0463-71-5818
－
－
0463-21-5982
0463-21-1335
0463-24-0773
0463-20-4800
0463-79-5688
0463-21-4272
0463-23-4399
0463-21-4006
0463-72-7657
0463-21-5657
0463-72-7077
0463-25-5880
0463-22-7044
0463-22-8418
0463-21-7959
0463-21-3759
0463-65-0888
0463-65-0505
0463-23-4409
0463-22-2862
0463-24-1910
－
0463-71-5923
0463-20-5771
050-3695-0029
－
－
－
0463-23-3499
0463-21-2087
－
0463-24-3554
0463-73-8667
0463-23-9008
－
平塚市紅谷町9-1 リーデンスタワー湘南平塚2階 0463-24-7733
平塚市紅谷町9-9
0463-79-5449
平塚市紅谷町9-9
0463-21-3917
平塚市紅谷町9-10-201
0463-31-8603
平塚市紅谷町9-10
0463-65-1693
平塚市紅谷町9-15 セントアイ1階
0463-20-8181
平塚市紅谷町9-18 中島ビル1.2階
0463-24-9202
平塚市紅谷町9-18 中島ビル2階
0463-86-6123
平塚市紅谷町9-18 中島ビル3階
0463-20-9757
平塚市紅谷町9-18 中島ビルB1階
0463-20-5225
平塚市紅谷町9-20
0463-21-7981

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-14/86

店舗名
インサイドアウトカフェ
魚忠
冨久寿司
⽉のダイニングうさぎ
ケンタッキーフライドチキン 平塚店
鳥良商店平塚パールロード店
モスバーガー平塚パールロード店
あさひ家
ROUTE58
CELTS平塚店
楽蔵平塚店
ビッグエコー平塚本店
ブラジリアンフード リガール
牛たんやきみのる
ONE'S PRIDE
ほほえみ
串カツ田中平塚店
天⻯本店
カフェドクレール
AMANI
ケムリカレー
ブロードウェイ
お好み焼・鉄板焼・もんじゃ焼 みくに
クラブR
クラブロイヤル
ぶたの恩返し
満堂紅
有限会社いろは寿司
クラブアリーナ
CLUBPASHA桐生
クラブ X
CLUBTHERITZ
Boogiemama(ブギーママ)
BOOGIE
酒barアルカディア
スナック香花
夜来香
BarNadir
お好み焼き かげつ
BUNGA
居酒屋しいず
平塚のひもの屋
みるみる
CHINATWO
キッチンバーVenus
スナックMK
べごっこのカルビ
大庄水産平塚⻄⼝店
居酒屋 明春
JESSYKARAOKE&BAR
うな幸
OrphanBlack
FREE STYLES CAFE
居酒屋 まる八
JazzBar Pianoforte
たまりば

住所
平塚市紅谷町9-20 ⾦井ビル2階
平塚市紅谷町9-22
平塚市紅谷町10-2
平塚市紅谷町10-2 ⾦子ビル2階
平塚市紅谷町10-2 ⾦子ビル内
平塚市紅谷町10-3 鶯ビル1階
平塚市紅谷町10-5
平塚市紅谷町10-6
平塚市紅谷町10-6-B1
平塚市紅谷町10-8
平塚市紅谷町10-8-B1

電話番号
0463-68-2311
0463-22-1440
0463-21-1504
0463-21-8815
0463-25-1594
0463-20-6117
0463-21-0540
0463-22-1212
0463-24-6661
0463-24-0555
0463-25-0088
平塚市紅谷町10-8 都市開発・田中共同ビル1〜5階
0463-24-6777
平塚市紅谷町10-13
0463-67-7596
平塚市紅谷町10-13 地下
0463-68-3806
平塚市紅谷町10-17 ⼆宮ビル1階
0463-24-4967
平塚市紅谷町10-17 ⼆宮ビル2階
－
平塚市紅谷町10-20
0463-79-9270
平塚市紅谷町11-10
0463-22-3686
平塚市紅谷町12-6
0463-59-9956
平塚市紅谷町12-11-1階
0463-74-4299
平塚市紅谷町12-11
－
平塚市紅谷町12-12-2階
0463-23-8019
平塚市紅谷町12-24 トキワヤビル1階
0463-22-1852
平塚市紅谷町12-24 トキワヤビル1階
0463-24-1970
平塚市紅谷町12-24 トキワヤビル2階
－
平塚市紅谷町13-6-1階
0463-75-9944
平塚市紅谷町13-6
0463-23-8100
平塚市紅谷町13-8
0463-21-1633
平塚市紅谷町13-9
0463-22-2070
平塚市紅谷町13-12-1階
－
平塚市紅谷町13-13 紅谷町ビル2階
－
平塚市紅谷町13-13 紅谷町ビルB1
－
平塚市紅谷町13-16-1階
0463-22-7866
平塚市紅谷町13-16-2階
0463-21-5785
平塚市紅谷町13-17-2階
－
平塚市紅谷町13-17
0463-22-0705
平塚市紅谷町13-17 SETUビル1階
－
平塚市紅谷町13-19
0463-23-9987
平塚市紅谷町13-20
－
平塚市紅谷町13-20
0463-22-9987
平塚市紅谷町13-22
－
平塚市紅谷町14-1 ウェイブ湘南ウエストビル4階
0463-22-1507
平塚市紅谷町14-3 KIビル2階
0463-74-6331
平塚市紅谷町14-3 KIビル3階
0463-75-8382
平塚市紅谷町14-3 カメヤKIビル3-B
－
平塚市紅谷町14-3 カメヤKIビル3階C号室 －
平塚市紅谷町14-3 カメヤKIビル4階
0463-20-5229
平塚市紅谷町14-9 菊松ビル1階
0463-86-6795
平塚市紅谷町14-9 菊松ビル3階
0463-79-5778
平塚市紅谷町14-9 菊松ビル3階
0463-75-8341
平塚市紅谷町14-11-101
－
平塚市紅谷町14-12
0463-59-9401
平塚市紅谷町14-15 冨澤ビル2階
0463-24-2728
平塚市紅谷町14-18-1階
0463-21-7775
平塚市紅谷町14-18-2階
0463-23-9331
平塚市紅谷町14-24 マツビル2階
0463-21-8808

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-15/86

店舗名
旬の肴と旨い酒 運勘根
Wakana
HAYAMA14
平塚伊ざわ
ダイニングカプリス
Sally cafe
センベロBQバール（旧︓ビリケンフード）
スナック マダム
es
ステーキ洋食大野
なか卯 平塚⻄⼝店
和食つぼね
牛角平塚店
八海
くいしん坊
リトルチーフ(LITTLE-CHIEF)
Rin
豊 小料理
すし屋の塾
博多 山笠
2軒⽬の酒場カジュアル
魚惣
サラ
玄品平塚
パブリッククラブファーストレディ
⻲善
クロスロード
スナックブルハ
与作
レストラン海賊
レストラン海賊
酒酒SHUSHU
どん兵衛
にかいのおく
ぱいかじターチ
大好きや ⻄⼝店
洋食バル どん
フランス料理 マリー・ルイーズ
松風SAND&BAR
ぶどう畑のさんぽ道
カフェレストラン ソクラ
すき家 平塚松風店
麺処 凪
オヴェストイゾラ
カラオケ居酒屋 四季
第3倉庫
クラウン
EAT高村店
Rocco
湘南平展望レストラン Flat
ショップ湘南平
ラーメン豚んち
Triton
CRUISE
戦国焼鳥信⻑
定食 たんぽぽ

住所
平塚市紅谷町14-24 松ビルB1
平塚市紅谷町14-28
平塚市紅谷町15-3
平塚市紅谷町15-4-1階
平塚市紅谷町15-5
平塚市紅谷町15-6 キャラ平塚1階
平塚市紅谷町15-18
平塚市紅谷町15-18 INビル3階
平塚市紅谷町15-18 INビル3階
平塚市紅谷町16-2 おでん横丁ビル2階
平塚市紅谷町16-2 平塚⻄⼝会館
平塚市紅谷町16-3
平塚市紅谷町16-4 ダイレクトパーク1階
平塚市紅谷町16-8
平塚市紅谷町16-11 大源第3ビル1階
平塚市紅谷町16-11 大源第三ビル2階
平塚市紅谷町16-11 大源第三ビル3階
平塚市紅谷町16-21
平塚市紅谷町17-11
平塚市紅谷町17-15
平塚市紅谷町17-15
平塚市紅谷町17-15
平塚市紅谷町17-15
平塚市紅谷町17-17
平塚市紅谷町17-18 相湘ビル2階
平塚市紅谷町17-20
平塚市紅谷町17-22
平塚市紅谷町17-22 クローバービル1号室
平塚市紅谷町17-24
平塚市紅谷町17-25-101
平塚市紅谷町17-25-103
平塚市紅谷町17-25
平塚市紅谷町18-1
平塚市紅谷町18-7
平塚市紅谷町18-8
平塚市紅谷町18-8
平塚市紅谷町10-19
平塚市松風町1-16-1階 レーベンス松風町
平塚市松風町9-8
平塚市松風町9-12
平塚市松風町11-20-103
平塚市松風町11-20
平塚市松風町21-19
平塚市松風町30-16
平塚市纒203-1
平塚市纒469-2
平塚市纒469-2
平塚市万田179-7
平塚市万田203-2
平塚市万田790
平塚市万田790
平塚市⾒附町1-31
神奈川県平塚市⾒附町1-31-B1
平塚市⾒附町1-31-B1
平塚市⾒附町3-17
平塚市⾒附町4-15

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-16/86

電話番号
0463-23-6778
－
0463-22-6014
0463-73-7320
0463-71-5632
－
－
0463-25-1716
0463-24-3777
－
0463-25-2501
0463-71-5248
0463-25-4129
0463-21-2257
0463-21-2803
－
0463-23-3845
－
0463-21-6457
－
－
0463-21-1071
0463-23-4529
0463-21-7029
0463-21-5744
0463-23-4645
－
0463-23-4541
0463-21-0890
0463-57-8546
0463-52-8546
0463-26-8786
0463-23-8030
0463-23-7402
0463-22-6887
0463-23-8820
0463-68-4573
0463-24-0465
0463-79-8184
0463-45-5088
0463-22-6681
0120-498-007
－
0463-21-5528
0463-35-5033
－
0463-35-5540
0463-34-7242
0463-74-5965
0463-67-9887
－
0463-74-6080
090-6707-0528
0463-35-5130
0463-35-7227
0463-34-4520

店舗名
中華料理 弁慶
スナックノンノ
焼肉きんぐ平塚⾒附町店
くら寿司平塚⾒附店
中華四川料理 ⾶翔
スナック ゆりりん
パブ セシリア
スナックアリエル
猫のかくれんぼ
ANZIE
大海丼丸平塚店
中華料理鳳蘭
アジアンダイニング マナカマナ
スナック エム
麺や七福
デニーズ 平塚⾒附店
歌謡ステージセブン
ガスト 東海大学前
なか卯 平塚南⾦⽬店
CURRY POT
牛将 平塚店
味噌一
⾦⽬OK食堂
居酒屋 団団
みねちゃん
ゆたか寿司
だんらん豊田店
炭火焼肉快豊田店
夢庵 平塚豊田
酒処 つくし
PHAKHAO
スナック くみこ
アロワナ
すなっくまま
スナックきよみ
BAR CLAESS
らーめん康
キッチン コミヤ
BM平塚南原
居酒屋 栞
はま寿司平塚南原店
スナック夢
中華料理⿓栄
串焼大将
小料理ひさご
135FACTORY
湘南タイダイニング
やき鳥たかはし
鶏バルPIOPIO
お食事処 安兵衛
ザ.バー.ジェントル
田
湘南酒場
ホルモン焼肉まんぷく
小樽酒場あずまし亭
丸芳

住所
平塚市⾒附町4-16
平塚市⾒附町12-9
平塚市⾒附町15-3 アクロスプラザ平塚⾒附
平塚市⾒附町15-17
平塚市⾒附町23-16
平塚市⾒附町24-2-103
平塚市⾒附町24-2 宮川ビル101
平塚市⾒附町24-5
平塚市⾒附町26-15 コスモマンション101
平塚市⾒附町29-9 OMビル1階
平塚市⾒附町32-12 ⾅井ビル101
平塚市⾒附町33-15
平塚市⾒附町41-14
平塚市⾒附町42-5
平塚市⾒附町43-3 誠心ビル１階
平塚市⾒附町46-11
平塚市⾒附町46-17 石田ビル1階
平塚市南⾦⽬350-1
平塚市南⾦⽬376-1
平塚市南⾦⽬658-3
平塚市南⾦⽬685-1
平塚市南⾦⽬709-1
平塚市南⾦⽬716-4
平塚市南⾦⽬747-6
平塚市南⾦⽬1361-17
平塚市南豊田18
平塚市南豊田28
平塚市南豊田55-1
平塚市南豊田323
平塚市南豊田581-1
平塚市南原1-4-33
平塚市南原1-4-33
平塚市南原1-4-35
平塚市南原1-13-2 アンブレラ101号
平塚市南原1-13-2 アンブレラ102号
平塚市南原1-13-2 アンブレラ103
平塚市南原1-20-31
平塚市南原1-25-9
平塚市南原2-3-4
平塚市南原2-4-2
平塚市南原2-13-4
平塚市南原3-1-4
平塚市宮の前1-21 松本ビル1階
平塚市宮の前1-22
平塚市宮の前1-23
平塚市宮の前1-23
平塚市宮の前1-29
平塚市宮の前1-33 ファーイーストビル1階

電話番号
0463-31-3932
0463-31-0450
0463-20-8322
0463-71-6610
0463-31-2206
0469-31-4444
0463-36-9595
－
0463-79-5027
－
0463-33-2883
0463-32-7550
0463-45-4967
0463-33-1994
0463-72-8828
0463-35-0942
0463-73-6885
0463-50-3471
0463-50-3501
0463-65-3084
0463-59-4129
0463-58-9371
0463-57-7296
－
0463-58-8555
0463-32-7243
0463-34-3666
0463-37-5811
0463-36-0591
－
－
0463-34-5009
0463-37-5077
－
－
－
0463-68-5000
0463-32-1939
0463-30-1367
0463-36-3002
0463-30-3303
－
0463-22-6478
－
0463-21-4575
－
－
0463-72-8508
平塚市宮の前1-33 ファーイーストビル宮ノ前B1階 0463-68-1926
平塚市宮の前6-2
－
平塚市宮の前6-20 クリオ平塚七番館103 0463-24-1615
平塚市宮の前7-1
0463-22-2663
平塚市宮の前7-5
0463-23-5738
平塚市宮の前7-8 田中ビル1階
0463-22-6860
平塚市宮の前7-24
0463-23-4016
平塚市宮の前7-25-101
0463-24-1044

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-17/86

店舗名
スナック まどか
グリルフクヨシ平塚店
ホルモン焼天
三崎寿司
レストラン アンド バー サンタナ
スナック遊
スナック8
ハッピー平塚店
焼肉カルビチャンプ平塚店
ONEDREAM CAFE
うまみ屋
スナック英
伊勢うどん いせ
釜揚げうどん専⾨店もと
サイゼリヤ ヤオコー平塚宮松町店
湘南大勝軒
快活CLUB平塚宮松店
どんぴしゃ
CRAFTERS
寿司魚忠
大橋
くいもの屋bamboo
焼肉ホルモン バガボンド
めんやBARクアトロ
和食ダイニングTAMA
PORCO ROSSO
HAPPY MOUNTAIN BAR
新村
すなっく浪漫
鳥秀
とんかつかさはら
平塚プレジール
みづほ野 農協ビル店
湘南スープカレー海⽉kurage
ニコイチ
zazie(ザジ)
赤から平塚駅南⼝店
水火平塚駅南⼝店
コメダ珈琲平塚駅南⼝店
ビアレストランブロイハウス
WOODSHOP
SAD CAFE
珠じゅう
宴会場
カフェレストラン 楓
⽇本料理 松風
八鮮食堂
居酒屋向⽇葵
中国料理⿓園
一粋
アル・クーパー
ルパスポート
お好み焼き・もんじゃ焼き くるり
ホーボー レコード カフェ
イタリア館
幸の羽

住所
平塚市宮の前7 アーバンコート湘南102
平塚市宮の前8-4
平塚市宮の前8-4
平塚市宮の前8-8
平塚市宮の前8-30
平塚市宮の前9-4
平塚市宮の前9-5
平塚市宮の前9-6
平塚市宮の前13-6
平塚市宮松町1-11
平塚市宮松町3-21-102
平塚市宮松町3-21 ライフコア平塚106
平塚市宮松町6-11
平塚市宮松町6-26
平塚市宮松町9-7 ヤオコー平塚宮松町2階
平塚市宮松町10-18
平塚市宮松町11-4
平塚市宮松町12-1 サングレイス平塚102号
平塚市宮松町12-52
平塚市桃浜町13-26
平塚市桃浜町16-12
平塚市桃浜町24-21
平塚市桃浜町24-21
平塚市桃浜町24-21
平塚市八重咲町1-2 アリオンビル1階
平塚市八重咲町1-2 アリオンビル2階
平塚市八重咲町1-2 アリオンビルB1階
平塚市八重咲町1-10
平塚市八重咲町1-12 明和ビル1階
平塚市八重咲町1-13
平塚市八重咲町2-8
平塚市八重咲町3-8
平塚市八重咲町3-8 B1
平塚市八重咲町3-17 ブルーショア湘南101
平塚市八重咲町3-17 ブルーショア湘南B1
平塚市八重咲町3-29 ナダヤビル1階
平塚市八重咲町3-31
平塚市八重咲町3-31
平塚市八重咲町3-33
平塚市八重咲町3-33
平塚市八重咲町4-31
平塚市八重咲町6-1 平塚南⼝駅前ビル2階
平塚市八重咲町6-2
平塚市八重咲町6-18
平塚市八重咲町6-18
平塚市八重咲町6-18
平塚市八重咲町7-23
平塚市八重咲町7-23
平塚市八重咲町12-28
平塚市八重咲町22-8
平塚市八重咲町22-8
平塚市八重咲町22-8 笹尾ビル1階
平塚市八重咲町22-22
平塚市八重咲町24-18
平塚市八重咲町24-28 ドエル杉山1階
平塚市八重咲町24-34-1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-18/86

電話番号
0463-24-6789
0463-59-9136
0463-24-5070
0463-24-1832
0463-21-6915
0463-73-5705
－
0463-23-7531
0463-23-1025
－
0463-23-1204
0463-22-3989
0463-20-5268
0463-63-2001
0463-20-6371
0463-23-8202
0463-23-8188
0463-21-8688
0463-74-4777
0463-31-2147
－
0463-36-1108
0463-38-4608
0463-35-4035
0463-26-6243
0463-67-7152
0463-79-9292
－
0463-21-6453
－
0463-21-2840
0463-25-0195
0463-23-2801
0463-79-8732
0463-24-1239
0463-21-3677
0463-20-1522
0463-20-1501
0463-24-0077
0463-23-7007
－
0463-67-1672
0463-21-0550
0463-23-0300
0463-23-7678
0463-23-2636
0463-75-9553
0463-24-4500
0463-23-8385
0463-21-9311
0463-21-7589
0463-23-8118
0463-23-4526
－
0463-21-6919
0463-75-8868

店舗名
Bar.Refill
にっぽん料理 野々菜
アジアンダイニング マラティ
スイスレストランルシャレー
レストランサルサ
蓮池
ふぃふてぃーん
居酒屋 小樽海
⿇花
泰⼒
サンレイク パート2
福ひろ
レストラン アマーレ
GoKuRi
中国料理 やまいち
アッシュエム
ごはん屋さん夕陽ヶ丘店
蕎⻨ダイニング鶍
アクアフィオーレ
⿓公亭
中華 喜喜珍
ヤキトリつるちゃん
スナック 八重
桃太郎
スナック川路
以心麺心
スナック アン
居酒屋 みさき
居酒屋 銀座六丁⽬
スナックみくに
スナック ヒロ
とんかつ ざ・ばーすでぃ
スナック伽羅
ホルモン焼き 福だるま
amigos
台湾料理⾦水園
天一坊
旬菜おばんざい とうたく
すたあじゃっく
藤沢・鳥将
露路
炭火焼肉たじま
古久家朝⽇町店
エムクール
ワインハウス warakan
藤蛸
そば仁や
江⼾前 京寿司
スナック 真琴
広島風お好み焼 えん
スナック宏美
OLIVE
バーニーズカフェ
カラパナ
おはなDining
吉野家藤沢石川店

住所
平塚市八重咲町25-27
平塚市八重咲町25-27
平塚市八重咲町25-27 喜久荘1階
平塚市八重咲町26-19
平塚市八重咲町26-19 高風荘マンション102

平塚市山下573-7
平塚市山下703-1-102
平塚市山下703-1
平塚市山下703-1
平塚市山下703-1 岩崎コーポラス106
平塚市山下709-2
平塚市山下723-2
平塚市山下1109
平塚市夕陽ケ丘1-16
平塚市夕陽ケ丘1-19
平塚市夕陽ケ丘3-5
平塚市夕陽ケ丘5-11
平塚市夕陽ケ丘26-18
平塚市夕陽ケ丘36-5 松下ビル1階
平塚市夕陽ケ丘44-3
平塚市夕陽ケ丘61-2
平塚市横内2741-2
平塚市横内3227-3
平塚市横内3227
平塚市横内3236-7
平塚市横内3361-1
平塚市横内3373-1
平塚市横内3823-1
平塚市横内3823-1
平塚市横内3823
平塚市横内4035-1

電話番号
0463-23-1770
0463-23-7601
－
0463-23-9037
0463-22-1262

－
－
－
－
－
0463-35-7289
0463-33-4959
0463-34-9696
0463-51-6991
0463-22-2892
0463-27-2171
0463-23-9643
0463-68-7742
0463-23-6644
0463-21-4056
0463-22-5931
0463-55-1687
－
－
0463-54-4457
0463-55-2955
－
－
0463-74-6436
0463-54-0765
－
平塚市横内4039-1 キャスターアベニュー101 －
平塚市横内4039 アベニュー102
0463-54-5356
平塚市横内4069-5
0463-55-0052
平塚市横内4083
－
平塚市横内4147-1
0463-79-9628
平塚市⿓城ケ丘8-3
0463-35-5678
藤沢市朝⽇町9-4
0466-50-1155
藤沢市朝⽇町9-4 朝⽇ビル1階103
0466-26-9195
藤沢市朝⽇町9-5 大道ビル101
0466-54-3399
藤沢市朝⽇町9-5 大道ビル1階
－
藤沢市朝⽇町9-6
0466-28-9415
藤沢市朝⽇町10-5
0466-26-6355
藤沢市朝⽇町13-16 朝⽇マンション102 0466-22-1772
藤沢市朝⽇町13-16 朝⽇マンション1階 0466-25-4117
藤沢市朝⽇町14-1
－
藤沢市朝⽇町14-1 犬塚ビル1階
0466-90-5820
藤沢市朝⽇町14-9
0466-25-0117
藤沢市朝⽇町14-13-2階
0466-47-7116
藤沢市朝⽇町14-13
0466-60-0221
藤沢市朝⽇町14-13 北畠ビル2階
0466-24-3008
藤沢市朝⽇町15-6
0466-41-9522
藤沢市朝⽇町15-6 SKビル103
－
藤沢市朝⽇町15-6 SKビル2階
0466-26-4348
藤沢市朝⽇町15-6 藤沢第⼆SKビル303 0466-24-8234
藤沢市石川1-1-18
0466-86-6078

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-19/86

店舗名
からやま藤沢石川店
海湘丸 湘南台店
マクドナルド藤沢石川店
七輪焼肉安安藤沢石川店
cafe マドル
屋子⺟
松屋 藤沢石川店
焼肉屋さかい湘南ライフタウン店
スナック千晶
廻鮮寿司処タフ藤沢店
嬉嬉
藤
中国料理 華苑
ジョナサン 藤沢石川
リンガーハット藤沢石川店
らあめん花⽉嵐 藤沢石川店
居酒屋のん太
スナックタイム
ダイニングバーまほろ
中国料理八州
手打ちうどん ⾃遊席
ラーメン魁⼒屋 藤沢石川店
食事処 一色
カラオケ居酒屋ごん太
リンガーハットイトーヨーカドー湘南台店
ケンタッキーフライドチキン イトーヨーカドー湘南台店
ポッポ湘南台店
ファーストキッチン 湘南台イトーヨーカドー店
イトーヨーカドー湘南台店
はなまるうどんイトーヨーカドー湘南台店
大⼾屋イトーヨーカドー湘南台店
サイゼリヤ イトーヨーカドー湘南台店
スターバックスコーヒー湘南台イトーヨーカドー店
ジェラフル湘南台店
創作ダイニングHASU
ビストロSHOJI
OKAGESAMA
手羽だるま 藤沢石川店
麺処 そばじん 石川店
かつや湘南藤沢石川店
源平 ライフタウン石川店
コメダ珈琲店 藤沢湘南台店
古久家石川店
くら寿司湘南台店
町田商店藤沢湘南台店
樽寿司市場店
うなぎ.ふぐ専⾨店 一幸
スナックしの
とり桂
居酒屋じゅん
奄美亭
寿司かね
魚華
ENOSHIMA TREASURE CAFE
丸だい仙水
藤浪

住所
藤沢市石川1-6-1
藤沢市石川1-9-5
藤沢市石川1-14-16
藤沢市石川1-15-16
藤沢市石川1-31-3
藤沢市石川1-33-21 ハイツサムウエイ
藤沢市石川2-1-1 セレーノ湘南1階
藤沢市石川2-4-11
藤沢市石川2-14-9
藤沢市石川3-21-2 GAYA 8 1階
藤沢市石川3-21-17
藤沢市石川3-22-8
藤沢市石川3-656-1
藤沢市石川4-1-10
藤沢市石川4-8-11
藤沢市石川4-8-12
藤沢市石川4-28-1
藤沢市石川4-28-1
藤沢市石川5-5-2A
藤沢市石川5-17-1
藤沢市石川5-24-11
藤沢市石川5-27-11
藤沢市石川5-30-5
藤沢市石川5-31-32 コーポエレガンス104
藤沢市石川6-2-1
藤沢市石川6-2-1
藤沢市石川6-2-1
藤沢市石川6-2-1
藤沢市石川6-2-1
藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー1階
藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー3階

電話番号
0466-52-8308
0466-89-0213
0466-89-3461
0466-52-4929
0466-52-6648
－
0466-89-3406
0466-86-6329
－
0466-86-2241
0466-47-2373
0466-86-0301
0466-88-5770
0466-89-1686
0466-89-4151
0466-52-5327
0466-88-3527
0466-87-4289
0466-88-3312
0466-87-2788
0466-88-6366
0466-47-6679
0466-87-5505
－
0466-89-0310
0466-89-0547
0466-87-5511
0466-86-6488
0466-87-5511
0466-86-6870
0466-88-8738
藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー湘南台3階 0466-86-8761
藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー湘南台店 0466-86-6368
藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー湘南台店1階フードコート 0466-52-8336
藤沢市石川6-7-9
0466-86-1048
藤沢市石川6-7-11
0466-87-4402
藤沢市石川6-18-5
0466-66-6088
藤沢市石川635-9
0466-88-8077
藤沢市石川635-9 めぐみビル101
0466-52-4664
藤沢市石川636-6
0466-87-4401
藤沢市石川645-7 ポルシェ藤沢102
0466-87-5224
藤沢市石川1761-5
0466-89-0077
藤沢市石川1763-1
0466-52-6498
藤沢市石川1764
0466-89-6510
藤沢市石川1768
0466-53-8010
藤沢市稲荷520
0466-80-5611
藤沢市打戻686
0466-48-3744
藤沢市打戻1803-4 ハイツサカエ102号室 0466-47-0320
藤沢市打戻1803-4 ハイツサカエ105
0466-48-5687
藤沢市打戻1898-3
0466-48-4570
藤沢市打戻1899-8
0466-48-8816
藤沢市打戻1899
0466-48-8515
藤沢市江の島1-3-6
0466-52-6354
藤沢市江の島1-3-8-1階
0466-53-7828
藤沢市江の島1-3-19
0466-26-4701
藤沢市江の島1-3-19
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-20/86

店舗名
貝作 1階
貝作 2階
海鮮料理天海
湘南デニムストリートテイクアウト
恵比寿屋
カフェーマル
座々丸
しらす問屋とびっちょ本店
島童子
Moke's Hawaii
磯料理 きむら
文佐食堂
江の島ぎょうざ
エノシマ火鍋
お食事処ネーチョイト
食堂 いのうえ
小田急ヨットクラブ
Cafeとびっちょ 江の島ヨットハーバー店
魚華本店
江の島アイランドスパ 江の島フードパーク
吉祥ラーメン
江の島カフェ
アイランドグリル
しらす問屋とびっちょ江の島弁財天仲⾒世通り店
江の島ハルミ
torico
⺠宿 ゑじま
岩本楼
灯台KITCHEN DEL&TEA
灯台KITCHEN サンセットテラス
灯台キッチン
江の島 ゆうひ茶屋
LONCAFE
江のまる
中村屋本店
海花亭
イルキャンティカフェ
⾒晴亭
遊覧亭
江之島亭
TRASPARENTE L'acqua
島舎
むさしの森珈琲 藤沢湘南台
楽養軒
割烹かわはら
中華そば寅ライフタウン店
ハムロネパール,インドダイニングバー
ブロンコビリー湘南ライフタウン店
藍屋 湘南ライフタウン
Spicy India 湘南とうきゅう支店
PastaAlba Shonan
ドトールコーヒーショップ湘南とうきゅう店
リトルマーメイド湘南とうきゅう店
横浜大唐 藤沢店
レストランマリオ
スナックROSA

住所
藤沢市江の島1-3-20
藤沢市江の島1-3-20
藤沢市江の島1-4-9
藤沢市江の島1-4-12
藤沢市江の島1-4-16
藤沢市江の島1-6-5
藤沢市江の島1-6-7
藤沢市江の島1-6-7
藤沢市江の島1-6-8
藤沢市江の島1-6-8
藤沢市江の島1-6-21
藤沢市江の島1-6-22
藤沢市江の島1-6-28
藤沢市江の島1-7-3
藤沢市江の島1-7-4
藤沢市江の島1-7-5
藤沢市江の島1-11-2
藤沢市江の島1-12-2
藤沢市江の島1-208
藤沢市江の島2-1-6 江の島ホテル
藤沢市江の島2-1-6 江の島ホテル別館1階
藤沢市江の島2-1-6 江の島ホテル本館1階
藤沢市江の島2-1-6 江の島ホテル本館4階
藤沢市江の島2-1-9
藤沢市江の島2-1-12
藤沢市江の島2-1-14
藤沢市江の島2-1-14
藤沢市江の島2-2-7
藤沢市江の島2-3-28
藤沢市江の島2-3-28
藤沢市江の島2-3-28
藤沢市江の島2-3-28

電話番号
0466-22-3759
0466-22-3759
0466-27-1060
080-6218-7197
0466-22-4105
－
0466-23-8555
0466-23-0041
0466-22-0090
0466-47-7794
0466-22-6813
0466-22-6763
0466-90-3951
－
－
0466-77-0813
0466-24-4011
0466-53-7760
0466-28-9570
0466-29-0688
0466-29-0688
0466-29-0688
0466-27-7688
0466-29-9090
0466-22-3629
0466-54-9799
0466-22-1786
0466-26-4121
0466-23-2444
0466-23-2444
0466-23-2444
0466-23-2444
藤沢市江の島2-3-28 サムエルコッキング苑内 0466-28-3636
藤沢市江の島2-3-37
0466-47-6408
藤沢市江の島2-3-45
0466-22-4214
藤沢市江の島2-4-11
0466-26-1473
藤沢市江の島2-4-15
0466-86-7758
藤沢市江の島2-5-3
0466-23-4405
藤沢市江の島2-6-3
0466-22-6806
神奈川県藤沢市江の島2-6-5
090-4730-2621
藤沢市江の島2-6-7
－
藤沢市江の島2-6-10
0466-66-6252
藤沢市円⾏2-1-1
0466-42-1136
藤沢市円⾏2-9-12
0466-44-8348
藤沢市円⾏2-27-9
0466-44-8317
藤沢市遠藤406-3
0466-88-0166
藤沢市遠藤642-1
0466-88-8935
藤沢市遠藤698-1
0466-52-7729
藤沢市遠藤698-7
0466-88-9837
藤沢市遠藤698-10 1階フードコート内
－
藤沢市遠藤698-10
0466-47-7222
藤沢市遠藤698-10
0466-86-0193
藤沢市遠藤698-10 湘南とうきゅう1階
0466-87-1878
藤沢市遠藤滝ノ沢698-10 湘南とうきゅう1階 0466-87-7788
藤沢市遠藤701-5
0466-88-5453
藤沢市遠藤701-5
0466-88-5511

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-21/86

店舗名
さくらんぼ
えびす家
魚真
中国料理 笑⻲楼
牛たん 良助
らーめん工房 縁
山田うどん食堂 藤沢田方町店
カルビ屋ワッショイ湘南ライフタウン店
⼗六夜
ニューオータニ ダイニング&カフェ
尾張屋
農家レストランいぶき
味処まるたか
サブウェイ慶應大学SFC店
タブリエSFC
芙蓉カントリー倶楽部レストラン
古久家ライフタウン店
そば処あいづや
ひるごはんばんごはん食堂
マカロニ市場藤沢店
温野菜藤沢大庭店
ガスト 藤沢大庭
ベーカリーレストランサンマルク藤沢大庭店
リカーハウストミー
からあげ居酒屋 一丁⽬
スナック シャンテ
秋田大曲
スナックみゆき
YUTA寛
ラーメン 荒湘
末広
カフェドトロン
炭火焼肉アラジン
三文オペラ
サイゼリヤ 藤沢大庭店
がってん寿司藤沢店
COFFEE ROASTERS SHONAN
中華料理 向陽飯店 大庭店
すき家 湘南LT店
スシロー藤沢大庭店
ジョリパスタ湘南ライフタウン店
魚屋路 湘南ライフタウン
焼肉ざんまい
たぬき
中国料理⼗八家
鮨まさ
麺場 ⾶猿
星乃珈琲店片瀬店
くま乃
湘南福猫
はらどけい弁当
みさご寿司
ホテル江ノ島アパートメント
江の島アパートメントホテル103
江の島アパートメントホテル104
江の島アパートメントホテル105

住所
藤沢市遠藤701-6 滝の沢ストア105
藤沢市遠藤701
藤沢市遠藤788-6 102
藤沢市遠藤866-13
藤沢市遠藤934-19
藤沢市遠藤934-19 ⻲井ビル101
藤沢市遠藤2014-27
藤沢市遠藤2016-20
藤沢市遠藤2618-5
藤沢市遠藤3415
藤沢市遠藤3550-5
藤沢市遠藤3889-1
藤沢市遠藤4151-1

電話番号
0466-87-7428
0466-87-6615
0466-88-9046
0466-87-1311
0466-90-5661
0466-47-7374
0466-87-3701
0466-86-3577
－
0466-86-7814
0466-48-3887
0466-86-8602
0466-48-9299
藤沢市遠藤5322 慶應義塾大学学生ラウンジ内 0466-48-2031
藤沢市遠藤5322 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス厚生棟1階 0466-48-9888
藤沢市大庭2320
0466-34-8111
藤沢市大庭5061-2 LiFEPiA2階
0466-88-7180
藤沢市大庭5061-2 イオン藤沢店ライフピア2階 0466-88-8113
藤沢市大庭5100-1
－
藤沢市大庭5134-6
0466-88-0100
藤沢市大庭5134
0466-86-6129
藤沢市大庭5144-3
0466-30-0659
藤沢市大庭5225-1
0466-86-8837
藤沢市大庭5251-2 グリーンビュット103 0466-88-3222
藤沢市大庭5348-5 ソレアード湘南102
0466-87-0115
藤沢市大庭5348-10 森谷第3ビル2階
－
藤沢市大庭5348-12 森谷第2ビル1階
0466-87-9511
藤沢市大庭5348-12 森谷第⼆ビル
0466-47-7475
藤沢市大庭5348-13
－
藤沢市大庭5348-13 田代店舗
0466-76-7703
藤沢市大庭5348-14
0466-87-7477
藤沢市大庭5349-7-104
0466-90-4474
藤沢市大庭5349-7 藤沢ハイツ102号
0466-88-6208
藤沢市大庭5349-7 藤沢ハイツ103号
0466-88-4156
藤沢市大庭5403-1
0466-87-7822
藤沢市大庭5425-12
0466-52-8137
藤沢市大庭5431-9
0466-89-6790
藤沢市大庭5434-8
0466-41-9169
藤沢市大庭5434-9
0120-498-007
藤沢市大庭5454-5
0466-89-0880
藤沢市大庭5681-29
0466-89-0966
藤沢市大庭5682-1
0466-89-0204
藤沢市獺郷1160-1
0466-47-0229
藤沢市獺郷1248-4
0466-48-4985
藤沢市獺郷1289-1
－
藤沢市獺郷1289-5
0466-48-7150
藤沢市片瀬1-36-1
－
藤沢市片瀬2-10-17
0466-27-5108
藤沢市片瀬2-11-20
0466-27-8668
藤沢市片瀬2-16-21
0466-52-3501
藤沢市片瀬2-16-30
－
藤沢市片瀬2-16-34
0466-25-4764
藤沢市片瀬2-16-34
090-4018-5457
藤沢市片瀬2-16-34
090-4018-5457
藤沢市片瀬2-16-34
090-4018-5457
藤沢市片瀬2-16-34
090-4018-5457

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-22/86

店舗名
江の島アパートメントホテル204
江の島アパートメントホテル205
中華香房 凛道
あかぼし
居酒屋 呑ちゃん家
Hula&Cafe KOKOKAI
居酒屋和
ゆうがた
東家
PRIME
焼肉⾦⾦
トラットリア フランチェスカ
寿司政
KOTORI KITCHEN
麺屋酒場 盛盛 江の島店
Bar Bungee
焼肉ざんまい江ノ島店
片瀬や
kitchen3chome
レストラン ラ・ターブル・オ・ジャポン
アンジェ
湘南かたせ家
炭焼きミンナミ食堂
珊瑚片瀬
⽇本料理 松川
スナック 夕顔
KAMOME KITCHEN
やすざみや
地魚 吉良の店
いったま
LIGHTHOUSE
磯me
bar time
喜食家
LESFABLESBONJOUR
湘南バインミーAZ
居酒屋近江
片瀬商店
VOICE BAR KATASE
The Market SE1
炭火焼ひもの 伝
クラリタ ダ マリッティマ
ほてる汐彩
KKR江ノ島ニュー向洋
なみのりチキン
cafe livingroom
タリーズコーヒー 江ノ電江ノ島駅店
izakaya living room
江乃華
浜焼き食べ放題 幸せな90分
CafeGrandLine
玉屋本店
REAL江ノ島店
WATATSUMI
ほてる彩夏
しらすと伊勢海⽼忠兵衛

住所
藤沢市片瀬2-16-34
藤沢市片瀬2-16-34
藤沢市片瀬3-1-29 鈴木店舗2号室
藤沢市片瀬3-1-36
藤沢市片瀬3-6-12
藤沢市片瀬3-9-23
藤沢市片瀬3-14-31
藤沢市片瀬3-14-31 江のはビル1-A
藤沢市片瀬3-14-33
藤沢市片瀬3-14-33
藤沢市片瀬3-14-33-2階
藤沢市片瀬3-14-33 池田ビル1階
藤沢市片瀬3-14-39
藤沢市片瀬3-15-11
藤沢市片瀬3-15-17-1階
藤沢市片瀬3-15-17-2階
藤沢市片瀬3-17-25
藤沢市片瀬3-17-32-104
藤沢市片瀬3-17-32-105
藤沢市片瀬4-10-13
藤沢市片瀬4-11-29
藤沢市片瀬4-16-13
藤沢市片瀬4-16-26
藤沢市片瀬4-16-27-101
藤沢市片瀬4-18-13
藤沢市片瀬5-13-12
藤沢市片瀬海岸1-1-3
藤沢市片瀬海岸1-1-11 ボート小屋2階
藤沢市片瀬海岸1-2-18
藤沢市片瀬海岸1-2-23
藤沢市片瀬海岸1-3-3 A.T.えのしまB号室
藤沢市片瀬海岸1-3-3 A.T.えのしまC号室
藤沢市片瀬海岸1-3-3 A.TえのしまB号室
藤沢市片瀬海岸1-3-9
藤沢市片瀬海岸1-3-18 グランデュール3江ノ島1階

藤沢市片瀬海岸1-4-5
藤沢市片瀬海岸1-4-5-2階
藤沢市片瀬海岸1-4-7
藤沢市片瀬海岸1-5-5 2階
藤沢市片瀬海岸1-6-6
藤沢市片瀬海岸1-6-10
藤沢市片瀬海岸1-6-11 エスコート湘南101
藤沢市片瀬海岸1-7-3
藤沢市片瀬海岸1-7-23
藤沢市片瀬海岸1-8-33-2階
藤沢市片瀬海岸1-8-38-103
藤沢市片瀬海岸1-8-41
藤沢市片瀬海岸1-9-6-2B
藤沢市片瀬海岸1-9-6 第2えのはビル2階-A
藤沢市片瀬海岸1-9-6 第⼆えのはビル1階
藤沢市片瀬海岸1-9-8-102
藤沢市片瀬海岸1-9-10
藤沢市片瀬海岸1-11-13 ピュアスポーツクラブ2階

藤沢市片瀬海岸1-11-15
藤沢市片瀬海岸1-11-22
藤沢市片瀬海岸1-11-25

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-23/86

電話番号
090-4018-5457
090-4018-5457
0466-54-9809
0466-98-5186
0466-50-4363
0466-24-6030
0466-90-4118
0466-50-5036
0466-22-4409
－
0466-27-8484
0466-25-7400
0466-22-3889
0466-51-0868
0466-51-3383
0466-51-0949
0466-27-0123
0466-52-6081
0466-53-5556
0466-86-7759
0466-27-1255
090-4018-5457
0466-76-7110
0466-90-3035
－
－
0466-51-0868
0466-77-3022
0466-53-7514
0466-51-0369
－
－
－
0466-23-8838
0466-52-5037
0466-54-8232
0466-52-4827
0466-66-8243
－
0466-24-8499
0466-25-1213
0466-47-3544
0466-22-4241
0466-23-7710
0466-54-7336
0466-47-7314
0466-90-4711
0466-47-6724
0466-66-8210
0466-52-6069
0466-76-5232
0466-22-4057
－
0466-53-7400
0466-22-4246
0466-27-1455

店舗名
かき氷 べたなぎ
PICO 江ノ島店
IZA江ノ島ゲストハウス&バー
KALAE
アイランドキッチン
Hemingway江ノ島
AWASURFSTEAKHOUSE
MangoTango
江の島らーめん花みずき
DATE
オッパーラ
ライブハウス ⻁丸座
江の島 ミントハウス
清光園
さのじや
DIEGO BY THE RIVER
LAWDYBREW
MENGA 江ノ島本店
湘南韓国料理GOKAN
FARO
紀伊国屋旅館
紀州鉄道 片瀬江ノ島ホテル
L&L Hawaiian Barbecue 江ノ島店
あん藤
片瀬 石政
サンドキャッスル
アンカー
Bard
道楽やねこん家
Katase食堂
リバーサイド
LuckyMealMermaid
江ノ島おさかなセンター
しみづのだしLABO
ラグーン湘南
Chabadi 片瀬江ノ島店
江ノ島ゲストハウス134
CIZA DINING&BAR
ビストロラブリーズ
クアアイナ片瀬江ノ島店
Hemingway江ノ島 Hanare
サザンテラス江ノ島
アロハテーブル湘南
マイアミ貝新
Eggs 'n Things 湘南江の島店
GARB江ノ島
Shonan Golf Resort ROUND ZONE
カプリチョーザ江ノ島店
デニーズ 江ノ島店
ディッシャーズ 江ノ島店
麹町珈琲 江ノ島店
ホテルショコラ湘南ENOTOKI店
天狼院書店湘南天狼院
スパイスヘブン江ノ島店
焼肉ぽんが江の島店
ゲートブリッジカフェ江ノ島店

住所
藤沢市片瀬海岸1-11-29
藤沢市片瀬海岸1-11-30
藤沢市片瀬海岸1-11-31
藤沢市片瀬海岸1-11-32
藤沢市片瀬海岸1-12-3 ワンアンドオンリー湘南1階

藤沢市片瀬海岸1-12-4
藤沢市片瀬海岸1-12-7 シルフィードタワー1階

藤沢市片瀬海岸1-12-17-2階
藤沢市片瀬海岸1-12-17 江の島ビュータワー1階
藤沢市片瀬海岸1-12-17 江ノ島ビュータワー2階
藤沢市片瀬海岸1-12-17 江の島ビュータワー4階
藤沢市片瀬海岸1-12-17 江の島ビュータワー7階
藤沢市片瀬海岸1-12-17 江の島ビュータワー8階

藤沢市片瀬海岸1-12-23-2階
藤沢市片瀬海岸1-12-26
藤沢市片瀬海岸1-13-8
藤沢市片瀬海岸1-13-8
藤沢市片瀬海岸1-13-11
藤沢市片瀬海岸1-13-12
藤沢市片瀬海岸1-13-12 ビースリービル2階

藤沢市片瀬海岸1-13-16
藤沢市片瀬海岸1-13-18-3F
藤沢市片瀬海岸1-13-18 ライオンズマンション102

藤沢市片瀬海岸1-13-25
藤沢市片瀬海岸1-13-25
藤沢市片瀬海岸1-15
藤沢市片瀬海岸2-8-6
藤沢市片瀬海岸2-8-15-1階
藤沢市片瀬海岸2-8-17
藤沢市片瀬海岸2-8-17
藤沢市片瀬海岸2-8-17
藤沢市片瀬海岸2-8-17-2階
藤沢市片瀬海岸2-8-17 江ノ島ビル1階
藤沢市片瀬海岸2-9-4 AQA ART江の島101
藤沢市片瀬海岸2-10-22
藤沢市片瀬海岸2-15-3
藤沢市片瀬海岸2-15-15
藤沢市片瀬海岸2-15-22
藤沢市片瀬海岸2-16-5
藤沢市片瀬海岸2-16-10
藤沢市片瀬海岸2-16-20
藤沢市片瀬海岸2-16-21
藤沢市片瀬海岸2-17-17
藤沢市片瀬海岸2-17-21
藤沢市片瀬海岸2-17-23 The BEACH HOUSE 1階
藤沢市片瀬海岸2-17-23 THE BEACH HOUSE 2階,3階

藤沢市片瀬海岸2-17-27
藤沢市片瀬海岸2-17-27 大安興業ビル1階
藤沢市片瀬海岸2-18-14
藤沢市片瀬海岸2-18-17
藤沢市片瀬海岸2-18-17
藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI1階
藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI2階
藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI3階
藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI3階
藤沢市片瀬海岸2-18-21 いちご江の島テラス2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-24/86

電話番号
0466-54-7149
0466-25-8777
0466-53-9315
0466-90-5702
0466-50-3955
0120-997-659
0466-27-7440
－
0466-27-8853
0466-53-8146
0466-54-5625
0466-22-5780
0466-26-3039
0466-22-2597
0466-22-7740
0466-63-7711
0466-63-7711
0466-52-5547
0466-27-8801
0466-53-8391
0466-22-4247
0466-22-8481
0466-47-8787
－
0466-26-9111
－
0466-90-3138
0466-53-9099
－
0466-22-5001
0120-997-659
0466-77-7429
0466-90-5722
0466-54-8558
－
－
0466-98-1169
0466-22-5010
0466-65-1588
0466-55-2477
050-2018-7976
050-3559-0697
0466-24-0531
－
0466-54-0606
0466-22-3355
0466-54-8225
0466-55-1911
0466-27-0291
0466-53-7243
0466-24-7100
0466-90-3039
0466-52-7387
0466-52-7368
0466-53-7280
0466-27-7166

店舗名
新江ノ島水族館
イルキャンティビーチェ
ベントエマーレヴィータ
江ノ島小屋
UMIGAME
磯料理 ⽵波
レッドロブスター江ノ島店
江の島77
とのあみ
来穏
庄や六会⽇大前店
広東
はん蔵
cafe huamoa(ふあもあ)
居酒屋 彩菜
焼肉ざんまい六会⽇大前店
昭和 Dining
中華そば 佐藤
坊さんキッチンen
居酒屋 さつき
魚々屋
小料理 かよ
MANASLU KITCHEN
やすらぎちゃこ
やきとり 北
地脚屋
さじき
カフェとらじゃ
おつかれさん
吉野家467号線六会店
マンマパスタ六会
トレックカフェ
Via Santa Reparata 22
高砂食堂
若⽵丸 藤沢店
コート・ダジュール 藤沢六会店
快活CLUB藤沢六会店
デニーズ 六会店
KAMEINO COFFEE
七輪焼肉安安 湘南台店
六会 やよい鮨
純ちゃん弁当
居酒屋都
升栄軒
山田うどん食堂 ⻲井野店
コメダ珈琲店藤沢⻲井野店
Dog Friendly Cafe LUANA
ステーキハウスタワラ善⾏店
カメイノショクドウ
マクドナルド藤沢柄沢店
杜の小路
ジョリーパスタ藤沢柄沢店
焼肉きんぐ藤沢店
豪海庵
からやま藤沢柄沢店
牛角藤沢柄沢店

住所
藤沢市片瀬海岸2-19-1
藤沢市片瀬海岸2-20-3
藤沢市片瀬海岸2-20-12
藤沢市片瀬海岸2-20-12
藤沢市片瀬海岸2-20-25
藤沢市片瀬海岸3-22-11
藤沢市片瀬海岸3-22-19
藤沢市片瀬海岸3-24-20
藤沢市片瀬海岸3-26-15
藤沢市片瀬山2-3-3

電話番号
0466-29-9969
0466-26-0234
0466-53-8166
0466-29-5875
0466-86-7003
0466-23-2692
0466-27-6800
－
0466-50-2333
0466-77-3483
藤沢市⻲井野1-1-1 小田急マルシェビル1階 0466-83-2851
藤沢市⻲井野1-1-9 小倉ビル1階
－
藤沢市⻲井野1-2-1 安藤ビル102
0466-84-4411
藤沢市⻲井野1-7-5-2階
0466-82-7802
藤沢市⻲井野1-7-9 鳥居ビル102
－
藤沢市⻲井野1-7-12
0466-84-1149
藤沢市⻲井野1-8-10
－
藤沢市⻲井野1-8-15
－
藤沢市⻲井野1-8-15-2階
－
藤沢市⻲井野1-9-1 小倉ビル1階
0463-83-3029
藤沢市⻲井野1-9-12 紫楽ビル2階
0466-84-0187
藤沢市⻲井野1-12-1
0466-82-7994
藤沢市⻲井野1-21-20
0466-54-8550
藤沢市⻲井野1-21-20
0466-88-4050
藤沢市⻲井野1-22-9
0466-81-4260
藤沢市⻲井野1-23-2 ウスイビル106
－
藤沢市⻲井野1-27-6
0466-83-5559
藤沢市⻲井野2-2-5
－
藤沢市⻲井野2-3-4
－
藤沢市⻲井野2-4-5
0466-90-0280
藤沢市⻲井野2-5-3
0466-82-2955
藤沢市⻲井野2-11-15
050-1520-4165
藤沢市⻲井野2-20-2 TUBA 1階
－
藤沢市⻲井野2-48-6
0466-81-3069
藤沢市⻲井野3-1-6
0466-41-9388
藤沢市⻲井野3-10-5
0466-80-6288
藤沢市⻲井野3-28-1
0466-80-3588
藤沢市⻲井野4-1-13
0466-84-4606
藤沢市⻲井野4-5-8
－
藤沢市⻲井野365-1
0466-41-2515
藤沢市⻲井野1032-7
0466-81-7834
藤沢市⻲井野1608
－
藤沢市⻲井野1853-2
－
藤沢市⻲井野2212
0466-81-2740
藤沢市⻲井野2490-7
0466-82-2030
藤沢市⻲井野2506-1
0466-84-1740
藤沢市⻲井野2913-6
0466-51-4217
藤沢市⻲井野3264-15
0466-81-9639
藤沢市⻲井野3310-49
0466-82-4228
藤沢市柄沢1-35-5
0466-55-6736
藤沢市柄沢2-6-3
0466-62-7328
藤沢市柄沢2-7-15
－
藤沢市柄沢2-39-1
0466-86-7510
藤沢市柄沢153-1
0466-27-4174
藤沢市柄沢156-5
046-652-5336
藤沢市柄沢319-1
0466-53-1129

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-25/86

店舗名
湯乃市藤沢柄沢店
サイゼリヤ 藤沢柄沢店
スナック 恵美
小料理てるい
木曽路藤沢店
大昌苑
鶴蛸湘南 藤澤店
焼肉おくう藤沢店
七福 藤沢店
直七 藤沢南⼝店
炉ばた情緒かっこ藤沢南⼝店
Nai'a
toriyume
gotta
乃むら
とりをやいてまつわたし
サロン・ド・ティファニー
ホルモン魚道場三平
パブノコ
スナック レオ
鮨処 旬時季
焼肉・ホルモン酒場まる蔵
CasualDiningBarPerch
和み
GALAhabitdeGALA
BARROUTE-ONE
パブ順子
パブスナック フレンズ
ぴよぴよ
湘南マリン
ジョーク藤沢店
Wolf Moon
投音
ワイン食堂 tapa tapa
しゃぶしゃぶ温野菜藤沢店
炭火焼肉 かこい
Italan Bar 風
酒肴彩 昇
肉の佐藤藤沢店
鉄板焼き えん
咲鳥
鮨 池園
小菜酔処しをん
トラットリア メルカート
SHARI's ロール寿司バル
やきとり緑
Lime Light
bouchon
Hana
一土
スナッククロッカス
釜めし菜時記さき亭
MONTECITO
魚創⽵波
ル メコン
バルゴリラ

住所
藤沢市柄沢544
藤沢市柄沢590
藤沢市柄沢627-18
藤沢市川名1-2-8
藤沢市川名1-4-18
藤沢市川名1-7-28
藤沢市川名2-1-3 パール川名1階
藤沢市鵠沼石上1-1-1 江ノ電第2ビル1階
藤沢市鵠沼石上1-1-1 江ノ電第⼆ビルB1
藤沢市鵠沼石上1-2-2 ASCAビルB1
藤沢市鵠沼石上1-2-3 ASCAビル2階
藤沢市鵠沼石上1-2-5
藤沢市鵠沼石上1-2-5 京町家ガーデン1-A
藤沢市鵠沼石上1-2-5 京町家ガーデン1-B
藤沢市鵠沼石上1-2-5 京町家ガーデン2階
藤沢市鵠沼石上1-2-5 京町家ガーデン2階
藤沢市鵠沼石上1-2-5 京町家ガーデン2階C
藤沢市鵠沼石上1-3-1
藤沢市鵠沼石上1-3-1-201
藤沢市鵠沼石上1-3-1-401
藤沢市鵠沼石上1-3-1-B1
藤沢市鵠沼石上1-3-1 第3えのはビル1-C
藤沢市鵠沼石上1-3-1 第3えのはビル2-C
藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビル301号室
藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビル3階
藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビル402号
藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビル5階
藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビル5階
藤沢市鵠沼石上1-3-2-2階
藤沢市鵠沼石上1-3-2-3階
藤沢市鵠沼石上1-3-2-6階
藤沢市鵠沼石上1-3-2 第一興産20号館4階
藤沢市鵠沼石上1-3-2 第一興産20号館5階
藤沢市鵠沼石上1-3-3 相模プラザ第5ビルB1
藤沢市鵠沼石上1-3-3 相模プラザ第Vビル3階
藤沢市鵠沼石上1-3-3 相模プラザ第五ビル4階

藤沢市鵠沼石上1-3-10
藤沢市鵠沼石上1-3-10 添田土地ビル2階3階

藤沢市鵠沼石上1-3-11
藤沢市鵠沼石上1-3-11
藤沢市鵠沼石上1-3-11 第一興産15-2階
藤沢市鵠沼石上1-3-11 第一興産15号館4階
藤沢市鵠沼石上1-3-11 第一興産ビル15号館3階

藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル1階
藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル1階

藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル2C
藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル2階
藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル3階D号

藤沢市鵠沼石上1-3-11 プロスパービル4階

藤沢市鵠沼石上1-3-12 イマジンビル1階

藤沢市鵠沼石上1-3-12 プロスパービル2階

藤沢市鵠沼石上1-3-13
藤沢市鵠沼石上1-3-13 マルミビル2階
藤沢市鵠沼石上1-3-14 B102
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-14

グロリアス湘南101

藤沢市鵠沼石上1-3-15 平本ビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-26/86

電話番号
0466-26-2614
0466-26-6858
－
0466-50-6206
0466-55-1661
0466-26-0542
－
0466-28-5920
0466-50-0622
0466-86-5779
0466-52-2022
0466-47-8604
0466-28-2810
0466-54-8555
0466-20-1075
0466-27-5015
0466-86-5250
0466-25-1051
0466-24-0530
0466-47-8160
0466-27-0971
0466-29-4129
0466-86-5458
－
0466-24-0724
0466-27-0722
0466-50-2383
0466-23-6128
0466-27-4443
0466-27-0689
0466-50-5009
0466-65-4663
0466-24-6663
0466-54-5651
0466-29-6229
0466-24-5129
050-8881-0070
0466-22-7707
0466-90-5478
0466-29-7333
0466-24-0186
0466-24-7007
－
0466-54-9790
0466-47-7589
0466-90-5222
0466-54-9797
0466-54-9627
0466-47-6287
0466-50-1161
0466-50-2024
0466-50-2030
0466-52-8545
0466-27-5360
050-8883-6098
0466-22-3522

店舗名
焼天狗藤沢店
0秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭藤沢店
カーヴ隠れや藤沢店
肉料理専⾨店 瑞流
endless (エンドレス)
洋酒倶楽部ビーフラット
揚天狗
MYSTIQUE
ロートレック
むさしや
ビストロ&バル BACCAS
さかさ藤沢店
寿司ダイニング甚伍朗
三百楽 藤沢店
七輪焼肉 安安藤沢店
萬福酒楼
はっぴぃあわー
レストランSHIRO
NOILLY PRAT The Bar
ポルトヴィーノ
いとこ
わだ津
絹
すしのいずみ
夢酒
スナック葵
天婦羅 割烹 藤よし
豚基地かつも
田火田
地から
さかな家
イタリアントマトカフェジュニア藤沢エスタ店
つたの家
モスバーガー 藤沢エスタ店
サイゼリヤ 藤沢エスタ店
オアシスキッチンチャイナ
インドレストランジョイアンドモニーズ
焼とりふた神
鮨富
ルシエール
鮨しみづ
スナックロータス
カクテルバー ベルーガ
お料理旬楽えびす
湘ラム
肉汁餃子のダンダダン藤沢店
糸
酒とめし たくを
バーミヤン 藤沢駅南
湘南小吃
鮨たかし
CHAPSTOCK GARDEN
和食 三拍子
GLAM
バー アルカンシエル
らーめんそよ風

住所
藤沢市鵠沼石上1-4-2 フジサワD2ビル3階
藤沢市鵠沼石上1-4-2 藤沢Dビル1階
藤沢市鵠沼石上1-4-2 藤沢Dビル2階
藤沢市鵠沼石上1-4-2 藤沢Dビル3-A
藤沢市鵠沼石上1-4-2 藤沢Dビル4階
藤沢市鵠沼石上1-4-3
藤沢市鵠沼石上1-4-3 フジサワ23ビル
藤沢市鵠沼石上1-4-3 ふじさわ23ビル1階-A号室

藤沢市鵠沼石上1-4-5
藤沢市鵠沼石上1-4-5
藤沢市鵠沼石上1-4-5 湘南ライトビル1階
藤沢市鵠沼石上1-4-5 湘南ライトビル1階
藤沢市鵠沼石上1-4-6 甚伍朗ビル3階
藤沢市鵠沼石上1-4-6 甚伍朗ビルB1
藤沢市鵠沼石上1-4-8 湘南フレンズ2階
藤沢市鵠沼石上1-4-11
藤沢市鵠沼石上1-4-11
藤沢市鵠沼石上1-4-11 エソール美々3階
藤沢市鵠沼石上1-4-13 ロコテラス湘南202号室

藤沢市鵠沼石上1-4-13 ロコテラス湘南B1階

藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15
藤沢市鵠沼石上1-5-15 奥田センター
藤沢市鵠沼石上1-5-15 奥田センター飲食街

藤沢市鵠沼石上1-5-15 奥田センターない
藤沢市鵠沼石上1-5-15 奥田センター内
藤沢市鵠沼石上1-6-1
藤沢市鵠沼石上1-6-1
藤沢市鵠沼石上1-6-1
藤沢市鵠沼石上1-6-1
藤沢市鵠沼石上1-6-1 エスタ2階
藤沢市鵠沼石上1-6-1 エスタB1階
藤沢市鵠沼石上1-6-1 エスタビルB.1
藤沢市鵠沼石上1-7-1
藤沢市鵠沼石上1-7-1-2階A
藤沢市鵠沼石上1-7-1-9階
藤沢市鵠沼石上1-7-1 ケインズタワー6階
藤沢市鵠沼石上1-7-1 ケインズタワー6階A号室

藤沢市鵠沼石上1-7-1 ケインズタワーB1A
藤沢市鵠沼石上1-7-1 ケインズタワービル8階

藤沢市鵠沼石上1-7-2
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-7-3鈴木ビル
藤沢市鵠沼石上1-7-4
藤沢市鵠沼石上1-7-4 モリビル2階
藤沢市鵠沼石上1-7-7
藤沢市鵠沼石上1-8-1 T'sビル1階
藤沢市鵠沼石上1-8-1 プロヴァンスビル5階
藤沢市鵠沼石上1-8-11 プロヴァンスビル1階A

藤沢市鵠沼石上1-8-11 プロヴァンスビル3A
藤沢市鵠沼石上1-8-11 プロヴァンスビル3階B号室

藤沢市鵠沼石上1-8-11 プロヴァンスビル6A

藤沢市鵠沼石上1-8-14 大隅ビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-27/86

電話番号
0466-50-8010
0466-53-8057
0466-24-0006
0466-66-6197
0466-26-9774
0466-24-4860
0466-52-5152
0466-20-6590
0466-26-9516
0466-22-4844
0466-86-7007
0466-27-9739
0466-23-4400
0466-27-7270
0466-28-4919
0466-25-5538
0466-53-8270
0466-24-6771
0466-50-1716
0466-26-7885
0466-50-5355
0466-24-3767
0466-25-7267
0466-52-8583
0466-27-1000
0466-26-4347
0466-26-6688
0466-63-5555
0466-60-3384
0466-26-3301
0466-27-6159
0466-50-5308
0466-27-8944
0466-23-8921
0466-28-6639
0466-24-0927
0466-28-1552
－
0466-23-3626
0466-22-7715
0466-54-8812
0466-26-8819
－
0466-27-0748
0466-90-5077
0466-90-4448
0466-76-4158
0466-53-7272
0466-55-2902
0466-53-9444
0466-52-6333
0466-52-8034
0466-50-7780
0466-23-1189
0466-25-5077
－

店舗名
スタジオ101
洋食屋Breeze
ACCENT
サンマルクカフェイトーヨーカドー藤沢店
魚や 翻⾞魚丸
パンケーキ&ダイニングRhapsody
Bar soundmarket
スプーン
ビストロラシャンブル
鵠沼茶房
そば処小田
RESTAURANT&BARKING-KING
EASYsurf&bar
手打ち蕎⻨ 松庵
Tiny Bubbles
ウォームアップサーフカフェ
with seaリトル・カフェ
DOGDEPT+CAFE湘南江ノ島店
モスバーガー江ノ島店
マクドナルド 江の島店
てらい
パカラ
焼肉屋さかい鵠沼海岸店
タコスマイル湘南鵠沼海岸店
THE BBQ BEACH Shiro
酒処旬菜 かわむら
ワランカ
Quinto
遊食倶楽部ベース
旬彩うみ
鵠
薬膳⿇婆麺 蛙吽 湘南店
アジアンキッチン ジャスミン
Janis SDP 鵠沼海岸 本店
アルカディア
はまさき村
comad
セベリコ
やまき屋
numART
来夢亭
レストラン ノリエノジ
興楽園
キングオブキング
DANFE
カフェ&スナックふらんす屋
栄太郎鮨
あずまやプレイス
すなっく 涼(すずみ)
Days 鵠沼
kugenuma辻庵
インクリドットコム
フランポネ
居酒屋「海星人」
薬膳ごはん和
鵠沼ぎょうざ

住所
藤沢市鵠沼石上1-8-14 大隅ビル3階
藤沢市鵠沼石上1-8-15-2階
藤沢市鵠沼石上1-9-3 フォーマルハウト1階

藤沢市鵠沼石上1-10-1
藤沢市鵠沼石上1-13-10
藤沢市鵠沼石上1-13-13
藤沢市鵠沼石上1-13-13
藤沢市鵠沼石上2-1-15-2階
藤沢市鵠沼石上2-2-9 岡田ビル1階
藤沢市鵠沼石上2-8-2
藤沢市鵠沼石上2-8-5
藤沢市鵠沼石上3-3-3-1階
藤沢市鵠沼海岸1-3-19-107
藤沢市鵠沼海岸1-3-19 東海鵠沼マンション106

藤沢市鵠沼海岸1-3-20-1階
藤沢市鵠沼海岸1-3-20-1階
藤沢市鵠沼海岸1-5-13
藤沢市鵠沼海岸1-6-14
藤沢市鵠沼海岸1-6-18
藤沢市鵠沼海岸1-11
神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-13-8
藤沢市鵠沼海岸1-14-20 クラーレ鵠沼102
藤沢市鵠沼海岸1-16-3
藤沢市鵠沼海岸1-17-3 県⽴湘南海岸公園内

藤沢市鵠沼海岸1-18
藤沢市鵠沼海岸2-2-10
藤沢市鵠沼海岸2-2-10 クラビンス1-B
藤沢市鵠沼海岸2-2-11
藤沢市鵠沼海岸2-2-18
藤沢市鵠沼海岸2-3-9
藤沢市鵠沼海岸2-3-9 関根ビル1階
藤沢市鵠沼海岸2-3-9 関根ビル202
藤沢市鵠沼海岸2-3-9 関根ビル2階
藤沢市鵠沼海岸2-3-11-1階
藤沢市鵠沼海岸2-3-13 駅前ビル101
藤沢市鵠沼海岸2-4-8 ルミナール鵠沼103
藤沢市鵠沼海岸2-4-10
藤沢市鵠沼海岸2-4-10 シーサイドタウン鵠沼館202

藤沢市鵠沼海岸2-5-6
藤沢市鵠沼海岸2-5-7 ヤオトクビル1階
藤沢市鵠沼海岸2-5-18
藤沢市鵠沼海岸2-5-18 湘南MKビル1-B
藤沢市鵠沼海岸2-6-1
藤沢市鵠沼海岸2-6-1
藤沢市鵠沼海岸2-6-1-1階
藤沢市鵠沼海岸2-6-2
藤沢市鵠沼海岸2-6-3
藤沢市鵠沼海岸2-7-2
藤沢市鵠沼海岸2-7-7
藤沢市鵠沼海岸2-7-7 都ハイム1階
藤沢市鵠沼海岸2-7-7 都ハイム1階A
藤沢市鵠沼海岸2-17-21-2階
藤沢市鵠沼海岸3-1-12 えみたす鵠沼海岸1-B

藤沢市鵠沼海岸3-1-16 KGビル1-B
藤沢市鵠沼海岸3-2-21
藤沢市鵠沼海岸3-5-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-28/86

電話番号
0466-26-9185
－
0466-86-5918
0466-29-6309
0466-28-0343
－
－
0466-27-1313
0466-27-8961
0466-20-1158
0466-22-7702
0466-23-2636
0466-52-6835
－
－
0466-33-5357
050-7535-5378
0466-31-3966
0466-33-8533
0466-34-9010
0466-33-6293
0466-53-7470
－
0466-47-9990
－
0466-34-5509
0466-35-3856
0466-54-7696
0466-34-7774
0466-90-4453
0466-35-9914
0466-53-9165
0466-90-4899
0466-61-7079
－
0466-47-8953
0466-25-0573
0466-66-8288
0466-65-1230
－
0466-33-7008
0466-52-6247
0466-34-8088
－
0466-37-3910
0466-34-7800
0466-35-4545
0466-77-5313
－
0466-61-0085
0466-37-3383
0466-34-1212
0466-52-7707
－
0466-77-7278
0466-41-9956

店舗名
珈琲専⾨店A'
kugenuma oggy's
バルケッタ
Lanterne
蕎⻨兄
HUG Table Kitchen Studio
Umie
ロンバス
中華料理0-3
⽉波
海岸5丁⽬
カフェ&パスタ ティンカーベル
麺処くげ麺
仏蘭⻄料理名古屋
たか亭
Mamma miA
汎スイーツ
PCH coffee
ふじ乃寿司
Nagisa & Friends
⾺⻁記
パン遊房 ⻲吉
かめキッチン
蕎⻨処 相模屋
トラットリア ピッコロ ツィーオ
TRUST ARCHER
Caffe Stand Celeste
居酒屋夢都味
うずとかみなり（旧︓RAMEN渦雷(麺や渦雷)）
鮨近藤
BANANA JOES
らーめん昇や
中華ハルピン
やき鳥 つきじ
上州屋
焼肉大徳
肴籠
⿅鳴館
小さな懐石 土筆坊
カフェ パンセ
焼鳥Dining花火
ジャミン
⼆代⽬笑楽
ぎんざ磯むら 藤沢店
蕎⻨粉食堂 Buckwheat
そば酒房 陽ざ志
Smoky Shack
もつ煮込み酒場 やす
たこぺい
スナックドリーム
ミッレサポーリ
酒の駅たむら
旬鮮炭火焼 獺祭
fu-fu shisen
club impact
湘南火鍋房

住所
藤沢市鵠沼海岸3-5-8
藤沢市鵠沼海岸3-5-25
藤沢市鵠沼海岸3-6-11
藤沢市鵠沼海岸3-12-3
藤沢市鵠沼海岸4-8-11
藤沢市鵠沼海岸5-7-4
藤沢市鵠沼海岸5-7-12
藤沢市鵠沼海岸5-7-12
藤沢市鵠沼海岸5-10-10-A

電話番号
0466-34-7834
0466-51-3013
0466-37-1973
0466-47-7042
0466-53-7512
050-3702-8782
0466-41-9774
0466-65-3769
050-3592-5126
藤沢市鵠沼海岸5-11-15 琵琶マンション1階 0466-36-4129
藤沢市鵠沼海岸5-13-9
0466-33-5773
藤沢市鵠沼海岸6-1-1
－
藤沢市鵠沼海岸6-8-11
0466-34-4415
藤沢市鵠沼海岸6-8-14
0466-35-4596
藤沢市鵠沼海岸6-17-14
0466-34-6531
藤沢市鵠沼海岸7-5-30
0466-62-0077
藤沢市鵠沼海岸7-11-20
－
藤沢市鵠沼海岸7-12-17
0466-77-6956
藤沢市鵠沼海岸7-13-13
0466-33-3953
藤沢市鵠沼海岸7-17-17
－
藤沢市鵠沼海岸7-19-22
0466-35-3278
藤沢市鵠沼海岸7-20-21
0466-34-8442
藤沢市鵠沼海岸7-20-21
0466-34-8550
藤沢市鵠沼桜が岡3-2-1
0466-21-6088
藤沢市鵠沼桜が岡3-3-5
0466-50-6650
藤沢市鵠沼桜が岡3-5-2
0466-27-9384
藤沢市鵠沼桜が岡3-5-5 喜多屋ビル103号 0466-25-3939
藤沢市鵠沼桜が岡3-5-6
－
藤沢市鵠沼桜が岡3-5-7
0466-54-9415
藤沢市鵠沼桜が岡3-6-19
0466-24-3330
藤沢市鵠沼桜が岡4-14-12
0466-22-3591
藤沢市鵠沼神明3-9-8 協和ビル1階
0466-26-6818
藤沢市鵠沼神明5-6-9
0466-23-1391
藤沢市鵠沼神明5-8-5
0466-26-4036
藤沢市鵠沼神明5-12-1
－
藤沢市鵠沼神明5-13-15
0466-25-2943
藤沢市鵠沼橘1-1-4 パール1ビル 1階
0466-50-6364
藤沢市鵠沼橘1-1-4パール1ビル⿅鳴館
0466-26-6166
藤沢市鵠沼橘1-1-6
0466-27-1058
藤沢市鵠沼橘1-1-6
－
藤沢市鵠沼橘1-1-9
0466-86-7669
藤沢市鵠沼橘1-1-9-101
0466-27-0605
藤沢市鵠沼橘1-1-9-401
0466-22-7062
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル201
0466-28-9094
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル202
0466-86-7828
藤沢市鵠沼橘1-1-9S119ビル301
0466-24-2377
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル303
0466-41-9623
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル304
－
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル502
0466-90-3977
藤沢市鵠沼橘1-1-9 S119ビル5階
－
藤沢市鵠沼橘1-1-14 第一興産ビル1階
0466-52-4311
藤沢市鵠沼橘1-1-15
0466-23-8181
藤沢市鵠沼橘1-1-15 富洋ビル1階
－
藤沢市鵠沼橘1-1-15 富洋ビル1階
0466-52-8080
藤沢市鵠沼橘1-1-15 富洋ビル1階
0466-24-5550
藤沢市鵠沼橘1-1-17
0466-50-8003

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-29/86

店舗名
ほたる
BA・N・SHA・KU
たえちゃん
SALON しろこ
レガーロ
プチパブ小袖
Noan
THE BAR CHESTNUT
スナック Kotodama
きん魚
SeyaRo
Ristorante Ecru
White Room
SAWAS食堂
SAFRA
たち呑みAKI
GRABS
ワイン酒場201
大串
Divo(ディーヴォ)
炭屋串兵衛元祖藤沢店
⻨酒宿ランドリー
ZARUBAKU ザルバク
クラブリッチ
ソレラ
ウィース
スケアクロウ
串カツ田中藤沢店
レストランダイニング縁
北海しゃぶしゃぶ湘南藤沢店
M2
リックスカフェ
食堂キミドリ
Trattoria Cucina G.G.
CHICO
サードフロアー
スナック ここね
味音
占い Cafe Villa
ジェイズバー
SPiCEMANIA
NEKTON FUJISAWA
BAR PLEO
串屋⻑右衛⾨
BelleTheBar
メルローズ
セリス
Dear
臥薪 炉 藤沢店
花山
COCORICO
エムズバー
あぶり屋くまざわ
はまぎく
味処 新勝丸
湘南アバンティ

住所
藤沢市鵠沼橘1-1-17
藤沢市鵠沼橘1-1-17-2階
藤沢市鵠沼橘1-1-17-2階-F
藤沢市鵠沼橘1-1-17-3階B室
藤沢市鵠沼橘1-1-17 サンヨービル2G
藤沢市鵠沼橘1-1-17サンヨービル2階
藤沢市鵠沼橘1-1-17サンヨービル2階
藤沢市鵠沼橘1-1-17サンヨービル2階
藤沢市鵠沼橘1-1-17 サンヨービル2階
藤沢市鵠沼橘1-1-17 サンヨービル3階
藤沢市鵠沼橘1-1-17 サンヨービル5階D
藤沢市鵠沼橘1-3-16 サンプラザ鵠沼橘1階/B1階

藤沢市鵠沼橘1-3-16 サンプラザ鵠沼橋2階

藤沢市鵠沼橘1-3-19
藤沢市鵠沼橘1-3-19 浅井店舗A
藤沢市鵠沼橘1-15-2
藤沢市鵠沼橘1-16-14ヤマキビル1B
藤沢市鵠沼橘1-17-1
藤沢市鵠沼橘1-17-1
藤沢市鵠沼橘1-17-1 飯田ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-2
藤沢市鵠沼橘1-17-2 高田ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-2 高田ビル2階
藤沢市鵠沼橘1-17-3 菊地第2ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-3 菊池第2ビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-3 菊池第2ビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-3 コウミョウ建設ビルB1

藤沢市鵠沼橘1-17-4小塚ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-4小塚ビル202
藤沢市鵠沼橘1-17-4 小塚ビル2階201号
藤沢市鵠沼橘1-17-4 小塚ビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-6
藤沢市鵠沼橘1-17-6-1階
藤沢市鵠沼橘1-17-6カワイビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-6 カワイビル2階
藤沢市鵠沼橘1-17-6 カワイビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-6 原田ビル2階
藤沢市鵠沼橘1-17-6 福山ビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-11
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル1階
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル4階
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル北側棟201
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル⻄202
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル⻄2階201
藤沢市鵠沼橘1-17-13-2階
藤沢市鵠沼橘1-17-13-2階
藤沢市鵠沼橘1-17-13 THE FUJISAWAツインビル1階

藤沢市鵠沼橘1-17-13 藤沢ツインビル2階
藤沢市鵠沼橘1-17-15
藤沢市鵠沼橘1-17-15
藤沢市鵠沼橘1-17-15 江⼾惣橘ビル1
藤沢市鵠沼橘1-17-15 江⼾惣ビル3階
藤沢市鵠沼橘1-17-15 江⼾惣ビル4階
藤沢市鵠沼橘1-17-15 関野ビル3階
神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-1 藤沢駅前ハイム302

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-30/86

電話番号
0466-50-0670
0466-90-4708
0466-25-6240
0466-28-8171
0466-20-5349
0466-25-4357
0466-54-9939
0466-47-8622
0466-47-7755
0466-50-4301
0466-22-0227
0466-24-0003
－
0466-90-5505
0466-28-1191
－
0466-65-0407
0466-29-7686
－
0466-54-7234
0466-28-0089
0466-52-8688
0466-55-3735
－
－
－
－
0466-52-8073
0466-47-7065
0466-54-8695
0466-22-8555
0466-27-5086
0466-26-5290
0466-90-4371
0466-52-8403
0466-26-9317
－
0466-65-1750
0466-23-1282
0466-26-1400
0466-54-8650
0466-47-8673
0466-47-8833
0466-23-9087
0466-77-7431
0466-24-0722
0466-20-5195
0466-52-7300
0466-29-3783
0466-26-9526
0466-25-9494
0466-23-0223
0466-47-6900
0466-26-9197
0466-50-0393
046-622-1722

店舗名
ウェスリー
和酒菜 なかがわ
FUJISAWATABLE
8lounge
スリーダイス
Spica
⽇本料理 若狭
手打蕎⻨すい庵
covo
花ねずみ
かりん
アマト
ベトナム料理シクロ
THEBARE.VE.
うさぎ家
やきにくれすとらんSHONAN
きまぐれ
スナックメロディー
グリルバートムラ
TAKAECHAN
grano
キッチンクラド
Bar -Sanctusモンシェルトントン
Draft Journey
⽇本料理幸庵
豚まる
野菜とちょっとワイン食堂 harukucchii
YEN CAFE エンカフェ
のり徳ラーメン
あさば
ラ・ボンヌ・パレット
fine food & wine SAJI
⽴呑バル サジスタンド
アプローズ
柳小路 福本
デニーズ 片瀬山店
カフェテラス鵠沼ファミリー
スナック 塔
庵 硝子
アトリエ933
オーガニックグリル鵠沼海岸
そば処 やぶ茂
グレコ
GLASS
チャイナキッチン鐡
快活CLUB藤沢弥勒寺店
スナック歌恋
RASSURERラシュレ
炭火焼 えにし
7sBAR
ニューカトマンズキッチン
⻑後庵
魚⺠ ⻑後東⼝駅前店
めでた家⻑後東⼝駅前店
魚⺠⻑後東⼝駅前店(めでた家)

住所

電話番号

藤沢市鵠沼花沢町1-3 第一興産ビル8号館2階 0466-28-4493

藤沢市鵠沼花沢町1-4 太陽ビル4階
藤沢市鵠沼花沢町1-5 8HOTEL 別棟2階
藤沢市鵠沼花沢町1-5
藤沢市鵠沼花沢町1-5 フラワービル1階
藤沢市鵠沼花沢町1-5 フラワービル2階
藤沢市鵠沼花沢町1-7
藤沢市鵠沼花沢町1-9
藤沢市鵠沼花沢町1-18-101
藤沢市鵠沼花沢町2-1
藤沢市鵠沼花沢町2-1 第一興産25-3B
藤沢市鵠沼花沢町2-1 第一興産25号4階-1
藤沢市鵠沼花沢町2-1第一興産25号館1階
藤沢市鵠沼花沢町2-4-4階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK2ビルB1
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK SHONAN2-1階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK湘南2-2階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK湘南2-4階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK湘南2 B1
藤沢市鵠沼花沢町2-4 MK湘南2階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢1階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢2階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢2階北
藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢3階
藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢B1
藤沢市鵠沼花沢町2-8 ルート鵠沼1階
藤沢市鵠沼花沢町2-16
藤沢市鵠沼花沢町3-22 中谷ビル1階-A
藤沢市鵠沼花沢町3-22 中谷ビル2階
藤沢市鵠沼花沢町3-25
藤沢市鵠沼花沢町12-9
藤沢市鵠沼花沢町13-9
藤沢市鵠沼花沢町13-9 ハナザワビル1階
藤沢市鵠沼花沢町13-9 ハナザワビル1階
藤沢市鵠沼東8-1
藤沢市鵠沼藤が谷1-2-27
藤沢市鵠沼藤が谷1-8-13
藤沢市鵠沼藤が谷2-9-23
藤沢市鵠沼藤が谷4-10-13
藤沢市鵠沼松が岡1-12-17
藤沢市鵠沼松が岡2-16-6
藤沢市鵠沼松が岡2-19-12
藤沢市鵠沼松が岡3-27-16
藤沢市鵠沼松が岡3-27-16
藤沢市鵠沼松が岡4-20-10
藤沢市葛原1090-3
藤沢市小塚586-7
藤沢市下土棚423-11
藤沢市下土棚443-8
藤沢市下土棚465-8
藤沢市下土棚467-6
藤沢市下土棚468-1
藤沢市下土棚471
藤沢市下土棚471 ミナミビル1.2階
藤沢市下土棚471 ミナミビル1階
藤沢市下土棚471 ミナミビル 2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-31/86

0466-52-7790
0466-25-0083
0466-54-0881
0466-50-5702
0466-77-7794
0466-24-4151
－
0466-55-3044
0466-26-4677
0466-25-7070
0466-24-0709
0466-27-4960
0466-23-0757
－
0466-27-1780
0466-47-7144
－
0466-66-6242
－
0466-65-0122
－
－
－
0466-65-1414
0466-50-6226
0466-86-7886
0466-90-4554
－
－
0466-25-0122
0466-47-3230
0466-52-4029
0466-47-7357
0466-26-5070
0466-22-6341
0466-24-0005
0466-51-8030
0466-25-2036
－
0466-24-0333
0466-54-7980
0466-22-5371
0466-22-5951
－
0466-90-4495
0466-29-5488
0466-90-5720
0466-46-1597
0466-47-8577
－
0466-46-3025
－
0466-41-0988
0466-44-9488
0466-41-0988

店舗名
酒肴処 より道
⾠起
LOUNGE紅緒
ラーメン⻄輝家⻑後店
松屋 ⻑後店
鶴姫
サンコーヒー
お食事 ひまわり
居酒屋みさき
居酒屋 美和
チェリー
スナック ちあき
SAIGONKITCHEN
小料理あいちゃん
すし処 湾
中華料理 万⾥城
串揚処ひかり
レストラン びすとろ
かごの屋藤沢辻堂店
海游亭
隠れ⾥⾞屋
隠れ⾥ ⾞屋 ゼンゼロ
会席料理 一期
エコモレストラン
リラックス食堂湘南台
ミスタードーナツ 湘南台駅前
ケンタッキーフライドチキン 湘南台店
バーガーキング湘南台店
湘南クリエイティブガトー葦 湘南台店
ことぶき屋
すし処都
食彩和牛しげ吉湘南台店
ペピタライオン
和食処 八田 湘南台東⼝本家店
居酒屋 赤提灯
アルスノーバ
Rise
Sushi Dining 旬魚
インド料理サティ
SpigolA
居酒屋かずどん
ステーキハウスちんちくりん
Cafe湘南テラス
さかなや道場湘南台東⼝店
カラオケBanBan湘南台東⼝店
Azzurro
1Cafe&Bar
らーめんBOMBA家 湘南台本店
TaRe餃
グリエ巴季
お好み焼倉吉
松のや湘南台店
とんかつ水⿓湘南台
旬魚食卓 さかな
パブスナックセレナーデ
京香餃子

住所
藤沢市下土棚472-2 グッドビル1階
藤沢市下土棚506
藤沢市下土棚509-7
藤沢市下土棚509-7
藤沢市下土棚509-10
藤沢市下土棚509-19
藤沢市下土棚510 浅⾒ビル103号
藤沢市下土棚510 クライオスズキビル2階
藤沢市下土棚513-28
藤沢市下土棚513-28
藤沢市下土棚513-28 善進ビル2階
藤沢市下土棚513
藤沢市下土棚518-15
藤沢市下土棚518
藤沢市下土棚1101-12
藤沢市下土棚1711
藤沢市下土棚2158-9
藤沢市城南1-8-5
藤沢市城南1-8-9
藤沢市城南2-6-23
藤沢市城南2-9-13
藤沢市城南2-9-13
藤沢市城南4-3-29
藤沢市城南5-6-20
神奈川県藤沢市湘南台1-3-1

ノードグロース湘南台1F

藤沢市湘南台1-3-10
藤沢市湘南台1-4-1
藤沢市湘南台1-4-1 小田急マルシェ1階
藤沢市湘南台1-4-3 サンシャイン湘南台ビル1階
藤沢市湘南台1-4-3 サンシャイン湘南台ビル2階

藤沢市湘南台1-5-5
藤沢市湘南台1-5-8
藤沢市湘南台1-5-10
藤沢市湘南台1-6-7
藤沢市湘南台1-6-10
藤沢市湘南台1-6-10 諏訪間ハイツ101号室
藤沢市湘南台1-6-15 澁谷ビル1階
藤沢市湘南台1-9-2
藤沢市湘南台1-9-13
藤沢市湘南台1-9-13 加藤パークサイドビル101

藤沢市湘南台1-10-6 カルチャービル2階
藤沢市湘南台1-10-10-103
藤沢市湘南台1-10-10 ソレアード湘南102
藤沢市湘南台1-12-1 G.CSHOUNANDA 3階

藤沢市湘南台1-12-2
藤沢市湘南台1-12-7 カーサ湘南台107
藤沢市湘南台1-12-7 カーサ湘南台1階
藤沢市湘南台1-12-11 MFビル1階
藤沢市湘南台1-12-11 MFビル4階
藤沢市湘南台1-12-11 MFビル5階
藤沢市湘南台1-12-11 三陽プラザビル2階
藤沢市湘南台1-13-1
藤沢市湘南台1-14-6
藤沢市湘南台1-14-7
藤沢市湘南台1-14-7
藤沢市湘南台1-14-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-32/86

電話番号
－
0466-44-4653
－
0466-66-6706
0466-41-3230
－
0466-45-4380
0466-54-9541
－
－
046-267-6327
－
0466-63-0651
－
0466-41-3866
－
－
－
0466-31-0220
0466-33-0029
0466-35-8111
0466-35-8111
0466-33-8315
0466-36-7385
0466-53-8505
0466-45-9977
0466-42-1208
0466-46-0490
0466-45-4488
0466-42-5107
0466-45-5080
0466-90-5370
0466-43-0878
0466-43-0857
0466-45-6426
0466-45-9456
－
0466-44-7707
0466-43-0672
0466-45-5756
0466-46-1311
0466-43-6304
0466-53-7660
0466-41-2160
050-3134-0610
－
0466-54-8811
0466-45-7080
0466-53-8836
0466-45-3029
0466-43-1666
0466-41-0220
0466-45-6688
0466-43-7276
0466-45-0408
0466-52-8358

店舗名
やきとりあい
TaReTaRe 湘南台店
KARAOKE LOUNGE LinQ
昼カラオケチェリー
スナックチェリー
スナックVERDE
スナックかれん
食の味彩
ニューオリンズ
そば処伊豆屋
焼天狗 湘南台
BilliardStudio-Ace (ビリヤードスタジオエース)
居酒屋向⽇葵
フルーツパーラーぶんぶん
炭バルokawari
豚菜
湯けむり
ぐるめ碧空
炭火焼 笑なり
焼肉浜忠
カフェターブルビジュー
中華料理三番
ラーメン⻄輝家湘南台店
誠鮨
どんどん 湘南台店
味の⺠芸藤沢湘南台店
鳥海山 湘南台店
いまがわ食堂湘南台店
肉の寅屋 総本店
和食処 八田 湘南台⻄⼝分家店
3・6・5酒場 湘南台店
⽢太郎湘南台店
ラッキー
いっぱち⽵寿し
そば居酒屋 あざす.
快活CLUB湘南台駅前店
福福屋湘南台⻄⼝駅前店
千年の宴湘南台⻄⼝駅前店
ドトールコーヒーショップ湘南台⻄⼝駅前店
三代⽬鳥メロ湘南台⻄⼝駅前店
ホルモン焼 丸美
菜香園
ナイトパブ ラビット
風
Sol Lounge
KITCHEN&BARREVE
一炭 湘南台店
⽴ち飲み酒BAR ぴん
紫桜〜shion〜
diamond
ラウンジミキティ
⻲八
3ネイション
スナック トミー
和み庵 さんと、すー
アランチャ

住所
藤沢市湘南台1-14-8
藤沢市湘南台1-14-13 ルミエール湘南台C
藤沢市湘南台1-14-16
藤沢市湘南台1-14-16
藤沢市湘南台1-14-16
藤沢市湘南台1-14-16-B1
藤沢市湘南台1-14-16 イーグル湘南1階
藤沢市湘南台1-14-17アクアビル1階
藤沢市湘南台1-14-19
藤沢市湘南台1-15-14
藤沢市湘南台1-15-22 ガーデンパレス湘南台101

藤沢市湘南台1-16-15
藤沢市湘南台1-19-5
藤沢市湘南台1-19-5加藤ビル201
藤沢市湘南台1-20-3サンセドール湘南103
藤沢市湘南台1-20-3 サンセドール湘南ミセB

藤沢市湘南台1-21-1
藤沢市湘南台1-21-1 コーポ佐藤103
神奈川県藤沢市湘南台1-21-1
藤沢市湘南台1-21-16
藤沢市湘南台1-21-18メイハウス1階
藤沢市湘南台1-21-20中野ストア101
藤沢市湘南台1-23-17
藤沢市湘南台1-30-10
藤沢市湘南台1-32-16
藤沢市湘南台1-42-8
藤沢市湘南台2-1-1
藤沢市湘南台2-1-1-53 田中ビル104号
藤沢市湘南台2-1-1 ペアシティ湘南103
藤沢市湘南台2-1-10 アリーナ湘南
藤沢市湘南台2-1-10 アリーナ湘南2階
藤沢市湘南台2-1-10 アリーナ湘南地下1階
藤沢市湘南台2-1-12
藤沢市湘南台2-2-1
藤沢市湘南台2-2-1 シーライト湘南1階
藤沢市湘南台2-2-4
藤沢市湘南台2-2-4 KSKビル 3階
藤沢市湘南台2-2-4 KSKビル 4階
藤沢市湘南台2-2-5
藤沢市湘南台2-2-5相鉄湘南台ビル3階
藤沢市湘南台2-2-11
藤沢市湘南台2-3-3-1階2階
藤沢市湘南台2-3-5 湘南台ビル1階
藤沢市湘南台2-3-5 湘南台ビル1階-2
藤沢市湘南台2-3-5湘南台ビル3-2
藤沢市湘南台2-3-5 湘南台ビル3階1
藤沢市湘南台2-3-7 野渡ビル1階
藤沢市湘南台2-3-7 野渡ビル1階
藤沢市湘南台2-3-7野渡ビル2階
藤沢市湘南台2-3-7 野渡ビル2階
藤沢市湘南台2-3-7 野渡ビル2階
藤沢市湘南台2-3-9
藤沢市湘南台2-3-9
藤沢市湘南台2-3-9
藤沢市湘南台2-3-10
藤沢市湘南台2-3-11アイリスヴェール141-102

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-33/86

電話番号
0466-43-0864
0466-43-8860
0466-90-5912
0466-46-0661
0466-46-0661
0466-41-3836
0466-86-7645
0466-46-6185
0466-45-4320
0466-43-5351
0466-43-8015
0466-45-0501
0466-44-1731
0466-86-5330
0466-52-6929
0466-44-1036
0466-45-3034
0466-45-6858
0466-53-8629
0466-43-0855
0466-46-0121
0466-45-3777
0466-52-5011
0466-43-6911
0466-41-0298
0466-45-7428
0466-45-7288
0466-52-8447
0466-45-7758
0466-45-8879
0466-44-9552
0466-46-1808
－
0466-44-1463
0466-46-0039
0466-41-0188
0466-46-0988
0466-43-9488
0466-42-4791
0466-42-4792
0466-44-6083
0466-44-2826
0466-45-4310
0466-52-5911
0466-52-5324
0466-47-6480
0466-45-0036
0466-45-0010
0466-43-0339
0466-90-5548
0466-46-7021
0466-43-1163
－
0466-43-0826
0466-45-4328
0466-45-0505

店舗名
福てんかつ湘南台駅前店
大阪王将湘南台駅前店
大⼾屋湘南台駅前店
くいしん坊
居酒屋びしゃこ
KODAMAYA
⾦の蔵 湘南台店
鳥貴族湘南台⻄⼝店
JIROCHO
北都館
ルイーズ
bb・q オリーブチキンカフェ湘南台店
ビッグエコー湘南台駅前⻄⼝店
BARREL
旬彩料理みちる
スナックチルチル・ミチル
ピュアレディー
カラオケパブ花はな
松屋 湘南台店
肉と魚と九州料理 ぶるしっと!
improve
YASSAI MOSSAI
ガスト 湘南台
CAFE DINING 4STYLE
Mantra
サイゼリヤ 湘南台ウエストプラザ店
スシロー湘南台駅前店
菊華大飯店食彩館
パブスナックかりん
セピア
いこいの広場パブ・スナックチルチル・ミチル
百年ダイニング
プチパピヨン
お好み焼き「⾨」
磯重
スナック華
食彩ガーデン
モスバーガー湘南台店
炭火焼肉えのもと
DINER ROUGH
焼肉あおもり
そらや湘南台店
くいもの屋わん湘南台店
れんげ食堂Toshu湘南台店
イタリアン酒場COHACO
茅ヶ崎海ぶね湘南台店
居酒屋 一喜
炭焼ダイニングそると
chacara
⽉あかり湘南台店
ことぶき屋スターズ
相鉄フレッサイン藤沢湘南台
デニーズ 湘南台店
箱根そば湘南台店
シュマッツビアダイニング湘南台
スターバックスコーヒー湘南台駅ビル店

住所

電話番号

藤沢市湘南台2-3-12 湘南台フードヴィレッジ1階 0466-54-7072

藤沢市湘南台2-3-12 ノワビルV1階

0466-54-7071

藤沢市湘南台2-3-14
藤沢市湘南台2-3-14 太平ビルB1
藤沢市湘南台2-3-14 湘南台・太平ビル5階
藤沢市湘南台2-4-4 ビービル1階
藤沢市湘南台2-4-4ビービル2階
藤沢市湘南台2-4-5
藤沢市湘南台2-4-5
藤沢市湘南台2-4-5
藤沢市湘南台2-4-7
藤沢市湘南台2-4-7 東横ビル湘南台2階
藤沢市湘南台2-4-8 上田ビル1階
藤沢市湘南台2-4-8 上田ビル2階A
藤沢市湘南台2-4-8 上田ビルB
藤沢市湘南台2-4-8 上田ビルB1
藤沢市湘南台2-4-8 上田ビル地下階A号室
藤沢市湘南台2-5-9
藤沢市湘南台2-5-10-201
藤沢市湘南台2-5-10 ウエストプラザ5番地

0466-46-1522
0466-43-5641
0466-53-7706
0466-44-5511
0466-45-9618
0466-43-4212
0466-53-8340
－
0466-47-8529
0466-43-8007
0466-41-9088
0466-53-8087
0466-90-3885
0466-43-7776
0466-52-5933
0466-42-6152
0466-54-9991
0466-61-7979
0466-46-1831
0466-42-4875
0466-47-8093
0466-46-1586
0466-42-6440
0466-41-2617
0466-46-7866
－
－
0466-43-2855
0466-46-1126
0466-43-3837
－
－
0466-45-7762
0466-45-4130
0466-45-0102
0466-41-2040
0466-46-9011
0466-43-5503
－
0466-45-4747
0466-53-7701
0466-60-0585
0466-41-3022
0466-45-4500
0466-86-5444
0466-41-3032
0466-43-8688
0466-51-4318
0466-41-2031
0466-46-7091
0466-42-6552
0466-21-7473
0466-45-2251

藤沢市湘南台2-3-12 ノワビルファイブ2階 0466-45-4881

藤沢市湘南台2-5-10 ウエストプラザ5番地202

藤沢市湘南台2-5-11
藤沢市湘南台2-5-11 湘南台ウエストプラザ1番地103
藤沢市湘南台2-5-11 湘南台ウエストプラザ1番地2階
藤沢市湘南台2-5-11 湘南台ウエストプラザ1番地2階

藤沢市湘南台2-5-11 湘南台ウエストプラザ2階

藤沢市湘南台2-6-3
藤沢市湘南台2-6-9
藤沢市湘南台2-6-9-1階
藤沢市湘南台2-6-9-2階
藤沢市湘南台2-7-5
藤沢市湘南台2-7-7
藤沢市湘南台2-7-9ナリタビル1階
藤沢市湘南台2-7-11 若林ビル1階
藤沢市湘南台2-7-11若林ビル201
藤沢市湘南台2-7-15 東急ドエル・アルス湘南台アネックス1階

藤沢市湘南台2-8-4
藤沢市湘南台2-8-7
藤沢市湘南台2-8-7 ライオンズマンション テナント1-A

藤沢市湘南台2-10-6
藤沢市湘南台2-10-6
藤沢市湘南台2-10-7 マーベルスクエアB1階

藤沢市湘南台2-11-7 第10露木商事ビル
藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじH棟2階店舗8

藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台1階
藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台201 一喜

藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台2階
藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台L-3
藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台L棟2階
藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台ビル1階

藤沢市湘南台2-12-6
藤沢市湘南台2-15
藤沢市湘南台2-15 小田急線湘南台駅地下コンコース

藤沢市湘南台2-15小田急マルシェ2
藤沢市湘南台2-15小田急マルシェ湘南台2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-34/86

店舗名
⽇の出寿司
Backdoor
ナイトパブロマンス
湘南台鳥一番
ダイニング魚バーゆうしん
ひだまり
27'S
串焼きDining翔吉
Diva
おでんしず
BAR EMON
食処 七福陣
割鮮おか本
スナック愛人
居酒屋 幌⾺⾞
スナック Rio
枡や
Amata
八⼗別家
水刺床
すらさん韓国食堂
魚漁
Trattoria Adriana
しゅう平
季節料理 伊とう
つる平
スナックシャレーン
元祖 鴨南ばん 本家
居酒屋ともえ
沖縄sunset dining TROPICAL STORM
麺処 田ぶし 湘南台店
魚道場 ます
ラーメン幸樹
ジンギスカンふじ沢
やきとり大吉湘南台店
中華料理 三幸
遊⺠館
はま寿司湘南台店
ビッグボーイジャパン湘南台店
湘南茶屋
ざんまい湘南台店
すき家 藤沢湘南台店
Fattoria Cavallo(ファットリア カヴァッロ)
らーめんまるとも
とんこつラーメン⾠⺒屋
いちりん
よ志⽵
ミッキーハウス
ガスト 藤沢湘南台
スナックまゆみ
山茶花
かつや藤沢湘南台店
勝手屋
とんかつ大関湘南台店
古久家湘南台店
酒処 あんず

住所
藤沢市湘南台2-16-2
藤沢市湘南台2-16-3-2階
藤沢市湘南台2-16-11
藤沢市湘南台2-16-15-1階
藤沢市湘南台2-16-15中⻄ビル2階
藤沢市湘南台2-16-18
藤沢市湘南台2-16-18-202
藤沢市湘南台2-16-18 2階
藤沢市湘南台2-17-6
藤沢市湘南台2-17-6
藤沢市湘南台2-17-6
藤沢市湘南台2-17-6
藤沢市湘南台2-17-6
藤沢市湘南台2-17-7
藤沢市湘南台2-17-7
藤沢市湘南台2-17-14
藤沢市湘南台2-17-14
藤沢市湘南台2-17-14
藤沢市湘南台2-17-15
藤沢市湘南台2-18-1
藤沢市湘南台2-18-1

電話番号
0466-43-3357
0466-47-8268
－
0466-45-4379
0466-46-4448
－
0466-77-4205
0466-43-4120
0466-54-8355
－
0466-41-2025
－
0466-54-7646
0466-46-0725
0466-43-4288
－
0466-44-2909
0466-41-9117
0466-44-9881
0466-43-6361
0466-43-6361
藤沢市湘南台2-18-1 サンウェイ湘南ビル1階 －
藤沢市湘南台2-18-1 サンウェイ湘南ビル1階
0466-66-8087
藤沢市湘南台2-22-9
0466-43-6008
藤沢市湘南台2-22-9 コープハウス103
0466-46-1228
藤沢市湘南台2-22-16
0466-45-7446
藤沢市湘南台2-22-17
0466-45-3488
藤沢市湘南台2-22-17
0466-45-5033
藤沢市湘南台2-22-17
－
藤沢市湘南台2-34-1小泉第一ハイツC号 －
藤沢市湘南台2-34-10
0466-77-7924
藤沢市湘南台2-35-1
－
藤沢市湘南台2-35-1-105
0466-90-4061
藤沢市湘南台2-35-1 小泉ハイツ101
0466-54-7085
藤沢市湘南台2-35-1 小泉ハイム102
0466-43-8150
藤沢市湘南台2-37-3
0466-44-4844
藤沢市湘南台3-3-9
－
藤沢市湘南台3-15-1
0466-43-2666
藤沢市湘南台3-15-5
0466-42-1299
藤沢市湘南台4-1-22
0466-44-6522
藤沢市湘南台4-8-11
0466-43-7993
藤沢市湘南台4-14-4
0120-498-007
藤沢市湘南台5-4-8 湘南台リリエンハイム104 －
藤沢市湘南台5-4-15
0466-46-0210
藤沢市湘南台5-15-14
－
藤沢市湘南台5-20-1澤野ハイツ215
0466-52-4546
藤沢市湘南台5-22-20
－
藤沢市湘南台5-35-1 GSハイム1階
0466-45-4381
藤沢市湘南台5-36-2
0466-41-0161
藤沢市湘南台6-5-B1階
0466-45-8632
藤沢市湘南台6-32-7
0466-43-3163
藤沢市湘南台6-33-5
0466-53-8802
藤沢市湘南台6-33-14
0466-46-3466
藤沢市湘南台6-51-11
0466-43-1250
藤沢市湘南台6-56-11
0466-45-4617
藤沢市湘南台7-24-7
0466-46-4332

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-35/86

店舗名
ドトールコーヒーショップ 湘南台店
サーティワンアイスクリーム湘南台RS店
とと蔵 湘南台店（旧︓濱町 湘南台店）
すき家 藤沢菖蒲沢店
スターバックスコーヒー藤沢菖蒲沢店
ラーメン⾦⾏ 湘南台店
焼肉ハウス ファミリー
居酒屋百瀬
台湾料理百鮮味
小⻨
R
麺家 Dragon kitchen
居酒屋 山ぶき
マッケンチーズカフェ
やよい鮨善⾏本店
ミニインドレストラン
男前みよし鮨
沙羅亭
スプリングバンク
和風ダイニング七彩
AK's Dining
うな善
AmusementSnack SILVER
小料理あい
中華食堂 味味
カラオケハウス ピュア
小料理 幸
スナック 歌詩
魚の店きときと
スナックパティー
スナック オアシス
うな善 咲桜
小料理小福
⽴ちのみ処小福
スナックしおり
魚料理&酒いちろう
マリン
居酒屋ほんま
居酒屋まるま
ふじ
炭火焼上遠野
ガスト 藤沢善⾏
居酒屋 安べえ〜
吉野庵
居酒屋 おれんち
あきらくん
春天
呑呑
丸⻲製麺藤沢
スナック シルビア
大福
ラーメン じゃんぼ
スナック ナナ
⽴呑み⻁兎
魚⺠善⾏東⼝駅前店
炉ばた焼 北の家族

住所
藤沢市湘南台7-26-7
藤沢市湘南台7-36-6
藤沢市湘南台7-37-9
藤沢市菖蒲沢730-1
藤沢市菖蒲沢929
藤沢市菖蒲沢998-19
藤沢市菖蒲沢1072-1
藤沢市菖蒲沢1236
藤沢市菖蒲沢1455
藤沢市菖蒲沢1460-7
藤沢市菖蒲沢1460-7
藤沢市⽩旗4-10-10 植松ビル2階
藤沢市⽩旗4-2795-1
藤沢市善⾏1-5-6
藤沢市善⾏1-8
藤沢市善⾏1-14-15
藤沢市善⾏1-14-23
藤沢市善⾏1-15-23
藤沢市善⾏1-16-14
藤沢市善⾏1-18-7 松下店舗A
藤沢市善⾏1-22-16 第3デンドービルB階
藤沢市善⾏1-23-1幸久ビル
藤沢市善⾏1-24-8
藤沢市善⾏1-24-8 ヨシマルビル1階
藤沢市善⾏1-24-10第2善進ビル一階
藤沢市善⾏1-24-15 善進ビル2階
藤沢市善⾏1-24-15前進ビル北側⼆階
藤沢市善⾏1-25-3
藤沢市善⾏1-25-3 志村ビル2階
藤沢市善⾏1-25-8
藤沢市善⾏1-25-10
藤沢市善⾏1-25-10咲桜ビル2階
藤沢市善⾏1-26-1
藤沢市善⾏1-26-1
藤沢市善⾏1-26-1-2-3
藤沢市善⾏1-26-2
藤沢市善⾏1-26-5
藤沢市善⾏1-26-6-103
藤沢市善⾏1-29-5
藤沢市善⾏2-7-1
藤沢市善⾏2-7-1 ⻫藤ビル102
藤沢市善⾏2-19-13
藤沢市善⾏2-24-24
藤沢市善⾏2-24-25
藤沢市善⾏2-24-33
藤沢市善⾏2-26-18

電話番号
0466-43-0448
0466-43-6233
0466-46-5512
0120-498-007
0466-48-7681
050-6880-3174
0466-48-9777
0466-48-4249
0466-90-4988
0466-47-6488
050-1442-0781
0466-83-6006
0466-83-6519
0466-82-8262
0466-81-6361
0466-52-7828
0466-82-2588
0466-81-4322
0466-76-4345
0466-90-5514
0466-53-8919
0466-82-7992
0466-52-5600
0466-82-9569
0466-90-5580
0466-90-0630
－
－
0466-86-5319
－
－
0466-54-8328
0466-84-0529
0466-84-0529
0466-86-5040
0466-54-8202
0466-81-8145
0466-47-3866
0466-84-4776
－
0466-81-0405
0466-80-1066
－
0466-81-2047
－
0466-81-87777
藤沢市善⾏2-26-18エスタデルラモス1-104 －
藤沢市善⾏2-26-44
0466-81-5928
藤沢市善⾏6-1-1
0466-83-6300
藤沢市善⾏6-11-8 八代マンション1階
－
藤沢市善⾏6-16-24
0466-52-6885
藤沢市善⾏7-2-10-サンハイム寿101
0466-82-9028
藤沢市善⾏7-2-10 サンハイム寿103
0466-81-4345
藤沢市善⾏7-2-10 サンハイム寿105
0466-77-0664
藤沢市善⾏7-2-12 小田急マルシェ善⾏2 2階 0466-84-4288
藤沢市善⾏7-4-1
0466-53-7274

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-36/86

店舗名
Wine&Kitchen pi EMON te
ラーメン鶴⾒家善⾏店
BAR KOMA
居酒屋通りゃんせ
レストラン ポポロ
焼肉レストラン松の実
いきよい
旬菜工房かうちん
駅前直売所八〇八
ホルモン元気屋
鳥幸
ステーキハウスT&T
焼肉ざんまい善⾏店
ばる0370
大川
萩原家
江⼾すし
cafe & meal greenhorn
Nico's Kitchen
ラーメン極味家
スナック ブルーバード
MAHALO
AmusementBarプラチナ
すし屋のしら川
台湾料理百鮮味2号店
喫茶・スナックにんじん
秀寿司居酒屋
居酒屋来味
炭火串焼 串ぜん
鮨信 ⻑後店
PACIFICSALOON
台湾料理百鮮味3号⻑後店
まんこい
BARCASK
うまいもんや伊志井
炭火焼肉 翔吉
麺や鐙壱番
cafe KO-BA
羽根澤屋別邸⽇本料理満うら
くいどん 湘南台店
サイゼリヤ 藤沢高倉店
ダイニングバー春
和
呑家むすび
そば処名古屋
不⼆家レストラン善⾏店
やきとり大吉善⾏店
グリーンティ
Cafe&Dining K'sRoot
夢・夢
古久家⻑後店
喫茶アルト
RIMI'SCAFE
スナック 愛
料理天国よし。
とんかつや福一

住所
藤沢市善⾏7-4-1
藤沢市善⾏7-4-1
藤沢市善⾏7-5-2 東大⾨ビル103
藤沢市善⾏7-5-3
藤沢市善⾏7-5-4
藤沢市善⾏7-5-6
藤沢市善⾏7-5-10
藤沢市善⾏7-6-1サンライズビル1階B店舗
藤沢市善⾏7-6-1サンライズビル1階-c

電話番号
0466-90-3727

－
0466-83-3216
0466-81-4389
0466-82-7903
0466-82-2323
－
0466-81-3819
0466-47-8448
藤沢市善⾏7-6-6サニーレジデンス善⾏第3-105
0466-84-5657
藤沢市善⾏7-6-6 サニーレジデンス第3
0466-84-5846
藤沢市善⾏7-11-3
0466-81-0592
藤沢市善⾏坂1-5-17
0466-86-7131
藤沢市善⾏坂1-11-13 リブリ・希1階
－
藤沢市大鋸1-1-13
0466-25-1857
藤沢市大鋸1-3-1 ⻘木ビル101
0466-24-7665
藤沢市大鋸1-3-1 ⻘木ビル1階
0466-26-5548
藤沢市大鋸1-3-27 LUCE1階
0466-53-9356
藤沢市大鋸1-9-2 玉樹ビル1階
0466-90-3494
藤沢市大鋸3-3-31
0466-26-6098
藤沢市高倉604
0466-43-3523
藤沢市高倉604
－
藤沢市高倉604
0466-86-5105
藤沢市高倉615-2
0466-43-9001
藤沢市高倉625-2
0466-51-3157
藤沢市高倉638-3
0466-44-6746
藤沢市高倉640-10
0466-44-7601
藤沢市高倉641-8
0466-77-7486
藤沢市高倉650-6
0466-46-5181
藤沢市高倉650-55
0466-43-5072
藤沢市高倉650-57-1階
－
藤沢市高倉650-58
0466-76-4871
藤沢市高倉650
－
藤沢市高倉651-2
0466-43-2336
藤沢市高倉654
－
藤沢市高倉668-5
0466-90-3910
藤沢市高倉718-1
0466-46-6133
藤沢市高倉731
0466-43-4641
藤沢市高倉872
046-690-3159
藤沢市高倉1215
0466-41-0299
藤沢市高倉2110-1
0466-45-7737
藤沢市高倉2338-2
－
藤沢市高谷1-2 SKビル104
－
藤沢市高谷1-2藤沢第一SKビル101
－
藤沢市⽴石1-2-1
0466-82-2221
藤沢市⽴石1-3-1
0466-82-6737
藤沢市⽴石2-7-2
0466-82-0880
藤沢市⻑後629
－
藤沢市⻑後668-1 サザン⻑後ビル101
0466-54-8768
藤沢市⻑後668-1 サザン⻑後BLD201
－
藤沢市⻑後669 AGビル1階
0466-44-0163
藤沢市⻑後669 AGビル-2
0466-44-0545
藤沢市⻑後672-1
0466-53-9880
藤沢市⻑後672-2 ⻑後郵便局合同ビル2階
－
藤沢市⻑後672
0466-52-5988
藤沢市⻑後672-AGビル
0466-44-5512

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-37/86

店舗名
⻑後農村かふえハレルヤ
ビストロ ボン・グー・コクブ
BUENA VISTA
酒場 イランカラプテ
定食酒処 一八
らーめん能登山⻑後本店
すき家 467号藤沢⻑後店
いしかわ
Lancy&Quincy
ぐるめ亭 藤沢⻑後店
北海道らーめん 零一壱
バーミヤン ⻑後
鮨畔
星乃珈琲店藤沢⻑後店
カレーハウスCoCo壱番屋 藤沢⻑後店
中華そば寅⻑後店
ステーキのあさくま ⻑後店
とんかつ食堂澤亭
ベックスコーヒーショップ辻堂店
やきとり工房辻堂店
ジェラテリア イル グラツィア
李家 本店
なか卯 辻堂店
Bel Tempo
濱そば辻堂店
おうちCafe南風
きくむら
⽇高屋辻堂南⼝店
串カツ田中 辻堂店
肉汁餃子のダンダダン辻堂店
辻堂焼肉ホルモンたけ田
魚⺠辻堂南⼝駅前店
隠れ庵忍家辻堂駅前
カラオケビーチパラダイス
沖縄居酒屋 正栄丸
旬魚旬菜 満うら
ダイニングバール ロサイルマーレ
れんげ食堂Toshu辻堂店
バッコス
向陽飯店辻堂店
1000のクシヤキ
IZAKAYA BAR 567
ラウンジ⼥神
壱角家辻堂店
麺喰 ヴァリー
餃子酒場カノウ
食彩空間 堂
コーストタバーン
第一イン湘南
TIMMY'S CAFE
GooTAN
プラスガード
ハンバーグテラス ひゃくいちや
近江牛焼肉ひゃくいちや
栄町魚藤辻堂店
冨久鮨

住所
藤沢市⻑後675-1 1階

電話番号
0466-53-9939
藤沢市⻑後675-1 アンテナショップ⻑後2階 0466-43-2780
藤沢市⻑後676
－
藤沢市⻑後676 梅本ビル1階1号
0466-86-7487
藤沢市⻑後681-1
0466-45-4659
藤沢市⻑後748
0466-44-5099
藤沢市⻑後754-1
0120-498-007
藤沢市⻑後927 シャンティー湘南1階
0466-44-3050
藤沢市⻑後927 シャンティ湘南
0466-76-4572
藤沢市⻑後949-1
0466-41-3887
藤沢市⻑後950-4
－
藤沢市⻑後953-1
0466-42-1579
藤沢市⻑後1061
0466-44-3527
藤沢市⻑後1065-1
0466-46-1871
藤沢市⻑後1066-3
0466-42-5720
藤沢市⻑後1067-1
0466-90-5591
藤沢市⻑後1166-1
0466-47-8134
藤沢市⻑後1175-26
－
藤沢市辻堂1-1-1 JR辻堂駅東⼝改札外
－
藤沢市辻堂1-1-5 大上第⼆ビル1階
0466-37-2345
藤沢市辻堂1-1-8
0466-52-8082
藤沢市辻堂1-1-9
0466-36-7333
藤沢市辻堂1-1-10
0466-35-6133
藤沢市辻堂1-1-17
0466-35-3635
藤沢市辻堂1-1-18 JR辻堂駅構内
0466-33-3934
藤沢市辻堂1-1-19
－
藤沢市辻堂1-1-20
0466-34-5006
藤沢市辻堂1-2-1
0466-36-2712
藤沢市辻堂1-2-1
0466-47-8794
藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル1階
0466-31-1818
藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル1階
0466-31-2223
藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル 7階
0466-33-4388
藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル8階
0466-33-3370
藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル6階
0466-34-9917
藤沢市辻堂1-2-11 沼井ビル2階
0466-35-4774
藤沢市辻堂1-2-12 上村ビル⼆階
0466-35-3570
藤沢市辻堂1-2-13
0466-86-7775
藤沢市辻堂1-2-21
0466-30-6070
藤沢市辻堂1-2-23-3階
0466-34-7897
藤沢市辻堂1-2-23 落合ビル1階
0466-38-6038
藤沢市辻堂1-2-23 落合ビル2階
0466-34-8666
藤沢市辻堂1-2-23 落合ビル2階
0466-35-6105
藤沢市辻堂1-2-23 落合ビル2階B室
－
藤沢市辻堂1-3-3 第三共同ビル1階
0466-47-8962
藤沢市辻堂1-3-9
－
藤沢市辻堂1-3-13 江⼾葱1階
0466-54-7331
藤沢市辻堂1-3-13 江⼾惣ビルB1
0466-35-3332
藤沢市辻堂1-3-13 江⼾惣ビルB1階
0466-53-8040
神奈川県藤沢市辻堂1-4-14
0466-36-2798
藤沢市辻堂1-4-19 SURF101号
0466-52-6363
藤沢市辻堂1-4-19 SURF102
0466-86-5087
藤沢市辻堂1-4-19 SURF2階
0466-53-8220
藤沢市辻堂1-4-28 Hyperion湘南B-1
0466-53-7974
藤沢市辻堂1-4-28 Hyperion湘南B-3
0466-52-8038
藤沢市辻堂1-4-28 ハイペリオン湘南B-2 －
藤沢市辻堂1-9-1
0466-36-8978

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-38/86

店舗名
蒸氣屋 辻堂店
やおひろ
NUMBER（旧︓パパジラフ）
中華料理玉佳辻堂店
葉子
匠KAZU
奥入瀬パートⅢ
栄寿司
バーイレブン
C
炭火串遊さがわ
はなの舞辻堂南⼝店
ラーメン樹
寿司春
DINING BAR Be-Sun
八剣伝辻堂駅前店
もつ焼肉刺しかのう
snarock
Manon
Very Veggy SALAD WORKS
炉ばた かげん
Bistro Noritzu
喫茶紬
エース
スナック美珂
Bar Port Call
焼き鳥みちのり
串カツおお川
なぶら
潮騒料理 亢
れすとらんCHOCO
おでんバー信濃屋
スナック 独楽
nana なな
パブスナック水木
おでん屋ひなた
ネギッチンneginegi湘南辻堂店
CafeBar BAY134
⼆尺七輪 ヤグルマ
シークレット
鮨鰻ふぐ田代
やきとり せっちゃん
福⿓
琥珀
手打そば⾦太郎辻堂店
五島
居酒屋ショージ
家庭料理 さわ
ノンジョルカ
辻花
デニーズ 辻堂南⼝店
焼肉 壱五屋
くいもの屋 わん辻堂店
さかさ辻堂店
Bistro Zancn
鳥一番

住所
藤沢市辻堂1-9-1 FKビル1階
藤沢市辻堂1-9-1 FKビル2,3階
藤沢市辻堂1-10-23
藤沢市辻堂1-10-29
藤沢市辻堂1-10-29
藤沢市辻堂1-10-29
藤沢市辻堂1-10-29
藤沢市辻堂1-10-29
藤沢市辻堂1-10-29-10
藤沢市辻堂1-10-29 小合会6号1階
藤沢市辻堂1-10-35
藤沢市辻堂1-13-60 中堂第一ビル4階
藤沢市辻堂2-1-6
藤沢市辻堂2-1-6
藤沢市辻堂2-1-6辻堂第一共同ビル2階
藤沢市辻堂2-1-7
藤沢市辻堂2-1-12
藤沢市辻堂2-1-12 SHビル3階
藤沢市辻堂2-2-2-9-2階
藤沢市辻堂2-2-7
藤沢市辻堂2-2-7
藤沢市辻堂2-2-9
藤沢市辻堂2-2-9
藤沢市辻堂2-2-12
藤沢市辻堂2-2-26
藤沢市辻堂2-2-26-2階
藤沢市辻堂2-2-27
藤沢市辻堂2-2-29
藤沢市辻堂2-2-29
藤沢市辻堂2-2-29-2階
藤沢市辻堂2-2-30
藤沢市辻堂2-2-33
藤沢市辻堂2-2-36
藤沢市辻堂2-3-5
藤沢市辻堂2-3-9
藤沢市辻堂2-3-9-102
藤沢市辻堂2-3-9-2階
藤沢市辻堂2-3-9-2階
藤沢市辻堂2-4-25
藤沢市辻堂2-4-25-2階
藤沢市辻堂2-4-30-4階
藤沢市辻堂2-5-2
藤沢市辻堂2-5-2
藤沢市辻堂2-5-5

電話番号
045-334-7569
0466-76-4602
0466-53-7556
0466-36-8787
0466-33-1697
0466-77-8180
0466-36-6698
0466-36-1233
0466-77-3000
－
0466-33-7066
0466-31-0551
0466-34-6277
0466-34-6277
0466-47-7522
0466-30-5855
0466-52-7969
－
0466-36-0826
0466-54-8241
0466-37-0399
0466-34-1980
－
－
0466-33-4321
0466-37-0275
0466-36-1651
0466-52-7719
0466-34-7917
－
－
0466-33-3451
0466-33-4109
－
0466-34-8301
0466-65-1854
03-6300-4863
0466-86-7920
－
0466-36-0403
0466-37-1000
0466-36-0371
－
0466-77-5219
藤沢市辻堂2-5-10 ジェームスタウン辻堂熊の森101 0466-33-5867
藤沢市辻堂2-6-6
0466-36-5500
藤沢市辻堂2-6-12
－
藤沢市辻堂2-6-12
－
藤沢市辻堂2-6-12 1階C号室
0467-77-0262
藤沢市辻堂2-6-14
0466-36-0015
藤沢市辻堂2-7-1 湘南パールビル2階
0466-37-2718
藤沢市辻堂2-7-7 ウィンディ湘南1階
－
藤沢市辻堂2-7-7 ウィンディ湘南1階
0466-31-4884
藤沢市辻堂2-7-7 ウィンディ湘南1階
0466-34-3343
藤沢市辻堂2-8-9 露木ビル1階
0466-53-8527
藤沢市辻堂2-8-10
0466-35-9521

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-39/86

店舗名
MONK
辻一
K's
臥遊 辻堂店
ハイサイオジー
辻風
小福
コサジ
S.S Century
辻堂呑場タイヨウ
串かつ酒場串堂
ナイトパブ夢もよう
伊勢屋鶴巻店 辻堂店
ワインバーピチーチ
炙屋ぎやまん
麺屋 海心
Cooker's Grill
関⻄風 お好み焼き 桜
魚酒肴くぅ
熟成肉KAZE
BRUNCHES
ミナミカレー
そば酒髙島家
居酒屋き鮮
スナックアリィ
スナック こゆき
スナックEternity
喫茶 ラ・メール
中華料理 栄華
湘南前玉寿司
レストランリッシュ
Non Rin Bakery & Organic Cafe
季純
麺場田所商店辻堂店
炭火焼こころ
Congee Table
シーガル915Cafe
ジャンボおしどり寿司辻堂店
アメリカンハウスダイナー 辻堂店
マリオ
漁や
CHIKI-CHIKI
くら寿司辻堂店
カルビ屋ワッショイ辻堂南店
洋麺屋五右衛⾨辻堂店
星乃珈琲店辻堂店
大豊
CAFE NOB
サイゼリヤ Luz湘南辻堂店
はま寿司Luz湘南辻堂店
コート・ダジュール Luz湘南辻堂店
快活CLUBLUZ湘南辻堂店
やきとりセンター辻堂駅前店
しゃぶしゃぶ温野菜辻堂店
ラ・パウザ辻堂駅前店
匠のがってん寿司テラスモール湘南店

住所
藤沢市辻堂2-8-18
藤沢市辻堂2-8-24
藤沢市辻堂2-8-24
藤沢市辻堂2-8-24
藤沢市辻堂2-8-25
藤沢市辻堂2-8-26
藤沢市辻堂2-8-27
藤沢市辻堂2-8-28
藤沢市辻堂2-9-7 クライオスズキビル1階
藤沢市辻堂2-9-9
藤沢市辻堂2-9-10
藤沢市辻堂2-9-11
藤沢市辻堂2-9-20
藤沢市辻堂2-9-33
藤沢市辻堂2-9-33
藤沢市辻堂2-9-34
藤沢市辻堂2-9-35
藤沢市辻堂2-9-35太田ビル1-2
藤沢市辻堂2-9-35太田ビル2階
藤沢市辻堂2-9-35 太田ビル3階
藤沢市辻堂2-10-14
藤沢市辻堂2-11-6
藤沢市辻堂2-11-8
藤沢市辻堂2-16-2
藤沢市辻堂2-16-6
藤沢市辻堂2-16-6
藤沢市辻堂2-16-8
藤沢市辻堂2-21-14
藤沢市辻堂4-2-1
藤沢市辻堂4-2-48
藤沢市辻堂4-6-13
藤沢市辻堂4-6-18 フレスカ湘南1階
藤沢市辻堂5-1-11
藤沢市辻堂5-15-24
藤沢市辻堂5-20-16
藤沢市辻堂5-20-16

電話番号
0466-66-6409
0466-65-2131
0466-30-2610
0466-86-5738
－
0466-77-7868
0466-34-0935
0466-66-6921
0466-37-0039
0466-76-6745
0466-65-4694
－
0466-33-1043
0466-34-1601
0466-34-7858
0466-86-5635
0466-77-0159
0466-51-4129
0466-98-1174
0466-62-1129
0466-90-4166
0466-53-7287
0466-47-6588
0466-35-0323
0466-33-4269
－
0466-36-4578
0466-36-2525
0466-36-0328
0466-36-4840
0466-54-8429
0466-86-5217
0466-36-6613
0466-47-8556
0466-77-3542
－
藤沢市辻堂5-20-19-101⽇総浜⾒マンション －
藤沢市辻堂5-20-29
0466-33-6263
藤沢市辻堂6-4-11
0466-52-6785
藤沢市辻堂6-13-2
－
藤沢市辻堂6-13-2
0466-34-7732
藤沢市辻堂6-15-1
0466-66-8328
藤沢市辻堂6-17-6
0466-41-9610
藤沢市辻堂6-18-23
0466-33-5427
藤沢市辻堂6-27-13
0466-33-2031
藤沢市辻堂6-27-13-1階
0466-33-5715
藤沢市辻堂6-27-23
0466-33-4669
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂1階 0466-47-7339
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂2階 0466-30-1650
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂2階 0570-083-900
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂4階 0466-30-4688
藤沢市辻堂神台1-2-12 LUZ湘南辻堂4階 0466-30-5188
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂6階 0466-31-0894
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂6階 0466-53-8312
藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂6階 0466-31-0892
藤沢市辻堂神台1-3-1
0466-86-7412

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-40/86

店舗名
プレンティーズクレープ
バケット テラスモール湘南店
ロンハーマンカフェ辻堂
UrthCaﬀeテラスモール湘南店
潮風キッチン(共用部客席)
ディーンアンドデルーカカフェテラスモール湘南
鎌倉峰本芳露庵
ローストビーフの店鎌倉山テラスモール湘南店
トースティーズテラスモール湘南店
サンマルクカフェテラスモール湘南店
マクドナルド テラスモール湘南店
スーホルムカフェ湘南
⾥のうどん湘南テラスモール店
しらす問屋とびっちょTerraceMall湘南店
スターバックスコーヒーテラスモール湘南店
アフタヌーンティー・ティールーム テラスモール湘南
PRONTO テラスモール湘南店
果汁工房果琳 テラスモール湘南店
サーティワンアイスクリームテラスモール湘南店
BAKE CHEESE TART テラスモール湘南
鵠沼しみず
J.S.PANCAKE CAFEテラスモール湘南店
梅蘭テラスモール湘南店
KUGENUMASHIMIZU
石焼ビビンパ店 李家むっとり
湘南野の実
マルゲリータキッチン テラスモール湘南
串家物語 Terrace Mall湘南店
うちの食堂 Terrace MaLL湘南店
いしがまやハンバーグテラスモール湘南店
アロハテーブル テラスモール湘南
叶家湘南テラスモール店
ラケル テラスモール湘南店
壁の穴テラスモール湘南店
とんかつ新宿さぼてん 湘南テラスモール店
⻄安餃子テラスモール湘南店
ガーリックジョーズ テラスモール湘南店
109シネマズ湘南
GARA中海岸テラスモール湘南店
イータリー 湘南店
お好み・もんじゃ 清⼗郎 テラスモール湘南店
ガスト 辻堂
ケンタッキーフライドチキン 羽鳥店
TEA&PUB 紫予
おばんざい居酒屋ふく助
すき家 1国藤沢辻堂店
リンガーハット藤沢辻堂店
ドンク テラスモール湘南店
パブスナックAyatan@
居酒屋 ひっちゃん
クラブRich 辻堂離宮
串処 鳥人
居酒屋ずんどこべろんちょ
串あげと煮込みの店ほたる
THONG-FAH
一ふじ

住所
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市辻堂神台1-3-1-3階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南2階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南3階

藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南3階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 3階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南3階

藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階

藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階415-1

藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南FC04
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 湘南ヴィレッジV2

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

テラスモール湘南４F

藤沢市辻堂神台2-4-46
藤沢市辻堂神台2-5-23
藤沢市辻堂神台2-5-28 イーストピーク1階
藤沢市辻堂神台2-7-14
藤沢市辻堂神台2-8-17
藤沢市辻堂神台2-11-15
藤沢市辻堂神台3-1 テラスモール湘南1階
藤沢市辻堂新町1-1-15 山上第⼆ビル地下1階

藤沢市辻堂新町1-2-21
藤沢市辻堂新町1-2-23 PRIMERO湘南1階
藤沢市辻堂新町1-2-23 プリメロ湘南1階
藤沢市辻堂新町1-3-1-2階
藤沢市辻堂新町1-4-1 オスカービレッジ1階
藤沢市辻堂新町1-4-1 オスカービレッジ2階
藤沢市辻堂新町1-9-7

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-41/86

電話番号
0466-86-7331
0466-38-1638
0466-38-1854
0466-47-2022
0466-38-2111
－
0466-86-7313
0466-90-5607
0466-53-8773
0466-38-2438
0466-38-1865
0466-38-2151
0466-52-4400
0466-38-3188
0466-38-2175
0466-54-9670
0466-38-1844
0466-86-7137
0466-38-1835
0466-90-3488
0466-86-7710
0466-38-2147
0466-86-7366
0466-86-7337
0466-38-3137
－
0466-52-6627
0466-38-2441
0466-36-8822
0466-38-1616
0466-86-7985
0466-30-5077
0466-38-1605
0466-53-7308
0466-86-7460
0466-86-7461
0466-53-8315
0466-38-3196
0466-53-7888
0466-52-4140
0466-52-5656
0466-30-1457
0466-30-1469
－
0466-35-7205
0120-498-007
0466-35-5853
0466-86-7181
0466-34-1009
－
－
0466-54-7614
0466-37-4898
0466-37-3885
0466-52-6939
0466-34-0519

店舗名
元網
田舎鮨
⻁SAKABA
ミルウォーキー
Barらいおん
ハングリータイガー 湘南辻堂店
めんめん亭
焼き鳥 たんたん
焼肉ホルモンしげ
紋次郎
キママル食堂
タリーズコーヒー 湘南モールFILL店
サーティワンアイスクリーム湘南モールフィル店
湘南モールフィル フードパレット
ハッピー 湘南モールフィル店
大地食堂湘南モールフィル店
幸楽苑湘南モールフィル店
とんかつとカフェ あら珠
餃子伝説藤沢店
鎌倉パスタ湘南モールフィル店
スティックスイーツファクトリー 湘南モールフィル店
大⼾屋ごはん処湘南モールフィル店
おめで鯛焼き本舗湘南モールフィル店
MOMI&TOY'S湘南モールフィル店
モスバーガー湘南モールフィル店
丸⻲製麺湘南モールフィル
いきなりステーキ湘南モールフィル店
ジャンボおしどり寿司湘南モールフィル店
ミスタードーナツ 湘南モールフィル店
牛庵 藤沢店
ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター
やよい軒湘南藤沢店
築地銀だこミスターマックス藤沢店
ペッパーランチミスターマックス湘南藤沢店
リンガーハットミスターMax湘南藤沢店
マクドナルド藤沢ミスターマックス店
はなまるうどんミスターマックス湘南藤沢店
はま寿司Mr.Max湘南藤沢店
サイゼリヤ ミスターマックス湘南藤沢店
えび豚⾻拉麺 春樹 MrMAX藤沢店
MR.チャーハン湘南藤沢店
ケンタッキーフライドチキン ミスターマックス湘南藤沢店
スターバックスコーヒーミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター店

ファーストキッチン ミスターマックス湘南藤沢店
Atelier Lil(アトリエ リル)
味楽菜館
Shonan house
炭火焼ハルキヤ
吉野家湘南新道辻堂店
レストラン トミ
RIPPLE
藤沢峰本
佐藤製麺所
こがね製麺所 湘南店
pizzeria tonino
PIGGY'S

住所
藤沢市辻堂新町1-19-3
藤沢市辻堂新町1-19-16
藤沢市辻堂新町1-19-20
藤沢市辻堂新町1-19-20
藤沢市辻堂新町1-19-20
藤沢市辻堂新町2-4-18
藤沢市辻堂新町2-17-8
藤沢市辻堂新町3-1-28
藤沢市辻堂新町3-9-22
藤沢市辻堂新町3-9-22
藤沢市辻堂新町3-9-22
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールFILL1階
藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールフィル1階
藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールフィル1階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル1階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル1階

藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールフィル1階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2階フードコート

藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールフィル内
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル内
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5
藤沢市辻堂新町4-3-5 Mr.Max湘南藤沢ショッピングセンター2階

藤沢市辻堂新町4-3-5 MrMax2階
藤沢市辻堂新町4-3-5 MrMax湘南藤沢SCフードコート2階
藤沢市辻堂新町4-3-5 MRMAX湘南藤沢ショッピングセンター2階

藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢SC
藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター
藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター内

藤沢市辻堂太平台1-3-6
藤沢市辻堂太平台1-3-8
藤沢市辻堂太平台1-6-5
藤沢市辻堂太平台1-12-14
藤沢市辻堂太平台2-1-14
藤沢市辻堂太平台2-11-9
藤沢市辻堂太平台2-13-20
藤沢市辻堂⻄海岸1-2-7
藤沢市辻堂⻄海岸1-8-3
藤沢市辻堂⻄海岸1-9-1
藤沢市辻堂⻄海岸1-9-1小林店舗101
藤沢市辻堂⻄海岸1-10-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-42/86

電話番号
0466-36-6960
0466-36-2262
0466-34-7303
0466-31-4828
0466-35-4111
0466-34-6261
0466-36-5686
0466-37-4387
－
0466-34-6956
－
0466-30-4672
0466-31-6131
0466-31-6100
0466-21-8844
0466-54-9919
0466-31-0306
0466-31-6181
0466-86-7188
0466-31-6125
0466-31-0789
0466-36-5333
0466-31-0380
－
－
0466-37-0105
－
0466-31-6173
0466-31-6327
0466-31-0529
0466-20-1780
0466-31-6338
0466-30-1830
0466-34-1029
0466-31-6170
0466-35-2920
0466-30-4787
0466-31-6300
0466-31-6301
0466-86-7535
0466-52-5429
0466-30-1820
0466-33-5681
0466-30-1090
0466-54-7506
0466-34-0473
090-9487-5219
0466-36-5501
0466-30-1803
0466-34-7610
0466-34-2241
0466-34-6054
0466-76-5893
0466-53-9984
0466-66-6534
0466-86-5785

店舗名
マクドナルド 辻堂店
コメダ珈琲店 なぎさモール辻堂店
七輪焼肉安安なぎさモール辻堂店
スマイルカフェ波波波
すき家 辻堂店
寄港地
モティマハル
Kitchen and Bar Deco Deco
ビストロ BrookLands
海坊主
からおけBARCAME83
CoCo・m
とんかつ大関
手打そば嵯峨野
ムギナミベーカリー
TANDOOR GUARD Cafe
焼肉トザワ
広島お好み焼き こてつ
and K
ジパングサーフ&ダイニング
イタリア食堂 ディエーチ
中華 東豊
3nD CAFE+BAR
磯料理.中華みはる
ひげでん姉妹店
ひげでん本店
匠人 いとう
ジンギスカン羊堂
モティマハル駅前店
HANGOUT(ハングアウト)
ゼロキュウダイナー
スナック文
Nalu(ナル)
うなぎ荒井
なぎさ
CAPRICE
ストーン
ALOHAITAI團
らーめん萬来
スナックマリア
キッチンたぐち
香港軒辻堂店
バーミヤン 辻堂
居酒屋 浜⾒山
らーめん能登山別館
珈琲館辻堂店
プルクワ POURQUOI?
オリーブの丘 辻堂店
スナック東駒
カフェバーバーリンガル
現蛸
海牛菜山
炭火焼肉たい平
湘南T-SITEシェアラウンジ
LIFE Sea
パンとエスプレッソと湘南と

住所
藤沢市辻堂⻄海岸2-1-13
藤沢市辻堂⻄海岸2-11-4
藤沢市辻堂⻄海岸2-11-5
藤沢市辻堂⻄海岸3-2県⽴辻堂海浜公園内
藤沢市辻堂東海岸1-2-1
藤沢市辻堂東海岸1-2-5
藤沢市辻堂東海岸1-9-1
藤沢市辻堂東海岸1-9-1
藤沢市辻堂東海岸1-9-25
藤沢市辻堂東海岸1-10-1
藤沢市辻堂東海岸1-10-1
藤沢市辻堂東海岸1-10-1-C棟
藤沢市辻堂東海岸1-10-14
藤沢市辻堂東海岸1-10-17
藤沢市辻堂東海岸1-10-18
藤沢市辻堂東海岸1-10-18-1階
藤沢市辻堂東海岸1-12-24
藤沢市辻堂東海岸1-12-27 E号室
藤沢市辻堂東海岸2-15-8
藤沢市辻堂東海岸3-1-13
藤沢市辻堂東海岸3-1-14
藤沢市辻堂東海岸3-3-18
藤沢市辻堂東海岸4-1-21 2階
藤沢市辻堂東海岸4-2-18
藤沢市辻堂東海岸4-2-18
藤沢市辻堂東海岸4-3-23
藤沢市辻堂元町1-1-31-5
藤沢市辻堂元町1-1-31 三協ビル1階
藤沢市辻堂元町1-2-6
藤沢市辻堂元町1-2-11
藤沢市辻堂元町1-2-20
藤沢市辻堂元町1-3-13

電話番号
0466-36-7215
0466-30-2500
0466-52-8500
－
0120-498-007
－
0466-35-1140
0466-34-7799
0466-65-5965
－
－
－
0466-33-2551
－
0466-33-8832
0466-52-6661
0466-36-2074
0466-90-5542
0466-51-7415
－
－
0466-36-6662
0466-90-5978
0466-34-8093
0466-36-3751
0466-34-8080
－
0466-77-1352
0466-54-8778
0466-60-0388
－
0466-34-4330
藤沢市辻堂元町1-3-13 リビングガーデン辻堂元町101 0466-52-7479
藤沢市辻堂元町1-3-24
－
藤沢市辻堂元町1-3-25
－
藤沢市辻堂元町1-3-25-1階
0466-38-6111
藤沢市辻堂元町1-3-25 コラム2ビル201 0466-37-4130
藤沢市辻堂元町1-3-25辻堂コラム2-202 0466-51-0226
藤沢市辻堂元町1-3-25 辻堂コラム2-B1階 0466-34-7597
藤沢市辻堂元町1-5-3
0466-34-7935
藤沢市辻堂元町2-1-12
－
藤沢市辻堂元町3-15-25 サザンクロス1階 0466-52-7822
藤沢市辻堂元町3-19-1
0466-30-1450
藤沢市辻堂元町4-2-23
0466-33-5562
藤沢市辻堂元町4-9-25
0466-37-3751
藤沢市辻堂元町4-9-27
0466-35-3683
藤沢市辻堂元町4-17-11
0466-33-3676
藤沢市辻堂元町4-17-16
0466-86-5877
藤沢市辻堂元町5-2-2
0466-34-6872
藤沢市辻堂元町5-4-15
0466-34-2276
藤沢市辻堂元町5-4-15
0466-77-6381
藤沢市辻堂元町5-5-16
0466-33-6632
藤沢市辻堂元町5-12-15
0466-35-4529
藤沢市辻堂元町6-20-1
0466-31-1528
藤沢市辻堂元町6-20-1
0466-31-1523
藤沢市辻堂元町6-20-1
0466-47-8001

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-43/86

店舗名
スターバックスコーヒー 湘南蔦屋書店
ターブルオギノ湘南店
SAKURA cafe(エームSJ-1)
Sound Station くれぶぁ
リンガーハット藤沢柄沢店
居酒屋なか野
木村屋旅館
鎌倉釜飯 かまかま
ヨンドン本店
みどり
びいとる
ブックカフェふくろう
サイゼリヤ 藤沢羽鳥店
パブスナック エリース
スマイル&スマイル
波利満屋
キッチンこまがた
はとり亭
来鳴軒
GANJI家
焼肉 駒形屋
呑どん
nanairo
洋食佐藤
らーめんひの木
元禄寿し
すなっくこまち
神奈川居酒屋串ともえん
アキズ藤が岡店
中華そば寅柄沢店
MEITEN-KAN藤沢店
宗鮟
宗平
エルカリーニョ
スナックらかん
アキズ藤沢本町店
タリーズコーヒー トレアージュ⽩旗店
くら寿司藤沢店
フレッシュネスバーガートレアージュ⽩旗店
カラオケスナックゆき
とんかつ正⼒
やきとりきねもと
だんけ
創作ダイニングかしわ
や台ずし藤沢本町
蕎⻨ひら井
旬菜酒場 潤屋
いくま
居酒屋の乾杯
れんげ食堂Toshu藤沢本町店
スナック 綾
肴菜 一心
玉佳
紅太陽
とり和
ロイヤルホスト藤沢本町

住所
藤沢市辻堂元町6-20-1
藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE2号館1階

藤沢市土棚8
藤沢市並木台1-1-21
藤沢市並木台2-1-1
藤沢市⻄富1-2-5
藤沢市⻄富1-3-7
藤沢市⻄富529-1 ダイアパレス1階
藤沢市⻄富530-1 サンプラザ湘南2階
藤沢市⻄富678
藤沢市羽鳥1-1-13
藤沢市羽鳥1-3-23
藤沢市羽鳥3-1-41
藤沢市羽鳥3-18-8
藤沢市羽鳥3-18-8-101
藤沢市羽鳥4-1-46
藤沢市羽鳥4-7-24
藤沢市羽鳥4-9-17
藤沢市羽鳥4-12-10
藤沢市羽鳥4-12-10 第2森谷ビル1階
藤沢市羽鳥4-23-26
藤沢市藤が岡1-11-15
藤沢市藤が岡2-9-9-1階
藤沢市藤が岡2-9-16
藤沢市藤が岡2-9-16
藤沢市藤が岡2-9-16
藤沢市藤が岡2-9-16
藤沢市藤が岡2-9-16
藤沢市藤が岡3-8-2
藤沢市藤が岡3-10-2
藤沢市藤が岡3-26-2 ビューパレス藤が岡1階

藤沢市藤沢2-1-2 プライムビル1階
藤沢市藤沢2-1-2 プライムビル3階
藤沢市藤沢2-1-3
藤沢市藤沢2-3-3
藤沢市藤沢2-3-13 トレアージュ⽩旗
藤沢市藤沢2-3-13 トレアージュ⽩旗1階
藤沢市藤沢2-3-15 トレアージュ⽩旗2階
藤沢市藤沢2-3-15トレアージュ⽩旗A棟1階

藤沢市藤沢3-1-2
藤沢市藤沢3-1-16 モノリス湘南1階-1
藤沢市藤沢3-1-24
藤沢市藤沢3-1-24
藤沢市藤沢3-1-27-2階-A
藤沢市藤沢3-1-27 ファ-ストプラザ藤沢本町

藤沢市藤沢3-2-5 エステカーサ
藤沢市藤沢3-2-6
藤沢市藤沢3-3-1-101
藤沢市藤沢3-3-1-102
藤沢市藤沢3-3-3フレールビル
藤沢市藤沢3-3-16
藤沢市藤沢3-3-29
藤沢市藤沢4-1-5
藤沢市藤沢4-1-6
藤沢市藤沢4-1-6
藤沢市藤沢4-5-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-44/86

電話番号
0466-31-1518
0466-53-7756
0466-41-5805
0466-61-7733
0466-29-8430
0466-22-3272
0466-22-5909
0466-47-6839
0466-50-1129
0466-22-6466
－
－
0466-31-0546
0466-33-3319
0466-52-5239
0466-36-8819
0466-33-5172
0466-35-7011
0466-34-7951
0466-44-2864
0466-33-5172
0466-23-2262
－
0466-60-0025
0466-24-3399
0466-22-4763
0466-55-1484
0466-77-3435
0466-25-8217
0466-26-2244
0466-53-7933
0466-23-8771
0466-23-0006
0466-26-1500
0466-22-7507
0466-28-2712
0466-55-2522
0466-55-3170
0466-55-1155
0466-90-4488
0466-25-7430
－
0466-23-7625
0466-51-8242
0466-29-1128
0466-24-5091
0466-28-8989
0466-25-1454
－
0466-54-8871
－
0466-47-6672
0466-23-5707
0466-22-9981
－
0466-26-2638

店舗名
たこ焼き風天
街道や
(有)下田寿司
そばーる ひだまり
チャイニーズレストラン渓源藤沢店
ハニーズバー藤沢店
藤沢ホームそば店
いろり庵きらく藤沢店
大和家
楽友ホールカフェ
プレリュード
ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢
アルモントイン湘南藤沢
F.ドーリー
前陣速攻
ゆるりと菜村さ来藤沢店
彩り酒場
餃子の王将藤沢駅前店
吉野家 藤沢駅北⼝店
庄や 藤沢北⼝店
スターバックスコーヒールミネ藤沢店
神⼾屋キッチンルミネ藤沢店
ガスト 藤沢駅北⼝
れんげ食堂Toshu藤沢店
なか卯 藤沢駅北⼝店
⽇高屋 藤沢北⼝店
丼拓
松屋 藤沢北⼝店
焼肉ホルモン心笑
SEOULGATE
東京油組総本店藤沢組
484cafe
藤沢アジア物産店
こよい
浅太郎
東横INN湘南鎌倉藤沢駅北⼝
ケンタッキーフライドチキン ダイエー藤沢店
ニューコスモ
アンチョビ
山路
スナック ぴこ
タイ料理 セーンスック
萬福楼新館
麺屋おはな鶏
豚仙人 藤沢店
カフェアロマ
昇平
⽴飲み Bar Zoo
ふじさわ厨房 紗紗
居酒屋 司
スナックととろ
鉄板焼秀和
スナック 純
スナック 夢花
酔処おぐちゃん
秀ひで

住所
藤沢市藤沢5-1-1
藤沢市藤沢5-3-5
藤沢市藤沢18
藤沢市藤沢34-2-102
藤沢市藤沢38-6
藤沢市藤沢75 JR藤沢駅 改札内コンコース
藤沢市藤沢75 JR藤沢駅構内
藤沢市藤沢75 JR藤沢駅構内
藤沢市藤沢93
藤沢市藤沢93 ライブ館3階
藤沢市藤沢93 ライブ館地下1階
藤沢市藤沢109-5
藤沢市藤沢110-4
藤沢市藤沢110
藤沢市藤沢223-8-2階
藤沢市藤沢388 FIC富⼠ビルB1
藤沢市藤沢388 富⼠ビル本館B1階
藤沢市藤沢420-3
藤沢市藤沢420-3
藤沢市藤沢420-3JR藤沢駅構内2・3階
藤沢市藤沢438-1ルミネ藤沢
藤沢市藤沢438-1 ルミネ藤沢3階
藤沢市藤沢438-6 F・I・C藤沢ビルB1階
藤沢市藤沢438-6 FIC藤沢ビル
藤沢市藤沢438-6 FIC藤沢ビル1階
藤沢市藤沢460
藤沢市藤沢462
藤沢市藤沢462 吉塚ビル1階
藤沢市藤沢462
藤沢市藤沢484-4階
藤沢市藤沢484-49
藤沢市藤沢484
藤沢市藤沢498-10-2階
藤沢市藤沢498-10
藤沢市藤沢498-10
藤沢市藤沢515-1
藤沢市藤沢520 ダイエー藤沢店
藤沢市藤沢532
藤沢市藤沢532
藤沢市藤沢535
藤沢市藤沢535 田中アパート1階
藤沢市藤沢537
藤沢市藤沢539-9萬福ビル
藤沢市藤沢539
藤沢市藤沢539 福岡ビル1階
藤沢市藤沢540-1
藤沢市藤沢540-13
藤沢市藤沢540
藤沢市藤沢540
藤沢市藤沢545-18 久保田ビル1階
藤沢市藤沢545-18 久保田ビル1階オク
藤沢市藤沢545-208
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-45/86

電話番号
－
0466-27-8819
0466-22-3264
0466-25-8273
0466-54-8096
－
0466-22-0688
0466-22-1840
0466-23-2030
0466-29-8309
0466-29-8309
0466-55-1112
0466-55-2441
0466-27-4922
0466-47-8700
0466-26-0799
0466-26-1539
0466-50-5724
0466-47-9595
0466-26-9651
0466-27-5186
0466-55-2121
0466-29-0358
0466-27-5321
0466-55-2434
0466-27-5201
0466-27-6973
0466-29-8531
0466-54-8861
0466-26-9922
0466-90-3933
0466-26-4840
0466-47-6657
－
－
0466-53-1045
0466-55-5096
－
0466-27-9884
0466-23-1157
－
0466-27-5227
0466-28-5559
0466-27-2282
－
0466-50-6710
0466-24-0533
0466-77-1284
0466-77-0209
0466-90-3828
0466-25-7798
－
－
0466-54-5225
－
－

店舗名
スナック結城
ひぽぽはうす
スナック キミ
スナック せきれい
スナック ひよ子
スナック しのぶ
スナックすすきの
パピヨン
スナックルボール
大⾨屋
タリーズコーヒー さいか屋藤沢店
トラットリア・ボッテ
煌蘭藤沢店
とんかつ新宿さぼてん 藤沢サンパール店
さいか屋藤沢RF1店
花鳥風⽉
天作
コーヒーハウス 瓦斯灯
湘南のカキ小屋笑山
カレーハウスFUJISAWA
樽寿司 サンパール店
BarVerde
⽩い惑星うどん粉星の王子
中華厨房 四川
Freeculture
スナック 緑
ドトールコーヒーショップ藤沢北⼝駅前店
なお吉藤沢店
やきとり まつみ
カフェベローチェ藤沢店
大衆肉バル 肉林
ビリヤード コモルーム
割烹 清風
The Beef House 牛's.
レストラン ふじ
サイゼリヤ サミット藤沢駅北⼝店
カレーハウスCoCo壱番屋藤沢駅北⼝店
麺屋おはな
Fujisawa GARAGE
デニスキッチンアジアンダイニングバー
居酒屋 善吉
松壱家藤沢本店
らぁめん三代⽬OKAWARI
ケインズ(CANE'S)
なまず
磯しぎ
居酒屋 ひろし
バドゥー
らあめん花⽉嵐藤沢北⼝店
Cobachibar87
うさぎ屋@fusion。
LEON
萬福楼
やきとり鳥藤
ピッツェリア チェッポ
㐂多梅

住所
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545
藤沢市藤沢545 サンマリン藤沢101
藤沢市藤沢545 サンマリン藤沢1階

電話番号
－
－
0466-26-9518
－
0466-22-6095
－
－
－
藤沢市藤沢545 仲好会飲食業協同小組合1階 0466-27-8511
藤沢市藤沢545 マルシェ湘南1階
0466-26-1250
藤沢市藤沢555
0466-52-6820
藤沢市藤沢555 さいか屋8階
0466-21-8842
藤沢市藤沢555 さいか屋8階
0466-26-0040
藤沢市藤沢555 さいかやデパート8階
0466-27-5488
藤沢市藤沢555 さいか屋藤沢店B1階
0466-27-5709
藤沢市藤沢555 サンパール藤沢8階
0466-27-4915
藤沢市藤沢555 サンパール藤沢8階
0466-22-6622
藤沢市藤沢555 サンパール藤沢ビル8階 0466-27-3222
藤沢市藤沢555 サンパール藤沢ビル8階 0466-23-7101
藤沢市藤沢555 サンパール藤沢ビル8階 0466-90-3299
藤沢市藤沢555 藤沢さいか屋8階
0466-52-2460
藤沢市藤沢556
0466-41-9893
藤沢市藤沢556 サンパール2ビルB1
0466-47-7947
藤沢市藤沢556 サンパールIIビルB1階
0466-50-7651
藤沢市藤沢556 ⾠⺒ビル1階
0466-26-4880
藤沢市藤沢556 ⾠⺒ビル⼆階
0466-28-7736
藤沢市藤沢560-2-4
0466-25-6316
藤沢市藤沢566
0466-25-9989
藤沢市藤沢566 サンパール2 B1
0466-27-8929
藤沢市藤沢567-2
0466-26-7101
藤沢市藤沢571
－
藤沢市藤沢571 荒井ビル2階
0466-23-5690
藤沢市藤沢576 林ビル2階A
0466-86-5133
藤沢市藤沢576 林ビル2階B号室
0466-29-1129
藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館 ミナパーク1階 0466-21-3848
藤沢市藤沢字東横須賀610-1 サミット藤沢駅北⼝2階 0466-28-7071
藤沢市藤沢967 石井ビル1階
0466-29-8066
藤沢市藤沢969-1グランドメゾン藤沢弐番館103 0466-23-6484
藤沢市藤沢971-1-1階
0466-90-3842
藤沢市藤沢991-19ダイカンプラザ102
0466-23-3005
藤沢市藤沢991-20
－
藤沢市藤沢991-20
0466-50-6555
藤沢市藤沢991 野⼝ビル1階
0466-90-4356
藤沢市藤沢991 野⼝ビル2階
0466-28-5584
藤沢市藤沢1002-5
0466-25-5665
藤沢市藤沢1002-5 光南ビル1階
－
藤沢市藤沢1002
－
藤沢市藤沢1002
0466-22-7008
藤沢市藤沢1003-1
0466-22-8284
藤沢市藤沢1009-2階
050-5362-2302
藤沢市藤沢1009-5 田⼝店舗2階C
－
藤沢市藤沢1009-6 中島ビル2階
0466-55-4511
藤沢市藤沢1009
0466-24-7389
藤沢市藤沢1009
0466-22-0423
藤沢市藤沢1009 田⼝ビル1階
0466-22-3393
藤沢市藤沢1011-1
0466-28-5336

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-46/86

店舗名
デニーズ 藤沢北⼝店
藤沢ワイン食堂チャオヴィーノ
らぁめん鴇
Green Mango
singlemaltbarFLOAT
松寿司
しまたけハム
暁庵
食事処酒処 くげぬまや
スナック K
CAFE&DINERBELICE
シクロ本鵠沼
makapuu
樽寿司 総本店
さしみ茶屋
パタカラカフェ
ガスト 鵠沼
ラーメン⼆郎 湘南藤沢店
うな志ん
マカマキノハ
3+3cafe
そば処喜庵
PARADISE PIZZA
⾨
湘南やま屋
いさり火
スナック キャッツ
DINING BAR MISASHI
近江屋
タベルナデンデン
Bar West Rich
スケアクロウ本町
炭火焼肉栄亭
クラジャ
プラセール
スナックかず
CALLS
湘南本町食堂
スナックひまわり
ビストロトニー
いりふね
DiversCafe
KUTSUROguCafe
万作
さつまや本店
サイゼリヤ 本藤沢店
武⾻家 藤沢店（旧︓博多ラーメン鉄⾺藤沢店）
すえとみ
箱根そば藤沢店
果実園リーベル藤沢店
ベックスコーヒーショップリエール藤沢店
和幸 リエール藤沢店
鎌倉パスタリエール藤沢店
北海道キッチン YOSHIMI
牛たん炭焼 利久 リエール藤沢店
まるかつ水産 リエール藤沢店

住所
藤沢市藤沢1015
藤沢市藤沢1025 ⻑岡ビル1階
藤沢市藤沢1034
藤沢市藤沢1049-10 東ビル1階
藤沢市藤沢1051-5TAIKI3BLDG
藤沢市藤沢1051

電話番号
0466-24-2897
0466-76-8633
0466-26-6301
0466-47-8488
0466-86-7835
0466-24-0222
藤沢市藤沢1063-10 リバーストーン湘南1階
0466-51-2069
藤沢市本鵠沼2-13-16
0466-23-0270
藤沢市本鵠沼2-13-16
－
藤沢市本鵠沼3-2-8-101
0466-61-0220
藤沢市本鵠沼3-12-29 ヴィラハイツ105号 0466-77-0275
藤沢市本鵠沼3-12-30 藤沢ビル2階
0466-33-5378
藤沢市本鵠沼4-6-1-101
0466-34-0932
藤沢市本鵠沼4-7-19
0466-36-5152
藤沢市本鵠沼4-7-19
0466-52-3290
藤沢市本鵠沼4-10-21
－
藤沢市本鵠沼5-3-11
0466-29-2036
藤沢市本町1-10-14
－
藤沢市本町1-11-11
－
藤沢市本町1-11-12
0466-22-0678
藤沢市本町1-12-17 Fプレイス6階
0466-23-3939
藤沢市本町2-1-24
0466-23-5001
藤沢市本町2-1-25
0466-50-5580
藤沢市本町2-3-5
0466-22-0381
藤沢市本町2-3-10
－
藤沢市本町2-3-12
－
藤沢市本町2-4-25
－
藤沢市本町2-13-20
0466-51-4248
藤沢市本町2-13-20
0466-22-9491
藤沢市本町2-13-20
0466-47-6680
藤沢市本町2-13-20
－
藤沢市本町2-13-20
－
藤沢市本町3-1-3 湘南ビル1階
0466-27-8862
藤沢市本町3-8-21
0466-24-3019
藤沢市本町3-14-10カヤノビル102
0466-50-9110
藤沢市本町3-14-21
0466-28-8670
藤沢市本町3-17-18
－
藤沢市本町4-8-34
0466-29-9311
藤沢市本町4-8-35藤沢本町ビル203
0466-33-5135
藤沢市本町4-8-39 サニーテラス藤沢101 0466-76-7710
藤沢市本町4-8-49
0466-26-3752
藤沢市本町4-9-20
0466-90-5658
藤沢市本町4-9-21
0466-76-7641
藤沢市本町4-9-22
0466-25-5013
藤沢市本藤沢1-3-6
0466-23-2487
藤沢市本藤沢2-14-2
0466-80-3805
藤沢市本藤沢5-6-6
0466-86-5862
藤沢市みその台11-21
0466-81-1662
藤沢市南藤沢1-1 小田急線藤沢駅改札横 0466-27-8767
藤沢市南藤沢1-2リエール藤沢1階
0466-52-6787
藤沢市南藤沢1-2リエール藤沢1階
－
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢2階
0466-53-8101
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢2階
0466-52-7309
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢2階
0466-90-3663
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢2階
0466-52-8629
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢2階
0466-25-9696

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-47/86

店舗名
スターバックスコーヒーリエール藤沢店
ミスタードーナツ藤沢駅前ショップ
スパイスビーチ湘南カレー
サーティワンアイスクリーム藤沢駅前店
コーヒーショップ海
居酒屋ありがとう
銀座アスター藤沢賓館
若⽵ 藤沢駅前店
山内農場藤沢南⼝駅前プライム店
大衆酒場BEETLE藤沢店
くいもの屋わん藤沢店
ビッグエコー藤沢駅前店
タコとハイボール藤沢店
いろは丸 藤沢店
炉ばた七福 藤沢新店
焼き鳥ホームラン
ぶれゑめん 藤沢駅前店
鉄板グリル鎌倉山
北海道藤沢駅前店
ぎんぶた 藤沢店
みなづき
カラオケBanBan藤沢駅南⼝店
古久家藤沢店
魚つるHANARE
炭火やきとり ひさごや
カナユニ
はるもき
酒処 恵美
焼肉ホルモン 五坪
松屋 藤沢南⼝店
Ocean's Beat
富⼠そば藤沢店
サブウェイ藤沢駅南⼝店
ドマーレ湘南藤沢店
ケンタッキーフライドチキン 藤沢南⼝店
ドトールコーヒーショップ藤沢南⼝店
酒華菜
千⾥飯店
ヌードルワークス藤沢店
隠れ処 海樹(みつき)
ファーストレッスン
Teara(ティアラ)
橙 YAKITORI&Noodle
パブ風⽉
九州炎 藤沢店
牛角藤沢店
忍家藤沢駅南⼝店
かつや藤沢南⼝店
九州熱中屋藤沢Live
大⼾屋藤沢駅前店
鳥貴族藤沢店
ニュートロ酒場 チョアヨ708藤沢店
マクドナルド藤沢南⼝店
串兵衛 本店
楽助
鵠庵

住所
藤沢市南藤沢1-2 リエール藤沢3階
藤沢市南藤沢2-1-1
藤沢市南藤沢2-1-1
藤沢市南藤沢2-1-1 藤沢名店ビル1階
藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル一階
藤沢市南藤沢2-1-2
藤沢市南藤沢2-1-2 ザ・プライム6階
藤沢市南藤沢2-1-2 藤沢プライム4階
藤沢市南藤沢2-1-2 藤沢プライム 5階
藤沢市南藤沢2-1-2藤沢プライムビル1階
藤沢市南藤沢2-1-2藤沢プライムビル5階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライム4階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライムビル1階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライムビル1階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライムビル2階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライムビル3階
藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル4階
藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル 7階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライム藤沢2階
藤沢市南藤沢2-1-2 プライム藤沢M2階
藤沢市南藤沢2-1-3
藤沢市南藤沢2-1-3 ダイヤモンドビル6階
藤沢市南藤沢2-1-3ダイヤモンドビルB-1
藤沢市南藤沢2-5KMビル1
藤沢市南藤沢2-5 KMびる1階3号
藤沢市南藤沢2-10
藤沢市南藤沢2-10
藤沢市南藤沢2-10
藤沢市南藤沢2-10 林ビル1階
藤沢市南藤沢2-10 ワカバビル1階
藤沢市南藤沢2-10 ワカバビル5階
藤沢市南藤沢3-1
藤沢市南藤沢3-1 KDビル3階
藤沢市南藤沢3-1KDビルB1
藤沢市南藤沢3-2
藤沢市南藤沢3-2 アイアンビル
藤沢市南藤沢3-3-2階
藤沢市南藤沢3-3
藤沢市南藤沢3-3
藤沢市南藤沢3-3 第一興産5号館3階
藤沢市南藤沢3-3 第一興産ビルB1
藤沢市南藤沢3-3 中村ビルB1階
藤沢市南藤沢3-3 藤沢平和ビル2階
藤沢市南藤沢3-3藤沢平和ビル6階
藤沢市南藤沢3-3平和ビルB1階
藤沢市南藤沢3-4湘南薬品ビル3階
藤沢市南藤沢3-4 湘南薬品ビル7階
藤沢市南藤沢3-4 湘南薬品藤沢ビル1階
藤沢市南藤沢3-4湘南薬品南藤沢ビル2階
藤沢市南藤沢3-4 湘南薬品南藤沢ビル4階
藤沢市南藤沢3-4湘南薬品南藤沢ビル5階
藤沢市南藤沢3-4 湘南薬品南藤沢ビル6階
藤沢市南藤沢3-5-101
藤沢市南藤沢3-5
藤沢市南藤沢3-6-2階
藤沢市南藤沢3-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-48/86

電話番号
0466-47-9981
0466-55-3235
－
0466-28-4731
0466-24-3762
0466-23-5594
0466-23-3744
0466-53-8587
0466-25-8588
0466-53-8100
0466-52-2011
0466-55-1540
－
0466-25-9950
0466-54-9225
0466-54-8884
0466-52-6361
0466-27-2716
0466-55-2566
0466-55-1593
0466-26-9268
050-3134-0607
0466-23-6777
0466-47-9399
0466-90-3908
－
0466-26-6013
－
0466-86-7810
0466-29-0644
0466-47-2347
0466-52-8385
0466-28-9993
0466-90-5660
0466-55-3910
0466-55-3715
0466-24-4408
0466-22-0766
－
－
0466-29-9010
0466-24-3477
－
0466-24-1037
0466-54-7754
0466-29-5429
0466-25-5150
0466-55-4310
0466-55-3130
0466-25-9701
0466-54-6150
0466-53-7805
0466-25-1280
0466-23-8989
0466-24-1194
0466-86-5618

店舗名
カラオケBANBAN藤沢駅南⼝2号店
まさかり別邸 地魚・旬菜
やきとん焼鳥 みっちゃん
けむり
大衆酒場藤沢ホルモン
LINK
MEKENIRESTRANT&KARAOKE
油そば専⾨店ぶらぶら 藤沢店
浪速割烹すすき
和酒屋 まさかり
Cabrio
悠好
カフェリキッチン
オステリア ゴッグ
インディアンサマー
さかねや
BEAT BAR BECK
カフェ・ベローチェ南藤沢店
中国料理 清香園
大連食府 藤沢店
バースプーン
ネクサス・チャーブロイルグリル
純米酒料理屋しぇんろん
フーズバー郷
やき肉ホルモンてる平
スナックトレヴィ
インディアンダイニングプラクリティ
湘南肉問屋
BistroRIKYU
砂時計
旬菜・串焼処〜食〜
⾥のうどん南藤沢店
UPTHESTAIRS
居酒屋さつき
Soundwave Coffee Roasters
寿司澄風
リベロ
湘南ファーム
elarte エラルテ
季節料理 八雲
Bar OKIZO
tantotanto12-9
湘南鎌倉クリスタルホテル
Bistro Repos
ちーちゃんのLOHASダイニング
タントタント
Carol
鉄板焼きaja(エイジャ)
信州そば 信玄
スマイルホテル湘南藤沢
しゃぶ葉 藤沢駅南⼝
ガスト 藤沢駅南⼝
きてや
四川料理 星都
リンガーハット藤沢駅南⼝店
焼肉ホルモン 神田商店藤沢店

住所
藤沢市南藤沢3-6
藤沢市南藤沢3-6 NT藤沢ビル3階
藤沢市南藤沢3-6 NT藤沢ビルB1階
藤沢市南藤沢3-6 三丸藤沢ビル3階
藤沢市南藤沢4-1山榮ビル2階
藤沢市南藤沢4-2 キクヤビル2階
藤沢市南藤沢4-2菊屋ビル3階
藤沢市南藤沢4-2 吉田ビル1階
藤沢市南藤沢4-2吉田ビル2階
藤沢市南藤沢4-2 吉田ビル4階
藤沢市南藤沢4-2吉田ビル三階
藤沢市南藤沢4-2 喜久屋ビルB1
神奈川県藤沢市南藤沢4-10
藤沢市南藤沢4-11第5榎本ビル1階
藤沢市南藤沢4-11 第5榎本ビル2階
藤沢市南藤沢4-11 第5榎本ビルB1階
藤沢市南藤沢5-1-101
藤沢市南藤沢5-9 朝⽇生命藤沢ビル1階
藤沢市南藤沢6-11
藤沢市南藤沢6-12
藤沢市南藤沢6-12 シャトーヒロビル2階
藤沢市南藤沢6-15-102
藤沢市南藤沢6-15 ギャラリーパレス湘南B1階

藤沢市南藤沢6-18-B1
藤沢市南藤沢7-8-1階
藤沢市南藤沢7-8-2階
藤沢市南藤沢7-9ロイヤルハイツ藤沢101
藤沢市南藤沢7-10 グランドール藤沢1階
藤沢市南藤沢7-10 グランドール藤沢2階C
藤沢市南藤沢7-10 第一英邦ビル4階
藤沢市南藤沢7-10 英邦第一ビル3階
藤沢市南藤沢8-1
藤沢市南藤沢8-3 プレジデント藤沢208
藤沢市南藤沢8-3 プレジデント藤沢B1
藤沢市南藤沢9-2 山下ビル101
藤沢市南藤沢9-2 山下ビル102
藤沢市南藤沢9-2山下ビル103
藤沢市南藤沢9-2山下ビル104
藤沢市南藤沢9-2山下ビル1階
藤沢市南藤沢10-1
藤沢市南藤沢10-1 カサベルデ103
藤沢市南藤沢12-9
藤沢市南藤沢14-1
藤沢市南藤沢14-15
藤沢市南藤沢15-1 沢田ビル1階
藤沢市南藤沢15-15
藤沢市南藤沢15-15-B1階
藤沢市南藤沢16-11 第一興産ビル1階
藤沢市南藤沢17-16 秋山ビル2 B1階
藤沢市南藤沢19-12
藤沢市南藤沢19-12 ヤマタネ藤沢ビル2階
藤沢市南藤沢19-12 ヤマタネ藤沢ビル2階
藤沢市南藤沢19-13 一水ビルB1
藤沢市南藤沢19-13 一水ビルB1
藤沢市南藤沢19-16第一ハルミビル
藤沢市南藤沢19-16ハルミビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-49/86

電話番号
050-3134-0990
－
0466-50-1588
0466-50-7309
0466-23-8889
0466-86-5612
－
0466-52-7711
0466-25-8669
－
0466-53-9680
0466-27-5800
0466-54-7432
0466-22-0596
0466-22-1171
0466-24-1958
0466-22-3649
0466-29-2758
0466-25-8263
0466-28-8509
0466-50-0858
0466-24-7395
0466-50-5093
0466-50-7652
0466-28-1768
0466-27-0840
0466-22-1644
0466-50-0200
0466-47-6817
0466-28-8117
0466-28-7333
0466-23-6833
0466-47-9330
0466-23-3462
0466-90-4030
0466-47-3114
0466-55-2323
0466-27-2302
0466-52-5501
0466-25-0733
0466-51-0790
0466-28-8000
0466-28-2111
0466-27-2403
0466-54-8286
0466-24-4785
－
0466-27-7244
0466-53-7759
0466-23-1116
0466-23-2018
0466-27-7316
0466-28-0280
0466-90-5420
0466-55-4323
0466-86-7810

店舗名
CIRCUS
朋友
ペッパーランチ藤沢駅前店
焼き鳥⾃遊人
一軒め酒場 藤沢店
縁宴エンエン
TECO7
吉野家藤沢南⼝店
CLUBGOD
ATRE
コート・ダジュール 藤沢駅南⼝店
韓国屋台 ハンサム 藤沢店（旧︓屋台屋 博多劇場）
磯丸水産藤沢南⼝本通り店
藤沢魂心家
いきなりステーキ藤沢店
快活CLUB藤沢駅南⼝店
カラオケ館藤沢南⼝店
牛繁 藤沢店
中国旬菜 茶⾺燕
海鮮鎌倉野菜まつだ家
モキチクラフトビア
BAR&SALOONSEVEN
Pink Dragon
倶楽部RINNE
Moana
びっくり箱
ブラックダイヤモンド
PEEK A BOO
やきとり 一徳
ミュージックパブ9ナイン
Lounge 705
CORK
SHELLY LUNA
nesia.
みづ樹
クラブ ラブシェル
湘華
やきとり匠
つけ麺 中華そば 清勝丸藤沢店
旭鮨藤沢店
DEAN&DELUCAカフェ ODAKYU湘南GATE店
アフタヌーンティー・ティールーム ODAKYU 湘南 GATE
福満園 藤沢店
JPASTA 新藤沢店
茅ヶ崎海ぶねodakyu湘南GATE藤沢店
天喜代 藤沢店
野饗
牛兵衛草庵ODAKYU湘南GATE店
SHONAN Grill Style
レストラン ヒデダイニング
コリアンダイニング 李家ペゴパ
つきじ宮川本廛藤沢店
京橋千疋屋 小田急百貨店ふじさわ5Fパーラー
串とあて巻き 居酒屋 大悟
HUB藤沢店
庄や藤沢南⼝店

住所
藤沢市南藤沢20-1 南藤沢駅前ビル4階
神奈川県藤沢市南藤沢20番1号
藤沢市南藤沢20-2
藤沢市南藤沢20-2第一興産22号館2階
藤沢市南藤沢20-4
藤沢市南藤沢20-4魚万新館ビル3階
藤沢市南藤沢20-4 魚万新館ビル4階
藤沢市南藤沢20-5
藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館3階
藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館地下1階
藤沢市南藤沢20-9
藤沢市南藤沢20-9 オセアン藤沢1階
藤沢市南藤沢20-9 オセアン藤沢ビル1階
藤沢市南藤沢20-9 オセアン藤沢ビル1階
藤沢市南藤沢20-9オセアン藤沢ビル1階
藤沢市南藤沢20-10-4階
藤沢市南藤沢20-10
藤沢市南藤沢20-15 第一興産18号館1階
藤沢市南藤沢20-15 第一興産18号館6階
藤沢市南藤沢20-17
藤沢市南藤沢20-19 第2ハルミビル1階
藤沢市南藤沢20-19 第2ハルミビル3階
藤沢市南藤沢20-19 第3ハルミビル3階A
藤沢市南藤沢20-19 第3ハルミビル3階B
藤沢市南藤沢20-19 第3ハルミビル4階
藤沢市南藤沢20-19 第3ハルミビル4階A
藤沢市南藤沢20-19 第3ハルミビル5階
藤沢市南藤沢20-20 柏屋ビル地下1階
藤沢市南藤沢20-21
藤沢市南藤沢20-21 MKビル4階
藤沢市南藤沢20-21 MKビル4階
藤沢市南藤沢20-21 MKビル5-A
藤沢市南藤沢20-21 MKビル6階
藤沢市南藤沢20-21 MKビル7階
藤沢市南藤沢20-21 OKビル6階
藤沢市南藤沢20-23
藤沢市南藤沢20-23 アシビシティービル3階

藤沢市南藤沢20-23アシビシティビルB1
藤沢市南藤沢21-1-3階
藤沢市南藤沢21-1
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE2階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE2階
藤沢市南藤沢21 1 ODAKYU湘南GATE3階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE3階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE3階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE7階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE7階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE7階
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE内 3階

藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE内7階

藤沢市南藤沢21-1 小田急湘南GATE 3階
藤沢市南藤沢21-1 小田急湘南ゲート7階
藤沢市南藤沢21-1 小田急百貨店5階
藤沢市南藤沢21-6 サンプラザ藤沢1階
藤沢市南藤沢21-6 サンプラザ藤沢B1階
藤沢市南藤沢21-7平野ビルB1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-50/86

電話番号
050-3615-6350
070-4429-2379
0466-52-4333
－
0466-26-6775
0466-53-9948
－
0466-29-2223
－
－
0466-55-2388
0466-90-5600
0466-25-8301
0466-22-0822
0466-41-9329
0466-23-8688
0466-55-0507
0466-41-9529
0466-27-7824
0466-22-8346
0466-90-3590
0466-24-7063
0466-25-2593
－
0466-28-9191
0466-24-2550
0466-22-3011
0466-23-8878
－
－
0466-52-7507
0466-52-8079
0466-24-0924
－
0466-29-8844
0466-28-4626
0466-20-5281
0466-24-0865
0466-22-5021
－
0466-52-8240
0466-52-7665
0466-52-5852
0466-20-5667
0466-52-7708
0466-25-8823
0466-28-1685
－
0466-76-8000
0466-26-6360
0466-55-1030
0466-50-0577
0466-54-2347
0466-25-3970
0466-50-4782
0466-27-5093

店舗名
赤から藤沢店
あしまる
TANDOOR GUARD Cafe 藤沢
熊本⾺刺しと純米酒「櫻」
カフェバナーヌパート 小田急湘南GATE店
鳥メロ藤沢南⼝店
藤沢喜びの⾥
レッツゴー酒場
バーガーキング 湘南藤沢OPA店
タリーズコーヒー 湘南藤沢オーパ店
ココマンナ湘南藤沢店
PRONTO 湘南藤沢OPA店
珈琲屋OB藤沢店
薔薇の館2
エンゼル
思い出
藤沢大衆酒場⽇の出(サンライズ)
クラブジャック
伍嶋
S+(エスプラス)
クラブローズ
Cheers55
ラ・バレーナ
湘南ダイニング和酒たまる
酔いどころ 丸山
いとや
相鉄フレッサイン藤沢駅南⼝
リリアン
南⼝やきとん
スナックなぎさ
ステーキハウス ROCKY
カスタム
赤さそり
MATTARI
粋造り 大海
鉄板焼 MIKASAGI
菜音
DICKY&CO.
セブンス
御蓋木(みかさぎ)
おでん屋まんぼう
ディキ'オ
Bamboo
KAMAL
湘南bit
鮨かっぽう圓
個室居酒屋 京 藤沢駅前店
酔と粋
はま吉
鮨 ⾦井
わらび亭
TIMADOR
EL・AJITO
⻄洋料理遊心
サウサリート
noka table

住所
藤沢市南藤沢21-8 大安興業ビルB1
藤沢市南藤沢21-9-1階-A
藤沢市南藤沢21-9
藤沢市南藤沢21-9 とのおかビル1階
藤沢市南藤沢21 ODAKYU湘南GATE2階
藤沢市南藤沢22-1 神中第2ビルB1階
藤沢市南藤沢22-2 春⽇ビルB1
藤沢市南藤沢22-2 春⽇ビル地下一階
藤沢市南藤沢22-3
藤沢市南藤沢22-3
藤沢市南藤沢22-3
藤沢市南藤沢22-3 湘南藤沢OPA
藤沢市南藤沢22-3 湘南藤沢OPA4階
藤沢市南藤沢22-8 ⻄湘鉱産ビル3階
藤沢市南藤沢22-8 ⻄湘鉱産ビル3階
藤沢市南藤沢22-14-502
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル1階
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル2階
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル3階
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル3階
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル4階
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル5階
藤沢市南藤沢22-14 アツタビルB1
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビルB1
藤沢市南藤沢22-14 熱田ビルB1階
藤沢市南藤沢22-14 アツタビル地下
藤沢市南藤沢22-17
藤沢市南藤沢23-1
藤沢市南藤沢23-1
藤沢市南藤沢23-1 コープビルB1
藤沢市南藤沢23-1 藤沢コープビル102
藤沢市南藤沢23-1 藤沢コープビルB1階
藤沢市南藤沢23-2 地下1階
藤沢市南藤沢23-2マタリビル1階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル2階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル2階
藤沢市南藤沢23-2マタリビル3階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル3階-B2
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル4階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル5階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル5階
藤沢市南藤沢23-2 マタリビル5階
藤沢市南藤沢23-2 マタリ渡辺ビル3階
藤沢市南藤沢23-2 マタリ渡辺ビル5階

電話番号
0466-53-8666
0466-66-6880
－
0466-53-8229
0466-55-1501
0466-55-3511
0466-24-7499
0466-24-7545
0466-54-8814
0466-53-1663
0466-55-5339
0466-90-5228
0466-29-8804
0466-27-6088
0466-22-4320
－
0466-51-7978
0466-24-9878
0466-29-5727
0466-55-4345
0466-22-1356
0466-27-7491
0466-28-2825
0466-54-7511
－
0466-24-4773
0466-99-0203
0466-33-6433
0466-50-6084
－
－
0466-23-2787
0466-90-4135
0466-25-8001
0466-50-5647
0466-26-0007
0466-28-9050
－
0466-52-8077
0466-26-0007
0466-26-1801
0466-50-2525
0466-24-0970
0466-27-0343
藤沢市南藤沢23-2 マタリ渡辺ビル地下1階B号室 0466-54-9108
藤沢市南藤沢23-3 FKビル2階
0466-54-9523
藤沢市南藤沢23-3 FKビル5階
0466-52-6069
藤沢市南藤沢23-4-302
0466-52-4835
藤沢市南藤沢23-4 三愛ビル105号
－
藤沢市南藤沢23-4 三愛ビル1階
0466-50-4134
藤沢市南藤沢23-4 三愛ビル2階
－
藤沢市南藤沢23-4 三愛ビル301
0466-22-4560
藤沢市南藤沢23-4 三愛ビル3階
0466-28-6665
藤沢市南藤沢23-5-201
－
藤沢市南藤沢23-5-202
0466-27-9966
藤沢市南藤沢23-5 東ビル101
0466-26-1535

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-51/86

店舗名
BAR
鮨 まぜき
スーパーホテル湘南・藤沢駅南⼝
chillout 酒場常夏
居酒屋おだいじん
中華大新 藤沢店
和伊まる
マサルヤ飯店
居酒屋こやま
DartsLabo
HANG LOOSE GRILL(ハングルースグリル)
鉄板Dining湖⽉
和バル おでこ
食の隠れ家 菜
韓食菜炎 ヨンドン
百萬⾺⼒商店
達磨家 藤沢店
もつ焼 まさるや
ホルモン酒場まさるや
伊藤さん、ち
LATIN GABANA
GRAVITY
藤沢Bistroハンバーグ
いかう
割烹すずみ
⽴小路
インド・バングラデシュ料理 KABAB HOUSE用田店
山田うどん食堂 藤沢用田店
ざんまい食堂
製麺食堂あぶみ
スナック さくら
春夏秋冬
そば処天⿓
藤沢ひよ志
Benの店
東峰
串焼き 富⼠苑
焼肉 富⼠苑
ガスト 藤沢弥勒寺
⾥のうどん村岡店
しゃぶ葉 藤沢用田店
志奈乃屋
ニュー北⽃星
ゴル麺用田店
ホルモン焼とん太
そば処名古屋
居酒屋 ごろむ
喫茶かれん
スナック花憐
ステーキハウスタワラ用田店
小林屋用田店
お好み焼きじゃんじゃん
CafeSunnyDay
佐久寿し
末広鮨
マリカ

住所
藤沢市南藤沢23-5 東ビル3階302
藤沢市南藤沢23-6富⼠⾒ビルB1
藤沢市南藤沢23-7
藤沢市南藤沢23-8 LANDPOOLFUZISAWA2階

藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10
藤沢市南藤沢23-10

六光会館105
六光会館2階
六光会館2階
六光会館2階205-2
六光会館301
六光会館3階
六光会館405
六光会館4階
六光会館B1-006
六光会館B1階
六光会館B1階
六光会館B1階
六光会館ビル103

藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル2階203-2
藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル2階205-1

藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル407-1
藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル4階
藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビルB1
藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル地下1階
藤沢市南藤沢23-53マタリビル3階-D
藤沢市宮原1315
藤沢市宮原1403
藤沢市宮原3218-1
藤沢市宮原3338-6
藤沢市宮原3341-3
藤沢市宮原3410-1
藤沢市宮原3648-3
藤沢市弥勒寺3-1-4
藤沢市弥勒寺3-12-14
藤沢市弥勒寺3-17-1
藤沢市弥勒寺3-17-27
藤沢市村岡東1-1-1
藤沢市村岡東1-1-1
藤沢市村岡東2-15-3 広田ビル1階
藤沢市村岡東2-17-1
藤沢市村岡東2-19-2
藤沢市用田479-1
藤沢市用田593
藤沢市用田593
藤沢市用田611-1
藤沢市用田618
藤沢市用田627-1
藤沢市用田635
藤沢市用田636
藤沢市用田636
藤沢市用田1104-1
藤沢市用田1540
藤沢市渡内2-10-3
藤沢市渡内4-2-1
藤沢市渡内4-5-14
茅ヶ崎市赤羽根92
茅ヶ崎市赤羽根93-9

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-52/86

電話番号
0466-27-4449
0466-28-1144
0466-51-9000
－
0466-61-5050
0466-23-8833
0466-50-1511
0466-52-7884
0466-54-9285
0466-52-7900
－
0466-53-9993
0466-21-7559
0466-25-2526
0466-50-4129
0466-51-8906
0466-21-8152
0466-77-0519
0466-28-6664
0466-50-7157
－
0466-90-3791
－
－
0466-48-5723
－
0466-47-1160
0466-48-7760
0466-47-9417
0466-41-9119
－
0466-86-5822
0466-26-6526
0466-55-4355
0466-50-6999
0466-26-9356
0466-26-9357
0466-25-5711
0466-29-2035
0466-26-8625
0466-49-1014
0466-48-1047
0466-48-4223
0466-52-6609
－
0466-48-0288
－
－
－
0466-48-4370
0466-48-0111
0466-27-9698
0466-52-5730
－
－
0467-53-0805

店舗名
⾃家製麺屋登夢道
ナリen
横浜ロイヤルパークホテル湘南カントリーレストラン
松屋茅ヶ崎赤松町店
居酒屋 海山
麺処 そばじん 本店
鳥かず
本格インド料理 デリーキッチン
OH!!MIZU
居酒屋秀
イタリアンキッチン CafeDining 幾千-IKUSENS-46BeerMarket
アクアロッサ
ケーク・サレ専⾨店 パステル
寿し康
浅野屋
炭火焼 たまきち
七厘
(株)スリーハンドレッドクラブ
スナックハッピープレイス
UO屋食堂茅ケ崎⼆郎
居酒屋⻲ちゃん
くら寿司茅ヶ崎今宿店
珈琲館茅ヶ崎今宿店
焼肉登⿓⾨茅ヶ崎本店
インド料理シャージ
洋麺屋五右衛⾨茅ヶ崎店
レストランなんどき牧場
麺や一光食堂
かつや茅ケ崎今宿店
サンルシダ
手打ちそばうどん工房桃前
吉野家茅ヶ崎円蔵店
とき ホルモンセンター
やきとりYA
炭火亭 円
Kitchenみぃ
有限会社 ⾨福
鰻のおかむら
居酒屋 大家族
ころとむっくす2
瑞な
七輪焼肉あっこちゃんち
ほろ酔い
熟成焼肉いちばん 茅ヶ崎店（旧︓牛庵 茅ヶ崎店）
らーめん よし坊
マクドナルド茅ヶ崎マルエツ店
香来閣
九州らーめん⻑崎ちゃんぽん霧しま
そば処 榮家
サンフラワー
寿し優
Nice
炭火焼 越善
かがわより道
居酒屋 和

住所
茅ヶ崎市赤羽根95-2
茅ヶ崎市赤羽根2587-1
茅ヶ崎市赤羽根4123
茅ヶ崎市赤松町1-5
茅ヶ崎市赤松町1-36
茅ヶ崎市赤松町3-1
茅ヶ崎市赤松町3-40
茅ヶ崎市赤松町3-40 中田ビル102
茅ヶ崎市赤松町3-40 中田ビル201
茅ヶ崎市赤松町12-63
茅ヶ崎市赤松町13-1 2階
茅ヶ崎市赤松町13-4 ピオニー湘南1階
茅ヶ崎市旭が丘2-2
茅ヶ崎市旭が丘2-14
茅ヶ崎市旭が丘2-14
茅ヶ崎市旭が丘7-34
茅ヶ崎市旭が丘12-26
茅ヶ崎市⽢沼279
茅ヶ崎市⽢沼441
茅ヶ崎市⽢沼843 ショップハウス浅岡1号
茅ヶ崎市⽢沼844
茅ヶ崎市今宿356 菊地ビル1階
茅ヶ崎市今宿486
茅ヶ崎市今宿518
茅ヶ崎市今宿731-7 湘南ビル1階
茅ヶ崎市今宿744-5
茅ヶ崎市今宿909
茅ヶ崎市今宿1024
茅ヶ崎市今宿1127
茅ヶ崎市今宿1667-1
茅ヶ崎市円蔵1-15-35
茅ヶ崎市円蔵1-21-3
茅ヶ崎市円蔵1-24-10
茅ヶ崎市円蔵1-24-23
茅ヶ崎市円蔵2-5-43
茅ヶ崎市円蔵1374-9 第2高田ビル1階
茅ヶ崎市円蔵1375-8
茅ヶ崎市円蔵1375
茅ヶ崎市円蔵1386-3
茅ヶ崎市円蔵1387-1
茅ヶ崎市円蔵1388
茅ヶ崎市円蔵2090-5
茅ヶ崎市円蔵2437-14
茅ヶ崎市円蔵2443
茅ヶ崎市円蔵2481-1
茅ヶ崎市円蔵2613-2
茅ヶ崎市香川1-1-38
茅ヶ崎市香川3-17-5
茅ヶ崎市香川4-11-13
茅ヶ崎市香川4-11-14
茅ヶ崎市香川4-20-4
茅ヶ崎市香川4-20-6
茅ヶ崎市香川4-44-15
茅ヶ崎市香川4-49-18
茅ヶ崎市香川5-2-4
茅ヶ崎市香川5-2-4

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-53/86

電話番号
0467-55-2655
－
0467-51-0346
0467-55-0265
0467-51-9979
0467-39-6808
0467-51-1897
0467-51-4788
－
－
0467-53-7788
0467-38-7799
0467-84-7876
0467-59-1255
0467-59-1234
0467-82-4380
－
－
0467-53-0300
0467-53-5294
－
0467-58-0147
0467-84-0610
0467-53-8385
0467-58-6413
0467-33-5860
0467-84-6290
0467-83-2775
－
0467-87-5481
0467-52-5921
－
0467-81-4210
0467-54-5268
0467-26-8928
0467-54-2271
0467-38-5430
0467-51-1820
0467-52-0570
0467-27-6200
0467-53-4898
－
0467-58-2214
－
0467-84-2911
－
0467-55-1760
0467-51-6636
0467-57-7246
0467-57-6539
0467-87-5190
0467-87-1705
－
0467-57-7131
0467-40-4099
－

店舗名
本格七厘炭火焼宝源本店
すなっくピュア
Ak-bento
ラウンジエム
スナックさよこ
⽴呑酒場カガワバル
箱根乃庵 香川店
178
トラットリア・ラ・ルーチェ
mokichi baker and sweets+wurst
mokichi cafe
蔵元料理 天⻘
MOKICHI TRATTORIA
丸⻲製麺茅ヶ崎
焼肉きんぐ茅ヶ崎店
スナック いくみ
お好み焼 華よし
⻑寿庵
ぶどう苑
そば居酒屋 升源亭
大衆酒蔵 やきとり升源
大⿓
庄や茅ヶ崎店
スーパー居酒屋紅紅
美彩美酒 厚田村
やきとりチキチキ
居酒屋ひろき
小皿BARSUYA
GARAentra
たん家湘太茅ヶ崎店
吉野家茅ヶ崎駅南⼝店
さかなや道場茅ケ崎南⼝店
旬食佐助
加納食堂 本店
カラオケクラブHERO
スナック美.ゆ
BARHIKARI
とり介 南⼝店 (本店)
スナック ニューマリリン
パブかくれんぼ
パブ うさぎ
あづみ野
ホワイトホース
笑男酒場寅寅
茅ヶ崎Login
スマイル
酔処美ゐ舌
鯛ろく
スナックサライ
ソラマメ
ROCKET CHICKEN
のみくいどころ トンガリ
アリス
居酒屋とり八
笑男酒場Chirori
絆/スタミナカレーげんき

住所
茅ヶ崎市香川5-2-13
茅ヶ崎市香川5-2-21
茅ヶ崎市香川5-2-21-101
茅ヶ崎市香川5-2-30
茅ヶ崎市香川5-2-32
茅ヶ崎市香川5-2-34
茅ヶ崎市香川5-3-41
茅ヶ崎市香川6-12-16
茅ヶ崎市香川6-26-22
茅ヶ崎市香川7-10-7
茅ヶ崎市香川7-10-7
茅ヶ崎市香川7-10-7
茅ヶ崎市香川7-10-7
茅ヶ崎市小和田1-1
茅ヶ崎市小和田2-12-67
茅ヶ崎市小和田2-16-22
茅ヶ崎市小和田3-5-20
茅ヶ崎市小和田3-12-46
茅ヶ崎市幸町1-8
茅ヶ崎市幸町1-8 岡崎店舗1階
茅ヶ崎市幸町1-8 岡崎店舗2階
茅ヶ崎市幸町1-9
茅ヶ崎市幸町1-15幸ビル1.2階
茅ヶ崎市幸町1-16-2
茅ヶ崎市幸町1-17
茅ヶ崎市幸町2-10-201
茅ヶ崎市幸町24-24 サイトウビル102
茅ヶ崎市幸町2-10-204

電話番号
0467-55-5974
0467-58-3955
0467-38-8689
0467-95-6822
0467-86-9592
0467-37-6889
0467-86-1833
0467-27-0041
0467-52-5188
0467-52-6144
0467-50-0202
0467-52-6115
0467-52-6111
0467-52-5551
0467-38-6543
0467-38-4114
0467-54-2012
0467-53-0926
0467-85-2129
－
－
0467-85-9861
0467-58-9201
0467-88-5800
0467-58-9425
0467-73-8504
0467-87-2291
0467-55-5957
茅ヶ崎市幸町2-10-205 ジョイ茅ケ崎パート1 0467-38-6624
茅ヶ崎市幸町2-10
0467-33-4231
茅ヶ崎市幸町2-10 ジョイ茅ヶ崎・ポート1
0467-84-1038
茅ヶ崎市幸町2-11 武藤ビルB1階
0467-84-6213
茅ヶ崎市幸町3-2
－
茅ヶ崎市幸町3-3
0467-55-5521
茅ヶ崎市幸町3-11 ダイワ第2ビル2階棟B号 0467-91-0755
茅ヶ崎市幸町3-11 大和第2ビル1階
－
茅ヶ崎市幸町3-11 大和第2ビル1階E
0467-83-1121
茅ヶ崎市幸町3-11 大和第⼆ビル1階
0467-88-7707
茅ヶ崎市幸町3-11 大和ビル1階
－
茅ヶ崎市幸町3-25
0467-87-5446
茅ヶ崎市幸町3-26
0467-57-8700
茅ヶ崎市幸町3-26
0467-52-0772
茅ヶ崎市幸町3-26
0467-87-5444
茅ヶ崎市幸町3-26植⾠ビル1階
0467-57-0575
茅ヶ崎市幸町3-26植⾠ビル3階
0467-38-7904
茅ヶ崎市幸町3-28-2階
0467-87-0604
茅ヶ崎市幸町3-28-102
－
茅ヶ崎市幸町3-28-202
0467-39-5664
茅ヶ崎市幸町3-28
0467-88-3250
茅ヶ崎市幸町3-28
0467-66-1519
茅ヶ崎市幸町3-28
0467-53-7762
茅ヶ崎市幸町3-28 サンコービル1階
0467-73-8393
茅ヶ崎市幸町3-28 フェスト茅ヶ崎
0467-85-9391
茅ヶ崎市幸町3-30
0467-85-9974
茅ヶ崎市幸町3-31
0467-98-0197
茅ヶ崎市幸町4-25
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-54/86

店舗名
すし屋の貴八
焼肉やっちゃん茅ヶ崎分店
炭火バルたけ乃座
炭火焼酒場ピカピカ茅ヶ崎南⼝店
レコードギャラリーカフェ茅ヶ崎レコード館
THE NYC BOX
ゆるリズム食堂
舞華・茅ヶ崎桜道店
MoreCoffee Roasters
居酒屋ふるた
茅ヶ崎めんどころむさしの
田吾作
8HOTEL CHIGASAKI
izakayA kipon
炭火焼き酒場よっちゃん
Bruny
居酒屋 喜呼⾥
Mashu
Bar Fake
ナンロティ茅ヶ崎
ホブソンズ茅ヶ崎店
やきとり居酒屋吉鳥
ABC
Club Plumeria
⾥芋
ステージコーチ
Club Lapis
マルヒサ
笑男酒場やーまん
カラオケ酒場たいが
居酒屋 どんぐり
らーめんBUBU
LUSH LIFE
⽴ち呑処 茅ヶ崎横丁
やきとり 鳥仁
山料理浜料理えにし
WARUNG
スナックRitz
庭とり屋
ジンギスカン茅ヶ崎店
小料理 卓
スナック シルエット
JION初音
らも蔵
ひゃく福
キッチン 078
SAKEトト
キッチンちくよう
焼肉 ひねらんかい
チガサキッチン アグルメ
スナック花夢印
小料理木⽉
スナックまゆ
snack 夢・ゆめ
小料理川路
居酒屋オクヤマリョウタ

住所
茅ヶ崎市幸町4-27
茅ヶ崎市幸町4-27 フリージア101
茅ヶ崎市幸町4-35-202
茅ヶ崎市幸町5-14
茅ヶ崎市幸町5-19 ハイツ茅ヶ崎1-A
茅ヶ崎市幸町7-26TSUBANA B棟102
茅ヶ崎市幸町13-5
茅ヶ崎市幸町13-5
茅ヶ崎市幸町15-16
茅ヶ崎市幸町16-1
茅ヶ崎市幸町18-3
茅ヶ崎市幸町18-4
茅ヶ崎市幸町18-35
茅ヶ崎市幸町19-7
茅ヶ崎市幸町20-1茅ヶ崎三紫ビル102
茅ヶ崎市幸町20-28 たつみビル1階
茅ヶ崎市幸町20-28 たつみビル1階
茅ヶ崎市幸町20-43 幸町ビル1階
茅ヶ崎市幸町21-32
茅ヶ崎市幸町21-35
茅ヶ崎市幸町22-6 ジョイ茅ヶ崎パート2107号室

茅ヶ崎市幸町22-20
茅ヶ崎市幸町22-23 大和第三ビル1階
茅ヶ崎市幸町22-23 大和第三ビル202
茅ヶ崎市幸町22-23 大和第三ビル2階B室
茅ヶ崎市幸町22-23 大和第三ビル302
茅ヶ崎市幸町22-23 大和第三ビル501
茅ヶ崎市幸町22-25 八洲ビル1-C
茅ヶ崎市幸町22-25 八洲ビル1号
茅ヶ崎市幸町22-26-2階
茅ヶ崎市幸町22-26
茅ヶ崎市幸町22-26
茅ヶ崎市幸町22-26
茅ヶ崎市幸町22-26 幸町相沢ビル1階
茅ヶ崎市幸町22-28 1階
茅ヶ崎市幸町23-6
茅ヶ崎市幸町23-8 ピア幸町1階
茅ヶ崎市幸町23-16-2階12 号サザンコート7

茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16
茅ヶ崎市幸町23-16 サザンコート7-2階
茅ヶ崎市幸町23-16サザンコート7-9
茅ヶ崎市幸町23-16 サザンコートセブン13号室

茅ヶ崎市幸町23-16 サザンコートセブン1階

茅ヶ崎市幸町23-18 渡辺ビル102
茅ヶ崎市幸町23-18渡辺ビル1階
茅ヶ崎市幸町23-18 渡辺ビル1階
茅ヶ崎市幸町23-18 渡辺ビル1階
茅ヶ崎市幸町23-18 渡辺ビル1階
茅ヶ崎市幸町23-18 渡辺ビル1階
茅ヶ崎市幸町23-23
茅ヶ崎市幸町24-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-55/86

電話番号
－
－
0467-85-3412
0467-82-3970
－
－
－
0467-67-7656
0467-55-5346
0467-87-0280
0467-82-2834
0467-84-7324
0467-55-5175
0467-88-2914
－
0467-88-6556
0467-58-1429
0467-84-7464
0467-57-0873
0467-38-8012
0467-40-4943
0467-85-7201
0467-84-8344
0467-38-6082
0467-58-5057
0467-40-4649
0467-53-7008
0467-67-9022
0467-58-7039
－
－
0467-84-0537
0467-59-3917
0467-73-7343
0467-85-3103
0467-98-0630
0467-57-1311
0467-38-7066
0467-55-9596
0467-86-9552
0467-86-6913
－
0467-83-0097
－
0467-84-8550
0467-38-5691
0467-33-5099
－
0467-55-5274
0467-58-2202
－
0467-58-2631
0467-86-9519
－
－
0467-33-5652

店舗名
ぱぱっち
カウンターバー クレセント
BarSallyslight
ATEROSE
居酒屋きばらし
SaCURA茅ヶ崎
おたふく
カラオケサロングレイス
British Bar Garden eel
渚庵
シーホース45
海仙茶屋 武さし野
からやま茅ヶ崎店
スエヒロ館 茅ヶ崎店
JOYSOUND・ゆう遊空間 茅ヶ崎店
ココス茅ヶ崎町屋店
マロニエ
らあめん花⽉嵐 茅ケ崎⻄インター店
夢庵 茅ヶ崎⻄インター
一房一献
beer cafe HOPMAN
いち丸
PIZZERIAOTTAVO
新網
茅ヶ崎うどんあおい
ビリヤード&ダーツカフェ 211club
すき家 1国茅ヶ崎⼗間坂店
キッチンたか志
さかなや
家庭料理 ベーやん
茅ヶ崎増田屋
ふらんす食堂Ryu
横浜家系ラーメン孝太郎
魚⺠茅ヶ崎北⼝駅前店
ハスキーズギャラリー
麺屋 吉佐
山内農場茅ヶ崎北⼝駅前店
松のや茅ヶ崎店
ゆるりと菜村さ来茅ヶ崎店
くいもの屋わん茅ヶ崎店
CLUB Antaeus
カフェ バー フェリース
酒彩庵 ふじ
アクアマリン
8BAR
わこちゃん
プクプク本店
魚っ香
マルガリータ湘南ブランチカフェ
どじょう
⾃遊空間茅ヶ崎エメロード店
らーめん雅茅ヶ崎店
TikTea 茅ヶ崎
ドンナポリ
TokyoBayFisherman'sNoodle茅ヶ崎
R2

住所
茅ヶ崎市幸町24-11
茅ヶ崎市幸町24-11
茅ヶ崎市幸町24-12
茅ヶ崎市幸町24-12
茅ヶ崎市幸町24-13
茅ヶ崎市幸町24-13幸町ラタンビル1階
茅ヶ崎市幸町24-20
茅ヶ崎市幸町24-20
茅ヶ崎市幸町24-24 佐藤ビル101
茅ヶ崎市汐⾒台3-3
茅ヶ崎市汐⾒台4-1
茅ヶ崎市下寺尾1553-2
茅ヶ崎市下町屋1-10-8
茅ヶ崎市下町屋1-10-24
茅ヶ崎市下町屋1-10-24-1階
茅ヶ崎市下町屋1-10-26
茅ヶ崎市下町屋2-3-23
茅ヶ崎市下町屋2-6-19
茅ヶ崎市下町屋2-15-46
茅ヶ崎市⼗間坂1-1-23 サンライヅ湘南1階
茅ヶ崎市⼗間坂1-1-23サンライヅ湘南2階
茅ヶ崎市⼗間坂1-1-24
茅ヶ崎市⼗間坂1-4-2 LIVELY8-1階
茅ヶ崎市⼗間坂1-6-6
茅ヶ崎市⼗間坂2-2-29 シャルム湘南1階
茅ヶ崎市⼗間坂2-2-33
茅ヶ崎市⼗間坂3-2-2
茅ヶ崎市⼗間坂3-19-26
茅ヶ崎市松林1-1-15
茅ヶ崎市松林1-4-2
茅ヶ崎市松林1-8-29
茅ヶ崎市松林2-7-11
茅ヶ崎市新栄町1-1 山治ビル1階
茅ヶ崎市新栄町1-1 山治ビル5階
茅ヶ崎市新栄町1-1 山治ビル6階
茅ヶ崎市新栄町1-1 山治ビルB1
茅ヶ崎市新栄町1-2 川上ビル 4階
茅ヶ崎市新栄町1-6 湘南ISビル
茅ヶ崎市新栄町1-6 湘南ISビル2階
茅ヶ崎市新栄町1-11田村屋ビル2階
茅ヶ崎市新栄町1-11 田村屋ビル北側1階
茅ヶ崎市新栄町1-13-101
茅ヶ崎市新栄町1-13 吉沢ビル1-13-103
茅ヶ崎市新栄町1-13 吉沢ビル2階
茅ヶ崎市新栄町1-13 吉澤ビル2階E号
茅ヶ崎市新栄町1-13 吉澤ビルB号室
茅ヶ崎市新栄町2-2-1階
茅ヶ崎市新栄町2-2 鳥元ビル2階
茅ヶ崎市新栄町2-11
茅ヶ崎市新栄町2-23
茅ヶ崎市新栄町2-29 エピックスビル2階
茅ヶ崎市新栄町5-2
茅ヶ崎市新栄町5-2
茅ヶ崎市新栄町5-3
茅ヶ崎市新栄町6-3
茅ヶ崎市新栄町7-2 山中屋ビル3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-56/86

電話番号
－
0466-22-7858
0467-84-8572
0467-87-5576
－
0467-95-8866
－
－
0467-86-1108
－
－
0467-51-5600
0467-38-6091
0467-59-4129
0467-89-9828
050-3333-3208
0467-86-8658
0467-40-4606
0467-88-6921
0467-86-0555
0467-85-5688
0467-82-0567
－
0467-88-1364
0467-87-5727
0467-57-2011
0120-498-007
－
0467-51-9550
0467-54-0146
0467-51-1359
0467-53-5859
0467-81-3722
0467-57-1488
－
0467-82-2689
0467-85-6988
0467-84-5331
0467-84-0802
0467-84-2121
－
0467-89-0017
0467-58-8807
0467-58-2243
－
－
0467-85-4460
0467-57-2700
0467-83-1550
－
045-681-7582
0467-83-9464
0467-53-8333
0467-86-0565
－
0467-57-3699

店舗名
Club 尚
安安茅ヶ崎店
カラット湘南茅ヶ崎店
天⻯茅ヶ崎駅前店
ビッグエコー茅ヶ崎駅前店
⽇高屋 茅ヶ崎北⼝店
松屋茅ヶ崎店
レストラン パティオ
1983
箱根そば茅ヶ崎店
dining bar hina
鮨 和楽-shige
スペインクラブ茅ヶ崎
シェーキーズ茅ヶ崎店
ロッテリア湘南茅ヶ崎店
サイゼリヤ イトーヨーカドー茅ヶ崎店
⽇高屋 茅ヶ崎北⼝イトーヨーカドー店
都食堂
肉汁餃子のダンダダン 茅ヶ崎店
海鮮居酒屋とら吉
居酒屋 田舎
灯
とり介 北⼝店
SNACK三⽇⽉
BOTCHY BOTCHY
濱蔵 茅ヶ崎店
Bee Club
海鮮どんぶり屋 UMIDON
ドレミファクラブ 茅ヶ崎店
ミスタードーナツ 茅ヶ崎北⼝ショップ
茅ケ崎⾥山公園バーベキュー場
茅ヶ崎家
ジョリーパスタ茅ケ崎店
居酒屋 すみ
田舎家
つるや食堂
スシロー茅ケ崎高田店
小さなスナック茅ヶ崎店
焼肉 光湘
うお彩
菜の花
湘南中華 ぐるめっこほうざん
ジョナサン 茅ヶ崎高田
Prunier
⽇本一桃太郎らぁめん
天ぷらダイニングきらり
Avanti
四季の味処 ゆき花
鈴ゆう
牛角茅ヶ崎高田店
華よし高田店
洛神 高田店
東横INN湘南茅ヶ崎駅北⼝
びっくりドンキー 茅ヶ崎店
8CAFE+FLOWER
景珍楼茅ヶ崎

住所
茅ヶ崎市新栄町7-2 山中屋ビル3階
茅ヶ崎市新栄町7-5 山中屋ビル2階
茅ヶ崎市新栄町7-16 ⽇光堂ビル1階
茅ヶ崎市新栄町7-22
茅ヶ崎市新栄町8-2 2・3階
茅ヶ崎市新栄町8-2
茅ヶ崎市新栄町8-8 コジマビル1階
茅ヶ崎市新栄町9-7 IDKビル1階17
茅ヶ崎市新栄町9-7 IDKビルディング1階
茅ヶ崎市新栄町9-26
茅ヶ崎市新栄町9-27-2階
茅ヶ崎市新栄町10-13 グランテージ8B
茅ヶ崎市新栄町10-25
茅ヶ崎市新栄町11-8
茅ヶ崎市新栄町11-8

電話番号
－
0467-85-0733
－
0467-83-3354
0467-84-0015
0467-85-5880
0467-84-0655
0467-88-5110
－
0467-87-2878
－
0467-88-6608
0467-62-1500
0467-87-1918
0467-87-1915
茅ヶ崎市新栄町11-8 イトーヨーカドー茅ヶ崎5階
0467-84-4082
茅ヶ崎市新栄町11-8 カギザンビル
0467-58-5033
茅ヶ崎市新栄町11-17
0467-82-3019
神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-21
0467-87-8755
茅ヶ崎市新栄町13-3
0467-88-3919
茅ヶ崎市新栄町13-6
0467-85-2580
茅ヶ崎市新栄町13-6殿木ビル1階
0467-95-1497
茅ヶ崎市新栄町13-7-103 ライオンズマンション茅ヶ崎第⼆ 0467-87-7729
茅ヶ崎市新栄町13-7-B103
－
茅ヶ崎市新栄町13-7 ライオンズマンション茅ヶ崎第2 B101 0467-83-6535
茅ヶ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2階
0467-85-2933
茅ヶ崎市新栄町13-45 鴨志田ビルB1
－
茅ヶ崎市新栄町13-45 陽北ビル1階3号
0467-87-0812
茅ヶ崎市新栄町13-48
0467-86-3737
茅ヶ崎市新栄町13-49
－
茅ヶ崎市芹沢2267
0467-50-6058
茅ヶ崎市代官町4-1
0467-55-0277
茅ヶ崎市代官町4-4
0467-55-6501
茅ヶ崎市代官町5-13 アロー湘南
－
茅ヶ崎市高田1-12-31
0467-51-1209
茅ヶ崎市高田1-13-30
0467-52-3435
茅ヶ崎市高田1-13-32
0467-50-1106
茅ヶ崎市高田1-14-1 森ビル2階
0467-39-5579
茅ヶ崎市高田2-3-1
－
茅ヶ崎市高田2-3-2
－
茅ヶ崎市高田2-3-3
－
茅ヶ崎市高田4-2-1
－
茅ヶ崎市高田4-2-10
0467-50-1011
茅ヶ崎市高田4-2-15
0467-53-4015
茅ヶ崎市高田4-3-20
0467-51-4239
茅ヶ崎市高田4-3-30
0467-51-5007
茅ヶ崎市高田4-3-30森店舗併用住宅101 －
茅ヶ崎市高田4-5-27
－
茅ヶ崎市高田4-19-5
0467-51-6622
茅ヶ崎市高田4-22-1
0467-55-2929
茅ヶ崎市高田5-2-26
0467-54-9239
茅ヶ崎市高田5-4-44
－
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53
0467-86-1044
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-3-30
0467-59-1258
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 茅ヶ崎市⺠文化会館2階
－
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-35
0467-86-2588

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-57/86

店舗名
焼肉POPO
カレーキング
築地銀だこイオン茅ヶ崎店
幸楽苑 イオン茅ヶ崎店
イオンシネマ茅ヶ崎店
リンガーハット イオン茅ケ崎店
ファーストキッチン 茅ヶ崎イオン店
野天湯元 湯快爽快 ちがさき
サーティワンアイスクリームイオン茅ケ崎中央SC店
はなまるうどんイオン茅ケ崎中央店
イオン茅ヶ崎中央店
ハッピー茅ヶ崎店
リンガーハット イオン茅ケ崎中央店
ドトールコーヒーショップイオン茅ヶ崎中央店
マクドナルドイオン茅ヶ崎中央店
源平家 イオン茅ヶ崎中央店
横浜中華 華満楼
四六時中 茅ヶ崎中央店
なか卯 イオン茅ヶ崎中央店
中華のんち
まりも
waiwai
心山
焼鳥トサカ(鳥酒)
飲食店 スナック 燕
居酒屋つんく
Fika Room
⽇本料理松屋
オーガニックガーデ茅ヶ崎
いっぴんしゃん
あかべこ
一喜
幸楽苑茅ヶ崎常盤町店
KIRAKU
チャブラ
中華大新茅ヶ崎店
紅がら
ブルーダイニング茅ケ崎
ドトールコーヒーショップ茅ヶ崎南⼝店
レストラン シェ ヒャクタケ
磯料理かぞく
つる田
串揚げすがの茅ヶ崎店
BAR WARAC
ポークマン〜肉の王子様〜
七輪焼肉茅ヶ崎ホルモン
杏庵
蒸氣屋 茅ヶ崎店
藤⼗郎 茅ヶ崎店
茶福來
炉端かのう
居酒屋 ⾦栄
ぱぶすなっくはいび
pub Jewel
はなまる
FATMAR'SBAR

住所
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-6-30マックスビル1階
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71
茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71イオンスタイル湘南茅ヶ崎1階

茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-75
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-6 イオン茅ヶ崎中央SC店3階

茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16-3階
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 イオン茅ヶ崎中央3階
茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 イオン茅ヶ崎中央店2階

茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 イオン茅ヶ崎中央店内

茅ヶ崎市茅ヶ崎844
茅ヶ崎市茅ヶ崎844
茅ヶ崎市茅ヶ崎844
茅ヶ崎市茅ヶ崎844
茅ヶ崎市茅ヶ崎844
茅ヶ崎市堤70-32
茅ヶ崎市堤73-5
茅ヶ崎市堤73-5 ハウスT&T 2-105
茅ヶ崎市堤2980-1
茅ヶ崎市堤3556-1
茅ヶ崎市鶴が台17-12
茅ヶ崎市鶴が台17-13
茅ヶ崎市常盤町2-5
茅ヶ崎市常盤町4-19
茅ヶ崎市常盤町4-35 住和常盤ビルA-1
茅ヶ崎市常盤町4-36
茅ヶ崎市常盤町5-20 メゾンドピア6-1階
茅ヶ崎市常盤町6-25
神奈川県茅ヶ崎市常盤町6-54
茅ヶ崎市共恵1-1-4
茅ヶ崎市共恵1-1-7 小林ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-1-7 小林ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-1-9松⽵堂ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-1-10 重田ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-1-10重田ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-1-12
茅ヶ崎市共恵1-1-13 HM茅ヶ崎ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-1-13 HMビル1階
茅ヶ崎市共恵1-1-14
茅ヶ崎市共恵1-1-15
茅ヶ崎市共恵1-1-15共恵ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-2-4
茅ヶ崎市共恵1-2-5
茅ヶ崎市共恵1-2-5-1階
茅ヶ崎市共恵1-2-5-2階
茅ヶ崎市共恵1-2-5 グランテージ1
茅ヶ崎市共恵1-2-5 グランテージ202

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-58/86

電話番号
0467-88-7737
－
0467-59-4781
0467-40-5087
0467-58-7596
0467-85-2781
0467-83-2355
0467-82-4126
－
0467-59-1870
0467-82-6111
0467-89-5233
0467-81-3708
0467-87-7588
0467-59-0427
0467-40-3330
0467-88-0243
0467-82-4592
0467-89-0235
0467-50-3199
0467-52-4271
0467-54-6783
－
0467-52-2525
－
0466-88-2985
0467-98-1886
0467-51-2015
0467-55-2005
0467-54-0070
0467-52-7098
－
0467-84-5207
－
0467-83-3344
0467-86-0233
0467-86-3746
0467-73-7304
－
0467-88-2043
0467-85-8951
0467-55-5171
0467-85-5552
0467-27-8188
0467-50-0015
0467-55-5991
0467-57-1578
0467-83-3007
0467-38-4555
0467-38-4737
0467-37-8690
0467-86-9618
0467-28-0333
0467-58-2147
0467-84-8494
0467-40-4190

店舗名
しちりん酒場Mr.ORANGE
なお良し
レインボー
プラチナ
ピュアーピュアー
⼥島
大衆居酒屋 たーさん
焼鳥小料理ふーさん
友&愛
ゆき椿
Oggi
THE BAR MAIN
多国籍酒場SITA
鮨処 慈 いつく
湘南たこ焼き食堂228
ニューホイッポ
酔かい
Cafe&BarAlice
カラオケサロンAKI
スナック ニュー愛
鳥や橙
すし処あさまる
酒の⾥
徳多屋
マサオカ
サム家
博多串酒場和田や
UTTA-pang!-pang!
沖縄酒場茅ヶ崎ちゃんぷるー
SOULTrain2
肉市場
GUBI
MAISBON
KOU
寿商店
ラウンジバーLeo
食酒処 待居
スナックCOCO
停⾞場de...
BAR ONE
らぁめん⼆代⽬OKAWARI
スペースワイズ
エルマンボ
エスニックガーデン
パリエッタ
れんげ
らーめん達
地下達
Que
やきとり串カツ火駕志駅近店
鮨好
CasadeBamba
加納ダイニング
横濱屋
スナック シュール
バイアン

住所
茅ヶ崎市共恵1-2-5 グランテージ2-1階B
茅ヶ崎市共恵1-2-5グランテージII⼆階
茅ヶ崎市共恵1-2-5森谷ビルB1
茅ヶ崎市共恵1-2-5森谷ビルB1
茅ヶ崎市共恵1-2-5森谷ビルB1
茅ヶ崎市共恵1-2-11
茅ヶ崎市共恵1-2-11
茅ヶ崎市共恵1-2-11
茅ヶ崎市共恵1-2-11
茅ヶ崎市共恵1-2-11
茅ヶ崎市共恵1-2-16KAD茅ヶ崎101
茅ヶ崎市共恵1-2-18ともえ桜ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-2-18ともえ桜ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-2-18ともえさくらビル三階
茅ヶ崎市共恵1-2-23
茅ヶ崎市共恵1-2-25
茅ヶ崎市共恵1-3-5 OBATAビル4階
茅ヶ崎市共恵1-3-5 オバタビル2階
茅ヶ崎市共恵1-3-5 小俣ビル3階
茅ヶ崎市共恵1-3-6
茅ヶ崎市共恵1-3-6
茅ヶ崎市共恵1-3-8

電話番号
－
－
0467-86-9998
0467-86-9998
0467-86-9998
－
－
－
－
－
0467-85-9502
0467-85-5583
0467-38-8086
0467-91-0157
0467-81-5939
0467-88-6891
－
0467-73-7479
－
－
0467-53-9560
0467-84-1788
茅ヶ崎市共恵1-3-14-101ライオンズプラザ －
茅ヶ崎市共恵1-3-14-104
0467-84-7912
茅ヶ崎市共恵1-3-14ライオンズプラザ茅ヶ崎駅前102
0467-84-7210
茅ヶ崎市共恵1-3-19
0467-84-8872
茅ヶ崎市共恵1-3-21セトケンビル1階
0467-91-7596
茅ヶ崎市共恵1-3-21 セトケンビル3階
0467-38-4710
茅ヶ崎市共恵1-3-22
0467-88-7425
茅ヶ崎市共恵1-3-22 セトケンビル2階
0467-88-2680
茅ヶ崎市共恵1-4-11
0467-37-5337
茅ヶ崎市共恵1-4-14 T&S1階
0467-28-0357
茅ヶ崎市共恵1-4-14T&SCHIGASAKI102 0467-38-5763
茅ヶ崎市共恵1-4-14T&S茅ヶ崎101
0467-82-9030
茅ヶ崎市共恵1-4-24 GT湘南101
0467-87-5711
茅ヶ崎市共恵1-5-1-102
－
茅ヶ崎市共恵1-5-1 第2SKビル103号
－
茅ヶ崎市共恵1-5-1 第2SKビル104
－
茅ヶ崎市共恵1-5-1 第2SKビル202
0467-81-4832
茅ヶ崎市共恵1-5-1 第2SKビル203
0467-83-8030
茅ヶ崎市共恵1-5-1 第⼆SKビル1階
0467-91-1272
茅ヶ崎市共恵1-5-20
－
茅ヶ崎市共恵1-5-20
0467-57-7383
茅ヶ崎市共恵1-5-23
0467-67-8243
茅ヶ崎市共恵1-5-24 郷野ビル1階
0467-67-8265
茅ヶ崎市共恵1-5-28
0467-83-7723
茅ヶ崎市共恵1-5-28-101
－
茅ヶ崎市共恵1-5-28 共苑ビルB1階
－
茅ヶ崎市共恵1-6-1
0467-81-3248
茅ヶ崎市共恵1-6-2
0467-84-0788
茅ヶ崎市共恵1-6-2
0467-82-2287
茅ヶ崎市共恵1-6-4
－
茅ヶ崎市共恵1-6-9
0467-67-0157
茅ヶ崎市共恵1-6-10
0467-67-6321
茅ヶ崎市共恵1-6-13
0467-88-2099
茅ヶ崎市共恵1-6-13
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-59/86

店舗名
中国料理信考
トリイチ本店
TIKIBAR
昭和居酒家ゆず
カイムキグリル
ごはんとお酒 ナナハチ食堂
焼肉吉政
AKATSUKI
BAR 古玄
なお吉 茅ヶ崎店
渚
炭火串焼き鈴
やきとん巖
旬彩 心花
kaca 夏花
えっちゃん
ほとり
ヒゲボウズ
Jazz&Booze Storyville
臥薪 鉄 茅ケ崎店
ALBERO cucina per te
celeste
MARRY
寄港地
ビストロ ディッシュ
ホルモン焼肉 たいら
セブンスヘブン
焼肉レストラン⾶鳥
カラオケ喫茶 ひかる
かいな
カラオケPUB FUNKY
善や
ラ・ターブル ド トリウミ
喫茶それから
スイング・スポット
イタリア食堂バリック
Sana（サーナ）
海食彩喜
料理天国いわた
地魚や はる
アメリカンダイナーエイト
スナック ニュールーフ
まる
千扇
スナック舞
ミヤコヤ
スナック 赤と⽩
LOVERS
ゆきの花
tutu(チュチュ)
たいな
スナックkae
初音
菜良
如⽉
鮨裕

住所
茅ヶ崎市共恵1-6-13 ベルジュールワキ2号館2階

茅ヶ崎市共恵1-6-18
茅ヶ崎市共恵1-6-18 三洲プラザD業
茅ヶ崎市共恵1-6-18 プラザ三州2階
茅ヶ崎市共恵1-6-18 プラザ三州A号室
茅ヶ崎市共恵1-6-20
茅ヶ崎市共恵1-6-20
茅ヶ崎市共恵1-7-1 伊澤ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-7-1 伊澤ビル2階B
茅ヶ崎市共恵1-7-2
茅ヶ崎市共恵1-7-7
茅ヶ崎市共恵1-7-14
茅ヶ崎市共恵1-7-25 山本ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-7-25 山本ビル2階
茅ヶ崎市共恵1-7-30
茅ヶ崎市共恵1-8-18
茅ヶ崎市共恵1-8-18
茅ヶ崎市共恵1-8-18 神崎ビル101
茅ヶ崎市共恵1-8-19 中島ビル1階
茅ヶ崎市共恵1-8-20 ル・ベルソー1階
茅ヶ崎市共恵1-8-23
茅ヶ崎市共恵2-1-35
茅ヶ崎市共恵2-1-43
茅ヶ崎市共恵2-1-43 富貴堂ビル104
茅ヶ崎市共恵2-1-43 冨貴堂ビル1階
茅ヶ崎市共恵2-2-18
茅ヶ崎市共恵2-3-25-102
茅ヶ崎市共恵2-4-3
茅ヶ崎市中海岸1-1-2 SKビル201号
茅ヶ崎市中海岸1-1-2 茅ヶ崎SKビル101
茅ヶ崎市中海岸1-1-2 茅ヶ崎SKビル1階
茅ヶ崎市中海岸1-1-5
茅ヶ崎市中海岸1-1-12
茅ヶ崎市中海岸1-1-36 ハイツフルール101
茅ヶ崎市中海岸1-1-45
茅ヶ崎市中海岸1-1-53-101
神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1-53 サンシャインビル101

茅ヶ崎市中海岸1-1-53 サンシャインビル104

茅ヶ崎市中海岸1-1-55
茅ヶ崎市中海岸1-1-58
茅ヶ崎市中海岸1-1-58 大勝ビル1A
茅ヶ崎市中海岸1-1-58 大勝ビルB1
茅ヶ崎市中海岸1-1-64
茅ヶ崎市中海岸1-1-64-2-203
茅ヶ崎市中海岸1-1-64skビル205
茅ヶ崎市中海岸1-1-64 第一SKビル
茅ヶ崎市中海岸1-1-64 第一SKビル
茅ヶ崎市中海岸1-1-64 第一SKビル201
茅ヶ崎市中海岸1-1-64 第一SKビル202
茅ヶ崎市中海岸1-1-64茅ヶ崎第1SKビル101
茅ヶ崎市中海岸1-1-64 茅ヶ崎第1SKビル204号室

茅ヶ崎市中海岸1-1-64茅ヶ崎第一SKビル105
茅ヶ崎市中海岸1-1-66 クリーン第3ビル1階東
茅ヶ崎市中海岸1-1-66 クリーン第3ビル1階⻄

茅ヶ崎市中海岸1-1-66 クリーン第3ビル2階

茅ヶ崎市中海岸1-2-33

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-60/86

電話番号
0467-88-5678
0467-58-8800
－
0467-57-1118
0467-81-3690
0467-67-6990
0467-88-1717
0467-26-8500
0467-38-8793
0467-81-3966
－
0467-38-5513
0467-67-5512
0467-38-8493
0467-73-7960
－
0467-58-8766
－
0467-91-9604
0467-33-5111
0467-33-5135
0467-39-6040
0467-84-1315
－
0467-83-6263
0467-88-0201
－
－
0467-87-2153
－
－
0467-86-7015
0467-84-0484
0467-85-2315
－
0467-27-3300
0467-53-7978
0467-53-8399
0467-86-2929
0467-85-8577
0467-55-5898
0467-86-9280
－
0467-58-2377
0467-87-3554
－
－
0467-95-9319
0467-58-1837
－
－
－
0467-58-0034
－
0467-85-9445
0467-39-5325

店舗名
STEAK HOUSE sandbar 辻堂海岸
ビビアン
⽼李
B PLus cafe
街路樹
エムズ珈琲
茅ヶ崎館
もつ焼ヨゾラ
リキリキデリ
サザンカンフォート
ステーキガスト サザンビーチちがさき
ラーメン魁⼒屋 茅ヶ崎店
PIZZERIA DA SHOCHAN
プエンタイフードサザンビーチ店
⾃在屋
さくら寿し
CORNER SHOP
居酒屋キッチンウィッシュボーン
天⻯茅ヶ崎鉄砲道店
鷹
中華スナック 蘭
デニーズ 茅ヶ崎海岸店
しゃぶ葉 茅ヶ崎中海岸
サザンビーチ北原珈琲
PAPER MOON茅ケ崎
カフェジタン
茅ケ崎迎賓館
サザンビーチカフェ
湘南RESORT SPA⻯泉寺の湯
コルティーレ茅ヶ崎
湘南シーサイドカントリー倶楽部
だるま食堂
欣ずし
濱時間
,COMMA
サザンビーチ ポセイドンちがさき
スナック 紗浮蘭
小料理 番屋
湘南茅ヶ崎幸福餃子
えぼし本店
道とん堀 茅ヶ崎店
ケンタッキーフライドチキン 茅ヶ崎⻄久保店
ステーキのどん茅ヶ崎店
圭一屋茅ヶ崎店
スシロー茅ヶ崎萩園店
がやが家
しゃぶ葉 茅ヶ崎萩園
ぽんぽこ亭萩園店
熟成醤油ラーメンきゃべとん茅ヶ崎萩園店
瓢禄玉
和風スナック秋桜
居酒屋加代
ひまわり
清水屋そば店
桜寿司
小林屋茅ヶ崎店

住所
茅ヶ崎市中海岸1-2-33-3
茅ヶ崎市中海岸1-4-59 大勝ビル地下C号室
茅ヶ崎市中海岸1-5-19
茅ヶ崎市中海岸2-2-42-2

電話番号
0466-90-5676
－
0467-39-6887
050-1204-9740
茅ヶ崎市中海岸2-5-5 マンション茅ヶ崎110 0467-58-1231
茅ヶ崎市中海岸2-9-28-101
0467-95-8729
茅ヶ崎市中海岸3-8-5
0467-82-2003
茅ヶ崎市中海岸3-10-3
－
茅ヶ崎市中海岸3-10-47
0467-89-3544
茅ヶ崎市中海岸3-10-56
0467-33-4213
茅ヶ崎市中海岸3-11-5
0467-59-1079
茅ヶ崎市中海岸3-11-12
－
茅ヶ崎市中海岸3-11-24 SEA茅ヶ崎ビル1B 0467-62-3115
茅ヶ崎市中海岸3-11-25
0467-83-5999
茅ヶ崎市中海岸3-12986-25 浜磯ビル2階 －
茅ヶ崎市中海岸4-1-1
0467-26-0373
茅ヶ崎市中海岸4-1-1 魚清ビル1階
0467-81-5521
茅ヶ崎市中海岸4-1-12
0467-39-5277
茅ヶ崎市中海岸4-1-50
0467-95-6659
茅ヶ崎市中海岸4-8-18
0467-87-5853
茅ヶ崎市中海岸4-8-21
－
茅ヶ崎市中海岸4-15-25
0467-59-5507
茅ヶ崎市中海岸4-12986-35
0467-57-2051
茅ヶ崎市中海岸4-12986-52-101
0467-38-6919
茅ヶ崎市中海岸4-12986-52 サザンビーチヒルズ1階 －
茅ヶ崎市中海岸4-12986-52 サザンビーチヒルズ1階 0467-84-7176
茅ヶ崎市中海岸4-12986-121
0467-84-6520
茅ヶ崎市中海岸4-12986
0467-82-4445
茅ヶ崎市中島1339-1
0467-57-2641
茅ヶ崎市中島1341
0467-87-0002
茅ヶ崎市中島1567
0467-82-7111
茅ヶ崎市南湖1-1-29
0467-85-1657
茅ヶ崎市南湖2-3-12
0467-82-7884
茅ヶ崎市南湖2-5-5
0467-37-5190
茅ヶ崎市南湖4-23-2 茅ヶ崎サザンビーチリゾート&レジデンス1階2階 －
茅ヶ崎市南湖4-24-11
－
茅ヶ崎市南湖5-6-1
－
茅ヶ崎市南湖5-10-6
－
茅ヶ崎市南湖5-17-46
0467-85-9770
茅ヶ崎市南湖5-17-56
0467-86-6217
茅ヶ崎市⻄久保772-1
0467-84-5466
茅ヶ崎市⻄久保831
0467-59-1393
茅ヶ崎市⻄久保1521
0467-58-8255
茅ヶ崎市⻄久保1528-2
0467-53-9010
茅ヶ崎市萩園672-1
0467-84-1307
茅ヶ崎市萩園1228
0467-38-6789
茅ヶ崎市萩園1246-1
0467-84-6322
茅ヶ崎市萩園1270-34
0467-57-0921
茅ヶ崎市萩園1270-112
0467-38-8146
茅ヶ崎市萩園1270-117
－
茅ヶ崎市萩園1270-239
－
茅ヶ崎市萩園1270-253
－
茅ヶ崎市萩園1270-274
0467-58-3805
茅ヶ崎市萩園1664-10
0467-86-3323
茅ヶ崎市萩園2460-6
0467-58-4748
茅ヶ崎市萩園2487
0467-58-5104

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-61/86

店舗名
カレーハウスcoco壱番屋茅ヶ崎萩園店
141
ボージャン
チャイニーズキッチン遊陸
田舎本陣
パルマーレ
cafe Door
J'SBEER
LaVIOLA
風や
Bar Cava
楽
ISLAND CAFE (アイランドカフェ)
きさく
コッペリア
リンガーハット茅ヶ崎浜⽵店
めぐろ
SiiHOUSE
ドラゴンバル
和酒すずき
ムーミン
ジョイ
鮨tro気仙
Bistro辻庵
炭火焼 ごり
⽵はる
山吹
TEACALL
CREW
Cinq
INAGAKI亭
ホルモン焼じゃんぼ
明洞亭
鮮魚料理伊勢屋
和(なごみ)
酒処(湘南)桑原
源平家
魚べいブランチ茅ケ崎店
サイゼリヤ BRANCH茅ヶ崎店
辛麺屋 桝元 ブランチ茅ケ崎店
横浜まるざ唐揚げ工房 浜から
ひまわり
Standing grille 啓
つちや商店
居酒屋 くによし
SAHARA
TURNER DINER 茅ヶ崎
藤 千代
美術館カフェ ルシュマン
B-grotto
フロッギーズ
カナリヤ
Osteria e Bottega S
麺屋BISQ
FLOWER COFFEE / BREW BAR
プレンティーズ茅ヶ崎本店

住所
茅ヶ崎市萩園2609-7
茅ヶ崎市浜須賀1-41
茅ヶ崎市浜須賀1-44
茅ヶ崎市浜須賀3-26 ハイツ平和1階
茅ヶ崎市浜須賀13-2
茅ヶ崎市浜須賀14-10
茅ヶ崎市浜⽵1-6-10
茅ヶ崎市浜⽵1-8-28 新倉ビル101
茅ヶ崎市浜⽵2-2-4 安達ビル1階
茅ヶ崎市浜⽵2-2-11
茅ヶ崎市浜⽵2-2-51 山友ビル1階
茅ヶ崎市浜⽵2-8-1-D
茅ヶ崎市浜⽵2-8-4
茅ヶ崎市浜⽵2-8-8
茅ヶ崎市浜⽵2-8-8 きさくビル
茅ヶ崎市浜⽵2-11-26
茅ヶ崎市浜⽵3-2-7
茅ヶ崎市浜⽵3-2-25
茅ヶ崎市浜⽵3-2-27
茅ヶ崎市浜⽵3-2-27
茅ヶ崎市浜⽵3-2-27
茅ヶ崎市浜⽵3-2-27
茅ヶ崎市浜⽵3-3-33 ルナ茅ケ崎1階
茅ヶ崎市浜⽵3-3-33 ルナ茅ヶ崎2階
茅ヶ崎市浜⽵3-3-36
茅ヶ崎市浜⽵3-4-4 エクセルシオール湘南辻堂1階

茅ヶ崎市浜⽵3-6-16
茅ヶ崎市浜⽵3-6-25
茅ヶ崎市浜⽵3-6-25
茅ヶ崎市浜⽵3-7-2
茅ヶ崎市浜⽵4-1-73 アメニティー湘南1階
茅ヶ崎市浜⽵4-7-53-1階
茅ヶ崎市浜之郷435-1
茅ヶ崎市浜之郷686-8
茅ヶ崎市浜之郷703-25
茅ヶ崎市浜之郷718-10
茅ヶ崎市浜⾒平3-1-1階
茅ヶ崎市浜⾒平3-1
茅ヶ崎市浜⾒平3-1 BRANCH茅ヶ崎2-2階
茅ヶ崎市浜⾒平10-2
茅ヶ崎市浜⾒平10-2
茅ヶ崎市浜⾒平17-5
茅ヶ崎市東海岸北1-1-1
茅ヶ崎市東海岸北1-1-2
茅ヶ崎市東海岸北1-1-5 皆幸ビル1階
茅ヶ崎市東海岸北1-1-17-1階
茅ヶ崎市東海岸北1-2-8 たかすなヴィレッジアネックス

茅ヶ崎市東海岸北1-3-1
茅ヶ崎市東海岸北1-4-45 茅ヶ崎市美術館2階

茅ヶ崎市東海岸北1-5-4
茅ヶ崎市東海岸北1-5-4
茅ヶ崎市東海岸北1-5-4 サザングランドハイツB1⻄

茅ヶ崎市東海岸北1-5-7
茅ヶ崎市東海岸北1-7-21
茅ヶ崎市東海岸北1-7-23-1階南側
茅ヶ崎市東海岸北1-7-28

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-62/86

電話番号
0467-84-0553
－
0467-88-1373
0467-55-9523
0467-88-5152
0467-98-2525
0467-86-1327
0467-40-5741
0467-55-5159
0467-85-4635
0467-57-0019
0467-37-5283
050-3554-1173
－
0467-86-9701
0467-89-9991
0467-88-2772
0467-67-7003
0467-95-7028
0467-57-2521
－
0467-33-6210
0467-85-3077
0467-84-6884
0467-86-7909
0467-85-9350
0467-26-3306
－
0467-81-3200
－
0467-38-8823
0467-57-5788
0467-88-0946
0467-86-2075
0467-82-4202
0467-87-2613
0467-55-9751
0467-53-7411
0467-84-5622
0467-40-3099
0467-53-7500
－
－
0467-82-2066
－
0467-80-2770
0467-33-5040
－
0467-55-8005
0467-81-3994
0467-87-6526
0467-84-9360
0467-37-6449
0467-33-5229
0467-37-6618
0467-88-0013

店舗名
クーカイ
焼肉アイナビ…
アツプル
スナック ソウル
スナックウエマツ
BOWLMARKETJUICE&DELI
⿊糖茶房
火駕志
カフェオダラ
はる
湘南窯屋
⽉̲tsuki̲
さいさい
TRAMONTANA
手打蕎⻨ 賀久
カフェマハロ
DIG IN SANDWICH
海渡
ハレルヤ
⻘海岸(ぶるーかいがん)
旬楽空間 かいろう
ほうきぼし
笑福
麺や鐙
ダイニング赤とんがらし
ぐるぐるDining
nokka
創作そば なぁる
K-OHANA'S
cafe LUCK
ザ・デポ
フェアリーガーデン
鮨みやもと
広島風お好み焼き いろや
JAZZ麺2.7
meong食堂
鶏酒場とりや瀧
ヒトヤスミカフェ Shore Living
ozu cafe
季節料理河童
ラ・ローザンヌ
ピュアカリ
カフェアミーゴ
nonno nonna(ノンノノンナ)
洋菓子アトール
LEIKONA
蕎房 猪⼝屋
Pizzeria&Osteria AGRUME
いただきます食堂
たまりばぁーアジト
スナックひまわり
LAPIN
寿司幸福
焼き鳥しょうちゃん
広島お好み焼 へっちゃらや
パンカフェ・ニコ

住所
茅ヶ崎市東海岸北2-1-4
茅ヶ崎市東海岸北2-1-39
茅ヶ崎市東海岸北2-1-50
茅ヶ崎市東海岸北2-1-51
茅ヶ崎市東海岸北2-1-51
茅ヶ崎市東海岸北2-1-57
茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
茅ヶ崎市東海岸北2-3-36
茅ヶ崎市東海岸北2-4-50
茅ヶ崎市東海岸北2-9-4
茅ヶ崎市東海岸北2-11-22
茅ヶ崎市東海岸北2-12-36
茅ヶ崎市東海岸北2-12-38
茅ヶ崎市東海岸北2-14-41 MabbyS Residence東海岸1-A

茅ヶ崎市東海岸北3-13-20
茅ヶ崎市東海岸北4-14-68
茅ヶ崎市東海岸北5-5-23
茅ヶ崎市東海岸北5-6-27
茅ヶ崎市東海岸北5-10-54
茅ヶ崎市東海岸北5-11-4
茅ヶ崎市東海岸北5-16-61
茅ヶ崎市東海岸南1-1-4
茅ヶ崎市東海岸南1-3-30
茅ヶ崎市東海岸南1-3-31
茅ヶ崎市東海岸南1-3-33
茅ヶ崎市東海岸南1-3-35
茅ヶ崎市東海岸南1-8-17
茅ヶ崎市東海岸南1-9-4
茅ヶ崎市東海岸南1-9-17
茅ヶ崎市東海岸南1-16-14
茅ヶ崎市東海岸南2-1-13
茅ヶ崎市東海岸南2-3-1
茅ヶ崎市東海岸南2-6-12 ル.ファール東海岸103
茅ヶ崎市東海岸南2-6-12 ル・ファール東海岸101

茅ヶ崎市東海岸南2-10-2 イーストコート2階
茅ヶ崎市東海岸南2-10-2 イーストコート2階
茅ヶ崎市東海岸南2-11-6 シバガーデンビル102

茅ヶ崎市東海岸南3-2-70-1
茅ヶ崎市東海岸南4-1-18東海岸レジデンス106

茅ヶ崎市東海岸南4-2-37
茅ヶ崎市東海岸南4-11-24
茅ヶ崎市東海岸南5-1-11
茅ヶ崎市東海岸南5-1-11
茅ヶ崎市東海岸南5-3-58
茅ヶ崎市東海岸南5-3-58
茅ヶ崎市東海岸南6-3-15
茅ヶ崎市東海岸南6-3-18
茅ヶ崎市東海岸南6-3-26 シーサイドビル1階
茅ヶ崎市東海岸南6-3-26 東海岸シーサイド202

茅ヶ崎市菱沼1-7-12
茅ヶ崎市菱沼1-7-15
茅ヶ崎市菱沼1-18-18 菱沼ハイツ101号室
茅ヶ崎市菱沼1-20-28
茅ヶ崎市菱沼3-1-29
茅ヶ崎市菱沼3-1-37
茅ヶ崎市菱沼海岸2-5

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-63/86

電話番号
0467-88-0805
0467-38-5140
0467-83-1756
－
0467-85-3678
0467-84-0318
0467-81-4394
0467-84-1363
0467-82-1666
－
0467-53-8115
－
0467-58-1139
0467-87-2266
0467-85-3747
0467-95-3677
0467-87-1088
0467-87-3881
－
0467-58-6115
0467-87-9629
0467-57-7019
－
0467-85-9655
0467-83-6022
0467-88-0146
0467-57-5945
0467-91-9278
0467-67-8231
0467-95-2517
0467-86-8848
0467-91-7538
0467-33-4121
0467-87-7311
0467-58-8737
0467-87-0750
0467-50-0136
0467-67-6947
0467-86-0860
0467-86-0158
－
－
0467-84-9333
0467-84-5815
0467-85-9832
0467-87-6406
0467-55-9688
0467-73-7712
－
－
0467-52-0840
050-8881-4918
0467-53-0706
0467-52-7701
0467-51-1930
－

店舗名
TREX CHIGASAKI OCEAN CAFE
アロドラ
松南食堂
TRATTORIA RAVIZZONE(トラットリア ラヴィッツォーネ)
cafe&ちょいのみ処 空
炭焼酒場 舌屯
山⼝家一樹
トラットリア ラクイラドォーロ
ナミマチキッチン
すなっく 未来
茅ヶ崎甲羅本店
茅ヶ崎市⽴病院 レストランビアンモール
コナズ珈琲茅ヶ崎
沖縄・宮古そば食堂 どぅーぐりぃ
居酒屋くさかり
すし善
BARRIQUEDUE
Serendipity Cafe
居酒屋むらさき
魚河岸料理尋
ぽんぽこ亭松が丘店
うな一
Urth Caﬀe 茅ヶ崎松が丘店
はま寿司茅ヶ崎松が丘店
AMERICANDINER BY THE WAY
茶々丸
SUGITA
105Cafe
よりみち食堂
中華食堂まんぷく亭
らーめん康家
さくら食堂
nagohako
小食堂みずき一丁⽬
台湾料理川香坊
ROXTOC
きっちん 陶(うつわ)
辻ブルーイング
和浪
カルネリアオルタッジオ
炭火焼食堂ピカピカ美住町本店
たけ丸
天丼てんやラスカ茅ヶ崎店
タリーズコーヒー ラスカ茅ヶ崎店
ケンタッキーフライドチキン ラスカ茅ヶ崎店
アンデルセン ラスカ茅ヶ崎店
一風堂 ラスカ茅ヶ崎店
トップスキーズカフェ
丸⻲製麺ラスカ茅ヶ崎
台湾茶
ブリオッシュドーレラスカ茅ケ崎店
ほんのり屋ラスカ茅ヶ崎店
和カフェ Tsumugi ラスカ茅ケ崎店
エキッププラス
一葉茅ケ崎店
ローカルフォークス

住所

電話番号
0467-33-4155
茅ヶ崎市ひばりが丘6-37
0467-58-1120
茅ヶ崎市ひばりが丘6-39
0467-53-7036
茅ヶ崎市富⼠⾒町5-28
0467-82-7093
茅ヶ崎市平和町4-31
0467-55-9356
茅ヶ崎市本宿町3-3
0467-95-1391
茅ヶ崎市本宿町11-41
0467-52-0994
茅ヶ崎市本宿町12-11-1階
0467-73-8160
茅ヶ崎市本宿町12-13
0467-53-9804
茅ヶ崎市本村4-2-26
－
茅ヶ崎市本村5-10-21
0467-55-2150
茅ヶ崎市本村5-15-1
0467-53-6120
茅ヶ崎市松尾1-6
0467-58-0228
茅ヶ崎市松尾5-32
0467-81-4835
茅ヶ崎市松が丘1-1-87
0467-86-9350
茅ヶ崎市松が丘1-1-93
0467-87-2450
茅ヶ崎市松が丘1-7-33-2
0467-27-3300
茅ヶ崎市松が丘1-7-35
0467-84-5244
茅ヶ崎市松が丘1-8-9
0467-85-3109
茅ヶ崎市松が丘1-10-1
0467-82-9015
茅ヶ崎市松が丘1-10-16
0467-87-4439
茅ヶ崎市松が丘1-10-17
0467-85-1193
神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-8-40
0467-40-5024
茅ヶ崎市松が丘2-10-18
0467-87-6661
茅ヶ崎市松が丘2-10-22
0467-55-9441
茅ヶ崎市松が丘2-10-40
－
茅ヶ崎市松が丘2-10-40
0467-67-8768
茅ヶ崎市松が丘2-10-47
0467-83-0475
茅ヶ崎市松が丘2-12-20
0467-95-8662
茅ヶ崎市松が丘2-12-20
0467-87-6195
茅ヶ崎市松浪1-1-12
0467-88-4831
茅ヶ崎市松浪1-8-14
0467-38-4549
茅ヶ崎市松浪2-3-42
0467-91-7141
茅ヶ崎市みずき1-1-10
0467-52-3194
茅ヶ崎市みずき3-1-6
0467-91-7438
茅ヶ崎市美住町1-31
0467-39-5789
茅ヶ崎市美住町2-2
－
茅ヶ崎市美住町2-3 シャルム湘南店舗102号室 050-3748-0429
茅ヶ崎市美住町2-4
0467-85-7530
茅ヶ崎市美住町3-1
0467-91-0482
茅ヶ崎市美住町5-1
0467-86-5455
茅ヶ崎市美住町18-39
0467-58-3669
茅ヶ崎市元町1-1
0467-53-7162
茅ヶ崎市元町1-1
0467-40-5803
茅ヶ崎市元町1-1
0467-85-0185
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎1階
0467-85-7899
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎2階
0467-38-6650
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎3階
0467-84-7774
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎3階
0467-86-7366
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎3階
0467-73-8322
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎3階
0467-38-8210
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎3階
－
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎4階
0467-81-4470
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎5階
0467-88-3033
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎5階
0467-81-4418
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
0467-55-5408

茅ヶ崎市菱沼海岸9-38 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス クラブハウス内2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-64/86

店舗名
いしがまやハンバーグラスカ茅ヶ崎店
すし三崎丸ラスカ茅ヶ崎店
chawan ラスカ茅ヶ崎
そじ坊茅ヶ崎駅ラスカ6F
鎌倉かつ亭あら珠 茅ヶ崎店
⻄安健菜キッチン ラスカ茅ケ崎店
快⾶ ラスカ茅ヶ崎店
BBQテラス sunny table
スターバックスコーヒー茅ヶ崎スルガビル店
水火 茅ケ崎店
バーミヤン 茅ヶ崎駅前
ガスト 茅ヶ崎
ヌードルワークス茅ヶ崎店
ぽん家
ころとむっくす
一串太郎
炭火酒場 えん陣
あげもん家すい
あるば
三原山
マクドナルド茅ヶ崎店
ラーメン松壱家茅ヶ崎店
3ランホームラン
しゃぶしゃぶBar菩提
居酒屋道本店
熊や別館弥栄
割烹寿し 魚重
ガバチョハウス
まりっぺ
きらく
焼肉ざんまい茅ヶ崎店
中華料理 天天
インド料理ドゥルガダイニング
スナック ラ・ロシェル
えんや
モスバーガー茅ヶ崎北⼝店
BAR 蜜柑
からあげセンター加納
旬の味 ゆう
スナック 紙ひこうき
WAGYU-X
居酒屋美よし
茅ヶ崎ひだまり食堂
ワインとごはんIWASAKI
楽
アクアスペランツァ
ラサーラヤギ
了家
OHANA
バー・ダン
Pantera Negra
BAR BREEZE
Studio One
大衆割烹 みや川
⽴ち飲み すずき家の食卓
串揚げ三平

住所
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎6階
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎屋上
茅ヶ崎市元町2-3 G.C.CHIGASAKI 3階
茅ヶ崎市元町2-4-B1階
茅ヶ崎市元町2-4 湘南山鉄ビル2階
茅ヶ崎市元町2-4 山鉄ビル1階
茅ヶ崎市元町2-15
茅ヶ崎市元町2-15 リンク湘南102
茅ヶ崎市元町2-22 TMWビル2B
茅ヶ崎市元町3-1
茅ヶ崎市元町3-1
茅ヶ崎市元町3-1
茅ヶ崎市元町3-1
茅ヶ崎市元町3-1
茅ヶ崎市元町3-2
茅ヶ崎市元町3-10-102
茅ヶ崎市元町3-10 進和第3ビル
茅ヶ崎市元町3-10 進和第3ビル3階
茅ヶ崎市元町3-18
茅ヶ崎市元町3-23
茅ヶ崎市元町3-24
茅ヶ崎市元町3-24
茅ヶ崎市元町3-24
茅ヶ崎市元町3-24
茅ヶ崎市元町4-1 元町ビル2階
茅ヶ崎市元町4-2 TEKビル1階
茅ヶ崎市元町4-3
茅ヶ崎市元町4-3
茅ヶ崎市元町4-4
茅ヶ崎市元町4-4
茅ヶ崎市元町4-5
茅ヶ崎市元町4-5
茅ヶ崎市元町4-5 プラージュ元町101
茅ヶ崎市元町4-5 プレージュ元町102
茅ヶ崎市元町4-7-2階
茅ヶ崎市元町4-7 深山店舗1階
茅ヶ崎市元町4-8
茅ヶ崎市元町4-8 サリチェ102
茅ヶ崎市元町4-8 藤倉ビル101
茅ヶ崎市元町4-9-1階
茅ヶ崎市元町4-9 Kビル1階北号室
茅ヶ崎市元町4-10
茅ヶ崎市元町4-10 五島ビル101
茅ヶ崎市元町4-10 五島ビル1-102
茅ヶ崎市元町4-10 五島ビル2
茅ヶ崎市元町4-10 五島ビル2-201
茅ヶ崎市元町4-10 元町ビルB1
茅ヶ崎市元町4-13 鈴木ビル1階101
茅ヶ崎市元町4-23-3 ベルフルール102
茅ヶ崎市元町4-23-3 ベルフルール1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-65/86

電話番号
0467-53-9955
0467-84-6811
0467-88-0655
0467-87-3810
0467-50-0661
0467-88-7821
0467-84-5405
050-5812-0808
0467-58-2139
0467-84-0372
0467-84-5855
0467-84-0520
－
0467-40-4388
0467-57-2040
－
－
－
0467-82-2338
0467-82-6355
0467-87-0562
0467-58-8838
0467-53-9499
－
0467-85-3716
0467-81-4085
0467-85-9829
0467-87-5442
－
－
0467-88-4880
0467-82-6688
0467-88-1777
0467-50-0836
0467-58-0847
0467-87-9551
0467-95-1251
0467-33-5707
0467-58-1478
－
050-5897-5132
0467-57-2151
0467-58-9919
－
0467-57-5271
0467-27-1028
0467-84-5334
0467-58-1212
0467-88-5312
0467-58-2880
－
0467-85-3279
0467-86-4466
0467-86-6951
0467-87-4866
0467-84-9496

店舗名
中国料理桜花亭
季節料理ます田
⽇比⼒
ぺぺック
yu海
食彩 真こと
そばと天ぷら 楽山
Foodbar Route
一⾥塚
スナック ユミ
ROOMNUMBAR3
HOTS
CAFÉ HEDIGAN'S
MOKICHI FOODS GARDEN
中華料理 天明
かずちゃん
Cafeバル&Deli つつじとかえで
ル・ニコ・ア・オーミナミ
ひよこ亭
⼆代⽬魚清 わさび
ふる⾥
網元萬藏丸
ナチュラルフーズ柳島キッチン
カリフォルニアポキカンパニー
茅ケ崎 海⼥小屋食堂
海鳥
そば処 髙砂
快 ⾶ 本店
養⽼乃瀧柳島海岸店
網元料理あさまる
中国家庭料理 泉州
君香
大衆食堂 鳥嶺
⽴ち飲み鳥嶺
ごはんや・はっち
ころとむっくす3
とんかつ澤樹
スナック祐
さぬきや
てっぺい食堂
唐兵衞
たけのや
NOMADIC CAFE
釜めしや甚六
ガスト 茅ヶ崎矢畑
ジョナサン 茅ヶ崎若松町
むさしの森珈琲茅ヶ崎若松町
Honzan
スターオブインディア
L'ATELIERDE巣邸樹
なか卯 秦野今泉台店
⽉あかり秦野駅前店
スナックゆうゆ
居酒屋 ひょうたん
PPCAFE
丈清

住所
茅ヶ崎市元町4-23-6 ルピナス元町102
茅ヶ崎市元町4-27
茅ヶ崎市元町4-31

電話番号
0467-33-5654
0467-82-3191
－
茅ヶ崎市元町4-33 スプリングストーンビル4階 0467-58-1193
茅ヶ崎市元町4-39
0467-40-5152
茅ヶ崎市元町5-5
0467-40-4377
茅ヶ崎市元町5-5 ノーブルV102
0467-84-9338
茅ヶ崎市元町5-5 ノーブルV103
0467-37-5365
茅ヶ崎市元町5-22
0467-57-2015
茅ヶ崎市元町6-32
0467-86-9555
茅ヶ崎市元町6-32
0467-39-5893
茅ヶ崎市元町6-32
0467-85-1944
茅ヶ崎市元町7-26
－
茅ヶ崎市元町13-1
0467-84-0123
茅ヶ崎市元町15-3
－
茅ヶ崎市柳島1-9-20
0467-86-2390
茅ヶ崎市柳島2-1-23
0467-91-7222
茅ヶ崎市柳島2-9-17
0467-88-0373
茅ヶ崎市柳島2-10-1 後藤ビル
0467-88-1018
茅ヶ崎市柳島2-10-7
－
茅ヶ崎市柳島2-10-46
0467-86-4830
茅ヶ崎市柳島2-12-23
0467-57-8765
茅ヶ崎市柳島1300
0467-81-4103
茅ヶ崎市柳島1840
0467-38-6712
茅ヶ崎市柳島1877-3
0467-73-8600
茅ヶ崎市柳島海岸1-10 なかやビル1階
0467-57-3456
茅ヶ崎市柳島海岸1-55
0467-82-8870
茅ヶ崎市柳島海岸15-12
0467-87-3714
茅ヶ崎市柳島海岸16-13
0467-86-7223
茅ヶ崎市柳島海岸18-31
0467-88-3751
茅ヶ崎市柳島海岸986-4
－
茅ヶ崎市矢畑3-8
－
茅ヶ崎市矢畑212-1
0467-81-4890
茅ヶ崎市矢畑212-1
0467-81-4890
茅ヶ崎市矢畑260-1-2階
0467-95-3923
茅ヶ崎市矢畑403-1-2階
0467-39-5113
茅ヶ崎市矢畑574-4
0467-40-5519
茅ヶ崎市矢畑699-2
0467-83-0015
茅ヶ崎市矢畑699-4
0467-85-1771
茅ヶ崎市矢畑699-7
0467-82-1935
茅ヶ崎市矢畑727
0467-85-2232
茅ヶ崎市矢畑728
－
茅ヶ崎市矢畑1290-1
－
茅ヶ崎市矢畑1300-2
－
茅ヶ崎市矢畑1428-1
0467-59-1303
茅ヶ崎市若松町9-2
0467-85-3593
茅ヶ崎市若松町9-2
0467-85-3593
茅ヶ崎市若松町14-30
－
茅ヶ崎市若松町17-1
0467-87-5700
秦野市今泉台3-17-23
0463-81-0417
秦野市今泉台3-18-5
0463-85-6063
秦野市今川町1-2 ポレスター秦野駅前1-2 0463-72-8858
秦野市今川町2-15 リバーサイド小泉2階 0463-83-6565
秦野市今川町4-18
－
秦野市入船町1-15
0463-75-9742
秦野市入船町6-16
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-66/86

店舗名
スターバックスコーヒーイオン秦野店
リンガーハット イオン秦野店
天丼てんやイオン秦野SC店
すき家 イオン秦野店
イオン秦野ショッピングセンター
ミスタードーナツイオン秦野ショップ
サイゼリヤ イオン秦野店
サーティワンアイスクリームイオン秦野SC店
らあめん花⽉嵐 イオン秦野店
町田商店秦野店
スマイリ商店カラアゲ部
しゃかりき秦野店
Bio食堂
一の屋 南⼝本店
パブスナック アルル
食ダイニング秦野店
バーンタイ台所
和いず亭
Beer&Darts Pure
ラーメンおじ屋ひさし(ラーメン浦上)
三憩園
ケンタッキーフライドチキン 秦野店
ジョリーパスタ秦野店
ブロンコビリー秦野店
スナックネコ
はだの・湯河原温泉万葉の湯
熟成焼肉いちばん 秦野店
ココス秦野東店
サーティワンアイスクリームはだの河原町店
モスバーガー秦野店
不⼆家レストラン秦野河原町店
Cheese bar #Vae.
ギャラリーCAFE⽉NOWA
吉春
DERAKO
スナックエンドレス
あまから
Aegis
増田屋
ハダノ浪漫食堂
駒
味処豆だぬき
Lawlea
らー麺晄コウ
100C
喫茶モントレー
麺処よつかど
香港飯店
となりのGIGI
しろ豚
かんぱち鮨
居酒屋 田吾作
弥生鮨
寿司処あきよし
小料理かじき
中華料理 英蘭

住所
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1
秦野市入船町12-1 イオン秦野1階
秦野市入船町12-1 イオン秦野SC2階
秦野市入船町12-1
秦野市尾尻575-1
秦野市尾尻931-1 YKビル1階
秦野市尾尻931-1 YKビル1階
秦野市尾尻932-3
秦野市尾尻932-14
秦野市尾尻932-17
秦野市尾尻932-19
秦野市尾尻939-8-101
秦野市尾尻939-8 コーポ村上102
秦野市尾尻939-8 コーポ村上105
秦野市尾尻939-8 コーポ村上106
秦野市尾尻952-18
秦野市落合353
秦野市落合353
秦野市落合505-1
秦野市春⽇町1-6
秦野市河原町2-54
秦野市河原町3-38
秦野市河原町3-39
秦野市河原町3-48
秦野市河原町8-1
秦野市河原町1155
秦野市北矢名1309-1 ハレクラニ1階
秦野市寿町2-10
秦野市寿町6-30
秦野市寿町7-9
秦野市寿町8-4 レスト八番街
秦野市寿町8-4 レスト八番街101
秦野市寿町8-4 レスト八番街103号
秦野市幸町4-34
秦野市栄町1-13花輪第2ビル
秦野市栄町2-18
秦野市栄町3-4

電話番号
0463-85-2113
0463-80-2661
0463-85-5277
0120-498-007
0463-85-2198
－
0463-80-4871
0463-85-2146
0463-75-8699
0463-73-7300
0463-80-8760
0463-83-0201
0463-79-9801
0463-81-0041
－
0463-84-6763
－
0463-59-9014
－
0463-68-9920
0463-80-2727
0463-85-1808
0463-85-6791
0463-75-8829
0463-88-4976
0463-85-4126
0463-80-3029
050-3529-8430
0463-84-4831
0463-80-2315
0463-82-6745
0463-79-8984
0463-71-5375
0463-81-3544
0463-72-7808
0463-82-6119
0463-45-5011
－
－
0463-68-8466
－
0463-81-5970
秦野市栄町4-14 エクセルプラザ湘南ビル2階 050-1046-0914
秦野市栄町5-16
0463-84-1335
秦野市栄町5-17
－
秦野市栄町6-17
0463-81-3634
秦野市栄町6-17
0463-45-5617
秦野市栄町7-11 クインビル1階
－
秦野市桜町1-6-13 コーポ桜102
0463-81-5654
秦野市桜町2-2-1
－
秦野市渋沢1-12-29
0463-88-5304
秦野市渋沢1-15
0463-87-3782
秦野市渋沢2-6-3
0463-87-0216
秦野市渋沢2-43-20
0463-88-7721
秦野市渋沢上2-1-6
－
秦野市下大槻173
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-67/86

店舗名
らぁ麺食堂井澤
有限会社 三味
みやこ食堂
手打蕎⻨ 砂場
スプレッドイーグル
スナックエミ
中国料理北京館
季節料理 たわわ
ウェーンディーズファーストキッチン 246秦野店
寿司千松
博多山笠本店
インド・バングラデシュ料理 KABAB HOUSE
デリシャス慶
ラーメンハウスTARO
ラーメンショップ ⿓仙
吉野家246号線秦野店
コメダ珈琲店秦野店
らーめん醤家
快活CLUB秦野曽屋店
増田屋 曽屋店
名水はだの富⼠⾒の湯(富⼠⾒テラス)
麺場 瀧（旧︓藤之家）
ラーメンショップ
バーミヤン 秦野東
すき家 秦野室川橋店
木⾥館
幸楽苑秦野曽屋店
かついち秦野店
餃子の王将小田急マルシェ秦野店
イタリアントマトカフェジュニア小田急秦野店
箱根そば秦野店
松屋秦野店
六方じんのすけ
居酒屋久保田
405
タンタン麺とからあげのジェイタン
居酒屋ささ
東光苑
スカイバンケット
ドトールコーヒーショップ秦野北⼝店
山内農場秦野北⼝駅前店
魚⺠秦野北⼝駅前店
千年の宴秦野北⼝駅前店
焼肉みーや
かしの木
豆腐料理丘
嵯峨野
⽩髭食堂
tablet〜たべれっと〜
トラットリア:ピノーロ
や台ずし鶴巻温泉駅北⼝町
酔処さくら
天安
スナック ファイト
ダイニングS
串や いち

住所
秦野市下大槻173 オリーブ下大槻４号
秦野市菖蒲58-63
秦野市菖蒲133
秦野市新町2-30
秦野市新町6-14
秦野市新町7-22
秦野市鈴張町2-35
秦野市鈴張町5-16
秦野市鈴張町5-30
秦野市鈴張町6-1
秦野市鈴張町678-7
秦野市曽屋687-26
秦野市曽屋687-56
秦野市曽屋833
秦野市曽屋1267-5
秦野市曽屋1336
秦野市曽屋1547
秦野市曽屋1547
秦野市曽屋3511
秦野市曽屋3524-1
秦野市曽屋4553-1
秦野市曽屋4815
秦野市曽屋4818-1
秦野市曽屋5786-1
秦野市曽屋5788-5
秦野市曽屋5896
秦野市曽屋5908-2
秦野市大秦町1-1
秦野市大秦町1-1
秦野市大秦町1-1
秦野市大秦町1-1 小田急マルシェ秦野1階
秦野市大秦町1-4 鈴よしビル1階
秦野市大秦町1-4 鈴よしビル2階
秦野市大秦町1-8
秦野市大秦町1-8
秦野市大秦町1-8 すみれビル1階
秦野市大秦町1-8 すみれビルB1
秦野市大秦町1-10
秦野市大秦町1-10
秦野市大秦町1-10

電話番号
0463-75-9214
0463-88-0836
0463-87-7770
0463-82-5715
0463-84-4464
0463-81-0266
0463-82-4801
0463-83-3936
0463-86-6701
0463-83-1608
－
0463-82-5220
－
0463-83-6262
－
0463-85-2406
0463-85-4147
0463-85-3711
0463-81-4388
0463-83-0824
0463-82-1026
0463-73-6650
0463-82-1788
0463-85-1002
0120-498-007
0463-83-0468
0463-85-5558
0463-83-2021
0463-82-7702
0463-84-1356
0463-83-9021
0463-85-5051
0463-73-6355
0463-73-5770
0463-73-7113
0463-20-9506
0463-84-5941
0463-83-5511
0463-83-5511
0463-85-3001
秦野市大秦町1-10 秦野アルファビル 1階2階 0463-84-7188
秦野市大秦町1-10 秦野アルファビル 2階 0463-83-2788
秦野市大秦町1-10 秦野アルファビル 2階 0463-83-7488
秦野市大秦町2-3
0463-83-0029
秦野市⽴野台3-2-8
0463-26-8827
秦野市千村2-9-33
0463-88-0245
秦野市千村5-1-1
0463-87-5300
秦野市鶴巻1402-4
－
秦野市鶴巻1662-81
－
秦野市鶴巻1900-10
0463-78-7897
秦野市鶴巻北1-1-3
0463-76-2228
秦野市鶴巻北1-1-17
0463-77-5255
秦野市鶴巻北1-2-6
0463-77-5287
秦野市鶴巻北1-2-6 天安ビル1階
－
秦野市鶴巻北1-3-5
0463-80-7770
秦野市鶴巻北1-4-6
0463-78-1708

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-68/86

店舗名
ラモーヌ
スナック 路
つる寿し
天狗寿司
居酒屋 楽
喫茶フルール
スナックAiris
Re:turn
ニューカトマンズキッチン
ぜん
時代輪屋
ワインアンドミートバール ラーナ
スナック 千秋
音楽酒場TRY
カラオケ飲み処ぽんぽん
サマーシティ
大和旅館
鶴巻温泉 元湯陣屋
一の屋 鶴寿庵
ガスト 鶴巻温泉
とり豚
小料理 大夢
Dining酒場 Ajito
やきとん酒場
とんかつかつはな
スナック みち
麺屋 ゆきひら
NEWKATHMANDUKITCHEN
パブレストランJJ
手打蕎⻨ 信玄
ふりっと?フリット
五郎兵衛
寿司・割烹鶴生館
パブリックハウスアピア
マクドナルド 鶴巻温泉店
東京カントリー倶楽部
手打ちそば 石庄庵
ヤビツ峠レストハウス 丹沢MONカフェ
やきとり昌
くつろぎ処 茶乃間
レストランフロイデ
ロイヤルインドレストラン秦野店
ビリヤードAT.
フードトラックパーク
カラオケMAX
割烹大喜(ひろよし)
オープンセサミ
すき家 246号秦野渋沢店
横浜飯店
夢庵 秦野インター
ガスト 秦野中井インター
EneJetドトールコーヒーショップ秦野中井IC店
紫禁城
喫茶&酒処 呑
パブラウンジ旬
焼肉 びんびん

住所
秦野市鶴巻北1-8-13
秦野市鶴巻北1-17-26
秦野市鶴巻北1-18-21
秦野市鶴巻北2-2-37
秦野市鶴巻北2-4-1
秦野市鶴巻北2-4-1
秦野市鶴巻北2-4-1 美ゆきビル1階
秦野市鶴巻北2-4-1 美ゆきビル1階
秦野市鶴巻北2-4-5
秦野市鶴巻北2-4-8
秦野市鶴巻北2-4-17
秦野市鶴巻北2-5-1 山本ビル2階
秦野市鶴巻北2-5-9
秦野市鶴巻北2-5-9-2階
秦野市鶴巻北2-5-10
秦野市鶴巻北2-5-10
秦野市鶴巻北2-7-7
秦野市鶴巻北2-8-24
秦野市鶴巻北3-1-2 弘法の⾥湯内
秦野市鶴巻南1-19-35
秦野市鶴巻南1-19-40
秦野市鶴巻南1-33-9
秦野市鶴巻南1-33-9 カトレア店舗3号
秦野市鶴巻南1-33-9
秦野市鶴巻南1-33-11
秦野市鶴巻南2-1-9
秦野市鶴巻南2-1-9
秦野市鶴巻南2-9-13
秦野市鶴巻南2-10-20 コーポ大原
秦野市鶴巻南2-11-2
秦野市鶴巻南2-21-4
秦野市鶴巻南4-2-1
秦野市鶴巻南4-5-20
秦野市鶴巻南4-19-32
秦野市鶴巻南4-1525-1
秦野市寺山1450
秦野市寺山1580
秦野市寺山1728-1
秦野市⼾川97-5
秦野市⼾川448-12
秦野市名古木16-2
秦野市名古木341-2
秦野市名古木342-1-2階
秦野市名古木383-1
秦野市名古木384-1
秦野市名古木411
秦野市並木町6-5
秦野市並木町188-1
秦野市⻄大⽵8-6
秦野市⻄大⽵25-1
秦野市⻄大⽵288
秦野市⻄大⽵706-1
秦野市⻄大⽵707-1
秦野市⻄田原176-6
秦野市⻄田原211-2
秦野市⻄田原218-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-69/86

電話番号
0463-78-6737
－
0463-77-1035
0463-77-1190
0463-77-0660
0463-77-4322
0463-77-5589
－
0463-73-6280
0463-77-1536
0463-78-5656
0463-77-6001
－
0463-77-3110
0463-75-9666
0463-45-5716
0463-77-1222
0463-77-1300
0463-59-9288
0463-69-1921
0463-77-7222
－
－
0463-79-7511
0463-77-6133
－
－
0463-78-3744
－
0463-78-3353
－
0463-78-3343
－
0463-79-8617
0463-76-0072
0463-81-5111
－
0463-73-5688
－
－
0463-81-3674
0463-45-1899
－
0463-75-8508
0463-82-0151
－
0463-26-9222
0120-498-007
0463-81-5922
0463-84-3156
0463-85-1934
0463-84-5128
0463-84-0013
0463-82-1734
0463-84-2820
0463-81-2256

店舗名
秦野カントリークラブ
kiks kaffe
よってこ
於加和
いとう
そば処東雲
夢一文
ラーメンショップげんき
とんちんかん
湯花楽秦野店(お食事処)
かつ庵秦野平沢店
リンガーハット神奈川秦野店
幸楽苑秦野平沢店
つくし
和食さと秦野店
牛角秦野店
華もん
かっぱ寿司 秦野店
レストラン 半文居
バンブー
スナック睦⽉
スナック OZ
くいしんぼ
風和凜
スナック姫
スナック ネネム
居酒屋あっちゃん
スナックポプラ
felice フェリーチェ
ピーコック
歌謡酒場なつめろ
居酒屋スナック ちょあよ
朝から歌三昧
セルフ歌三昧
麺屋 哲
はま寿司秦野平沢店
チャイナガーデン
つけ蕎⻨ 丁子家
らーめん岬
カラオケBanBan秦野店
ガスト 秦野平沢
しゃぶ葉 秦野平沢
和風レストラン志津加
DAININNGCAFE'絆
道とん堀秦野店
手打そば良庵
中国料理双⿓
えどっこずし
ら〜めん桜亭秦野店
トラットリア フーコ
ParkCafe一の屋
焼肉屋さかい 秦野店
お食事処きおら
味乃大久保
中華ひでいち
居酒屋えのちゃん

住所
秦野市⻄田原1400-5
秦野市萩が丘1-4 スタープラザ1階
秦野市萩が丘9-30
秦野市東田原24
秦野市東田原173-4
秦野市東田原999
秦野市平沢288-2
秦野市平沢288-2
秦野市平沢289-2
秦野市平沢295-2
秦野市平沢308-4
秦野市平沢371-1
秦野市平沢372-1
秦野市平沢372-1
秦野市平沢382-1
秦野市平沢382-3
秦野市平沢382-5
秦野市平沢394-1
秦野市平沢403-6
秦野市平沢415-3
秦野市平沢415-4-10
秦野市平沢415-5
秦野市平沢415-6
秦野市平沢415-8
秦野市平沢415
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢416-1
秦野市平沢430
秦野市平沢492-1
秦野市平沢496-1
秦野市平沢503-1
秦野市平沢520-2
秦野市平沢531-4
秦野市平沢562-1
秦野市平沢562-13
秦野市平沢826
秦野市平沢1265-1
秦野市平沢1355-1
秦野市平沢1360-8
秦野市平沢1435
秦野市平沢1761
秦野市平沢1762-3
秦野市平沢2549-14
秦野市平沢2550-1 秦野商工会議所1階
秦野市富⼠⾒町2-21
秦野市菩提106-5
秦野市菩提147-5
秦野市菩提334-11
秦野市堀川10-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-70/86

電話番号
0463-82-6811
0463-88-6116
－
0463-83-4223
－
－
－
0463-82-7975
0463-83-5393
0463-84-4126
0463-72-8116
0463-85-1810
0463-85-5360
0463-82-2326
0463-83-5530
0463-80-2529
0463-82-4194
0463-85-0339
0463-82-4711
0463-83-9622
0463-82-0778
－
－
0463-73-8718
0463-83-3039
－
0463-83-3416
0463-63-3066
0463-83-7724
－
－
－
0463-81-2982
0463-81-2982
0463-51-6330
0463-85-6350
0463-82-0266
0463-74-5017
－
05-3134-0834
0463-85-1831
0463-84-6847
－
0463-72-8839
0463-84-5001
0463-84-0828
0463-79-5223
0463-84-3686
0463-81-4123
0463-83-2887
0463-84-0900
0463-81-7004
0463-75-2330
0463-75-2522
0463-75-6050
－

店舗名
銀八鮨本店
和風レストラン魚作
JASANA ASIAN DINING&BAR
ほりかわ珈琲店
ミュージック麗歌
丹沢そば本店
ラーメン酒場清雅
ホルモンありた
スナック ワルツ
居酒屋 ⼥多望 さっちゃん
畿一
喜旬
ビジネス旅館たかの家
安楽亭秦野渋沢店
海鮮丼Vinegar
デニーズ 秦野渋沢店
居酒屋みぃ〜くん
寿司割烹こせき
食堂やま
鮨市場春
手打そば さか間
山カフェ
秦野⼾川公園バーベキュー場
和食酒彩 ゐま井
焼肉 しま
季魚旬酒なぶら
HONKY-TONKY
ラーメンと串焼きの店 本町商店
MAY
ジャストエイト
ポニー
焼肉レストラン大王亭
大衆酒場 秦野BASE本店
おうちダイニング菘
みかど
坂の途中
天一
向⽇葵
遊食処 さわの
ワールドスポーツカフェバーHOME'SIII
ぱせり
鉄PAN焼 Hadapan
笑食 えむ
Breeze Cafe
TRATTORIA E PANINOTECA DA MASA
マウンテンレコーズ
一郎屋 秦野店
万八⼗
Ale001
なごみ
⽇比谷 鳥こまち 秦野駅北⼝店
Live&Music BAR g109
フィリピンパブMABUHAY
MAM
⿊猫
居酒屋⿅の子

住所
秦野市堀川30
秦野市堀川39
秦野市堀川93-1-B102
秦野市堀川93-1 ノイエサトウイA101
秦野市堀川123-19
秦野市堀川541-3
秦野市堀⻄1-3
秦野市堀⻄15-1
秦野市堀⻄15
秦野市堀⻄16-7
秦野市堀⻄21-2
秦野市堀⻄26-1
秦野市堀⻄32-2
秦野市堀⻄35-1
秦野市堀⻄37-1
秦野市堀⻄37-1
秦野市堀⻄68-12
秦野市堀⻄964-12
秦野市堀山下180-3
秦野市堀山下730
秦野市堀山下1291-4
秦野市堀山下1478-1
秦野市堀山下1513
秦野市本町1-1-1 諸星ビル2階
秦野市本町1-1-6
秦野市本町1-1-6 クレアーレMKビル2階
秦野市本町1-1-9 ⻩木ビル1階
秦野市本町1-2-2
秦野市本町1-2-3 ⼾田ビル1階
秦野市本町1-2-12
秦野市本町1-2-12 関野ビル
秦野市本町1-2-13
秦野市本町1-2-17
秦野市本町1-2-17
秦野市本町1-3-15
秦野市本町1-3-15 宮⼾店舗(B)
秦野市本町1-5-7
秦野市本町1-8-15
秦野市本町1-8-15
秦野市本町1-8-15-2階
秦野市本町1-8-18
秦野市本町1-9-9
秦野市本町1-9-10
秦野市本町1-9-10
秦野市本町1-9-11
秦野市本町1-11-10 首藤ビル1階
秦野市本町2-1-1 TMビル2階
秦野市本町2-1-24
秦野市本町2-1-28 内藤ビル1階
秦野市本町2-1-29
秦野市本町2-1-30
秦野市本町2-1-32
秦野市本町2-1-33
秦野市本町2-2-1 TATUMIビル4階
秦野市本町2-2-1 ⿊猫
秦野市本町2-2-2 田園ビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-71/86

電話番号
0463-89-3232
0463-87-0039
－
0463-45-5292
－
－
0463-83-9119
－
0463-87-1469
－
0463-87-8500
0463-71-6904
0463-87-1333
0463-87-6400
0463-87-9023
0463-88-7025
－
0463-87-7550
0463-88-6325
0463-87-0191
0463-89-2533
0463-71-6767
0463-87-9020
－
0463-86-6161
0463-83-7768
0463-67-6255
0463-68-5779
0463-83-3013
－
－
0463-82-8469
0463-82-6520
－
0463-51-6949
－
0463-81-0366
0463-81-0080
0463-81-5611
－
0463-82-7848
0463-68-6787
－
0463-79-5661
0463-84-0328
0463-86-6446
0463-85-6877
0463-81-5700
0463-73-5477
0463-83-0818
0463-85-5610
0463-65-0063
0463-75-9285
0463-84-2260
0463-65-0618
0463-83-2291

店舗名
Contrale Market by ALCENTRO
Bar MOTHER 2
ともしびショップにじ散歩
anuas
うどんの一穂
ポージィ
ビストロ アルティザン
⽴花屋茶舗 カフェ半兵衛
俺んち
北條
ミスタードーナツ渋沢駅前ショップ
箱根そば渋沢店
GLAD BUNNYS
喫茶ドリアン
サウンド・エム
SpirituS
スナック ケイ
鶏笑くりちゃん本舗 渋沢店
居酒屋嘉⾨
ワインビストロカルバ
fabiocaffe&bar
うすゆき草
沖縄料理やんばる
魚菜 真
モノクロ
肴の酒ろばたや
麺匠極
ステーキハウスクレイジー
ステーキハウスクレージー
トラットリアパトリオータ
アシアナ インディアン レストラン
3年6組
スナック マリン
スナック あまのじゃく
スナック小枝
スナックRIKA
フォーシーズンズ クラブ
大好きや渋沢店
とき乃や
やきとり なかや
アルハンブラ
スナックメイ
和風スナック 彩
NIGHTLOUNGEDIANNE
大衆酒場⻯
プリンセス
居酒屋びっくりや
喫茶パームス
ろばた焼き 一富⼠
ぶらっすりー千元屋
スナック YAMA
スナック妖精
すなっく水⾞
taco chill
居酒屋スナックB
なんつッ亭秦野本店

住所
秦野市本町2-3-20
秦野市本町2-6-8
秦野市本町2-7-25
秦野市本町2-8-27
秦野市本町3-2-1
秦野市本町3-2-4-1
秦野市本町3-2-4
秦野市本町3-4-23
秦野市本町3-13-15
秦野市本町1-8-15
秦野市曲松1-1-1
秦野市曲松1-1-1 小田急線渋沢駅改札横
秦野市曲松1-1-3 Yスクエアビル2階
秦野市曲松1-1-4
秦野市曲松1-2-1
秦野市曲松1-2-1 LIBRE102
秦野市曲松1-2-14
秦野市曲松1-2-17
秦野市曲松1-2-1811
秦野市曲松1-3-7
秦野市曲松1-3-8
秦野市曲松1-3-8
秦野市曲松1-3-10
秦野市曲松1-3-14
秦野市曲松1-3-14 ブロードウェイF号
秦野市曲松1-3-15
秦野市曲松2-1-38
秦野市曲松2-1-38
秦野市曲松2-1-38-201
秦野市曲松2-1-38 諸星ビル101号
秦野市曲松2-1-38 ライフプラザアティック103

秦野市曲松2-2-17
秦野市曲松2-3-16
秦野市曲松2-3-16
秦野市曲松2-3-16 渋沢SSビル106
秦野市曲松2-3-16曲松秦野ショッピングセンター

秦野市曲松2-3-20 2階
秦野市曲松2-4-5
秦野市曲松2-5-2
秦野市曲松2-5-3
秦野市曲松2-6-1
秦野市曲松2-6-5
秦野市曲松2-6-5
秦野市曲松2-6-5
秦野市曲松2-6-5
秦野市曲松2-6-5 越水ビル201
秦野市曲松2-6-5 緑水ビル104号
秦野市曲松2-6-5 緑水ビル5号
秦野市曲松2-7-5
秦野市曲松2-7-7
秦野市曲松2-7-32
秦野市曲松2-7-32
秦野市曲松2-7-32 サンシャインビル104
秦野市曲松2-7-32 サンシャインビル201
秦野市曲松2-7-32 サンシャインビル202
秦野市松原町1-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-72/86

電話番号
0463-26-6577
0463-82-7117
0463-71-5729
－
－
0463-83-4676
－
0463-81-0334
－
0463-80-2311
－
0463-89-1176
0463-71-5936
0463-88-7579
－
0463-73-6986
0463-88-7647
0463-87-5321
0463-87-0045
0463-87-1239
0463-74-4401
0463-71-5129
0463-87-3073
－
0463-88-5006
0463-88-1977
－
－
－
0463-79-9929
0463-67-7839
－
0463-88-4955
0463-87-3698
－
－
0463-87-7891
0463-88-8928
－
0463-87-2319
－
－
－
0463-87-2682
－
－
－
－
0463-87-7993
0463-88-7117
－
－
0463-74-4747
－
－
0463-87-8081

店舗名
焼肉恵美寿
旬彩厨房太たに
パブスナック BLUE ROSE
味のれん
えびや
酒と肴井の上
ステーキダイニング プルミエ
BUSHMAN
時代輪屋 渋沢店
ラーメンとことん
KITCHENT
⾦記
(有)鳥井鳥井お好み焼き店
くら寿司秦野店
ともしびショップま木
花園
お好み焼き武
カフェアンドバー アルセントロ
マクドナルド 東海大学前マルシェ店
中華ダイニング粋
なか卯 東海大学前店
九州うまかもんエビス東海大学前店
お好み専科 東海大学駅前店
可淡呼屯
マルキュー
麺DINING匠
スナック みどり
ガンガン横丁酒場 東海大学前店
ライブレストランミッシェル
東海亭
豆鉄砲
しゃかりき東海大学前店
カラオケポンポン東海大学前駅店
らーめん福屋
X-TIME
牛太郎
⻘藍亭
シーシャバー Start
インド料理ロティ
Pier39
Canchii
ドルフィン東海大学前駅店
居酒屋 一献
焼肉たいざん
パブスナック BG.club
⽴飲み処 和田家
ユニヴァース
ROUTE
餃子房ふーが
居酒屋魚春
麺屋 零
牛将 Jr 東海大学
招楽
津軽うまいもの処 じょんがら
たちばな
我風CREEK

住所
秦野市松原町1-7
秦野市松原町1-22
秦野市松原町2-10 山本ビル1階
秦野市松原町2-48
秦野市松原町3-35
秦野市松原町3-46-201
秦野市松原町3-46
秦野市松原町3-47 モロホシビル2階
秦野市松原町3-48 ハイツしののめ1階
秦野市松原町4-10
秦野市松原町4-11 パインフィールド246
秦野市松原町12-1
秦野市緑町6-2
秦野市緑町13-15
秦野市緑町16-3
秦野市緑町17-42
秦野市南が丘3-1
秦野市南が丘3-1 南が丘ショッピングセンター13号

秦野市南矢名1-1-1
秦野市南矢名1-1-1 小田急マルシェ1階
秦野市南矢名1-1-1 小田急マルシェ東海大学前内

秦野市南矢名1-2-5
秦野市南矢名1-2-5 片野ビル1-D
秦野市南矢名1-3-8 武田ビル1階B
秦野市南矢名1-3-9 武田ビル1階
秦野市南矢名1-4-10
秦野市南矢名1-5-3
秦野市南矢名1-5-13 タウンニュースビル1階
秦野市南矢名1-5-13 タウンニュースビル2階

秦野市南矢名1-11-8
秦野市南矢名1-12-3
秦野市南矢名1-14-1 仲川ビル2階
秦野市南矢名1-14-1 仲川ビル3階
秦野市南矢名1-14-10 鶴屋ビル1階
秦野市南矢名1-14-10 つるやビル2階
秦野市南矢名1-14-16 産興東海ビル1階
秦野市南矢名1-14-20
秦野市南矢名1-14-31 B号
秦野市南矢名1-14-32-1階
秦野市南矢名1-14-35
秦野市南矢名1-14-35-2階
秦野市南矢名1-15-18 SK3-1号室
秦野市南矢名1-15-20
秦野市南矢名1-15-21
秦野市南矢名1-16-10
秦野市南矢名1-16-40
秦野市南矢名1-16-40
秦野市南矢名1-16-40
秦野市南矢名1-17-1
秦野市南矢名1-17-3
秦野市南矢名2-2-11
秦野市南矢名2-3-16
秦野市南矢名2-3-20 グラードマンション1階

秦野市南矢名2-5-15-2階
秦野市南矢名2-6-25
秦野市南矢名2-6-28

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-73/86

電話番号
0463-87-2389
0463-88-3330
－
0463-87-2202
0463-88-7541
0463-79-8799
0463-88-7620
0463-72-7895
0463-88-5688
0463-87-8005
－
0463-72-7343
0463-81-3574
0463-85-0610
0463-84-1188
0463-81-2013
0463-82-5655
0463-71-5650
0463-51-1068
0463-77-9700
0463-79-2911
0463-79-6650
0463-79-5776
－
0463-59-9994
0463-78-9333
0463-77-3839
0463-79-1220
0463-77-0025
0463-78-0528
－
0463-79-2130
0463-86-6756
0463-73-5652
0463-72-7837
0463-76-8821
0463-77-6766
－
0463-79-9318
0463-78-6106
0463-79-6700
0463-59-9566
0463-69-1130
0463-76-1129
0463-78-8235
0463-79-1610
－
0463-77-1996
0463-77-7714
0463-77-1215
0463-73-8638
0463-20-8229
－
－
0463-77-4222
－

店舗名
Pizzeria naughty
⽉の酒宴うさぎ
剣友楽
パルフェ ムン
KAFE六⽉園
すず
カフカ
ルヴェランス
TAPAS
XARAHMキサラーム
カフェ・フルフル
脇や
キッチン・オリーブ
レストラン141
はま寿司東海大学前店
すき家 東海大前店
麺一真
お好み焼きタマル
居酒屋たまる
スナック舞妓
ライフデリとり舎
夢庵 東海大学前
有限会社増田屋矢名店
トルコ料理くるみ
ラニーアジアン
スナック菜花
ラーメン頂
居酒やきとり呑喜
居酒屋結
銀八鮨渋沢駅前店
⽬利きの銀次渋沢北⼝駅前店
バウンティビアガーデン
おうちだいにんぐSora
炭火焼肉 穂
さざん屋渋沢店
スナック⽉花
スナックEAGLE
モンドキッチン モアナ
ム-リングマスト
味処・酒処 照
居酒屋はやし
カフェグレース
スナック Sizuku
レストランルージュ
台湾料理鴻翔秦野店
炭火焼肉 ⻄遊記
歌謡スナックあずさ
スナックとまりぎ
麺や阿闍梨渋沢店
中華料理 橙
串焼 釜めし はなむら
tiesCafe
スペイン食堂ビバラーチョ
季節料理まえだ
ぷかぷか島
居酒家さん

住所
秦野市南矢名2-6-30 vivre1階

電話番号
0463-74-6732
秦野市南矢名2-6-31 三和東海大学前店舗1・2階
0463-78-8339
秦野市南矢名2-6-32
0463-78-3830
秦野市南矢名2-6-32 メゾンドビル2階
0463-77-0242
秦野市南矢名2-7-18 小沢ハイツ1階
0463-45-5673
秦野市南矢名2-7-37
0463-77-1526
秦野市南矢名2-11-2 ヤベツビル2階
0463-78-9588
秦野市南矢名2-19-4
－
秦野市南矢名2-22-4
－
秦野市南矢名2-23-18
－
秦野市南矢名2-26-6
0463-26-5039
秦野市南矢名2-26-27
0463-77-8101
秦野市南矢名3-8-11
0463-77-7044
秦野市南矢名3-9-3
0463-76-4379
秦野市南矢名3-10-18
0463-76-3577
秦野市南矢名3-12-3
0120-498-007
秦野市南矢名3-18-6
0463-79-4447
秦野市南矢名3-18-10
0463-77-6174
秦野市南矢名3-18-10
0463-77-6174
秦野市南矢名4-15-8
0463-76-9847
秦野市南矢名242-1
－
秦野市南矢名259-1
0463-77-7411
秦野市南矢名454-8
0463-78-1834
秦野市南矢名466-5
0463-67-0337
秦野市南矢名699-5
0463-51-6581
秦野市南矢名2049-6
0463-76-6071
秦野市南矢名2123-1
－
秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井1階D号 0463-86-6163
秦野市柳町1-1-1
－
秦野市柳町1-1-11
0463-87-1870
秦野市柳町1-1-16 ジャスト1ビル1階
0463-88-9588
秦野市柳町1-1-16 ジャストビル5階
－
秦野市柳町1-2-10
－
秦野市柳町1-2-19 冨山ビル2階
－
秦野市柳町1-3-2 コスモビル2階
0463-88-0551
秦野市柳町1-3-19 石井ビル2-202
－
秦野市柳町1-4-3
－
秦野市柳町1-4-3
－
秦野市柳町1-4-717
0463-87-2578
秦野市柳町1-5-6-101号
－
秦野市柳町1-5-6 MTヴェラ102
0463-87-2343
秦野市柳町1-5-9 鈴木ビル1階
－
秦野市柳町1-5-20
－
秦野市柳町1-8-14
－
秦野市柳町1-9-13
0463-88-6568
秦野市柳町1-10-18
0463-73-5088
秦野市柳町1-10-23
0463-87-2225
秦野市柳町1-10-23
0463-87-3789
秦野市柳町1-13-2
0463-87-5201
秦野市柳町1-13-3 メイビル
0463-51-6877
秦野市柳町1-13-3 メイビル1階
0463-87-8228
秦野市柳町1-13-16 関野ビル8-1階
0463-73-7443
秦野市柳町1-15-13
0463-79-8155
秦野市柳町1-16-5
0463-86-6464
秦野市柳町1-16-5
－
秦野市柳町1-16-10
0463-87-9191

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-74/86

店舗名
くいもの屋わん渋沢店
串焼きと地酒ふかつ
Niftty
食ダイニング渋沢店
エア
いろは食堂
居酒屋晩頂
スナック ハーモニー 246
バウンティ
さかなや道場 渋沢駅前店
カラオケハウス JOY
焼肉ソウル
居酒屋津軽
だいにんぐはな
RESTAURANT-People
カラオケスナック⼆輪草
サザンカⅡ
炉端焼 あきやま
廣州飯店
大秦野カントリークラブ
居酒屋下北
焼肉 大⾨
一点五番
ステーキのあさくま伊勢原店
ハートブレッドアンティーク 伊勢原店
リンガーハット 伊勢原石田店
御食事処 ⽵松
大阪塩系ラーメン しおや（旧︓道とん堀 愛甲石田店）
海⽼名食堂 ホルモン部
カレーハウスCoCo壱番屋愛甲石田店
スナック KASEN
スナックどん底
花屋食堂
カジュアルスナック真奈美
ホルモンまるなが
居酒屋 2911ね直味
横浜家系らーめん奏家
吉野家愛甲石田店
ケンタッキーフライドチキン 愛甲石田店
まんま亭
おんどり
めんどり
カフェレストラン ポコポコ
お食事処とんぼ
⽉あかり 伊勢原北⼝店
炭火焼ガブリ伊勢原北⼝店
やきとりぜろ
フリーダム
イタリア料理ラパチャーダ
味の蔵
歌集処 恵&y
鳩ぽっぽ
居酒屋 千両
割烹樽平
くつろぎ酒場 ぷらり
chelsea

住所
秦野市柳町1-16-21 ⾠⺒ビル1階
秦野市柳町1-16-23
秦野市柳町1-16-23-101
秦野市柳町1-16-23 エミネンスビル1階
秦野市柳町1-16-23 エミネンスビル204
秦野市柳町1-17-8
秦野市柳町1-21-15
秦野市柳町1-21-15
秦野市柳町1-21-15 山本ビル1階
秦野市柳町1-22-1 伊東駅前ビル2階
秦野市柳町2-4-1
秦野市柳町2-4-1 ファミリービル1階
秦野市柳町2-4-6
秦野市柳町2-4-6
秦野市柳町2-4-6
秦野市柳町2-7-25
秦野市柳町2-8-1
秦野市柳町2-8-1
秦野市弥生町7-5
秦野市横野500
秦野市若松町1-5
秦野市若松町5-3
伊勢原市石田212-6
伊勢原市石田257-1
伊勢原市石田312
伊勢原市石田318-3
伊勢原市石田322-1
伊勢原市石田326-1
伊勢原市石田326-1
伊勢原市石田332
伊勢原市石田333-11
伊勢原市石田333-11
伊勢原市石田335-2
伊勢原市石田337-1
伊勢原市石田337-5-2階
伊勢原市石田337-5
伊勢原市石田588-8 愛甲ビル103
伊勢原市石田597-3
伊勢原市石田598-1
伊勢原市石田681-1
伊勢原市石田681-5
伊勢原市石田681-6
伊勢原市石田1408-1-1階
伊勢原市伊勢原1-3-5
伊勢原市伊勢原1-3-17
伊勢原市伊勢原1-3-17
伊勢原市伊勢原1-3-19
伊勢原市伊勢原1-3-26
伊勢原市伊勢原1-3-26
伊勢原市伊勢原1-3-26
伊勢原市伊勢原1-3-26
伊勢原市伊勢原1-3-26
伊勢原市伊勢原1-3-38
伊勢原市伊勢原1-3-40
伊勢原市伊勢原1-3-40 藤井ビル1階
伊勢原市伊勢原1-3-40 藤井ビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-75/86

電話番号
0463-89-3051
0463-87-0626
0463-88-0670
0463-88-7551
0463-87-4351
0463-88-1826
0463-87-1833
－
－
0463-89-1781
－
0463-87-7889
－
0463-88-3125
0463-87-3348
－
－
0463-87-2221
－
0463-75-1616
0463-87-1839
0463-86-0900
－
0463-79-5505
0463-94-3787
0463-90-1385
0463-93-0919
0463-95-7717
0463-95-7813
0463-75-8256
－
0463-96-4402
0463-95-2652
0463-91-0655
0463-92-7716
－
0463-59-9629
0463-90-1203
0463-90-1808
－
0463-92-4995
0463-92-4995
0463-93-0005
0463-95-0370
0463-91-3377
0463-91-3377
0463-68-7882
0463-97-3100
0463-68-8298
0463-74-6829
－
－
0463-91-1422
0463-94-7574
0463-93-8570
0463-93-9566

店舗名
ヴァージン
pub Memory
生そば大善
串焼串仲
伊勢原健康マージャンセンター
ポコ ア ポコ
タコとハイボール伊勢原店
パブスナック ムーンチャイルド
大好きや伊勢原店
鮨ちか
Darts&Billiards CANTERA
居酒屋伊勢原
すなっく寿々(じゅじゅ)
居酒屋 北の庄
鮨和風料理瓢亭
スナック美弥子
あぶり神社
串焼き処ホドリ
地もの御馳走処GEN
アイヌ
酒処 あじさい
いろえんぴつ
Lounge R
パロパロ
天 sora
とんかつ⿇釉
スナック未来
サロンド咪咪
さくら
パブSHOW(晶)
⽴呑み処 鳩
ジンギスカン伊勢原店
LOCH DHU
居酒屋 姑娘
スナック ピノ
居酒屋鳩
マルグリット
会員制Lounge縁
スナック じゅん子
まちあわせ
Ohana
Pub すずらん
じゃこ屋 勝一
和風スナック志野
スナックA
ごはんや うさぎ亭
ホルモン古奈屋
ベトナム食堂そら屋
銀美
カフェ 茶珈
鳥好
すし弘
ニュートライアングル
焼肉香叙苑
伊勢原バールーチェ
まぐろ屋

住所
伊勢原市伊勢原1-3-40 藤井ビル2階A号
伊勢原市伊勢原1-3-40 藤井ビル2階C.D号室

伊勢原市伊勢原1-4-2
伊勢原市伊勢原1-4-7-1階
伊勢原市伊勢原1-4-7 ソーケン伊勢原第3ビル4階

伊勢原市伊勢原1-4-8
伊勢原市伊勢原1-4-8 ソーケン伊勢原第⼆ビル1階

伊勢原市伊勢原1-4-8 ソーケンビル1階
伊勢原市伊勢原1-4-11
伊勢原市伊勢原1-4-22
伊勢原市伊勢原1-4-23 第5伝田ビルB1
伊勢原市伊勢原1-5-1
伊勢原市伊勢原1-5-1 第3牧野ビル1階A号室

伊勢原市伊勢原1-5-3-2階
伊勢原市伊勢原1-5-4 サンライトビル1階
伊勢原市伊勢原1-5-4 サンライトビル2階-D

伊勢原市伊勢原1-5-6 中央北⼝ビル1.2階
伊勢原市伊勢原1-5-11
伊勢原市伊勢原1-6-8
伊勢原市伊勢原1-7-7 ブルグ177-1階
伊勢原市伊勢原1-11-22
伊勢原市伊勢原1-11-22
伊勢原市伊勢原1-11-22
伊勢原市伊勢原1-11-22 オフィスジャパンビル101

伊勢原市伊勢原1-11-22 オフィスジャパンビル2階

伊勢原市伊勢原1-14-11
伊勢原市伊勢原1-14-14
伊勢原市伊勢原1-14-14 伊勢原ビル1階
伊勢原市伊勢原1-14-14 ソーケン伊勢原ビル3階

伊勢原市伊勢原1-14-18 岩崎ビル1階
伊勢原市伊勢原1-15-14
伊勢原市伊勢原1-15-14
伊勢原市伊勢原1-15-14 第1原富ビル2階
伊勢原市伊勢原1-15-14 原富ビル1階
伊勢原市伊勢原1-15-17
伊勢原市伊勢原1-16-1
伊勢原市伊勢原1-16-1-103
伊勢原市伊勢原1-16-14 SビルB1
伊勢原市伊勢原1-17-1 YKビル1階
伊勢原市伊勢原1-17-1 YKビル1階
伊勢原市伊勢原1-17-1 YKビル1階
伊勢原市伊勢原1-17-1 YKビル1階3号
伊勢原市伊勢原1-17-2
伊勢原市伊勢原1-17-5 クロダビル1階
伊勢原市伊勢原1-17-5 ⿊田ビル一階
伊勢原市伊勢原1-17-12 towa house201
伊勢原市伊勢原1-17-12 towa house202
伊勢原市伊勢原1-17-15 1階店舗
伊勢原市伊勢原1-18-1
伊勢原市伊勢原1-19-1
伊勢原市伊勢原1-19-2
伊勢原市伊勢原1-19-3
伊勢原市伊勢原1-20-11
伊勢原市伊勢原1-24-3-101
伊勢原市伊勢原1-24-3 相湘21伊勢原ビル103

伊勢原市伊勢原1-24-5 大沢ビル102

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-76/86

電話番号
0463-92-6629
0463-73-5857
0463-94-5950
0463-93-5420
0463-65-0790
0463-95-2666
－
0463-93-2347
0463-95-5559
0463-91-5775
0463-63-3367
0463-96-5551
0463-79-6675
0463-93-5422
0463-91-0280
－
0463-95-5111
0463-95-6686
0463-95-0444
0463-91-2150
0463-92-3912
0463-91-0374
0463-74-4113
0463-93-0613
0463-63-2460
0463-93-8307
0463-63-3787
－
0463-79-8986
0463-94-5494
－
0463-93-1713
0463-73-5331
0463-95-4713
－
－
0463-92-1754
－
－
0463-92-5105
0463-79-9898
－
0463-95-1492
－
－
0463-72-8061
0463-92-8807
0463-45-5366
－
－
－
0463-71-6773
－
0463-93-6428
0463-91-0555
0463-91-6707

店舗名
レッドピーマン
すし処さくら
酒処包丁処川幸
カトマンズバール
コゲメ
焼鳥大山
カラオケポンポン
旬菜旬魚びび
バー クルーズ
ちあき
彩食絢味
九州魂伊勢原店
居酒屋花子
かえで
有限会社こみや料亭
食堂いとう
ホテルセレクトイン伊勢原
kitchen&bar siesta
多鶴
ゑびす家
スナック摩周湖
小料理 好美
手打ち蕎⻨ 越峠
魚喜代
スナックRiRi
やきとり大吉伊勢原駅北⼝店
和食しろつばき
とん吉
リトル
中国料理 眞好味
本家北京亭
田舎鮨
樓蘭
らーめん壱勢家
Restaurant Cafe LIFE
やきとり大吉伊勢原店
スナッククロード
割烹 都寿司
ドゥジェム
CIZA Restaurant&Bar
やきとり はまちゃん
快活CLUB伊勢原店
GIANTPANDA
中華料理福隆
和食麺処サガミ伊勢原店
すき家 伊勢原歌川店
はなまるうどん伊勢原アクロスプラザ店
サーティワンアイスクリーム アクロスプラザ伊勢原店
中華 大⿊家
タントベルデ
kurumiカフェ
さくらや
茶寮石尊
大山阿夫利神社 洗心閣(参集殿)
岩太夫
清水屋

住所
伊勢原市伊勢原1-24-5 大澤ビル1階
伊勢原市伊勢原1-25-21
伊勢原市伊勢原2-1-5
伊勢原市伊勢原2-2-21-2階
伊勢原市伊勢原2-2-23 第一ガーデンビル1階

伊勢原市伊勢原2-2-25
伊勢原市伊勢原2-4-18
伊勢原市伊勢原2-5-5
伊勢原市伊勢原2-5-32 オオサワ・ザ・セカンド2階

伊勢原市伊勢原2-5-40 ウサミハイツ1階
伊勢原市伊勢原2-5-40 うさみハイツ1階
伊勢原市伊勢原2-5-43
伊勢原市伊勢原2-7-29
伊勢原市伊勢原2-9-1
伊勢原市伊勢原2-9-29
伊勢原市伊勢原2-10-34
伊勢原市伊勢原3-1-7
伊勢原市伊勢原3-7-2 大河原ビル1階
伊勢原市伊勢原3-8-13
伊勢原市伊勢原3-8-15
伊勢原市伊勢原3-11-9
伊勢原市伊勢原3-11-9
伊勢原市伊勢原3-12-1
伊勢原市伊勢原3-12-4
伊勢原市伊勢原3-12-4
伊勢原市伊勢原4-13-28
伊勢原市伊勢原4-15-35
伊勢原市伊勢原4-16-14
伊勢原市伊勢原4-635-1 ヤマキビル102
伊勢原市伊勢原4-637-1-105
伊勢原市板⼾192-1
伊勢原市板⼾193-6
伊勢原市板⼾249-7
伊勢原市板⼾271-5
伊勢原市板⼾271-5
伊勢原市板⼾406-2
伊勢原市板⼾408
伊勢原市板⼾421
伊勢原市板⼾433-1
伊勢原市板⼾442 伊勢原ボウル2階
伊勢原市板⼾521
伊勢原市板⼾569-1
伊勢原市板⼾642-1 フロム伊勢原1階
伊勢原市板⼾682-1
伊勢原市板⼾740-1
伊勢原市歌川1-3-11
伊勢原市歌川2-5-1
伊勢原市歌川2-5-1
伊勢原市大住台1-12-8
伊勢原市大住台3-3-1
伊勢原市大山12
伊勢原市大山12
伊勢原市大山12
伊勢原市大山12
伊勢原市大山239
伊勢原市大山295

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-77/86

電話番号
0463-96-5665
－
0463-91-1115
－
050-6876-6861
0463-96-2941
0463-91-6100
0463-79-8280
0463-96-2244
－
0463-75-8629
0463-92-7778
－
0463-93-7946
0463-95-0209
0463-93-0306
0463-97-2222
0463-91-3939
0463-94-3708
0463-95-0167
－
－
0463-93-4580
0463-95-2488
－
0463-96-5777
0463-74-5320
0463-94-6693
0463-59-9430
0463-91-8912
0463-91-7080
0463-96-6612
0463-45-0946
0463-67-7668
0463-92-0231
0463-93-3530
0463-95-9619
0463-95-0024
0463-95-8055
0463-95-6512
－
0463-97-2188
0463-92-8999
0463-63-3168
0463-92-3185
0120-498-007
0463-96-2887
0463-91-3107
0463-51-6195
0463-72-8991
0463-73-8239
－
0463-94-3628
0463-75-8899
－
0463-95-2018

店舗名
旅館 髙尾
宿坊かげゆ
有限会社 獅子山荘
旅館かすみ荘
下神崎荘
松鈴庵
旅館上神崎
蓬生亭辺⾒
四季の懐石小笠原
山荘なぎさ
つたお旅館
旅館⽬⿊
東學坊
夢心亭
おゝすみ山荘
古宮旅館
食堂大⿊
⻘木館
和仲荘
⾦子屋
旅館あさだ
御食事・喫茶 山ゆり
⻄の茶屋
大山ウルワシ本舗
とうふ処小川家
ねぎし旅館
ゑびすや土産品店
塚本みやげ店
かんき楼
大滝荘たけだ旅館
回転寿司ふじ丸
笠寿し
薮そば
山⻄苑
Alberobello
和創作懐石MaSa好
台湾料理 昇⿓
石田牧場のジェラート屋めぐり
焼肉 くりはら
オロチョンラーメン利しり
おもしろカラオケたみちゃん
ジュリアーノ
ラーメン風林火山
ココス伊勢原店
ホテルルートイン伊勢原大山インター
丸⻲製麺伊勢原
中国飯店 鳳華
くら寿司伊勢原店
バーミヤン 伊勢原
地魚料理 田中屋
吉川醸造
伊勢原カントリークラブ
ドトールコーヒーショップ伊勢原店
箱根そば伊勢原店
⽇高屋 小田急マルシェ伊勢原店
イタリアントマトカフェジュニア小田急マルシェ伊勢原店

住所
伊勢原市大山306
伊勢原市大山314
伊勢原市大山325
伊勢原市大山330
伊勢原市大山348
伊勢原市大山349
伊勢原市大山381
伊勢原市大山413
伊勢原市大山415
伊勢原市大山421
伊勢原市大山422
伊勢原市大山433
伊勢原市大山437
伊勢原市大山441
伊勢原市大山490
伊勢原市大山512
伊勢原市大山544-1
伊勢原市大山558
伊勢原市大山580
伊勢原市大山585
伊勢原市大山594
伊勢原市大山611-1
伊勢原市大山614
伊勢原市大山615-1
伊勢原市大山637
伊勢原市大山640
伊勢原市大山647
伊勢原市大山658
伊勢原市大山662
伊勢原市大山908
伊勢原市岡崎4855-1
伊勢原市笠窪383-15
伊勢原市笠窪415-5
伊勢原市笠窪419-4
伊勢原市上粕屋298
伊勢原市上粕屋299-1 アルベロベッロポポロ広場内

伊勢原市上平間421-1
伊勢原市上谷777
伊勢原市串橋61-2
伊勢原市串橋68-5
伊勢原市串橋164
伊勢原市串橋349-18
伊勢原市小稲葉1267-1
伊勢原市神⼾410
伊勢原市神⼾417-1
伊勢原市神⼾549-4
伊勢原市神⼾552-5
伊勢原市神⼾589-1
伊勢原市神⼾590-1
伊勢原市神⼾621
伊勢原市神⼾681
伊勢原市子易132
伊勢原市桜台1-1-7
伊勢原市桜台1-1-7 小田急線伊勢原駅改札横
伊勢原市桜台1-1-7 小田急マルシェ伊勢原1階
伊勢原市桜台1-1-7 小田急マルシェ伊勢原1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-78/86

電話番号
0463-95-2072
0463-95-2004
－
0463-95-2050
0463-95-2071
0463-93-6289
0463-95-2057
0463-94-3476
0463-95-2753
0463-95-2041
－
0463-94-4866
0463-95-2038
0463-91-1551
－
0463-95-2051
0463-95-2253
0463-95-2008
0463-95-2028
0463-95-2262
0463-95-2035
－
0463-93-3399
0463-94-5352
－
0463-95-2254
0463-95-2263
0463-95-4391
－
0463-95-2027
0463-91-1400
－
0463-92-2743
0463-93-4129
0463-91-0088
0463-59-9224
－
0463-93-4870
－
－
－
0463-93-9569
0463-91-6638
050-3333-9057
050-5847-7771
0463-93-1022
0463-93-1612
0463-79-9610
0463-90-1649
－
0463-95-3071
0463-95-3095
0463-97-3501
0463-97-2781
0463-95-6381
0463-96-2821

店舗名
鳥メロ伊勢原駅南⼝店
藤華軒
居酒屋海鮮丸
あがれや
ポリネシア
モスバーガー伊勢原店
ケンタッキーフライドチキン 伊勢原
しゃかりき伊勢原店
大衆ビストロライオン
さざん屋伊勢原店
ラウンジバー Den
Sonora
茶屋 ながおか
はなる
お好み焼き&カフェおたふく
テイク5
松屋伊勢原店
夜香閣
千年の宴伊勢原南⼝駅前店
ブラウンシュガー伊勢原南⼝店
藤之家
ビッグエコー伊勢原駅前店
サイゼリヤ いせはらcoma店
江⼾風らーめんにほんばし
ファーストキッチン 伊勢原イトーヨーカドー
中国酒家牡丹園
ホット・ネオ
炭火やきとり串三
らーめん ぎょうてん屋 伊勢原店
肴鮨菜むつき
ドロンパ
びび はなれ
DAWATHALALFOOD
アパホテル〈伊勢原駅前〉
BOBベトナムレストラン店
bar a vin wataru
鉄板酒BARゴーゴー
中華つくし
酒処 つじや
スナック えび寿
ブランチ
おそばや せき野
パブ ニュードルチェ
スナック ルナ
pure
REAL
Jun
一番や
一心
Crystal
パブ モト
ホルモンぶんぶく
らーめん小僧
スナック 天々
きらく食堂
そば処だるま

住所
伊勢原市桜台1-1-14 第2牧野ビル2階
伊勢原市桜台1-1-18 大野ビル1階
伊勢原市桜台1-1-19 大沢ビル2階
伊勢原市桜台1-1-25 アーバンヒルズ101
伊勢原市桜台1-1-43
伊勢原市桜台1-1-43
伊勢原市桜台1-2-3
伊勢原市桜台1-2-5 丸石ビル2階
伊勢原市桜台1-2-5 丸石ビル3階
伊勢原市桜台1-2-7 菅沼ビルB1
伊勢原市桜台1-2-24
伊勢原市桜台1-2-24 深瀬ビル102
伊勢原市桜台1-2-30
伊勢原市桜台1-2-30
伊勢原市桜台1-2-30
伊勢原市桜台1-2-30-2階
伊勢原市桜台1-2-30 三協ビル
伊勢原市桜台1-2-30 三協ビル2階
伊勢原市桜台1-2-34 伊勢原大神宮ビル 5階

伊勢原市桜台1-3-1
伊勢原市桜台1-3-3
伊勢原市桜台1-3-3
伊勢原市桜台1-3-3
伊勢原市桜台1-8-1

伊勢原coma1階
いせはらcoma5階
伊勢原とうきゅう5階
イトーヨーカドー4階

伊勢原市桜台1-8-1 イトーヨーカドー伊勢原店1階

伊勢原市桜台1-9-5
伊勢原市桜台1-9-12 スカイビル⾦田2階
伊勢原市桜台1-9-15
伊勢原市桜台1-9-20
伊勢原市桜台1-10-16
伊勢原市桜台1-10-21
伊勢原市桜台1-10-21
伊勢原市桜台1-10-21-2階
伊勢原市桜台1-11-3
伊勢原市桜台1-11-22
伊勢原市桜台1-11-23
伊勢原市桜台1-11-23
伊勢原市桜台1-11-25
伊勢原市桜台1-12-12
伊勢原市桜台1-12-24 1階-A
伊勢原市桜台1-12-24 KM桜台ビル1階
伊勢原市桜台1-13-3
伊勢原市桜台1-15-2
伊勢原市桜台1-15-2
伊勢原市桜台1-15-2 三武ビル2階
伊勢原市桜台1-15-2 ノザキビル1階
伊勢原市桜台1-15-2 ノザキビル3階
伊勢原市桜台1-15-3-1階
伊勢原市桜台1-15-4
伊勢原市桜台1-15-4 ⻘木ビル3階
伊勢原市桜台1-17-1
伊勢原市桜台1-18-1
伊勢原市桜台1-18-1
伊勢原市桜台1-18-1
伊勢原市桜台1-18-6
伊勢原市桜台1-19-1 萩原ビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-79/86

電話番号
0463-90-1577
0463-92-1554
0463-96-6020
0463-96-1520
0463-93-7322
0463-93-6001
0463-90-1800
0463-92-1411
0463-92-0336
0463-91-0321
－
0463-73-8441
－
0463-93-0700
－
－
0463-97-7101
－
0463-93-4488
0463-94-5828
0463-93-2156
0463-79-5900
0463-90-1376
0463-96-5237
0463-96-5263
046-393-8520
0463-94-4448
0463-75-9783
0463-95-2344
0463-93-9802
－
0463-73-8017
0463-95-4444
0463-91-6988
0463-96-5155
0463-91-1113
0463-74-6058
0463-95-0432
－
－
－
0463-92-6053
0463-92-0554
－
0463-71-5666
0463-92-8018
0463-94-4415
0463-95-7217
0463-75-9787
－
－
0463-95-5625
0463-92-0488
0463-74-5880
0463-95-0457
0463-91-7667

店舗名
鳥一
呑み処 かおる
海ぼうず
ナイトガ-デンコットン
居酒屋みちくさ
スナック キャッツアイ
しあわせ
駅
tinpanキッチン
Grafty
コーヒー&スナック えんか
レストランドリーム
グラッチェガーデンズ 伊勢原桜台
専科 伊勢原店
居酒屋 すず
スナック美望人
kuro96
すき家 伊勢原桜台店
福禄寿
カラオケ酒場りすたーと
スナック もみじ
スナックかだん
⻲山社中
奄美居酒屋ルリカケス
牛角伊勢原店
スナック おーどりー
ナイトスポットティアラ
匠味
末廣
ドレファラシド
インディアンオリエンタルカフェダイニングスタミナ2
スターバックスコーヒー 東海大学医学部付属病院店
スターバックスコーヒー 伊勢原成瀬店
LOCH DHU
スシロー伊勢原店
壱角家伊勢原店
すき家 246号伊勢原⽩根店
なまらうまいっしょR246伊勢原店
ステーキガスト 伊勢原
サイゼリヤ 伊勢原店
ビッグボーイジャパン伊勢原店
どさん子大将伊勢原店
たんぽぽ
NINA厨房
呑屋 ⼾と炉
とうげん
スナックやすらぎ
うりずん
匠ホール茜
お好み焼本舗伊勢原店
寿司 儀
インディアンオリエンタルカフェダイニングスタミナ
ジョナサン 伊勢原
しゃぶ葉 伊勢原
から好し 伊勢原
アゼリア

住所
伊勢原市桜台1-19-1 萩原ビル1階
伊勢原市桜台1-19-1 萩原ビル1階6
伊勢原市桜台1-20-3 カーサアンジェラ1階
伊勢原市桜台1-22-1 ⻘木ビル1階
伊勢原市桜台1-22-29
伊勢原市桜台1-22-29
伊勢原市桜台1-22-29
伊勢原市桜台1-22-29
伊勢原市桜台1-22-29-102
伊勢原市桜台1-24-9
伊勢原市桜台1-30-18
伊勢原市桜台1-30-18
伊勢原市桜台1-33-5
伊勢原市桜台2-1-27 キタカドビル2階
伊勢原市桜台2-6-5 SSKビル102
伊勢原市桜台2-6-5 SSKビル103
伊勢原市桜台2-13-8
伊勢原市桜台2-13-14
伊勢原市桜台2-22-1
伊勢原市桜台2-22-1 不⼆ビル1階
伊勢原市桜台2-22-1 不⼆ビル1階
伊勢原市桜台2-25-21
伊勢原市桜台3-5-29-1-c
伊勢原市桜台3-6-2
伊勢原市桜台3-6-6
伊勢原市桜台3-7-24 ⾜⽴ビル1階
伊勢原市桜台3-7-24 ⾜⽴ビル2階
伊勢原市桜台3-11-11
伊勢原市桜台4-27-4
伊勢原市桜台4-27-22
伊勢原市桜台4-27-22

電話番号
0463-91-5489
0463-96-2025
0463-98-3366
0463-93-3350
0463-93-0544
0463-94-1973
0463-93-5558
－
0463-92-0202
0463-91-0770
0463-93-3866
－
0463-90-1955
－
0463-92-5007
0463-74-6353
0463-73-8596
0120-498-007
0463-94-3322
－
0463-93-8306
0463-92-1708
0463-92-6101
－
0463-98-3229
0463-92-3553
－
0463-67-6688
0463-94-7215
0463-95-7130
0463-45-4998
伊勢原市下糟屋143 東海大学医学部付属病院 0463-90-1230
伊勢原市下糟屋2008-1
0463-97-2377
伊勢原市下糟屋2336
0463-73-5331
伊勢原市下糟屋3020
0463-97-2325
伊勢原市⽩根94-1
0463-91-7333
伊勢原市⽩根95-1
0120-498-007
伊勢原市⽩根494-3
0463-74-6702
伊勢原市⽩根496
0463-90-1270
伊勢原市⽩根596-1
0463-97-4161
伊勢原市⽩根618
0463-92-2740
伊勢原市⽩根620-1
0463-93-5672
伊勢原市⽩根648-1
0463-96-6039
伊勢原市高森2-4-12
0463-79-5367
伊勢原市高森3-4-22
－
伊勢原市高森3-4-23 コーポ高森101
0463-73-5939
伊勢原市高森6-1591-1 サンコーポ塚越103号室 0463-92-0387
伊勢原市高森1023-1
0463-92-3222
伊勢原市高森1741-2
－
伊勢原市高森1825-2
0463-86-6883
伊勢原市高森台2-7-11
0463-93-0007
伊勢原市田中84-1 グレース吉川1階
0463-92-5533
伊勢原市田中86-1
0463-97-5012
伊勢原市田中90-1
0463-90-1660
伊勢原市田中96-1
0463-97-2580
伊勢原市田中101
0463-93-8918

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-80/86

店舗名
幸楽苑 伊勢原店
焼肉きんぐ伊勢原店
回転寿し活鮮 伊勢原店
焼肉レストラン伽耶
たけ美
葉っぱのきもち 森のカフェ
コーヒーロースト伊勢原店
祥庵
THAI PINTO
ラーメンショップ沼⽬
カラオケスナックえらぶ
ずむずむ
やきとり伊勢原まるや
とがくし
ラーメンの店 めんや
焼き鳥のかい伊勢原店
居酒屋うさぎ
和膳 照國
大勝軒 伊勢原店
いせ福
レストランLa 雅寿
NAMASTE ナマステ
台湾料理福婷
オリーヴの樹
⽇向天成園
⽇向山荘
クアハウス山小屋
居酒屋 美優貴寿司
ゆるりと菜村さ来寒川店
CooCooPacPac
昭和沖縄レストラン 具志堅の家
やきとり 信ちゃん
ねむの木
スナックチエ
キッチンロック kitchen69
吉野家寒川一之宮店
百味鮮
食厨房 なかなか
バンビ
カラオケ・オアシス・リシェス
ピアぴあ
ホルモンや 一⿓
RAMEN ブリキの木こり
肴菜やどんぐり
⻯家
居酒屋 嵐坊
焼肉⿓苑
麺Bar Docoso
大正麺業
麺屋 銀次
ラーメンショップ寒川⻄店
カラオケバンバン寒川店
焼き鳥やっちゃん
居酒屋つるっぱげ
151
Dining サン

住所
伊勢原市坪ノ内71-4
伊勢原市坪ノ内72-1
伊勢原市坪ノ内240-7
伊勢原市坪ノ内659-2
伊勢原市坪ノ内860
伊勢原市⻄富岡1067
伊勢原市⻄富岡1074-8
伊勢原市⻄富岡1372

電話番号
0463-98-1571
0463-97-0801
0463-90-3357
0463-92-5022
0463-94-4127
0463-45-4474
0463-74-4567
0463-91-0933
伊勢原市沼⽬1-96-1 ローズガーデンヒルズ1号
0463-57-2059
伊勢原市沼⽬1-99-1
0463-91-5277
伊勢原市沼⽬3-8-24
0463-95-2332
伊勢原市東大⽵2-1556-5
0463-94-9319
伊勢原市東大⽵723
0463-65-0855
伊勢原市東大⽵922-1
0463-93-2534
伊勢原市東大⽵923-1
0463-92-5730
伊勢原市東大⽵929-1
0463-94-3900
伊勢原市東大⽵934
－
伊勢原市東大⽵937-1
0463-92-1919
伊勢原市東大⽵945-3
0463-93-9905
伊勢原市東大⽵1556-1
0463-91-6877
伊勢原市東成瀬20-14
0463-91-0141
伊勢原市東成瀬25-3-101
0463-67-9977
伊勢原市東成瀬36-2
0463-92-3368
伊勢原市⽇向190
0463-93-5928
伊勢原市⽇向752
0463-92-2040
伊勢原市⽇向1753
－
伊勢原市⽇向2184-1
0463-92-7750
高座郡寒川町一之宮1-5-15
－
高座郡寒川町一之宮1-8-9
0467-74-8810
高座郡寒川町一之宮1-12-27
0467-81-3287
高座郡寒川町一之宮2-10-3
0467-84-8544
高座郡寒川町一之宮2-10-29
0467-74-6996
高座郡寒川町一之宮2-10-29
0467-74-4224
高座郡寒川町一之宮2-10-29
－
高座郡寒川町一之宮2-12-1
0467-38-6940
高座郡寒川町一之宮2-12-15
0467-72-2205
高座郡寒川町一之宮2-12-18
0467-75-3655
高座郡寒川町一之宮2-12-18 グローリア2000-102 0467-75-9332
高座郡寒川町一之宮2-13-30
－
高座郡寒川町一之宮2-22-10
－
高座郡寒川町一之宮2-23-3
0467-74-5252
高座郡寒川町一之宮3-2-11
－
高座郡寒川町一之宮3-2-11
－
高座郡寒川町一之宮3-3-6
0467-74-5987
高座郡寒川町一之宮3-5-7
0467-73-0396
高座郡寒川町一之宮3-11-1
0467-73-4433
高座郡寒川町一之宮3-12-5
0467-75-3514
高座郡寒川町一之宮3-12-11
－
高座郡寒川町一之宮3-15-12
－
高座郡寒川町一之宮4-6-22
－
高座郡寒川町一之宮4-21-18
0467-75-8077
高座郡寒川町一之宮5-9-35GTビル2階
050-3134-0830
高座郡寒川町一之宮7-1-20
－
高座郡寒川町一之宮7-2-2
－
高座郡寒川町一之宮7-2-6
0467-91-4141
高座郡寒川町一之宮7-2-6
0467-95-3971

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-81/86

店舗名
スナック 北⽃
スナック舞
炭火焼肉牛⼒
食べ呑み処ななよん
俵屋倶楽部 お食事処なごみ
柳寿司
小料理よこて
⿓宴
マクドナルド寒川大曲店
バーミヤン 寒川大曲
焼肉天⿓寒川店
喜多方ラーメン坂内 湘南寒川店
手打ちそば東風園
のんき家
フロルノーチェ
餃子伝説寒川店
サイゼリヤ 寒川店
大衆やきとん豚若丸
スナック柴
THE/ROOM
巴屋 寒川駅前店
かすがい食堂 Pirahu
Cafe Fleur
和飲食堂 湘南店
源平家 寒川店
⽉あかり寒川
海鮮食堂なぎ寒川店
天の魚
食事処まるよし
焼鳥 心羽
寒川やまと
割烹北国
PASSO
田舎寿司
HOLE BAR
大衆食堂 たーさん
湘南の魚 じんべえ
グラッチェガーデンズ 寒川
焼肉 明洞
レストランイデ
フォースア
想い出
居酒屋 やすらぎ
ひまわり倶楽部
ホルモン酒場 登⿓⾨
スナック舞
居酒屋 ふるさと
喫茶&パブ フリータイム
みんなの食堂
焼肉イナミ
楓
あっちゃんのお台所
呑み処 あかり
焼肉愛加那倉⾒店
もんじゃ焼てな
倉富

住所
高座郡寒川町一之宮7-2-6
高座郡寒川町一之宮7-2-6-102
高座郡寒川町一之宮7-6-7
高座郡寒川町一之宮7-7-4 パルネットイリサワ102

高座郡寒川町一之宮8-6-13
高座郡寒川町一之宮8-9-12
高座郡寒川町一之宮9-4-10
高座郡寒川町一之宮9-22-6
高座郡寒川町大曲2-9-26
高座郡寒川町大曲3-6-1
高座郡寒川町大曲3-6-16
高座郡寒川町大曲3-11-1
高座郡寒川町大曲3-11-2
高座郡寒川町大曲3-11-17
高座郡寒川町大曲3-11-18
高座郡寒川町大曲3-12-29
高座郡寒川町大曲3-16-13
高座郡寒川町岡田1-1-7 第2サトウビル1階
高座郡寒川町岡田1-1-9 佐藤ビル1階
高座郡寒川町岡田1-1-9 サトウビル2階東
高座郡寒川町岡田1-5-10
高座郡寒川町岡田1-6-6
高座郡寒川町岡田1-6-6 ディアノビル2階
高座郡寒川町岡田1-8-8-1階
高座郡寒川町岡田1-9-21
高座郡寒川町岡田1-11-1
高座郡寒川町岡田1-11-1 グリーンノア1階
高座郡寒川町岡田1-15-1フジタビル2階
高座郡寒川町岡田1-21-3
高座郡寒川町岡田1-23-7
高座郡寒川町岡田1-23-8
高座郡寒川町岡田2-2-21
高座郡寒川町岡田2-3-9
高座郡寒川町岡田2-13-22
高座郡寒川町岡田2-13-22
高座郡寒川町岡田2-16-5
高座郡寒川町岡田3-2-1
高座郡寒川町岡田3-7-41
高座郡寒川町岡田3-20-24
高座郡寒川町岡田5-18-5
高座郡寒川町岡田6-7-22-1階 左店舗
高座郡寒川町岡田6-7-22-1階 右店舗
高座郡寒川町岡田6-9-26
高座郡寒川町岡田6-9-27
高座郡寒川町岡田6-10-25
高座郡寒川町岡田6-10-25
高座郡寒川町岡田6-10-25
高座郡寒川町岡田7-2-15
高座郡寒川町岡田7-2-24
高座郡寒川町岡田7-2-31
高座郡寒川町岡田1151-1-103
高座郡寒川町岡田1151-1北野ビル102
高座郡寒川町岡田1151-3
高座郡寒川町倉⾒401-3
高座郡寒川町倉⾒401-6
高座郡寒川町倉⾒462-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-82/86

－

電話番号

0467-26-4888
0467-75-2929
－
0467-75-0932
－
－
0467-75-0443
0467-72-2435
0467-72-1605
0467-75-8899
0467-72-1571
0467-75-7773
0467-75-7251
－
0467-73-3303
0467-72-5607
0467-33-5905
0467-74-1777
－
0467-74-2531
－
0467-26-3242
0467-53-8388
0467-75-2242
0467-38-6660
0467-38-6660
0467-33-5340
0467-75-2047
0467-67-8416
0467-75-6035
0467-74-4210
0467-73-0706
0467-75-7722
0467-75-3766
－
0467-75-2457
0467-72-1020
0467-75-5909
0467-72-1154
－
0467-50-0695
0463-73-3077
0467-75-7441
0467-75-2129
－
0467-74-7577
0467-75-8866
0467-38-7717
0467-74-5992
－
0467-73-7536
－
0467-73-4143
0467-74-5988
0467-75-1829

店舗名
JX⾦属株式会社社員クラブ
五⼗鈴
炭火焼肉わいえふ
ガスト 倉⾒
スタミナカレーBUTA小屋
湘南フォー
ゆで太郎もつ次郎寒川店
四季
小料理 つくし
居酒屋あき
ちゃこ
来来亭寒川店
七輪焼肉安安 寒川倉⾒店
松屋寒川倉⾒店
カレーハウスCoCo壱番屋寒川倉⾒店
ケンタッキーフライドチキン 寒川町倉⾒店
和食 南
居心家処 まっしぐら
飯酒家 ⽵
いろは寿司
英
中華料理 好来
花紋
まるめしや
インドレストラン モジャ
スナック ジュン
巴屋寒川小谷店
天王家
酒肴処さち
歩
志延庵
らぁめん 一路
すき家 寒川田端店
ガスト 寒川田端
リバティポートスペース
五風⼗雨
すしフレンチ⻘山大寿司
ホルモン玉ちゃん
食堂ゴールドラッシュ
コメダ珈琲寒川店
中華そば寅寒川店
蔵のカルビ 寒川店
スナック すぬーぴー
寒川峰本
スナックけい子II
とんかつ水⿓
寒川斎場
ステーキハウスタワラ
中国料理逸品餃子
から好し 寒川
夢庵 寒川
ステーキガスト 寒川
F'sK itchen
韓国料理オムニ
わがまま
家庭風居酒屋ひろちゃん家

住所
高座郡寒川町倉⾒491
高座郡寒川町倉⾒516
高座郡寒川町倉⾒519
高座郡寒川町倉⾒523-1
高座郡寒川町倉⾒547-4-A
高座郡寒川町倉⾒547-4-B
高座郡寒川町倉⾒557-1
高座郡寒川町倉⾒569
高座郡寒川町倉⾒569
高座郡寒川町倉⾒569
高座郡寒川町倉⾒621-7
高座郡寒川町倉⾒825-2
高座郡寒川町倉⾒847-2
高座郡寒川町倉⾒849-3
高座郡寒川町倉⾒875
高座郡寒川町倉⾒1083-3
高座郡寒川町倉⾒1121-2
高座郡寒川町倉⾒1182-5
高座郡寒川町倉⾒1190-4
高座郡寒川町倉⾒2856-2
高座郡寒川町倉⾒2883-3
高座郡寒川町倉⾒2884-1
高座郡寒川町倉⾒3786-1
高座郡寒川町倉⾒3793-6
高座郡寒川町小谷1-1-3
高座郡寒川町小谷1-1-43
高座郡寒川町小谷1-1-43
高座郡寒川町小谷1-1-43
高座郡寒川町小谷1-11-65
高座郡寒川町小動976-54
高座郡寒川町田端1115
高座郡寒川町田端1165-2
高座郡寒川町田端1445-1
高座郡寒川町田端1495
高座郡寒川町田端2033-1丸栄商事2階
高座郡寒川町中瀬6-9-1階
高座郡寒川町宮山6-3
高座郡寒川町宮山8-2
高座郡寒川町宮山11
高座郡寒川町宮山95-1
高座郡寒川町宮山119-1
高座郡寒川町宮山120-5
高座郡寒川町宮山123-2
高座郡寒川町宮山124-1
高座郡寒川町宮山126-3
高座郡寒川町宮山126
高座郡寒川町宮山133-2
高座郡寒川町宮山170-1
高座郡寒川町宮山171-7
高座郡寒川町宮山173-1
高座郡寒川町宮山368-1
高座郡寒川町宮山420-1
高座郡寒川町宮山1134-5
高座郡寒川町宮山1846-12
高座郡寒川町宮山2262-3
高座郡寒川町宮山2809-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-83/86

電話番号
0467-75-6778
0467-75-6031
0467-75-3087
0467-72-1021
0467-75-8110
－
0467-84-8440
0467-73-1055
－
－
0467-74-2692
0467-73-0070
0467-39-6803
0467-72-5233
0467-72-0320
0467-72-1130
0467-74-2198
0467-38-7135
0467-75-5939
0467-74-3963
0467-75-6266
0467-74-0755
－
0467-37-8641
0467-72-5006
－
0467-74-3167
0467-75-0855
－
0467-73-1433
0467-75-7718
－
0120-498-007
0467-72-2705
0467-73-5125
0467-81-4454
0467-74-0530
－
－
0467-84-8575
0467-74-2700
0467-84-7088
－
0467-73-3535
0467-74-7474
0467-74-1077
0467-73-4444
0467-75-2870
0467-84-8668
0467-74-7735
0467-75-7113
0467-74-1022
0467-38-6981
0467-74-6365
－
0467-75-0836

店舗名
Dragon's Kitchen 天⿓
すき家 寒川宮山店
ピッツェリアヴェルデ
Diner Feel
居酒家 ふじ
そば処 八福茶屋
株式会社 ⻘葉
レストランKoyo
善磯
ダックテール
今古今
五⼗八
CANCAN
松⽉
磯人
大磯迎賓舘
大磯 冨久寿司
マッサマンタイキッチン
國よし蒲焼店
espace
茶屋町カフェ
カフェあおばと&ギャラリーさざれ石
CHAIRO-curry
ばがぼんど
はやし亭
OISO CONNECT CAFE
めしや大磯港
居酒屋おけや
磯茶寮
kikocafeごはんとおやつのおみせ
大磯海そば
At GALLERY N'CAFE
和食よつ葉
鉄板ダイニング⿓
ぶんがらや
ジョリーパスタ大磯店
うどんAGATA
昭庵
ビストロシャルマン
レストラン 湖畔亭
レイクウッドGC2階レストラン
レイクウッドGC従業員食堂
夢庵 大磯
えびや
隠れ居酒屋わにのへそ
媽媽厨房
丸源ラーメン 大磯店
uronya大磯店
らーめん一刻家
ラピスラズリ
地魚と⾃然薯料理 海山
大磯ゴルフコース
THERMAL SPA S.WAVE
大磯プリンスホテル 中国料理 滄
大磯プリンスホテル メインバンケットホール
大磯プリンスホテル S.DINING

住所
高座郡寒川町宮山3459-7
高座郡寒川町宮山3460-1
高座郡寒川町宮山3460-3
高座郡寒川町宮山3563-12
高座郡寒川町宮山3563-12
高座郡寒川町宮山3830
高座郡寒川町宮山3835-1
高座郡寒川町宮山3861
中郡大磯町生沢622
中郡大磯町大磯1203
中郡大磯町大磯55
中郡大磯町大磯781
中郡大磯町大磯867-3
中郡大磯町大磯871
中郡大磯町大磯878 相互ビル102号
中郡大磯町大磯1007
中郡大磯町大磯1027
中郡大磯町大磯1045-6
中郡大磯町大磯1085
中郡大磯町大磯1098
中郡大磯町大磯1156-10
中郡大磯町大磯1174
中郡大磯町大磯1202-1
中郡大磯町大磯1231-12
中郡大磯町大磯1292

電話番号
－
0120-498-007
0467-73-4101
－
0467-74-8248
0467-73-0808
0467-73-0001
0467-72-5877
0463-71-2222
0467-82-5028
0463-71-5741
－
0463-57-7199
0463-61-0037
－
050-3385-0013
0463-61-6530
0463-62-1787
0463-61-0423
0463-62-1255
－
0463-67-9662
0463-67-7942
0463-61-6009
0463-61-0516
中郡大磯町大磯1398-6 OISO CONNECT2階
0463-73-5560
中郡大磯町大磯1398-18
0463-62-1755
中郡大磯町大磯1451
－
中郡大磯町大磯1627-1
0463-75-8772
中郡大磯町大磯1684-4
0463-86-6637
中郡大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯102 －
中郡大磯町大磯1857
0463-45-0452
中郡大磯町大磯1867-1 メイゾンYA101 0463-45-1208
中郡大磯町大磯1867-1 メイゾンYA102 0463-74-6418
中郡大磯町大磯1982-5
0463-74-5749
中郡大磯町大磯2108-2
0463-60-3555
中郡大磯町⽉京29-7
0463-68-6888
中郡大磯町⽉京33-16
0463-73-0911
中郡大磯町⽉京33-18
0463-71-3419
中郡大磯町⿊岩169
0463-72-5000
中郡大磯町⿊岩169
0463-70-6220
中郡大磯町⿊岩169
0463-70-6220
中郡大磯町国府新宿320-2
0463-71-7491
中郡大磯町国府新宿324
－
中郡大磯町国府新宿484-5
－
中郡大磯町国府本郷217-4
0463-72-0099
中郡大磯町国府本郷447-1
0463-70-3530
中郡大磯町国府本郷448-1
0463-73-3452
中郡大磯町国府本郷472-3
0463-61-9888
中郡大磯町国府本郷539-6
0463-60-3400
中郡大磯町国府本郷546
0463-63-3701
中郡大磯町国府本郷546
0463-61-7757
中郡大磯町国府本郷546
0463-61-7771
中郡大磯町国府本郷546 客室棟1階
0463-61-7801
中郡大磯町国府本郷546 客室棟1階F
0463-61-7801
中郡大磯町国府本郷546 スパ棟1階
0463-61-7801

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-84/86

店舗名
森のハイジカレー大磯店
大磯ロングビーチマリオンクレープ店
⻘⽵手打ちラーメン あさ田
沖縄&ハワイアンダイニング LAU-LAU
蔵ダイニング楽市楽座
バーミヤン 大磯インター
なぎさ
APICCRIOUS
⻄洋鉄板料理 ひろ⺒亭
night picnic
EPINARD
レストラン シューズ
有限会社⾞屋
セラ・ベン
ベーカリーレストランサンマルク大磯店
赤から平塚桜ヶ丘
スシロー平塚店
安楽亭平塚店
なか卯 湘南大磯店
台湾料理鴻運来 大磯店
AIRBNBOISOPARENTSHOUSE
パン屋の富田
古⺠家カフェ こゆるぎ庵
そば処 松涛庵
Assemble
レストランSa寿
ビストロ マチノアカリ
一鶏
ハイウェイショップ大磯
ルスティカ
くるまやラーメン ⼆宮店
おうみ屋
杏李
マクドナルド⼆宮店
平塚富⼠⾒カントリークラブ 別館望洋亭
シエルブルー
Lalista
卵料理専⾨店養鶏牧場ポッロ
CORAL cafe
食事処 のんき
SAKURA KING INDIAN CURRY
居酒屋753NaGoMi
SAKURA KING INDIAN CURRY
香港小厨
うなぎ藤川
カフェスナック さんぽがてら
ガスト ⼆宮インター
ピッツェリア マーレ
指帆亭
リストランテ × バール ラ ロッカ
麺好
Kai's Kitchen
居酒屋ヨイショ
JAH(ジャー)
串焼き肴 侘助
茶々〇

住所

電話番号
080-5637-0638
神奈川県中郡大磯町国府本郷546
03-3499-2496
神奈川県中郡大磯町国府本郷546
090--2653-8688
神奈川県中郡大磯町国府本郷546
090-2653-8688
中郡大磯町国府本郷858
0463-71-8205
中郡大磯町国府本郷922-1
0463-70-1272
中郡大磯町国府本郷937-1
0463-67-9534
中郡大磯町国府本郷953-1
－
中郡大磯町国府本郷1009-8
0463-72-5017
中郡大磯町国府本郷1051 大磯貸家SA-3 －
中郡大磯町国府本郷1221
－
中郡大磯町高麗1-15-8-2
－
中郡大磯町高麗2-1-34
0463-61-0949
中郡大磯町高麗2-6-28
0463-61-0091
中郡大磯町高麗2-24-6
0463-61-0309
中郡大磯町高麗3-2-30
0463-35-6500
中郡大磯町高麗3-2-35
0463-37-2813
中郡大磯町高麗3-4-16
0463-33-9290
中郡大磯町高麗3-4-16
0463-30-5411
中郡大磯町⻄小磯262
0463-20-8989
中郡大磯町⻄小磯822-5
－
中郡大磯町東小磯88-6
0463-57-2534
中郡大磯町東小磯124-1
0463-68-0643
中郡大磯町東小磯305-7
0463-61-4740
中郡大磯町東町1-3-2
－
中郡大磯町東町2-4-12
0463-45-4714
中郡大磯町東町2-8-15
0463-67-1751
中郡大磯町東町3-10-29
0463-61-9437
中郡大磯町虫窪449
0463-70-1132
中郡⼆宮町一色1182-3
0463-26-5373
中郡⼆宮町一色1205-1
03-5616-0101
中郡⼆宮町一色1311-1
0463-68-8288
中郡⼆宮町一色1312-4
0463-73-2244
中郡⼆宮町一色1323
0463-70-1430
中郡⼆宮町一色1716-3
0463-59-8776
中郡⼆宮町一色3033 MSKビル1階
0463-75-9683
中郡⼆宮町一色3045
0463-79-8268
中郡⼆宮町中⾥2-2-15
0463-74-5081
中郡⼆宮町中⾥2-19-18
0463-68-2126
中郡⼆宮町中⾥2-19-21
0463-72-1106
中郡⼆宮町中⾥2-28-1 M&ABLD2階
0463-26-5009
中郡⼆宮町中⾥2-28-3
－
中郡⼆宮町中⾥2-28-7 M&Aビル2階
－
中郡⼆宮町中⾥2-28-22
0463-57-2213
中郡⼆宮町中⾥2-29-22
0463-72-0122
中郡⼆宮町中⾥2-32-4
0463-72-5544
中郡⼆宮町中⾥2-34-5
0463-70-1325
中郡⼆宮町中⾥919-32
0463-68-7256
中郡⼆宮町⼆宮下向浜36
0463-43-1611
中郡⼆宮町⼆宮115-3
0463-26-5678
中郡⼆宮町⼆宮127
－
中郡⼆宮町⼆宮169-4
－
中郡⼆宮町⼆宮197-9
－
中郡⼆宮町⼆宮200-3
－
中郡⼆宮町⼆宮208-4 石田サロンビル1階 0463-51-6680
中郡⼆宮町⼆宮212 栄ビル1階
－

神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯ロングビーチ内

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-85/86

店舗名
New Masala
スナック明⽇があるさ
多国籍バル HALBAL
雫
ピッツェリアアンティカチッタ
HANABI
軽食喫茶山小屋
トウエンティー
シャンテ
喜美
セブンワン
喫茶カルチャー
そば処松本庵
ミューズ
居酒屋みなみ
和 すぎ田
山田食堂
旅花
炭火焼結
宝亭
ハッピーバール
うおぴの
shareffice thecamp
丹波⿊どり農場⼆宮北⼝駅前店
魚⺠⼆宮北⼝駅前店
居酒屋わいわい亭いなかもん
旬酒房もん
スナックI
スナック みどり
焼鳥やなぎ
スナック 隠家
デニーズ ⼆宮店
華屋与兵衛 ⼆宮店
焼肉J10
すき家 ⼆宮店
台湾料理鴻翔 ⼆宮店
スナックY
空介
SATHI Nepali Restarant&Bar
居酒屋たくみ
茶房⽇暮しの時間
生⻯
にしけん
香港軒
モダン・ダイニングSumi
⼆宮増田屋
ちょいのみ処 かんすけ
オリベ

住所
中郡⼆宮町⼆宮212 栄ビル1階
中郡⼆宮町⼆宮222-1
中郡⼆宮町⼆宮222-1 不動ビル101
中郡⼆宮町⼆宮222-1 不動ビル104号
中郡⼆宮町⼆宮222-1 不動ビル107
中郡⼆宮町⼆宮222-105
中郡⼆宮町⼆宮222
中郡⼆宮町⼆宮222
中郡⼆宮町⼆宮222 不動ビル103
中郡⼆宮町⼆宮774
中郡⼆宮町⼆宮798-1
中郡⼆宮町⼆宮799-7
中郡⼆宮町⼆宮803
中郡⼆宮町⼆宮815 松本ビル1階
中郡⼆宮町⼆宮817-1
中郡⼆宮町⼆宮824
中郡⼆宮町⼆宮832-50
中郡⼆宮町⼆宮832
中郡⼆宮町⼆宮833-4 ⻄国第2ビル
中郡⼆宮町⼆宮836
中郡⼆宮町⼆宮836 石塚ビル2階南
中郡⼆宮町⼆宮878-4
中郡⼆宮町⼆宮879-19
中郡⼆宮町⼆宮879 Children・I 1階
中郡⼆宮町⼆宮879 Children・I 2階
中郡⼆宮町⼆宮883
中郡⼆宮町⼆宮884-12 エムビルワン1階北
中郡⼆宮町⼆宮1126-2-2 柳川ビル1階
中郡⼆宮町⼆宮1154-2階
中郡⼆宮町⼆宮1154-3
中郡⼆宮町⼆宮1154
中郡⼆宮町⼆宮1246-5
中郡⼆宮町⼆宮1308-4
中郡⼆宮町⼆宮1350-7
中郡⼆宮町⼆宮1352-4
中郡⼆宮町⼆宮1354-2
中郡⼆宮町⼆宮1354-4
中郡⼆宮町⼆宮1354-4
中郡⼆宮町⼆宮1354-5
中郡⼆宮町⼆宮1354 神保アパート
中郡⼆宮町富⼠⾒が丘2-20-18
中郡⼆宮町山⻄214-2
中郡⼆宮町山⻄226
中郡⼆宮町山⻄310-1 和光ビル1階
中郡⼆宮町山⻄916-1
中郡⼆宮町山⻄939-3
中郡⼆宮町山⻄961
中郡⼆宮町百合が丘1-1-2

－
0463-73-8811
－
0463-59-9491
－
0463-72-4941
－
－
－
－
0463-71-1409
0463-71-0079
－
0463-73-2680
0463-72-2279
－
－
0463-26-5505
0463-71-2375
0463-68-1321
0463-68-3728
0463-68-0006
0463-71-8988
0463-71-7188
0463-72-6339
0463-73-3688
0463-59-9331
0463-72-4646
0463-72-4508
0463-73-0951
0463-71-1325
0463-73-1669
－
0120-498-007
0463-70-4888
0463-75-9765
0463-67-8728
－
0463-72-1699
0463-67-8352
0463-72-3305
－
0463-70-3055
0463-45-5050
0463-71-7075
0463-71-2690
0463-73-3881

中華料理 福⿓（旧︓中華料理 嘉宴楼）

中郡⼆宮町百合が丘1-12-3

0463-70-3235

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
湘南-86/86

電話番号
0463-75-8323

