神奈川マスク飲⾷実施店認証制度認証店舗⼀覧（横須賀三浦地域）
店舗名
Loriga 三浦半島食蔵
アキヤビーチクラブ
蕎⻨ 桶や
ラサーラ葉⼭
レストラン ドン
HANG LOOSE
LUVIT HAYAMA
レストランマーロウ
THE HOUSE FARM
ロイヤルパラソル
天ぷら 葉むら
CORUBAR'S
スープカレー 南葉亭
プラージュ スッド
葉⼭ホテル⾳⽻ノ森レストラン潮幸
葉⼭ホテル⾳⽻ノ森カフェ
佐島340
カフェエカーネ
焼肉食堂げんこつや
そば処 ⻄浦屋
SYOKUYABO農園
KITCHENラディッシュ
台湾料理鴻翔粟田店
夢庵 横須賀粟田
一鳥
やきとり こんちゃん
Mano e Mano
天然いのしし
カラオケスタジオルック
福いち
kemushi
PUB凛
Cafe Ikegami4-15-5
レストラン浜鳥
ブルヴァール
ジョリーパスタ久⾥浜店
すき家 134号横須賀池田店
わさび
レストラン オールシーズン
レストラン 苔莉
プレミアムカルビ横須賀佐原店
ちび玉
クールクラン浦賀
中国料理 広⾹居 浦賀店
岩城屋
ニューあかね
あきんどスシロー浦賀店
居酒屋 ⿊ー葉ー
浦賀いなり
カラオケパブ 愛
うなぎ梅本
めぐみの⾥
居酒屋 海味
パブラウンジYAYA

住所
横須賀市秋谷1-5-13
横須賀市秋谷2-6-12
横須賀市秋谷2-13-4
横須賀市秋谷2-13-6
横須賀市秋谷3-4-1
横須賀市秋谷3-4-3
横須賀市秋谷3-5-1
横須賀市秋谷3-6-27
横須賀市秋谷3621-2
横須賀市秋谷4233-2
横須賀市秋谷4293
横須賀市秋谷4302-2
横須賀市秋谷5290-1
横須賀市秋谷5575
横須賀市秋谷5596-1
横須賀市秋谷5596-1
横須賀市芦名2-8-45
横須賀市芦名2-16-8
横須賀市芦名2-20-23
横須賀市芦名2-30-2
横須賀市芦名2-1717
横須賀市粟田2-3-8
横須賀市粟田2-3-11
横須賀市粟田2-5-1
横須賀市池上1-4-4
横須賀市池上2-4-10
横須賀市池上2-9-15
横須賀市池上2-10-13
横須賀市池上2-10-14 田辺ビル1階
横須賀市池上2-10-20
横須賀市池上3-1-10
横須賀市池上4-1-14 鈴⽊ビル1階
横須賀市池上4-15-5
横須賀市池田町2-3-16
横須賀市池田町3-11-8
横須賀市池田町4-5-20
横須賀市池田町5-14-12
横須賀市稲岡町82
横須賀市不⼊⽃町1-2 サブアリーナ1階
横須賀市不⼊⽃町3-5-11
横須賀市岩⼾1-9-1
横須賀市浦賀1-7-10
横須賀市浦賀1-8-3
横須賀市浦賀3-1-6 たちばなビル
横須賀市浦賀3-2-2
横須賀市浦賀3-2-26
横須賀市浦賀3-3-13
横須賀市浦賀3-15-4
横須賀市浦賀4-5-7-2階
横須賀市浦賀5-3-4
横須賀市浦賀5-5-17
横須賀市浦賀5-18-2
横須賀市浦賀7-13-3
横須賀市浦賀7-15-25

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-1/66

2022年10⽉28⽇現在
電話番号
046-884-8335
046-807-0988
046-887-0068
090-5499-5594
046-857-3436
046-845-9820
046-874-9040
046-884-4383
－
046-856-4090
046-855-5222
046-876-7948
046-855-0670
－
046-857-0108
046-857-0108
－
046-858-2688
046-857-1529
046-856-8555
－
－
046-847-0688
046-849-4621
046-807-5555
－
046-890-3368
－
046-852-1226
046-852-5425
046-890-3205
－
－
046-835-6054
046-833-9105
046-837-8391
0120-498-007
046-825-7310
046-821-0420
046-826-3281
046-839-2019
046-842-0767
046-845-9530
046-841-6828
046-841-1058
－
046-846-5265
046-884-8818
－
046-843-7757
046-841-0132
046-844-0141
046-844-0757
046-841-0907

店舗名
くいしんぼ
ひさご
岡むら
TSUKIKOYA
ラーメン丸⼭家
みんなのからあげ
ななしCafe
和風だいにんぐ とまり⽊
酒処花村
ひまわり
巣ごもり
Cafe Salon SLO☆GANS
上町⽴花
浅の家
春⽇野
千年屋
こひさまコーヒー
スペインバル⿊猫
南天
湘南Arts ふぉんじゅ
海鮮道楽 えん
味処 なっとく
居酒屋 五⼗鈴
ハゲデブ親爺
TETSU
ロイヤルラウンジ&バAZTECAS YOKOSUKA
BAR76
沖縄ダイニングバー キジムナー
コネリ横須賀中央店
カールスジュニア横須賀中央レストラン
sushi roll cuisine ole 俺
ゴルカパレス
屋根裏(ロフト)
SUKA屋台
横須賀ビール
Ready Eddie's
京橋萩原(YURINA RESTOBAR)
RED HORSE
CHEERS
バンブーベトナムキッチン
創作料理&Bar 梅の湯。
Welina
やよい軒横須賀大滝町店
Black Nostaljack
鳥秀
いきなりステーキ横須賀中央店
メリージェーン
スナック三菜
エルペチュゴン
Shamrock music & sports bar
スナック Amore
ブライアン酒場
Blue in Green
スナックちび
Felice

住所
横須賀市浦上台1-18-7
横須賀市浦上台3-22-2
横須賀市浦郷町3-45
横須賀市浦郷町3-51
横須賀市浦郷町4-8-3⼈⾒店舗2
横須賀市浦郷町4-12 追浜会館ビル1階
横須賀市上町1-46-4
横須賀市上町1-56
横須賀市上町1-82
横須賀市上町1-97 梅津ビルF左
横須賀市上町2-1
横須賀市上町2-3-1
横須賀市上町2-5
横須賀市上町2-7
横須賀市上町2-9
横須賀市上町2-46
横須賀市上町3-8 加賀屋ビル1階
横須賀市上町3-11
横須賀市上町3-11
横須賀市上町3-34 高田ビル103
横須賀市上町3-43
横須賀市上町3-47
横須賀市上町3-54
横須賀市大滝町1-5-3
横須賀市大滝町1-5
横須賀市大滝町1-6-2階
横須賀市大滝町1-8-7
横須賀市大滝町1-8
横須賀市大滝町1-8 ⻄美ビル地下1階
横須賀市大滝町1-10-1
横須賀市大滝町1-14-4
横須賀市大滝町1-19 石井ビル1階
横須賀市大滝町1-21 1階
横須賀市大滝町1-23-2階
横須賀市大滝町1-23-18 1階
横須賀市大滝町1-23
横須賀市大滝町1-24-2階
横須賀市大滝町1-24 かつ七ビル1階
横須賀市大滝町1-24 かつ七ビル3階
横須賀市大滝町1-24かつ七ビル4階
横須賀市大滝町1-24 三ツ星ビル1階
横須賀市大滝町1-25-9 新島ビル1階
横須賀市大滝町1-25-9 新島ビル2階
横須賀市大滝町1-26
横須賀市大滝町1-27-1 大滝名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27-11
横須賀市大滝町1-27
横須賀市大滝町1-27
横須賀市大滝町1-27 大滝町名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27 大滝ビル1階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル1階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル2階
横須賀市大滝町1-27 大滝名店ビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-2/66

電話番号
046-843-3964
046-843-1728
046-866-3141
046-876-8988
046-874-8929
046-887-0129
046-890-6516
046-821-5228
046-824-1004
046-854-9627
046-822-1742
046-876-5311
046-822-1438
046-822-0959
046-822-2833
046-822-4459
046-822-2301
046-874-8871
046-827-4222
046-887-0024
046-823-2012
－
046-822-0939
－
046-825-5733
046-823-7878
046-884-8365
－
046-826-0642
046-827-1199
046-876-9714
046-887-0021
046-874-8528
046-827-8526
046-827-6052
046-874-8588
－
－
－
－
046-815-0692
－
046-897-5546
046-820-2851
046-876-8352
046-825-1070
046-845-6529
046-821-0310
046-897-4983
－
046-827-2968
－
046-876-9442
046-826-3147
046-828-6880
046-827-7879

店舗名
ALL ROUND
萬菜本店
とんデジ
鳳翔
カフェ・フォーシーズン
パーティールーム ZAKA
馬肉とおばんざい門
GIGACOUSTIC
CHILLAX
北海しゃぶしゃぶ横須賀店
サイゼリヤ 横須賀さいか屋前店
cachette
大⿊屋
ROYAL KITCHEN
倶楽部よう吉
ミスタードーナツ 横須賀ショップ
おふくろの味 ぐらんま
ペッパーランチ横須賀中央店
炭⽕焼鳥串道
稲子わるん
HOTARU
太公望
⽇高屋 リドレ横須賀店
カフェドクリエ横須賀中央リドレ店
沖縄そば スバヤー
ksbar
風⾥
七輪焼肉安安 横須賀中央店
横須賀ハイボール
MANILA KITCHEN BAR & RESTAURANT
福家
じぃえんとるまん横須賀中央店
Night&Day
鉄板焼赤井
CHIT CHAT
炭⽕焼肉眞横須賀中央店
鉄⽕鮪興慶丸横須賀中央店
ぎん⻁ごち⻁ 横須賀中央店
ドトールコーヒー ショップ横須賀大滝町店
ROOMS CAFE
タイレストランチェンマイ
はま寿司横須賀中央店
ラマン
レストラン赤おに
創
カラオケパブRABI
ダイニングおおしま
Tita's Chicken House
OLIVE'S SNACK HOUSE
酒と肴 じん
スナック凛
ヤンガーザンイエスタディ
まるいち
ヒーローズバー
スナックピエロ
娯楽の殿堂 さいか屋 e-STAGE

住所
横須賀市大滝町1-27 ⽇吉ビルB1
横須賀市大滝町1-29
横須賀市大滝町1-29
横須賀市大滝町1-30-2D
横須賀市大滝町1-30
横須賀市大滝町1-30 コーポ⼭王2階
横須賀市大滝町1-30 本田ビル1階
横須賀市大滝町1-30 本田ビル1階E号室
横須賀市大滝町1-30 本田ビル2A
横須賀市大滝町2-3-2 エイワビル2階
横須賀市大滝町2-3-11 セキモトアースビル2階

横須賀市大滝町2-3-19
横須賀市大滝町2-3
横須賀市大滝町2-4-1
横須賀市大滝町2-4-3
横須賀市大滝町2-4
横須賀市大滝町2-4
横須賀市大滝町2-4
横須賀市大滝町2-4清水ビル1階
横須賀市大滝町2-4⼭口ビル2階
横須賀市大滝町2-4 ⼭本ビルB-1
横須賀市大滝町2-4 ⼭本ビルB1階
横須賀市大滝町2-6
横須賀市大滝町2-6 横須賀中央リドレ1階
横須賀市大滝町2-9-18
横須賀市大滝町2-9
横須賀市大滝町2-9 STビル2階
横須賀市大滝町2-10 藤掛ビル1階
横須賀市大滝町2-10 藤掛ビル1階
横須賀市大滝町2-11-1
横須賀市大滝町2-11-1
横須賀市大滝町2-11寿楽ビル1階
横須賀市大滝町2-12-9.10シマダビル1-B
横須賀市大滝町2-12-9シマダビル1A
横須賀市大滝町2-12-9 シマダビル 2-D
横須賀市大滝町2-13-9
横須賀市大滝町2-16 ⾦子ビル1階
横須賀市大滝町2-16 小菅ビル4階
横須賀市大滝町2-16 第5鈴⽊ビル1階
横須賀市大滝町2-16 第五鈴⽊ビル地下1階
横須賀市大滝町2-16 中央小島ビル2階
横須賀市大滝町2-17-8-2
横須賀市大滝町2-17
横須賀市大滝町2-17
横須賀市大滝町2-17 elsビル2階
横須賀市大滝町2-17 ELSビル3階
横須賀市大滝町2-17 エルスビル3階
横須賀市大滝町2-17 エルスビル3階
横須賀市大滝町2-17 エルスビル3階B号
横須賀市大滝町2-17 エルスビル3階-F
横須賀市大滝町2-17 エルスビル3階H号室
横須賀市大滝町2-17 エルスビル4階
横須賀市大滝町2-17 エルスビル5階
横須賀市大滝町2-17 セントラルパークビルB1

横須賀市大滝町2-17 ⼭口ビル2階
横須賀市大滝町2-18-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-3/66

電話番号
－
046-827-4423
046-876-9418
－
046-827-4748
046-822-0072
046-884-8201
046-890-1800
－
046-876-7971
046-828-4322
046-874-9232
046-822-0464
046-821-3001
046-827-8123
046-827-2941
046-884-8229
046-822-8985
046-820-2358
046-822-1168
046-823-4545
046-824-6488
046-826-0277
046-876-9559
046-821-0308
－
046-874-6333
046-828-8929
046-890-5781
－
046-820-2775
046-874-7845
046-874-5623
－
046-845-9036
046-843-5184
046-820-2505
046-876-7978
046-824-3991
－
046-815-6257
046-828-5077
046-874-5537
046-825-0944
046-876-8225
－
046-826-1480
－
－
046-815-8570
－
046-828-8306
046-874-7321
046-854-7787
－
046-822-9647

店舗名
中国料理 煌蘭 横須賀店
タピオカ専門店ドリーム
マクドナルド 三笠通り店
インドネパールカレーハウスSARINA
肉バルキッチンCHOTARO
GRAN AZTECAS YOKOSUKA
一八家横須賀中央店
ニルヴァーナ
松屋 横須賀中央店
サンマルクカフェ横須賀三笠商店街店
Y's by JuN
浜ん家
創作料理 やま忠 居酒屋
カラオケヤマト
居酒屋 はる
パブ ティアラ
前略
大海庵
鳥勝
化城
ラウンジJEWELジュエル
スナック麻衣夢
居酒屋 ほのか
バー綾
古譚
スナック み和
ニューカリーハウス
千登勢
中華天⻯
miss Dior
桂
台湾料理幸楽園
隠れ家
大津苑
大津苑別館
居酒屋かわしま
焼肉屋さかい横須賀馬堀海岸店
大⿊亭
喜楽料理はせ屋
ぽんがし屋
Owl's Dream
ファミリー電気 大津店
麺処しん屋
手づくりだいにんぐ いたり庵
一乃庵 大矢部店2-2-1
有限会社 うな萩
Ohana
森の邸宅
千なり
Z
なか卯 横須賀大矢部店
ラーメンハウス
手料理 桂寿味
ラーメン喰堂
丸源ラーメン 横須賀佐原店
麺屋庄太 津久井浜店

住所

電話番号

横須賀市大滝町2-18 さいか屋横須賀店 南館2階 046-822-2339

横須賀市大滝町2-20
横須賀市大滝町2-21
横須賀市大滝町2-21 新華ビル2階
横須賀市大滝町2-22-B1
横須賀市大滝町2-22 だるま本店ビル2階
横須賀市大滝町2-23
横須賀市大滝町2-23 B1
横須賀市大滝町2-23 ミカサビル
横須賀市大滝町2-25-5
横須賀市大滝町2-25
横須賀市太田和1-1-1
横須賀市太田和1-1-9
横須賀市太田和1-4-16
横須賀市太田和1-4-16
横須賀市太田和1-4-19
横須賀市太田和1-4-19
横須賀市太田和1-4-19 マート大田和1階
横須賀市太田和1-5-2
横須賀市太田和1-5-2
横須賀市太田和1-5-2鳥勝ビル1階
横須賀市太田和1-5-2 鳥勝ビル2階D
横須賀市太田和1-5-8
横須賀市太田和1-5-8
横須賀市太田和1-5-9
横須賀市太田和1-5-9
横須賀市太田和1-5-9
横須賀市太田和1-7-4
横須賀市太田和2-1-8
横須賀市太田和2-1-826
横須賀市太田和2-6-14
横須賀市太田和5-148
横須賀市大津町1-10-11
横須賀市大津町1-17-1
横須賀市大津町1-17-1-2階
横須賀市大津町1-18-3
横須賀市大津町1-22-8
横須賀市大津町2-1-27
横須賀市大津町2-14-20
横須賀市大津町2-15-2
横須賀市大津町3-19-2飯島ビル1階
横須賀市大津町3-34-39
横須賀市大津町4-5-11 エコルハウス1階
横須賀市大津町4-5-13
横須賀市大矢部2-2-1
横須賀市大矢部2-2-8
横須賀市大矢部2-6-24
横須賀市大矢部2-8-18
横須賀市大矢部3-2-22
横須賀市大矢部3-12-21
横須賀市大矢部3-13-12
横須賀市大矢部3-16-3
横須賀市大矢部3-16-3
横須賀市大矢部3-16-5
横須賀市大矢部3-17-2
横須賀市大矢部5-18-14

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-4/66

046-874-4750
046-825-6039
046-845-6789
03-6380-5825
046-874-6566
046-876-7331
046-821-5227
046-820-1018
046-828-3094
046-825-9431
046-854-9772
046-858-0626
－
－
－
－
－
046-856-4082
－
－
046-857-1707
046-857-7726
－
046-857-2789
046-856-9632
046-857-5292
－
046-802-2718
046-856-9170
046-857-2738
046-857-3328
－
046-833-7510
046-835-0681
046-834-7620
046-826-0580
－
046-835-0544
046-807-4291
－
046-834-3575
046-815-1327
046-876-5045
046-836-6650
－
046-807-4160
046-837-4444
046-833-7465
－
046-838-5058
046-836-9187
－
046-835-8108
046-874-7860
－

店舗名
フライングクラウド
SALUSホテルニューポートヨコスカ店
横須賀セントラルキッチン
monstyle
麺処 まさる
チャイナキッチン関
吉野家16号線追浜店
由明子の店 LeReve
スナック輪
カラカフェLa・La・La
酒亭 友禅
Pub Anela
スナック浦添
丸新らぁめん食堂
スナック・モック
dining&cafe haretoke
泉
あかべこ
洋風ダイニングbeachboys
中国料理 杏花飯店
焼肉 慶州苑
横浜家系らーめん りゅう
磯丸水産追浜駅前店
えきめんや追浜店
一銭酒場 えびす
どさんこ大将
七輪焼肉安安追浜店
中国料理一⼆三凱旋楼
まいど 追浜店
すき家 追浜駅前店
ちょい呑みaki坊
ヒート
波平
一八家追浜店
マクドナルド 追浜駅前店
祭どり
松屋 追浜店
バンガローハウス追浜店
わっか
カレーハウスCOCO壱番屋京急追浜駅前店
浜食堂
なか卯 追浜駅前店
居酒屋 康
ラーメン喜多嶋
東玉
美味物問屋うれしたのし屋
居酒屋823
うさぎ
焼鳥居酒屋あんぽんたん
酒どころtoto
やきとり川久
榊さん
FREEDOM
らあめん花⽉嵐追浜店
モスバーガー追浜店
嘉膳

住所
横須賀市小川町2-13

電話番号
046-828-1111
横須賀市小川町2-13 ホテルニューポートヨコスカ1階 046-815-6950
横須賀市小川町11
046-854-4288
横須賀市小川町19 小川ビル一階
－
横須賀市小川町23-1 フドウ横須賀三笠ハイツ102
－
横須賀市荻野9-3
－
横須賀市追浜町1-38-1
046-869-0768
横須賀市追浜町2-5
046-867-6778
横須賀市追浜町2-5
－
横須賀市追浜町2-7
046-866-2778
横須賀市追浜町2-7
－
横須賀市追浜町2-13
046-867-1539
横須賀市追浜町2-13 矢沢ビル1階
－
横須賀市追浜町2-15-1階右
－
横須賀市追浜町2-15
－
横須賀市追浜町2-15
046-884-8310
横須賀市追浜町2-15
046-865-4566
横須賀市追浜町2-17
046-866-2733
横須賀市追浜町3-1エルシャンテ2階
－
横須賀市追浜町3-1エルシャンテ追浜2階 046-867-0052
横須賀市追浜町3-2-1
046-866-2736
横須賀市追浜町3-2
046-867-1221
横須賀市追浜町3-2
046-869-0351
横須賀市追浜町3-3
046-869-0070
横須賀市追浜町3-5-2階
046-865-6680
横須賀市追浜町3-5
046-865-4369
横須賀市追浜町3-8-5浜有ビル1階
046-867-2086
横須賀市追浜町3-8-5浜勇ビル⼆階
046-867-5885
横須賀市追浜町3-8
046-869-1039
横須賀市追浜町3-8
0120-498-007
横須賀市追浜町3-8第一共同ビル
046-865-3706
横須賀市追浜町3-8 第一共同ビル2階
046-866-7003
横須賀市追浜町3-8 第一共同ビル4号
046-890-3045
横須賀市追浜町3-9
046-867-2558
横須賀市追浜町3-9
046-869-1241
横須賀市追浜町3-9
046-874-7355
横須賀市追浜町3-13-13
046-869-0433
横須賀市追浜町3-13-13 STビル2階
046-866-5477
横須賀市追浜町3-14-2階
－
横須賀市追浜町3-14 和幸ビル1階
046-869-4544
横須賀市追浜町3-17
046-865-7959
横須賀市追浜町3-17
046-866-2165
横須賀市追浜町3-19
046-866-3312
横須賀市追浜町3-19
－
横須賀市追浜町3-21
046-865-2733
横須賀市追浜町3-38
046-865-6641
横須賀市追浜東町3-21
046-865-5093
横須賀市追浜東町3-27丸富ビル
046-801-1951
横須賀市追浜東町3-27丸富ビル1階
046-894-7733
横須賀市追浜東町3-42
－
横須賀市追浜東町3-45
－
横須賀市追浜東町3-47
046-876-8765
横須賀市追浜東町3-63-101
046-867-5601
横須賀市追浜東町3-63
－
横須賀市追浜東町3-63
046-865-9724
横須賀市追浜東町3-63ハイツ追浜102
046-865-1762

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-5/66

店舗名
とんかつ勝
中華料理 太左ｴ門
スナック チャンス
和桜
はかた商店 追浜店
あろは6S
千年の宴追浜駅前店
スナック 礼華
侍
ワンコイン酒場
スナックまり
スナック ちゃこ
居酒屋ちぃちゃん
⽴ち飲み居酒屋hana
大衆酒場mahalo
スナックYOU
呑み処葵
かっぱ
えんや
スナック マリリン
菜の花
養⽼乃瀧追浜本町店
ピアノ
RIKU
サロンカオリ
スナックパール
Lips
仲
居酒屋浜勇
インドネパールレストラン MALIKA
前門飯店
一本松
一丁目食堂
はらつづみ
三浦半島すし市場
串花
Rei
ホットボックス
LuLu
ホルモン焼とんとん追浜店
新政
牛角 追浜店
⿓宮の刻
寿徳庵
中華料理 華林
彩鳳 (サイフォン)
スナック 花男⾥
炭焼酒場 なかなか屋
三色すみれ
居酒屋 和 なごみ
小美玉
居酒屋 さかなや
居酒屋ふれあい
スナックふれあい
株式会社 寿司文
キッチンCOTOCOTO

住所
横須賀市追浜東町3-65
横須賀市追浜東町3-65追浜会館ビルA棟1階
横須賀市追浜本町1-1 2階
横須賀市追浜本町1-1-2階
横須賀市追浜本町1-1-6 TOKUビル3階
横須賀市追浜本町1-1-19石川ビル202
横須賀市追浜本町1-1
横須賀市追浜本町1-1
神奈川県横須賀市追浜本町1-1
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-4
横須賀市追浜本町1-8
横須賀市追浜本町1-12
横須賀市追浜本町1-13
横須賀市追浜本町1-13
横須賀市追浜本町1-13
横須賀市追浜本町1-22-3
横須賀市追浜本町1-23-5
横須賀市追浜本町1-23-5
横須賀市追浜本町1-23
横須賀市追浜本町1-23 サンコーポ追浜
横須賀市追浜本町1-23 フクチビル1階
横須賀市追浜本町1-25
横須賀市追浜本町1-25
横須賀市追浜本町1-27-3-1階
横須賀市追浜本町1-27-4
横須賀市追浜本町1-27
横須賀市追浜本町1-27
横須賀市追浜本町1-31
横須賀市追浜本町1-34-1
横須賀市追浜本町1-36
横須賀市追浜本町1-36
横須賀市追浜本町1-36
横須賀市追浜本町1-38
横須賀市追浜本町1-39-2
横須賀市追浜本町1-39-2
横須賀市追浜本町1-39
横須賀市追浜本町1-40
横須賀市追浜本町1-40
横須賀市追浜本町1-43-9
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-43

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-6/66

電話番号
046-865-4926
046-876-9989
－
－
046-865-1123
－
046-865-4588
－
050-8883-4550
046-874-8989
046-866-2734
046-865-0208
－
046-815-1724
－
046-866-2772
－
046-865-2282
－
046-867-1741
－
046-865-4646
046-865-1395
046-827-7227
046-867-6866
046-884-9333
046-867-6886
046-866-0360
－
－
046-866-5921
046-865-4014
046-876-5419
－
046-869-0220
046-865-7100
－
046-865-1728
－
－
－
046-869-4729
046-897-7060
046-865-3558
－
046-866-3165
046-865-5622
046-866-0807
046-865-7977
－
－
－
046-865-4344
046-865-4344
045-893-5627
046-866-5566

店舗名
詩や
J-Voice
Dining Bar 晋
楓
スナック グリーンドア
スナック笑
海幸寿司
和風焼肉 竹よし
居酒屋 さわ
コッコ
デニーズ 衣笠店
カラオケスナックニューウラガ
ピザハウス あひる
セラ
鴨居鮨
ダイニングカフェ 風
スナック 遊
ほろ酔い処 妙
飛雅
九州屋かもめ支店
江川食堂
鴨鶴
北浜寿し 観⾳崎店
横須賀アクアマーレ
マテリア
夢・Dream食堂
カフェエルム
BEACH PARK LIVING
歌楽屋のいぶくろ
衣笠亭
EVEREST KITCHEN
どんぐり
居酒屋桃の⽊衣笠店
有限会社 玉寿々
衣笠宝来屋
タイ料理サワディー
鳥一
モスバーガー衣笠店
Rakuya
中国料理 上海王
田舎や
焼肉レストラン⻄屋
Golazo
コリアンキッチンSORa
オアシスnonno
居酒屋キャット
シフォン
みなと
うたの店 ⾳
スナック しげの
演歌茶屋 花道
衣笠食堂
並⽊1丁目門屋
焼鳥 どん
ほうろうき（旧︓酒場放浪記）
ふる⾥

住所
横須賀市追浜本町1-43
横須賀市追浜本町1-57
横須賀市追浜本町1-57
横須賀市追浜本町1-57 NYビル1階
横須賀市追浜本町1-58
横須賀市追浜本町1-61
横須賀市追浜本町1-120-22
横須賀市追浜本町2-1-112
横須賀市⾦谷1-1-5
横須賀市⾦谷2-1-25
横須賀市⾦谷3-4-6
横須賀市鴨居1-1-12
横須賀市鴨居1-7-12
横須賀市鴨居1-9-6
横須賀市鴨居2-4-11
横須賀市鴨居2-33-1
横須賀市鴨居2-46-23
横須賀市鴨居2-64-1
横須賀市鴨居2-78-6
横須賀市鴨居2-80-38
横須賀市鴨居3-6-2
横須賀市鴨居3-6-3
横須賀市鴨居3-85-5
横須賀市鴨居4-1 横須賀美術館内
横須賀市鴨居4-1128
横須賀市鴨居4-1226
横須賀市鴨居4-1321
横須賀市鴨居4
横須賀市衣笠栄町1-2
横須賀市衣笠栄町1-2
横須賀市衣笠栄町1-3-14 村⼭ビル103
横須賀市衣笠栄町1-3
横須賀市衣笠栄町1-4
横須賀市衣笠栄町1-5
横須賀市衣笠栄町1-16
横須賀市衣笠栄町1-17
横須賀市衣笠栄町1-17
横須賀市衣笠栄町1-17
横須賀市衣笠栄町1-17加賀谷洋品店ビル
横須賀市衣笠栄町1-22-8
横須賀市衣笠栄町1-25-5
横須賀市衣笠栄町1-39
横須賀市衣笠栄町1-43
横須賀市衣笠栄町1-43
横須賀市衣笠栄町1-43
横須賀市衣笠栄町1-43 共栄ビル
横須賀市衣笠栄町1-43 久保田ビル103
横須賀市衣笠栄町1-43 栄信ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 栄信ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 栄信ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 栄信ビル3階
横須賀市衣笠栄町1-43 さかえビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-7/66

電話番号
046-866-5560
046-876-6132
046-876-6132
046-867-2082
－
－
－
－
046-851-2950
046-852-6601
046-853-6138
048-842-1258
046-841-1815
046-843-5114
046-841-3758
046-845-9099
－
046-842-4567
046-844-2962
046-842-3806
046-841-0733
046-841-0731
046-844-2383
03-6434-7506
046-843-8310
046-845-1505
－
－
046-890-1828
046-853-9909
090-9825-9382
046-852-9984
046-853-2212
046-851-2360
046-851-0987
046-845-6913
046-874-4289
046-850-6685
046-853-6215
046-807-1888
－
046-851-1059
－
046-897-7688
－
－
－
046-884-9828
－
046-852-1219
－
－
－
046-851-4806
－
046-853-8670

店舗名
スナック ステージ
パブ らら
居酒屋 ちゃこ
ウェーブ
海鮮食堂かねこ
カラオケ処こいこい
パブカラオケスナック ニュー⻑サン
赤い部屋
居酒屋 和
歌恋灯
食堂ほうらい
CooL CooL
居酒屋せせらぎ
来衣太愛
スナック みうら
ぱいせん
スナック あき
カラオケスナック スターライト
カラオケスナックえみ
マックス
ココペリ
ちゃんこ料理 さやま
とりまる
ドトールコーヒーショップ衣笠店
忠孝 衣笠店
マクドナルド 衣笠駅前店
れんげ食堂Toshu衣笠店
Ricoカウベル
きぬの⾥
担担麺餃子⼯房北京
お太幸衣笠店
焼肉とうがらし
HARU
とみかつ
大庄水産衣笠店
居酒屋 ひゃくまんごく
はかた商店 衣笠駅前店
海鮮居酒屋 ⿂っち!（旧︓鉄板酒場 喰ら笑門）
ジャガダンベ
プラザヨコスカ衣笠斎場
GIGS
カラオケスナック倫々
スナック和
カラオケ酒場 五えん
ミュージックシアター想酔
めぐり会い
バンガローハウス衣笠店
じぇっと天
cafe & bar Shower
en
土鍋餃子酒場
糸⿂川
ダイニングバーsayo
LUNE BAR
どさん子大将 衣笠店
衣笠やきとりひさご

住所
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル1階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-43 ニュー並⽊ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-55
横須賀市衣笠栄町1-64-10
横須賀市衣笠栄町1-70-128
横須賀市衣笠栄町1-70-129
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70
横須賀市衣笠栄町1-70 CSビル2階
横須賀市衣笠栄町1-70 井出ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-70加賀屋ビル
横須賀市衣笠栄町1-70 カガヤビル2階
横須賀市衣笠栄町1-70 加賀屋ビル2階
横須賀市衣笠栄町1-70 商栄会館1階
横須賀市衣笠栄町1-70 古谷ビル1階
横須賀市衣笠栄町2-16-1
横須賀市衣笠栄町2-20-3 三冨ビル2-B
横須賀市衣笠栄町2-20-3 三富ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-20
横須賀市衣笠栄町2-20 正根ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-20 正根ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-20 正根ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-20 三冨ビル1階
横須賀市衣笠栄町2-22
横須賀市衣笠栄町2-22 三河屋ビル1階
横須賀市衣笠栄町2-22三河屋ビル⼆階
横須賀市衣笠栄町2-33
横須賀市衣笠栄町2-33 JFP宮田ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-33宮田ビル2階
横須賀市衣笠栄町2-66
横須賀市衣笠栄町2-66
横須賀市衣笠栄町2-66

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-8/66

電話番号
046-853-6035
－
046-852-3499
－
046-854-0163
046-852-9807
－
046-852-9963
046-853-3790
046-851-4830
046-852-2022
－
－
－
046-852-6947
－
－
－
－
046-852-9574
－
－
046-890-6785
046-852-9677
046-807-0555
046-850-3081
046-845-9533
046-851-5913
－
046-851-3759
046-851-0732
046-853-0620
046-876-9300
046-852-9559
046-850-3166
046-853-1991
046-853-0515
046-874-8139
046-850-5006
046-850-1187
－
－
－
046-852-3802
－
－
046-852-1120
046-853-0242
046-852-4567
－
046-874-9290
046-851-9772
－
－
－
046-852-9814

店舗名
寄っ炭菜
星あかり
熊屋食堂
中華料理 ⻘煌來
酒菜 ハスノハナ
紅太陽
衣笠温泉旅館
ガスト 衣笠インター
はま寿司横須賀衣笠店
すき家 横須賀衣笠店
フレンズ
りはっちゃん
唐揚げ千歳
台湾料理鴻翔公郷店
一乃庵 公郷新店
ホルモン焼五郎
公郷玉寿々
スナック たんぽぽ
きよし食堂
喫茶 ストーン
居酒屋 重兵衛
居酒屋 いこい
居酒屋だるま
はなの舞 久⾥浜駐屯地店
⻑沢酒場 縁
スナックR
お好み焼き池ちゃん
パブスナック三春
やんけ
家庭料理とワインのお店 レストア
居酒屋一福
さかなや道場京急久⾥浜店
居酒屋 うしお
鳥真久⾥浜店
喜楽亭
百年の杜
まんよう湯
居酒屋大将
おばこ
JAHJAH酒場
スナックBell
居酒屋たまる
炭⽕七輪焼肉ホルモン くり輪
FOOD&DRINK NABEGORO
⽴ち呑み笑店 樂呑
⿂⺠京急久⾥浜東口駅前店
マクドナルド 久⾥浜駅前店
サイゼリヤ 京急久⾥浜駅前店
ナーガラジャ
ありがた屋
オーブン亭久⾥浜店
えきめんや京急久⾥浜店
エクセルシオールカフェ ウィング久⾥浜店
花旬庵 ウィング久⾥浜店
らーめん直久久⾥浜店
和幸 ウイング久⾥浜店

住所
横須賀市衣笠栄町2-66
横須賀市衣笠栄町2-66
横須賀市衣笠栄町3-4
横須賀市衣笠栄町3-21-2
横須賀市衣笠栄町3-48 藤倉ビル1階3
横須賀市衣笠栄町3-52
横須賀市衣笠町21-20
横須賀市衣笠町40-5
横須賀市衣笠町43-14
横須賀市衣笠町43-17
横須賀市公郷町1-43-15
横須賀市公郷町1-53-11
横須賀市公郷町1-56
横須賀市公郷町1-57-12
横須賀市公郷町1-57-13
横須賀市公郷町1-60-17
横須賀市公郷町2-12-5
横須賀市公郷町2-14-17
横須賀市公郷町2-20-3
横須賀市公郷町2-22-A棟
横須賀市公郷町3-60-111
横須賀市公郷町3-112-5
横須賀市公郷町5-106-3
横須賀市久⽐⾥2-1-1 隊員クラブ
横須賀市グリーンハイツ3-1
横須賀市グリーンハイツ3-1
横須賀市グリーンハイツ3-2 マルトビル201

横須賀市グリーンハイツ3-3 高⽊ビル2階
横須賀市久⾥浜1-4-1
横須賀市久⾥浜1-4-3
横須賀市久⾥浜1-4-5
横須賀市久⾥浜1-5-4
横須賀市久⾥浜1-5-6
横須賀市久⾥浜1-5-6 ⻑島ビル1階
横須賀市久⾥浜1-5-15
横須賀市久⾥浜1-5-15-2階
横須賀市久⾥浜1-6-1
横須賀市久⾥浜1-9-14
横須賀市久⾥浜1-9-16
横須賀市久⾥浜2-1-1
横須賀市久⾥浜2-1-1
横須賀市久⾥浜2-17-20
横須賀市久⾥浜4-3-6 鳥伝第2ビル102
横須賀市久⾥浜4-3-6 鳥伝第2ビル105
横須賀市久⾥浜4-3-6 鳥伝第2ビル106
横須賀市久⾥浜4-3-6 鳥伝第一ビル1階
横須賀市久⾥浜4-3-8
横須賀市久⾥浜4-3-12 L2ビル1階
横須賀市久⾥浜4-3-15
横須賀市久⾥浜4-3-15
横須賀市久⾥浜4-4-10
横須賀市久⾥浜4-4-10
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウィング久⾥浜2階
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウィング久⾥浜5階
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウィング久⾥浜5階
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウイング久⾥浜5階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-9/66

－

電話番号

046-853-8890
046-852-5477
046-854-5717
－
046-852-9654
046-851-1526
046-850-1045
046-850-5061
0120-498-007
－
－
046-852-5466
046-884-8860
046-836-6650
046-851-2738
046-854-0022
046-851-2807
046-851-1736
046-852-4273
046-852-9729
－
－
046-842-5812
046-847-1481
046-897-7254
046-848-9300
－
046-890-6371
－
046-833-1259
046-838-5175
－
046-874-5859
－
046-834-7372
046-837-4133
046-835-0865
046-836-9277
046-835-6630
－
046-835-1130
046-854-5524
－
046-815-6612
046-833-0388
046-830-1691
046-833-1351
046-836-2353
046-847-1523
046-834-2442
046-835-6670
046-876-5581
046-874-8756
046-835-0917
046-836-7411

店舗名
杵屋久⾥浜駅ウィング店
⿂敬ウイング久⾥浜店
イタリアンダイニングDONA久⾥浜店
ラーメン 豚スタ
Piccolo Bruco
松屋 京急久⾥浜店
タイ酒場サラパオ久⾥浜
すき家 京急久⾥浜駅前店
居酒屋 インスタンド
昭子ちゃん
如⽉
中華料理 福新
cayamina
居酒屋ひょうたん
喰酒処 喜笑-kisshowひさご寿司 本店
やきとり⽴花
杏
Cerisier
串あげキッチン びぃどろ
中華 ⼗八番
元祖ニュータンタンメン本舗 横須賀久⾥浜店
ダイニングこざくら
みやした
そば処 じん平
いきなりステーキ 京急久⾥浜店
カラオケフォーラム 本店
縁京急久⾥浜店
⿓昇ラーメン
ハイカラ
逗子家久⾥浜店
⽇高屋 京急久⾥浜駅東口店
あうん
ビストロ ジェファン
クリカラ
酒処 相馬
まるす亭
DEEPBLUE
モグ
カラオケGOLD
酒蔵 一升屋
御久裡
モスバーガー京急久⾥浜店
焼屋定道
天ぷら葉やま
たまりBAR
パンチョ
バー林檎屋
ごんちゃん
中国料理 康永楼
リンガーハット横須賀久⾥浜店
Izakaya La MONTA
アゲハ
明星
やきとり お島
呑処 花まる

住所

電話番号

横須賀市久⾥浜4-4-10 ウイング久⾥浜5階 046-834-3015
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウイング久⾥浜5階 046-837-8881

046-838-0753
046-876-9215
046-827-7922
046-834-0533
－
0120-498-007
046-833-4313
046-834-8342
046-833-2207
046-833-6999
－
046-836-1535
046-884-8760
046-835-0622
－
－
－
046-835-5501
046-835-8172
046-876-8739
046-803-5390
046-836-7928
－
046-876-6829
046-837-4344
046-845-6695
046-843-6089
046-835-9997
046-838-3550
046-835-2888
046-835-7883
046-834-1206
－
046-835-3442
046-838-5010
046-876-8854
046-837-4177
横須賀市久⾥浜4-8-8 ウエストポートビル2階
046-876-8848
横須賀市久⾥浜4-8-9
046-835-1606
横須賀市久⾥浜4-8-9 一升屋ビル4階
046-874-8808
横須賀市久⾥浜4-8-12
046-838-4608
横須賀市久⾥浜4-8-12ダイナリビル一階 －
横須賀市久⾥浜4-9-4
－
横須賀市久⾥浜4-10-10
－
横須賀市久⾥浜4-10-11
－
横須賀市久⾥浜4-11-5
046-835-9833
横須賀市久⾥浜4-11-6
046-876-7078
横須賀市久⾥浜4-11-14
046-836-9333
横須賀市久⾥浜4-12-5
046-835-5460
横須賀市久⾥浜4-12-12 ⻄田ビル2階
046-833-7237
横須賀市久⾥浜4-12-12⻄田ビルB1
046-837-9005
横須賀市久⾥浜4-12-13
－
横須賀市久⾥浜4-12-13
－
横須賀市久⾥浜4-12-13
046-836-7175
横須賀市久⾥浜4-4-10 ウイング久⾥浜5階

横須賀市久⾥浜4-5-2
横須賀市久⾥浜4-5-2-2階
横須賀市久⾥浜4-5-2 久⾥浜ロマンビル
横須賀市久⾥浜4-5-3 KHAビル1階
横須賀市久⾥浜4-5-4
横須賀市久⾥浜4-5-6
横須賀市久⾥浜4-5-6
横須賀市久⾥浜4-5-6
横須賀市久⾥浜4-5-6 浅葉ビル1階左
横須賀市久⾥浜4-5-6 久⾥浜4丁目店舗
横須賀市久⾥浜4-5-7
横須賀市久⾥浜4-5-11
横須賀市久⾥浜4-5-11
横須賀市久⾥浜4-5-11
横須賀市久⾥浜4-5-11 ボックス久⾥浜1階
横須賀市久⾥浜4-5-111
横須賀市久⾥浜4-6-2
横須賀市久⾥浜4-6-2
横須賀市久⾥浜4-6-6
横須賀市久⾥浜4-6-6-2階
横須賀市久⾥浜4-6-14
横須賀市久⾥浜4-6-15
横須賀市久⾥浜4-6-18
横須賀市久⾥浜4-6-18 フジビル3階
横須賀市久⾥浜4-7-2
横須賀市久⾥浜4-7-4
横須賀市久⾥浜4-7-5
横須賀市久⾥浜4-7-5 佐野ビル1階
横須賀市久⾥浜4-7-15 新八ビル1階
横須賀市久⾥浜4-8-1
横須賀市久⾥浜4-8-2 ハイムカリン1階
横須賀市久⾥浜4-8-2 ハイムカリン203
横須賀市久⾥浜4-8-4
横須賀市久⾥浜4-8-8
横須賀市久⾥浜4-8-8-3階
横須賀市久⾥浜4-8-8 ウエストポートビル

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-10/66

店舗名
スナックハーブ
柚
スナックウーマン
伊万⾥
居酒屋 邑
SNACK MiRai
Lounge BBA
居酒屋ふーのんちゃん
そば家平朗 くりはま店
だるま
居酒屋 百万石
炭⽕焼肉 一心
自家焙煎珈琲豆サニム
元祖札幌や
くりはま家
第⼆ひさご寿司
照ノ屋
まるげんらーめん
モンブーシェ
一栄
河童蔵
やきとり一番 久⾥浜店
やきとり 末吉
スプラウト
焼肉POGI
居酒屋押ッ忍
居酒屋 一休
Bocca Grande
海蔵
幸亭
キッチン オリオール
無国籍料理満天バル
Boo
ASOKO
スナック智智
スナック 京子
食堂葉⽉
のみどころchuねん?
えべれすときっちん
リンガーハットイオン横須賀久⾥浜店
はなまるうどんイオン横須賀久⾥浜店
イオン久⾥浜店
築地銀だこイオン久⾥浜店
サーティワンアイスクリームイオン横須賀久⾥浜SC店
ザ・どん イオン久⾥浜店
ジェラフル久⾥浜店
大阪王将イオン久⾥浜店
ミスタードーナツ イオン横須賀久⾥浜ショップ
ぼんうり屋
おんどり家
DININGBARSUNS
パブラウンジさくら
焼肉屋さかい久⾥浜店
マクドナルド 久⾥浜ダイクマ店
Lily Planet Cafe
OZ

住所
横須賀市久⾥浜4-12-13-2階
横須賀市久⾥浜4-12-13 第2相沢ビル1階
横須賀市久⾥浜4-12-14
横須賀市久⾥浜4-12-14 相澤ビル1階3号
横須賀市久⾥浜4-12-14 相沢ビル2階6号室
横須賀市久⾥浜4-12-14 第2相沢ビル2階
横須賀市久⾥浜4-12-17
横須賀市久⾥浜4-12-18
横須賀市久⾥浜4-13-5
横須賀市久⾥浜4-13-15
横須賀市久⾥浜4-13-18
横須賀市久⾥浜4-13-18石倉ビル1階
横須賀市久⾥浜4-14-1
横須賀市久⾥浜4-14-7
横須賀市久⾥浜4-15-2
横須賀市久⾥浜4-15-10
横須賀市久⾥浜4-15-11
横須賀市久⾥浜4-15-11 望⽉ビル1階
横須賀市久⾥浜4-15-13
横須賀市久⾥浜4-16-2 嘉⼭ビル1階
横須賀市久⾥浜4-16-3
横須賀市久⾥浜4-16-4 ビアリッツ101
横須賀市久⾥浜4-16-5 コンフォート1
横須賀市久⾥浜4-16-5 コンフォート1階
横須賀市久⾥浜4-16-12
横須賀市久⾥浜4-16-13 石井ビル2階
横須賀市久⾥浜4-17-2
横須賀市久⾥浜4-18-4
横須賀市久⾥浜4-18-6
横須賀市久⾥浜4-18-6
横須賀市久⾥浜4-18-6 田丸店舗1階右号
横須賀市久⾥浜5-1-10
横須賀市久⾥浜5-1-10
横須賀市久⾥浜5-2-2
横須賀市久⾥浜5-2-2
横須賀市久⾥浜5-2-12
横須賀市久⾥浜5-3-4
横須賀市久⾥浜5-11-1
横須賀市久⾥浜5-11-1
横須賀市久⾥浜5-13-1
横須賀市久⾥浜5-13-1
横須賀市久⾥浜5-13-1
横須賀市久⾥浜5-13-1
横須賀市久⾥浜5-13-1
横須賀市久⾥浜5-13-1 イオン久⾥浜2階
横須賀市久⾥浜5-13-1 イオン久⾥浜店1階

電話番号
－
－
046-837-7727
046-833-1335
－
－
－
046-835-3523
046-815-8712
046-835-9991
046-834-3833
046-836-6377
046-834-1117
046-835-1030
046-843-8511
046-837-1415
046-835-7667
046-854-6060
046-807-0707
046-884-9483
046-874-9333
－
046-833-7663
－
046-835-1188
046-836-5844
046-835-2055
－
046-835-5552
－
－
－
046-897-5456
－
－
046-834-5610
－
046-854-9992
046-835-0855
046-838-5070
046-838-3870
046-838-5200
046-884-9633
046-838-5331
046-874-7077
046-845-9585
横須賀市久⾥浜5-13-1 イオン久⾥浜フードコート2階 －
横須賀市久⾥浜5-13-1イオン横須賀久⾥浜SC 046-854-7121
横須賀市久⾥浜5-13-15
046-822-5510
横須賀市久⾥浜5-13-16
－
横須賀市久⾥浜5-13-16 タウンビル2階 046-836-9777
横須賀市久⾥浜5-13-16 タウンビル3階
046-833-0392
横須賀市久⾥浜7-1-14
－
横須賀市久⾥浜7-9
046-838-0272
横須賀市久⾥浜7-11-9
050-1568-8294
横須賀市久⾥浜7-14-3
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-11/66

店舗名
⿊船食堂
スナック温
Bar Chotto
居酒屋一好
Access
EtRh⼒22
⿂又寿司
スナックなぎさ
喰快
久⾥坊
あじのや食堂
ラーメン田島家
風和梨
生簀屋 海
小料理 たぬき
旅館食堂 宮下
漁師料理よこすか
ばんごう家
シーサイド
BAYZ
新きらく旅館
たけめん
居酒屋 和貴
あいるらんど
あっとほーむなお店ひろこ
カラオケ&キッチン典
MANBOW
Dogcafe わん茶房
然然
わっか
きくや食堂
RICKEY'S KITCHEN
⽴花
マゼラン湘南佐島 レストラン
佐島かねき
ベイサイドカフェ レストラン モア
BistroCafe' ChouChou des南葉⼭
佐野天然温泉 湯処のぼり雲 海⼭⼗題
だるま寿司
からやま佐原インター店
星乃珈琲店横須賀店
ロイヤルホスト衣笠インター
来来亭横須賀佐原店
ステーキガスト 横須賀佐原インター
小料理神子元島
幸楽苑 横須賀佐原店
藍屋 横須賀佐原
道とん堀横須賀佐原店
中国料理 広⾹居 佐原店
くるまやラーメン佐原店
伝説のすた丼屋 横須賀佐原店
寿寿庵
マクドナルド 佐原インター店
カレーハウスCoCo壱番屋横須賀佐原インター店
焼き鳥戦國屋佐原店
担担麺餃子⼯房北京大矢部店

住所
横須賀市久⾥浜7-14-8
横須賀市久⾥浜7-16-11鈴⽊第3ビル
横須賀市久⾥浜7-16-11 鈴⽊第3ビル1階
横須賀市久⾥浜7-22-3
横須賀市久⾥浜7-24-1
横須賀市久⾥浜7-29-10
横須賀市久⾥浜7-30-4
横須賀市久⾥浜7-30-6
横須賀市久⾥浜7-30-7
横須賀市久⾥浜7-30-8
横須賀市久⾥浜8-2-4
横須賀市久⾥浜8-5-8
横須賀市久⾥浜8-5-8
横須賀市久⾥浜8-9-1
横須賀市久⾥浜8-10-13
横須賀市久⾥浜8-10-14
横須賀市久⾥浜8-17-23
横須賀市久⾥浜8-17-23
横須賀市久⾥浜8
横須賀市久⾥浜7-12-5
横須賀市久⾥浜7-17-6
横須賀市小矢部1-1-1
横須賀市小矢部1-26-7
横須賀市小矢部2-1-1
横須賀市小矢部2-1-2
横須賀市小矢部2-1-2
横須賀市小矢部2-26-2
横須賀市小矢部3-14-15
横須賀市小矢部4-7-3
横須賀市坂本町1-3 サクラマンション1階
横須賀市坂本町2-30
横須賀市坂本町2-32
横須賀市坂本町3-1
横須賀市佐島1-14-1
横須賀市佐島3-6-5
横須賀市佐島3-7-4 佐島マリーナホテル内
横須賀市佐島の丘1-3-6
横須賀市佐野町4-5
横須賀市佐野町4-51
横須賀市佐原1-1-15
横須賀市佐原1-7-12
横須賀市佐原1-8-7
横須賀市佐原1-14-5
横須賀市佐原1-15-6
横須賀市佐原1-19-4
横須賀市佐原3-1-11
横須賀市佐原3-3-8
横須賀市佐原3-3-10
横須賀市佐原3-3-13 グレース佐原102
横須賀市佐原3-12-16
横須賀市佐原3-12-20
横須賀市佐原3-20-23
横須賀市佐原3-20-34
横須賀市佐原3-21-28
横須賀市佐原4-1-30
横須賀市佐原4-1-31

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-12/66

電話番号
046-835-0372
－
－
046-835-5932
046-830-5116
046-874-8555
046-835-3362
－
－
046-803-1236
046-835-1770
－
－
046-833-3434
046-854-4015
046-835-1640
046-834-3431
046-838-4126
046-834-5703
046-854-5025
046-835-0248
046-890-6817
046-851-3347
046-852-3060
－
046-852-1859
046-851-0533
046-836-3446
046-853-5413
046-826-0575
－
046-815-6708
046-822-2862
046-855-3071
046-856-0166
046-857-1615
046-897-3325
046-851-2617
－
046-854-7030
046-876-6505
046-835-0995
046-834-7889
046-838-4761
046-837-7259
046-834-4063
046-833-6491
046-874-8958
046-874-9582
046-836-2713
046-834-1313
046-874-8825
046-830-1626
046-838-0429
046-801-1598
046-833-8422

店舗名
雪国越後路
AAMA INDIAN RESTAURANT
infinity
牛角久⾥浜佐原店
カラオケBanBan 久⾥浜店
猿島オーシャンズキッチン
カフェレストラン・コルセール
2TAPS
さとちゃん 茶古⾥
居酒屋ニューあこがれ
忙中閑有
ガスト 横須賀汐⼊
輝珍楼
タイムトンネル
ホテルハーバー横須賀ロビー
AMOR
ウエスタナ
Fire
炭⽕焼鳥小町 汐⼊店
カフェグレース
お好み焼BAR中村酒店
一平
カギロイ ハナレ
炬 カギロイ
LAUGH
まつば
中国料理 京華
焼肉ジャンゴ
汐⼊萬菜
えりか
鉄板焼きDINING築
Radianza
BAR TWIN SOUL
鳥⼗
スナック うわさ
炭⽕焼庵
アウトローサルーン
トミーズ (Tommy's)
ゆぅゆぅ
⻘⿓
酒場地図
やきとり ひさご
汐⼊酒場 大八
すてーき・ステーキ武
湘南OVA
SOLIS Agriturismo
湘南リリーフ
産後ケアホテル マームガーデン葉⼭
しまや
みんなの部屋 やすらぎタイム
東京九州フェリーターミナル内レストラン
はまゆう（フェリー船舶）
それいゆ（フェリー船舶）
うおくに 花の国店
鈴⽊家
居酒屋 六文銭

住所
横須賀市佐原4-3-24
横須賀市佐原5-1-1
横須賀市佐原5-2-11
横須賀市佐原5-2-11 グリーランド別館1階
横須賀市佐原5-2-13 グリーランド本館2階
横須賀市猿島1
横須賀市汐⼊町1-1
横須賀市汐⼊町1-3 中丸ビル2階
横須賀市汐⼊町1-4
横須賀市汐⼊町1-4
横須賀市汐⼊町1-4
横須賀市汐⼊町2-2-5 澤田ビル2階
横須賀市汐⼊町2-5
横須賀市汐⼊町2-5
横須賀市汐⼊町2-7
横須賀市汐⼊町2-12-5
横須賀市汐⼊町2-32-9 平林ビル1階1号
横須賀市汐⼊町2-32
横須賀市汐⼊町2-32
横須賀市汐⼊町2-32 平林ビル
横須賀市汐⼊町2-35
横須賀市汐⼊町2-36
横須賀市汐⼊町2-38-2階
横須賀市汐⼊町2-38
横須賀市汐⼊町2-38
横須賀市汐⼊町2-42
横須賀市汐⼊町2-42
横須賀市汐⼊町2-42
横須賀市汐⼊町2-43
横須賀市汐⼊町2-43
横須賀市汐⼊町2-44-1
横須賀市汐⼊町2-44
横須賀市汐⼊町2-44
横須賀市汐⼊町2-46
横須賀市汐⼊町2-46 ⻑谷川ビル1階
横須賀市汐⼊町2-46⻑谷川ビル1階
横須賀市汐⼊町2-3917
横須賀市汐⼊町2
横須賀市汐⼊町3-2
横須賀市汐⼊町3-18
横須賀市汐⼊町4-1
横須賀市汐⼊町4-55
横須賀市汐⼊町4-55
横須賀市湘南国際村1-2-1
横須賀市湘南国際村1-2-6
横須賀市湘南国際村1-2-8
横須賀市湘南国際村1-7-3
横須賀市湘南国際村1-4-3
横須賀市湘南鷹取4-3-11
横須賀市湘南鷹取4-6-13
横須賀市新港町11-4
横須賀市新港町11番4
横須賀市新港町11番4
横須賀市神明町1
横須賀市田浦町1-8
横須賀市田浦町1-15

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-13/66

電話番号
046-835-6222
046-894-1625
046-833-0156
046-838-0729
050-3134-0659
－
046-845-6660
－
－
－
－
046-820-6318
046-825-9718
－
046-822-0001
046-801-0903
－
－
046-884-8648
－
046-821-3983
046-823-1349
－
－
046-854-8886
046-890-3232
046-827-4331
046-825-9355
046-823-5780
－
046-824-1130
046-876-7828
046-828-6061
046-824-6397
046-822-4214
046-826-1180
046-827-4845
－
046-884-8893
046-822-7717
046-822-3242
046-822-0419
046-825-9750
046-845-6009
046-857-3001
046-874-8750
046-855-6401
046-857-6402
－
046-895-0753
－
046-812-9300
046-812-9300
046-834-4187
046-861-3671
－

店舗名
スナック和か松
梅林食堂
だんだん畑
田浦隅田川本店
ハングリーズ田浦店
酒蔵 一八
呑み処ピーちゃん
Trattoria Siema di Kazu
cafe Anna
ぱぶ ⻘⼭
ほろ酔い処めぐ
でん助
⿂栄
象猿
手打ちうどん さわ
隠れ屋
居酒屋こころ
スナックさくら
小料理 甲子
ラ・ヴェール
酒処のれん
小料理 葵
下産
居酒屋 けんけん
ビストロ味湘
マクドナルド 横須賀武店
カフェスナック菴
Roy
ぐらんまNeo
イタリアンレストランシャロウリーフ
不⼆家レストラン津久井浜店
⿂敬津久井浜店
Restaurant WAO
そば家 平朗
MykonosResortsMiura
DESSERT&CAFE BLUE MOON
ひまわり
うみべのえほんやツバメ号
居酒屋 ふー萌
炭⽕焼肉眞津久井浜店
スナック和
ホルモン焼き とんとん 津久井店
スナック ドリーム
手打ちそば彩菜
イタリアンミウラーゼ
居酒屋たづる
夕凪
小料理秀
⽴花
レストランローリエ
季節料理 あきもと
レストランすか丼
⻑井海の手公園・ソレイユの丘 ファーストフード馬売店
⻑井海の手公園・ソレイユの丘 ファーストフード池店
レストランプロヴァンス
⻑井海の手公園・ソレイユの丘 ファーストフード遊具店

住所
横須賀市田浦町1-17-7
横須賀市田浦町3-38
横須賀市田浦町4-11
横須賀市田浦町5-3
横須賀市田浦港町無番地 海上自衛隊内厚生センター3階

横須賀市鷹取1-2-17
横須賀市鷹取1-3-18
横須賀市鷹取1-4-1
横須賀市鷹取1-4-1-2階
横須賀市鷹取1-4-16 鷹取温泉ビル1階
横須賀市鷹取2-1-1
横須賀市武1-6-6
横須賀市武1-28-18
横須賀市武1-29-22
横須賀市武2-3-3
横須賀市武2-9-9
横須賀市武3-5-33-101
横須賀市武3-5-33-103
横須賀市武3-5-35
横須賀市武3-5-35
横須賀市武3-20-2
横須賀市武3-20-2
横須賀市武3-20-5
横須賀市武3-21-1
横須賀市武3-24-6
横須賀市武4-1-7
横須賀市武4-20-2-2階
横須賀市武4-40-2-101
横須賀市武4-40-2 リーフフラットA
横須賀市津久井1-1-1
横須賀市津久井1-3-1
横須賀市津久井1-3-3
横須賀市津久井1-3-6
横須賀市津久井1-3-7
横須賀市津久井1-4-3
横須賀市津久井1-4-7
横須賀市津久井1-8-41-103
横須賀市津久井1-24-21
横須賀市津久井1-24-22
横須賀市津久井2-2-20
横須賀市津久井2-17-17
横須賀市津久井2-18-22 AYビル102
横須賀市津久井2-18-23
横須賀市津久井4-1-3
横須賀市⻑井1-17-16
横須賀市⻑井1-17-16
横須賀市⻑井3-12-33
横須賀市⻑井3-40-1
横須賀市⻑井3-45-1
横須賀市⻑井3-45-2
横須賀市⻑井3-49-6
横須賀市⻑井4
横須賀市⻑井4
横須賀市⻑井4
横須賀市⻑井4 地内
横須賀市⻑井4 地内

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-14/66

電話番号
046-861-2620
046-861-5036
046-861-0371
046-861-4091
－
046-866-2018
046-874-5818
046-866-5144
046-815-7079
046-866-1681
046-865-7051
046-856-6851
046-856-2325
046-856-2066
046-857-2712
046-854-4356
046-874-7930
046-857-6100
046-856-9895
046-857-5222
－
－
046-895-1962
－
046-857-1025
046-856-9792
－
046-856-6686
046-854-8400
046-849-5000
046-849-6020
046-849-0211
046-874-8237
046-849-4665
046-876-6677
046-847-2330
046-848-9925
046-884-8661
－
046-847-1155
－
－
－
046-876-7489
046-884-8403
－
－
046-857-0894
046-856-3978
046-857-2900
046-856-0664
046-857-2500
046-857-2500
046-857-2500
046-857-2500
046-857-2500

店舗名
⻑井海の手公園・ソレイユの丘 ファーストフード加⼯店
⻑井海の手公園・ソレイユの丘 ファーストフードBBQ店
静家
スナック静家
ふじ
スナックさがみ
梅乃家
六丁目横丁
荒崎海⾳さがみや
やま
ボエコス⻑浦食堂
BasilAndClove
電⼒中央研究所食堂
電⼒中央研究所新本館1F談話室・応接室
おくむら
すき家 134号横須賀⻑坂店
熟成醤油ラーメンきゃべとん横須賀⻑坂店
珈琲倶楽部 オアシス
ジョナサン 横須賀
大鵬
七福 武⼭店
有限会社かね寿司
中華 萬華
ハヌル
松乃鮨
酒処 桃太郎
麒麟楼
カフェオハナ
シーサイドカリカ
D-PEPE-SEA
クォータートーン Quartertone
海援隊HOUSE
さかえや
笹寿し
ちんしらあ
居酒屋 松や
居酒屋 ひらの
CLippER
PINO
カラオケBanBan横須賀店
カラオケ喫茶「花」
萬久庵
家庭料理寄り道
ライオンガール
カラオケドリーム
居酒屋 食事処 おしま
ゆず庵北久⾥浜店
キッチン ふるさと
居酒屋ひろ
居酒屋カラオケゆりあ
海鮮酒場海賊
ダイニングバーPRIDE
瑚和
スナック サファイア
Happiness
とりまさ

住所
横須賀市⻑井4 地内
横須賀市⻑井4 地内
横須賀市⻑井5-6-4
横須賀市⻑井5-6-7
横須賀市⻑井5-23-5
横須賀市⻑井5-30-3
横須賀市⻑井5-37-1
横須賀市⻑井6-15-2
横須賀市⻑井6-26-1
横須賀市⻑井2-5-48
横須賀市⻑浦町1-43
横須賀市⻑浦町4-1
横須賀市⻑坂2-6-1
横須賀市⻑坂2-6-1
横須賀市⻑坂2-9-10
横須賀市⻑坂2-11-2
横須賀市⻑坂2-11-5
横須賀市⻑坂3-6-33
横須賀市⻑坂3-9-1
横須賀市⻑坂3-9-24
横須賀市⻑坂3-10-16
横須賀市⻑沢1-2-18
横須賀市⻑沢1-5-1
横須賀市⻑沢1-6-10
横須賀市⻑沢1-33-7
横須賀市⻑沢1-38-3
横須賀市⻑沢1-38-3
横須賀市⻑沢1-38-4
横須賀市⻑沢2-1-9
神奈川県横須賀市⻑沢2-5-21
横須賀市⻑沢2-8-14井之崎ビル104
横須賀市⻑瀬3-285
横須賀市⻄浦賀1-14-8
横須賀市⻄浦賀1-16-15
横須賀市⻄浦賀1-17-1
横須賀市⻄浦賀2-13-10
横須賀市⻄浦賀3-33-4
横須賀市⻄浦賀4-11-5 Velasisマリーナ内1階

横須賀市根岸町1-3-44
横須賀市根岸町1-4-23
横須賀市根岸町1-7-10
横須賀市根岸町1-7-20
横須賀市根岸町1-7-20
横須賀市根岸町1-7-20-3階
横須賀市根岸町1-7-20ワタナベビル201
横須賀市根岸町1-9-14
横須賀市根岸町1-9-21
横須賀市根岸町2-19-4 H2よこすかアクトホール1階

横須賀市根岸町2-20-1
横須賀市根岸町2-20-1-2階
横須賀市根岸町2-20-1 九⿓ビル1階
横須賀市根岸町2-20-1 九⿓ビル2階A
横須賀市根岸町2-20-9 TANIビル1B-1-1
横須賀市根岸町2-20-12 パークサイドセブン1-B
横須賀市根岸町2-20-12 パークサイドセブン4階

横須賀市根岸町2-21-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-15/66

電話番号
046-857-2500
046-857-2500
046-856-5329
046-856-5329
046-856-3986
046-857-0869
046-856-1146
046-874-6608
046-856-2115
080-1134-6008
046-822-0178
046-854-5033
－
－
046-856-3434
0120-498-007
046-874-6395
－
046-855-1045
046-856-3980
046-857-7274
－
046-848-0318
－
046-849-9590
046-849-8002
046-876-6618
046-876-8567
046-854-7393
046-845-9231
046-847-3429
080-1014-5448
046-897-7566
046-841-4490
－
046-843-5761
046-842-3515
046-843-3788
－
046-836-8135
046-833-9338
－
046-834-3450
－
－
046-837-3499
046-854-4266
－
－
－
046-833-2133
046-837-8217
－
－
－
046-836-4374

店舗名
手毬すし 北久⾥浜店
吉田製麺店横須賀店
きたくり家本店
北浜寿し
マーメイド
家族の想い結 北久⾥浜
正八 炉ばた焼
手⽻先のぼちゃん
えきめんや北久⾥浜店
竹美庵
カラオケ ダーリン
湘南イタリアン カーサ・マーレ
モスバーガー 北久⾥浜駅前店
庄や北久⾥浜店
スナック ぱんな
スナックL
バーミヤン 北久⾥浜
創作料理 ダイニングバー ⼗六夜
和旬彩純
まんぷく亭
焼肉きんぐ北久⾥浜店
ムーミンズ
カラオケ居酒屋花
や台ずし北久⾥浜駅前町
居酒屋⼭の子
地⿂と炭⽕焼 ⿂翔
ジョナサン 北久⾥浜
デニーズ 北久⾥浜店
鶏のジョージ北久⾥浜駅前店
⿓昇中華料理
カラオケBANBAN北久⾥浜駅前店
居酒屋 まほろば
ギャラリー55
居酒屋えぷろん
呑も家
インドネパールレストラン Mama Bhanja
焼肉 味楽苑本店
居酒BAR なとわ
居酒屋こころ
エキゾチックプラム
壱番館
ウッド レイ
米蔵
大衆酒場 しあん
スナック チコ
逗子家本店
神の茶
スナック美保
サロンドレムリア
Salon de Lemuria
呑喰処 宝来
居酒家 きらく
薮そば
焼肉 味楽苑
季節料理北浜
プチローズ

住所
横須賀市根岸町2-21-13
横須賀市根岸町2-21-13 佐久間ビル1階
横須賀市根岸町2-21-16 房総ビル1階
横須賀市根岸町2-21-19
横須賀市根岸町2-22-1
横須賀市根岸町2-22-9
横須賀市根岸町2-22-11
横須賀市根岸町2-23.27
横須賀市根岸町2-29-1
横須賀市根岸町2-31-1
横須賀市根岸町2-31-1 スペース9ビル3階
横須賀市根岸町2-31-1 スペースナインビル2階

横須賀市根岸町2-31-2 田中ビル1階
横須賀市根岸町2-31-3 エスアンドティー第⼆ビル2階

横須賀市根岸町2-31-11 高橋ビル1階
横須賀市根岸町2-31-11 根岸高橋ビル1階奥

横須賀市根岸町3-1-4
横須賀市根岸町3-1-6-118
横須賀市根岸町3-1-6 北久⾥浜ローズマンション1階

横須賀市根岸町3-1-6ローズマンション1階

横須賀市根岸町3-2-11
横須賀市根岸町3-3-1-105
横須賀市根岸町3-3-1 ⼭田貸店舗1階103号
横須賀市根岸町3-3-9 成瀬ビル
横須賀市根岸町3-3-9鳴瀬ビル2階
横須賀市根岸町3-3-9 鳴瀬ビル3階
横須賀市根岸町3-3-10
横須賀市根岸町3-3-11
横須賀市根岸町3-3-12 ディアコート 2階
横須賀市根岸町3-3-14
横須賀市根岸町3-4-6 大成ビル4階
横須賀市根岸町3-5-6
横須賀市根岸町3-7-1
横須賀市根岸町3-7-13
横須賀市根岸町3-7-13
横須賀市根岸町3-8-2 秋本ビル1階
横須賀市根岸町3-8-6
横須賀市根岸町3-9-1
横須賀市根岸町3-9-1
横須賀市根岸町3-9-2
横須賀市根岸町3-9-2
横須賀市根岸町3-9-2 B-4
横須賀市根岸町3-9-8
横須賀市根岸町3-9-8 井出ビル1階
横須賀市根岸町3-9-8 井出ビル1階
横須賀市根岸町3-10-7
横須賀市根岸町3-10-8
横須賀市根岸町3-10-8
横須賀市根岸町3-10-9
横須賀市根岸町3-10-9 かおりぼんハウス
横須賀市根岸町3-10-13 第7臼井ビル1階
横須賀市根岸町3-10-18
横須賀市根岸町3-10-19
横須賀市根岸町3-11-1
横須賀市根岸町3-11-6
横須賀市根岸町3-11-7A

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-16/66

電話番号
046-835-2196
046-834-1877
046-837-7999
046-836-2266
046-838-0756
046-833-1187
－
－
046-833-3738
046-834-5959
046-834-6157
046-887-0118
046-838-4465
046-835-7100
－
－
046-838-5788
046-887-0743
046-874-5878
046-833-0629
046-845-6699
－
－
046-833-8128
046-833-3668
－
046-830-1148
046-835-8681
046-837-4988
046-887-0762
046-834-7805
046-895-4619
046-836-6562
－
－
－
046-833-8858
046-834-0507
－
046-836-9551
－
－
046-895-3000
046-895-3806
046-836-3439
046-874-4600
046-854-9909
046-833-4100
046-890-6868
046-890-6868
－
046-807-1177
046-836-4967
046-836-8992
046-834-7025
－

店舗名
酒蔵 一升屋
天津飯店
牛タン ちょっと
酔処
もつ焼きBOO
酒処みやこ
浜鳥
小料理咲蓮(えれん)
居酒屋あき
酒肴処 ん
ホルモン焼肉 ツボマル
カウンターバーN
呑み処YAMATO
食道 鶏喰海
PARK パーク
カラオケパブ full moon
カラオケスナックキュート
BACCANO
とんかつ池田屋
居酒屋 八兵衛
居酒屋 千⼒
富充酒場
丼や 海神
焼肉麗華
炭⽕焼肉 誠
たこ焼き居酒屋えみ
喫茶スキッフル
根岸玉寿々
スナック 高知
くるまやラーメン根岸店
とんてつ
ラーメン三和
ラーメン縁
ミッション
カラオケ喫茶スナック ねぎし
お好み焼ダイニング和
すず川
MAX
中華料理凰⾹OCEAN
ラーメン屋吉祥
いろは
和み処 桜みち
HONEY'S
パブスナック文ぶん
スナックeiko
らぁ麺はせ川
坦蔵
くるまやラーメン 北久⾥浜店
丸⻲製麺横須賀野⽐
すき家 横須賀野⽐店
韓国居酒屋済州島
ディップカレーハウス
楽食酒場ジンギスカン⾏くべぇ
和家えん
シェ・イロ
ぬだいくわたい

住所
横須賀市根岸町3-11-10
横須賀市根岸町3-12-1
横須賀市根岸町3-12-8
横須賀市根岸町3-14-9
横須賀市根岸町3-14-9
横須賀市根岸町3-14-11
横須賀市根岸町3-14-11
横須賀市根岸町3-14-11
横須賀市根岸町3-14-11
横須賀市根岸町3-14-12
横須賀市根岸町3-14-12 ケイエムビル1階
横須賀市根岸町3-14-12 ケイエムビル2階
横須賀市根岸町3-14-17-2階
横須賀市根岸町3-14-17浜田ビル
横須賀市根岸町3-14-32-2階
横須賀市根岸町3-15-22-2階B号室
横須賀市根岸町3-15-22 ツヅキビル1階
横須賀市根岸町3-15-22ツヅキビル2-A
横須賀市根岸町3-15-24
横須賀市根岸町3-15-29
横須賀市根岸町3-15-31
横須賀市根岸町3-15-31
横須賀市根岸町3-15-34-B
横須賀市根岸町3-16-17-1階
横須賀市根岸町4-2-10-1階
横須賀市根岸町4-5-16 坂本ビル1階103
横須賀市根岸町4-9-1-103
横須賀市根岸町4-9-27
横須賀市根岸町4-11-18
横須賀市根岸町4-11-30
横須賀市根岸町4-16-8
横須賀市根岸町4-19-27
横須賀市根岸町4-20-19
横須賀市根岸町4-24-15
横須賀市根岸町4-24-15 根岸パークビル
横須賀市根岸町4-25-1
横須賀市根岸町4-25-1-103

電話番号
046-836-4536
046-836-2853
046-833-4383
046-835-1199
－
046-897-8970
－
－
－
046-835-5548
046-874-8119
046-897-7026
046-801-8610
046-830-5341
046-815-7368
046-876-9618
046-837-2680
046-804-1000
046-836-4656
046-833-8828
－
046-845-9963
046-836-4888
046-874-9001
－
046-801-7363
－
046-835-4187
－
046-835-5228
046-837-3656
046-836-0356
050-8881-3330
046-834-1733
－
046-894-0753
046-835-5877
横須賀市根岸町4-25-1北久⾥浜パークマンション101
046-834-0993
横須賀市根岸町4-25-4
046-827-7007
横須賀市根岸町4-25-6
046-835-6689
横須賀市根岸町4-25-6-105
046-834-5600
横須賀市根岸町4-25-6 コーポつくし乃103 －
横須賀市根岸町4-25-7 エザース根岸105号室 046-801-0321
横須賀市根岸町4-25-8 エザース根岸
－
横須賀市根岸町4-25-24 房総ビルⅢ101 －
横須賀市根岸町5-1-2サンクレスタ根岸1階 －
横須賀市根岸町5-16-4
－
横須賀市根岸町5-17-17
046-823-7201
横須賀市野⽐1-2-27
046-849-3211
横須賀市野⽐1-4-25
0120-498-007
横須賀市野⽐1-7-2 菱沼ビル101
046-849-8635
横須賀市野⽐1-7-2 ひしぬまビル102
046-874-8810
横須賀市野⽐1-7-8
046-849-6617
横須賀市野⽐1-7-12
046-801-0084
横須賀市野⽐1-8-5
046-803-1220
横須賀市野⽐1-8-26
046-849-6270

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-17/66

店舗名
炭⽕やきとりにのみや
BIG BANG
呑兵衛YRP野⽐店
魯家
スナック喫茶メロディ
RICE CAFE
末広食堂
居酒屋あけぼ乃
なるみ食堂
LiNE
そば、和食処 やぶ善
創作居酒屋なりさん
肴と酒のうまい店一六四
梅澤燻製店
有限会社野⽐鮨栄
マクドナルド 野⽐シティオ店
ガスト 野⽐
や台ずし野⽐駅前町
鳥治
佳瑠夢
喫茶 ぽとす
鳥ふく
シーサイド21
ロシア料理⽕の鳥
ビストロ・クー
中華一番
焼肉 たっちゃん
割烹旅館 東京湾
磯料理・旅館やまに
かねよ食堂
一丼丸防衛大学校店
防衛大学校 走水フーズ
わさび食堂
スナックはこふぐ
味美食堂
レストラン 浜⽊綿
フレンチレストラン ル・ボ・リバージュ
観⾳崎京急ホテルSPASSO
ティー&カクテルラウンジ
いろり家
酒楽
唄える大衆お座敷酒場忍
食事処 清
カラオケWAVE武⼭店
スリーエイト
バー夜明
スナック おれんじ
平楽
小料理 凛
朝⽇寿司
松亭軒
横田家
三平
やきとりけんちゃん
とまり⽊くらぶ
や台ずし浦賀駅前町

住所
横須賀市野⽐1-8-26
横須賀市野⽐1-8-29
横須賀市野⽐1-8-32 下村ビル1・2階
横須賀市野⽐1-10-1 第17三京ビル1階
横須賀市野⽐1-10-1 第17三京ビル2階
横須賀市野⽐1-10-4
横須賀市野⽐1-10-4
横須賀市野⽐1-10-13
横須賀市野⽐1-17-9
横須賀市野⽐1-17-27 店舗真ん中
横須賀市野⽐1-18-4
横須賀市野⽐1-18-15
横須賀市野⽐1-18-15
横須賀市野⽐1-19-9
横須賀市野⽐1-19-12
横須賀市野⽐1-39-8
横須賀市野⽐1-40-27
横須賀市野⽐2-1-6 野⽐大神ビル
横須賀市野⽐2-2-15
横須賀市野⽐2-2-19
横須賀市野⽐2-10-5-2階
横須賀市野⽐2-14-1
横須賀市野⽐2-21-16
横須賀市野⽐2-21-19
横須賀市野⽐5-7-5
横須賀市ハイランド2-8-9
横須賀市ハイランド4-7-11
横須賀市走水1-2-19
横須賀市走水1-2-21
横須賀市走水1-6-4
横須賀市走水1-10-20
横須賀市走水1-10-20 防衛大学校本館地階
横須賀市走水2-18-5
横須賀市走水2-24-3
横須賀市走水2-867
横須賀市走水2-1157-2
横須賀市走水2-1157-2
横須賀市走水2-1157-2
横須賀市走水2-1157-2
横須賀市林1-19-4
横須賀市林2-1-13 コーポ森101
横須賀市林2-1-13 マート森102号
横須賀市林2-7-5 瀬⼾ビル1階
横須賀市林2-7-12
横須賀市林2-9-1
横須賀市林2-9-2
横須賀市林2-9-3
横須賀市林2-9-3
横須賀市林2-9-3
横須賀市林2-9-16
横須賀市林2-9-18
横須賀市林2-9-18
横須賀市林2-9-19
横須賀市林2-9-20
横須賀市林2-10-25

電話番号
046-807-1201

－
046-839-3630
046-849-1013
046-848-1463
046-807-3158
046-848-1702
046-849-6294
046-854-4017
－
046-848-1718
046-876-9178
046-849-5350
046-827-7295
－
046-849-5225
046-840-1045
046-848-8900
046-848-2260
046-848-1808
046-848-9585
－
－
046-847-1888
046-849-8093
046-848-3106
－
046-841-0133
046-841-0785
046-841-9881
－
046-844-5301
046-844-2215
046-841-2549
046-842-7008
046-844-9080
046-844-9080
046-844-4848
－
046-857-2619
046-857-8057
－
046-845-9629
046-856-9233
－
046-856-2241
－
046-857-3195
046-884-8474
046-856-1613
－
－
046-856-0318
046-857-4698
－
横須賀市東浦賀1-1-1 ワタナベワンズビル1階 046-843-3828

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-18/66

店舗名
まいど浦賀店
TOMATO KITCHEN
エルマール 浦賀テラスカフェ
イタリア料理 ラ・ペントラ
サロンアカンサス
ラーメン 濱琉
居酒屋 伏⾒
北京食堂
小料理 静むら
てしごとCafé(カフェ)
博多とんこつ拉麺なおnao
こむぎや
桜井
コーヒーショップ サン
Cafe&Bar Kei
漁師レストラン アンシャンテ
YRPローズテリア営業所
京急EXイン横須賀リサーチパーク
POTBELLY
Fine
らぁ麺しろ
彩楽久
やきとり⻯馬におまかせ
みんな家
スナックグローリー
梅花点点
串揚処 串朗
居酒屋はるこ
居酒屋 かまる
⼭の上 カフェ・ファミリア
かわしま
MACHUPICCHU 2
パブアンドミュージック⼭九
梵
居酒屋 いさご
プラザヨコスカ久⾥浜斎場
しゃぶ葉 久⾥浜
デニーズ 舟倉町店
マクドナルド 久⾥浜街道舟倉店
サイゼリヤ 久⾥浜店
海南記
中華料理隆昌
緑来茶屋 船越店
プリマベーラ
ときわ
スナック ロロ
根岸家
スナックまこと
朴念仁
居酒屋 ともこ
るな
嵯峨野
SALA
居酒屋おかね
Table9
吾妻奄

住所
横須賀市東浦賀1-3-13
横須賀市東浦賀1-3-13
横須賀市東浦賀2-4-20
横須賀市東浦賀2-19-9
横須賀市東浦賀2-21-1
横須賀市東逸⾒町1-1
横須賀市東逸⾒町1-2-13
横須賀市東逸⾒町1-2
横須賀市東逸⾒町1-2
横須賀市東逸⾒町1-7
横須賀市東逸⾒町1-51
横須賀市東逸⾒町1-54
横須賀市東逸⾒町2-5
横須賀市東逸⾒町2-82
横須賀市東逸⾒町3-1
横須賀市光の丘1-1
横須賀市光の丘3-3
横須賀市光の丘7-2
横須賀市⽇の出町1-6

電話番号
046-841-1148
－
046-874-7711
046-843-0629
046-843-1911
046-823-4273
046-827-4769
046-822-4818
046-825-4054
－
－
046-823-5088
－
046-825-5743
046-826-4945
－
046-847-6003
046-847-3910
046-827-4766
横須賀市⽇の出町1-12-8 ハイシティヨコスカ中央A棟地下1階
046-824-8639
横須賀市⽇の出町1-16 ハイネス横須賀中央101 050-5328-6275
横須賀市⽇の出町2-1-24
046-820-6633
横須賀市⽇の出町2-3 水野ビル101
046-825-8727
横須賀市⽇の出町2-3 水野ビル102号
－
横須賀市平作1-9-5
046-852-9578
横須賀市平作1-12-5
046-852-8128
横須賀市平作8-1-1
046-853-4589
横須賀市平作8-1-2
046-853-6254
横須賀市深田台34
－
横須賀市富⼠⾒町2-22-7
－
横須賀市富⼠⾒町2-70
046-823-9387
横須賀市富⼠⾒町2-71
－
横須賀市富⼠⾒町2-72
046-827-0039
横須賀市⼆葉1-5-6-1階
046-890-2375
横須賀市⼆葉2-41-5
－
横須賀市舟倉1-1-8
046-835-1187
横須賀市舟倉1-14-1
046-830-1045
横須賀市舟倉1-16-10
046-833-3375
横須賀市舟倉1-16-13
046-838-0320
横須賀市舟倉1-17-15
046-830-1013
横須賀市船越町1-45
046-845-6289
横須賀市船越町1-47-1
046-874-8278
横須賀市船越町1-47
－
横須賀市船越町1-49
046-861-8037
横須賀市船越町1-50
－
横須賀市船越町1-51
－
横須賀市船越町1-51
046-861-3882
横須賀市船越町1-54
046-861-5320
横須賀市船越町1-57
－
横須賀市船越町1-57
046-861-7050
横須賀市船越町1-57T&C船越101
－
横須賀市船越町1-58
046-861-2611
横須賀市船越町1-58
－
横須賀市船越町4-52
046-861-2626
横須賀市船越町5-1
046-861-7299
横須賀市船越町5-2
046-861-7354

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-19/66

店舗名
酒処 松ちゃん
いさみ鮨
ELEPHANT HOUSE
Newnishanindianrestaurant
スナック 順子
ふく福〇
四川酒家成都DINING
DARTS PUB AJITO
フードサロンシャルディエ
串一
縁来茶屋
笑縁食堂船越基地店
デニーズ 横須賀平成町店
マクドナルド 横須賀ホームズ店
⿂がし食堂 はま蔵
サイゼリヤ LIVINよこすか店
餃子の王将ノジマモール横須賀店
楽島モアイモ食堂
よこすか平安閣
プラザヨコスカ中央本社斎場
VSQUARED
クレオパトラ
アリババ
YUKI'SBAR
EPIC BAR
VALHALLA Bar and Hookah Lounge
THE SPOT JR'S
GREEN HILL(グリーンヒル)
K SHOT BAR
GREENHILL
TONYZ BAR
Club 54
ザ フォート
Jammin'
韓一館
蒼空屋kitchen
VENUS
萬菜酒場
YOKOSUKASHELL
泡之⾳
UPSTAGE8
Lc International
カスタム
中華飯店
NUMBER1LOUNGERESTAURANT
スタンダードバー KENT倶楽部
Republiq bar
GREEN STAND(グリーンスタンド)
ECLIPSE BAR
鮨ENJI
F.T.S.
インディー
ご当地グルメレストラン LAUNA【ラウナ】
大阪王将横須賀中央店
SILVER SKY BAR AND LOUNGE
TSUNAMI

住所
横須賀市船越町5-3
横須賀市船越町5-3
横須賀市船越町6-1-15
横須賀市船越町6-1-20
横須賀市船越町6-68 片⼭ビル103
横須賀市船越町6-68 片⼭ビル1階
横須賀市船越町6-77-1 レジデンス田浦101
横須賀市船越町6-77-2階
横須賀市船越町6-77-201
横須賀市船越町6-77
横須賀市船越町7-56-1
横須賀市船越町7-73
横須賀市平成町2-14-1 ヴィスポ横須賀1階
横須賀市平成町2-14-5
横須賀市平成町3-5-1
横須賀市平成町3-21-4 LIVINよこすか1階

－

電話番号

046-861-1275
－
046-861-2887
046-861-5897
－
－
046-887-0676
046-861-0407
046-861-2733
－
－
046-827-8608
046-828-6321
046-827-0141
046-828-1202
横須賀市平成町3-28-2 ノジマモール横須賀1階
046-822-6780
横須賀市本町1-1
046-827-2051
横須賀市本町1-4
046-823-1122
横須賀市本町1-4
046-823-1084
横須賀市本町1-4
046-876-8370
横須賀市本町1-5-5 第1上田ビル
－
横須賀市本町1-5-8
046-854-9255
横須賀市本町1-5-8-2階
046-815-6992
横須賀市本町1-5 コスモスビル1階
046-876-8445
横須賀市本町1-5 コスモスビル202
－
横須賀市本町1-7-7-2階
－
横須賀市本町1-7
046-824-0672
横須賀市本町1-7
－
横須賀市本町1-7
090-3430-4415
横須賀市本町1-8-2
046-874-4032
横須賀市本町1-8-4
－
横須賀市本町1-8
046-845-9185
横須賀市本町1-8
046-826-3107
横須賀市本町1-8
－
横須賀市本町1-8 kビル2階
046-821-4191
横須賀市本町1-9-16
046-874-7314
横須賀市本町1-9
046-823-8436
横須賀市本町1-9
046-876-5467
横須賀市本町1-9 三協ビル2階
046-825-5710
横須賀市本町1-10-2階
046-884-8078
横須賀市本町1-10
046-874-6389
横須賀市本町1-10
046-825-0187
横須賀市本町1-10
046-822-3212
横須賀市本町1-10
－
横須賀市本町1-11上田第2ビル地下1階
046-826-3669
横須賀市本町1-11 上田ビル2階
－
横須賀市本町1-11 第2上田ビル1階
046-824-0672
横須賀市本町1-11 第2上田ビル3階
－
横須賀市本町1-11 第3上田ビル 1階
046-874-9715
横須賀市本町1-11 第三上田ビル2階
046-827-0455
横須賀市本町1-12 ホテルニューヨコスカ内 046-820-1111
横須賀市本町1-15-11
046-854-5688
横須賀市本町1-19 橋場ビル1階
046-876-8363
横須賀市本町1-55 コスモスビル3階
046-8766-771
横須賀市本町2-1-9
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-20/66

店舗名
マクドナルド コースカベイサイドストアーズ店
サーティワンアイスクリーム横須賀CBS店

住所
横須賀市本町2-1-12
横須賀市本町2-1-12
コースカ ベイサイド ストアーズ(2階 SKA-1 Kitchen フードコート) 横須賀市本町2-1-12
リンガーハット横須賀コースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12
ケンタッキーフライドチキン コースカベイサイド店
横須賀市本町2-1-12
イオンスタイル横須賀
横須賀市本町2-1-12
スシローコースカ横須賀店
横須賀市本町2-1-12
バケットコースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12
BullPuluコースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12
ゴディバ コースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12
横須賀海軍カレー本舗ベイサイドキッチン
横須賀市本町2-1-12-102
横須賀市本町2-1-12 Caska Bayside Stores
ミートダイニング コーシンファーム
横須賀市本町2-1-12
COASKA BAYSIDESTORES2階
丸⻲製麺COASKABAYSIDESTORES
横須賀市本町2-1-12 CoaskaBaysideStores3階
大⼾屋ごはん処横須賀CoaskaBaysideStores店
牛角 横須賀汐⼊店
横須賀市本町2-1-12 C棟
横須賀市本町2-1-12 コースカAEON内海側
よこすかグルメ艦隊!!
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイド3階
グリル とぽ
横須賀市本町2-1-12
コースカベイサイドストアーズ
スターバックスコーヒーコースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2階
四六時中 コースカ横須賀店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2階
タリーズコーヒーコースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2階
ミスタードーナツ コースカベイサイドショップ
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2階
サイゼリヤ コースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2階
AMARA 横須賀店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
しゃぶしゃぶ牛太横須賀店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
和幸 横須賀店
韓国家庭料理チェゴヤ コースカベイサイドストアーズ店 横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
鎌倉パスタコースカベイサイドストアーズ店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
築地食堂源ちゃん 横須賀コースカベイサイド店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
チャイニーズレストラン大唐 横須賀店
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
丸源ラーメン コースカベイサイドストアーズ
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
三代目文治コースカベイサイドストアーズ店
タリーズコーヒーコースカベイサイドストアーズBOOK&CAFE店 横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ4階

横須賀HUMAXシネマズ
ダッキーダック横須賀店
HONEY BEE(ハニービー)
DINING CLUB ARABELLA
DELICIOUS 本町店
酔仙
アルフレッド
ハングリーズ本店
うな八
LOCOCOCO
ワールドジャンクション
アースハウス
MIKE'S YOKOSUKA
TSUNAMI BOX
little Amsterdam
Kadoya no BAR(カドヤのバール)
NEWDYNAMICBAR
NEW TOKYO
Pier thirty three
COCOIS PORT RESTAURANT
どぶ板食堂ペリー
Drunk Factory
ISTANBULHOOKAHLOUNGE
艦マニア横須賀

横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ4階
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ横須賀3階

横須賀市本町2-1 本町ビル1階
横須賀市本町2-2-8
横須賀市本町2-3-2-2階
横須賀市本町2-3 小泉ビル1階
横須賀市本町2-4-1階
横須賀市本町2-4-2階
横須賀市本町2-4
横須賀市本町2-4
横須賀市本町2-4 泉ビル1階
横須賀市本町2-5-2 ミマツビル1階
横須賀市本町2-5-2 ミマツビル2階
横須賀市本町2-5-4
横須賀市本町2-6
横須賀市本町2-8
横須賀市本町2-15-1 ハッピービル1階
横須賀市本町2-17
横須賀市本町2-17 Prefecture2階
横須賀市本町2-18 THKビル1階
横須賀市本町2-19-1階
横須賀市本町2-19-2階
横須賀市本町2-19-2 サワノビル301
横須賀市本町2-19

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-21/66

電話番号
046-854-7262
046-884-8531
046-822-2244
046-876-8116
046-828-5053
046-826-3111
046-828-3870
046-822-9309
046-887-0037
046-876-8170
046-874-7179
046-829-2939
046-824-0208
046-887-0215
046-854-4129
046-845-6844
046-826-3229
046-828-4878
046-876-5771
046-821-3696
045-225-5070
046-828-8220
046-874-9650
046-821-2370
046-825-0141
046-854-4401
046-884-9186
046-828-6851
046-821-2337
046-884-9626
0468-27-7930
046-828-5516
046-874-8238
046-828-3240
046-825-9096
－
046-828-6716
046-825-1815
－
－
046-825-9193
046-821-1121
046-826-3343
046-807-0080
－
046-828-5273
－
046-827-8957
046-874-8124
046-825-9536
－
－
046-884-9797
046-822-1632
－
046-845-8400

店舗名
興津屋
HONCH SHELL
one drop cafe
HIDEAWAY
有限会社 一福
和膳と酒肴 廚 KURIYA
キューズバー
居酒屋スナック ありちゃん
Moai&Capi
ベイサイドラーメンキンジ
しゃぶ葉 横須賀ベイスクエア
メルキュールホテル横須賀 ビストロ・ブルゴーニュ
メルキュールホテル横須賀 4階宴会場
メルキュールホテル横須賀 5階宴会場
メルキュールホテル横須賀 18階宴会場
メルキュールホテル横須賀 20階宴会場
与論乃風&Stand Bar Yoron
ヨコスカヒバチ
ロータス
MIKASA CAFE
本牧家横須賀店
バーミヤン 横須賀ベイスクエア
カレーハウスCoCo壱番屋 横須賀本町三丁目店
マクドナルド 馬堀⻄友店
DELICIOUS馬堀海岸店
EXE(エグゼ)
お食事処 天風横須賀店
スペースアンドカフェモントン
食事処 なの花
中華料理店徳和
家庭料理sen
まいど 馬堀海岸店
FLAVOR
居酒屋 いちえ
蕎⻨処佐藤
Axtu cafe
せいか
築地銀平鮨
カラオケ・スナック喫茶佐伯
串焼南
C.Cキッチン
大衆割烹ひろ田
NEON GENESIS Third impact01
喫茶リバーストン
⿂政
Bar Earth Brother's
PIER ONE
CafeBarT&S
幸楽苑横須賀三春店
四代目埼玉家和心天まる
マクドナルド 三春町店
かつ庵横須賀三春町店
江⼾前すしいち
スエヒロ館 横須賀三春店
Mari Cafe
らーめん萬家

住所
横須賀市本町2-19
横須賀市本町3-6
横須賀市本町3-11
横須賀市本町3-11
横須賀市本町3-12
横須賀市本町3-13-1
横須賀市本町3-13
横須賀市本町3-14
横須賀市本町3-19
横須賀市本町3-19
横須賀市本町3-27-103 横須賀ベイスクエア壱番舘

横須賀市本町3-27
横須賀市本町3-27
横須賀市本町3-27
横須賀市本町3-27
横須賀市本町3-27
横須賀市本町3-31 ベイスクエアよこすか2番1階
横須賀市本町3-31 ベイスクエアよこすか⼆番館104

横須賀市本町3-33-1階
横須賀市本町3-33-3
横須賀市本町3-33-3
横須賀市本町3-33
横須賀市本町3-33 ベイスクエア横須賀三番館106

横須賀市馬堀海岸2-27-2
横須賀市馬堀海岸2-27-6
横須賀市馬堀海岸4-1-9-206
横須賀市馬堀海岸4-1-23
横須賀市馬堀町2-2-9
横須賀市馬堀町2-2-15
横須賀市馬堀町2-3-2
横須賀市馬堀町2-12-37
横須賀市馬堀町3-1-17
横須賀市馬堀町3-1-28
横須賀市馬堀町3-1-33
横須賀市馬堀町3-2-5桂秀ビル1階
横須賀市馬堀町3-2-8
横須賀市馬堀町3-2-17
横須賀市馬堀町3-2-21
横須賀市馬堀町3-2-23
横須賀市馬堀町3-3-1 前田ビル1階
横須賀市馬堀町3-3-2
横須賀市馬堀町3-3-2
横須賀市馬堀町3-3-22
横須賀市馬堀町4-1-20
横須賀市緑が丘1
横須賀市緑が丘1 ⿂政ビル3階
横須賀市緑が丘31-11
横須賀市緑が丘31
横須賀市三春町1-21-2
横須賀市三春町1-21
横須賀市三春町2-1-3
横須賀市三春町2-3-2
横須賀市三春町2-5
横須賀市三春町3-2-2
横須賀市三春町3-7
横須賀市三春町3-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-22/66

電話番号
046-822-4371
046-815-0583
046-845-6126
－
046-822-3881
046-823-5221
046-824-4412
－
046-823-8830
－
046-820-6707
046-821-1594
046-821-1111
046-821-1111
046-821-1111
046-821-1111
046-821-4614
046-874-8932
046-821-3499
046-823-0312
046-827-8807
046-828-5444
046-829-0720
046-846-3598
046-846-2025
046-856-5787
046-845-1567
－
046-842-5009
046-815-6465
046-843-1616
046-843-8511
－
046-874-9227
046-876-9153
050-1378-3215
046-843-3581
046-844-0330
－
046-844-3730
－
－
－
－
046-824-7049
046-824-3168
046-876-9180
－
046-828-5310
046-822-3140
046-825-4522
046-874-5288
046-824-2334
046-828-5629
－
046-827-1014

店舗名
インドネパールレストラン NEW SAKURA
ぴあの
三春サイクル
cafe MIMOSA
居酒屋とんぼ
よんなぁcafe
創作中華 天空
和風居酒屋 幸むら
炭⽕焼鳥小町 堀ノ内店
くら寿司横須賀店
かっぱ寿司 横須賀三春店
甲羅本店
ファミリーガーデン
にぎり一丁
焼肉の店 カルビ家
あさひや
ガスト 横須賀三春
吉野家横須賀三春町店
⿓昇飯店
うどん⼯房御幸浜亭
ラーメン8エイト
一丁目の夕⽇
居酒屋風酒処 ふくちゃん
焼肉千⼭苑
スナック 愛ぜん
クラブkiss
うみ
やきとり秀3
BLOSSOM
Sato
照和食堂
⾠⺒家
BAR K-1
とんこつラーメン松平森崎店
焼肉ガーデンびっくぼす (森崎本店)
なるほ 森崎本店
かつや佐原インター店
Tokyo Bay Fisherman'sNoodle
居酒屋 のんのん
居酒屋おうち
中華飯店 森崎
とりや
居酒屋はる
DININGBAR海
夜鳴き食堂
MASALA
貴良久(きらく)
MACHU PICCHU
モスバーガー県⽴大学店
BLACK SUN yokosuka
華
呑み処酔家
Dining Bar KAN
パブスナック ルパン
温
食堂 華代

住所
横須賀市三春町3-9-14
横須賀市三春町3-10
横須賀市三春町3-11
横須賀市三春町3-14
横須賀市三春町3-18
横須賀市三春町3-25
横須賀市三春町3-35-1階
横須賀市三春町3-44
横須賀市三春町3-45
横須賀市三春町4-1-20
横須賀市三春町4-1-22
横須賀市三春町4-8
横須賀市三春町4-8
横須賀市三春町4-8
横須賀市三春町4-8
横須賀市三春町4-13
横須賀市三春町4-21-2
横須賀市三春町4-28-1
横須賀市三春町4-53-36
横須賀市御幸浜1-1
横須賀市森崎1-1-9
横須賀市森崎1-1-17
横須賀市森崎1-4-26 藤田ビル102
横須賀市森崎1-5-1エクセルハイム102
横須賀市森崎1-8-27
横須賀市森崎1-10-7
横須賀市森崎1-10-8
横須賀市森崎1-10-8 スペースワン
横須賀市森崎1-10-8 ワールドビルⅠ1階
横須賀市森崎1-10-8 ワールドビルI1階
横須賀市森崎1-10-9
横須賀市森崎1-11-5
横須賀市森崎1-11-5
横須賀市森崎1-13-22
横須賀市森崎1-19-18
横須賀市森崎1-19-18
横須賀市森崎1-19-26
横須賀市森崎2-11-13
横須賀市森崎2-14-3
横須賀市森崎2-14-3-B
横須賀市森崎2-21-8
横須賀市森崎2-21-9
横須賀市森崎2-21-10
横須賀市安浦町1-12石川ビル102
横須賀市安浦町1-21高⽊ビル1階
横須賀市安浦町1-22-15
横須賀市安浦町1-22 石川ビル103
横須賀市安浦町2-3 ラグーンFM103
横須賀市安浦町2-7-8 ニックハイム
横須賀市安浦町2-8-1階-A
横須賀市安浦町2-8-1階C号室
横須賀市安浦町2-8-12
横須賀市安浦町2-8
横須賀市安浦町2-8
横須賀市安浦町2-9 ラグーンFM1階
横須賀市安浦町2-11

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-23/66

電話番号
046-821-5254
046-826-3693
046-821-5755
－
－
046-824-7070
046-821-5323
046-824-6800
046-825-9022
046-828-5710
046-828-3102
046-822-3211
046-822-5657
046-822-6566
046-822-2941
046-825-9183
046-820-1074
046-828-1153
046-821-3171
－
－
046-835-9975
046-833-6739
046-833-6116
－
046-835-0209
－
－
046-884-9810
046-833-0255
－
046-836-9556
046-876-7609
046-801-3344
046-830-1129
－
046-884-9929
046-887-0173
046-851-5183
－
046-834-0111
046-807-2941
046-890-4074
－
046-827-1266
－
046-825-2955
046-815-6987
046-828-3118
－
－
－
046-845-9659
－
046-807-5299
046-826-3383

店舗名
上海亭 安浦本店
しろがね旅館(食堂)
榮⿓
ステーキハウス ブル
横浜家系ラーメン安浦家
天津餃子王
スサンインドレストラン
中華料理 末広
玉川
チーズモックinすえひろ
安忠
初⾳
すき家 16号横須賀安浦店
呑みくい処 うおちょう
居酒屋晴れ
LOOK UP
釜⼭館
白梅
いそ
楓
奄美
CHISE
すし屋のかっちゃん
安楽亭横須賀衣笠店
東京遊膳ひのき亭
焼肉 味蘭
チャンス
ラフィン
ガールズ居酒屋48
スペースシャトル
夢のつづき・・・
ナタリア
pizzeria trattoria sette
ダイニングルーム&カクテルラウンジ みちる
ふじ澤
中華料理福泰飯店
居酒屋あきこ
カラオケスナックリズム
ヴィラグラッツィア
R-thirty
ちゃんこ⾦星
まりん
ラ・ボヌール
candle
ドラゴンスクリュー
スナック 由奈
フェリーチェ
晴れる屋
スナック 舞夢
居酒屋つきじ
鶏恵
空色
居酒屋 楽祭
HEARTS
Agito....
たこ焼きお好み焼き花⾞

住所
横須賀市安浦町2-13
横須賀市安浦町2-13
横須賀市安浦町2-22
横須賀市安浦町2-23-18-1階
横須賀市安浦町2-24-4 アーバンハイツ1
横須賀市安浦町2-24-6
横須賀市安浦町2-24-12 安浦ビル1階
横須賀市安浦町2-25
横須賀市安浦町2-26
横須賀市安浦町2-26
横須賀市安浦町3-7
横須賀市安浦町3-9
横須賀市安浦町3-24-3
横須賀市安浦町3-24
横須賀市安浦町3-24 みやこ荘1階
横須賀市安浦町3-25
横須賀市安浦町3-42
横須賀市安浦町3-42
横須賀市安浦町3-42
横須賀市安浦町3-42
横須賀市安浦町3-42
横須賀市安浦町108-0075
横須賀市⼭科台1-2
横須賀市⼭科台1-12
横須賀市⼭科台10-13
横須賀市米が浜通1-1-4
横須賀市米が浜通1-1-15-102
横須賀市米が浜通1-1-15 第1明⾹ビル101
横須賀市米が浜通1-1-15 第一明⾹ビル2階
横須賀市米が浜通1-1-15 明⾹ビル302
横須賀市米が浜通1-1-15 明⾹ビル3階301
横須賀市米が浜通1-1-15 明⾹ビル502
横須賀市米が浜通1-1-22
横須賀市米が浜通1-1
横須賀市米が浜通1-1
横須賀市米が浜通1-1
横須賀市米が浜通1-1
横須賀市米が浜通1-1
横須賀市米が浜通1-1 小島ビル1階
横須賀市米が浜通1-1 杉浦ビル1-B
横須賀市米が浜通1-1 明⾹ビル201
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル101
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル201
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル202
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル4階
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル4階
横須賀市米が浜通1-2-19 DCビル501
横須賀市米が浜通1-2
横須賀市米が浜通1-2
横須賀市米が浜通1-2
横須賀市米が浜通1-2
横須賀市米が浜通1-2 池田店舗1階右側
横須賀市米が浜通1-2 池田店舗2階
横須賀市米が浜通1-2 池田ビル1階
横須賀市米が浜通1-2 岡田BLD6-2階
横須賀市米が浜通1-2 岡田ビル6 101

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-24/66

電話番号
046-822-0205
－
046-822-3580
－
046-874-9115
046-827-3175
046-825-3132
046-825-9284
046-825-2133
－
046-825-9000
046-822-4621
0120-498-007
046-822-2040
－
046-874-5793
046-815-7020
046-825-9298
－
－
－
－
046-857-6474
046-854-0421
046-852-0149
－
－
046-822-2555
046-876-9487
－
046-876-6023
080-2016-0813
046-887-0278
－
－
046-874-6998
－
－
046-874-7471
046-884-9164
046-822-6677
－
－
－
－
－
046-827-8872
046-822-4567
－
046-876-8602
046-825-2478
－
046-825-2243
－
046-825-2007
046-897-1192

店舗名
なか禅
スナックじゅげむ
KAREN
イタリアンバールトゥルー
ニュー膳
由美
SALUS
居酒屋 よってけ⼗勝
LINE
会員制bar 蜘蛛
Haunts
てつぼっくり
JAI KALIKA
Wanderlust
TURQUOiSE
GOLD
鳳園
和きち
居酒屋 りょう
Cafe&Bar鳴きうさぎ
まこと
106cafe
MOONSTONE
華
てんこ
スナック サルー
Oni Akko
KII
愛まな
Kiichi
スナック明⽉ 米が浜店
jam
ドルチェ
温
クリシュナ
ライトパブY,s
JEWEL.
スナック まほろば
桜
CHANCE
PACIFIC DESIGN
Ran
77and夢路
DINO
ベルローズ
勝美食堂
鮨誠
クラブ ダンディー
カラオケスナック アットホーム 迪
HITOMI
デニーズ 米ヶ浜店
じだいや
KAZU
凛
酔いっざんまい
ハニーハニーブーン

住所
電話番号
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビル103 046-825-9082
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビル1階
046-825-9442
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビル1階-5
－
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビル1階6号室 046-825-5620
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビル1階7号
046-823-5500
横須賀市米が浜通1-2 シンエイビルB1階8号室
046-825-9120
横須賀市米が浜通1-2 ニイヤビル1階
046-887-0890
横須賀市米が浜通1-2 ニイヤビル2階
－
横須賀市米が浜通1-2 米が浜ビル1-B
－
横須賀市米が浜通1-2 吉野ビル2階
－
横須賀市米が浜通1-3-1A
046-845-9129
横須賀市米が浜通1-3-5 小瀬村第2ビル1-C
046-854-7313
横須賀市米が浜通1-3-6
046-821-0202
横須賀市米が浜通1-3-45アライビル102 －
横須賀市米が浜通1-3
046-801-3313
横須賀市米が浜通1-3
－
横須賀市米が浜通1-3
－
横須賀市米が浜通1-3
046-824-7800
横須賀市米が浜通1-3 アライビル1階101 －
横須賀市米が浜通1-3 小牧ビル1階
－
横須賀市米が浜通1-3 小牧ビル1階B号室 046-826-3166
横須賀市米が浜通1-3玉屋ビル1階
－
横須賀市米が浜通1-3 玉屋ビル1階
－
横須賀市米が浜通1-3 玉屋ビル2階
046-821-5571
横須賀市米が浜通1-3玉屋ビル2階A
046-825-9915
横須賀市米が浜通1-3 玉屋ビル3階
－
横須賀市米が浜通1-3玉屋ビル3階B
－
横須賀市米が浜通1-3 玉屋ビル4階
－
横須賀市米が浜通1-3 玉屋ビル4階A
－
横須賀市米が浜通1-4-1 スタービル1-2階
046-827-3317
横須賀市米が浜通1-4-1 スタービル1-5階 －
横須賀市米が浜通1-4-1 スタービル一階 046-825-0351
横須賀市米が浜通1-4-1 スタービルワン4階
046-822-2447
横須賀市米が浜通1-4岡田ビル1階
－
横須賀市米が浜通1-4 岡田ビル1階
046-823-2729
横須賀市米が浜通1-4 スタービル2⼆階
－
横須賀市米が浜通1-4 スタービルI3階
－
横須賀市米が浜通1-5-16
－
横須賀市米が浜通1-5-16-101
046-845-9142
横須賀市米が浜通1-5-16 スターハイツ103 －
横須賀市米が浜通1-5-16 スターハイツ横須賀中央102 －
横須賀市米が浜通1-5-17 ライオンズkiマンション103
046-825-4350
横須賀市米が浜通1-5-17 ライオンズマンションKI 102
046-827-4777
横須賀市米が浜通1-5-208
－
横須賀市米が浜通1-5
－
横須賀市米が浜通1-5
－
横須賀市米が浜通1-5 スターハイツ横須賀中央106
046-825-1223
横須賀市米が浜通1-6
046-827-1249
横須賀市米が浜通1-6 佐竹ビル1階
－
横須賀市米が浜通1-6 佐竹ビル1階3号
－
横須賀市米が浜通1-6村瀬ビル
046-823-6669
横須賀市米が浜通1-7-14 輝珍ビル1階
046-826-1173
横須賀市米が浜通1-7
－
横須賀市米が浜通1-7
－
横須賀市米が浜通1-8
－
横須賀市米が浜通1-17-2階
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-25/66

店舗名
焔
バートキノラボ
大衆酒場鳥好
まろ味
平八
リトル愛
NOCTURNE
KIRARIA
ラウンジNew Face
ラミュール
H&Y
栄八
居酒屋 もやい
ゼブラ
菜の花
スリークォーター
居酒屋鶯
鳥啓
有限会社三崎庵
プチルビー
おりょう会館
Il giglio
焼とりさんきち
相模屋フーズ中央店
Cafebar 椿
鳥良商店横須賀中央店
Taverna Gonbo
Piacere pizza&wine
バーガーキング横須賀中央店
南国亭 横須賀中央店
割烹 住よし
やなせ本店
竹寿司
鳥の巣横須賀店
鮮々亭 どん
ヒトモト⽴ち呑み処
麺処まさる
Tacos House YAS
タイエラワン
ゆんたく倶楽部
喫茶パブ スイング
SHOWTIME(ショウタイム)
上海亭 横須賀中央店
市場酒舗
らあめん花⽉嵐横須賀中央店
らぁ麺 善治 横須賀本店
すき家 横須賀中央店
ライトクロス
⽇乃屋カレー 横須賀店
MADISON
貸小屋エデン
天丼てんや横須賀中央店
パラダイスアゴーゴー
カラオケマック横須賀中央店
うどん⼯房さぬき 横須賀中央店
カラオケ館横須賀中央店

住所
横須賀市米が浜通1-17
横須賀市米が浜通1-17
横須賀市米が浜通1-17
横須賀市米が浜通1-17
横須賀市米が浜通1-17
横須賀市米が浜通1-17 小瀬村第一ビル2階8号室

横須賀市米が浜通1-17 小瀬村第一ビル2階-D
横須賀市米が浜通1-17 小瀬村第一ビル2階E号

横須賀市米が浜通1-17 小瀬村第一ビルB1
横須賀市米が浜通1-17 小瀬村ビル2階
横須賀市米が浜通1-17 小瀬村ビル2階
横須賀市米が浜通1-18
横須賀市米が浜通1-18
横須賀市米が浜通1-18
横須賀市米が浜通1-18 GFメゾン米が浜1階C号

横須賀市米が浜通1-18 GFメゾン米ヶ浜1-A

横須賀市米が浜通1-18 メゾン米が浜1階E
横須賀市米が浜通2-1
横須賀市米が浜通2-1
横須賀市米が浜通2-3
横須賀市米が浜通2-5-40
横須賀市米が浜通1-3
横須賀市若松町1-1-2
横須賀市若松町1-1-2
横須賀市若松町1-1-2階
横須賀市若松町1-1-2 カマヤビル1・2階
横須賀市若松町1-1
横須賀市若松町1-1
横須賀市若松町1-1
横須賀市若松町1-1
横須賀市若松町1-2-3
横須賀市若松町1-2
横須賀市若松町1-2
横須賀市若松町1-2
横須賀市若松町1-2
横須賀市若松町1-2
横須賀市若松町1-2 ヒトモトビル1階
横須賀市若松町1-2 ヒトモトビル地下
横須賀市若松町1-2 三橋ビル3階
横須賀市若松町1-3-1 ⽇光ビル2階
横須賀市若松町1-3 明⾹ビル2階
横須賀市若松町1-4-8
横須賀市若松町1-4
横須賀市若松町1-4
横須賀市若松町1-4
横須賀市若松町1-4
横須賀市若松町1-4 味ビル1階
横須賀市若松町1-4 味ビル4階
横須賀市若松町1-4 丸徳ビル1階
横須賀市若松町1-4 丸徳ビル2階
横須賀市若松町1-4 丸徳ビル3階
横須賀市若松町1-5-1
横須賀市若松町1-6
横須賀市若松町1-6
横須賀市若松町1-6 アネックスビル1階
横須賀市若松町1-6

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-26/66

電話番号
046-897-4553
－
046-825-3209
－
－
－
046-854-9990
046-874-9941
046-876-9769
－
046-826-4050
－
－
046-825-9670
046-845-6610
－
－
046-825-0791
046-822-1066
－
046-821-4242
070-4072-1164
046-823-3372
046-823-0105
046-876-5541
046-828-3911
046-824-1991
046-874-5967
046-821-4041
046-823-9688
046-827-0181
046-822-2054
046-822-1119
046-825-0533
046-824-8660
046-823-0455
046-874-9883
046-823-0239
046-825-6352
046-825-2797
－
046-884-6363
046-823-2316
－
046-826-0323
046-827-7988
0120-498-007
046-825-0252
0466-50-1301
－
046-887-0754
046-820-1921
046-825-9788
046-822-7500
046-828-5558
046-829-0350

店舗名
鶏のジョージ横須賀中央駅前店
松屋 横須賀中央駅前店
まいど 横須賀中央店
コーヒーハウス ミスティ
空⺟信濃
ダイニング伊藤家
NAOKITCHEN
やなせ支店
珠屋
Chez田坂
直八
千串屋 横須賀中央店
パブ 百合
スナックK
⻄洋軒
海遊丸
ビストロ バルカーダ
パブスナック ねね
AMR
鳥真横須賀中央店
とれび庵
もつ昇
横須賀海軍カレー本舗
カレーハウスCoCo壱番屋 横須賀中央駅前店
竹本家
もつ肉ハッピー
漁師小屋
クラブ プリンス
馬やど
タグプアン
ユートピア
横須賀中華KOMINE
ぎんじ
串ざんまい わっしょい
やんちゃ家横須賀中央店
SOCIE
クラブ ロミオアンドジュリェト
⻨わらの仲間
スナックもあ
サンドグラス
きたくり家横須賀中央店
居酒屋北の庄や
大衆割烹 ⽇向
酒処うらら
レディース
LIP GIRL
メイドCafe&clubまいるすとーん
ガールズバー&居酒屋MJ
プチクラブ キャッツ
スナックRAVIN
CANDY
忠佳
ダイニングパブ す猫と
Club Paradise
鮨八
ゆめや

住所

電話番号

横須賀市若松町1-7-2 ビルドササヤビル 2階 046-825-2088

横須賀市若松町1-7-5
横須賀市若松町1-7
横須賀市若松町1-8 泉ビルB1
横須賀市若松町1-9-1
横須賀市若松町1-9-1
横須賀市若松町1-9-8
横須賀市若松町1-9
横須賀市若松町1-9
横須賀市若松町1-9
横須賀市若松町1-9
横須賀市若松町1-10-1階

046-828-8891
046-823-2400
046-827-4728
046-854-4756
046-827-4832
046-887-0838
046-825-9403
046-876-5849
046-826-3266
046-823-1807
046-825-0608
横須賀市若松町1-10-6 ヤヨイビル4階1号室 046-874-8779
横須賀市若松町1-10-402
－
横須賀市若松町1-10
046-825-3611
横須賀市若松町1-10 ノグチビル1階
046-825-9200
横須賀市若松町1-10 ヤヨイビル2-2
－
横須賀市若松町1-10 ヤヨイビル2階
－
横須賀市若松町1-10ヤヨイビルB1
046-887-0017
横須賀市若松町１－１１－３ 平成ビル２ 1階
046-854-4123
横須賀市若松町1-11-5
046-826-1251
横須賀市若松町1-11-5
046-822-1816
横須賀市若松町1-11-8
046-829-1211
横須賀市若松町1-11-10 平成ビル1階
046-824-1391
横須賀市若松町1-11
046-821-3818
横須賀市若松町1-11
046-823-2505
横須賀市若松町1-11
－
横須賀市若松町1-11 パレスホテルB1階 046-825-1181
横須賀市若松町1-11
046-827-3000
横須賀市若松町1-12-4
046-876-7882
横須賀市若松町1-12-7 小瀬村若松ビル地下一階D号 046-874-4311
横須賀市若松町1-12
046-874-8232
横須賀市若松町1-12
046-825-9111
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビル
－
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビル1階 046-825-2526
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビル2階 046-825-2878
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビル3階 046-825-1197
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビルB1 046-825-8558
横須賀市若松町1-12 小瀬村若松ビルB1 046-827-3067
横須賀市若松町1-14-2階
046-876-9770
横須賀市若松町1-14 近藤ビル1階
046-828-5505
横須賀市若松町1-14 近藤ビル2階・3階
046-825-7000
横須賀市若松町1-15-4階
－
横須賀市若松町1-15 杉本ビル1階
－
横須賀市若松町1-15 杉本ビル1階
046-827-1139
横須賀市若松町1-15 杉本ビル2階
－
横須賀市若松町1-15 高田ビル1階
046-824-3077
横須賀市若松町1-15 若松ビル202
046-825-3825
横須賀市若松町1-15 若松ビル2階
046-827-4432
横須賀市若松町1-15 若松ビル3階
046-828-8768
横須賀市若松町1-15 若松ビル4階
046-825-0299
横須賀市若松町1-15 若松ビル4階
046-874-6398
横須賀市若松町1-15 若松ビルB1階
046-825-3381
横須賀市若松町1-15 若松ビル地下1階
046-825-5366
横須賀市若松町1-15 若松ビル地下1階
046-822-7663
横須賀市若松町1-16
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-27/66

店舗名
おり姫
逗子家 横須賀中央店
バーボンド
パブDanDan
しゃるーる
スナック 田
NECO
Nico
スタンド居酒屋 福ちゃん
⽊村屋
スナック ファミリー
スナック メグ
天
しんかるちえらたん
タリーズコーヒー横須賀中央店
鮨・酒・肴杉玉横須賀中央
居酒屋土間土間横須賀中央店
快活CLUB横須賀中央駅前店
庄や 横須賀中央店
そばと地酒 閑雲
JOYSOUND 横須賀中央店
プリィモア横須賀中央店
くいもの屋わん横須賀中央店
鳥天
餃子の王将横須賀中央店
一軒め酒場横須賀中央店
酔⽉
炭⽕焼タイガー
中央酒場
酒蔵お太幸
寿徳庵
磯丸水産横須賀中央駅前店
ビッグエコー横須賀中央駅前店
290円酒場精肉屋 横須賀中央店
鳥⼆郎横須賀中央店
赤から横須賀中央店
梅の小町 横須賀中央店
ひさご寿司横須賀中央店
株式会社セントラルホテル 宴会
⽇本料理あら井
ボンジュール
ガスト 横須賀中央
BAR Auggie Wren
yeah!(イエー)
EternA
⿂屋さんの新鮮回転寿司 横須賀中央店
プロント横須賀店
えきめんや横須賀中央店
ミスタードーナツ 横須賀モアーズシティショップ
海鮮三崎港横須賀モアーズ
カフェコムサ横須賀モアーズ店
つきじ植むら旬泉坊
UCCカフェメルカード 横須賀モアーズシティ店
アフタヌーンティー・ティールーム 横須賀モアーズシティ
サーティワンアイスクリーム横須賀モアーズシティ
SHELOVESCREPE横須賀店

住所
横須賀市若松町1-16 井本店舗2階
横須賀市若松町1-18-9 ダイヤモンドビル1階
横須賀市若松町1-18-9 ダイヤモンドビル302

横須賀市若松町1-18 ダイヤモンドビル301

横須賀市若松町1-19-3-202
横須賀市若松町1-19-3 トニービル1階
横須賀市若松町1-19-3 トニービル1階
横須賀市若松町1-19-3 トニービル201
横須賀市若松町1-19
横須賀市若松町1-19
横須賀市若松町1-19 トニービル1階
横須賀市若松町1-19 トニービル1階
横須賀市若松町1-19 トニービル204
横須賀市若松町2-1
横須賀市若松町2-1
横須賀市若松町2-3-13 銀次ビル1階
横須賀市若松町2-4-2 横須賀中央合同ビル4階

横須賀市若松町2-4-7階
横須賀市若松町2-4 田丸屋ビル地下1階
横須賀市若松町2-4 田丸屋ビル地下1階
横須賀市若松町2-4 横須賀中央駅前ビル4階
横須賀市若松町2-4 横須賀中央駅前ビル6階
横須賀市若松町2-4 横須賀中央駅前ビル7階
横須賀市若松町2-7-2階
横須賀市若松町2-7-3
横須賀市若松町2-7-3 エフテム3ビル2階
横須賀市若松町2-7-15
横須賀市若松町2-7
横須賀市若松町2-7
横須賀市若松町2-7
横須賀市若松町2-7
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル1階
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル3階
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル4階
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル5階
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル6階
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル6階
横須賀市若松町2-7 三浦プラザビル２F
横須賀市若松町2-8
横須賀市若松町2-8
横須賀市若松町2-8
横須賀市若松町2-8 セントラルホテル2階
横須賀市若松町2-8セントラルホテルB1
横須賀市若松町2-8セントラルホテル 地下1階

横須賀市若松町2-8 第2シンセイビル201
横須賀市若松町2-25
横須賀市若松町2-25
横須賀市若松町2-25
横須賀市若松町2-30
横須賀市若松町2-30
横須賀市若松町2-30 モアーズシティ2階
横須賀市若松町2-30 モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 モアーズシティB1階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ1階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ1階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-28/66

電話番号
－
046-845-6887
－
－
－
－
－
－
－
046-822-2654
－
－
－
046-827-1900
046-828-5510
046-828-6280
046-828-6220
046-820-2588
046-825-6263
046-823-4156
046-820-6510
046-874-7888
046-820-3353
046-821-0945
046-821-0281
046-825-4671
046-825-9390
046-821-4129
046-825-9513
046-825-9407
046-823-1713
046-828-6112
046-827-0990
046-854-9906
046-845-6929
046-845-9109
046-887-0342
046-884-8584
046-827-1111
046-827-1111
－
046-828-8865
046-824-8582
046-827-8696
－
046-827-8693
046-827-8701
046-825-4899
046-820-4465
046-884-8030
046-820-4604
046-820-4594
046-820-4401
046-820-4456
046-820-4472
－

店舗名
スターバックスコーヒー横須賀モアーズシティ店
鎌倉パスタ横須賀モアーズシティ店
バケット 横須賀モアーズ店
紅⻁餃子房 横須賀モアーズ
自家製麺杵屋横須賀中央モアーズシティ店
久留米らーめん鐵釜
とろ⻨ 横須賀モアーズシティ店
雪園 横須賀店
串家物語横須賀モアーズシティ店
kawara CAFE&DINING 横須賀モアーズ店
カプリチョーザトマト&ガーリック横須賀モアーズ店
牛角横須賀モアーズシティ店
温野菜横須賀モアーズシティ店
ハングリータイガー横須賀モアーズシティ店
サンジェルマン 横須賀店
⿂焚
旬加
Diner
Bar Roundabout
やぶれかぶれ
せんぷく (千福)
居酒屋 てんはい
ポラリス
A-ce
忠や BAL
Bar & Restaurant fOURPLAY
呑んべ家 がる
新富鮨
以和貴
ロダン
あし田
葉⼭鳥ぎん 米が浜通店
会津そば玄武
はがくれ
Refuge
セレーナ
猟師居酒屋 ウリ坊
Club JUN
⿂酒処いぶき
パール
Chill
スナック鶴
風来坊
ラウンジぶらんど
大衆酒場 坂⼾屋
炭美
クラブ48
Believe
クラブ門
ホットベイブス
アンジュ
ニュー大田
松ばら
呑み喰い家 扇
Monster
櫻子

住所

電話番号

横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ2階 046-822-1341
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ9階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ9階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ9階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ9階
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティB1階

横須賀市若松町2-31 平坂ビル1階
横須賀市若松町3-1
横須賀市若松町3-4-1
横須賀市若松町3-4-2 満利家ビル1階左
横須賀市若松町3-4
横須賀市若松町3-4
横須賀市若松町3-4
横須賀市若松町3-4 N.Kビル3階A
横須賀市若松町3-4 満利家ビル2階
横須賀市若松町3-5-5
横須賀市若松町3-5-10 ウェルネス中央202
横須賀市若松町3-5
横須賀市若松町3-5
横須賀市若松町3-5
横須賀市若松町3-6
横須賀市若松町3-6
横須賀市若松町3-6
横須賀市若松町3-6
横須賀市若松町3-6 小林ビル101
横須賀市若松町3-6藤原ビル1階2号
横須賀市若松町3-6藤原ビル2階
横須賀市若松町3-6 藤原ビル2階
横須賀市若松町3-7-2
横須賀市若松町3-7-6
横須賀市若松町3-7-6 FKビル1階
横須賀市若松町3-7-6 FKビル1階-E
横須賀市若松町3-7-6 FKビル204
横須賀市若松町3-7-6 FKビルB1
横須賀市若松町3-7-6 FKビルB1-3号
横須賀市若松町3-7
横須賀市若松町3-7
横須賀市若松町3-7 FKビル2階
横須賀市若松町3-7秋元ビル1階
横須賀市若松町3-7 秋元ビル1階
横須賀市若松町3-7 秋元ビル3階
横須賀市若松町3-8-1 ⻄岡ビル1-B
横須賀市若松町3-8-1 ⻄岡ビル2-B号
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-29/66

046-829-0309
046-820-4601
046-820-4598
046-820-4593
046-820-4551
046-884-1835
－
046-820-2336
046-820-4595
046-822-8558
046-828-6629
03-5735-0505
046-874-6366
－
046-884-8939
－
－
046-884-9200
046-822-5257
046-824-2350
－
046-826-0526
－
－
046-827-0868
046-826-3616
046-822-0012
－
046-845-6854
046-823-3425
046-827-0066
046-827-2288
046-834-2937
－
－
046-823-8100
046-874-8040
046-824-1539
046-827-1200
046-854-4522
046-827-7808
－
－
－
046-823-4174
046-876-5881
046-825-2590
－
046-874-5723
046-826-2955
－
046-824-8111
046-874-9947
046-854-4523
－

店舗名
スナック フスコズ
マリーン
スナックJJ
中華居酒屋華林
MINICLUBANNE
サラローズ
ラテ
春⽇の⾥
ローズマリー
Rush
スナック 和美
Nar.s bar
Lapin
百喰楽
スナックDahlie
Celebrity
スナック うーまん
らんか
とっぷ
楓
スナックおっこ
You&me
スナック 古城
いげた寿司
BABU
楽家(GAKU-YA)
TLC
スナック⾹⾳
BARCANNIBAL.
夢
R
DININGみかこ(旧スナックみかこ)
マハロハ
Win
スナック 弘子
ワインレッド
花子
BAR Lily Bell
バンビーナ
DOOR's
CANDY'Z' SNACK BAR
鰍
アロウ
レパード
CREA
スナックMAHINA
ベルギーハウスブルーズ
八⼗八
生蕎⻨と晩酌 越後
ステーキハウス一頭屋
NEWDESTINY
やきとり忠孝 横須賀中央店
市場食堂 横須賀中央店
にんにく本舗みやび
すし処 秀幸
Resume

住所
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8
横須賀市若松町3-8シンセイビル101
横須賀市若松町3-8 シンセイビル203
横須賀市若松町3-8 シンセイビル2階
横須賀市若松町3-8シンセイビル401
横須賀市若松町3-8 第2シンセイビル2階
横須賀市若松町3-8 ⻄岡ビル2階
横須賀市若松町3-8 ⼭崎ビル1階
横須賀市若松町3-8⼭崎ビル1階-A
横須賀市若松町3-8⼭崎ビル2階
横須賀市若松町3-8 ヤマザキビル2階A
横須賀市若松町3-8 ヤマザキビル3階
横須賀市若松町3-8 ⼭崎ビル3階-A
横須賀市若松町3-8⼭崎ビル4階
横須賀市若松町3-8 ⼭崎ビルB1
横須賀市若松町3-8 ⼭崎ビルB1
横須賀市若松町3-9-2階
横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9
神奈川県横須賀市若松町3-9 2F
横須賀市若松町3-9 TYビル2階
横須賀市若松町3-9 Y'SCUBIC301
横須賀市若松町3-9 ダイヤモンド企画ビル1階-B

横須賀市若松町3-9 ダイヤモンド企画ビル2階

横須賀市若松町3-9ダイヤモンド企画ビル2階
横須賀市若松町3-9ダイヤモンド企画ビルB1階
横須賀市若松町3-9 ダイヤモンド企画ビルB1階

横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9
横須賀市若松町3-9

中勝ビル1階
中勝ビル2階
中勝ビル2階
プライムレーベル1階

横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央2-A

横須賀市若松町3-9ワイズキュービック1F
横須賀市若松町3-9 若松TYビル
横須賀市若松町3-9 若松TYビル1階
横須賀市若松町3-9 若松TYビル1階-3
横須賀市若松町3-9 若松TYビル1階-5
横須賀市若松町3-9 若松TYビル1階7号
横須賀市若松町3-9 若松TYビル2階B
横須賀市若松町3-10-44-2階
横須賀市若松町3-10
横須賀市若松町3-11
横須賀市若松町3-11
横須賀市若松町3-12-3階A
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-30/66

－
－

電話番号

046-845-3715
－
046-876-7907
046-821-5537
－
046-826-1655

－
046-826-2669
－
046-825-2261
046-876-6068
046-845-6018
－
046-874-8386
046-821-1557
－
－
－
－
－
－
046-823-0778
050-1342-4132
－
046-876-6009
－
－
046-827-7958
046-874-6851
046-822-4680
－
－
－
－
－
046-828-3650
－
046-874-4712
046-874-8311
－
－
－
－
－
046-825-2779
046-822-3004
046-820-1160
046-820-1159
046-825-0057
046-822-4174
－
046-822-4066
046-821-5588
046-846-7469

店舗名
居酒屋 直きち
パパイヤ
居酒屋旬介
チャイニーズレストラン凛
アドミレイション
Cherie
ニューココナッツ
パブ デイドリーム
やゆよ
Reir レイール
希希
CHATTER
スナックCasper
留美石
スナックこまち
COPAIN
La Peche ラペッシュ
天⾳
花織
スナック ナイスミドル
かんばし
酔喰笑 ごっちゃん
白根家横須賀中央店
珊瑚
ショットバーM&M
ひよこ
たんぽぽ
レトロ肉バル炙りやん
杏門
スナックしれとこ
スナック悠
みんなの歌・酒・肴 佳祐
⿂藍亭
赤レンガ
スナック 美奈
noB'z
スナック三城
洛
家庭料理 昌
ANGEL'S RESTO
和
紬
⼭小屋
どっかーん
スナック友
プシュケ
土佐ッ子
笑っちゃいけない店
サタン
小天橋
ニューじゅげむ
スナックイブ
オアシス
⽴呑みびぃーどろ
Moon
リンダリンダ

住所
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12
横須賀市若松町3-12 明輪ビルB1
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル1階

電話番号
046-822-3464
046-828-8818
046-874-8081
046-821-5565
－
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル1階A号室
046-815-7276
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル2 2階
046-825-1733
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル2階
046-825-7070
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル2階
046-822-2233
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル3階
046-827-8818
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル3階
046-821-4567
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル4-C
－
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル4階
046-824-3738
横須賀市若松町3-12 平成若松ビル4階A号 046-841-6610
横須賀市若松町3-13-1
046-884-8185
横須賀市若松町3-13-1
－
横須賀市若松町3-13-1-2階
046-876-9907
横須賀市若松町3-13-1 下⾥店舗2階
046-845-9722
横須賀市若松町3-13-4
－
横須賀市若松町3-13
046-823-1786
横須賀市若松町3-13
046-824-1018
横須賀市若松町3-13
046-823-2427
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-815-8065
横須賀市若松町3-13
046-854-7711
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-874-8192
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-825-9116
横須賀市若松町3-13
046-845-6488
横須賀市若松町3-13
046-801-0818
横須賀市若松町3-13
046-854-7470
横須賀市若松町3-13
046-854-8895
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-822-5895
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-824-7889
横須賀市若松町3-13
046-823-5159
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-825-9068
横須賀市若松町3-13
046-821-0046
横須賀市若松町3-13
046-825-0085
横須賀市若松町3-13
046-852-1402
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
－
横須賀市若松町3-13
046-826-2858
横須賀市若松町3-13
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-31/66

店舗名
スナックさくら
家のごはん
スナックChance
スナック サラン
いざかや さくら
酒泉
バーニーズ2
海色
カラオケスナック ふみちゃん
令 〜Ray〜
アウル
バーコード ラウンジ
Rock Public House 壮砲
嵯峨
マヤ
椿
ロータス
ハートランド
⽴ち飲み居酒屋 310
アミューズメントパブ48
P2
パブレストラン アルル
カラオケスナック時計
パブ・スナックハッピー
KEY
居酒屋 ひまわり
⽴呑酒場ゆり
チャイニーズスナック凛
スナック りーべ
ブルーノート
VANILLA
居酒屋 じゅん屋
ラフィメント
クラブ バラード
PUB L.A.
CIELO
ドガ
シャナ
オーシャンダイニングKUROFUNE横須賀中央店
Yuki.K
⽇高屋 横須賀中央店
アジアンダイニング&肉バルデニー横須賀中央店
ディプント横須賀中央店
マクドナルド 横須賀中央店
千⾥飯店
とんかつ⽅丈
⻑城飯店
スナック⽉
クラブシャングリラ
とちのは
和食処つきやま
ヨリドコロ
LAMP
The Sunrise Shack INAMURA Beach&Park
レストランメイン
リストランテ鎌倉フェリーチェ

住所
横須賀市若松町3-13
横須賀市若松町3-13
横須賀市若松町3-13
横須賀市若松町3-13
横須賀市若松町3-13
横須賀市若松町3-13 小川ビル2階
横須賀市若松町3-13 小川ビル2階B号
横須賀市若松町3-13 鈴⽊店舗2階
横須賀市若松町3-13 武田ビル1階
横須賀市若松町3-13 武本荘1-C
横須賀市若松町3-13 武本荘店舗1-A
横須賀市若松町3-13 武本ビル1A
横須賀市若松町3-13 武本ビル2-D
横須賀市若松町3-13 武本ビル2階
横須賀市若松町3-13 マヤ⽅
神奈川県横須賀市若松町3-13 武本ビル1-C

横須賀市若松町3-14-2階
横須賀市若松町3-14-2階
横須賀市若松町3-14-5
横須賀市若松町3-14-5 Mステージ横須賀中央B1
横須賀市若松町3-14-5 エムステージ横須賀中央B1

横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14
横須賀市若松町3-14 Mステージ横須賀中央2-1階

横須賀市若松町3-15 ヒトモトビル1階
横須賀市若松町3-15 ヒトモトビル202
横須賀市若松町3-15 ヒトモトビル203
横須賀市若松町3-15 ヒトモトビル2階
横須賀市若松町3-16-4
横須賀市若松町3-16 中央武田ビル1階
横須賀市若松町3-16 中央武田ビル1階
横須賀市若松町3-18-12 佐藤ビル
横須賀市若松町3-18-14-2階
横須賀市若松町3-18-14 第6東京ビル1階
横須賀市若松町3-18
横須賀市若松町3-18
横須賀市若松町3-18-B1階
横須賀市若松町3-18 坂倉ビル1階
横須賀市若松町13-3
横須賀市若松町3-14 1階
横須賀市若松町3-14
鎌倉市稲村ガ崎1-12-10
鎌倉市稲村ガ崎1-12-16
鎌倉市稲村ガ崎1-15-9
鎌倉市稲村ガ崎1-15-9
鎌倉市稲村ガ崎1-16-13
鎌倉市稲村ガ崎1-17-23-8

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-32/66

電話番号
－
046-827-0661
－
－
－
046-887-0783
046-826-0088
－
－
046-845-9796
046-827-2802
046-827-7056
－
046-823-9222
－
090-4392-0092
046-874-5438
－
046-803-1039
046-825-0548
046-854-7458
046-824-4445
046-821-3328
046-825-5595
－
－
－
046-874-7379
－
046-825-1621
046-823-2433
－
046-822-2282
046-823-1108
046-824-5727
046-854-5255
046-824-2656
046-874-5610
046-823-9622
046-874-4156
046-825-0476
03-6380-0725
046-828-5070
046-825-5795
046-822-4137
046-828-6761
046-827-4390
－
090-3215-1676
080-5376-0698
0467-23-6772
0467-40-5737
0467-38-6822
－
0467-24-0235
－

店舗名
TAVERNA RONDINO
イナムラブルーオーシャン
カツレツ亭稲村
I namura C afe
かいな
いなキッチン
MAHALO DELI KAMAKURA
Abu's cafe
リチャード・ル・ブーランジェ
Wine Bar & cafe INAMURA STREET
池田丸 稲村ヶ崎店
Casablanca Pool House
⽇本料理 吟
どんぐりバル
INAGO
⽇本料理虹
鎌倉湖墓苑
鎌倉カントリークラブ
蕎⻨屋酒 草庵
鮨のみよし
きっちん パスタ料理 ぴっころ
リンガーハット鎌倉大船店
マクドナルド環状4号線笠間店
スナック貴
ふる川
いしかわ
そば処五島
バーレー
鎌倉 ふくみ
古我邸
L oco's
マッチポイント 鎌倉店
ビストロオシノ
トレス
手打ちそば さとう
Sasho
TOROkko
ジュアンレパン
イチリンハナレ
ベッカーズアトレ大船店
ほんのり屋アトレ大船店
ベックスコーヒーショップアトレ大船店
濱そば大船店
スープストックトーキョー アトレ大船店
銀だこHB酒場アトレ大船店
カフェラミルアトレ大船店
TOKYO豚骨BASE MADE by 一風堂 アトレ大船店
いろり庵きらくアトレ大船店
鶏三和 アトレ大船店
築地すし兆アトレ大船店
白ヤギ珈琲店かまくら大船店
麺屋こころ
野菜中華 千⾥ 菜
アフタヌーンティー・ティールーム 大船ルミネウィング
AGIO natura 大船店
スターバックスコーヒー大船ルミネウィング店

住所
鎌倉市稲村ガ崎2-6-11
鎌倉市稲村ガ崎2-6-16
鎌倉市稲村ガ崎2-7-9
鎌倉市稲村ガ崎2-9-5
鎌倉市稲村ガ崎2-10-22
鎌倉市稲村ガ崎3-1-13 鎌倉陶苑
鎌倉市稲村ガ崎3-1-18
鎌倉市稲村ガ崎3-2-14
鎌倉市稲村ガ崎3-3-25
鎌倉市稲村ガ崎3-4-3
鎌倉市稲村ガ崎3-5-17
鎌倉市稲村ガ崎3-7-24
鎌倉市稲村ガ崎4-1-11
鎌倉市稲村ガ崎5-10-21
鎌倉市稲村ガ崎5-17-1
鎌倉市稲村ガ崎5-30-14
鎌倉市今泉3-943-1
鎌倉市今泉5-1026
鎌倉市今泉台4-20-4
鎌倉市今泉台4-20-5
鎌倉市岩瀬309-1 ニューライフ北鎌倉1階
鎌倉市岩瀬939-3
鎌倉市岩瀬1257-1
鎌倉市岩瀬1303-2 大塚店舗1階
鎌倉市植⽊110-2
鎌倉市植⽊559-5 アイデアルビル1階
鎌倉市扇ガ谷1-1-3
鎌倉市扇ガ谷1-1-29
鎌倉市扇ガ谷1-1-29 大崎ビル2階
鎌倉市扇ガ谷1-7-23
鎌倉市扇ガ谷1-8-1 ⼭口ビル1階
鎌倉市扇ガ谷1-8-6
鎌倉市扇ガ谷1-8-6 小⿊ビルb-1
鎌倉市扇ガ谷1-8-9 鎌⼯会館ビル102
鎌倉市扇ガ谷1-8-9 鎌⼯会館ビル106
鎌倉市扇ガ谷1-11-1
鎌倉市扇ガ谷1-14-5
鎌倉市扇ガ谷1-14-8
鎌倉市扇ガ谷2-17-6
鎌倉市大船1-1-1

電話番号
0467-25-4355
－
0467-24-6730
0467-38-6523
0467-73-8822
0467-40-4865
－
0467-84-9986
－
0467-24-2225
0467-32-2121
050-3551-6687
0467-84-7236
0467-32-9832
0467-53-8825
－
0467-42-7694
0467-43-1251
0467-46-1928
0467-45-2883
0467-46-3339
0467-41-4926
0467-48-3003
0467-45-5178
0467-84-7950
0467-45-5599
0467-24-4855
0467-24-5689
0467-39-5567
0467-22-2011
0467-25-5448
－
0467-55-5327
0467-66-1324
0467-37-8381
0467-24-3233
0467-37-5542
0467-25-1150
0467-84-7530
－
鎌倉市大船1-1-1 JR大船駅(南改札内) 「アトレ大船」内 －
鎌倉市大船1-1-1 JR大船駅改札内
－
鎌倉市大船1-1-1 JR大船駅構内
045-897-6513
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船
0467-40-0234
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船
0467-39-5547
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船1階
045-390-0939
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船内
0467-42-4571
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船内
0467-42-7218
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船店
0467-39-6090
鎌倉市大船1-1-1 アトレ大船店南改札内 0467-42-7882
鎌倉市大船1-2-1 ホテルメッツかまくら大船1階 0467-44-7720
鎌倉市大船1-3-12 菅野ビル102
0467-44-7331
鎌倉市大船1-4-1-7階
0467-48-5125
鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング4階 0467-48-5162
鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング7階 0467-39-5088
鎌倉市大船1-4-1 ルミネウィング
0467-48-5081

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-33/66

店舗名
つばめグリル大船ルミネウィング店
檑亭 北院
とんかつい新宿さぼてん 大船ルミネウィング店
築地玉寿司大船ルミネウィング店
洋麺屋五右衛門大船ルミネウイング店
おぼんdeごはん 大船ルミネウィング店
麺屋空海 大船ルミネウィング店
高久ぱん
⽇乃屋カレー 大船店
STYLE CAFE
焼きあご塩らー麺たかはし 大船店
そば酒房 くげ庵
小料理やすらぎ
とりいちず大船店
なお吉大船店
餃子酒家 大船店
ケンタッキーフライドチキン 大船東口店
すき家 大船駅前店
網代一菜
吉野家大船笠間口店
JACK大船店
上海モダン
牛角大船店
望郷
ビッグエコー大船駅前笠間口店
喫茶室ルノアール 大船店
目利きの銀次大船東口駅前店
鳥良商店大船笠間口店
BARTENDERSDINING
天丼てんや大船店
大船バルテンダーズ
海鮮居酒家 七福水産
麺屋502
BEER STAND MINATO
うな菊 大船店
てけてけ大船店
将軍やきとり
炭屋串兵衛大船駅前店
博多無双
はかた商店 大船
ラーメン豚⼭大船店
やきとり⼯房大船店
Shot Bar Kurocks
Bar BUBBLES 213
マクドナルド大船店
ウェンディーズ・ファーストキッチン 大船店
観⾳食堂(活⿂料理かんのん)
BurossoDue
壱六家 大船店
タコとハイボール大船店
大船ホルモンセンター
もつしげ大船店
カフェアンドバーフラット
アズーロ
鮨・酒・肴 杉玉 大船
からやま大船店

電話番号
0467-48-5090
0467-48-5079
0467-48-5147
0467-48-5121
0467-42-7852
0467-48-5164
0467-48-5165
0467-48-5153
0466-50-1301
0467-50-0705
0467-84-8775
0467-33-4522
0467-44-0857
0467-38-6884
0467-47-0999
0467-38-8188
0467-41-1876
イトービル1階
0120-498-007
0467-48-2777
第45東京ビル1階
0467-40-5261
第45東京ビル3階
0467-47-1131
第45東京ビルB1
0467-47-8118
第45東京ビルF2
0467-42-2911
0467-47-0396
サザンウインズ
0467-47-8211
鎌倉市大船1-7-1 サザンウインズ大船ビル2階 0467-44-9790
鎌倉市大船1-7-5 大船末広神尾ビル 地下1階 0467-44-4688
鎌倉市大船1-7-8 ハマヤビル1階
0467-42-4151
鎌倉市大船1-8-2-2階 イレブンカット奥 0467-37-6288
鎌倉市大船1-8-3
0467-42-8005
鎌倉市大船1-8-3-1階A
－
鎌倉市大船1-8-3-2階
0467-46-8935
鎌倉市大船1-8-3 天正ビル
－
鎌倉市大船1-8-3 天正ビル1階
0467-39-5989
鎌倉市大船1-8-3 天正ビル1階
0467-46-4264
鎌倉市大船1-8-3 天正ビル2階
0467-38-5520
鎌倉市大船1-8-4
0467-46-6845
鎌倉市大船1-8-4
0467-45-1089
鎌倉市大船1-8-5
0467-44-8556
鎌倉市大船1-8-5 地球堂ビル2階
0467-44-5155
鎌倉市大船1-8-15-1階
0467-84-7899
鎌倉市大船1-8-16
0467-38-8181
鎌倉市大船1-9-1 みずほ会館2階
0467-45-6351
鎌倉市大船1-9-1 みずほ会館2階
0467-44-8899
鎌倉市大船1-9-2
0467-38-7625
鎌倉市大船1-9-3
0467-44-6581
鎌倉市大船1-9-8
－
鎌倉市大船1-9-12 ツインビル2階
0467-84-9236
鎌倉市大船1-9-13
0467-43-1618
鎌倉市大船1-10-4
－
鎌倉市大船1-10-7
0467-84-9665
鎌倉市大船1-10-7
0467-81-3548
鎌倉市大船1-10-7
0467-38-8770
鎌倉市大船1-10-7-2階
0467-45-3707
鎌倉市大船1-10-10 まるみビル102号室 0467-42-7168
鎌倉市大船1-10-10 まるみビル1階
0467-53-9520
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-4-1
鎌倉市大船1-5-2
鎌倉市大船1-5-4
鎌倉市大船1-5-5
鎌倉市大船1-5-5
鎌倉市大船1-5-6
鎌倉市大船1-5-6
鎌倉市大船1-5-6
鎌倉市大船1-5-7
鎌倉市大船1-5-8
鎌倉市大船1-5-9
鎌倉市大船1-6-2
鎌倉市大船1-6-5
鎌倉市大船1-6-5
鎌倉市大船1-6-5
鎌倉市大船1-6-5
鎌倉市大船1-6-6
鎌倉市大船1-7-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-34/66

住所
ルミネウィング7階
ルミネウィング7階
ルミネウィング7階
ルミネウイング7階
ルミネウイング7階
ルミネウィング大船7階
ルミネウィング大船7階
ルミネ大船3階

店舗名
Barche(バルシェ)
居酒屋バル350
大船海鮮食堂 ⿂福
ガスト 大船
はなまるうどん大船駅前店
安べゑ 大船店
⽴ち呑み処まるま
居酒屋笑
串カツ田中 大船店
とんかつ専門店 花むら
横浜家系ラーメン大原家
うおや 本店 大船店
リメッタ バル
炭処 炭治郎
ミスタードーナツ 大船駅前ショップ
BAR TENDERS
⽇高屋 大船仲通り店
とんとん豚様
stag_ione
MOLAMOLA
ゆびきり
スナックちび
やよい軒 大船店
ビストロボナップ
松屋 大船駅前店
海鮮居酒屋空ぼうず
赤ひげ
カレークラブキュイエール
臥薪 大船本店
trattria gatakigi
スナック 結丸
スパイスキッチンパオーン
ラウンジジャスミン
SHOWA昭和歌謡曲酒場
やき鳥 志幸
さじ
S.Bar Peynet
大船チャンプル
柚子凪
串武
中華料理味喜
いまや
球磨焼酎バルめからうろこ
ヴィレッジカフェ大船本店
華
大船JAM
ミジンコ食堂
焼肉大船苑
ゲンキョウワン
HANON 韓⾳(ハノン)
PUB MIYAGINO
ZUMA
寿し勝
Bar La Luz
和院大船店
メルカド

住所
鎌倉市大船1-10-15
鎌倉市大船1-10-15
鎌倉市大船1-10-15-2階
鎌倉市大船1-10-18
鎌倉市大船1-11-7
鎌倉市大船1-11-9 Palazzo CUNO 1階
鎌倉市大船1-11-10

電話番号
－
0467-37-9751
0467-84-9117
0467-42-5391
0467-42-1870
0467-42-7737
0467-47-1400
鎌倉市大船1-11-10 ビッグシップ第⼆ビル2階 0467-46-1540
鎌倉市大船1-11-12 ヨシザワ12ビル1階 0467-84-7078
鎌倉市大船1-11-17
0467-47-5688
鎌倉市大船1-11-20 石原ビル1階
－
鎌倉市大船1-11-20 石原ビル2階
0467-66-2296
鎌倉市大船1-11-20 鎌倉石原ビル1階
0467-40-4350
鎌倉市大船1-11-20 鎌倉石原ビル3階
0467-40-2061
鎌倉市大船1-11-23
0467-45-7300
鎌倉市大船1-12-4-2階
0467-81-4404
鎌倉市大船1-12-6 チコ・コート1階
0467-43-0622
鎌倉市大船1-12-6 チコ・コート2階
0467-53-8842
鎌倉市大船1-12-6 チココート3階
0467-38-4344
鎌倉市大船1-12-9
0467-46-1656
鎌倉市大船1-12-12 カサハラビル2階201号 0467-45-0301
鎌倉市大船1-12-12 カサハラビル2階202号
0467-43-0388
鎌倉市大船1-12-16
0467-41-0125
鎌倉市大船1-12-18-3階
0467-81-3090
鎌倉市大船1-12-23
0467-42-2250
鎌倉市大船1-13-7
0467-42-4044
鎌倉市大船1-13-11-1階
0467-44-6669
鎌倉市大船1-13-11 岡本ビル1階B号
0467-53-7515
鎌倉市大船1-14-17
0467-53-8890
鎌倉市大船1-14-17
0467-53-8739
鎌倉市大船1-14-18
0467-47-4835
鎌倉市大船1-14-24-2階
0467-91-9255
鎌倉市大船1-14-24 リンク第1ビル102 0467-33-6061
鎌倉市大船1-14-24 リンク第一ビル103 0467-37-6064
鎌倉市大船1-15-9
0467-44-5400
鎌倉市大船1-15-9
0467-50-0173
鎌倉市大船1-15-9
0467-44-8350
鎌倉市大船1-15-12
0467-45-2616
鎌倉市大船1-15-12
0467-81-5065
鎌倉市大船1-15-14
0467-46-1383
鎌倉市大船1-15-15
－
鎌倉市大船1-15-16
0467-81-3498
鎌倉市大船1-15-17
0467-42-2018
鎌倉市大船1-16-3
0467-48-1240
鎌倉市大船1-16-17 ミナモトビル202
－
鎌倉市大船1-16-18 福美ビル2階
0467-55-9089
鎌倉市大船1-16-18 ミナモトビル1階
0467-81-3253
鎌倉市大船1-17-4
0467-45-4635
鎌倉市大船1-17-4
0467-38-8953
鎌倉市大船1-17-4 秀和第七ビル2階
0467-95-3142
鎌倉市大船1-17-6 三恵ビル1階
0467-55-9790
鎌倉市大船1-17-6 三恵ビル2階
0467-55-9983
鎌倉市大船1-18-11
0467-46-4058
鎌倉市大船1-18-11
0467-43-7010
鎌倉市大船1-18-12
0467-46-1633
鎌倉市大船1-18-12 ⼭元ビル101
0467-47-2828

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-35/66

店舗名
スナック絵理⾹
ちぃりんご
刺⾝居酒屋⿂男
ヒグラシ文庫 大船店
すなっく一葉
ゴリパラ
パブスナックコリ
ランデブー
ウィン
焼肉きらくえん
新橋 寿司正
鞠屋
カサブランカ
大船おでんセンター
スナック シャトン
ひさご
バーメビウス
⽇本酒処 嗜
菜BAR KABOSS
スナック 鎌倉
スナック聖子ちゃん
⿂真
こまつや
ラウンジコーラル
ガネーシャ
Pample Mousse
仲通り横丁
伍まる
3です。
OFUNA REPUBLIC
かまくら手打そば 英
がらくた
鳥恵
スパゲッティーのパンチョ大船店
トラットリア さと
蕎⻨ しん
ZAZA DONER KEBAB
天然や
秋田屋
回転ずし 豊⿂
満⽉の夜は狼になる
綾穂
スナック 由美子
待風
麺処かねこ
和ビストロ菜
わらべ
ソウル
スナック 円舞曲(ワルツ)
悠遊
Alphaville
居酒屋 御供 茂
スナックなぎさ
酒処 あきちゃん
PUBSNACKLUCKYSTAR
こぎく

住所
鎌倉市大船1-19-3
鎌倉市大船1-19-3-104
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル101
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル102
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル1階
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル2階
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル2階
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル304号
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル3階
鎌倉市大船1-19-3 昌和ビル4階
鎌倉市大船1-19-4
鎌倉市大船1-19-4 玉川センタービル1階
鎌倉市大船1-19-4 玉川ビル1階
鎌倉市大船1-19-4 玉川ビル2階
鎌倉市大船1-19-5
鎌倉市大船1-19-5
鎌倉市大船1-19-5-2階
鎌倉市大船1-19-5 船和センター1階
鎌倉市大船1-19-5 船和センター1階
鎌倉市大船1-19-6
鎌倉市大船1-19-6 多津美ビル1階
鎌倉市大船1-19-6 多津美ビル1階
鎌倉市大船1-19-8 安倍ビル101
鎌倉市大船1-19-8 阿部ビル201
鎌倉市大船1-19-12
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル1階
鎌倉市大船1-19-12 河合ビル2階
鎌倉市大船1-19-13
鎌倉市大船1-19-19 エイト大船ビル1階
鎌倉市大船1-19-20
鎌倉市大船1-19-20 赤坂ビル1階
鎌倉市大船1-19-20 赤坂ビル1階
鎌倉市大船1-19-20 赤坂ビル2階
鎌倉市大船1-19-20 名店センター2階
鎌倉市大船1-20-1 大船ジャンボ市場2階
鎌倉市大船1-20-2
鎌倉市大船1-20-2
鎌倉市大船1-20-2
鎌倉市大船1-20-2
鎌倉市大船1-20-2 河合センター1階
鎌倉市大船1-20-2 河合センター1階
鎌倉市大船1-20-2 河合センター内
鎌倉市大船1-20-2 河合センタービル1階
鎌倉市大船1-20-2 河合センタービル2階

電話番号
0467-44-3782
0467-44-0271
0467-47-3152
－
0467-44-8113
0467-53-7802
0467-45-5722
0467-73-7910
0467-47-4700
0467-42-4177
0467-46-8706
0467-24-9391
0467-44-1884
0467-44-2797
－
0467-46-6943
0467-48-3524
0467-66-1382
－
－
－
0467-45-1555
－
0467-40-3343
0467-45-3057
－
0467-42-0051
0467-53-7844
－
0467-84-9198
0467-84-8533
0467-47-4342
0467-44-9914
0467-84-8802
0467-44-3021
－
－
0467-33-5792
0467-44-9908
0467-48-5786
－
0467-48-4121
－
－
0467-37-3170
050-1417-6428
0467-47-4832
0467-47-3606
－
鎌倉市大船1-20-2 河合センタービル2階B号 0467-45-0604
鎌倉市大船1-20-2 河合ビル1階
－
鎌倉市大船1-20-4
0467-47-4484
鎌倉市大船1-20-4
－
鎌倉市大船1-20-4
－
鎌倉市大船1-20-4
0467-45-6117
鎌倉市大船1-20-4-102
0467-43-6414

※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
コットン
キャベツ畑
スナックDAN
骨肉酒家 市
ENJOY
スナック ハッピー
スナックあま乃
小さなスナック大船店
味処たはら
あじと
スナック 佐波
新海
CAMDENLOCK
船ぱら
むつ⺒
美松
カラオケパブひばり
つけめんKOKORO
クレア
焼鳥こばし
炭⽕焼 との⼭
Burosso
ビストロ湘南
Mercury
スナック みや
⿂バル波間
焼肉 MUSHIRO
スナック わっ!
クリーム
KAIZOKU
蒸氣屋大船店
スナック プルメリア
夜来⾹
Pincer
スナック BuBu
和食ダイニングひととき 3号店
気まま屋 甲斐(かい)
和食ダイニングひととき 本店
スナックマイウェイ
和食ダイニングひととき 2号店
スナック キャスター
STAND シロネコ
CAT'SEYE
⽉村
⽴飲み さくら
MusicBar GEN-U
和・豊田
北⽃七星
居酒屋 旭屋
Ange
安平
酒処 小梅
スナックナンバーツー
Bar ワズモード
カフェ&パブ ロペ
酒・肴 中々

住所
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ101
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ104
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ2階-202
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ302
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ303
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザ4F401号
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザビル3階
鎌倉市大船1-20-4 河合プラザビル4階
鎌倉市大船1-20-5
鎌倉市大船1-20-5 エスポワール7-2階
鎌倉市大船1-20-6 エスポワール5-4階
鎌倉市大船1-20-6 エスポワール6-1階
鎌倉市大船1-20-6 エスポワール6-2階
鎌倉市大船1-20-6 エスポワール6-3階
鎌倉市大船1-20-14
鎌倉市大船1-20-14
鎌倉市大船1-20-14
鎌倉市大船1-20-14 三友第一ビル1階
鎌倉市大船1-20-14 三友第一ビル2階
鎌倉市大船1-20-14 三友第一ビル2階
鎌倉市大船1-20-14 三友ビル1階
鎌倉市大船1-20-14 三友ビル1階
鎌倉市大船1-20-14 三反ビル2階
鎌倉市大船1-20-16 リリービル1階
鎌倉市大船1-20-16 リリービル1階
鎌倉市大船1-20-16 リリービル2階
鎌倉市大船1-20-18
鎌倉市大船1-20-18
鎌倉市大船1-20-18 THE TERRACE K 2階
鎌倉市大船1-20-18 湘南第三ビル2階
鎌倉市大船1-20-18 ボーイズタウンビル1階

鎌倉市大船1-20-18 ボーイズタウンビル3B
鎌倉市大船1-20-18 ボーイズタウンビル3階A室

鎌倉市大船1-20-18 ボーイズタウンビル4階A
鎌倉市大船1-20-18 ボーイスタウンビル4階B

鎌倉市大船1-20-18 湘南第三ビル1階
鎌倉市大船1-20-19-1階
鎌倉市大船1-20-19-1階
鎌倉市大船1-20-19 大船名店センター1階
鎌倉市大船1-20-19 大船名店センター2階
鎌倉市大船1-20-19 名店センター106号
鎌倉市大船1-20-19 名店センター108
鎌倉市大船1-20-19 名店センター1階
鎌倉市大船1-20-19 名店センター2階
鎌倉市大船1-20-19 名店センタービル1階
鎌倉市大船1-20-19 名店センタービル2階
鎌倉市大船1-20-19 大船名店センター1F
鎌倉市大船1-20-25 ミクニビル2階
鎌倉市大船1-20-26
鎌倉市大船1-20-26-2階北
鎌倉市大船1-21-15
鎌倉市大船1-21-15
鎌倉市大船1-21-17
鎌倉市大船1-21-17
鎌倉市大船1-21-19
鎌倉市大船1-21-19

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0467-44-3304
0467-44-1777
0467-46-2153
－
－
－
0467-48-2891
0467-44-1681
0467-44-0890
0467-40-4384
－
0467-38-4884
0467-43-5886
0467-73-7412
0467-46-3151
－
0467-45-0164
0467-48-4100
－
0467-37-6803
0467-44-3124
0467-50-0525
－
0467-81-5656
0467-47-5538
0467-38-6788
0467-43-5529
－
0467-37-3357
0467-38-7617
0467-55-9708
－
046-784-8280
0467-48-3785
－
0467-40-5144
－
0467-42-3344
0467-48-0235
0467-42-3344
－
－
0467-84-8570
0467-45-1050
－
0467-47-7000
0467-46-1140
0467-84-7068
0467-46-3276
0467-40-4285
0467-46-4947
0467-43-3864
0467-47-3450
045-894-8171
－
－

店舗名
Hi-Bar S☆DaChi
バー ダイマル
和酒bar Tae
清屋酒店
多然
2ランホームラン
神⼾びいどろ大船店
相鉄フレッサイン鎌倉大船駅東口
大衆フレンチ酒場まるぐら
ラウンジ絵理⾹
季の花
焼肉童
ハナハナ商店
スナックなな
わび茶
いざかやあいこでしょ
スナック 都
スナックハーフムーン
くすくす大船店
鳥まさ
スナックチェリー
Picante
とんこつのジョー
大船おでんセンター別館 和
NO BEER
洋食バル きっちんケロ
酒処 ⼭北
上玉
スナックヴィラ
スナックぼいす
居酒屋 いもんこ
洋風居酒屋 ころかーじゃ
めちゃうま大船店
大船ハニービー
麺屋888
ノルドカンポ
ビッグエコー大船駅前東口店
串かつでんがな大船店
鮨と海鮮ばーる 仲通りみわ久
ぎょうざ屋
有限会社 南部商店
鳥貴族大船東口店
カラオケ館大船店
カラオケ館 大船店
清屋芸術館通り店
ゴルフアンドスポーツラウンジ大船倶楽部
Super Cheers
玄品 大船
中華料理 満福
シュシュ(chouchou)
KAKAKA
海鮮料理 海⾳
Bar Rae Town
スナックMELODY
湘南の波菜処ぽん三
gZ BAR

住所
鎌倉市大船1-21-19 桑原ビル2階R
鎌倉市大船1-21-24 白川ビル1階
鎌倉市大船1-21-24 白川ビル1階中央
鎌倉市大船1-21-24 白川ビル1階 東側
鎌倉市大船1-21-24 白川ビル2階
鎌倉市大船1-22-2 つるやビル1階
鎌倉市大船1-22-2 つるやビル2階
鎌倉市大船1-22-3
鎌倉市大船1-22-9 湘南大船ビル202
鎌倉市大船1-22-13
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆101
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆103号
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆201
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆204号
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆2階
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆2階
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆301
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第ニ305
鎌倉市大船1-22-13 三和ビル第⼆305
鎌倉市大船1-22-16
鎌倉市大船1-22-16
鎌倉市大船1-22-16 ミイ第一ビル1階
鎌倉市大船1-22-16 ミイ第一ビル1階
鎌倉市大船1-22-16 ミイ第一ビル2階
鎌倉市大船1-22-19
鎌倉市大船1-22-19
鎌倉市大船1-22-19
鎌倉市大船1-22-19-1階
鎌倉市大船1-22-19 三友第2ビル1階
鎌倉市大船1-22-19 三友第2ビル1階
鎌倉市大船1-22-19 三友第2ビル2階
鎌倉市大船1-22-19 三友第2ビル2階
鎌倉市大船1-22-19 三友第2ビル2階C
鎌倉市大船1-22-19 第2三友ビル3F
鎌倉市大船1-22-25
鎌倉市大船1-22-25 ヴィコロ2ビル2階
鎌倉市大船1-22-26 大和会館ビル2階
鎌倉市大船1-22-29 脇田店舗1階
鎌倉市大船1-22-29 脇田店舗2階
鎌倉市大船1-22-32
鎌倉市大船1-23-6
鎌倉市大船1-23-7
鎌倉市大船1-23-8
鎌倉市大船1-23-8 LA大船ビル
鎌倉市大船1-23-9 SKビル3本館2階
鎌倉市大船1-23-9 SKビル3本館5
鎌倉市大船1-23-9 SKビル4階
鎌倉市大船1-23-11 松岡大船ビル2階
鎌倉市大船1-23-14 富⼠屋商会ビル2階
鎌倉市大船1-23-16
鎌倉市大船1-23-16 サンワード大船201
鎌倉市大船1-23-16 サンワード大船203
鎌倉市大船1-23-16 サンワード大船B101
鎌倉市大船1-23-16 サンワード大船B103
鎌倉市大船1-23-16 サンワード大船B104
鎌倉市大船1-23-16 サンワードビル2階C号

※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
－

－
－
0467-47-5053
0467-67-8979
0467-81-3455
0467-39-5129
0467-66-7203
0467-40-5835
0467-46-3850
0467-46-8713
0467-47-2929
0467-48-3587
045-891-0808
0467-81-4003
－
0467-53-8591
0467-47-1674
0467-44-9491
0467-46-2914
－
0467-84-9325
0467-44-6562
0467-46-5753
0467-43-7750
0467-39-5190
0467-45-8550
－
－
－
0467-44-7814
0467-81-4432
－
0467-46-5576
0467-53-7720
0467-33-5784
0467-42-7103
0467-42-7855
－
0467-43-1235
－
0467-45-2442
03-3970-1201
0467-41-1125
0467-47-5705
0467-40-4466
0467-48-0040
0467-45-8329
0467-46-5596
0467-53-8719
－
0467-42-8757
0467-84-7147
0467-37-6616
0467-73-8730
0467-43-7858

店舗名
おでん ひと椿
酒楽 BAKU
ガーベラ
⽉下美⼈
海鮮旨いもの屋 海福本店
大船ホルモン
温野菜大船店
UNI COFFEE ROASTERY 大船
福舎
居酒屋いちぜん
花いちぜん
孝⻁
モリバコーヒー大船店
キリンシティ大船店
天下一品 大船店
松屋 大船店
トラナス
焼肉ホルモン酒場 陽真
ザ・肉餃子 四川厨房 大船本店
牛繁 大船店
ミヤマ珈琲 大船駅前店
蔵之助大船店
サイゼリヤ 大船駅前店
⽇高屋 大船1丁目店
七輪焼肉安安大船店
ビアレストラン カサドール
焼肉ライク大船店
上島珈琲店大船店
相鉄フレッサイン鎌倉大船笠間口
餃子の王将大船駅笠間口店
焼肉ホルモン 神田商店大船店
大船一丁目やきとん
オリーブガーデン
千馬餃子楼
いろは茶家
タイ旅食堂
Dolce Vita
露慢州
GUNNeRS
カフェバー欅
ぶーげん
TRATTORIA CAVATAPPI
料理屋 あがる
来来
肉酒場キングコング
焼肉よし
オステリア レジョナーレ
⽉なみ屋
BoNd
スナックひと椿
おかめ
旬⿂島酒まぁやぁ
デニーズ 大船店
小料理 健美
モスバーガー大船店
センプリチェ 鎌倉大船店

住所
鎌倉市大船1-23-19
鎌倉市大船1-23-19 秀和第5ビル101
鎌倉市大船1-23-19 秀和第5ビル2階
鎌倉市大船1-23-19 秀和第5ビル2階
鎌倉市大船1-23-22
鎌倉市大船1-23-28 別館2階
鎌倉市大船1-24-10 上⽊駅前第3ビル1階
鎌倉市大船1-24-10 第3ウエキビル1階

電話番号
－
0467-46-8651
0467-46-1519
0467-55-5210
0467-47-8918
－
0467-42-2929
050-3623-5328
鎌倉市大船1-24-19 カサハラビル大船4 B1-1 0467-45-5601
鎌倉市大船1-24-35
0467-46-5214
鎌倉市大船1-24-35
0467-46-8715
鎌倉市大船1-24-35 熊越ビル1階
0467-38-5312
鎌倉市大船1-25-4 ヴィレッジビルディング1階 0467-44-9557
鎌倉市大船1-25-11 SSビル1階
0467-48-0513
鎌倉市大船1-25-23
0467-45-1008
鎌倉市大船1-25-23
－
鎌倉市大船1-25-23-B1
0467-46-1144
鎌倉市大船1-25-23 第91東京ビル2階
0467-84-8980
鎌倉市大船1-25-23 第91東京ビル3階
0467-46-9868
鎌倉市大船1-25-23 千⾥ビル2階
0467-53-8293
鎌倉市大船1-25-35 OF-WAVE-2階
－
鎌倉市大船1-25-35 OF-WAVE-3階
0467-38-5845
鎌倉市大船1-25-35 OF-WAVE-B1階
0467-42-6501
鎌倉市大船1-25-36 第2榎本ビル1階
0467-46-7912
鎌倉市大船1-25-36 第2榎本ビル2階
0467-38-5829
鎌倉市大船1-25-36 第2榎本ビルB-1
－
鎌倉市大船1-25-38
0467-39-6829
鎌倉市大船1-26-5
0467-42-0201
鎌倉市大船1-26-5
0467-42-2031
鎌倉市大船1-26-32
0467-44-9788
鎌倉市大船1-26-32 スギモトビル2階
0467-50-0141
鎌倉市大船1-26-33
0467-43-1140
鎌倉市大船1-26-41
0467-43-1234
鎌倉市大船1-26-41-2階
0467-43-1699
鎌倉市大船1-26-41-3階
0467-44-4883
鎌倉市大船1-26-41-3階
－
鎌倉市大船1-26-41 千馬ビル1階
0467-43-1234
鎌倉市大船2-2-7
－
鎌倉市大船2-2-22
0467-46-1242
鎌倉市大船2-2-26
0467-84-8338
鎌倉市大船2-5-3
0467-46-4736
鎌倉市大船2-5-6
0467-42-7217
鎌倉市大船2-5-6-2階
0467-91-4233
鎌倉市大船2-6-6
0467-44-3723
鎌倉市大船2-6-6 シャトドゥパンセ101
0467-73-8131
鎌倉市大船2-6-16 禅ビル1階
0467-39-5375
鎌倉市大船2-6-17 M'sスクエア1階
0467-84-9133
鎌倉市大船2-6-21
0467-44-3939
鎌倉市大船2-6-21
0467-39-5648
鎌倉市大船2-7-1
－
鎌倉市大船2-7-1 ⾦子ビル1階
0467-47-9133
鎌倉市大船2-7-8
0467-43-5065
鎌倉市大船2-11-18
0467-46-8840
鎌倉市大船2-16-3 秀和第2ビル1階
0467-43-7774
鎌倉市大船2-16-50
0467-48-4173
鎌倉市大船2-19-35-1階
0467-53-8845

※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
ビストロ ヒュッテ
鎌倉遊ケ崎
Cafe&kitchen wagi
ブラッセリー サンティエール ボン
An Nature
ラムバレー
快活CLUB大船駅前店
ふらいんぐ 此処(ここ)さろん
将吾
くつろぎ処 ⾥
⽴ち焼肉 ひとり
弦
大船イタリアン visole
和バル 布上
Le Bateau
天⾦寿司
台湾家庭料理 相思豆(ちゃんすうとう)
和食処 㐂酔
ママずきっちん
居酒屋司
みの和
リンガーハットイトーヨーカドー大船店
中国料理 飛天
そば処 あおい
マクドナルド 大船イトーヨーカドー店
イトーヨーカドー大船店(フードコート管理者)
イトーヨーカー堂 ポッポ大船店
喫茶 HAYAMA
サーティワンアイスクリーム大船IY店
はなまるうどんイトーヨーカドー大船店
RBaker 大船店
かつれつ飛鳥
サイゼリヤ 大船松竹S.C店
anbitious
満天星
Casa de ぶらんこ
米町マフィンズ
⿂介伊料理Cazama
Platero
PoQuito
THETONKATSUCLUB
オイチイチ
ふくや
コモバール
美くりや
ビストロアンパサンド
(有)東京亭
アルモリック
登茂ゑ寿司
中華料理はぶか
鎌倉北じま
シエスタ
Chinese restaurant KUE
坤
アトリエキッチン鎌倉
トリプルカフェ

住所
鎌倉市大船2-20-42
鎌倉市大船2-21-11
鎌倉市大船2-24-19 グランダ大船1階
鎌倉市大船2-24-21
鎌倉市大船2-24-22
鎌倉市大船2-25-14-1階
鎌倉市大船3-1-5
鎌倉市大船3-1-7
鎌倉市大船3-1-8
鎌倉市大船3-1-23
鎌倉市大船3-1-23-1階
鎌倉市大船3-1-24 M&S3-101
鎌倉市大船3-1-24 M&Sビル 2階
鎌倉市大船3-1-25-2階
鎌倉市大船3-1-25 MCH大船駅前通り1階
鎌倉市大船3-2-9
鎌倉市大船3-2-9
鎌倉市大船3-6-27-1階
鎌倉市大船3-9-15
鎌倉市大船4-18-4
鎌倉市大船5-8-15
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1
鎌倉市大船6-1-1 IY大船1階
鎌倉市大船6-1-1 イトーヨーカドー1階

電話番号
0467-33-5884
0467-33-6270
0467-38-5490
0467-67-1218
0467-38-8335
0467-42-8088
0467-42-4488
－
0467-43-5543
－
0467-47-4330
－
0467-37-6571
0467-53-9668
0467-55-5021
0467-46-5828
0467-48-5526
－
0467-45-0436
－
0467-42-0454
0467-47-4733
－
－
0467-42-8017
0467-47-5211
0467-47-5211
0467-47-4162
0467-48-1131
0467-53-7879
鎌倉市大船6-1-1 イトーヨーカドー大船店1階 0467-42-7870
鎌倉市大船6-1-1 松竹ショッピングセンター 2階
0467-47-4326
鎌倉市大船6-1-1 松竹ショッピングセンターB棟2階 0467-42-7381
鎌倉市大船6-5-46
－
鎌倉市大船1248-1
0467-48-4678
鎌倉市大船1762
0467-44-1954
鎌倉市大町1-1-2
－
鎌倉市大町1-1-12 walk大町2-C
0467-24-3633
鎌倉市大町1-2-15
－
鎌倉市大町1-3-16
0467-24-0869
鎌倉市大町1-3-16
0467-33-5769
鎌倉市大町1-3-21
0467-55-9582
鎌倉市大町1-6-23
0467-53-7192
鎌倉市大町1-11-8
0467-81-3247
鎌倉市大町1-11-8
0467-39-5651
鎌倉市大町2-1-6-1
0467-38-6393
鎌倉市大町2-2-6
0467-22-2405
鎌倉市大町2-2-34-1
0467-22-7186
鎌倉市大町2-9-8
0467-22-0899
鎌倉市大町2-9-8-1階
0467-22-3854
鎌倉市大町4-3-18
0467-73-7320
鎌倉市岡本1-2-35
0467-48-4806
鎌倉市岡本1-2-35 大船プラザ204
0467-53-9977
鎌倉市岡本1-2-35大船プラザビル103
0467-43-7676
鎌倉市岡本2-2-1-116
－
鎌倉市岡本2-2-1DIKマンション102
0467-81-5878

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-40/66

店舗名
インドネパールレストラン&バームスカン
食事処杉
大船フラワーカフェALGERNON
くら寿司鎌倉店
味奈登庵 鎌倉大船モール店
ケンタッキーフライドチキン 鎌倉大船モール店
ココス鎌倉大船店
ドトールコーヒーショップ湘南鎌倉総合病院店
銀座アスター鎌倉賓館
御成町石川
KAMAPOKE ORIGINALS
カフェ シュワラ
バーチーズスペアリブ
ビストロ オランジュ
レストラン フィエルテ
anchoa
GELATERIA SANTi
パティスリーチモト
レディースインホワイトホテル
AZURI「あず⾥」
COPEN LOCAL BASE KAMAKURA
旬の菜と旨い酒 おおはま
麺好み
ホットキャロット鎌倉
御成バー
スピリット
Cafe Primavera
310CAFE
PANDA BAR
Jenteco LABO
そば処志幸
スナックトムズ
スパイスハウス・ペペ
パティスリーカフェアンビグラム
しらす問屋 ⼭助鎌倉本店
トーセイホテルココネ鎌倉
univibe
ココシュ
タロウ
カフェ鎌倉美学
野分
⼭本餃子
竹扇
FOODSTAND magali
トリップ・ドリップ
鎌倉ワーズ・ワース
もみじ茶屋鎌倉御成
レガレヴ
太陽堂
バーチーズカマクラ
vegetus
クレインポート鎌倉
静雨庵
味噌dining cotokama
畔家
牛カツ京都勝牛 鎌倉駅⻄口店

住所
鎌倉市岡本2-2-1 DIKマンション大船117
鎌倉市岡本2-14-41
鎌倉市岡本1018 大船フラワーセンター内
鎌倉市岡本1188-1 鎌倉大船モール
鎌倉市岡本1188-1 鎌倉大船モール2階
鎌倉市岡本1188
鎌倉市岡本1238
鎌倉市岡本1370-1
鎌倉市御成町1-12 江ノ電鎌倉ビル2階
鎌倉市御成町2-2
鎌倉市御成町2-9
鎌倉市御成町2-9 HビルKAMAKURA1-C
鎌倉市御成町2-12
鎌倉市御成町2-13
鎌倉市御成町2-14-2

電話番号
0467-45-4610
0467-45-7527
－
0467-42-8510
0467-84-8850
0467-42-8333
050-3306-1733
0467-47-5110
－
0467-61-2922
－
0467-55-5883
－
0467-23-9337
046-833-5105
鎌倉市御成町2-14-3 御成ヴィレッジ A棟1階 －
鎌倉市御成町2-14
050-5326-4912
鎌倉市御成町2-15
0467-22-9082
鎌倉市御成町2-20
0467-22-4407
鎌倉市御成町3-10
－
鎌倉市御成町4-10
0467-38-8520
鎌倉市御成町4-15 みゆきビル101
0467-38-5221
鎌倉市御成町4-15 みゆきビル1階
0467-22-0494
鎌倉市御成町4-28
0467-23-0550
鎌倉市御成町5-33
0467-73-7380
鎌倉市御成町5-34
0467-23-0880
鎌倉市御成町5-37
0467-24-8624
鎌倉市御成町5-41
0467-22-8881
鎌倉市御成町5-41
0467-67-3693
鎌倉市御成町5-41 ながたビル1階
0467-60-6850
鎌倉市御成町6-1
0467-24-4503
鎌倉市御成町6-4
－
鎌倉市御成町6-10
0467-60-4330
鎌倉市御成町7-7-1階
0467-25-0327
鎌倉市御成町7-8 御成ever1階
0467-23-8411
鎌倉市御成町7-10-1
0467-22-5541
鎌倉市御成町7-13-2階
－
鎌倉市御成町7-13
0467-25-7713
鎌倉市御成町8-35
0467-61-0577
鎌倉市御成町8-41
0467-22-2233
鎌倉市御成町9-6
0467-25-4374
鎌倉市御成町9-6
－
鎌倉市御成町9-31
0467-22-2319
鎌倉市御成町9-34 コンフォール高崎1階 0467-55-9093
鎌倉市御成町9-42-2階
0467-24-3105
鎌倉市御成町9-42
0467-23-0172
鎌倉市御成町10-2-1階
0467-60-4316
鎌倉市御成町10-4
0467-81-3719
鎌倉市御成町10-8-C
0467-25-5815
鎌倉市御成町10-13-1階
0467-24-3388
鎌倉市御成町10-13-2階
0467-67-6675
鎌倉市御成町10-13
0467-91-5421
鎌倉市御成町10-17
0467-25-3671
鎌倉市御成町11-2 ヤノヤビル一階
0467-37-6973
鎌倉市御成町11-3-3階
－
鎌倉市御成町11-3 ウインズ駅前1階
0467-39-5629

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-41/66

店舗名
津久井
梅体験専門店「蝶矢」鎌倉店
CHOCOLATE BANK
CHABAKKA TEA PARKS
まちの社員食堂
IZA
kuriyum
Latteria BeBe Kamakura
Umi鎌倉
仲の坂
アクア・サルーテ鎌倉
勝烈庵 鎌倉店
KAMAKURA BAR
アマルフィイ ウノ
かかん本店
アカリダイニング
季⾳
鎌倉のフライパン
レ・ザンジュ鎌倉本店
shokudo FUKU.
Siblings 鎌倉
鎌倉六弥太
AIX
タイの食堂KAMAKURA バーンフア ドン
PLUSOUPLE鎌倉店
exotica
23
ristorante corretto
PORTAM
鎌倉御成町店
ガーデンハウス鎌倉
サラマンジェ ド ヨシノ
鎌倉⻘⼭
生そば 浅野屋
どんまい
スナック あじさい
更科
富よし
レストランプランデルブ
funfuka
檑亭
露庵/鎌倉⼭ビアガーデン
ル・ミリュウ
ローストビーフの店鎌倉⼭本店
鎌倉⼭ARCADIA
和洋彩館 湘南楽友
極楽とんぼ
la maison ancienne
盛華園
峠のおかず屋 GOKURAKU
BastideS
⺠泊コリーヌ鎌倉高校前
SLAMs
そば処 川邉
しらすや
こしごえRei れい

住所
鎌倉市御成町11-7
鎌倉市御成町11-7 鎌倉御成町白亜1階
鎌倉市御成町11-8
鎌倉市御成町11-10
鎌倉市御成町11-12
鎌倉市御成町11-13-2階
鎌倉市御成町11-13 第一興産26号館1階
鎌倉市御成町11-17
鎌倉市御成町11-29 鎌陽洞ビル102
鎌倉市御成町11-37
鎌倉市御成町11-40
鎌倉市御成町12-10 ニュービル1階
鎌倉市御成町12-27
鎌倉市御成町12-32
鎌倉市御成町13-12
鎌倉市御成町13-16
鎌倉市御成町13-22
鎌倉市御成町13-29
鎌倉市御成町13-35
鎌倉市御成町13-36-5 セラビル2階
鎌倉市御成町13-36 御成町テラス2階
鎌倉市御成町13-38 萩原ビル1階
鎌倉市御成町13-40-2階
鎌倉市御成町13-40 ヒラソル鎌倉1階-B
鎌倉市御成町14-1 御成ビル1階
鎌倉市御成町14-6 ウランブル鎌倉A
鎌倉市御成町14-6 ウランブル鎌倉 店舗i
鎌倉市御成町14-25
鎌倉市御成町15-11
鎌倉市御成町15-11
鎌倉市御成町15-46
鎌倉市御成町20-45
鎌倉市御成町14-32
鎌倉市梶原1-4-2
鎌倉市梶原1-5-17 湘南KIビルB1
鎌倉市梶原1-5-17 湘南KIビルB1-A号
鎌倉市梶原3-12-6
鎌倉市梶原3-12-6
鎌倉市梶原3-32-11
鎌倉市梶原字八丁面358-3
鎌倉市鎌倉⼭3-1-1
鎌倉市鎌倉⼭3-1-1
鎌倉市鎌倉⼭3-2-1
鎌倉市鎌倉⼭3-11-1
鎌倉市鎌倉⼭3-15-13
鎌倉市上町屋474-1
鎌倉市極楽寺1-3-1
鎌倉市極楽寺2-1-13
鎌倉市極楽寺2-2-5
神奈川県鎌倉市極楽寺4-11-10
鎌倉市腰越1-3-11
鎌倉市腰越1-10-24
鎌倉市腰越2-5-8
鎌倉市腰越2-5-9
鎌倉市腰越2-10-13
鎌倉市腰越2-10-25-102

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-42/66

電話番号
0467-22-1883
0467-37-5682
0467-50-0172
0467-84-7598
－
0467-81-3791
0467-25-1525
0467-81-3440
0467-50-0144
0467-25-5227
－
0467-23-2772
0467-55-5380
0467-40-5101
0467-22-4772
0467-61-4575
0467-39-2091
－
0467-23-3636
0467-67-7506
0467-40-5708
0467-61-0680
0467-37-6899
0467-67-0967
0467-40-4830
－
0467-38-7078
0467-23-8959
0467-22-2418
0467-61-2161
0467-81-5200
0467-81-4019
0467-23-8800
0467-45-1832
0467-48-2770
－
－
－
0467-47-4567
－
0467-32-5656
0467-32-5656
0467-50-0226
0467-31-5454
0467-84-9076
0467-41-5088
0467-25-1012
0467-81-4040
0467-23-2989
050-1098-7629
0467-40-4232
0467-31-7582
－
0467-31-0358
0467-33-0363
0467-32-8409

店舗名
HOME taco bar
CHIKA
SHONANBEETLES SMALLYURI ∞
船宿 秋田屋 鱗亭
池田丸 腰越店
NAGI 凪
PIGGY'S KITCHEN
ショウナンフォトカフェ
居酒屋 なる浜
鎌倉 松原庵 ⻘
野菜フレンチSuzu
HIMARAK
Cafe inuzo
小籠包 千
鎌倉おでん波平
吉野家134号線江の島店
KingSton
カラオケWAVE江ノ島店
一風堂 湘南SEASIDE
きよい
貴ぶ
有限会社かきや
GREENLEAFKAMAKURA
鎌倉大勝軒
旬⿂菜しら川
bar ⽻亜⼈
Trawl
お蕎⻨ 結
こしごやカフェ
レ・ザンジュ⻄鎌倉店
レストランソネット
焼肉 慶州
麺屋でこぼこ
北海道生まれ和食処とんでん北鎌倉店
デリフランス鎌倉店
いろり庵きらく鎌倉店
5CROSSTIESCOFFEE鎌倉店
カフェ レクセル CIAL鎌倉店
鎌倉こまち市場 風凛
仕⽴屋鎌倉店
スターバックスコーヒー 鎌倉店
サイゼリヤ 鎌倉駅前店
いろり処 郷
天昇
茶⼥
えにし
鎌倉釜飯かまかま市場前店
⽇本料理鯉之助
すし処きみ
惣INOUE
かまくら藤家
Pucceria BeBe Kamakura
松林堂
あさくさ食堂
食游記
あしなや

住所
鎌倉市腰越2-10-25-202
鎌倉市腰越2-10-25 ヒルスミキ201号
鎌倉市腰越2-10-25 ヒルスミキ腰越101号
鎌倉市腰越2-10-30
鎌倉市腰越2-12-10
鎌倉市腰越2-12-19
鎌倉市腰越2-12-20
鎌倉市腰越2-13-2
鎌倉市腰越2-13-2
鎌倉市腰越3-1-7
鎌倉市腰越3-1-21 坂本ビル1階
鎌倉市腰越3-1-24
鎌倉市腰越3-1-24 ベイマツバヤ101
鎌倉市腰越3-2-11
鎌倉市腰越3-2-14
鎌倉市腰越3-4-3
鎌倉市腰越3-5-26
鎌倉市腰越3-5-29
鎌倉市腰越3-5-29 プラザ鎌倉2階
鎌倉市腰越3-6-2
鎌倉市腰越3-6-15
鎌倉市腰越3-7-24
鎌倉市腰越3-14-4 ぱむはうす江の島101
鎌倉市腰越3-17-3
鎌倉市腰越3-20-7
鎌倉市腰越3-20-7 アカシャビル2階
鎌倉市腰越3-27-16
鎌倉市腰越4-2-13
鎌倉市腰越795
鎌倉市腰越1532-1
鎌倉市小袋谷2-1-5
鎌倉市小袋谷2-14-3
鎌倉市小袋谷2-15-4
鎌倉市小袋谷2-18-7
鎌倉市小町1-1-1 CIAL鎌倉内
鎌倉市小町1-1-1 JR鎌倉駅構内
鎌倉市小町1-1-1 JR鎌倉駅東口改札外
鎌倉市小町1-1-1 シァル鎌倉
鎌倉市小町1-1-1 シアル鎌倉2階
鎌倉市小町1-2-7
鎌倉市小町1-2-7 鎌倉とうきゅう
鎌倉市小町1-2-12 清田ビルB1階
鎌倉市小町1-3-4
鎌倉市小町1-3-4
鎌倉市小町1-3-4
鎌倉市小町1-3-4
鎌倉市小町1-3-8
鎌倉市小町1-4-1 御代川ビル1階
鎌倉市小町1-4-1 御代川ビルB階
鎌倉市小町1-4-4
鎌倉市小町1-4-4-2階
神奈川県鎌倉市小町1-4-8
鎌倉市小町1-4-12
鎌倉市小町1-4-13
鎌倉市小町1-4-17
鎌倉市小町1-4-18

※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
－
0467-38-4124
0467-38-4124
0467-31-7825
0467-32-2121
0467-38-5131
050-5278-8874
0467-40-4774
0467-32-4996
0467-55-5543
0467-31-2506
－
0467-40-4768
－
0467-66-1431
0467-39-1127
0467-31-2280
0467-39-4340
0467-38-1541
0467-31-4194
0467-38-7424
0467-32-4828
0467-95-9574
0467-33-3113
0467-33-2228
－
080-6898-1122
0467-95-2467
0467-39-1364
0467-31-3112
0467-48-5523
0467-47-4879
－
0467-46-6701
0467-60-5220
0467-23-8266
－
0467-61-0636
0467-24-7971
0467-61-3770
0467-24-2979
0467-24-3869
－
0467-22-6099
0467-22-5039
0467-25-0204
0467-38-6990
0467-25-3740
0467-25-4141
0467-24-9191
0467-73-8492
0467-55-5848
0467-22-0846
0467-22-0660
0467-38-8687
0467-22-1011

店舗名
RUDY BREW
RENDEZ-VOUS DES AMIS
THAI KITCHEN マナオ
鎌倉 たこ剛
ラブラヌードル
カラオケまねきねこ鎌倉店
湘南しらす 五八店
EGE
イワタコーヒー店
FEMMEDEBATEAUAOKI
焼きとり との⼭
スナック世花
鎌倉⼭下飯店
鎌倉かつ亭あら珠 総本店
江⼾一たい焼き鯛幸房〔鎌倉〕
railway
TRATTORIA RISATA
でんがく屋
STEREO Kamakura
焼肉 うみかぜ
鎌倉牛兵衛
とんかつ小満ち
なると屋+典座
鎌茶屋
天ぷらひろみ
BerryOne鎌倉
ハレイワハッピーマーケットカフェ
鎌倉屋こまち茶屋
鎌倉秋本
不⼆家レストラン 鎌倉店
サーティーワンアイスクリーム 鎌倉店
くいもの屋わん鎌倉小町通り店
濱焼北海道⿂萬鎌倉東口駅前店
ROOFTOPS
マクドナルド 鎌倉駅前店
喫茶室ルノアール 鎌倉駅前店
川古江家
パーラー扉
峰本 小町通り店
回転寿司みさき 鎌倉小町通り店（旧︓海鮮三崎港）
モア
養⽼乃瀧鎌倉店
スパイラル
鎌倉asakura-ya
なかむら庵
ほうじ茶STAND鎌倉
鎌倉如菴
寿司眞
⿂料理と酒 まちの
⾹⽉珈琲鎌倉店
CAFE&MEALMUJIホテルメトロポリタン鎌倉
ポアジェ
中華大新鎌倉店
鎌倉 やきとり 秀吉
朝食屋コバカバ
和cafe&ぎゃらりー伊砂

住所
電話番号
鎌倉市小町1-4-24-1階
0467-50-0043
鎌倉市小町1-4-24 起業プラザ2階
0467-24-2214
鎌倉市小町1-4-25 シーグラスコート3階 0467-39-5429
鎌倉市小町1-4-25 シーグラスコート小町1階-B －
鎌倉市小町1-4-25 シーグラスコート小町2階 0467-62-2158
鎌倉市小町1-4-27
0467-23-9602
鎌倉市小町1-5-6 松秀ビル2階
0467-40-5892
鎌倉市小町1-5-6 松秀ビル3階
0467-23-1441
鎌倉市小町1-5-7
0467-22-2689
鎌倉市小町1-5-9
0467-53-8339
鎌倉市小町1-5-18
－
鎌倉市小町1-5-18
－
鎌倉市小町1-5-21 鎌倉moriビル地下1階
0467-22-8855
鎌倉市小町1-5-24
0467-53-7131
鎌倉市小町1-6-2 田口ビル1階
0467-50-0355
鎌倉市小町1-6-2 田口ビル2階
0467-55-5233
鎌倉市小町1-6-2 田口ビル2階
0467-23-5346
鎌倉市小町1-6-5
0467-23-2121
鎌倉市小町1-6-5 今井ビル1階
－
鎌倉市小町1-6-9
0467-67-6063
鎌倉市小町1-6-11
0467-40-3988
鎌倉市小町1-6-12
0467-22-2025
鎌倉市小町1-6-12
0467-23-7666
神奈川県鎌倉市小町1-6-12 寿ビル1F
0467-23-1666
鎌倉市小町1-6-13 寿ビル2階
0467-22-2696
鎌倉市小町1-6-15
－
鎌倉市小町1-6-15 IZA鎌倉1階
－
鎌倉市小町1-6-15 i-za鎌倉2階
0467-38-7101
鎌倉市小町1-6-15 アイザ鎌倉3階
0467-25-3705
鎌倉市小町1-6-17
0467-22-3124
鎌倉市小町1-6-17
0467-22-3124
鎌倉市小町1-6-17 鎌倉マークビル5階
0467-61-3337
鎌倉市小町1-6-17 鎌倉マークビル地下1階 0467-60-1088
鎌倉市小町1-6-17 鎌倉マークビル6F 0467-84-9546
鎌倉市小町1-6-19 ARAビル
0467-61-2831
鎌倉市小町1-6-19 アラビル2階
0467-25-0452
鎌倉市小町1-6-19 アラビルB1
0467-24-2580
神奈川県鎌倉市小町1-6-20
0467-25-0505
鎌倉市小町1-7-1
0467-23-6161
鎌倉市小町1-7-1
0467-22-6228
鎌倉市小町1-7-1
0467-24-5743
鎌倉市小町1-7-1 小町銅ビル2階
0467-24-9446
鎌倉市小町1-7-1 小町銅ビル3階303
0467-81-4777
鎌倉市小町1-7-1 銅ビル1階
－
鎌倉市小町1-7-6
0467-25-3500
鎌倉市小町1-7-6
－
鎌倉市小町1-7-8
0467-40-5499
鎌倉市小町1-7-8-C
0467-40-5644
鎌倉市小町1-7-8 TAK鎌倉ビル2階
0467-61-1840
鎌倉市小町1-7-13
0467-53-8858
鎌倉市小町1-8-1
0467-22-7852
鎌倉市小町1-11-9
0467-25-2258
鎌倉市小町1-13-10
0467-25-5169
鎌倉市小町1-13-10
0467-24-1616
鎌倉市小町1-13-15
0467-22-6131
鎌倉市小町1-14-23
0467-22-1320

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-44/66

店舗名
PHO RASCAL
カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ
ワンダーバーグ
鎌倉 将元
譲渡型猫カフェにゃんくる鎌倉店
MOTHER'S of 鎌倉
コメダ珈琲店鎌倉小町店
井上商店
株式会社 杉養蜂園 鎌倉3号店
炉端焼き 卯⽉
有限会社 尾崎
ミルクホール
肴と酒の店いさむ
オステリア コマチーナ
RISTORANTEILNODO
路地裏カリィ侍、鎌倉店
中国料理 ⼆楽荘
sushi bistro zen
CASUAL SAKE BAR 3oz
株式会社杉養蜂園鎌倉2号店
八倉 小町通り店
鎌倉洋食 源屋
カフェドゥフルール
湘幕水産
The 3rd.Kamakura
新荘園 鎌倉店
鎌倉惚太郎
カフェロマーノ
タミー
新荘園鎌倉 別館
はんなりいなり本店
潮風料理 舵屋
なか川
⼭⼭
ブルールーム
Rycom CROSS ROAD
Flower Power Cafe
株式会社杉養蜂園鎌倉店
レストラン コアンドル
鎌倉チュロス
LAUMELIA 鎌倉店
鎌倉和鮮
cafe dining gita
Ristorante Gentilezza
GALATA
鉄砲串
鎌倉いとこ 小町通り店
⿂かま本店
ドリンクアゴーゴー
鎌倉チャンプル
鎌倉の釜飯かまよか本店
Clobhair-ceann
企久太
Ruyi
千
アコーディオン テンスケ

住所
鎌倉市小町1-15-5
鎌倉市小町2-1-5
鎌倉市小町2-1-5-1階
鎌倉市小町2-1-21
鎌倉市小町2-1-21 原ビル2階
鎌倉市小町2-2-17
鎌倉市小町2-2-18 サンオークビル2階
鎌倉市小町2-2-22
鎌倉市小町2-2-23
鎌倉市小町2-2-24
鎌倉市小町2-3-1
鎌倉市小町2-3-8
鎌倉市小町2-3-9
鎌倉市小町2-6-12 KUSUNOKI443 1階
鎌倉市小町2-6-12 くすのき443-2階
鎌倉市小町2-6-26
鎌倉市小町2-7-2
鎌倉市小町2-7-11
鎌倉市小町2-7-11 6軒⻑屋B
鎌倉市小町2-7-25
鎌倉市小町2-7-28
鎌倉市小町2-7-28
鎌倉市小町2-7-30
鎌倉市小町2-7-32 小町共同ビル1階
鎌倉市小町2-7-32 小町協同ビル2階
鎌倉市小町2-7-32 小町協同ビルB1階
鎌倉市小町2-7-34
鎌倉市小町2-7-35 小町ビル2階
鎌倉市小町2-7-35 小町ビル4階
鎌倉市小町2-8-5
鎌倉市小町2-8-6-1階A
鎌倉市小町2-8-6 ⾦⼭ビル2階
鎌倉市小町2-8-9
鎌倉市小町2-8-9 秋⼭ビル
鎌倉市小町2-8-9 秋⼭ビル2階3号
鎌倉市小町2-8-9 秋⼭ビル2階4号
鎌倉市小町2-8-10 小町ANNEX2階
鎌倉市小町2-8-12
鎌倉市小町2-8-14
鎌倉市小町2-8-16
鎌倉市小町2-8-16 鶴ヶ岡会館第2ビル103
鎌倉市小町2-8-16 鶴ケ岡会館第⼆ビル101
鎌倉市小町2-8-23
鎌倉市小町2-8-23-2階

電話番号
0467-25-1238
0467-23-9952
0467-38-7889
0467-23-4980
0467-38-7750
0467-25-0805
0467-24-5511
0467-84-9095
0467-23-8038
0467-25-4351
0467-23-7629
0467-22-1179
0467-23-1817
0467-23-2312
0467-38-8296
0467-50-0811
0467-22-0211
0467-22-7007
0467-38-8583
0467-22-0138
0467-61-3070
0467-61-3070
0467-38-6868
0467-33-5151
0467-81-5345
0467-24-8633
0467-23-8622
0467-24-7058
－
0467-50-0022
0467-23-7399
0467-55-9231
0467-25-3423
－
－
0467-33-4169
0467-24-1733
0467-24-4207
0467-24-7236
0467-22-8077
－
0467-39-6530
0467-55-5925
0467-81-5539
鎌倉市小町2-8-23 鶴ケ岡会館第3ビル1階C号室
0467-53-9924
鎌倉市小町2-9-3
0467-23-3221
鎌倉市小町2-9-5 中⼭ビル1階
0467-39-6962
鎌倉市小町2-9-5 中⼭ビル2階
0467-38-8618
鎌倉市小町2-9-6-1階
0467-67-7647
鎌倉市小町2-9-6 アルカディアビル3階
0467-25-6163
鎌倉市小町2-9-14 植⼭ビル1階
0467-84-9224
鎌倉市小町2-9-14 植⼭ビル20B
0467-23-7737
鎌倉市小町2-9-14 植⼭ビル2A
0467-24-5432
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル1階
0467-23-6110
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル1階
0467-25-3215
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル1階
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-45/66

店舗名
小公子
マーヴェル
ゆき
ベルエポック
Age
豊島屋菓寮 八⼗小路
ライブハウス蝶家
あさ⽉
ラ・プラタ
ヴァカンス
割烹しげじ
こいけ
美水
すなっくふじ田
絆〜キズナ〜
スパイス小料理+呑み処 Magic hour
ペリカン食堂
小町スーパーラブ食堂
La+Va
川茂 川古江家別亭
スナック YULI(ユリ)
喜久寿司
銀座篝鎌倉店
Cafe Goatee
ハピカネ
よしろう
スナック世花
ジャズクラブダフネ
蜜柑
一⼥
酒花菜 うみぼうず
鎌倉ごはん 海⽉
ジビエ&ジンギスカン 兜
座椀
鎌倉REN
焼肉かまくら本店
お料理とみやま
鎌倉倶楽部茶寮 小町店
ケニーズ・バー
鎌倉食堂
鎌倉カレー
楽縁
穴子ちらし小町
やきとり ひら乃
とし彦
スナックジュヴィア
RAM
⿓膽
マイク'ス
ダイン
スナック暁海
LE SHAKA
ヒグラシ文庫 鎌倉店
Ususmi
ラヴァンス
テンスケ

住所
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル2階
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル2階
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル2階
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル3階
鎌倉市小町2-9-17 柳沢ビル⼆階E号室
神奈川県鎌倉市小町2-9-20
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22
鎌倉市小町2-9-22-2階
鎌倉市小町2-9-22-2階
鎌倉市小町2-10-1-2階
鎌倉市小町2-10-1-2階
鎌倉市小町2-10-1 松喜屋小町ビル1階
鎌倉市小町2-10-1 松喜屋ビル2階
鎌倉市小町2-10-2
鎌倉市小町2-10-7 1階
鎌倉市小町2-10-7 ストロールビル3階
鎌倉市小町2-10-7 ストロールビル3階
鎌倉市小町2-10-10
鎌倉市小町2-10-10
鎌倉市小町2-10-10 T.I.ビル3階
鎌倉市小町2-10-10 TIビル2階
鎌倉市小町2-10-10 榎本ビル2階

電話番号
0467-22-8780
－
0467-67-5536
0467-24-5371
－
0467-24-0810
0467-25-4651
0467-25-0762
0467-60-5258
0467-23-5388
0467-25-5680
0467-23-5002
0467-23-3505
－
－
0467-37-8051
－
0467-73-8337
0467-22-2234
0467-84-7699
0467-22-1148
0467-22-3107
0467-38-6607
－
－
0467-23-0667
－
0467-24-5169
0467-24-5258
0467-84-7075
鎌倉市小町2-10-10 小町ティアイビル2階17:1
0467-23-6706
鎌倉市小町2-10-11-1階
－
鎌倉市小町2-10-11-2階
－
鎌倉市小町2-10-13 あかりビル2階
0467-73-7331
鎌倉市小町2-10-18 ⼆の鳥居ビル1階
－
鎌倉市小町2-10-18 ⼆の鳥居ビル2階
0467-24-8929
鎌倉市小町2-10-18 ⼆の鳥居ビル2階
0467-37-9050
鎌倉市小町2-10-19 ニノ鳥居ビル1階
0467-23-1000
鎌倉市小町2-11-8
0467-25-2442
鎌倉市小町2-11-11
0467-38-6124
鎌倉市小町2-11-11
0467-55-8935
鎌倉市小町2-11-11
0467-67-9444
鎌倉市小町2-11-11
0467-25-0575
鎌倉市小町2-11-11
0467-25-0717
鎌倉市小町2-11-11
0467-25-0003
鎌倉市小町2-11-11
－
鎌倉市小町2-11-11
0467-60-5156
鎌倉市小町2-11-11
0467-25-4328
鎌倉市小町2-11-11
－
鎌倉市小町2-11-11
0467-23-1353
鎌倉市小町2-11-11 大谷ビル
0467-22-9569
鎌倉市小町2-11-11 大谷ビル12号
0467-81-3922
鎌倉市小町2-11-11 大谷ビル2階
－
鎌倉市小町2-11-11 大谷ビルO号室
0467-23-7310
鎌倉市小町2-11-11 オータニマーケット1階1号店舗 0467-23-1844
鎌倉市小町2-11-11 柳沢ビル2階-10
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-46/66

店舗名
鎌倉赤坂飯店
茅⽊家
鎌倉釜飯かまかま本店
KOTOWA鎌倉鶴ヶ岡会館
5senses DINER
紅⻁餃子房 鎌倉
レストラン四季菜
銀座古川
アラウンド
J'SCRANBERRYBURGER
Licorne(リコルヌ)鎌倉店
⽉⾒つくねを鎌倉で
段葛こ寿々
豊島屋洋菓子舗 置石
鎌倉彫会館カフェ倶利
シャポンファン
喫茶&bartsuu
Vin茶家 OMOTE
ハーフムーン
オーガスト
John
ハルバル材⽊座
オトヒメ亭
かたつむり
レストラン&バー ルアーズ
盛華園
amugu.
良酒屋
シカラボ鎌倉
アコテ材⽊座
⻲時間
鳥料理 ごとう
燻太
アマンダンブルー鎌倉
海宿食堂グッドモーニング材⽊座
ZAIMOKUZA SEASONS
パブぴぇろ
アロハキューブ
SBC湘南美容クリニック＆にゃんこ大戦争 with RIZIN
Beach House（ZAIMOKUZA BEACH HOUSE）
デイドリーマーズデッキ
そば処 土手
浜弁 材⽊座本店
リッチライフ
海沿いのキコリ食堂
zaimokuza SOLA0467
AMANACAFE
kitchen on the rice zaimokuza
seagleamcoffee
海の家ヒマワリ
海の家 一品⾹
KIYAZA鎌倉RESORT
海の家スプラッシュ
材⽊座Beach倶楽部
レストラン ワタベ
ROSSHIES(ロッシーズ)

住所
鎌倉市小町2-11-12
鎌倉市小町2-11-16
鎌倉市小町2-11
鎌倉市小町2-12-27
鎌倉市小町2-12-27 鶴ヶ岡会館本館25号
鎌倉市小町2-12-30
鎌倉市小町2-12-35
鎌倉市小町2-12-35 大路ビル2階
鎌倉市小町2-12-35 大路ビル2階
鎌倉市小町2-12-35 大路ビル2階
鎌倉市小町2-12-35 大路ビル2階
鎌倉市小町2-12-37
鎌倉市小町2-13-4
神奈川県鎌倉市小町2-15-5
鎌倉市小町2-15-13
鎌倉市小町2-16-9
鎌倉市小町2-23-6
鎌倉市小町3-4-1
鎌倉市小町3-9-22
鎌倉市小町247-10-7 ストロール鎌倉2階A
鎌倉市材⽊座1-6-22
鎌倉市材⽊座2-8-23
神奈川県鎌倉市材⽊座2
鎌倉市材⽊座3-1-10
鎌倉市材⽊座3-1-15
鎌倉市材⽊座3-1-17
鎌倉市材⽊座3-3-37
鎌倉市材⽊座3-3-39
鎌倉市材⽊座3-6-25
鎌倉市材⽊座3-13-17
鎌倉市材⽊座3-17-21
鎌倉市材⽊座4-1-23
鎌倉市材⽊座4-4-34-3
鎌倉市材⽊座5-2-25
鎌倉市材⽊座5-8-25
鎌倉市材⽊座5-8-25 材⽊座テラス1階
鎌倉市材⽊座5-13-22
鎌倉市材⽊座5-15-20

電話番号
0467-22-8876
0467-22-1460
0467-25-3590
0467-61-2139
0467-81-3190
0467-24-5838
0467-23-3638
0467-50-0016
0467-24-1355
－
0467-53-9148
0467-40-5678
0467-25-6210
0467-22-8102
0467-33-5751
0467-81-4806
0467-22-2592
0467-23-1190
0467-38-6969
0467-22-3555
080-3589-5005
－
090-3239-8278
0467-95-1156
0467-23-7364
0467-25-0835
0467-73-8591
0467-38-4973
－
－
0467-25-1166
0467-38-8717
0467-53-8271
0467-61-3232
0467-38-5544
0467-91-9216
－
0467-22-5970
神奈川県鎌倉市材⽊座5丁目488-2-536-33地先、6丁目778-2〜801-3地先 0467-24-1333
神奈川県鎌倉市材⽊座5丁目 材⽊座海浜営業組合内 080-4679-4488
神奈川県鎌倉市材⽊座5丁目
090-3042-3794
鎌倉市材⽊座6-3-29
0467-23-3065
神奈川県鎌倉市材⽊座6-3-34
090-3157-3690
鎌倉市材⽊座6-4-4
050-3555-0614
鎌倉市材⽊座6-4-7 ⼭ノ上ビル
0467-41-8723
鎌倉市材⽊座6-4-24
0467-91-7836
鎌倉市材⽊座6-5-2-4
0467-33-4799
鎌倉市材⽊座6-14-2
0467-67-0152
鎌倉市材⽊座6-15-18
－
神奈川県鎌倉市材⽊座6丁目778-2〜801-3地先 090-9975-2819
鎌倉市材⽊座6丁目778-2-801-3地先
080-1136-1447
鎌倉市材⽊座5-5-13-1
0467-40-5005
神奈川県鎌倉市材⽊座 材⽊座海水浴場 090-3214-3060
神奈川県鎌倉市材⽊座
090-3213-8712
鎌倉市坂ノ下1-1
0467-22-8680
鎌倉市坂ノ下7-3
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-47/66

店舗名
坂ノ下田茂⼾
IZA鎌倉ゲストハウス&バー
Sare
なみまちベーグル
鎌倉保養所あじさい荘
GO∞EN(ごえん)
BUONPIATTO
ペルゴーラ
和みなもと
ヴィーナスカフェ
ZUSHI-CURRY
六ノ七
cafe cococara
朝食喜心kamakura
炭⽕焼鳥だるま
甘味処こまめ
福来鳥
D-PEPE
フェアリーテイル
カサペパ
佐助カフェ
グラ
七福茶屋
弁天茶屋
bills七⾥ヶ浜
ハイブリット
パンダ商店
marisqueria morimori
テディーズビガーバーガー鎌倉七⾥ヶ浜店
SICILIANA
アマルフィイ ドルチェ
アマルフィイ カフェ
浜料理 あら珠
モアナマカイ珊瑚礁
鉄板焼き 七⾥ガ浜
リストランテ アマルフィイ
カーサパラディーゾスルマーレ
Windera Cafe
エスプレッソディーワークス七⾥ヶ浜店
NAVY
アマルフィイ デラセーラ
鎌倉プリンスホテル バンケットホール七⾥ヶ浜
鎌倉プリンスホテル レストラン ル・トリアノン
鎌倉プリンスホテル ラウンジ あじさい
御曹司きよやす邸鎌倉プリンスホテル店
Pacific DRIVE-IN
ダブルドアーズ 七⾥ガ浜
珊瑚礁本店
Pacificbakery
お⿂亭
料理番さらい
Draquire
グラナダ
五條
ぶなケ浜
Manja

住所
鎌倉市坂ノ下8-25 荒井ビル1階
鎌倉市坂ノ下11-7
鎌倉市坂ノ下16-7 ヴィアステラ⻑谷101
鎌倉市坂ノ下19-12
鎌倉市坂ノ下25-4
鎌倉市坂ノ下27-39
鎌倉市坂ノ下29-5
鎌倉市坂ノ下33-6 鎌倉パークホテル
鎌倉市坂ノ下33-6 鎌倉パークホテル
鎌倉市坂ノ下34-1
鎌倉市笹目町6-7-103
鎌倉市笹目町6-7
鎌倉市佐助1-12-3
鎌倉市佐助1-12-9
鎌倉市佐助1-12-10
鎌倉市佐助1-13-1
鎌倉市佐助1-13-13
鎌倉市佐助1-15-13
鎌倉市佐助1-17-12
鎌倉市佐助2-15-7
鎌倉市佐助2-18-15
鎌倉市佐助2-25-14
鎌倉市佐助2-25-16
鎌倉市佐助2-25-16
鎌倉市七⾥ガ浜1-1-1 WEEKEND HOUSE ALLEY2階

鎌倉市七⾥ガ浜1-1-19
鎌倉市七⾥ガ浜1-2-25
鎌倉市七⾥ガ浜1-2-2712
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-12
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-12 kamakura310ビル
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-14-1階
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-14-3階
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-18
鎌倉市七⾥ガ浜1-3-22
鎌倉市七⾥ガ浜1-4-3
鎌倉市七⾥ガ浜1-4-8
鎌倉市七⾥ガ浜1-4-11 トライアングル七⾥ヶ浜1B
鎌倉市七⾥ガ浜1-4-11 トライアングル七⾥ヶ浜1階A号室

鎌倉市七⾥ガ浜1-4-11 トライアングル七⾥ヶ浜2階

鎌倉市七⾥ガ浜1-4-11 トライアングル七⾥ガ浜2A

鎌倉市七⾥ガ浜1-5-10
鎌倉市七⾥ガ浜東1-2-18
鎌倉市七⾥ガ浜東1-2-18-2階
鎌倉市七⾥ガ浜東1-2-18-3階
鎌倉市七⾥ガ浜東1-2-18 鎌倉プリンスホテル店別棟

鎌倉市七⾥ガ浜東2-1-12
鎌倉市七⾥ガ浜東2-2-2
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-2
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-6
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-9
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-11
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-14
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-35-2階
鎌倉市七⾥ガ浜東3-1-36
鎌倉市七⾥ガ浜東4-5-14
鎌倉市七⾥ガ浜東4-5-14

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-48/66

電話番号
0467-24-0283
0467-33-5118
0467-53-9137
－
0467-22-3506
－
0467-84-8419
0467-25-5125
0467-25-5126
0467-22-8614
－
0467-38-4448
0467-81-4648
0467-37-8235
0467-33-4139
0467-23-8334
0467-22-1377
0467-38-8780
0467-91-2274
－
0467-55-5226
－
0467-23-8666
0467-24-6613
0467-39-2244
0467-32-4847
0467-53-9155
0467-39-3130
0467-53-7103
0467-81-4880
0467-38-1911
0467-53-8801
0467-31-0021
0467-31-5040
0467-32-0888
0467-39-1161
0467-31-3950
0467-73-7118
－
－
0467-32-2001
0467-33-1261
0467-33-1261
0467-33-1261
0467-81-4175
0467-32-9777
0467-33-1593
0467-31-5500
0467-31-3900
0467-31-9890
0467-31-0803
0467-55-9342
0467-33-2240
0467-31-9477
－
－

店舗名
割烹家八百善
cucina italiana ACCI
峰本 朝⽐奈店
鎌倉プリンスホテル 鎌倉霊園店
創作中華 七賢⼈
鎌倉蕎⻨ 白倉
叶夢かむ
こふく
沖縄食堂 麺そうれ
左可井
梅のや
高橋
蕎⻨・酒 ⻘海波
Alpha Betti Cafe
猫カフェクラウド城廻店
中華料理是政
スナック すばる
ラーメン屋(鎌倉ラーメン)
BARMANOIR
⾥都留
ビジネス旅館津久井
Luogo felice
ANGE
焼肉酒家⻑寿村
新羅亭
味処 丁稚
南風亭
ファヴール
フォーヤン
寿司成
だいすき
マリーゴールド
佐々⽊食堂
Balance
そば処蕎谷⼾
栄寿し
シリス
ガスト ⻄鎌倉
韓の台所⻄鎌倉店
えだまめ
ロイヤルホスト鎌倉⼭店
KEI食堂
レストラン ナルプーラ
ラーメン魁⼒屋 鎌倉手広店
飛鳥
焼肉べこいち
ステーキ7537
はま寿司鎌倉手広店
鎌倉パスタ鎌倉手広店
中華一番
羅生門
東レ(株)基礎センター 社員クラブ
caﬀe' the Garage ザガレージ
OBA'S KITCHEN
パブ喫茶紫艶
深沢村食堂

住所
鎌倉市⼗⼆所33-2
鎌倉市⼗⼆所37-4
鎌倉市⼗⼆所152
鎌倉市⼗⼆所512
鎌倉市⼗⼆所862-1
鎌倉市⼗⼆所937-12
鎌倉市⼗⼆所963-2
鎌倉市浄明寺1-3-1
鎌倉市浄明寺1-4-22
鎌倉市浄明寺2-1-31
鎌倉市浄明寺2-4-4
鎌倉市浄明寺2-5-3
鎌倉市浄明寺4-2-31
鎌倉市浄明寺5-6-22

電話番号
0467-24-2560
0467-53-8184
0467-24-5544
0467-22-7238
0467-23-8977
0467-60-4090
0467-38-4410
0467-23-9091
－
0467-24-7759
0467-24-4800
－
0467-23-3777
0467-22-3901
鎌倉市城廻123-1 シャドービレッジ鎌倉302号室 －
鎌倉市城廻617
0467-47-3719
鎌倉市城廻617
0467-44-8226
鎌倉市台1-1-8 カサハラビル
0467-44-1780
鎌倉市台1-4-2-1階
－
鎌倉市台1-5-22
－
鎌倉市台2-2-13
0467-45-0776
鎌倉市台2-2-19 ワイドリバー大船第一
0467-91-7214
鎌倉市台2-9-7 篠原ハイツ内
－
鎌倉市台2-11-10
0467-44-0440
鎌倉市台2-14-1
0467-46-8738
鎌倉市台2-19-3
0467-46-6090
鎌倉市台2-20-11
0467-67-3367
鎌倉市台2-20-11
－
鎌倉市台2-20-11
－
鎌倉市台2-20-14
0467-44-5946
鎌倉市台3-5-2
－
鎌倉市台3-7-10
0467-84-7603
鎌倉市台4-7-13
0467-46-6409
鎌倉市玉縄1-16-11
－
鎌倉市玉縄2-1-10
0467-43-6260
鎌倉市津686-1
0467-31-4662
鎌倉市津687-4 フラット ⻄ 鎌倉
0467-33-3435
鎌倉市津709-1
0467-39-1098
鎌倉市津1034-42階
0467-39-2939
鎌倉市津1040-48
050-5318-3666
鎌倉市津1321-1
0467-31-9101
鎌倉市津⻄1-4-20
－
鎌倉市津⻄1-10-22 シャトレ102
0467-32-8851
鎌倉市手広1-5-14
0467-50-0669
鎌倉市手広1-7-37
0467-32-8710
鎌倉市手広1-7-38
0467-32-8153
鎌倉市手広1-16-17
0467-32-5411
鎌倉市手広3-1-12
0467-38-0822
鎌倉市手広3-3-31
0467-38-1516
鎌倉市手広5-2-1
0467-32-0001
鎌倉市手広6-1-5
0467-32-4632
鎌倉市手広6-10-4
0467-32-2116
鎌倉市常盤42-1
050-5235-9127
鎌倉市常盤42-1 ルシェル鎌倉
－
鎌倉市常盤42-7
0467-31-2246
鎌倉市常盤62-3-1階
0467-95-9376

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-49/66

店舗名
うたごえ喫茶みわ
コメダ珈琲店鎌倉深沢店
そば処赤星
晴れ。
丸源ラーメン 鎌倉深沢店
鎌倉ホルモン屋
九州酒場ふく
居酒屋3ちゃん
ネパール・インド料理 スンガバ
バークラゲ
常盤もり崎
bar musica.
そば処 秀福
マメコト商店
鎌あいな
テンパラダイス
横浜らーめん源泉鎌倉店
うなぎ大⿊屋鎌倉常盤店
レストラン ミッシェル ナカジマ
樹ガーデン
eredge★Cafe
きみえ食堂
奥鎌倉北條
奥鎌倉おりぜ
カフェアンジェ
手打そば宮前
阿寓
かまくらいち
米倉
中国料理 凛林
KOYAMA
Restaurant COCON
トラットリアフォセッタ
鎌康
マキシミュー
ビストロバーイリア
中華飯店盛華園
バーミヤン ⻄鎌倉
満漢亭
手打ちそば 千花庵
Mimosa
らーめんHANABI
Oui Oui
アラシダ
かまくら小花寿司
おいしい⿂の店 皿のうえ
ビオテッカ
旧ヤム邸かまくら荘
charamari
ESSELUNGA(エッセルンガ)
BeauTemps (ボータン)
定食屋しゃもじ
CASA. Kamakura Espresso. PUB&BED
鎌倉甚平
BAR KELPIE
⻑谷CURRY 露坐

住所
鎌倉市常盤62-3 KYビル2階
鎌倉市常盤91-5
鎌倉市常盤115 ホワイトプラザビル1階
鎌倉市常盤135-4
鎌倉市常盤140
鎌倉市常盤150-1
鎌倉市常盤155-1
鎌倉市常盤175-1
鎌倉市常盤175-6
鎌倉市常盤208
鎌倉市常盤233-3
鎌倉市常盤273-5 鎌倉ゲストハウスB1階
鎌倉市常盤309
鎌倉市常盤330-1
鎌倉市常盤355-9
鎌倉市常盤355-17
鎌倉市常盤355-17
鎌倉市常盤373-1
鎌倉市常盤648-4 スカイ鎌倉1-1階
鎌倉市常盤917
鎌倉市常盤959-8
鎌倉市⼆階堂4-6
鎌倉市⼆階堂19-7
鎌倉市⼆階堂27-12
鎌倉市⼆階堂91 宮前アパート3
鎌倉市⼆階堂93-14
鎌倉市⼆階堂93-25
鎌倉市⼆階堂324
鎌倉市⼆階堂340-2
鎌倉市⼆階堂725-4
鎌倉市⼆階堂728-20
鎌倉市⼆階堂836
鎌倉市⻄鎌倉1-2-1 熊野ビル1-a
鎌倉市⻄鎌倉1-2-2
鎌倉市⻄鎌倉1-3-11
鎌倉市⻄鎌倉1-19-17
鎌倉市⻄鎌倉1-20-16
鎌倉市⻄鎌倉2-1-1
鎌倉市⻄鎌倉2-2-1
鎌倉市⻄御門2-6-13
鎌倉市⻑谷1-1-14
鎌倉市⻑谷1-2-5
鎌倉市⻑谷2-17-6 ホウボウシャ2階
鎌倉市⻑谷1-7-12
鎌倉市⻑谷1-11-13
鎌倉市⻑谷1-11-20
鎌倉市⻑谷1-13-23-2
鎌倉市⻑谷1-14-18
鎌倉市⻑谷1-14-19-1階
鎌倉市⻑谷1-14-26
鎌倉市⻑谷1-14-26
鎌倉市⻑谷1-15-2-1階
鎌倉市⻑谷1-15-5
鎌倉市⻑谷1-15-7
鎌倉市⻑谷1-15-7 2階
鎌倉市⻑谷1-15-13 白朋ビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-50/66

電話番号
0467-44-7260
0467-73-7080
0467-48-5778
0467-67-8720
0467-38-1655
0467-31-1118
0467-84-7321
－
0467-47-2029
－
－
0467-95-0167
－
0467-33-5168
0467-81-5082
－
0467-44-7337
0467-39-1979
0467-32-5478
0467-31-4869
0467-55-5270
0467-73-7757
0467-91-0236
－
0467-22-5118
0467-38-5588
0467-25-3299
0467-91-1173
0467-25-2395
0467-23-8535
0467-95-3533
0467-81-4435
0467-32-4400
－
0467-66-3159
0467-32-8119
0467-31-7061
0467-39-1648
0467-40-5681
0467-22-6517
0467-37-5136
0467-23-9005
0467-81-3352
0467-73-7141
0467-23-0490
0467-66-3794
0467-91-2407
0467-22-0526
0467-50-0866
－
0467-40-6172
0467-24-5888
0467-55-9047
－
0467-40-5570
0467-40-3320

店舗名
鮨 ⼭もと
ANTICO RONDINO
GREENSWARD
合同会社Green&Grow
フランス惣菜食堂Charc
ル・トレフル鎌倉
割烹蕎⻨波と風
鎌倉⻑谷 栞庵
WellBe@Cafe×聖敷や
海畑 ⻑谷店
Cotty Cotty
おにぎり千春の蔵
中華料理蓬莱閣
樹
鎌倉 勝沼亭
スブリデオレストラーレ
蕾の家
マンナ
枡枡唎酒処
オルトレヴィーノ
ILBIRRAIO
シーキャッスル
Cups 鎌倉店
ZEN VAGUE
デイジーズカフェ
タイ村889
コヤギヤ デリカテッセン&カンパニー
Restaurant Takashi Tanno par ⻑谷紫-ゆかり萬屋本店
ToBoRuCoffee
タリーズコーヒー江ノ電⻑谷駅店
鎌倉するがや⻑谷駅前店
はせから食堂
喫茶 般若坊
蕪珈琲
おかめ
坂ノ下アジアンカフェIce kitchen
和風スナック 純
焼肉 丸牛
レストランCARO
hotel aiaoi
⻑谷食堂
TEAW LA MAI
鎌倉ぷりん⼯房 かわいい娘たち~La・Chou・Chou~
鎌倉以ず美
⻑谷の和遊庵
inn by the sea
鎌倉観光会館味亭
春海
⼗割そば古賀 鎌倉店
華正樓鎌倉店
エムズテラスカマクラ
ハルミ
土手⻑
浮
鎌倉土鍋ごはんkaedena.

住所
鎌倉市⻑谷1-15-13 白朋ビル2階
鎌倉市⻑谷1丁目15-20
鎌倉市⻑谷1-15-22
鎌倉市⻑谷1-15-22
鎌倉市⻑谷1-15-23
鎌倉市⻑谷1-16-15 サイトウビル2階
鎌倉市⻑谷1-16-21 新倭⼈館2階
鎌倉市⻑谷1-16-21 新倭⼈館C号室
鎌倉市⻑谷1-16-22
鎌倉市⻑谷1-16-24 ルミエール⻑谷103
鎌倉市⻑谷1-16-25

電話番号
0467-25-1177
0467-55-5542
0467-38-3876
0467-38-3876
0467-37-5575
－
0467-95-1988
0467-37-9484
080-7221-9947
0467-73-8018
0467-67-7331
鎌倉市⻑谷1-16-25 ライフサポート⻑谷102 0467-40-3363
鎌倉市⻑谷1-16-26
0467-22-3140
鎌倉市⻑谷1-16-28
0467-23-3947
鎌倉市⻑谷2-1-7 仁尾ビル1階
0467-24-8400
鎌倉市⻑谷2-3-30
0467-40-3259
鎌倉市⻑谷2-4-2
0467-23-6339
鎌倉市⻑谷2-4-7
0467-23-6336
鎌倉市⻑谷2-4-35
0467-95-3008
鎌倉市⻑谷2-5-40
0467-33-4872
鎌倉市⻑谷2-7-14 鎌倉YSビル1階
0467-33-4803
鎌倉市⻑谷2-7-15
0467-25-4335
鎌倉市⻑谷2-7-22
0467-67-4633
鎌倉市⻑谷2-7-29
0467-81-4405
鎌倉市⻑谷2-8-11
0467-23-9966
鎌倉市⻑谷2-8-11 サーフサイドビル3階 －
鎌倉市⻑谷2-11-41
0467-81-4118
鎌倉市⻑谷2-11-44
0467-67-9313
鎌倉市⻑谷2-11-46
0467-24-2040
鎌倉市⻑谷2-13-37
0467-37-5334
鎌倉市⻑谷2-14-10
0467-38-8818
鎌倉市⻑谷2-14-11
0467-22-8755
鎌倉市⻑谷2-14-15-1階
－
鎌倉市⻑谷2-14-24
－
神奈川県鎌倉市⻑谷2-15-14
080-1308-8815
鎌倉市⻑谷2-16-7
0467-95-7366
鎌倉市⻑谷2-16-11
0467-73-8580
鎌倉市⻑谷2-16-15
－
鎌倉市⻑谷2-16-15 サイトウビル102
0467-61-1929
鎌倉市⻑谷2-16-15 斎藤ビル1階
0467-25-4379
鎌倉市⻑谷2-16-15 サイトウビル3階
0467-22-6789
鎌倉市⻑谷2-17-1
0467-61-3370
鎌倉市⻑谷2-17-6
－
鎌倉市⻑谷2-17-6
0467-84-8823
鎌倉市⻑谷2-17-18
0467-22-3737
鎌倉市⻑谷2-17-19
－
鎌倉市⻑谷2-22-32
080-4322-7862
鎌倉市⻑谷3-1-3
0467-23-5700
鎌倉市⻑谷3-1-3
0467-33-4512
鎌倉市⻑谷3-1-7
0467-39-6739
鎌倉市⻑谷3-1-14
0467-22-0280
鎌倉市⻑谷3-2-9-1
0467-95-1162
鎌倉市⻑谷3-7-21
－
鎌倉市⻑谷3-7-21
0467-84-8836
鎌倉市⻑谷3-8-7
－
鎌倉市⻑谷3-8-13-2階
0467-25-3770

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-51/66

店舗名
&EPICURE
鎌倉いとこ
以志橋
浅⽻屋本店
お好み焼 染太郎
鈴⽊屋
オーガニックカフェ⽊と季
毘沙門
ジョナサン 鎌倉手広
スシロー鎌倉店
la cuisinier Kaoru
らくや
幸楽苑 鎌倉店
家庭料理・惣菜 花
いさみ寿司
焼鳥のふじや
カフェ 豆
レストランボナペティ
点心庵
鎌倉さくら
北鎌倉 ぬふいち
ル・マルカッサンドール
北鎌倉紫-ゆかり茶寮 風花
grand K
鉢の⽊北鎌倉店新館
鉢の⽊北鎌倉店
うなぎ明⽉川
cafe-meshi PoocH
ひ路花
アートスペースカフェ 線路
狸穴
シェ・ケンタロウ
⾹下庵茶屋
Parlor Room
鈴や
ブラッスリー航
キャストオン
SUMIYOSHIYAKITAKAMAKURA
幻董庵
COTONOHA
航北鎌倉
北鎌倉欒カフェ
隠れ家 KOCHIA(こきあ)
ビストロ ラ・ペクニコヴァ
風ねこ食堂
珈琲綴
佗助
チポリーノ
タケルクインディチ
Akizuki
酒肴こころや
北鎌倉たからの庭
デルクロッカス北鎌倉店
micococafe
piccolo bar 117

住所
鎌倉市⻑谷3-8-17
鎌倉市⻑谷3-10-22
鎌倉市⻑谷3-10-25
鎌倉市⻑谷3-10-31
鎌倉市⻑谷3-12-11 ツタヤビル2階
鎌倉市⻑谷4-2-22
鎌倉市⻑谷4-3-21-5
鎌倉市⻑谷5-5-27
鎌倉市笛田1-5-11
鎌倉市笛田1-8-12
鎌倉市笛田2-18-17
鎌倉市笛田4-25-6
鎌倉市⼭崎38-2
鎌倉市⼭崎1086
鎌倉市⼭崎1086
鎌倉市⼭崎1114-10
鎌倉市⼭崎1114
鎌倉市⼭崎1243
鎌倉市⼭ノ内7
鎌倉市⼭ノ内137-7
鎌倉市⼭ノ内159
鎌倉市⼭ノ内179-4
鎌倉市⼭ノ内187
鎌倉市⼭ノ内291
鎌倉市⼭ノ内339
鎌倉市⼭ノ内350
鎌倉市⼭ノ内350
鎌倉市⼭ノ内350
鎌倉市⼭ノ内375
鎌倉市⼭ノ内375
鎌倉市⼭ノ内390-3
鎌倉市⼭ノ内403
鎌倉市⼭ノ内407
鎌倉市⼭ノ内492
鎌倉市⼭ノ内510-5
鎌倉市⼭ノ内513 ⿅島産業ビル2A
鎌倉市⼭ノ内520-2
鎌倉市⼭ノ内755
鎌倉市⼭ノ内819
鎌倉市⼭ノ内823
鎌倉市⼭ノ内842
鎌倉市⼭ノ内856-5
鎌倉市⼭ノ内872-1
鎌倉市⼭ノ内963
鎌倉市⼭ノ内1149-8
鎌倉市⼭ノ内1159-5
鎌倉市⼭ノ内1310
鎌倉市⼭ノ内1341
鎌倉市⼭ノ内1343
鎌倉市⼭ノ内1384
鎌倉市⼭ノ内1386-2
鎌倉市⼭ノ内1386
鎌倉市⼭ノ内1415
鎌倉市⼭ノ内1489-4
鎌倉市⼭ノ内1489-4 セゾン北鎌倉102
鎌倉市由⽐ガ浜1-1-7 マルトクビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-52/66

電話番号
0467-73-7309
0467-24-6382
0467-22-0432
0467-22-3631
0467-22-8694
－
－
0467-23-3116
0467-39-1091
0467-38-1460
－
0467-32-0732
0467-40-5227
0467-40-5028
0467-46-4223
－
－
0467-46-5010
0467-55-9350
－
0467-61-2701
0467-91-1336
0467-67-6159
0467-25-5112
0467-38-4732
0467-23-3723
0467-23-3723
0467-33-5005
－
0467-33-7233
－
0467-33-4866
0467-33-5020
0467-24-7061
0467-37-9426
－
0467-53-7617
－
－
0467-43-5695
0467-91-1914
0467-45-6811
0467-38-7391
－
0467-39-5092
0467-25-1976
－
0467-22-9508
0467-25-1155
0467-23-7355
0467-53-8740
0467-40-6507
0467-25-5742
0467-67-0467
0467-81-5894
0467-38-8135

店舗名
お食事処 橘
ブラッスリー・シェ・アキ
映画館
コスモキッチン鎌倉
Bar Sharuman
かまくら一平
ビタースイート
CY
コーヒー&スナック 千草
アムマックス鎌倉店
らーめん一閑⼈
花ごころ
オリヂナルジョーズ
ラ・コシーナ・デ・ゲン
CORNO コルノ
plat hostel keikyu kamakura wave
フレッシュネスバーガー鎌倉由⽐ヶ浜店
レストランラコクシネル
かまくら和久
ジャックと豆の⽊
AWkitchenGARDEN鎌倉店
あおぞら亭
茶房 空花
バー久遠
ピッツェリア G G 鎌倉
La vie
⿂屋路 鎌倉由⽐ヶ浜
umi cafe
味彩館
御代川
SEAGREEN鎌倉店
ALOHA PLATE
THE BANK
ANDY'SSTOREANDCAFE
鎌倉無心庵
鎌倉バワン
ほいほい
BREEZEBIRD CAFE & BAKERY
SLOVE
カフェ カイトン
飲茶キッチン FengLong
⽇産鎌倉倶楽部
SHOOBEDOODA(シュビドゥダ)
パパノエル
はま善
中華料理 味楽
レストランあじさい
ティーサロン ライラック
楽市楽座
BEACH ROOM
鎌倉cafe-ANANA
クアアイナ鎌倉店
マザーズカフェ
町田商店由⽐ヶ浜店
KKR鎌倉わかみや
鎌倉茶屋

住所
鎌倉市由⽐ガ浜1-1-9
鎌倉市由⽐ガ浜1-1-30-102
鎌倉市由⽐ガ浜1-3-3
鎌倉市由⽐ガ浜1-3-3 由⽐ヶ浜ビル2階
鎌倉市由⽐ガ浜1-3-5-1-2階
鎌倉市由⽐ガ浜1-3-7
鎌倉市由⽐ガ浜1-3-16
鎌倉市由⽐ガ浜1-9-4
鎌倉市由⽐ガ浜1-9-9
鎌倉市由⽐ガ浜1-10-1
鎌倉市由⽐ガ浜1-10-3
鎌倉市由⽐ガ浜1-10-7
鎌倉市由⽐ガ浜1-10-10
鎌倉市由⽐ガ浜1-12-7
鎌倉市由⽐ガ浜1-12-12
鎌倉市由⽐ガ浜2-2-39
鎌倉市由⽐ガ浜2-3-2
鎌倉市由⽐ガ浜2-3-4
鎌倉市由⽐ガ浜2-3-28
鎌倉市由⽐ガ浜2-4-39
鎌倉市由⽐ガ浜2-4-43
鎌倉市由⽐ガ浜2-6-22 BS鎌倉101
鎌倉市由⽐ガ浜2-7-12-22
鎌倉市由⽐ガ浜2-7-20
鎌倉市由⽐ガ浜2-9-62 フォーラムビル102
鎌倉市由⽐ガ浜2-11-9
鎌倉市由⽐ガ浜2-13-8
鎌倉市由⽐ガ浜2-16-1-105
鎌倉市由⽐ガ浜2-20-24
鎌倉市由⽐ガ浜2-22-5
鎌倉市由⽐ガ浜2-22-9 Maison d' Azur1階
鎌倉市由⽐ヶ浜2-22-11
鎌倉市由⽐ガ浜3-1-1
鎌倉市由⽐ガ浜3-1-34
鎌倉市由⽐ガ浜3-2-13
鎌倉市由⽐ガ浜3-2-23
鎌倉市由⽐ガ浜3-2-24
鎌倉市由⽐ガ浜3-4-5
鎌倉市由⽐ガ浜3-9-47
鎌倉市由⽐ガ浜3-10-3
鎌倉市由⽐ガ浜3-10-12
鎌倉市由⽐ガ浜3-11-23

電話番号
0467-24-1114
－
0467-25-6039
0467-53-7783
0467-23-1010
－
0467-22-1988
050-8883-0106
0467-25-3164
－
0467-33-4559
0467-25-3626
－
－
0467-33-4081
0467-81-5005
0467-24-3702
0467-73-8224
0467-38-8200
0467-24-6202
0467-61-3155
0467-81-5677
0467-55-9522
050-8881-0795
0467-33-5286
0467-95-2585
0467-60-1047
0467-22-2287
0467-22-4516
0467-23-0911
0467-53-8455
0467-73-8388
0467-40-5070
0467-55-5396
0467-23-0850
－
0467-25-1986
0467-73-8055
0467-37-3322
0467-38-5261
0467-24-5594
0467-22-1360
鎌倉市由⽐ガ浜3-11-42 ライオンズマンション鎌倉由⽐ヶ浜1階 0467-38-5840
鎌倉市由⽐ガ浜3-11-4111
0467-24-9774
鎌倉市由⽐ガ浜3-12-19
0467-22-8060
鎌倉市由⽐ガ浜3-12-20
0467-22-3613
鎌倉市由⽐ガ浜3-12-25
0467-25-6680
鎌倉市由⽐ガ浜3-12-25
0467-25-6680
鎌倉市由⽐ガ浜3-12-29
0467-33-6160
鎌倉市由⽐ガ浜4-2-10
0467-38-7282
鎌倉市由⽐ガ浜4-2-10 ホライズンビル2階 0467-22-8131
鎌倉市由⽐ガ浜4-3-9
0467-61-2400
鎌倉市由⽐ガ浜4-3-17-B102
0467-67-6150
鎌倉市由⽐ガ浜4-3-25
0467-33-4400
鎌倉市由⽐ガ浜4-6-13
0467-25-4321
神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4-7海浜公園信号下 090-3406-1626

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-53/66

店舗名
BIRD HOTEL GARDEN HOUSE
かいひん荘鎌倉
レストランバー シードレス
海の家 パパイヤ
鎌倉松原庵
ブラッスリーゲント
⿂まる
シーサイドラウンジ
焼き牡蠣屋 由⽐ヶ浜 タイ村店
由⽐ヶ浜海水浴場タイ村内solar bar
FullOut BeachHouse
エスプリビーチ
熊沢売店
CAMELOT BEACH HOUSE
海の家Asia
クイックシルバー
AONOVA
to the sea
pescaba
亜⽃夢
鎌倉野菜カレー かん太くん
腸詰屋 小町店
もみじ茶屋鎌倉小町
マンゴツリーカフェ鎌倉小町通り店
鎌倉餃子UMINECO
タベルナッチャ
Dolce far niente
鎌倉J's
プリンセスきのこ
あさひな 雪ノ下ガーデン店
鎌倉くるみ
オクシモロンコマチ
Geniemagic
THE FACTORY
Rans kamakura
仁遊⼈
鎌倉茶房 茶凛
プティアンジュ息吹
よっ鎌倉!
Jazzの泉
⼭路
リストランテ ラルーチェ
和食処 ふくろう
インビス鎌倉
鎌倉点心
腸詰屋 八幡宮前店
季節料理 あら珠
鎌倉からり
峰本 本店
fruteria 7
創作和料理近藤
鎌倉のごはん屋さん石渡
⿂喰まつもと
おこめ天松堂
バニヤンツリーコーヒーハウス
らーめんとカレーの店 蓮

住所
鎌倉市由⽐ガ浜4-8-1
鎌倉市由⽐ガ浜4-8-14
鎌倉市由⽐ガ浜4-9-1
神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4-9-9999
鎌倉市由⽐ガ浜4-10-3
鎌倉市由⽐ガ浜4-10-7
鎌倉市由⽐ガ浜4-10-18
神奈川県鎌倉市由⽐ヶ浜4シーサイドラウンジ
神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4丁目海浜公園下海の家

タイ村

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4丁目海浜公園信号下由⽐ガ浜海水浴場タイ村内solar bar

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4丁目由⽐ガ浜海水浴場内
神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜4丁目
神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜海岸

由⽐ヶ浜海水浴場内

エスプリビーチ

海の家（由⽐ガ浜監視所（市役所）隣）

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜

滑川交差点下

海水浴場内

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜 鎌倉中央海水浴場

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜

由⽐ガ浜海岸

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜由⽐ガ浜海水浴場内「海の家」AONOVA

神奈川県鎌倉市由⽐ガ浜
鎌倉市雪ノ下1-2-1
鎌倉市雪ノ下1-4-1
鎌倉市雪ノ下1-4-2-1階
鎌倉市雪ノ下1-4-20
鎌倉市雪ノ下1-4-26-1階
鎌倉市雪ノ下1-4-26 WELL HOUSE2階
鎌倉市雪ノ下1-5-10
鎌倉市雪ノ下1-5-10-1A
鎌倉市雪ノ下1-5-34-2階
鎌倉市雪ノ下1-5-35
鎌倉市雪ノ下1-5-35
鎌倉市雪ノ下1-5-35
鎌倉市雪ノ下1-5-38
鎌倉市雪ノ下1-5-38-2階
鎌倉市雪ノ下1-5-38B2区画
鎌倉市雪ノ下1-5-38 こもれび禄岸1番館
鎌倉市雪ノ下1-5-38 こもれび禄岸2番館
鎌倉市雪ノ下1-6-26 グリーンビル2階
鎌倉市雪ノ下1-6-28
鎌倉市雪ノ下1-6-28
鎌倉市雪ノ下1-6-28-103
鎌倉市雪ノ下1-6-28 雪ノ下1丁目店舗102号室

鎌倉市雪ノ下1-7-3
鎌倉市雪ノ下1-7-6
鎌倉市雪ノ下1-8-14
鎌倉市雪ノ下1-8-14
鎌倉市雪ノ下1-8-14
鎌倉市雪ノ下1-8-20
鎌倉市雪ノ下1-8-23
鎌倉市雪ノ下1-8-25
鎌倉市雪ノ下1-8-35
鎌倉市雪ノ下1-8-36
鎌倉市雪ノ下1-8-36
鎌倉市雪ノ下1-8-36
鎌倉市雪ノ下1-8-36
鎌倉市雪ノ下1-8-37
鎌倉市雪ノ下1-8-38
鎌倉市雪ノ下1-8-40

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-54/66

津多屋ビル1階2号
津多屋ビル1階3号
津多屋ビル2階
津多屋ビル地下1階
元松ビル2階

電話番号
0467-84-7311
0467-22-0960
0467-24-9115
090-2427-7547
0467-61-3838
0467-22-1222
－
090-7189-8124
090-3248-7918
090-1771-3560
090-3217-0988
090-7359-3663
090-1799-8890
090-8463-5524
080-1797-6696
080-3706-5320
090-3241-5896
080-6783-1994
0467-53-9900
－
0467-73-7418
0467-33-4986
0467-60-5331
0467-38-8560
－
0467-33-5835
0467-22-5202
0467-24-0133
－
050-3161-4106
0467-23-1818
0467-73-8626
0467-81-3700
0467-38-5767
0467-23-1196
0467-25-5760
0467-38-7710
0467-25-3371
0467-40-3130
0467-38-8776
0467-25-2249
0467-23-2352
0467-23-8989
0467-25-5275
0467-61-1601
0467-23-7888
0467-39-6221
0467-61-0570
0467-22-2795
050-1298-6150
0467-25-0301
0467-22-6753
0467-23-7777
0467-60-4356
0467-22-7578
－

店舗名
すきやき松喜屋
いも吉館 鎌倉本店
てんぷら大石
鎌倉お昼ごはん
カフェ久時(ヒサキ)
Shadore
馳走かねこ
萩原食道
叙序圓
らーめん舵屋
フィオレ
喫茶パーラー Neo鎌倉
サムライソーセージ
OSTERIAGIOIA
CLOUD BREAK
料理屋大三
cafe Barnacle
DADA
そばや繁茂
鶴八
Le Grenier
不動茶屋
AMISH COOKING KAMAKURA
cafe&foods albicocca
カフェピナコテカ
バレンシア
茶織菴
piu forte
バーンウエンター
和処 大むら
茶ちゃ
ビストロバリエテ
3.8ノット
古⺠家イタリアンかど屋
ナチュールエサンス
Bush Clover
magnetico
鎌倉雪ノ茶屋
八重寿し
ラ ポルタ
トラットリアフォンテ
チャイニーズレストラン風麺
自遊⼈処
和食 ⿂佐次
居酒屋 坪まる
小坪海岸 凛花
めしやっちゃん
久平寿司
BETTEI
ザハーバーテラス
リビエラ逗子マリーナ
ロンハーマンカフェ逗子マリーナ
スペースキーポイントリビエラ逗子マリーナ
マリブファーム逗子マリーナ
リストランテAO逗子マリーナ
Kopi Luwak

住所
鎌倉市雪ノ下1-9-11
鎌倉市雪ノ下１－９－２１
鎌倉市雪ノ下1-9-24 小池ビル2階
鎌倉市雪ノ下1-9-24 小池ビル2階
鎌倉市雪ノ下1-9-27
鎌倉市雪ノ下1-9-29
鎌倉市雪ノ下1-9-29
鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡1C
鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2C
鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2階
鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2階
鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2階D

鎌倉市雪ノ下1-9-29
鎌倉市雪ノ下1-9-30 田中屋ビル102
鎌倉市雪ノ下1-9-30 田中屋ビル201
鎌倉市雪ノ下1-9-30 田中屋ビル203
鎌倉市雪ノ下1-10-5
鎌倉市雪ノ下1-11-2 雪ノ下ビル1階
鎌倉市雪ノ下1-12-7
鎌倉市雪ノ下1-12-8
鎌倉市雪ノ下1-15-5
鎌倉市雪ノ下2-2-21
鎌倉市雪ノ下2-4-23
鎌倉市雪ノ下2-6-11
鎌倉市雪ノ下2-8-1
鎌倉市雪ノ下2-9-23
鎌倉市雪ノ下3-1-30
鎌倉市雪ノ下3-3-26
鎌倉市雪ノ下3-3-26
鎌倉市雪ノ下3-3-26
鎌倉市雪ノ下3-4-6
鎌倉市雪ノ下3-4-24
鎌倉市雪ノ下3-6-24
鎌倉市雪ノ下3-6-26
鎌倉市雪ノ下3-6-39
鎌倉市雪ノ下3-8-28
鎌倉市雪ノ下4-1-19
鎌倉市雪ノ下4-2-23
鎌倉市雪ノ下4-3-15
鎌倉市雪ノ下4-3-20
鎌倉市雪ノ下562-16
逗子市小坪1-1262-3
逗子市小坪3-3-20
逗子市小坪4-2-7
逗子市小坪5-1-11
逗子市小坪5-8-3
逗子市小坪5-9-1
逗子市小坪5-9-1
逗子市小坪5-9-5
逗子市小坪5-14-7
逗子市小坪5-23-9
逗子市小坪5-23-10 本館1階 リビエラ逗子マリーナ

逗子市小坪5-23-15

逗子市小坪5-23-16 リビエラ逗子マリーナ
逗子市小坪5-23-16 リビエラ逗子マリーナ

逗子市小坪5-24-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-55/66

電話番号
050-3138-4029
0467-25-6038
0467-23-7500
0467-50-0325
0467-22-0472
0467-37-3286
0467-84-9969
0467-55-5805
0467-22-7899
0467-38-8887
0467-24-5505
046-740-5530
090-3876-9455
0467-24-6623
0467-53-9190
0467-22-9648
0467-37-3422
－
0467-24-0686
0467-22-2736
0467-73-7338
0467-22-7839
0467-25-2533
0467-53-9850
－
0467-24-6154
0467-73-8873
0467-67-1735
－
0467-67-3017
0467-25-0772
0467-73-8778
－
0467-55-5689
0467-61-3650
050-1509-0752
0467-33-5952
0467-23-9697
0467-24-6055
0467-55-9828
0467-67-7796
0467-23-8407
0467-24-7557
0467-25-5086
0467-84-8882
0467-25-2340
0467-25-4302
0467-25-3335
0467-50-0234
0467-39-5188
0467-23-2211
0467-61-2280
0467-23-0005
0467-23-0087
0467-25-0480
0467-24-6571

店舗名
N邸N-CAFE
クレープショップばるぼら
桜⼭茶寮
ギャラリー&カフェ 桜⼭花⾳
サーティワンアイスクリームヨークマート東逗子店
CANNAN(カナン)
スナック サンゴ
高雄
居酒屋 桜子
かっちゃん
大善
ふれあい塾
手打蕎⻨おかむら
ビーチマフィン
レッドロブスター逗子店
なぎさ橋珈琲逗子店
牛たん焼き仙台辺⾒逗子店
カンティーナ逗子店
ステーキ宮逗子店
⿊門カフェ 渚小屋
エバーリゾート ラウンジエバー
33cafe
茶屋赤ねこ
海の家 Tune
季節のおさかな料理 ⿂平
夢庵 逗子
La Ohana 逗子海岸
happygolucky
kkr逗子松汀園
鴨ん家
Surfers
いろり庵きらく逗子店
ベックスコーヒーショップ逗子店
ENISHI〜縁〜
NAGISA STYLE JIM Café
El Aguja
&gigi
なかざわ
⽇満亭
スターバックスコーヒー 逗子駅前店
J.J.MONKS
寄り屋
マクドナルド 逗子駅前店
ブレドール逗子店
支那そば 哉
ホルトの⽊
ダイニングバー アダージョ
craftsman's burger
mamma
しちせ
KEG
バレル
想〜SOU〜
CREMAHOP
信天翁
串焼 クローブ

住所
逗子市小坪6-6-46
逗子市桜⼭2-3-45 コーポヒロタB-2
逗子市桜⼭3-6-22
逗子市桜⼭4-2-1
逗子市桜⼭4-5-1
逗子市桜⼭4-6-4
逗子市桜⼭4-6-4
逗子市桜⼭4-8-8
逗子市桜⼭5-7-10
逗子市桜⼭5-8-1
逗子市桜⼭6-1-2
逗子市桜⼭6-15-14
逗子市桜⼭6-1326-74
逗子市桜⼭8-3-22
逗子市桜⼭8-11-11
逗子市桜⼭9-1-10
逗子市桜⼭9-3-45
逗子市新宿1-3-15
逗子市新宿1-3-35
逗子市新宿1-4-7
逗子市新宿1-4-28
逗子市新宿1-4-30
神奈川県逗子市新宿1-4-32

電話番号
0467-95-8749
－
046-845-6232
046-897-3464
046-872-0331
046-873-5891
－
046-871-9213
046-873-1855
046-871-4542
046-871-5465
－
046-873-9195
046-872-5204
046-870-6880
046-870-6117
046-872-9821
046-870-6440
046-870-6651
046-871-9290
046-876-5710
－
090-4952-3082
神奈川県逗子市新宿1-2256-21先から新宿2-2129-6先 080-7893-0167
逗子市新宿2-9-34
046-871-2259
逗子市新宿2-10-18
046-871-9741
逗子市新宿2-10-18
046-870-1140
神奈川県逗子市新宿2丁目海岸内 海の家happygolucky 090-5495-2113
逗子市新宿3-2-26
046-871-2042
逗子市新宿4-7-55
046-872-1445
逗子市新宿5-822-2
－
逗子市逗子1-1-10JR逗子駅構内
046-872-5032
逗子市逗子1-1-10JR逗子駅本屋口改札外 －
逗子市逗子1-2-7
046-871-5382
逗子市逗子1-2-8 プレイス吉沢ビル 2階 －
逗子市逗子1-3-27
－
逗子市逗子1-3-27
－
逗子市逗子1-3-29 中沢⽅
－
逗子市逗子1-3-31
046-871-2968
逗子市逗子1-4-1菊池ビルディング
046-870-6890
逗子市逗子1-4-12 MDFビル2階
046-873-6765
逗子市逗子1-5-1
－
逗子市逗子1-5-2
046-872-4513
逗子市逗子1-5-4-1階
046-874-6450
逗子市逗子1-5-5
－
逗子市逗子1-5-20
046-873-5925
逗子市逗子1-5-21-2階
046-845-9940
逗子市逗子1-5-21第2菊池ビル3階
050-5362-2207
逗子市逗子1-6-10
046-895-1764
逗子市逗子1-6-27-101
046-871-0665
逗子市逗子1-6-27-104
046-872-0728
逗子市逗子1-6-27 ピアーズ206号室
046-874-5114
逗子市逗子1-7-3
046-876-5435
逗子市逗子1-7-4 清水屋ビル１階
070-8444-4380
逗子市逗子1-7-8-2階奥
046-872-0998
逗子市逗子1-8-2
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-56/66

店舗名
哉吉
CHIQUITITA
鮨鉄
地⿂と串焼と旨い酒 来楽
エイドキッチン
Risottoと⽇本酒のイタリアン しまだ
Ambos zushi
居酒屋 すず
on...
WaO-Bento Kajiya
玄磨
千登世寿司
星⾳
Tavern 空閑
チャイナダイニング喰う喰う
焼肉東海園
スナック グリンレモン
せろりや
かまどか逗子店
かっぱ寿司 逗子店
cafe de galerie
来楽
串揚げ処 わさび
Cafe Bar Meets
逗子コワクワク秘密基地〇〇〇
ランテルナロッサ
BAR OldMark
炭⽕串焼き ほっ田
やきとり処 なぎさ
焼清
さすらいのカンテキ逗子駅前酒場
中国家庭料理マオ
Zushi まりん
Doicciane
クルワカン
喰切料理 旬坊
⾦牛座 重慶⽕鍋
トラットリア ア・ターヴォラ
松屋 逗子店
串ごのみ
ARiA
さかな食堂
海畑マルシェ太陽
ricco
逗子キッチン
姫心
カフェ ラ・シャット・ロンロン
丸久
トラットリア ラ・ヴェルデ
お好み焼きおらん場
寿司いいじま
おかみ家
沖縄ごはん くくるやー
カフェ プラート
ドトールコーヒーショップ逗子葉⼭店
れんげ食堂Toshu新逗子店

住所
逗子市逗子1-8-3
逗子市逗子1-8-3
逗子市逗子1-8-9 川瀬ビル2階
逗子市逗子1-8-9川瀬ビル2階
逗子市逗子1-8-15 田村ビル1階
逗子市逗子1-8-15 田村ビル2階
逗子市逗子1-8-34
逗子市逗子1-8-34
逗子市逗子1-9-23-101
逗子市逗子1-9-23 岸田ビル1階
逗子市逗子1-9-39
逗子市逗子1-9-41
逗子市逗子1-9-41
逗子市逗子1-10-14
逗子市逗子1-10-26
逗子市逗子1-11-2
逗子市逗子1-11-5 なぎさストリート1階
逗子市逗子1-11-6
逗子市逗子1-11-10
逗子市逗子1-11-10
逗子市逗子1-11-12
逗子市逗子1-11-12
逗子市逗子1-11-12
逗子市逗子1-11-12-2階
逗子市逗子1-11-12 藤和3番館5階
逗子市逗子1-11-12 藤和三番館B-1
逗子市逗子1-11-12八⽊ビル2
逗子市逗子1-11-12 八⽊ビル2-2階
逗子市逗子1-11-13
逗子市逗子2-1-20
逗子市逗子2-4-2
逗子市逗子2-6-2
逗子市逗子2-6-5 I.D.Iビル2階
逗子市逗子2-6-5 IDIビル1階
逗子市逗子2-6-6
逗子市逗子2-6-6 晴綾館103号室
逗子市逗子2-6-22
逗子市逗子2-6-22 晴綾館101
逗子市逗子2-6-29
逗子市逗子2-6-31⿂住ビル4階
逗子市逗子2-6-31 ⿂佐次ビル2階
逗子市逗子2-6-31 ⿂佐次ビル3階
逗子市逗子2-6-31⿂佐次ビル5階
逗子市逗子2-6-31 文章堂ビル2階
逗子市逗子2-6-31 文章堂ビル4階
逗子市逗子2-6-31文章堂ビル5階

電話番号
－
－
－
046-870-1106
046-815-0340
046-815-7100
046-854-9522
－
046-874-9424
046-870-4002
046-871-5300
046-871-4951
－
－
046-873-3990
046-871-4856
－
046-854-7372
046-870-6355
046-854-4706
－
046-873-9373
046-876-8045
046-876-9638
－
046-873-3432
046-854-9666
－
046-873-5888
－
046-884-8904
046-873-0025
046-874-9285
046-872-9188
－
050-5875-1474
046-815-6936
046-871-0150
046-870-1251
046-872-5211
046-884-8415
046-845-6340
046-876-5160
046-876-6608
046-874-5188
046-871-0007
逗子市逗子2-8-8 ペジーブルマラン102,103 046-870-5212
逗子市逗子2-9-27
046-871-2340
逗子市逗子2-10-3
046-871-2439
逗子市逗子2-10-3
046-871-2012
逗子市逗子3-1-24
046-876-6113
逗子市逗子3-3-29
046-815-6327
逗子市逗子4-1-21-2階
－
逗子市逗子4-1-33アオイビラ逗子
046-872-3186
逗子市逗子5-1-5
046-870-6750
逗子市逗子5-1-6新逗子京急ビル
046-874-0731

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-57/66

店舗名
桐や
酒菜処 結
一石⼆鳥
ざくろ
おでん酒場あっかんべー
Venite
逗子茶寮凛堂-rindoBlue Moon Zushi
マッチポイント逗子店
カフェ・バルLemon
⽴喰すし処 いなせ
カフェ・カミーナ
つく志
カラオケBanBan逗子店
大衆ビストロTAKURO
⿊門
リザーブ
SNACK CHAKO
天⿓
KYUU
酒呑洞
PANTAI
Pizza&oysters ハマまで5分
⽉あかり逗子店
ZUSHI Tears
逗子ちょうなん
牛角逗子店
レスリーズ
モスバーガー逗子店
⽇本料理はら田
仙満亭
いづみ食堂
Bollywood Indian Restaurant
maru-bun
たこ焼き缶詰めバー(the)
サンサンゴゴ
やきとり海KAI
はなまるDinning 88's BAR
ラーメン壱成
食彩堂
かんてら
隠れ家和〜のどか〜
韓国料理 恩生
清水橋バル
そば席 御清水庵 あん彦
Graston Field
洋食ふたみ
海浜軒
ラ・パール・デサンジュ
OHANAYA
タパス 酒場アル
まる八一
solar
喰呑処 ⼭や
海鮮食堂満天
レストランカツズ

住所
逗子市逗子5-1-9 スズキビル2階
逗子市逗子5-1-12
逗子市逗子5-1-12 2階
逗子市逗子5-1-12 カサハラビル1階
逗子市逗子5-1-12カサハラビルB棟3階A号室

逗子市逗子5-1-12 カサハラビルB棟3階B号

逗子市逗子5-1-12 カサハラビルB⼆階
逗子市逗子5-1-13
逗子市逗子5-1-13
逗子市逗子5-1-15
逗子市逗子5-1-16
逗子市逗子5-1-18
逗子市逗子5-1-22
逗子市逗子5-1-22
逗子市逗子5-1-22-B1
逗子市逗子5-1-22プラスビル2階
逗子市逗子5-1-25
逗子市逗子5-1-25
逗子市逗子5-1-25
逗子市逗子5-1-25
逗子市逗子5-1-25 浦部ビル1階
逗子市逗子5-2-29
逗子市逗子5-2-40
逗子市逗子5-2-47
逗子市逗子5-2-48-3 キングプラザ3階
逗子市逗子5-2-48 キングプラザ3階
逗子市逗子5-2-48 逗子キングプラザビル2階

逗子市逗子5-2-50
逗子市逗子5-2-50
逗子市逗子5-2-51
逗子市逗子5-2-52
逗子市逗子5-3-12
逗子市逗子5-3-40
逗子市逗子5-4-24
逗子市逗子5-4-34
逗子市逗子5-4-35
逗子市逗子5-4-36
逗子市逗子5-4-37-2階
逗子市逗子5-4-38
逗子市逗子5-7-6
逗子市逗子5-7-6
逗子市逗子5-8-3
逗子市逗子5-10-25
逗子市逗子5-14-1
逗子市逗子5-14-7
逗子市逗子6-1-1
逗子市逗子6-2-2
逗子市逗子6-2-3
逗子市逗子6-5-1 W&Gビル2階
逗子市逗子6-5-1 ホワイト&グレー1階c号
逗子市逗子6-5-9
逗子市逗子6-5-9
逗子市逗子7-1-1
逗子市逗子7-1-2
逗子市逗子7-1-51
逗子市逗子7-1-51

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-58/66

電話番号
046-871-5334
046-873-5160
046-876-6790
046-876-7270
046-871-3747
046-872-3070
046-870-3730
046-873-9915
046-873-0371
046-870-6970
046-871-7800
046-871-3743
046-871-2914
046-872-3412
046-854-9327
046-871-7772
046-873-5907
046-872-7565
046-873-5954
－
046-871-8298
046-872-3950
046-871-2590
046-874-6777
046-887-0526
－
046-872-0029
－
046-870-6533
046-871-2401
046-871-4320
046-873-5887
046-872-4133
046-854-8688
046-873-5000
046-897-0814
046-873-5957
046-873-8818
046-871-9919
046-876-2464
－
－
046-871-3399
046-876-5190
046-845-7770
046-873-4363
046-887-0447
050-5488-3603
－
046-890-6320
046-854-4286
－
046-874-5904
046-870-3155
046-871-3102
046-872-1551

店舗名
BEARS
ひがんしがん
松
鉄板ビストロこみち
Pau Hana
ファンキーママ
OSSO
Maresco
barbatella
アンドサタデー
焼肉 八煌苑
アジアンダイニング&バーサンティ
maharita
⿂勝
カラオケスナック 夢ごころ
居酒屋千鶴
キッチンビッテ
風来まつなが
くろだ
きよし
アリガヤ
⿂万
炭⽕焼肉イリアちゃん
SIETE
康楽
ベロキチ
HARAPPA シムバー
南風食堂
雅むら
NAMASTE
石臼そば
ハラールレストラン
とんかつひこのや
大澤珈琲店
FLAGZUSHI
マーサーズ
cafe&amusement Anemos
たこっと
志乃ぶ
梅の⽊
くれえてぼ しげ船
コーヒーサロン銀座
ちょっとこ
La brasserie 恋来
レアー ムーン
お好焼とも
昌景苑
CAFEベル
ダイニングカフェ然
Cafe & 居酒屋 えんじゅ
あわじや
TETRA COUNTRY CLUB Bar
割烹 宗喜
かっぱ寿司 三浦店
コメダ珈琲店カインズ三浦店
味の旬彩てん心

住所
逗子市逗子7-1-51 BIG7-103
逗子市逗子7-1-51 BIG7 1号室
逗子市逗子7-1-51 BIG7 2階
逗子市逗子7-1-60ほてい屋ビル2階
逗子市逗子7-3-44-3階
逗子市逗子7-3-44 リバティハウス2階
逗子市逗子7-3-49 クリオンハウス1階-A
逗子市逗子7-3-49 クリオンハウス1階-B
逗子市逗子7-6-20
逗子市逗子7-6-20 ZUSHISMALLSQUARE
逗子市逗子7-6-21
逗子市逗子7-6-29
逗子市逗子7-13-10
逗子市逗子7-13-23
逗子市沼間1-1-16
逗子市沼間1-1-19
逗子市沼間1-1-23ショコラM1階
逗子市沼間1-2-9
逗子市沼間1-2-24
逗子市沼間1-2-24
逗子市沼間1-8-2
逗子市沼間1-18-3
逗子市沼間3-1-7
逗子市沼間3-2-4
逗子市沼間3-9-4
神奈川県逗子市久⽊3-6-1
逗子市久⽊3-13-6
逗子市久⽊4-23-31
逗子市久⽊8-7-11
逗子市久⽊8-13-5 E
逗子市⼭の根1-1-31
逗子市⼭の根1-1-31
逗子市⼭の根1-1-32 アレス102
逗子市⼭の根1-2-33 GAビル2階
逗子市⼭の根1-3-17
三浦市岬陽町3-23
三浦市岬陽町5-8
三浦市栄町1-7
三浦市栄町3-2
三浦市栄町3-2 イワノビル1階
三浦市栄町4-15
三浦市栄町5-3
三浦市栄町5-11
三浦市栄町7-1
三浦市栄町7-1
三浦市栄町7-20
三浦市栄町7-20
三浦市栄町10-11
三浦市栄町16-5
三浦市城⼭町1-12
三浦市城⼭町2-5
神奈川県三浦市城⼭町3-11
三浦市城⼭町19-1
三浦市初声町⼊江2-186-1
三浦市初声町⼊江2-186-1
三浦市初声町⼊江80-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-59/66

－

電話番号

046-827-7107
046-876-7309
046-874-9402
046-872-4188
046-872-7231
046-874-6490
046-827-7020
046-876-9582
－
046-854-9809
046-870-3210
－
046-871-2302
046-871-9063
－
046-845-6423
046-873-3463
046-801-8958
046-872-7140
046-897-3967
046-871-4972
－
046-874-9517
－
050-5357-7764
－
－
046-873-4919
046-873-6866
046-871-5822
046-874-5335
046-894-4455
046-890-0088
046-845-9293
－
046-876-8485
－
046-882-4533
046-882-5109
046-882-4989
046-890-5484
046-801-1421
－
046-882-1130
046-882-5919
－
－
046-854-4417
－
－
090-2496-5462
046-882-1898
046-887-3181
046-845-9775
046-887-1138

店舗名
スナック三条
豊⿂亭/寿司割烹 豊⿂
カラオケBANBAN三崎口店
焼肉祥⾥園
スナックかくれんぼ
パブ順
NISHAN INDIAN RESTAURANT
呑み処 呑食⾥ 食事処
えきめん茶屋三崎口店
三浦の磯焼き屋
けんじ屋
まるい食堂
サンセットテラスアソラ
すき家 134号三浦三崎口店
砂丘
⺠宿はら
Revival CAFE
三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ
風の珈琲
みつ葉スペース
滝家
ジョイ
Ramen & Country Bar EATERY 47
食房miura
くろば亭
紀の代
カフェ 嬋娟
ニコニコ食堂
bed&breakfast ichi
朝⽇らーめん
漁師小屋
ポパイ食堂
LoungeBar 海賊船
喫茶スナック みなと
スナック絹
スナック恋⼈
バーミニナイト
居酒屋 ⾳由
柳
マージャンクラブ⼊舩
やきとり 寿々⽊
RSD cafe bar
RSD village
居酒屋呑んべえ
いざわん家
カラオケスナック 莉⾳
居酒屋 宗
レタス倶楽部
スナック マリン
しおん
カラオケスナック蘭
蒸籠食堂かえる
小料理 磯
割烹 松風
酒処みずの
充電食堂まったり庵

住所
三浦市初声町⼊江95
三浦市初声町下宮田50-3
三浦市初声町下宮田170-1
三浦市初声町下宮田473-1
三浦市初声町下宮田486
三浦市初声町下宮田486
三浦市初声町下宮田486 ⻫協ビル1階
三浦市初声町下宮田489-11 ⻑島ビル1階
三浦市初声町下宮田495
三浦市初声町下宮田599
三浦市初声町下宮田599
三浦市初声町下宮田2756
三浦市初声町下宮田3433-3
三浦市初声町三⼾236
三浦市初声町三⼾1065
三浦市初声町三⼾2449
三浦市初声町和田2650-3
三浦市初声町和田3136
三浦市原町1-88
三浦市原町2-24
三浦市原町2-29
三浦市東岡町1-16
三浦市東岡町1-20
三浦市三崎1-2-21
三浦市三崎1-9-11
三浦市三崎1-9-12
三浦市三崎1-12-3
三浦市三崎1-13-12
三浦市三崎1-15-4
三浦市三崎1-15-14
三浦市三崎1-15-15
三浦市三崎1-17-1
三浦市三崎2-1-5
三浦市三崎2-1-8
三浦市三崎2-1-9
三浦市三崎2-2-2
三浦市三崎2-2-2
三浦市三崎2-2-4
三浦市三崎2-2-13
三浦市三崎2-3-5-1階
三浦市三崎2-3-11
三浦市三崎2-4-4
三浦市三崎2-4-4
三浦市三崎2-5-10
三浦市三崎2-8-5
三浦市三崎2-8-5
三浦市三崎2-8-8
三浦市三崎2-9-7
三浦市三崎2-9-12
三浦市三崎2-12-5
三浦市三崎2-12-17
三浦市三崎2-13-10
三浦市三崎2-13-12
三浦市三崎2-14-8
三浦市三崎2-16-10
三浦市三崎3-2-9

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-60/66

電話番号
－
046-889-2020
050-3134-0781
046-889-0900
046-889-8177
046-888-2433
046-889-1323
－
－
046-827-7004
046-888-5006
046-888-2011
－
0120-498-007
046-888-1984
046-888-3535
046-845-6224
046-888-2100
046-854-9894
－
046-882-3990
－
－
046-890-3536
046-882-5637
－
－
046-881-2678
046-887-0574
046-881-3499
－
046-881-2484
－
046-882-4875
046-882-0950
046-882-5057
046-847-3382
046-881-5103
046-881-3027
－
046-882-5960
－
046-890-5977
－
046-882-1488
－
046-881-0250
046-881-4404
－
－
－
－
－
046-882-5976
046-882-1312
046-854-9798

店舗名
有⿂亭
club HUNNY
公海
茶房スナック CABIN
さくらや
三崎港蔵
手打蕎⻨ 葉⼭商店
ダイニング&カフェ ココナツ
重美屋
今川商店 三崎本店
中華料理牡丹
ミサキプレッソ
⾳⽻
うどん はるかぜ
まるいち食堂
咲乃家
メスカルラブ
雀家
ちりとてちん
屋台
佳⼈
三崎港海の幸
海舟
カイナン マリネ
かね廣
喫茶トエム
港楽亭
CAFEALBE
鮨処 ⿂⾳
どんぶりと鮪販売の庄和丸
庄和丸
タイ料理 トムヤムクン
すし処 たち吉
百味
蓮花
Misaki Italiano Bocca
三崎館支店 ⾹花
三崎館支店 はな
三崎港まぐろ食堂
三崎館本店
うらり マルシェ
藤水フーズうらり店
鮮味楽
〇つね
涌⿂
三崎「⿂市場食堂」
サンポートみさき
台湾料理 真味
ガスト 三浦
MIURAPIZZAPARADISO
味な宿静観荘
カメハメハ大王の渚
油壺アウトドアセンター
あ志ろ亭
ホテル京急油壺観潮荘
横堀海岸みなとや

住所
三浦市三崎3-2-11
三浦市三崎3-2-18
三浦市三崎3-2-19
三浦市三崎3-2-20
三浦市三崎3-2-21
三浦市三崎3-2-22
三浦市三崎3-2-22
三浦市三崎3-3-2
三浦市三崎3-3-3
三浦市三崎3-3-3
三浦市三崎3-4-10
三浦市三崎3-4-10
三浦市三崎3-4-12
三浦市三崎3-5-1
三浦市三崎3-5-10
三浦市三崎3-6-7
三浦市三崎3-6-10
三浦市三崎3-6-11
三浦市三崎3-10-1
三浦市三崎3-11-1
三浦市三崎3-11-11
三浦市三崎3-12-14
三浦市三崎3-12-15
三浦市三崎4-8-6
三浦市三崎4-9-6
三浦市三崎4-9-8
三浦市三崎5-1-10
三浦市三崎5-1-10
三浦市三崎5-1-13
三浦市三崎5-2-1-1階
三浦市三崎5-2-1-2階
三浦市三崎5-2-6
三浦市三崎5-2-6
三浦市三崎5-2-6
三浦市三崎5-2-6
三浦市三崎5-2-6 ⾹⼭第2ビル2階
三浦市三崎5-2-7
三浦市三崎5-2-7
三浦市三崎5-2-7
三浦市三崎5-2-9
三浦市三崎5-3-1
三浦市三崎5-3-1(うらり内)
三浦市三崎5-5-1
三浦市三崎5-19-17
三浦市三崎5-19-24大徳丸ビル2階
三浦市三崎5-245-7
三浦市三崎5-3806
三浦市三崎町小網代55-17
三浦市三崎町小網代57-1
三浦市三崎町小網代419
三浦市三崎町小網代971
三浦市三崎町小網代1027-2
三浦市三崎町小網代1095-30
三浦市三崎町小網代1152-14
三浦市三崎町小網代1152
三浦市三崎町小網代1168

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-61/66

電話番号
046-882-6934
046-881-2763
046-887-0662
－
046-881-2206
046-884-8551
046-884-8570
046-845-6665
046-881-2341
046-884-8360
046-881-3420
046-882-1680
046-881-3515
046-815-7224
－
046-881-3266
－
－
－
046-881-0447
－
046-881-3170
046-881-0897
046-874-4169
－
－
046-881-6135
046-876-8492
－
－
－
046-881-0860
046-882-6965
046-882-5936
－
046-882-2233
046-881-4169
046-881-5434
046-882-3007
046-881-2117
－
046-881-0853
046-881-0961
－
046-884-9323
046-876-6022
046-882-2900
046-882-5888
046-880-1045
046-874-9198
046-881-2288
046-874-4550
－
046-881-3443
046-881-5211
－

店舗名
シーボニア クラブハウスレストラン
スペースキーポイントリビエラシーボニアマリーナ
レストラン ととや
⽊の花
小網代ヴィレッジ
小網代の森 ひげ爺の栖
カーロフォレスタ城ヶ島遊ヶ崎ベース
そば新
漁師の店
地⿂料理 潮風
梅一
(有)まるかサービスステーション
お食事処 濱田屋
三海荘
磯料理いけだ
ペンシュクヒコヤ
しぶき亭
小浜屋
鈴屋
(有)北原園
城水直売所
シーサイドハウス
中村屋
城ヶ島さんご荘
さかや食堂
⺠宿 ⻑津呂荘
相模亭
ステーキガスト 三浦
手打そば 太庵
⽊村屋
みつ葉
⼭崎屋食堂
パラム
のみ食い処 ままや
ビッグボーイジャパン三浦三崎店
居酒屋茶々
和風スナックともだち
うみとはたけ 三崎店
さんなべ茶屋
三浦 海の学校
⺠宿でぐち荘
MOROISOSO
三浦市⽼⼈福祉保健センター
ヴェント・エ・イル・レオーネ
かぼっちょ村駅
Cliff Terrace
カウェラ
グリーンハウス
真砂
ココス三浦海岸店
珈琲&ギャラリーわんから
炉ばた
Shorobar
⾹水
呑み喰い処かおり
居酒屋いっちゃん

住所
三浦市三崎町小網代1286
三浦市三崎町小網代1286
三浦市三崎町小網代1295
三浦市三崎町小網代1369-2
三浦市三崎町小網代1385-12
三浦市三崎町小網代2252-1
三浦市三崎町城ケ島372-1
三浦市三崎町城ケ島401
三浦市三崎町城ケ島500-28
三浦市三崎町城ケ島658-2
三浦市三崎町城ケ島658-10
三浦市三崎町城ケ島658-48
三浦市三崎町城ケ島658-99
三浦市三崎町城ケ島658-114
三浦市三崎町城ケ島658-124
三浦市三崎町城ケ島658-130
神奈川県三浦市三崎町城ケ島658-155
三浦市三崎町城ケ島658
三浦市三崎町城ケ島668-1
三浦市三崎町城ケ島668-4
三浦市三崎町城ケ島668
三浦市三崎町城ケ島671
三浦市三崎町城ケ島673
三浦市三崎町城ケ島674
三浦市三崎町城ケ島684-7
三浦市三崎町城ケ島687
三浦市三崎町城ケ島693-3
三浦市三崎町六合15-1
三浦市三崎町六合278
三浦市三崎町諸磯15
三浦市三崎町諸磯17-2
三浦市三崎町諸磯19
三浦市三崎町諸磯21-2
三浦市三崎町諸磯310
三浦市三崎町諸磯315-1
三浦市三崎町諸磯1057
三浦市三崎町諸磯1064
三浦市三崎町諸磯1193-3
三浦市三崎町諸磯1241
三浦市三崎町諸磯1621
三浦市三崎町諸磯1783
三浦市三崎町諸磯1868-5
三浦市三崎町諸磯1870
三浦市三崎町諸磯1893
三浦市南下浦町⾦田193
三浦市南下浦町⾦田195-10
三浦市南下浦町⾦田201
三浦市南下浦町⾦田224
三浦市南下浦町⾦田1004-3
三浦市南下浦町上宮田530
三浦市南下浦町上宮田897-1
三浦市南下浦町上宮田1367-1
三浦市南下浦町上宮田1370
三浦市南下浦町上宮田1370
三浦市南下浦町上宮田1370
三浦市南下浦町上宮田1370

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-62/66

電話番号
－
046-884-1006
－
046-882-2321
046-881-0100
046-845-6260
046-881-0220
046-882-5453
－
046-881-4699
－
－
－
046-881-2323
－
046-882-2527
046-881-2710
－
－
－
－
046-882-3418
－
－
－
046-882-0620
046-881-5911
046-880-0122
046-881-6883
－
046-880-0810
－
046-876-7385
046-881-0789
046-880-1271
－
－
046-876-9264
－
046-880-0835
046-881-4778
0120-954-646
－
046-874-5617
046-888-6588
046-888-5250
046-887-0201
046-888-0257
046-888-1628
050-3333-5357
－
046-888-4008
－
－
046-874-6897
046-888-8208

店舗名
スナック希望(のぞみ)
スナックナナエ
Snack Plus
あきんどスシロー三浦海岸店
BAYSIDE CAFE
IK
酒肴旬菜とも
club GOLD
アリス
スナック 乾杯
よろしく
スナック ちょうちょ
淳平
リバティ.A
居酒屋きづな
スナックダービー
のものも
滝家本店
千翠
鳥よし
カラオケスナック はむちゃん
La taverne 喰う美
松乃鮨
スナック和
スナックSWEET
Goshima
和光庵
ぽえむ三浦海岸駅前店
清丸
マホロバ・マインズ三浦 レストラン
居酒屋 凪
ビストロナキータ
お食事処酒処朱鷺
さかな料理 まつばら
居酒屋スナックZERO
串焼 舵⽊
ao(アオ)
ティーズロード
秋田家
創作居酒屋 ⽉と⻲
ロックカフェ TO-NO
居酒屋りるも
中国料理桂林
さぜむ306
食事処石橋
有限会社いろは寿し
居酒屋あやとり
みかべ商店
ステーキハウス HAZZY'S ステーキ
居酒屋夢紫亭
SNACK USAGI
養⽼乃瀧 三浦海岸店
創作中華やんちゃ
住留
和奏
焼肉MIURAえん

住所
三浦市南下浦町上宮田1370
三浦市南下浦町上宮田1370-G-6
三浦市南下浦町上宮田1370
三浦市南下浦町上宮田字⽊ノ間1434-3
三浦市南下浦町上宮田1443-1階
三浦市南下浦町上宮田1489-3-2階
三浦市南下浦町上宮田1489-3
三浦市南下浦町上宮田1489-3
三浦市南下浦町上宮田1537-7
三浦市南下浦町上宮田3093-3
三浦市南下浦町上宮田3093-3
三浦市南下浦町上宮田3096-1
三浦市南下浦町上宮田3096-1
三浦市南下浦町上宮田3118
三浦市南下浦町上宮田3118
三浦市南下浦町上宮田3119
三浦市南下浦町上宮田3124-1 バザール三浦海岸1階C

三浦市南下浦町上宮田3124-108,109
三浦市南下浦町上宮田3124
三浦市南下浦町上宮田3125-5
三浦市南下浦町上宮田3125-6
三浦市南下浦町上宮田3125-6
三浦市南下浦町上宮田3125-9
三浦市南下浦町上宮田3125 寿ビル1-2
三浦市南下浦町上宮田3125 寿ビル1階
三浦市南下浦町上宮田3130
三浦市南下浦町上宮田3130
三浦市南下浦町上宮田3130 和光庵ビル
三浦市南下浦町上宮田3131
三浦市南下浦町上宮田3231
三浦市南下浦町上宮田3253-1
三浦市南下浦町上宮田3253-1
三浦市南下浦町上宮田3253-1松原荘D
三浦市南下浦町上宮田3253
三浦市南下浦町上宮田3257-6池田ビル2-A
三浦市南下浦町上宮田3257-6 池田ビル2-C号室

三浦市南下浦町上宮田3257 池田ビル1階
三浦市南下浦町上宮田3258
三浦市南下浦町上宮田3258 石橋ビル2階
三浦市南下浦町上宮田3258 石橋ビル2階-C
三浦市南下浦町上宮田3258 石橋ビル2階-D
三浦市南下浦町上宮田3259-1
三浦市南下浦町上宮田3259-7
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259
三浦市南下浦町上宮田3259 マルマンビル2階

三浦市南下浦町上宮田3262-2
三浦市南下浦町上宮田3262-2
三浦市南下浦町上宮田3269
三浦市南下浦町上宮田3269 ホワイトハウス102

三浦市南下浦町上宮田3292-2
三浦市南下浦町上宮田3292-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-63/66

電話番号
－
－
090-7905-6762
046-887-4655
046-827-7076
－
046-874-8095
046-874-5088
046-888-5758
046-889-4666
046-888-8444
046-874-9399
－
－
－
－
046-888-7756
046-889-1889
046-888-6826
－
－
－
046-888-1147
046-888-5251
－
046-889-3305
046-888-3952
046-888-5656
046-888-2583
046-889-8900
046-889-2130
046-887-0310
046-888-7505
046-888-1479
－
－
046-854-8477
－
046-888-9393
046-888-7166
－
046-889-0188
046-889-3336
－
046-889-1067
046-888-3683
046-888-7772
－
046-876-8308
－
046-889-2259
046-887-1237
046-888-7292
046-889-2370
046-801-0209
046-874-8787

店舗名
DRAGON BLOOD
海わ屋
ベジカフェHAYATO（旧︓カフェレストランHATOYA）
マクドナルド 三浦海岸店
ドトールコーヒーショップ三浦海岸店
廻転寿司海鮮
カレーハウスCoCo壱番屋 三浦海岸店
逗子家 三浦海岸店
ナツメグカフェ
地⿂ダイニング⿂敬
伊豆島海岸店
和膳きみしま
カーロフォレスタ三浦海岸アレーナ
台湾料理⿓華三浦店
グルメ館 豊⿂
BEACHEND CAFE
三浦海鮮BBQサービス
地⿂料理 松輪
松林館
海の幸 畑の恵 ぼーめん
ヒロちゃん
寿司元
吉乃寿司
有限会社 健寿司
栄興苑
お食事処 しょうざん
GOOD STOCK
ブレドール葉⼭店
蕎⻨処葉⼭鰹
サンルイ島葉⼭本店
ゑび寿いしん
HAYAMA NOBU'S
HOLIZONTAL
FRUTTO (フルット)
惣菜と酒 ひより食堂
うりんぼう
中華料理 太古城
四⽉の空
葉⼭ブレッドクラブ
hoka hokaナインティーン
心花
六花
葉⼭食堂
夢庵 葉⼭
KUBU Suria
和樂
旬彩
ami hayama
イル・リフージョ・ハヤマ
ヴィラ マレーア
四季倶楽部プレーゴ葉⼭
庭つ鶏 葉⼭
割烹 藤の家
喫茶ジョー
レクトーレ葉⼭湘南国際村 IPCカフェテリア
レクトーレ葉⼭湘南国際村IPC交流ラウンジ

住所

電話番号
－
三浦市南下浦町上宮田3333-1
046-888-5188
三浦市南下浦町上宮田3340-1
－
三浦市南下浦町上宮田3350
046-874-6030
三浦市南下浦町上宮田3356
0468-89-0363
三浦市南下浦町上宮田3372-18
046-889-2565
三浦市南下浦町上宮田3398-1
046-889-4551
三浦市南下浦町上宮田3398-1
046-874-9799
三浦市南下浦町上宮田3418-4
046-807-0277
三浦市南下浦町上宮田3533
046-888-0714
三浦市南下浦町菊名18
046-889-4100
三浦市南下浦町菊名22-3マリンヴィラQC・C １階 046-897-7693
三浦市南下浦町菊名173
046-874-7101
三浦市南下浦町菊名496
046-889-2228
三浦市南下浦町菊名751-10
046-887-1616
三浦市南下浦町菊名1089-18
046-854-4484
三浦市南下浦町菊名1270-3
－
三浦市南下浦町松輪264
－
三浦市南下浦町松輪561
046-886-1852
三浦市南下浦町松輪1182
046-885-1002
三浦市向ケ崎町4-15
－
三浦市向ケ崎町14-19
046-882-3838
三浦郡葉⼭町一色346-1
046-875-5566
三浦郡葉⼭町一色370
－
三浦郡葉⼭町一色370 稲子ビルA
046-876-0009
三浦郡葉⼭町一色599-2階
046-875-9677
三浦郡葉⼭町一色599-4
046-845-6135
三浦郡葉⼭町一色657
046-875-4548
三浦郡葉⼭町一色682-3
046-876-0606
三浦郡葉⼭町一色685-4
046-875-8715
三浦郡葉⼭町一色922-16
046-884-8996
三浦郡葉⼭町一色943-1 ATELIER943 A1-1 046-874-4262
三浦郡葉⼭町一色943-1 ATELIER943 B棟2階
046-874-9705
三浦郡葉⼭町一色954-1
046-876-6197
三浦郡葉⼭町一色983
046-876-2337
三浦郡葉⼭町一色1050
046-875-4623
三浦郡葉⼭町一色1052-131
－
三浦郡葉⼭町一色1216-11
－
三浦郡葉⼭町一色1382-1
046-875-2466
三浦郡葉⼭町一色1392-80
046-875-8891
三浦郡葉⼭町一色1524
046-884-9837
三浦郡葉⼭町一色1664-1
046-884-9616
三浦郡葉⼭町一色1758-8
046-876-3272
三浦郡葉⼭町一色1771-1
046-876-3791
三浦郡葉⼭町一色1918
046-874-9900
三浦郡葉⼭町一色1974
046-876-2705
三浦郡葉⼭町一色2012
046-875-8976
三浦郡葉⼭町一色2152-4
046-874-6776
三浦郡葉⼭町一色2179
046-875-1515
三浦郡葉⼭町一色2183-4
－
三浦郡葉⼭町一色2233
046-875-4246
三浦郡葉⼭町一色2444-7
046-845-9620
三浦郡葉⼭町一色2502
046-876-3629
三浦郡葉⼭町上⼭口1102-9
050-8881-0765
三浦郡葉⼭町上⼭口1560-38
046-858-2900
三浦郡葉⼭町上⼭口1560-38
046-858-2900

三浦市南下浦町上宮田3316-4 エスポワール三浦海岸101

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-64/66

店舗名
葉⼭牛ステーキレストラン 角⾞
Cafe会英楼
手打そば 和か菜
葉⼭パブリックゴルフコース・練習場
ロフォス湘南 アクティ
葉⼭鳥ぎん本店
Sunny Side Kitchen
株式会社 葉⼭国際カンツリー倶楽部
ラーメンくるまや葉⼭店
手打ち蕎⻨切り風の姿
すき家 葉⼭⽊古庭店
アンクルート葉⼭
⽇本料理琢亭
ル・カナリ
茶や辻
H and Cafe
一色BASE
とめぞう丸
海ごはんOhana
葉⼭保養所相洋閣
ラーメンあじ平 ⻑柄店
焼肉レストラン 友琉館
DARK ARTS COFFEE JAPAN
Baan Rey 葉⼭
天康
かつや神奈川葉⼭店
マーロウ 逗葉新道店
葉⼭時感
季節料理やわらぎ
典座
葉⼭セリーズパティオ
リカーズかさはら
スターバックス コーヒー 葉⼭店
⽇本料理 葉⼭ ⽇影茶屋
パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ 葉⼭本店
レストラン ラ・マーレ
葉⼭港湾食堂
⻘羅
マーロウ葉⼭マリーナ店
イル ティモーネ
葉⼭うみのホテル SAND BAR
スタジオ LOUNGE WAIWAI
ラプロー
days386
オレンジ食堂
The Gazebo
HAYAMAせた亭
COOK&DINEHAYAMA本店
リストランテ ブレッツァディマーレ
稲穂
おばんざいKOU
家庭料理 なら屋
もり兵衛
Share Village HAYAMA
福ふく
博多 さか本

住所
三浦郡葉⼭町上⼭口2403
三浦郡葉⼭町上⼭口2559-4
三浦郡葉⼭町上⼭口2644
三浦郡葉⼭町上⼭口2800
三浦郡葉⼭町上⼭口1560-44
三浦郡葉⼭町⽊古庭217
三浦郡葉⼭町⽊古庭236-4
三浦郡葉⼭町⽊古庭1043-1
三浦郡葉⼭町⽊古庭1562-3
三浦郡葉⼭町⽊古庭1567
三浦郡葉⼭町⽊古庭字高祖坂1572-5
三浦郡葉⼭町下⼭口380-1
三浦郡葉⼭町下⼭口1389-8
三浦郡葉⼭町下⼭口1417-6
三浦郡葉⼭町下⼭口1418-3
三浦郡葉⼭町下⼭口1494
三浦郡葉⼭町下⼭口1506
三浦郡葉⼭町下⼭口1526
三浦郡葉⼭町下⼭口1858
三浦郡葉⼭町下⼭口2040-1
三浦郡葉⼭町⻑柄4-2
三浦郡葉⼭町⻑柄27-2
三浦郡葉⼭町⻑柄29
三浦郡葉⼭町⻑柄45
三浦郡葉⼭町⻑柄580-1
三浦郡葉⼭町⻑柄894
三浦郡葉⼭町⻑柄1296-6
三浦郡葉⼭町⻑柄1330-1
三浦郡葉⼭町⻑柄1461-218
三浦郡葉⼭町⻑柄1461-288
三浦郡葉⼭町⻑柄1461-435
三浦郡葉⼭町⻑柄1617-25
三浦郡葉⼭町⻑柄1809-1
三浦郡葉⼭町堀内16
三浦郡葉⼭町堀内20-1
三浦郡葉⼭町堀内24-2
三浦郡葉⼭町堀内27-4
三浦郡葉⼭町堀内50-2
三浦郡葉⼭町堀内50-2
三浦郡葉⼭町堀内50-2
三浦郡葉⼭町堀内251-1
三浦郡葉⼭町堀内279
三浦郡葉⼭町堀内322
三浦郡葉⼭町堀内377
三浦郡葉⼭町堀内378-2
三浦郡葉⼭町堀内387
三浦郡葉⼭町堀内541-19
三浦郡葉⼭町堀内563
三浦郡葉⼭町堀内623
三浦郡葉⼭町堀内625-12
三浦郡葉⼭町堀内639
三浦郡葉⼭町堀内673-10
三浦郡葉⼭町堀内726-26
三浦郡葉⼭町堀内746-1
三浦郡葉⼭町堀内764-8
三浦郡葉⼭町堀内764-8 福ビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-65/66

電話番号
046-878-8002
046-874-5405
046-878-6206
046-878-8100
046-858-1322
046-878-8822
046-874-5495
046-878-8111
046-878-9158
046-878-7114
0120-498-007
046-875-0255
046-807-6157
046-803-1417
046-875-5652
046-884-9702
046-876-6588
046-875-0970
046-875-3425
046-875-7300
046-875-4234
046-875-8535
046-895-3151
046-874-7018
046-876-1176
046-845-6235
046-874-7982
046-884-8391
046-875-3311
046-875-6896
046-807-1313
046-875-5212
046-874-5212
046-875-0014
046-875-5346
046-875-6683
046-876-2266
046-875-8828
046-875-0412
046-876-2455
046-854-7422
090-3239-0045
046-875-9686
046-876-5750
046-876-1886
046-874-9663
046-887-0099
046-877-1104
046-874-8707
046-875-7803
－
046-875-6137
046-876-2888
046-876-9895
046-875-1204
046-854-9933

店舗名
惠土
before sunset
THEBATH&BEDHAYAMA
⿂寅
ピスカリア
SCAPES THE SUITE
ベネフィット・ステーション葉⼭
ファティーズ
⾦曜酒場
INGALLEON
⿂料理なじま
酔い処 海⽉
浜寿司
ホテル葉⼭館 Bar SoulBlender
chubbychicken
GREEEENFACE
まさ吉
nagisa
菊水亭
Esmeralda
レストラン ラ・プラージュ
Restaurant & Bar VAMONOS
おせっかい食堂KAINA海菜
CANA
Home Grown Cafe
とんかつ後楽
陸の家オアシス
Ali'i Drive
⿂佐
中華 一番
港の灯り
レッセンツァ葉⼭
eatYOGAstudio
バー灯
Antica Trattoria dalla Mamma
海⼈市場
スナック ベティー
平野邸Hayama
ジョナサン 葉⼭
Ristorante DIVISO hayama

住所
三浦郡葉⼭町堀内870-7
三浦郡葉⼭町堀内900-1階
三浦郡葉⼭町堀内901-1
三浦郡葉⼭町堀内905
三浦郡葉⼭町堀内918-20
三浦郡葉⼭町堀内922-2
三浦郡葉⼭町堀内922
三浦郡葉⼭町堀内936
三浦郡葉⼭町堀内936
三浦郡葉⼭町堀内939-1
三浦郡葉⼭町堀内947
三浦郡葉⼭町堀内975
三浦郡葉⼭町堀内975
三浦郡葉⼭町堀内980
三浦郡葉⼭町堀内980-A
三浦郡葉⼭町堀内980 ホテル葉⼭館1階C
三浦郡葉⼭町堀内980 ホテル葉⼭館2階
三浦郡葉⼭町堀内989-5
三浦郡葉⼭町堀内993-3
三浦郡葉⼭町堀内997-20
三浦郡葉⼭町堀内998 シーサイド葉⼭内
三浦郡葉⼭町堀内1003-3
三浦郡葉⼭町堀内1003-7
三浦郡葉⼭町堀内1003

電話番号
046-876-3625
046-876-5450
－
046-875-0425
046-802-8388
－
046-875-0268
－
046-801-1255
－
046-876-3639
046-874-9717
046-875-0526
046-875-5151
046-875-7321
046-854-9957
046-875-0044
046-874-9886
046-875-0046
046-874-8477
046-875-3134
046-845-9397
046-874-7877
046-884-9421
三浦郡葉⼭町堀内1005-28 El Morito Garage －
三浦郡葉⼭町堀内1011
046-875-2267
三浦郡葉⼭町堀内1014
046-807-0164
三浦郡葉⼭町堀内1039
046-854-4230
三浦郡葉⼭町堀内1051
046-875-0071
三浦郡葉⼭町堀内1052
046-875-1319
三浦郡葉⼭町堀内1067
046-874-9245
三浦郡葉⼭町堀内1070 葉⼭シーランド1階 046-876-0561
三浦郡葉⼭町堀内1100
046-887-0131
三浦郡葉⼭町堀内1192-16
－
三浦郡葉⼭町堀内1387-31
046-876-7842
三浦郡葉⼭町堀内1815
046-876-0066
三浦郡葉⼭町堀内1820
－
三浦郡葉⼭町堀内1833
－
三浦郡葉⼭町堀内1845-1
046-877-1150
三浦郡葉⼭町堀内1858-8
046-876-5276

ニュー チャンダニ

三浦郡葉⼭町堀内2001 AKIRAビル1階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
横三-66/66

046-876-2173

