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エリア① エリア② 店舗名 店舗業種 クーポン 住所 TEL

県央 愛甲郡愛川町 隠れ家酒場　横道 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県愛甲郡愛川町中津 1723-1 コンフォルト・エム１階 046-408-2647

県央 愛甲郡愛川町 ビジネス旅館 愛川魚苑 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県愛甲郡愛川町角田 2660 0462-81-1489

県央 綾瀬市 さくら鮨 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県綾瀬市寺尾台 2-30-23 0467-78-4780

県央 綾瀬市 スエヒロ館綾瀬店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県綾瀬市深谷上 1-1-3 0467-71-1329

県央 綾瀬市 焼肉きんぐ綾瀬店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県綾瀬市深谷上 1-1-48 0467-79-5337

県央 綾瀬市 くら寿司綾瀬店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県綾瀬市深谷上 1-4-4 0467-79-5610

県央 綾瀬市 はま寿司　綾瀬大上店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県綾瀬市大上 4-20-33 0467-71-231

県央 海老名市 カジュアルイタリアン　ポモドーロ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市大谷北 4-3-37サンパルク浜田 サンパルク浜田102 046-204-5440

県央 海老名市 EBINA BEER 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市扇町 5-4 104 046-259-8730

県央 海老名市 レンブラントホテル海老名 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県海老名市中央 2-9-50 046-235-9898

県央 海老名市 日本料理 四季 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市中央 2-9-50 レンブラントホテル海老名 1F 046-235-9816

県央 海老名市 レストラン アルエット 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市中央 2-9-50 レンブラントホテル海老名 1F 046-235-9828

県央 海老名市 Le Bar a Vin52 AZABU TOKYO 成城石井　ビナガーデンズ海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市めぐみ町 2-1 ビナガーデンズ　テラス3階 046-206-4784

県央 海老名市 LONCAFE EXPASA海老名上り店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 EXPASA海老名上り2階 046-206-5993

県央 海老名市 仙臺たんや利久　ららぽーと海老名 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市扇町 １３-１ ららぽーと海老名 3F 046-206-6577

県央 海老名市 千年の宴 海老名東口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 3-1-3 ホテルビスタ海老名2F 046-233-1188

県央 海老名市 魚民 さがみ野南口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市東柏ケ谷 2-24-11 渋谷ビル 1・2階 046-234-6788

県央 海老名市 魚民 海老名東口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 3-1-32 倉橋第2ビル2F 046-232-1088

県央 海老名市 スシローさがみ野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市東柏ケ谷 5-14-6 046-236-0655

県央 海老名市 スシロー海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷 811-1 046-236-6031

県央 海老名市 エプロント ららぽーと海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市扇町 13-1 ららぽーと海老名3F 046-236-2277

県央 海老名市 フォレスティコーヒー 海老名店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市めぐみ町 1-1 小田急マルシェ海老名2F 046-236-3161

県央 海老名市 おだむすび 海老名店 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市めぐみ町 1-1 小田急線海老名駅改札内 046-236-3171

県央 海老名市 花の舞 海老名西口店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市扇町 6-7 NAVELHOUSE 2F 046-204-7934

県央 海老名市 陳・四海楼 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市中央一丁目 18-1 ビナウォーク6番館c-103-c 046-259-9477

県央 海老名市 なか屋 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市中央1丁目 8-1 ビナウォーク２番館 046-233-6264

県央 海老名市 東西逸品こみち 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 かまぼこ八兵衛 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 湘南めし 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 箱根ベーカリーセレクト 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 ＩＤＥＢＯＫ 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 横浜家系らーめん壱八家 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 定食屋がってん 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-1-1 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り線内 046-231-4367

県央 海老名市 サーティワンアイスクリーム 海老名ビナウォーク店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 1-6-1 046-235-3190

県央 海老名市 サーティワンアイスクリーム ららぽーと海老名店 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市扇町 13-1 046-206-6831

県央 海老名市 海老名SA下り店ショッピング 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 海老名SA下り店ダイニングコート 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 海老名SA下り店海鮮三崎港 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 海老名SA下り店フードコート 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 海老名SA下り店RE：Coffee 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 海老名SA下り店ぽるとがる 小売店 アプリのみ 神奈川県海老名市大谷南 5-2-1 東名高速道路海老名SA下り線内 046-232-4368

県央 海老名市 相州そばさがみ野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目 30番28号 046-234-6688

県央 海老名市 フレッシュネスバーガービナウォーク海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央1丁目 4-1 ビナウォーク5番館1階 046-292-4396

県央 海老名市 くいもの屋わんビナウォーク海老名 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市中央 1-18-1 046-292-1211

県央 海老名市 Boulangerie yama 小売店 アプリ・紙 神奈川県海老名市東柏ケ谷3丁目 19-26 エイムフルあさぎ101 046-211-8710



県央 海老名市 くら寿司海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中新田 1-1-39 046-236-6410

県央 海老名市 デニーズ海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 １－１２－１５ 080-3444-9645

県央 海老名市 焼肉きんぐ海老名上郷店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市上郷 字堂場前445 046-204-7305

県央 海老名市 海湘丸　海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県海老名市門沢橋 ２ー２３ー５ 046-237-3307

県央 海老名市 ラパウザ ビナウォーク海老名店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 1-4-1 ビナウォーク海老名5番館A-3F 046-292-5046

県央 海老名市 はま寿司　海老名ビナウォーク店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市中央 1-4-1 0462-92-7350

県央 海老名市 はま寿司　海老名上河内店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県海老名市上河内 301-1 0462-37-3661

県央 厚木市 西洋懐石じょ里ぃ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市旭町 １－３２－１４ 046-229-4129

県央 厚木市 アルバム絵本カフェ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市長谷 1698 スプリングベイ１F 046-404-0857

県央 厚木市 レストラン　ランビック 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市水引2丁目 12番36号 046-222-5959

県央 厚木市 焼肉わがんせ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 7番5号 ワミレスヒカリビル1階 046-204-6366

県央 厚木市 カフェジャルダン 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市七沢 1359－1 046-250-5500

県央 厚木市 あつぎ長寿庵 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町4丁目 5番11号 046-229-1179

県央 厚木市 中屋旅館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県厚木市七沢 2750 046-248-0008

県央 厚木市 焼き鳥本舗祭 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町4丁目 14-6 パティオビル2F 046-222-3998

県央 厚木市 レストラン　プティティール 飲食店(酒類提供なし) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 3丁目14番地14号 厚木アーバンホテル 046-222-3344

県央 厚木市 ピーナッツのオノヅカ 小売店 アプリ・紙 神奈川県厚木市栄町二丁目 10番6号 046-221-0409

県央 厚木市 酒房活気 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町 1-38-4 コーポゴトウ105 046-228-1664

県央 厚木市 七福　厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 3-6-16 ホテル東海1F 046-296-8522

県央 厚木市 地焼うなぎ　ひらさわ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市小野 2308 046-248-2937

県央 厚木市 琉球酒場カチャーシー 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町４丁目 １４－６ パティオビル１F 046-205-9002

県央 厚木市 真牛網焼き工房 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町3丁目 1-15 HAMADAビル1F 046-259-5940

県央 厚木市 厚木シロコロホルモン焼 千代乃 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市旭町1丁目 23番1号 永野ビル1F 046-227-4629

県央 厚木市 やきとり工房　本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 ２丁目3-1 ダイヤプラザ・ビル1F 046-295-5582

県央 厚木市 やっぱりステーキ厚木オータワールドビル店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市船子 1282番1号 オータワールドビルM2F 046-280-6635

県央 厚木市 餃子屋しのわ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町三丁目 １番17号 はまやビル１階 070-3361-0770

県央 厚木市 和食麺処サガミ厚木荻野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中荻野 332-1 046-242-6367

県央 厚木市 日本料理　中津川 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 13番1号 レンブラントホテル厚木 046-222-0350

県央 厚木市 カフェダイニング　パームツリー 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 13番1号 レンブラントホテル厚木 046-222-0335

県央 厚木市 チャイニーズダイニング　トルファン 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 13番1号 レンブラントホテル厚木 046-222-0360

県央 厚木市 レンブラントホテル厚木　ロビー　ラウンジ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 13番1号 レンブラントホテル厚木 046-221-0001

県央 厚木市 バーレンブラント 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2丁目 13番1号 レンブラントホテル厚木 046-221-0001

県央 厚木市 目利きの銀次 本厚木北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 3-1-24 第一吉村ビル2F 046-297-1288

県央 厚木市 山内農場 本厚木南口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市旭町 1-25-1 本厚木ミハラス2F 046-230-5888

県央 厚木市 黄金井酒造蔵元売店 小売店 アプリのみ 神奈川県厚木市七沢 769 046-248-0124

県央 厚木市 飯山温泉　元湯旅館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県厚木市飯山 4916 046-242-0008

県央 厚木市 フォレスティコーヒー 愛甲石田店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県厚木市愛甲 1-1-1 小田急線愛甲石田駅改札前 046-229-5744

県央 厚木市 さかなや道場 本厚木北口店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 2-4-2 トキワヤ第3ビル2F 046-297-7721

県央 厚木市 厚木ハム 小売店 アプリ・紙 神奈川県厚木市及川 1142-1 046-243-4186

県央 厚木市 串カツ田中本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 2-1-1 KSビル1階 046-204-5499

県央 厚木市 本厚木ホルモンセンター 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市泉町 2-9 成都ビル1F 046-280-6014

県央 厚木市 慶福楼　本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市泉町 4-17 046-229-0551

県央 厚木市 しあわせのお菓子ツリーオーブン 小売店 アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町一丁目 24番17号 浅岡ビル 046-229-7080

県央 厚木市 サーティワンアイスクリーム 厚木林相鉄ローゼン店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県厚木市林 1-16-1 046-221-3107

県央 厚木市 サーティワンアイスクリーム 愛甲石田店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県厚木市愛甲 1-11-3 046-248-3172

県央 厚木市 サンクトガーレン　タップルーム 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 2-2-1 本厚木ミロード② 1階 046-230-7017

県央 厚木市 小田急ステーションホテル本厚木 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市泉町 1-1 046-228-1111

県央 厚木市 元湯玉川館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市七沢 2776 046-248-0002



県央 厚木市 厚木市まるごとショップあつまる 小売店 アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2 12-15 アミューあつぎB1 046-240-1213

県央 厚木市 三河屋 小売店 アプリのみ 神奈川県厚木市幸町 8番2号 046-228-0623

県央 厚木市 福元館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県厚木市七沢 2758 046-248-0335

県央 厚木市 厚木PA内回り店フードコート 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県厚木市山際字南街道 1723 圏央道厚木PA内回り内 046-280-6950

県央 厚木市 厚木PA内回り店売店 小売店 アプリのみ 神奈川県厚木市山際字南街道 1723 圏央道厚木PA内回り内 046-280-6950

県央 厚木市 厚木PA外回り店フードコート 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県厚木市関口字御岳下 704 圏央道厚木PA外回り内 046-281-8444

県央 厚木市 厚木PA外回り店売店 小売店 アプリのみ 神奈川県厚木市関口字御岳下 704 圏央道厚木PA外回り内 046-281-8444

県央 厚木市 くいもの屋わん/九州自慢本厚木 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町 2-7-10 046-295-4747

県央 厚木市 千の庭本厚木 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市泉町 1-1 046-297-0101

県央 厚木市 DUMBO PIZZA FACTORY本厚木 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町 1-1-3 046-220-5557

県央 厚木市 ロイヤルホスト厚木栄町店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市栄町 1-3-12 046-225-6616

県央 厚木市 天丼てんや本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 2-4-16 トキワヤビル１Ｆ 046-224-1533

県央 厚木市 生ラム専門店　かいせ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町 2-1-15 渡辺ビル２F 046-258-6453

県央 厚木市 盛楽苑 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市七沢 1811 046-248-0101

県央 厚木市 レンブラントデリカテッセン 小売店 アプリ・紙 神奈川県厚木市泉町 1-1 本厚木ミロード 046-230-3086

県央 厚木市 ゆず庵厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市妻田西 1-19-20 046-259-7319

県央 厚木市 丸源ラーメン厚木インター店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市岡田 3012 046-258-6622

県央 厚木市 HAPPY cafe 食堂 飲食店(酒類提供なし) アプリ・紙 神奈川県厚木市小野 2236-2 046-248-4823

県央 厚木市 くら寿司厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市恩名 1-8-8 046-294-0610

県央 厚木市 デニーズ厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市田村町 ３－２２ 080-3445-0399

県央 厚木市 レストラン KEI 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市栄町 1-9-4 046-295-7277

県央 厚木市 焼肉きんぐ厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市恩名 1-8-5 046-204-9471

県央 厚木市 末広寿司 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市七沢 1444-2 046-248-0319

県央 厚木市 厚木　すし　末広 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 4-10-4 厚木グリーンコーポ102 046-240-1016

県央 厚木市 旅館さがみ 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市中町三丁目 9番2号 046-221-2326

県央 厚木市 江戸酒場　牛鍋屋　虎正宗 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市旭町 １－１７－１０ エムズコート1階 046-281-7684

県央 厚木市 かぶと湯温泉 山水楼 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市七沢 2062 046-248-0025

県央 厚木市 オーシャンバル地中海酒場パラッツォビアンコ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市中町2 7-22 第二中町二丁目ビル　2F 046-240-8531

県央 厚木市 gram本厚木 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市幸町 6-4 046-404-1487

県央 厚木市 和風料理おかめ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市七沢 246‐1 046-248-5511

県央 厚木市 串かつでんがな本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市泉町 1丁目1番 本厚木ミロードイースト 046-230-7415

県央 厚木市 ちがさき濱田屋　本厚木ミロード店 小売店 アプリのみ 神奈川県厚木市泉町 1-1 本厚木ミロード①　B1階 046-230-3150

県央 厚木市 海湘丸　厚木本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県厚木市長谷 ７７６ー１ 046-248-0481

県央 厚木市 旅館福松 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県厚木市七沢 1751番地 046-248-0324

県央 厚木市 牛角 本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 ３－３－２０ ビクトリアビル１Ｆ 046-294-2922

県央 厚木市 土間土間 本厚木店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 ２－４－１３ 本厚木駅前ビル３Ｆ 046-296-4477

県央 厚木市 はま寿司　厚木IC店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市岡田 3024番地 0462-26-5377

県央 厚木市 はま寿司　厚木及川店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市及川 640-1 0462-43-6831

県央 厚木市 はま寿司　本厚木駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県厚木市中町 3-4-22 第二会田ビル地下1階 0462-97-4888

県央 座間市 Rider's Base Riberty 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県座間市西栗原 2-12-8 エクセルかしわ台 046-244-3565

県央 座間市 味の民芸相模が丘店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県座間市相模が丘 1-28-14 042-743-7629

県央 座間市 焼肉スエヒロ館　座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市入谷西 2-43-6 046-255-7280

県央 座間市 ロイヤルホスト座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市広野台 1-1-1 046-251-0225

県央 座間市 シェーキーズイオンモール座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市広野台 2丁目10-4 046-205-2138

県央 座間市 海の穂まれ イオンモール座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市広野台 2丁目10-4 イオンモール座間店２F 080-7104-8260

県央 座間市 くら寿司座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市相模が丘 4-74 046-266-0610

県央 座間市 デニーズ座間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市相模が丘 １－３３－９ 080-3445-0352

県央 座間市 や台ずし相武台前町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市相武台 1-32-1 03-3258-5529



県央 座間市 はま寿司　座間ひばりヶ丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県座間市ひばりが丘 四丁目2番1号 0462-66-3026

県央 相模原市中央区 相和交通　有限会社 タクシー アプリのみ 神奈川県相模原市中央区小町通 2-11-2 042-770-1115

県央 相模原市中央区 目利きの銀次 淵野辺北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-15-5 中山ビル1F 042-751-3388

県央 相模原市中央区 スシロー相模原中央店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区中央 4-2-18 042-768-8031

県央 相模原市中央区 がってん寿司相模原星が丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区星が丘 1-10-1 042-730-2201

県央 相模原市中央区 中華料理聚縁閣 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区相模原 3-1-1 久保田TIビルB1 042-752-0768

県央 相模原市中央区 炭火焼肉田園 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区南橋本 2-6-13 042-703-4329

県央 相模原市中央区 BAR Friend Heart 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区南橋本 2-6-15 大地ビルパート５　201号室 042-703-4755

県央 相模原市中央区 レストラン花茶屋　食・呑み処花々亭 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区上溝 3960-1 042-764-3211

県央 相模原市中央区 寿司儀 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区相模原 ４丁目１番２１号 寿司儀ビル 042-752-3011

県央 相模原市中央区 味の民芸相模原並木店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区並木 1-8-20 042-759-2295

県央 相模原市中央区 サーティワンアイスクリーム 相模原横山店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区横山台 2-6-1 042-755-3140

県央 相模原市中央区 肉バルのの 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区相模原３丁目 １番５号 ふよう会館ビル１階 042-707-0629

県央 相模原市中央区 ホテルウィングインターナショナル相模原 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区上溝5丁目 1番地30号 042-761-3333

県央 相模原市中央区 九州魂相模原 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区相模原 3-2-4 042-730-2220

県央 相模原市中央区 目利きの銀次ＪＲ相模原南口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区相模原 4-2-17 江成ビル １階 042-752-2988

県央 相模原市中央区 ロイヤルホスト相模原中央店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区富士見 6-2-20 042-758-5543

県央 相模原市中央区 天丼てんや 相模原星が丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区星が丘 4-17-16 042-704-6553

県央 相模原市中央区 どんどん 淵野辺店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区高根 1丁目13-2 042-786-1129

県央 相模原市中央区 中国名菜敦煌 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区相模原 2-13-1 042-756-6555

県央 相模原市中央区 丸源ラーメン相模原清新店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区清新 5-11-16 042-703-3433

県央 相模原市中央区 くら寿司相模原陽光台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区陽光台 6-4-14 042-704-7610

県央 相模原市中央区 くら寿司相模原中央店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区中央 5-2-17 042-730-4610

県央 相模原市中央区 くら寿司相模原古淵店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 4-16-26 042-707-0065

県央 相模原市中央区 デニーズ相模原中央店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区中央 ６－１４－８ 080-3445-0749

県央 相模原市中央区 お好み焼本舗相模原店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区矢部 2-16-15 042-730-3163

県央 相模原市中央区 食品サンプル　アトリエステラ 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区中央二丁目 13-19 末広マンション4C 090-8961-4455

県央 相模原市中央区 や台ずし相模原駅南口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区相模原 2-13-3 03-3258-5529

県央 相模原市中央区 や台ずし淵野辺北口駅前町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区淵野辺 3-6-14 03-3258-5529

県央 相模原市中央区 や台ずし矢部駅南口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区矢部 3-18-4 03-3258-5529

県央 相模原市中央区 や台ずし相模原駅前町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区相模原 4-2-13 03-3258-5529

県央 相模原市中央区 あい庵 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区相模原３丁目 5-7 042-851-4578

県央 相模原市中央区 和食さと　相模原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区由野台二丁目 1番7号 042-776-1341

県央 相模原市中央区 はま寿司　相模原下九沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区下九沢 777番地２ 042-700-6570

県央 相模原市中央区 はま寿司　相模原光が丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区光が丘1-1-24 042-786-8550

県央 相模原市中央区 ワンカルビ相模原星が丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市中央区星が丘 1-1-27 042-769-4929

県央 相模原市中央区 華屋与兵衛　相模原小山店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市中央区小山 3-37-10 042-700-0878

県央 相模原市南区 飄禄玉 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市南区当麻 1594 042-778-1572

県央 相模原市南区 老舗居酒屋ガクさん 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目 3番2-215号 ボーノ相模大野サウスモール2階 042-743-4149

県央 相模原市南区 ステンドグラスMilleNeige 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県相模原市南区上鶴間七丁目 6番7号 KYビル3階 080-2169-5436

県央 相模原市南区 目利きの銀次 相模大野北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-14-9 IL CIELO 1F 042-746-6088

県央 相模原市南区 海鮮矢まと　小田急相模原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区南台3丁目 20-1 ラクアル・オダサガ3F 042-746-1217

県央 相模原市南区 スシロー上鶴間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区上鶴間 3-2-15 042-702-8345

県央 相模原市南区 スシロー相模大野モアーズ店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1 042-767-7230

県央 相模原市南区 ドトールコーヒーショップ 古淵駅前店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市南区古淵 2-18-3 042-707-1834

県央 相模原市南区 つづらお 相模大野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館8F 042-767-1394

県央 相模原市南区 小田急ホテルセンチュリー相模大野 ボディメンテナンスサロン「アンピール」 観光施設 アプリ・紙 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 042-767-1111

県央 相模原市南区 サーティワンアイスクリーム ボーノ相模大野ショッピングセンター店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-2-1 042-705-3178



県央 相模原市南区 小田急ホテルセンチュリー相模大野 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 042-767-1111

県央 相模原市南区 ピッツェリア馬車道相模原北里大前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区麻溝台 1-3-10 042-767-3151

県央 相模原市南区 徳樹庵相模原北里通り店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区西大沼 4-5-14 042-767-5766

県央 相模原市南区 さがみはらアンテナショップsagamix 小売店 アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター2階 042-705-8455

県央 相模原市南区 くいもの屋わん相模大野 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市南区相模大野 3－12－15 042-767-5877

県央 相模原市南区 九州魂相模大野 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市南区相模大野 3-12-6 042-701-3066

県央 相模原市南区 天丼てんや小田急相模原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区松が枝町 23-3 042-701-5871

県央 相模原市南区 天丼てんや ボーノ相模大野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-2-1 ボーノ相模大野ノースモール 042-767-2239

県央 相模原市南区 かっぱ寿司相模大野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 1-25-3 042-742-5581

県央 相模原市南区 アンカーズ 相模大野ステーションスクエア店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 相模大野ステーションスクエア7F 042-767-1260

県央 相模原市南区 四六時中　相模大野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 小田急相模大野ステーションスクエアA館８F 080-7105-1405

県央 相模原市南区 ゆず庵古淵店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市南区古淵 3-13-28 042-704-7901

県央 相模原市南区 デニーズ町田南口店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 ３－２０－２０ 080-3445-0306

県央 相模原市南区 や台ずし小田急相模原町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区松が枝町 18-14 03-3258-5529

県央 相模原市南区 や台ずし東林間駅前町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区上鶴間 6-30-8 03-3258-5529

県央 相模原市南区 や台ずし古淵駅前町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区古淵 2-18-3 03-3258-5529

県央 相模原市南区 から揚げの天才 相模台店 小売店 アプリ・紙 神奈川県相模原市南区相模台 7-33-17 042-705-8460

県央 相模原市南区 牛角 相模大野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市南区相模大野 ３－１２－６ VIA2F 042-767-8929

県央 相模原市緑区 藤野やまなみ温泉 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区牧野 4225-1 藤野やまなみ温泉 042-686-8073

県央 相模原市緑区 さがみ湖リゾート　プレジャーフォレスト 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 ワイルドクッキングガーデン 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 福徳橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本 6-1-15 042-773-8740

県央 相模原市緑区 百笑の台所 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区牧野 4611-1 042-689-6105

県央 相模原市緑区 野楽 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区長竹 379-1 042-780-8589

県央 相模原市緑区 ハックルベリー 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区城山 4-2-10 042-782-7700

県央 相模原市緑区 和食れすとらん　あやの　藤野芸術の家店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区牧野 4819 藤野芸術の家内 042-649-0552

県央 相模原市緑区 里山里海　奥能登や　橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区東橋本一丁目 24番19号 TH ADMIRAL1-B 042-703-0874

県央 相模原市緑区 和もだん美酒美食　雪月花 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本三丁目 17番4号 橋本第一ビル8階 045-703-6173

県央 相模原市緑区 笑笑 橋本北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本 3-17-3 マイランド3F 042-771-9788

県央 相模原市緑区 コメダ珈琲店橋本店 飲食店(酒類提供なし) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本 8-2-1 コメダ珈琲店橋本店 042-700-7515

県央 相模原市緑区 スシロー相模原橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区西橋本 4-8-48 042-775-5091

県央 相模原市緑区 さがみ湖リゾート　プレジャーフォレスト 出札 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 売店 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 ワイルドクキングガーデン 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 ピカさがみ湖　売店 小売店 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 さがみ湖温泉うるり 観光施設 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区若柳 1634 0570-037-353

県央 相模原市緑区 茅ヶ崎 海ぶね ミウィ橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本 3-28-1 ミウィ橋本5F 042-700-7507

県央 相模原市緑区 からあげ縁イオン橋本店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本六丁目 2番1号 イオン橋本店1階 042-703-7681

県央 相模原市緑区 焼肉バル　クイダオレ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区東橋本 2-20-11 042-772-5210

県央 相模原市緑区 味の民芸相模原橋本店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本 8-9-6 042-779-6662

県央 相模原市緑区 サーティワンアイスクリーム アリオ橋本店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区大山町 1-22 042-774-3132

県央 相模原市緑区 タリーズコーヒー アリオ橋本店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区大山町 1-22 042-774-5883

県央 相模原市緑区 相模・下九沢温泉　湯楽の里 観光施設 アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区下九沢 2385-1 042-764-2626

県央 相模原市緑区 フレッシュネスバーガー橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本3丁目 29-7 042-700-0815

県央 相模原市緑区 旅館 陣渓園 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区吉野 １８４８ 陣馬の湯 旅館 陣渓園 042-687-2537

県央 相模原市緑区 相模原熟成肉庫　レッドキングコング 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本3-17-3 マイランド1F 042-770-9008

県央 相模原市緑区 ホテルリヴィエラ 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県相模原市緑区下九沢 1603-1 ホテルリヴィエラ 042-762-1771

県央 相模原市緑区 くいもの屋わん橋本 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本 6-2-3 042-700-1616



県央 相模原市緑区 天丼てんや橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本 6-1-24 味の食彩館はしもとビル２Ｆ 042-700-1407

県央 相模原市緑区 wappoi 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本三丁目 14-13 HK第4ビル1階 042-774-7812

県央 相模原市緑区 くら寿司橋本駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本 3-16-2 042-770-7135

県央 相模原市緑区 つぼ八橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区橋本3丁目 １７－３ マイランドビル4階 042-774-6001

県央 相模原市緑区 三代目鳥メロ JR橋本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本 6-1-24 042-770-9718

県央 相模原市緑区 塚田農場　橋本 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本 3-14-13 HK第4ビル1F 042-775-7750

県央 相模原市緑区 焼き鳥　すず喜 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県相模原市緑区橋本３丁目 １９ー４ DESART BLD 1F 042-703-4372

県央 相模原市緑区 はま寿司　相模原城山店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県相模原市緑区原宿 2-1-30 0427-83-5560

県央 大和市 ベトナム料理カフェ　aLo aLo 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和南1丁目 15番6号 タイセイビル1-B号室 070-1444-7178

県央 大和市 17:31 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市大和東1丁目 11-25 070-4147-6444

県央 大和市 とんかつ・ハンバーグ紗Le-bon 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市中央3 5-7 クルミハイツ１階 046-240-8969

県央 大和市 リストランテリン 飲食店(酒類提供なし) アプリ・紙 神奈川県大和市中央林間6丁目 2ー23 ヴャンネトール102 046-275-0907

県央 大和市 中国料理　興福楼 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市上和田 1-5 046-259-8231

県央 大和市 千年の宴 大和駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市大和東 1-4-3 大黒屋ビル3階 046-264-8788

県央 大和市 魚民 中央林間駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市中央林間 4-14-25 ぷちMORE'S5 2F 046-272-9088

県央 大和市 魚民 南林間西口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市南林間 1-7-12 阿部ビル2F 046-272-1688

県央 大和市 山内農場 大和駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市大和東 1-2-7 昭和会館ビル2F 046-263-6988

県央 大和市 スシロー大和店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市上和田 751 046-279-5337

県央 大和市 かついち 大和店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市中央 1-1-26 小田急マルシェ大和 046-200-9810

県央 大和市 がってん寿司中央林間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市中央林間 8-25-5 046-240-6250

県央 大和市 日本交通横浜株式会社　大和営業所 タクシー アプリのみ 神奈川県大和市桜森二丁目 2番20号 046-261-8970

県央 大和市 カプリチョーザ イオン大和店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市下鶴間 1-2-1 イオンモール大和2F 046-200-0547

県央 大和市 食彩和牛しげ吉大和本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市深見西 2-1-3 046-262-9070

県央 大和市 食彩和牛しげ吉　はなれ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和東 3-7-11 046-260-4129

県央 大和市 大和ホルモンセンター 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和東 3-1-18 046-259-5129

県央 大和市 豊漁酒場　わっしょい　大和南口店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市中央一丁目 １番２号 第２近藤ビル１階 046-265-5855

県央 大和市 馬車道大和下和田店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市下和田 884-1 046-201-0255

県央 大和市 くいもの屋わん大和 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和南 1-2-10 046-261-8888

県央 大和市 くいもの屋わん南林間 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市南林間 1-7-19 046-271-1444

県央 大和市 くいもの屋わん中央林間 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市中央林間 3-4-2 046-271-0666

県央 大和市 吉み乃製麺所大和 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市大和南 1-2-12 046-200-2228

県央 大和市 ロイヤルホスト南林間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市南林間 2-12-1 046-276-5511

県央 大和市 かっぱ寿司大和下和田店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市下和田 795-1 046-279-5688

県央 大和市 かっぱ寿司南林間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市下鶴間 3002-23 046-271-0388

県央 大和市 中國料理　品珍酒家　大和店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和東３丁目 １５－３ 品珍ビル１階 046-261-1597

県央 大和市 焼肉きんぐつきみ野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市つきみ野 2-8-3 046-271-2929

県央 大和市 くら寿司大和鶴間店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市下鶴間 2781-3 046-278-4610

県央 大和市 デニーズ大和渋谷店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市渋谷 ４－１－２０ 080-3444-3708

県央 大和市 や台ずし大和町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市大和南 1-5-2 03-3258-5529

県央 大和市 や台ずし南林間町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市南林間 1-7-7 03-3258-5529

県央 大和市 や台ずし鶴間駅西口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市西鶴間 1-3-2 03-3258-5529

県央 大和市 日南館新館　大和 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市大和南 1-5-4 046-200-2181

県央 大和市 bb.q OLIVE CHICKEN caf'e イトーヨーカドー大和鶴間店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市下鶴間 1-3-1 046-200-6151

県央 大和市 はま寿司　大和つきみ野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県大和市つきみ野 二丁目8番１ 0462-78-1611

県央 大和市 ワンカルビ大和上和田店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県大和市上和田 39-1 046-268-4129


