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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

湘南 伊勢原市 駅ナカクルリンハウス(伊勢原駅観光案内所） 小売店 アプリのみ 神奈川県伊勢原市伊勢原一丁目 １番５号 小田急マルシェ２階 0463-95-5333

湘南 伊勢原市 アルベロベッロ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市上粕屋 298 0463-91-0088

湘南 伊勢原市 地もの御馳走処GEN 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市伊勢原一丁目 6番8号 0463-95-0444

湘南 伊勢原市 とうふゆば会席青木館 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 ５５８ 0463-95-2008

湘南 伊勢原市 パスティッチェリア　ラッテ　ポポロ広場内本店 小売店 アプリのみ 神奈川県伊勢原市上粕屋 299番地 0463-91-3002

湘南 伊勢原市 パスティッチェリア　ラッテ　いせはらcoma店 小売店 アプリのみ 神奈川県伊勢原市桜台 1-3-3 いせはらcoma1階 0463-94-1919

湘南 伊勢原市 古宮旅館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 512 0463-95-2051

湘南 伊勢原市 夢心亭 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 441 0463-91-1551

湘南 伊勢原市 旅館あさだ 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 594 0463-95-2035

湘南 伊勢原市 山荘なぎさ 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 421 0463-95-2041

湘南 伊勢原市 東学坊 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 437 0463-95-2038

湘南 伊勢原市 ゑびすや土産品店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市大山 647 0463-95-2263

湘南 伊勢原市 和食麺処サガミ伊勢原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市板戸 740-1 0463-92-3185

湘南 伊勢原市 金子屋支店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 585 0463-95-2262

湘南 伊勢原市 千年の宴 伊勢原南口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市桜台 1-2-34 伊勢原大神宮ビル5F 0463-93-4488

湘南 伊勢原市 ねぎし旅館 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市大山 640 0463-95-2254

湘南 伊勢原市 スシロー伊勢原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市下糟屋 3020 0463-97-2325

湘南 伊勢原市 ホテルルートイン伊勢原大山インター 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市神戸 417-1 050-5847-7771

湘南 伊勢原市 山の駅おりべ 小売店 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 545-1 0463-72-8126

湘南 伊勢原市 サーティワンアイスクリーム アクロスプラザ伊勢原店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県伊勢原市歌川 2-5-1 046-391-3107

湘南 伊勢原市 旅館かすみ荘 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県伊勢原市大山 330 0463-95-2050

湘南 伊勢原市 コゲメ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市伊勢原 2-2-23 第一ガーデンビル1F 050-6876-6861

湘南 伊勢原市 KZコルドンブルーダイビングクラブ 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県伊勢原市沼目4丁目 36番26号 -3 0463-45-4740

湘南 伊勢原市 九州魂伊勢原 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市伊勢原 2-5-43 0463-92-7778

湘南 伊勢原市 お好み焼本舗伊勢原店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県伊勢原市高森 1825-2 0463-86-6883

湘南 伊勢原市 アパホテル〈伊勢原駅前〉 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県伊勢原市桜台 1-11-3 アパホテル〈伊勢原駅前〉 0463-91-6988

湘南 伊勢原市 くら寿司伊勢原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市神戸 589-1 0463-79-9610

湘南 伊勢原市 大山まん志ﾞう本舗 良辨 小売店 アプリ・紙 神奈川県伊勢原市大山 455 0463-95-2033

湘南 伊勢原市 清水屋 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市大山 295 0463-95-2018

湘南 伊勢原市 あがれや 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市桜台 1丁目   1番25号 アーバンヒルズ1F 0463-96-1520

湘南 伊勢原市 塚本みやげ店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県伊勢原市大山 658 0463-95-4391

湘南 茅ヶ崎市 大衆食堂鳥嶺 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 212-1 0467-81-4890

湘南 茅ヶ崎市 茅ヶ崎チャンプルー 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市共恵 1-3-22 0467-88-7425

湘南 茅ヶ崎市 ポークマン 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市共恵 1-1-12 0467-50-0015

湘南 茅ヶ崎市 ８HOTEL CHIGASAKI 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市幸町 18-35 0467-55-5175

湘南 茅ヶ崎市 野天湯元　湯快爽快　ちがさき 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-2-75 0467-82-4126

湘南 茅ヶ崎市 豆のさがみや　本店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市南湖 ２－５－６ 0467-82-5402

湘南 茅ヶ崎市 豆のさがみや　南口店 小売店 アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市幸町 ２４－３ 0467-85-3020

湘南 茅ヶ崎市 七輪焼肉　茅ヶ崎ホルモン 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市共恵 1-1-13 HM茅ヶ崎ビル2F 0467-55-5991

湘南 茅ヶ崎市 鮨tro気仙 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市浜竹 3-3-33 ルナ茅ケ崎1F 0467-85-3077

湘南 茅ヶ崎市 牛角茅ヶ崎高田店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市高田四丁目 22番1号 0467-55-2929

湘南 茅ヶ崎市 一般社団法人茅ヶ崎市観光協会 小売店 アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目 2番53号 0467-84-0377

湘南 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市観光案内所 小売店 アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市元町1丁目 1番 0467-82-3986

湘南 茅ヶ崎市 九州らーめん 長崎ちゃんぽん 霧しま 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 11番13号 0467-57-7246

湘南 茅ヶ崎市 S-46BeerMarket 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市赤松町 13-4 ピオニー湘南１F 0467-38-7799



湘南 茅ヶ崎市 魚民 茅ヶ崎北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 1-1 山治ビル5F 0467-57-1488

湘南 茅ヶ崎市 山内農場 茅ヶ崎北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 1-2 川上ビル4F 0467-85-6988

湘南 茅ヶ崎市 ゆるりと菜村さ来　茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 1-6 湘南ISビル2F 0467-84-0902

湘南 茅ヶ崎市 スシロー茅ヶ崎高田店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市高田 1-13-32 0467-50-1106

湘南 茅ヶ崎市 スシロー茅ヶ崎萩園店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市萩園 3809 0467-84-1307

湘南 茅ヶ崎市 生餃子製造所カノウ 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 5番20号 0467-67-0157

湘南 茅ヶ崎市 加納のお弁当やさん　駅前店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市幸町 22番29号 0467-67-0157

湘南 茅ヶ崎市 加納のお弁当やさん　東海岸北店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5丁目 5番27号 0467-67-0157

湘南 茅ヶ崎市 加納のお弁当やさん　ラチエン通り店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市松が丘1丁目 1番73号 080-9665-0624

湘南 茅ヶ崎市 加納のお弁当やさん　桜道店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市美住町 2番3号 080-5848-2701

湘南 茅ヶ崎市 加納食堂 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市幸町 3番3号 0467-55-5521

湘南 茅ヶ崎市 加納ダイニング 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 6番9号 0467-67-0157

湘南 茅ヶ崎市 炉端かのう 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 2番4号 0467-37-8690

湘南 茅ヶ崎市 からあげセンター加納北口店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 4番5号 0467-33-5707

湘南 茅ヶ崎市 エトアール洋菓子店　茅ヶ崎店 小売店 アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市共恵１丁目 ７番１７号 0467-87-1871

湘南 茅ヶ崎市 WAGYU-X 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 4-7 2F 050-5897-5132

湘南 茅ヶ崎市 セプトカフェ・エキッププラス 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町一丁目 １番 ラスカ茅ヶ崎５階 0467-88-3033

湘南 茅ヶ崎市 そば処　榮家 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市香川四丁目 11番14号 0467-57-6539

湘南 茅ヶ崎市 サザンビーチカフェ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市中海岸四丁目 12986 茅ヶ崎迎賓館1階 0467-82-4445

湘南 茅ヶ崎市 茅ヶ崎パティオ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 9-7 idkビル1F 0467-88-5110

湘南 茅ヶ崎市 富士見交通茅ヶ崎営業所 タクシー アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市萩園 1270-251 0467-83-9404

湘南 茅ヶ崎市 Timber Rye 小売店 アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市南湖 4-11-16 0467-67-1174

湘南 茅ヶ崎市 くいもの屋わん/九州自慢茅ヶ崎 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 1-11 0467-84-2121

湘南 茅ヶ崎市 TOP'S KEY'S CAFE ラスカ茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 1番1号 ラスカ茅ヶ崎3F 0467-84-7774

湘南 茅ヶ崎市 LOCAL FORKSラスカ茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 1番1号 ラスカ茅ヶ崎6F 0467-55-5408

湘南 茅ヶ崎市 天丼てんや 茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 1-1 0467-53-7162

湘南 茅ヶ崎市 焼肉スエヒロ館茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市下町屋 1-10-24 0467-59-4129

湘南 茅ヶ崎市 四六時中　茅ヶ崎中央店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-5-16 イオン茅ヶ崎中央店2階 080-7283-7476

湘南 茅ヶ崎市 熟成醤油ラーメンきゃべとん茅ヶ崎萩園店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市萩園 1270-112 0467-38-8146

湘南 茅ヶ崎市 焼肉きんぐ茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市小和田 2-12-67 0467-38-6543

湘南 茅ヶ崎市 くら寿司茅ヶ崎今宿店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市今宿 486 0467-84-0610

湘南 茅ヶ崎市 筋斗雲 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 364-15 080-5527-4478

湘南 茅ヶ崎市 ちがさき濱田屋　茅ヶ崎南口店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市幸町 2-10-108 0467-82-2646

湘南 茅ヶ崎市 ちがさき濱田屋　ラスカ茅ヶ崎店 小売店 アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市元町 1-1 ラスカ茅ヶ崎　1階 0467-87-3655

湘南 茅ヶ崎市 景珍楼茅ヶ崎店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 2-1-35 0467-86-2588

湘南 茅ヶ崎市 はま寿司　茅ヶ崎松ヶ丘店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県茅ヶ崎市松が丘 2-10-18 0467-87-6661

湘南 高座郡寒川町 具志堅の家 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県高座郡寒川町一之宮 2-10-3 0467-84-8544

湘南 高座郡寒川町 割烹北国 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県高座郡寒川町岡田 2-2-21 0467-74-4210

湘南 高座郡寒川町 すしフレンチ　青山大寿司 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県高座郡寒川町宮山 6-3 0467-74-0530

湘南 高座郡寒川町 居酒屋 嵐坊 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県高座郡寒川町一之宮3丁目 11-1 0467-73-4433

湘南 高座郡寒川町 ゆるりと菜村さ来　寒川店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県高座郡寒川町一之宮 1-8-9 0467-74-8810

湘南 秦野市 チャイナガーデン 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 496-1 0463-82-0266

湘南 秦野市 紫禁城 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市西大竹 707-1 0463-84-0013

湘南 秦野市 花の駅　つぐみ工房 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県秦野市上大槻 620-1 0463-82-5177

湘南 秦野市 芳甘菓豆芳平沢店 小売店 アプリ・紙 神奈川県秦野市平沢 726-1 0463-84-5110

湘南 秦野市 中国料理　北京館 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市鈴張町 2-35 0463-82-4801

湘南 秦野市 魚民 秦野北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市大秦町 1-10 秦野アルファビル2F 0463-83-2788

湘南 秦野市 目利きの銀次 渋沢北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市柳町 1-1-16 ジャスト1ビル1F 0463-88-9588

湘南 秦野市 山内農場 秦野北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市大秦町 1-10 秦野アルファビル1・2F 0463-84-7188



湘南 秦野市 秦野交通株式会社 タクシー アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 1番地1 0463-81-6725

湘南 秦野市 はだの・湯河原温泉　万葉の湯 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県秦野市河原町 2-54 0463-85-4126

湘南 秦野市 かついち 秦野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市大秦町 1-1 小田急マルシェ秦野1F 0463-83-2021

湘南 秦野市 さかなや道場 渋沢駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県秦野市柳町 1-22-1 伊東駅前ビル2F 0463-89-1781

湘南 秦野市 大和旅館 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県秦野市鶴巻北 2-7-7 0463-77-1222

湘南 秦野市 SpirituS 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市曲松 1-2-1 LIBRE102 0463-73-6986

湘南 秦野市 芳甘菓豆芳　鶴巻店 小売店 アプリ・紙 神奈川県秦野市鶴巻北２丁目 ２－１－１０３ 0463-78-3382

湘南 秦野市 湯遊三昧　湯花楽秦野店 観光施設 アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 295-2 湯花楽秦野店 0463-84-4126

湘南 秦野市 鶴巻温泉 元湯陣屋 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県秦野市鶴巻北 2-8-24 0463-77-1300

湘南 秦野市 くいもの屋わん渋沢 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県秦野市柳町 1-16-21 0463-89-3051

湘南 秦野市 ガンガン横丁酒場東海大学前 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県秦野市南矢名 1-5-13 0463-79-1220

湘南 秦野市 天丼てんやイオン秦野SC店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市入船町 12-1 0463-85-5277

湘南 秦野市 かっぱ寿司秦野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 394-1 0463-85-0339

湘南 秦野市 中国料理　東光苑 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市大秦町 1-10 アルファビル2階 0463-83-5511

湘南 秦野市 海鮮丼Vinegar 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県秦野市堀西 37-1 0463-87-9023

湘南 秦野市 くら寿司秦野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市緑町 13-15 0463-85-0610

湘南 秦野市 や台ずし鶴巻温泉駅北口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市鶴巻北 1-1-3 03-3258-5529

湘南 秦野市 和食さと　秦野店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 ３８２－１ 0463-83-5530

湘南 秦野市 はま寿司　秦野平沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市平沢 492-1 0463-85-6350

湘南 秦野市 はま寿司　東海大学前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県秦野市南矢名3-10-18 0463-76-3577

湘南 中郡大磯町 ハイウェイショップ大磯 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町虫窪 449 0463-70-1132

湘南 中郡大磯町 媽媽厨房 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 217-4 0463-72-0099

湘南 中郡大磯町 井上蒲鉾店 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町大磯 1306 0463-61-0131

湘南 中郡大磯町 伊豆箱根交通　大磯営業所 タクシー アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府新宿 465 0463-70-1285

湘南 中郡大磯町 地魚と自然薯料理 海山 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 546 大磯プリンスホテル内 0463-63-3701

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 中国料理　滄 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル S.DINING 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル メインバンケットホール 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル THERMAL SPA S.WAVE 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル テニスコート 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 磯茶寮 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町大磯 １６２７－１ 0463-75-8772

湘南 中郡大磯町 スシロー平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡大磯町高麗 3-2-35 0463-37-2813

湘南 中郡大磯町 大磯ゴルフコース 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 0463-61-7757

湘南 中郡大磯町 エピナール 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 １２２１番 080-5413-3525

湘南 中郡大磯町 OISO CONNECT CAFE店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町大磯 1398-6 OISO CONNECT 2F 0463-73-5560

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル ホテルショップ（売店） 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル ボウリングセンター(Proshop VEGA 大磯プリンスホテル店) 体験型アクティビティ アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 0463-61-7630

湘南 中郡大磯町 丸源ラーメン大磯店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 447-1 0463-70-3530

湘南 中郡大磯町 隠れ居酒屋わにのへそ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府新宿 ４８４－５ 090-4179-6662

湘南 中郡大磯町 肉汁うどん　なぎさ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ９３７－１ 0463-67-9534

湘南 中郡大磯町 大磯ロングビーチ内 プールセンター売店（ビーチサイドショップ） 小売店 アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯ロングビーチ　プールセンター 0463-61-7726

湘南 中郡大磯町 大磯ロングビーチ内 浮き輪・ボートレンタルカウンター 小売店 アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯ロングビーチ 0463-61-7726

湘南 中郡大磯町 大磯プリンスホテル内 宿泊者用チケットカウンター 小売店 アプリのみ 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 0463-61-7726

湘南 中郡大磯町 サンロードショップ 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡大磯町国府本郷 ５４６ 大磯ロングビーチ　サンロードショップ 080-8525-6836

湘南 中郡二宮町 魚民 二宮北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡二宮町二宮 879 Children・I 2F 0463-71-7188

湘南 中郡二宮町 丹波黒どり農場 二宮北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県中郡二宮町二宮 879 Children・I 1F 0463-71-8988

湘南 中郡二宮町 Cornu Copiae 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡二宮町山西 2116 0463-73-8039

湘南 中郡二宮町 二宮町観光協会にの屋 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡二宮町二宮 961-26 二宮町町民センター内 0463-73-1208



湘南 中郡二宮町 山安　二宮店 小売店 アプリ・紙 神奈川県中郡二宮町中里 2-28-2 0463-70-1147

湘南 藤沢市 8HOTEL FUJISAWA (8LOUNGE) 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 1-5 0466-54-0880

湘南 藤沢市 鵠沼ぎょうざ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 3-5-2 0466-41-9956

湘南 藤沢市 PCH coffee 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市鵠沼海岸七丁目 12番17号 0466-77-6956

湘南 藤沢市 七輪焼肉　安安藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目 ４番８号 湘南フレンズ2階 0466-28-4919

湘南 藤沢市 BREATH HOTEL 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼海岸１丁目 ７番１１号 0466-47-7722

湘南 藤沢市 若竹丸　藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市亀井野3丁目 1-6 0466-41-9388

湘南 藤沢市 炭火焼肉アラジン 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市大庭 5349-7 アラジン102 0466-88-6208

湘南 藤沢市 3nD CAFE+BAR 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 4-1-21 マーボーロイヤルビル 2階 0466-90-5978

湘南 藤沢市 一喜 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市湘南台 2-12-1 らうらうじ湘南201 0466-45-4500

湘南 藤沢市 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 12-4 050-2018-0944

湘南 藤沢市 シクロ本鵠沼 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市本鵠沼 3－12－30 藤沢ビル2階 0466-33-5378

湘南 藤沢市 蕎麦粉食堂 Buckwheat 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 1番9号 S119ビル202 0466-86-7828

湘南 藤沢市 ぎんざ磯むら藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 1番9号 S119ビル201 0466-28-9094

湘南 藤沢市 七福　藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-1 江ノ電第二ビルB1 0466-50-0622

湘南 藤沢市 いろは丸　藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 プライムビル1F 0466-25-9950

湘南 藤沢市 炉ばた七福　藤沢新店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 プライムビル2F 0466-54-9225

湘南 藤沢市 中国旬菜　茶馬燕 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 20-15 第一興産18号館6F 0466-27-7824

湘南 藤沢市 THE GATE HOSTEL SHONAN FUJISAWA 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 12番19号 050-1526-0551

湘南 藤沢市 蕎麦兄 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 8番11号 0466-53-7512

湘南 藤沢市 STEAK HOUSE sandbar 辻堂海岸 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１丁目 12-27 マイタウン海岸通り1階B 0466-90-5676

湘南 藤沢市 ベトナム料理シクロ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 2－1 第一興産25号1階 0466-27-4960

湘南 藤沢市 wine & original Italian  greenhorn 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市大鋸一丁目 3番27号 LUCE１階 0466-53-9356

湘南 藤沢市 株式会社あさひ本店 小売店 アプリ・紙 神奈川県藤沢市江の島1 4-8 株式会社あさひ本店 0466-23-1775

湘南 藤沢市 LONCAFE 江の島本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市江の島 2-3-28 サムエルコッキング苑内 0466-28-3636

湘南 藤沢市 湘南ライセンス 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-17 江の島ビュータワー1階 0466-27-5005

湘南 藤沢市 牛たん炭焼利久　リエール藤沢 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 1-2 リエール藤沢 2F 0466-52-8629

湘南 藤沢市 魚民 善行東口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市善行 7-2-12 小田急マルシェ善行2 2F 0466-84-4288

湘南 藤沢市 江の島アイランドスパ 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島2丁目 1-6 0466-29-0688

湘南 藤沢市 Hemingway江ノ島HANARE 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目 16-20 050-2018-7976

湘南 藤沢市 古久家長後店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市長後 669 AG1ビル1F 0466-44-0163

湘南 藤沢市 古久家湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 6-56-11 0466-45-4617

湘南 藤沢市 古久家石川店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市石川 1763 0466-52-6498

湘南 藤沢市 古久家朝日町店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市朝日町 10-5 森ビル1F 0466-26-6355

湘南 藤沢市 古久家湘南ライフタウン店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市大庭 5061 湘南ライフタウンショッピングセンター2F 0466-88-7180

湘南 藤沢市 魚民 辻堂南口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂 1-2-1 中堂第一ビル7F 0466-33-4388

湘南 藤沢市 魚民 長後東口駅前店（めでた家） 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市下土棚 471 ミナミビル2F 0466-41-0988

湘南 藤沢市 千年の宴 湘南台西口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 2-2-4 KSKビル4F 0466-43-9488

湘南 藤沢市 福福屋 湘南台西口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 2-2-4 KSKビル3F 0466-46-0988

湘南 藤沢市 山内農場 藤沢南口駅前プライム店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 藤沢プライム5F 0466-25-8588

湘南 藤沢市 ゆるりと菜村さ来　藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 388 FIC富士ビルB1 0466-26-0799

湘南 藤沢市 鮨鰻ふぐ田代 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂二丁目 4番30号 田代ビル4階 0466-37-1000

湘南 藤沢市 夢酒 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目 5番15号 奥田センター飲食街 0466-27-1000

湘南 藤沢市 Hemingway江ノ島 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 12番4号 0120-997-659

湘南 藤沢市 ちょっとヨットビーチマリーナ 体験型アクティビティ アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 12番4号 0120-935-121

湘南 藤沢市 bloom 江ノ島駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-11-31 0466-53-9315

湘南 藤沢市 北海道キッチン YOSHIMI リエール藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 1丁目2番地 リエール藤沢2F 0466-90-3663

湘南 藤沢市 スシロー藤沢大庭店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市大庭 字丸山5454-5 0466-89-0880

湘南 藤沢市 ライトハウスキーパー 小売店 アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-23 0466-28-2857



湘南 藤沢市 茅ヶ崎 海ぶね 湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市湘南台 2-12-1 らうらうじ湘南台1F 0466-41-3022

湘南 藤沢市 茅ヶ崎 海ぶね ODAKYU湘南GATE藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 21-1 ODAKYU湘南GATE3F 0466-52-7708

湘南 藤沢市 Moke's Hawaii 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島 １－６－８ 0466-47-7794

湘南 藤沢市 餃子酒場カノウ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂1丁目 3番13号 江戸惣ビル1F 0466-54-7331

湘南 藤沢市 もつ焼肉刺しかのう 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂2丁目 1番12号 0466-52-7969

湘南 藤沢市 前陣速攻 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 223番地8 0466-47-8700

湘南 藤沢市 からあげ専門店　加納商店藤沢店 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 223番地8 0466-47-8700

湘南 藤沢市 ＥＮＯＳＨＩＭＡ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ　ＣＡＦＥ 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島一丁目 3番8号 江の島ホテル１F 0466-53-7828

湘南 藤沢市 がってん寿司藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市大庭 5425－12 0466-52-8137

湘南 藤沢市 匠のがってん寿司テラスモール湘南店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1 0466-86-7412

湘南 藤沢市 喜食家 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 3-9 0466-23-8838

湘南 藤沢市 江の島遊覧モーターボート 海上運送 アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 2931番地先 0466-77-3881

湘南 藤沢市 串カツ田中藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-17-4 小塚ビル101 0466-52-8073

湘南 藤沢市 カプリチョーザ 江ノ島店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-17-27 大安興業ビル1F 0466-55-1911

湘南 藤沢市 エッグスンシングス 江の島店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-17-22 The Beach House 1F 0466-54-0606

湘南 藤沢市 食彩和牛しげ吉　湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市湘南台 1-5-8 0466-90-5370

湘南 藤沢市 道楽やねこん家 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目 8番17号 0466-22-4401

湘南 藤沢市 フランセテラスモール湘南店 小売店 アプリ・紙 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1 0466-38-1841

湘南 藤沢市 味の民芸藤沢湘南台店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 1-42-8 0466-45-7428

湘南 藤沢市 とと蔵　湘南台店 飲食店(酒類提供なし) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 7-37-9 0466-46-5512

湘南 藤沢市 BEAT　BAR　BECK 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 5番1号101 0466-22-3649

湘南 藤沢市 EN HOTEL Fujisawa 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 12-9 0466-28-8000

湘南 藤沢市 中村屋羊羹店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島2丁目 5番25号 0466-22-4214

湘南 藤沢市 湘南福猫 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬 2-16-21 0466-52-3501

湘南 藤沢市 フレッシュネスバーガートレアージュ白旗店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 2丁目3-15 トレアージュ白旗A棟1F 046-655-1155

湘南 藤沢市 grano 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 2-4 カナル藤沢　1F 0466-65-0122

湘南 藤沢市 FABBRICA OSAWA 体験型アクティビティ アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 4-6-21 0466-37-4661

湘南 藤沢市 ポルトヴィーノ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目 ４番１３号 ロコテラス湘南 B1F 0466-26-7885

湘南 藤沢市 くいもの屋わん湘南台 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市湘南台 2-10-7 0466-45-4747

湘南 藤沢市 くいもの屋わん藤沢 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 0466-52-2011

湘南 藤沢市 くいもの屋わん辻堂 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市辻堂 2-7-7 0466-31-4884

湘南 藤沢市 炉ばた情緒かっこ藤沢南口 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-2-3 0466-52-2022

湘南 藤沢市 ロイヤルホスト藤沢本町店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 4-5-6 0466-26-2638

湘南 藤沢市 江ノ電グッズショップ江ノ島 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目8番5号 0466-23-2351

湘南 藤沢市 江ノ電グッズショップ藤沢 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 21番1号 0466-23-2351

湘南 藤沢市 ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー　ルミネ藤沢店 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 438-1 ルミネ藤沢3F 0466-55-0505

湘南 藤沢市 ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー　テラスモール湘南店 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1 テラスモール湘南1F 0466-47-8287

湘南 藤沢市 凸凹堂　江ノ島 小売店 アプリ・紙 神奈川県藤沢市江の島2丁目 2番7号 0466-54-7988

湘南 藤沢市 どんどん 湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 1丁目-32-16 0466-41-0298

湘南 藤沢市 Kitchen and Bar Deco Deco 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１丁目 ９番１号 0466-34-7799

湘南 藤沢市 アイランドキッチン江ノ島・バイザシー 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目 １２番３号 ワンアンドオンリー湘南１階 0466-50-3955

湘南 藤沢市 improve 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台2丁目 5-10 ウエストプラザ5番地 0466-61-7979

湘南 藤沢市 観光人力車　風俥 タクシー アプリ・紙 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目すばな通り 090-8084-6777

湘南 藤沢市 焼肉きんぐ藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市柄沢 2-39-1 0466-86-7510

湘南 藤沢市 くら寿司藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 2-3-15 トレアージュ白旗2F 0466-55-3170

湘南 藤沢市 くら寿司湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市石川 1764 0466-89-6510

湘南 藤沢市 くら寿司辻堂店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂 6丁目17番6号 0466-41-9610

湘南 藤沢市 遊覧亭 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市江の島 ２丁目６番地３号 0466-22-6806

湘南 藤沢市 や台ずし藤沢本町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市藤沢 3-1-27 03-3258-5529



湘南 藤沢市 ガーリックジョーズ　テラスモール湘南店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台 １－３－１ テラスモール湘南４Ｆ 0466-53-8315

湘南 藤沢市 アメリカンハウスダイナー　辻堂店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂 ６－４－１１ 0466-52-6785

湘南 藤沢市 丸だい仙水 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島１丁目 ３番１９号 0466-26-4701

湘南 藤沢市 紀の国屋本店 小売店 アプリ・紙 神奈川県藤沢市江の島 2-1-12 0466-22-5663

湘南 藤沢市 ヨンドン本店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市西富 530-1 サンプラザ湘南2F 0466-50-1129

湘南 藤沢市 湘南肉問屋 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 7-10 グランドール藤沢1F 0466-50-0200

湘南 藤沢市 3+3cafe 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市本町 １丁目１２番１７号 Fプレイス６F 0466-23-3939

湘南 藤沢市 韓食菜炎ヨンドン 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 23-10 六光会館 0466-50-4129

湘南 藤沢市 食彩ガーデン 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市湘南台2丁目 7-15 東急ドエル・アルス湘南台アネックス1F 0466-45-4130

湘南 藤沢市 三代目鳥メロ 藤沢南口店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市南藤沢 22-1 0466-55-3511

湘南 藤沢市 ちがさき濱田屋　テラスモール湘南店 小売店 アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階 0466-38-1880

湘南 藤沢市 海湘丸　湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県藤沢市石川 １ー９ー５ 0466-89-0213

湘南 藤沢市 北海道 藤沢駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 プライム藤沢2F 0466-55-2566

湘南 藤沢市 甘太郎 湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 2-1-10 アリーナ湘南B1F 0466-46-1808

湘南 藤沢市 やきとりセンター 辻堂駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-2-12 Luz湘南辻堂6F 0466-31-894

湘南 藤沢市 ラパウザ 辻堂駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-2-12 Luz湘南辻堂6F 0466-31-892

湘南 藤沢市 3・6・5酒場 湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 2-1-10 アリーナ湘南2F 0466-44-9552

湘南 藤沢市 ぎんぶた 藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-2 プライム藤沢 M2F 0466-55-1593

湘南 藤沢市 海鮮料理　天海 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市江の島 1-4-9 0466-27-1060

湘南 藤沢市 牛角 藤沢柄沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市柄沢 ３１９－１ 0466-53-1129

湘南 藤沢市 温野菜 藤沢大庭店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市大庭 ５１３４ 0466-86-6129

湘南 藤沢市 はま寿司　湘南台店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市湘南台 3-15-1 0466-43-2666

湘南 藤沢市 はま寿司　Mr.MAX湘南藤沢店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂新町 4-3-5 Mr.MAX湘南藤沢ショッピングセンター2階 0466-31-6300

湘南 藤沢市 はま寿司　Luz湘南辻堂店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂2F 0466-35-2677

湘南 平塚市 中国料理やまいち 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘 1-19 0463-22-2892

湘南 平塚市 紅谷町パラダイス 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 9-9 0467-79-5449

湘南 平塚市 3S HOTEL HIRATSUKA 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県平塚市明石町 24-9 0463-20-2233

湘南 平塚市 餃子伝説総本舗平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市徳延 582-1 0463-79-9996

湘南 平塚市 漁師の浜焼 あぶりや ららぽーと湘南平塚 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市天沼 10-1 0463-74-4080

湘南 平塚市 魚屋　魚八 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 3番11号 セレストタワー湘南平塚1FB 0463-24-5720

湘南 平塚市 喫茶タマヤ 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市幸町 17-8 0463-45-1603

湘南 平塚市 ホテルサンライフガーデン 旅館・ホテル・旅行事業者 アプリのみ 神奈川県平塚市榎木町 9-41 0463-21-7111

湘南 平塚市 司亭 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市榎木町 9-41 0463-21-7111

湘南 平塚市 ホルモン家十八本店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市根坂間 218-1 ウエイブ湘南旭ビル1F 0463-68-2918

湘南 平塚市 湘南創菓　菊毬本店 小売店 アプリのみ 神奈川県平塚市花水台 29番6号 0463-31-1693

湘南 平塚市 湘南創菓菊毬　ラスカ平塚店 小売店 アプリのみ 神奈川県平塚市宝町 1番1号 湘南ステーションビルラスカ平塚１階 0463-22-1841

湘南 平塚市 仙臺たんや利久　ららぽーと平塚 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市天沼 １０－１ ららぽーと湘南平塚3階 0463-51-6283

湘南 平塚市 鶏のジョージ 平塚北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 4-3 中秋ビル5F 0463-21-1488

湘南 平塚市 目利きの銀次 平塚北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 2-6 サクライビル1F 0463-21-0688

湘南 平塚市 魚民 平塚北口駅前店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 2-24 ステーションフロント平塚2F 0463-21-3488

湘南 平塚市 スシローOSC湘南シティ店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市代官町 33-1-C-101 OSC湘南シティ1F 0463-20-5123

湘南 平塚市 ムーブアシスト本社営業所 鉄道・バス アプリ・紙 神奈川県平塚市小鍋島 １８－１ 0463-74-6133

湘南 平塚市 居酒や　うえちゃん 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 4-11 ジュネスⅢ　２０２ 0463-71-5818

湘南 平塚市 焼肉ダイニングいち 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市天沼 7-26 0463-68-6903

湘南 平塚市 がってん寿司平塚徳延店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市徳延 579-1 0463-37-3090

湘南 平塚市 有隣堂 STORY CAFE 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市天沼 10-1 ららぽーと湘南平塚3F 0463-74-6511

湘南 平塚市 串カツ田中平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 10-20 高橋パールロード貸店舗1階 0463-79-9270

湘南 平塚市 隆泉楼 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 5-11 0463-23-4399

湘南 平塚市 ドミネジョワ 小売店 アプリ・紙 神奈川県平塚市明石町 26-6 中央ビル１Ｆ 0463-67-1896



湘南 平塚市 丸はし 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市上平塚 4-25 0463-34-1025

湘南 平塚市 富士見交通平塚本社営業所 タクシー アプリのみ 神奈川県平塚市中堂 7-8 0463-23-2057

湘南 平塚市 芳甘菓豆芳　ラスカ平塚店 小売店 アプリ・紙 神奈川県平塚市宝町 １－１ ラスカ平塚１Ｆ 0463-23-8167

湘南 平塚市 ホルモン酒場　丸笑 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市明石町 14-13 0463-45-5181

湘南 平塚市 アッシュ×エム 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市夕陽ケ丘 3-5 0463-27-2171

湘南 平塚市 くいもの屋わん/九州自慢平塚 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 9-1 0463-24-7733

湘南 平塚市 ロイヤルホスト平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市立野町 1-20 0463-34-5145

湘南 平塚市 天ぷらてんや 平塚田村店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市田村 5-8-38 0463-51-4731

湘南 平塚市 シネプレックス平塚 劇場・観覧場・映画館・演劇場 アプリのみ 神奈川県平塚市代官町 33-1   OSC湘南シティ 内 0570-064-804

湘南 平塚市 かっぱ寿司平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市四之宮 2-7-11 0463-25-5037

湘南 平塚市 丸源ラーメン平塚田村店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市田村 4-14-41 0463-74-4290

湘南 平塚市 焼肉きんぐ平塚見附町店 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市見附町 15-3 アクロスプラザ平塚見附 0463-20-8322

湘南 平塚市 小樽酒場　あずまし亭 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市宮の前 7番24号 0463-23-4016

湘南 平塚市 くら寿司平塚見附店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市見附町 15-17 0463-71-6610

湘南 平塚市 や台ずし平塚駅南口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市代官町 10-22 03-3258-5529

湘南 平塚市 や台ずし平塚駅北口町 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市宝町 5-24 03-3258-5529

湘南 平塚市 譲渡型保護ねこカフェにじのはし 飲食店(酒類提供なし) アプリ・紙 神奈川県平塚市明石町 24-13 にじのはし 0463-25-5007

湘南 平塚市 鳴門鯛焼本舗平塚駅前店 小売店 アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 5-20 ユーユー駅前館 0463-26-8816

湘南 平塚市 和食さと　平塚田村店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市田村5丁目 26－12 0463-51-1680

湘南 平塚市 inside out cafe 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市紅谷町 9-20 金井ビル2階 0463-68-2311

湘南 平塚市 うどんの詩　ラスカ平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市宝町 1-1 ラスカ平塚5F 0463-26-3277

湘南 平塚市 ちがさき濱田屋　ラスカ平塚店 小売店 アプリのみ 神奈川県平塚市宝町 1-1 ラスカ平塚　B1階 0463-24-2750

湘南 平塚市 ぎんぶた 平塚店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市紅谷町 1-8 中沢第一ビル1F 0463-20-4733

湘南 平塚市 牛角 平塚四之宮店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市四之宮 ２－６－２１ 046-325-3829

湘南 平塚市 はま寿司　平塚四之宮店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市四之宮 7丁目1番10号 0463-51-1530

湘南 平塚市 はま寿司　平塚南原店 飲食店(酒類提供あり) アプリのみ 神奈川県平塚市南原2-13-4 0463-30-3303

湘南 平塚市 酔心 飲食店(酒類提供あり) アプリ・紙 神奈川県平塚市明石町 2番6号 0463-21-3020


