登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

はら酒店

飲食料品店

川崎市中原区新城3-1-1

044-766-2517

chercheuses

飲食料品店

川崎市高津区諏訪1-9-23ポールメゾンⅡ１０２

044-387-2887

富士ベーカリー

飲食料品店

川崎市多摩区枡形4-1-2

044-911-2211

坂本屋酒店

飲食料品店

川崎市高津区久本3-16-3

044-811-5008

arc bakery

飲食料品店

川崎市多摩区生田7-2-3ハウゼ石原1F

044-819-8663

森精米店

飲食料品店

川崎市高津区千年663

044-766-4451

高晴堂

飲食料品店

川崎市高津区坂戸２ー１３ー１７ー２

044-767-5034

La Patisserie Seri

飲食料品店

川崎市高津区末長1-50-45ブランシア梶ヶ谷

044-767-6820

飲食料品店

川崎市高津区溝口1-4-1B1F

044-281-0029

有限会社小島米店

飲食料品店

川崎市多摩区宿河原1-20-1

044-911-2341

おつけもの慶

飲食料品店

川崎市川崎区大島上町１８－１

044-366-7737

肉の不二家

飲食料品店

川崎市幸区中幸町2-35

044-511-3715

関屋精米店

飲食料品店

川崎市高津区久本2-13-18

トラピターラ

飲食料品店

川崎市麻生区南黒川４－２ネスティングパーク黒川Ｒ－１０

有限会社

仕出し屋AZABU

マルイファミリー溝の口店

吉原商店

044-866-2776
090-7270-6304

飲食料品店

川崎市高津区梶ケ谷６－１６－３

044-866-2988

魚安

飲食料品店

川崎市高津区北見方2-2-21

044-822-2288

合名会社小澤屋本店

飲食料品店

川崎市川崎区大島3-14-16

044-222-4955

ゆぅたんのほっぺた

飲食料品店

川崎市宮前区馬絹4-36-21

050-5359-4954

関豆腐店

飲食料品店

川崎市中原区上平間1700

044-511-9398

森正養鶏場

飲食料品店

川崎市高津区子母口227

044-766-7410

小麦工房みのや

飲食料品店

川崎市中原区下沼部1739

044-411-2916

菓子匠末広庵

飲食料品店

川崎市川崎区東田町３－１６

044-233-4658

ラマンキパンス

飲食料品店

川崎市多摩区生田7-11-8

前田龍珠園

飲食料品店

川崎市多摩区西生田1-11-1

沖津屋

飲食料品店

川崎市川崎区東田町4－8

044-222-5608

菓子工房ichie

飲食料品店

川崎市中原区上新城1-4-50第六南荘5号室

044-863-8682

飲食料品店

川崎市中原区木月１－３５－１

044-433-3338

海苔問屋 高喜商店

飲食料品店

川崎市中原区木月4-3-5

044-411-2339

西山屋

飲食料品店

川崎市幸区戸手本町2-225

044-522-2902

mottano

飲食料品店

川崎市中原区上新城1-4-50第六南荘

044-752-7761

ベーカリーハンスローゼン

飲食料品店

川崎市宮前区宮前平1-10-13

Roast Design Coffee

飲食料品店

川崎市麻生区上麻生1-6-3マプレGF階

フルーツギフト

フルッチョ

自家焙煎コーヒー豆の店

ペンギン珈琲

044-934-3757
自家栽培ワイン前田龍珠園

044-328-5527

044-865-3041
050-3743-3304

飲食料品店

川崎市麻生区千代ケ丘 7-4-15

米粉クッキータスタス

飲食料品店

川崎市宮前区宮崎2-7-21-101さくら坂スタジオ

川崎大師銘茶老舗 川崎京香園

飲食料品店

川崎市川崎区大師町１３－１０

044-266-5290

八百三

飲食料品店

川崎市幸区古市場1-41

044-511-5974

チェントロメルカートイタリア市場

飲食料品店

川崎市宮前区水沢1-1-1関連棟73

044-982-0090

ワインデポ

飲食料品店

川崎市川崎区東田町11-5

044-222-4401

中政梨園

飲食料品店

川崎市多摩区中野島1-9-12

044-944-2664

とり角

飲食料品店

川崎市中原区木月２－６－１０

044-411-0082

おやつパティスリーtoi-toi-toI

飲食料品店

川崎市高津区千年新町33-12セシーズイシイ15 101号室

044-740-9158

ぱんやのともぱん

飲食料品店

川崎市麻生区片平7-7-1ヒルサイドコート0002

044-299-8879

田中商店
イヌイ
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

台湾小集

飲食料品店

川崎市麻生区上麻生1-1-1-B1

044-712-8788

Len

044-455-7610

二子新地

飲食料品店

川崎市高津区諏訪1-8-1

ハウスメッツガーハタ

飲食料品店

川崎市麻生区金程2-1-1

有限会社リカーアンドフーヅかどや

飲食料品店

川崎市多摩区長沢4-1-7

Len 溝の口

飲食料品店

川崎市高津区溝口3-13-5

有限会社青木萬吉商店

飲食料品店

川崎市宮前区菅生3-45-1

044-977-1129

ナッチュ新百合ヶ丘店

飲食料品店

川崎市麻生区上麻生1-6-3マプレビルGF

044-966-4813

レトロベーカリーふく福

飲食料品店

川崎市高津区子母口405-2トーコープレジデント１階

044-789-9729

有限会社増屋商店

飲食料品店

川崎市高津区溝口4-6-27

044-822-2407

川崎大師雷神堂

飲食料品店

川崎市川崎区大師町4-18

ウィーン菓子工房リリエンベルグ

飲食料品店

川崎市麻生区上麻生4丁目18-17

044-966-7511

有限会社福来屋商店

飲食料品店

川崎市川崎区日進町18-2ラムセスメル

044-233-0300

パンメゾンもあ

飲食料品店

川崎市宮前区有馬5-1-1

044-888-4044

宇野商店

飲食料品店

川崎市中原区木月1-35-40

044-411-2768

パンと焼き菓子のPapapapa-n!

飲食料品店

川崎市中原区新丸子町729須藤店舗１階

044-387-6014

登戸佐藤酒店

飲食料品店

川崎市多摩区登戸５９０番地

044-922-8412

二葉屋米店

飲食料品店

川崎市川崎区貝塚2-12-6

044-233-5637

（有）蕪木清商店

飲食料品店

川崎市幸区下平間２６８

ミルメルシー

飲食料品店

川崎市高津区下作延２－３３－１６

小麦館

Romsビル3F

044-455-4129
044-977-6109
Luna piena101

川崎大師雷神堂

044-281-4456

044-266-9005

044-533-1010
070-6401-0141

たけくま酒店

本店

飲食料品店

川崎市幸区紺屋町９２

044-522-0022

たけくま酒店

元住吉店

飲食料品店

川崎市中原区木月3-10-17

000-000-0000

株式会社宮崎台ムラタ

飲食料品店

川崎市宮前区宮崎2-8-9MMビル1F

044-866-2711

福寿屋米店

飲食料品店

川崎市中原区下小田中1-28-17

044-766-2521

(有)関口商店

飲食料品店

川崎市高津区二子4-4-3

044-822-2275

有限会社 八百文商店

飲食料品店

川崎市中原区木月2-2-36

カタバミ青果店

飲食料品店

川崎市川崎区京町１－１８－１

070-5015-0841

あさくさ海苔本舗

飲食料品店

川崎市川崎区藤崎４－１２－１

044-222-6511

酒蔵楽かさい

飲食料品店

川崎市中原区下新城2-1-25

044-777-2822

コーヒーファクトリー結城屋

飲食料品店

川崎市中原区上小田中5-11-21

044-766-2673

豆工房

飲食料品店

川崎市麻生区白山4-1-3新ゆりグリーンタウン プラザ街区

044-455-5860

ベーカリーフクナガ

飲食料品店

川崎市川崎区東田町１０―１２

044-222-4495

地酒本舗

小島屋

飲食料品店

川崎市多摩区登戸新町362

044-819-5556

モンタナ洋菓子店

飲食料品店

川崎市多摩区西生田3-9-22

044-966-0324

日吉屋

飲食料品店

川崎市幸区小倉5-2-1

044-588-3353

やぶ久

飲食料品店

川崎市中原区木月2-7-21

044-433-5588

久保田酒店店舗＆カクウチクボタ

飲食料品店

川崎市川崎区池田1-13-9

044-211-1234

豆こねくと

飲食料品店

川崎市中原区小杉町2-294-6南部メゾン102

044-322-8255

嵯峨野商店

飲食料品店

川崎市中原区木月3-56-1

044-411-4466

酒ショツプnitto

飲食料品店

川崎市幸区戸手本町1-55

044-522-6314

ベーカリートム

飲食料品店

川崎市高津区溝口５－２２－２ラルフローレンス1F

044-385-2396

肉の伊勢屋

飲食料品店

川崎市多摩区西生田3-9-20

044-966-9336

Bakery & Cafe KOaA

飲食料品店

川崎市高津区二子2-11-15

044-567-0939

コーヒーロースト
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

斉木商店

飲食料品店

川崎市幸区小倉2-28-14

044-588-3002

ベーカリーとめや

飲食料品店

川崎市多摩区菅北浦1-2-19サンライズビル102

044-819-6345

パン工房トナカイ

飲食料品店

川崎市多摩区長沢2-20-30

044-948-8660

和泉精米店

飲食料品店

川崎市川崎区塩浜２－１３－１４

044-288-3251

飲食料品店

川崎市川崎区大師駅前1-4-12

044-277-1788

うさぎとみかん

飲食料品店

川崎市高津区明津188

ブーランジュリー・メチエ

飲食料品店

川崎市中原区小杉町2-276-1パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト１Ｆ、E1

市川精肉店

飲食料品店

川崎市高津区諏訪1-10-8

044-271-6661

お菓子と生ジェラートのお店 TOCCO

飲食料品店

川崎市中原区井田中ノ町９－３

044-789-9300

株式会社 今長米店

飲食料品店

川崎市川崎区桜本2-3-15

044-288-7223

Sandwich&Bakery Vertu375

飲食料品店

川崎市中原区木月4-4-1木月パレス102

044-750-8063

ビアンドレ

飲食料品店

川崎市高津区新作５－１０－５

044-877-1155

PAN-YA MaSa亭

飲食料品店

川崎市宮前区平1-3-10-101水口電装ビル

044-888-6336
044-814-7680

（有）八ッ目や

まつもと

044-577-6239

ベーカリーコンコルド

ノクティ２店

飲食料品店

川崎市高津区溝口1-4-1

ベーカリーコンコルド

元住吉店

飲食料品店

川崎市中原区木月1-35-47

044-411-7105

和菓子みよしの

飲食料品店

川崎市多摩区登戸2701-1

044-922-5274

田園ぽてと

飲食料品店

川崎市麻生区上麻生1-9-1

044-951-0844

飲食店

川崎市中原区新丸子東２－９０７シゲタ小杉ビル2階

044-411-8140

上海屋台

飲食店

川崎市麻生区百合丘1-4-1ウッドヴェッスル一階A号室

居酒屋インド料理店チャンドラマミューザ川崎店

飲食店

川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎１３０

旬彩酒肴恵月

飲食店

川崎市多摩区西生田2-2-1生田ニューショッパーズビル

044-955-6682

鶏笑久地店

飲食店

川崎市多摩区堰3-6-1エスビル

044-455-4098

ワインと炭火焼harao

飲食店

川崎市中原区木月2-9-7ダイニテイオーレジデンス1F

044-948-6025

飲食店

川崎市高津区溝口2-7-8三紀商事ビルB1F

044-822-2045

串焼のんき

飲食店

川崎市高津区下作延2-2-17フラワーマンション101

044-871-5307

鮪やきとり須田

飲食店

川崎市川崎区宮本町2-20

044-244-1029

飲食店

川崎市川崎区東田町11-10越後屋ビル1F

044-246-5234

酒と魚 希唯

飲食店

川崎市多摩区登戸1856-18

044-571-5194

鮨

飲食店

川崎市高津区末長1-51-13

044-863-7738

呑んべぇず

飲食店

川崎市川崎区池田1-14-5

044-233-5977

タイレストランコピーピー小杉店

飲食店

川崎市中原区新丸子町915-2サミットビル1F

044-722-7009

カレーハウスCoCo壱番屋

飲食店

川崎市宮前区鷺沼1-2-1安藤マンション1Ｆ

044-871-7551

からひげ

飲食店

川崎市高津区新作6-9-41-102

044-863-8283

寿司海鮮処せとぐち

飲食店

川崎市宮前区東有馬3-8-27-103レスターテ鷺沼

Bucket

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-926ユタカビル102

090-4422-6662

居酒屋モリタ屋

飲食店

川崎市川崎区渡田3-17-4

090-3064-5686

スパイスカレームビリンゴ

飲食店

川崎市多摩区西生田1-9-1ムビリンゴ

044-299-6858

黒猫豆花

飲食店

川崎市高津区二子2-7-40フォーレスト多摩川102

044-455-4026

炭ヤキほるもんフループ

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-983TYMビル１０１

044-740-9180

やきとり家すみれ

飲食店

川崎市中原区小杉町3－430

044-738-0290

彩

飲食店

川崎市多摩区菅馬場1-12-16

044-944-8315

サラダアンドキッチンチキ

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-830藤原ビル1F

044-433-8902

新百合ヶ丘本店

イタリアン食堂

Cabin125-Alpha

タイレストランコピーピー

ハードロック居酒屋

溝の口店

Fuel

福原

東急鷺沼駅前通店

武蔵小杉店
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ノクティ2

1F

080-3411-6433

1F

コパンビル1階～3階

044-440-4946
050-3632-6780

044-888-3082
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店舗名
串揚げ処

業種・業態

串英

住所

電話番号

飲食店

川崎市川崎区小川町19-1コーポ柴１F

044-221-1970

天然素材蔵

飲食店

川崎市中原区下小田中１－３－２０

044-740-6861

鶏太

飲食店

川崎市中原区木月3-6-18元住吉コアビル 2F Ｄ号室

044-863-7733

カフェマロリーワイス

飲食店

川崎市高津区溝口1-12-10

044-820-8580

cucina il tetto

飲食店

川崎市幸区鹿島田1-9-1

飲食店

川崎市川崎区駅前本町7

飲食店

川崎市中原区木月2-4-10

044-434-2737

菜酒家FU-KU

飲食店

川崎市高津区下作延２－４－１０琳和サニーコート１階

044-861-1414

麺屋ななほし

飲食店

川崎市高津区坂戸1-1-6

044-813-3373

飲食店

川崎市中原区上新城２－１１－２６

五味鳥

飲食店

川崎市中原区新城3-7-6コーポヤシキ

いさみ庵

飲食店

川崎市中原区上丸子天神町337

044-722-5900

ECOWASHCAFE中野島

飲食店

川崎市多摩区登戸575-1

044-712-0888

まめそら食堂

飲食店

川崎市宮前区有馬９－３－１２

044-571-1456

Baumhaus SUN

飲食店

川崎市川崎区日進町3-4unico2F

044-201-6162

イタリア家庭料理アズーロ

飲食店

川崎市中原区今井南町19-7

パワーズ新丸子

飲食店

川崎市中原区新丸子町729中村ビル

kappouとよふく

飲食店

川崎市麻生区万福寺6-2-23MSビル202

044-819-5596

ひろもと食堂

飲食店

川崎市中原区木月２丁目６－１０川崎櫓橋マンション１０２

044-422-1837

北前そば

飲食店

川崎市川崎区駅前本町3-3ムラタヤビルB１F

044-223-1261

飲食店

川崎市宮前区鷺沼３－１－３６

044-862-5099

ＴＨＥぶたまろ

飲食店

川崎市宮前区西野川１丁目39-27

044-385-3690

ビストロ・ドゥース

飲食店

川崎市多摩区生田7-19-9センダビル2F

044-299-6878

永梦

飲食店

川崎市川崎区大島4-7-1

044-200-7089

居酒屋信

飲食店

川崎市宮前区宮崎3-13-32平野ハイツ1F

044-750-8332

旭屋

飲食店

川崎市中原区田尻町29-1ライオンズプラザ1305

044-555-1155

となりの.

飲食店

川崎市中原区西加瀬5-1フロール元住吉１F

044-386-1599

イタリア食堂Zacchi

飲食店

川崎市高津区末長1-43-15-101KENプラザ梶ヶ谷

呑み処

飲食店

川崎市川崎区砂子2-8-5仲見世共同ビル3階

ステーキとハンバーグの店いわたき
横浜ラーメン

川崎モアーズ店

てっぺん家

元祖ニュータンタンメン本舗

新城店

高田屋川崎駅前店

元祖ニュータンタンメン本舗

鷺沼店

おかぁ

日本酒専門

のすけ

ウェストキャニオンビル3階

044-511-8686
川崎モアーズ

044-223-7299

044-751-3975
1F

フローラル松野1F
1階

内田ビル1階

044-777-4661

044-733-3319
044-733-8698

044-865-4377
080-3125-4280

飲食店

川崎市幸区中幸町3-32-4川崎西口共同ビル2階(アネックスプラザ川崎)

044-276-8391

居酒屋輝

飲食店

川崎市中原区新丸子町769-2サンリュミエSEIKOH1階左

044-455-5868

地酒処清水家

飲食店

川崎市中原区新城中町4-10第二市川マンション

044-754-9202

Kitchen Bellkid

飲食店

川崎市高津区坂戸1-10-10ロビンハイツ102

044-571-8135

バハ・マール塚越本店

飲食店

川崎市幸区塚越2-217メゾンIS102号

044-544-8203

中華家庭料理

飲食店

川崎市川崎区伊勢町11-16

044-244-0208

petit MA MAISON

飲食店

川崎市高津区梶ケ谷5-6-20

044-750-7770

ひなた食堂

飲食店

川崎市宮前区宮前平3-9-25礼文ハイツ

044-948-8577

順風一路

飲食店

川崎市高津区二子5-15-12

044-712-0757

健康中華青蓮川崎西口店

飲食店

川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア1F

044-544-5055

カレーハウスCoCo壱番屋川崎区小田栄店

飲食店

川崎市川崎区小田栄2-1-2

044-328-0137

モスバーガー五月台店

飲食店

川崎市麻生区五力田2-3-1小田急マルシェ

cafe83

飲食店

川崎市宮前区犬蔵1-9-19

香の木
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1階

044-989-9096
090-4543-4531

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Camellia sinensis

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-925アーバンコート1F

044-982-9100

Public House ぴあにしも

飲食店

川崎市川崎区小川町16-15ヒロサワビル103

044-201-1668

満寿鮨

飲食店

川崎市幸区古市場１ー２５

044-511-6652

極楽焼肉グルーピードールズ

飲食店

川崎市多摩区生田7-9-3タスコハウス102

044-922-2929

てっぱん加福屋

飲食店

川崎市川崎区渡田4-1-3コーポ川崎

044-355-1180

串の家

飲食店

川崎市中原区今井南町4-20フィーノ武蔵小杉1F

044-722-1333

Lilly’s. by promety

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-19鈴木ビル1-E

044-322-8029

寿司ダイニング清水港

飲食店

川崎市中原区木月3-15-28

044-422-2850

勝盛家 ちゃんこ料理

飲食店

川崎市川崎区東田町8番地パレールイエロー館1F

044-280-6202

椿

飲食店

川崎市高津区久本1-16-15椿館

044-852-8208

ネパール・インドレストランヒマラヤ

飲食店

川崎市川崎区東田町8パレール川崎1階

044-246-7673

ピザハウスモッコ東名川崎店

飲食店

川崎市宮前区土橋4-10-2

044-854-1537

手打そば

飲食店

川崎市宮前区小台１－１９－５地下１階東急鷺沼ドエル

044-853-0753

丸花そば店

飲食店

川崎市多摩区布田20-6

044-946-6868

らーめん大門

飲食店

川崎市川崎区渡田4-4-8

044-333-6656

飲食店

川崎市中原区新丸子町911ユニーブル小杉

044-819-8802

Conclave

飲食店

川崎市麻生区百合丘1-23-1丸丘ビル202

なぶら舎

飲食店

川崎市麻生区上麻生1-6-3新百合ヶ丘マプレ

ふらんす食堂M

飲食店

川崎市中原区下沼部1763-38日辰ONEマンション1F

044-920-9495

飲食店

川崎市高津区下作延2-4-15-1Fエムラインタワー

044-866-1666

飲食店

川崎市川崎区東田町11-2ジョイプラザビル106

044-589-5506

大衆酒場ツネキチ

飲食店

川崎市中原区木月2-5-11

044-434-3088

寿司割烹

すし将

飲食店

川崎市多摩区中野島６－２９－１－１０１

044-945-8144

はなの舞

京王稲田堤店

飲食店

川崎市多摩区菅２－９－８フェリエ・ドゥ稲田堤１Ｆ

044-948-0081

焼肉バリバリ

飲食店

川崎市多摩区登戸1688太田ビル1階

044-933-2334

キッチンオット

飲食店

川崎市幸区南加瀬１－８－２コア古畑１０２

044-589-8127

飯豊屋ぷぅさん

飲食店

川崎市高津区新作5-25-13

044-888-9831

イルヴィナイオ

飲食店

川崎市宮前区宮崎6-8-22

044-865-2580

和楽丼丸平間店

飲食店

川崎市中原区北谷町４

044-522-7125

Anjou

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-1-41-2Ｆ七五三ビル

飲食店

川崎市川崎区四谷上町9-27

牛庵

飲食店

川崎市中原区上新城2-1-23ＡＳビル3F

044-755-2909

韓国料理チョリ

飲食店

川崎市中原区下小田中1-8-2ＫＦＡビル二階

044-777-6774

雷音

飲食店

川崎市高津区二子5-5-2

044-833-0298

B-east

飲食店

川崎市宮前区馬絹2-4-3

044-853-5033

Kitchen美遊

飲食店

川崎市川崎区大川町9-2大川町産業会館

044-322-5171

上海酒家

飲食店

川崎市中原区下沼部1751-12

044-433-7281

カレーハウスCoCo壱番屋JR武蔵新城駅前店

飲食店

川崎市中原区上新城2-9-1

044-741-3155

やむちゃや

飲食店

川崎市高津区溝口2-16-3六軒町伍番館102

044-819-8230

ラグタイム

飲食店

川崎市麻生区上麻生3-12-10

044-954-0915

串かつ専門秀勝

飲食店

川崎市川崎区東田町5-5小宮ビル1階

044-221-8223

焼き鳥みやけ

飲食店

川崎市麻生区下麻生2-44-13

044-455-6883

よしみや

大衆ビストロ

アジアン

one's kitchen武蔵小杉店

カフェ

ヒロッズ

タイレストラン

家庭料理

鷺沼店

ムーハウ

うえ田

高津店

つき
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044-954-6298
S.C

焼肉バリバリ

G-2

044-328-5633

044-853-2753
090-8879-3771

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
ワイワイワイン食堂

業種・業態

住所

電話番号

飲食店

川崎市多摩区菅2-2-26タウンハイツ稲田堤103

044-946-5727

飲食店

川崎市川崎区東田町10-15

044-200-4313

飲食店

川崎市幸区南幸町2-20

044-542-5591

おきがる煮

飲食店

川崎市川崎区小川町13-1明石ビル

044-276-8288

L’OSTERiA

飲食店

川崎市高津区二子1-2-3-101テラスフローラル

044-281-4186

信寿司

飲食店

川崎市中原区木月住吉町11-44富士ハイツ1F

044-422-3324

新城仲通り中央酒場とり吉

飲食店

川崎市中原区新城1-11-14ソシアルビル1階

044-789-8242

牛をたべれば吉日

飲食店

川崎市中原区新城1-15-5大光トラストビル101

044-820-6669

七輪焼きホルモンぶた吉

飲食店

川崎市中原区新城1-15-5大光トラストビル110

044-982-5558

ちからや

飲食店

川崎市中原区木月１－２１－１０

044-740-9594

美好屋

飲食店

川崎市中原区上平間１９０

044-511-3477

あぶり屋川崎店

飲食店

川崎市川崎区池上新町1-13-8

044-589-6129

居酒屋

飲食店

川崎市中原区新城1009久我ビル1階

044-948-7883

気まぐれDiningくろねこ

飲食店

川崎市中原区新丸子町695石川ビル102

044-722-3310

大阪王将川崎駅東口店

飲食店

川崎市川崎区砂子2-11-23コルテ松永ビル1F・2F

044-222-0330

手羽先BonBon

飲食店

川崎市川崎区宮本町6-8須田ビル

044-280-6161

ナガグツ

飲食店

川崎市高津区下作延6丁目2番6号

050-5218-4889

Flip Flop

飲食店

川崎市高津区二子6-7-1

044-813-1039

とれたて

飲食店

川崎市中原区今井南町20-1西村ビル1階A号室

044-712-5357

まさきち

飲食店

川崎市多摩区登戸3287-2スカイコート登戸

044-933-5882

Bistro ichi

飲食店

川崎市高津区溝口1-1-30溝の口ブロックス

044-982-3671

ぽんぽこ本°舗

飲食店

川崎市幸区南加瀬2-36-13

044-201-9132

丸花京王駅前店

飲食店

川崎市多摩区菅２-１５-１０

千両

飲食店

川崎市川崎区渡田新町2-6-4アリアマンション

ビストロ居酒屋ソーレ
カレーハウスCoCo壱番屋

JR川崎駅西口通店

環

旬菜和処

根ぎし

マインステージ1F

044-944-3290
202号室

090-7257-5128

飲食店

川崎市川崎区小川町18-16真美ビル1階

ドトールコーヒーショップ溝の口店

飲食店

川崎市高津区久本3-1-1小川ビル一階

044-813-6405

Bedford Ave Cafe

飲食店

川崎市多摩区登戸1891第3井手ビル2F

090-5755-7980

赤坂璃宮新百合丘店

飲食店

川崎市麻生区上麻生1-1-1ホテルモリノ7階

Trattoria le Sarde

飲食店

川崎市幸区南幸町２－１３－３

SEPROOM

飲食店

川崎市多摩区登戸1963プリマヴェーラＴ・Ｋ103

Dining&BAR De-pass

飲食店

川崎市中原区今井南町21-34マンションKAMATA

らく遊

飲食店

川崎市宮前区馬絹4-17-51ニューハッピービル

044-877-6188

割烹蒲焼大沼

飲食店

川崎市川崎区東田町８パレールビル

044-222-6077

MESHIYA tamariba101

飲食店

川崎市中原区小杉町一丁目五二二番地アーバンライフ522

044-387-2619

Steak&Grill SUNSET BEACH

飲食店

川崎市多摩区登戸1728吉澤電工ビル

044-933-8505

potluck

飲食店

川崎市高津区二子1-1-8渡辺ビル

044-820-1661

cafe peas

飲食店

川崎市麻生区上麻生4-9-2

044-819-5835

中華食堂かどや

飲食店

川崎市中原区小杉町3-1501-7-101セントア武蔵小杉

044-722-2980

IZAKAYA晴レ。

飲食店

川崎市中原区新丸子町911-1ユニーブル小杉2F

044-819-8242

武蔵小杉わいん処さんぐり家

飲食店

川崎市中原区市ノ坪131-5SOARS-2F

044-863-8955

やきとり

嘉来や

飲食店

川崎市麻生区栗平2-2-5ティーオービル205

044-987-2501

お好み焼き・鉄板焼きたまご

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-924-47シャンティカトウ

044-411-5800
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044-299-6663
044-555-0606
050-5275-1183
No.8

1F

044-381-4737

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
自家焙煎珈琲店
八海山バル

珈琲茶房

田園

溝の口店

業種・業態

住所

電話番号

飲食店

川崎市宮前区宮崎１－８－１０田毎ビル２０２

飲食店

川崎市高津区溝口１－８－３Mizonokuchi ex ６階

坊主酒場

飲食店

川崎市麻生区百合丘1-23-1丸岡ビル301

とり鉄

京急川崎駅前店

044-857-0358
044-322-0708
090-7264-9562

飲食店

川崎市川崎区砂子1-1-3つる屋ビルB1F

044-223-5131

SAKEバル遊家本店

飲食店

川崎市高津区溝口2-27-6

044-812-2702

5656チキン

飲食店

川崎市宮前区有馬5丁目23-16

044-866-5666

スナックLILA

飲食店

川崎市中原区新丸子町739シゲタ駅前ビル302

044-281-4520

武居食堂

飲食店

川崎市高津区下野毛 3-8-1 1F畠山ビル

044-567-1500

うなぎの中庄川崎アゼリア

飲食店

川崎市川崎区駅前本町26-2川崎アゼリア

Buyer's Wine House Ishihara

飲食店

川崎市高津区溝口2-27-4

044-328-5012

ラトルハム

飲食店

川崎市宮前区馬絹3-10-34Kunisueビル

044-857-6080

飲食店

川崎市中原区上丸子山王町2-1379コーポ山王１階

044-820-6083

飲食店

川崎市中原区木月1-32-7

044-948-8220

飲食店

川崎市麻生区細山2-5-1借家

044-955-9772

Kuon -久遠-

飲食店

川崎市川崎区日進町18-9大成屋ビル1階

044-201-9669

ビストロポップコーン

飲食店

川崎市高津区北見方2-8-1マンション欅苑

Tenkoh

飲食店

川崎市川崎区渡田4-8-26

肉と酒の店

バルゴルド

きよ井
お好み焼き

中華料理

ジャンボ

橋華楼

B1F

044-223-6168

044-811-6677
070-6640-6716

飲食店

川崎市麻生区白山4-1-3-12

044-987-6167

居酒屋 すきずき

飲食店

川崎市中原区小杉町3-442都月ビル1F

044-711-8611

おやじの厨房

飲食店

川崎市川崎区桜本1－7－6

044-287-8555

すなどけい

飲食店

川崎市中原区上新城１－２－１メディアSD

居酒屋

飲食店

川崎市中原区上小田中2-34-24

しゃぶしゃぶ すきやき くりりん

飲食店

川崎市中原区小杉町3-428山協ビル2F

044-711-8980

うなぎの中庄マルイ溝口店

飲食店

川崎市高津区溝口1-4-1マルイ溝口B1階

044-299-8780

焼肉

飲食店

川崎市中原区木月住吉町32-24

044-411-2143

美濃戸

飲食店

川崎市川崎区東田町6-13TH&Fビル

044-230-0150

鶏炭

飲食店

川崎市宮前区南野川2-58-6

044-572-5551

ラツィオ

飲食店

川崎市中原区木月住吉町9-6ハタノコーポ1F

044-422-7027

とんとん拍子

飲食店

川崎市中原区小杉町3-261TS小杉ビル1F

焼き鳥つーちゃん

飲食店

川崎市川崎区渡田新町1-12-11第1田辺ビル1F

シラハト商店

飲食店

川崎市高津区下作延3-18-10白鳩ヴィラ1Fシラハト商店

焼肉

飲食店

川崎市川崎区池田2-2-6アルカサール建昇102

飲食店

川崎市多摩区菅馬場1-12-15-205

のらくろ

杏都

らあめん

不二

牛の城

Vegecafe78
炭火焼肉酒家

牛角溝の口店

044-788-9305
090-3334-3420

044-819-8977
090-4450-1004
044-872-7575
044-589-4629
090-1845-3892

飲食店

川崎市高津区溝口2-6-32ベルファースト1階

044-829-2929

馬酔木 洋風居酒屋

飲食店

川崎市多摩区生田7-8-8 2階

044-934-9870

Quatre-Heures Wafel

飲食店

川崎市高津区久本２－６－１１キャトルールワッフル

044-948-7417

中国料理味良

飲食店

川崎市多摩区生田7-9-6味良ビル

044-911-8483

とんかつ割烹こしば

飲食店

川崎市幸区柳町6サウザンドパインフォレスト

044-511-7688

Brown Rice+ 木月キッチン

飲食店

川崎市中原区木月2-3-15

五福

飲食店

川崎市中原区上新城二丁目9-1-201室セシーズイシイ11

アルモニーア

飲食店

川崎市多摩区宿河原2-6-13元木荘103

044-819-6045

居酒屋だんちゃん

飲食店

川崎市川崎区渡田東町1-1

044-333-0304
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044-572-3214
080-8852-5895

登録店一覧（2022年04月25日現在）
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

えびでん

飲食店

川崎市高津区二子５－３－３皆川ビル1階

044-813-0339

kitchen HIRO

飲食店

川崎市中原区新城2-3-11

044-948-6490

中華家

飲食店

川崎市川崎区鋼管通1-18-3

044-355-2475

武蔵小杉の居酒屋【魚もつ】刺身盛り12点660円!!

飲食店

川崎市中原区新丸子町915-8

044-572-3700

CRAFT&FARMERS

飲食店

川崎市麻生区上麻生１－４－１新百合ヶ丘エルミロード５階

044-455-7115

紅葉亭

飲食店

川崎市川崎区堀之内町1-14

044-222-1677

パブろーぜ

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-1-9寿鷺沼ビル2F

044-853-2405

北とうがらし溝の口店

飲食店

川崎市高津区二子5-5-24エトワール第一1F

044-813-7887

スパイスガーデン小島新田店

飲食店

川崎市川崎区田町2-14-1

044-201-6199

HALFMOON

飲食店

川崎市川崎区砂子2-6-5日吉屋ビル地下1階

044-233-8260

木戸口珈琲

飲食店

川崎市中原区今井南町7-45ガーデン・ニコル１階

044-819-5925

ソウルガーデン

飲食店

川崎市多摩区登戸1808

044-932-8929

ちょいと

飲食店

川崎市高津区梶ケ谷4-1-22

044-866-8276

やきとり山の家

飲食店

川崎市多摩区生田7-9-7

044-900-8101

飲食店

川崎市幸区北加瀬3-19-3

044-433-0243

萬福大飯店川崎店

飲食店

川崎市川崎区東田町6-17

044-221-0886

Cafeふくろーず

飲食店

川崎市川崎区桜本2-40-10

caféゆい～と

飲食店

川崎市多摩区西生田1-4-6カサデシライ1 206

IRORI

飲食店

川崎市多摩区西生田2-12-6守谷ビル１F

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-3

蕎麦旬菜 梅好

飲食店

川崎市川崎区日ノ出１-２-１４

044-277-4940

味のより道

飲食店

川崎市麻生区高石3-9-1オオツカハイツ

044-955-5050

G.G.C.川崎店

飲食店

川崎市川崎区東田町 5-1市労連会館1F G.G.C.川崎

044-246-1845

いろから川崎宮崎台店

飲食店

川崎市宮前区宮崎２－１１－５ドリームコーポ１０４

collage

飲食店

川崎市宮前区宮崎2-2-30ノーブルパレス

おじゃれ家

飲食店

川崎市川崎区東田町4-11isビル

044-246-6323

鮨あらい

飲食店

川崎市宮前区水沢1-1-1川崎北部市場関連棟食堂街３階

044-975-2858

飲食店

川崎市川崎区渡田３－２－１５江口山中ビル

044-322-5784

珍味閣

飲食店

川崎市川崎区南町8ー9サウスウィング川崎102

044-244-9488

そば居酒屋花ちゃん

飲食店

川崎市幸区北加瀬２－２－１３

044-599-2220

鉄板焼でんすや

飲食店

川崎市中原区丸子通2-682角田ビル1F

044-722-7422

とめ吉

飲食店

川崎市川崎区渡田向町20-3 1F

044-233-5280

生そば山中屋

飲食店

川崎市高津区溝口4-5-5山中屋ビル

044-822-3101

taverna Tukka

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-820-3田中ビル1階

044-750-9488

コーヒーの店梨の木ーひのみせなしのき

飲食店

川崎市川崎区小田4－32－7

044-366-3603

ラーメン中華食堂

飲食店

川崎市川崎区日ノ出1-1-16

044-266-4818

焼肉Takeyan

飲食店

川崎市高津区溝口4-3-1

044-811-1129

Restaurant Hibou

飲食店

川崎市中原区上新城1-2-9コンセルト1階

豆でん

飲食店

川崎市多摩区中野島2-7-38-1

Nokuchi lab.

飲食店

川崎市高津区溝口3-3-8

アンリ・フィオーレ

飲食店

川崎市高津区久本1-16-21フィオーレの森

ビストロ

飲食店

川崎市中原区木月2-11-8伊藤ビル1Ｆ

隆華

中華居酒屋

中華ダイニング

中華

鳳來軒

福林
舌ごころ

イタリアンレストラン

新世

ウラヌス

クロシェット
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044-288-2808
cafe ゆい～と

044-712-0038
044-385-1939

ワンツービル101中華

福林

2階

044-954-4338

044-948-6690
080-6526-6445

044-797-0765
090-2631-1639

セシイーズイシイ101
本館

044-385-0827
１F

044-789-5589
044-572-6847
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登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

星のサロン

飲食店

川崎市高津区久本1-15-30-105パレス・ド・レオナール

044-866-0501

クレープリーダリマ

飲食店

川崎市宮前区有馬1-1-25持田パークマンション1F

044-852-8770

中国料理

宝珍楼

飲食店

川崎市中原区下沼部1767

044-411-4820

タベルナヴァッカクアットロ

飲食店

川崎市高津区下作延5-4-15

日乃屋カレー川崎たちばな通り店

飲食店

川崎市川崎区東田町5-1

ステーキダイニングあさひや

飲食店

川崎市川崎区砂子2-9-11あさひビル

044-222-2686

焼肉・韓国料理マダン

飲食店

川崎市川崎区東田町3-13

044-211-4141

ティーハウスマユール

飲食店

川崎市宮前区宮崎2-3-12-103

044-854-2430

TAMON

飲食店

川崎市川崎区渡田東町7-7

044-742-8200

Radice（ラディーチェ）

飲食店

川崎市多摩区三田１－２８－４サニーコーポ１０１

044-322-8785

ホルモン焼肉おかち

飲食店

川崎市中原区下新城2-10-32ファミールヒロヤマ

044-777-5759

ぞのちゃん

飲食店

川崎市宮前区東有馬3-19-3-105

044-860-3225

鮨新

飲食店

川崎市中原区北谷町67

044-522-3903

飲食店

川崎市中原区新丸子町738-1

小泉ビル1F

044-733-7772

044-571-6942

日乃屋カレー

川崎たちばな通り店

工永ビル1F

044-201-6518

イタリアン酒場ナチュラ

新丸子店

イタリアン酒場ナチュラ

武蔵小杉店

本館

飲食店

川崎市中原区小杉町3-428-6

小杉山協ビル1F

044-722-0088

イタリアン酒場ナチュラ

武蔵小杉店

別館

飲食店

川崎市中原区小杉町3-432-6

むさし野サントラービル4F

044-722-0088

ナチュラマーケット

飲食店

川崎市中原区新丸子町964-7

044-411-6300

和食と立ち喰い寿司のナチュラ

飲食店

川崎市中原区小杉町3-446-4

044-455-4707

タイニーナチュラマーケット

飲食店

川崎市中原区新丸子町964-3

044-948-8371

コォア

飲食店

川崎市麻生区上麻生5-6-5柿生駅前センタービル2F

044-874-9030

チョウタリ

飲食店

川崎市高津区二子2-5-48キャッスルくらや1階

044-813-0952

フィーリング

飲食店

川崎市麻生区万福寺6-2-23エムエスビル206

044-953-5511

花籠

飲食店

川崎市高津区諏訪１－３－２高城店舗2階

044-742-8397

モグモグ

飲食店

川崎市高津区二子2-5-48キャッスルくらや

044-819-6290

お数家くうが

飲食店

川崎市高津区坂戸1-8-8メゾンド清和

044-387-1413

インドダイニングアリア

飲食店

川崎市中原区木月4-22-14

044-767-7357

旬来

飲食店

川崎市多摩区長尾1-17-14

044-933-6176

飲食店

川崎市川崎区貝塚1-4-16 1Fライオンズマンション川崎貝塚

044-223-6711

入船

飲食店

川崎市中原区木月４-２３-８

044-422-3617

Pecco Pecorino

飲食店

川崎市高津区二子5-3-9MSストーン101

044-322-0170

スナック

飲食店

川崎市中原区小杉町３－４３０小杉駅前びる４F

044-722-1557

吉野家宿河原店

飲食店

川崎市多摩区長尾5-9

雪月花

飲食店

川崎市中原区新丸子町７４０おかのビル２階

090-2654-3706

飲食店

川崎市中原区田尻町39平間ロイヤルマンション101

070-8585-6863

飲食店

川崎市高津区末長1-8-20

044-866-3935

モスバーガー宮崎台店

飲食店

川崎市宮前区宮崎3-13-12

044-865-3335

IBIS

飲食店

川崎市川崎区日進町3-4unico1階

044-400-1299

養老乃瀧中野島店

飲食店

川崎市多摩区中野島6-25-5

044-933-2004

小料理 鳥作

飲食店

川崎市幸区古市場1-41-19

080-2146-0986

ももすず

飲食店

川崎市高津区下作延1-7-48-110溝の口ガーデンレジデンス

044-813-0255

そば処

飲食店

川崎市中原区中丸子556

044-411-4162

飲食店

川崎市川崎区旭町２ー15ー6

044-222-8653

ターウォン

ブラジリアンレストラン

てまり

Liberta
モスバーガー

竹利酒蔵

寿美吉

梶ヶ谷店

シェーガマイス
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044-930-2929

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
ピッツェリア

ロベルティーノ

業種・業態

住所

電話番号

飲食店

川崎市高津区久末４０２

中津からあげ渓 稲田堤店

飲食店

川崎市多摩区菅1-3-24

Entertainment cafe&dining BINGO

飲食店

川崎市多摩区西生田2-1-30渋谷ビル1F

044-701-3000

いさ美寿し

飲食店

川崎市中原区上小田中3-21-18

044-766-9413

居酒家

飲食店

川崎市中原区下沼部1758-8山本向河原第2ビル1階

044-982-3117

酒縁さらしな

飲食店

川崎市多摩区登戸3402

044-911-2505

宝来軒三代目

飲食店

川崎市幸区北加瀬2-2-14

044-588-8552

飲食店

川崎市多摩区登戸1919M&Rビル１・２F

新田商店

NOBORITO

ARCH

044-788-5757
小和田屋ビル1F

090-9205-7124

044-299-6131

小料理屋

和

飲食店

川崎市幸区鹿島田1丁目19番池1

べこまる

高津総本家

飲食店

川崎市高津区二子4-1-2

飲食店

川崎市高津区溝口1-12-5

飲食店

川崎市麻生区上麻生5-37-8

044-988-0145

中華料理居酒屋新屋

飲食店

川崎市中原区新城1-6-9

044-777-8801

お好み焼き

飲食店

川崎市宮前区有馬1-1-25モチダパークマンション108

044-865-3777

まるう

飲食店

川崎市川崎区砂子2-11-20加瀬ビル1F

044-221-5390

TREX KAWASAKI RIVER CAFE

飲食店

川崎市川崎区殿町3-25-11Ｔｈｅ

044-277-5400

ガーデンテラス NewYork GrillSYOCA

飲食店

川崎市高津区久本1-16-21フィオーレの森2号館1F

044-948-7728

中華レストランジャスミン

飲食店

川崎市中原区井田杉山町2-55ジュンハイツ102

044-799-2259

ひろ寿司

飲食店

川崎市多摩区生田7ー8ー8ミラドール生田

オトナのニゲバ

飲食店

川崎市川崎区川中島2-5.10藤田ビル

PEPE ROSSO

飲食店

川崎市川崎区砂子2-10-10歯科医師会館１階

キッチン

飲食店

川崎市川崎区小川町3-2

飲食店

川崎市中原区新城1-10-5パールハイム新城

酎食工房 六

飲食店

川崎市高津区二子 5-3-1

044-833-1179

アミーゴ鹿島田店

飲食店

川崎市幸区鹿島田２－１－２８セントラルマンション１０６号

044-533-5226

飲食店

川崎市多摩区宿河原６ー１８ー２

044-932-1183

Cafe Restaurant Plume

飲食店

川崎市中原区田尻町77-1 1F第6フジハイツ

044-589-3963

フリーバード

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-907シゲタ小杉ビル201

044-435-6768

飲食店

川崎市多摩区登戸２５９６トミービル１F

044-911-1652

飲食店

川崎市中原区上新城2-2-23幸伸リバーシティ１階

044-920-9113

Coffee&beer 轍

飲食店

川崎市麻生区百合丘1-1-8コトー百合丘

044-819-8170

炭火焼

飲食店

川崎市多摩区登戸2583-8

044-819-5855

平波そば

飲食店

川崎市中原区宮内2丁目2番地10号コーポ山本第一101号室

044-754-6105

小料理

飲食店

川崎市高津区下作延2-9-7

044-866-1554

nicomi Pickup!!!

飲食店

川崎市川崎区京町１－１０－１５

044-589-7554

オステリア

飲食店

川崎市中原区木月3-17-16アライビルB1F

044-411-1003

Bar MATE

飲食店

川崎市高津区二子5-1-15溝ノ口ビル1F

044-812-5215

延

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-4-18

044-877-0555

レストランたま

飲食店

川崎市多摩区登戸１７７５－１

044-935-3224

イクミママのどうぶつドーナツ！

飲食店

川崎市中原区木月3-6-18

044-434-3640

カノア

飲食店

川崎市中原区今井南町20-31森ビル1F

044-739-2771

やき肉高西

飲食店

川崎市宮前区西野川3丁目43-36井戸窪ビル1A

044-948-6900

溝の口焼肉

にく野郎

そば・炭火焼き

味処

まつや

そうすけ

ラフト

菜の郷

ステーキ&シーフード

ステーキ&ハンバーグ
ビストロ

スパイスハウス

チョッパー

マジックランプ
福串
茂々
ボッカーノ
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笠原ビル

080-1113-2415

中興ビルB1F

044-833-8111

永原ビル2F

044-833-3313

ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ

ひろ寿司

044-911-4012
080-1061-7924
044-245-8449
044-201-1955

107号

044-777-6272

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Appagare

飲食店

川崎市川崎区東田町３－２３Ｍ２ビル１階

044-222-7174

TOYS BAR

飲食店

川崎市川崎区砂子２－８－５仲見世共同ビル１階

044-211-4836

Grog's

飲食店

川崎市川崎区砂子２－７－１４仲見世柳ビル

044-246-6502

ガーリック

飲食店

川崎市川崎区大島4-12-1-102

044-233-0429

とんかつかつ膳

飲食店

川崎市中原区下沼部1770

044-411-2104

炭火焼肉朴乃家

飲食店

川崎市幸区中幸町3-18ときわビル

044-556-3329

古今本店

飲食店

川崎市高津区久本3-2-18Mビルコーポ1F

044-819-4891

飲食店

川崎市川崎区小川町14-31

044-211-3367

鉄重

飲食店

川崎市中原区木月1-30-31

044-434-0298

イザカヤミドリ

飲食店

川崎市中原区木月1-23-13ドゥーンフォルト１F

044-872-8487

バー

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-1-B1クロスアヴェニュー新百合

044-954-1610

飲食店

川崎市麻生区片平6－2－20

044-989-2989

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-782-3

044-434-5990

飲食店

川崎市宮前区宮崎2-9-14プロミネンス宮崎台2F

044-888-8700

THEやきとり喜作

飲食店

川崎市幸区鹿島田１－７－２２

044-555-5823

中国料理

横濱楼

飲食店

川崎市麻生区上麻生1ー3ー2壱番館ビル3階

044-953-6148

加賀料理やまぐち

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-835-8パルテンザ新丸子1階

044-411-6693

JOYsBAR

飲食店

川崎市中原区上小田中6-19-6新井ビル2F

044-799-1491

上海屋

飲食店

川崎市多摩区登戸1728-103吉沢電工ビル

健康中華青蓮新川崎三井ビルディング店

飲食店

川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディング

焼肉

飲食店

川崎市幸区神明町1-41吉田ビル一階

飲食店

川崎市高津区二子５丁目９－６201

044-819-6004

ムーングロウダイナー

飲食店

川崎市高津区新作6-5-27

044-888-5631

とり鉄

飲食店

川崎市川崎区砂子2-3-17チェリオビルB1F

044-210-1470

ピ酒屋dultDEO

飲食店

川崎市幸区幸町1-780-43トニー冨士1F

044-742-7666

Lespiegle

飲食店

川崎市川崎区東田町2-1

044-280-6750

寿司と肴活はる

飲食店

川崎市川崎区大師駅前1-14-3

044-280-1180

小料理まんなむ

飲食店

川崎市川崎区東田町7-7エバーラスⅡ101

044-589-8551

やきとり呑炭坊はなれ

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-908-2田村ビル１階

044-422-2411

やきとり呑炭坊本店

飲食店

川崎市中原区新丸子町915-41

044-744-2828

お刺身居酒屋彩

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-1-35

044-877-1300

田舎家酒房

飲食店

川崎市中原区新城3-7-4山田ビル1F

044-750-9363

飲食店

川崎市中原区新城3-8-16昇龍堂ビル１階

044-872-7939

飲食店

川崎市川崎区渡田山王町２－５

044-366-4045

定食、純米酒の店幸島

飲食店

川崎市中原区小杉町2-315-181F

044-733-7685

パスタ居酒屋とらうさぎ

飲食店

川崎市中原区上小田中3-27-5金子ビル２F

044-863-9146

炭火焼肉遊苑

飲食店

川崎市川崎区東門前1-1-8

044-287-5688

溝ノ口カレー

飲食店

川崎市高津区久本3-1-5ミュージション溝の口1F

044-811-5553

Ｇｉｒａｓｏｌ

飲食店

川崎市中原区小杉御殿町2丁目４２

044-322-8889

牛王

飲食店

川崎市幸区南幸町2-40

044-556-3308

芝松

飲食店

川崎市高津区二子1-2-5

044-811-3696

飲食店

川崎市中原区上新城2-6-20 1階

044-948-9747

DINING

ターヴォラカルダ

ピッコリーノ

ベージュ

焼肉松葉
そば処

寿美吉

新丸子店

キッチン＆ワイン

コション

居酒屋

冬伯
一

麺匠

川崎仲見世通り店

藩次郎

居酒屋

藩次郎
桜

肉処ホルモン

へらへら
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焼肉

044-299-8988
西棟１階

冬伯

炭火焼肉遊苑
１０１亜衣フラット武蔵小杉１Ｆ

044-555-3350
044-549-0237

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

居酒屋さの

飲食店

川崎市川崎区小田1-2-20 -104号大成ビル

044-366-5598

飲み食い処ぽんきち

飲食店

川崎市高津区梶ケ谷2-15-17

044-856-1170

パクチリ

飲食店

川崎市幸区下平間213-9林ビル101

044-276-9190

北海寿し

飲食店

川崎市高津区二子1-1-22

044-812-6401

Kitchen Ume

飲食店

川崎市高津区二子４－２－５

044-322-9839

浪漫亭

元住吉

飲食店

川崎市中原区木月3-17-16アライビル2F

044-431-5253

升かね

神明町店

飲食店

川崎市幸区神明町1-4

044-533-0083

カフェリリオス

飲食店

川崎市麻生区万福寺2-1-22

044-281-5036

創作料理 月海 川崎店

飲食店

川崎市川崎区砂子１－１－１４ＪＴＢ川崎共同ビル

044-271-1038

ナルシス

飲食店

川崎市多摩区西生田4-12-18

TKBrewing直売所

飲食店

川崎市川崎区日進町３－４unicoA

いずる庵

飲食店

川崎市中原区北谷町5

レムシンデリ

飲食店

川崎市高津区二子4-1-2中興・３ビル１F

090-4011-3091

飲食店

川崎市高津区溝口1-1-15中興8ビルB1F

044-872-9654

飲食店

川崎市多摩区中野島3-14-6

044-932-8829

飲食店

川崎市中原区小杉町3-430-1千里ビルB1F

044-711-8999

ドトールコーヒーショップ中野島店

飲食店

川崎市多摩区中野島3-14-33

044-930-0071

やきとりサキヤ

飲食店

川崎市中原区井田中ノ町8-2和田ビル1F

044-797-2061

Bar Soul Machine

飲食店

川崎市川崎区東田町1-8大山ビル3階

044-387-7918

Teppan&French Grillpan Zen

飲食店

川崎市川崎区砂子2-11-25丸滝砂子ビル5階

044-222-7423

煮込みビストロReEn

飲食店

川崎市幸区中幸町3-32-4アネックスプラザ5F

044-542-8177

シフク

飲食店

川崎市中原区木月2-7-20原田ビル

044-872-7705

鯉寿司

飲食店

川崎市麻生区王禅寺西4-2-28

044-966-4740

とさかーな溝の口店

飲食店

川崎市高津区溝口2-7-18KTビーンズ1F

044-813-6080

ブッチャーズキッチン

飲食店

川崎市幸区下平間115山治ビル2F

044-555-0123

はなかんざし

飲食店

川崎市中原区今井上町4-27

044-711-0465

Tosaka-naDiningGOSSO武蔵小杉店

飲食店

川崎市中原区小杉町3-441山協商事ビル

044-733-3550

酒屋敷ごっそ溝の口店

飲食店

川崎市高津区溝口1-18-12アーベインビル1F

044-820-8440

川崎珍福林

飲食店

川崎市中原区北谷町8

044-548-0381

大衆割烹かっぱ

飲食店

川崎市中原区新城2-4-2伊藤ビル103

LANA Beer 溝の口店

飲食店

川崎市高津区溝口1-22-6ノーブル溝の口101

丼丸

飲食店

川崎市幸区南加瀬４丁目２７−１

044-588-7005
044-922-0100

焼肉

くろべこ

溝ノ口店

マリアツェル
A5山形牛焼肉

くろべこ

南加瀬店

カフェ

ル・グラン

武蔵小杉店

升かね

044-966-9338
090-2420-2583
044-533-2983

ミレニアーム1階

川崎珍福林

044-788-9984
9021401311

飲食店

川崎市多摩区登戸2977-1井出向ヶ丘ビル1階

雷音 溝の口店

飲食店

川崎市高津区溝口2-6-22

ラゾーナ川崎プラザ店

飲食店

川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ4F

アンコンディション

飲食店

川崎市宮前区小台1-6-11

044-862-8623

アルコイリス

飲食店

川崎市幸区中幸町3-32-4

044-451-4572

Trattoria BUBU

飲食店

川崎市高津区久地1-9-7ヴィーヴル高津101

044-712-5100

てんぷら天浜テンハマ

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-906-29

044-411-4159

升かね

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-786

044-411-3569

IL VENTO

飲食店

川崎市中原区小杉町3-20-2

Violette

飲食店

川崎市川崎区中島2-12-4
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044-812-0298
42403区画

044-874-8673

044-722-6648
090-6514-6387

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
いろは

業種・業態

住所

電話番号

飲食店

川崎市川崎区駅前本町15-5 B1F十五番館ビル

044-233-9595

KITCHEN ICHIROU

飲食店

川崎市中原区小杉町3-432リブ小杉ビル3F

044-711-6699

居酒屋

飲食店

川崎市中原区下小田中1-6-20

044-755-0944

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-3-8

044-853-0002

飲食店

川崎市幸区下平間48

みやだい倶楽部

飲食店

川崎市川崎区砂子１－８－８万年ビル４階

日本料理

飲食店

川崎市多摩区登戸3506

トラットリアギヘイ

飲食店

川崎市中原区新城3-13-1吉田ビル1Ｆ

044-755-2647

そば処

飲食店

川崎市麻生区上麻生7-11-16

044-988-8331

カルビの王国

飲食店

川崎市高津区久地1－19－8ガーデンパレス華

永順楼

飲食店

川崎市川崎区渡田3-18-18国本ビル1F

手打たけうち

飲食店

川崎市幸区古市場2-103

044-201-7030

Music Bar Teen Spirits

飲食店

川崎市川崎区東田町４－１１アップルビル101

044-200-8969

有限会社仕出しそとやま

飲食店

川崎市中原区上小田中6-14-16

044-733-0403

七面鳥

飲食店

川崎市中原区新丸子町915

油や鹿鳴

飲食店

川崎市高津区諏訪1-4-3プラスキューブ二子新地駅前Ⅱ

割烹うぶかた

飲食店

川崎市川崎区東田町５ー５

044-211-5700

幸福飯店

飲食店

川崎市幸区小向西町3-56-1

044-511-8139

平間とんから

飲食店

川崎市中原区田尻町30

044-511-4586

しゃぶ禅川崎店

飲食店

川崎市川崎区日進町1川崎日航ホテル5F

044-245-9700

龍華飯店

飲食店

川崎市宮前区神木本町5-1-12フルール三神2番館

044-853-6308

くいものや菜

飲食店

川崎市中原区新丸子町６４９

044-711-1155

井魚家いむら

飲食店

川崎市幸区中幸町4-26-1-102

044-511-7886

炭火焼肉

飲食店

川崎市川崎区小川町5-17

044-222-4759

飲食店

川崎市川崎区桜本1-1-13

044-277-9132

飲食店

川崎市宮前区犬蔵2-17-19村光ビル1F

044-977-1220

tabitali cafe

飲食店

川崎市多摩区登戸2583-12-2piccola casa 1F

044-819-8294

NINE元住吉店

飲食店

川崎市中原区木月1-32-11

044-767-7129

居酒屋

飲食店

川崎市川崎区観音1-14-2

044-276-1606

しゃぶしゃぶ温野菜溝の口店

飲食店

川崎市高津区溝口1-12-10ウエストキャニオンビル1F

044-812-1166

熟成牛タンしげ吉

飲食店

川崎市川崎区小川町17-10

044-589-8131

ポポラマーマイトーヨーカドー川崎店

飲食店

川崎市川崎区小田栄2-2-1イトーヨーカドー3階

044-333-9944

居酒屋・手打ちそば処わかみや

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-15-3

044-952-5550

すし処

飲食店

川崎市多摩区登戸1739-6ワイズフラット101

呑み食い処まるひげ

飲食店

川崎市多摩区堰3-11-16MKビル202

洋酒と欧風料理

武くん

NewYorkCoffee
kirakira親子カフェ

幸盛HOUSE

柏屋

大将軍

桜苑
呑喰道楽

慎

多つ美

稲垣
TENZO

NewYorkCoffee

044-276-6526
RIVERSIDE POINT 2F日本料理

044-211-2941
柏屋

044-911-3191

044-811-0500
090-6490-7137

044-711-8689
080-4363-2467

044-900-7003
090-2335-4242

飲食店

川崎市高津区諏訪1-4-1-B1FEasel

Bar 縁

飲食店

川崎市川崎区東田町9-2イースト9ビル

居酒屋心ちゃん

飲食店

川崎市川崎区池上新町2-4-13

PICCOLO ITALY tucca

飲食店

川崎市多摩区中野島６－２１－３７

070-5021-0589

インド料理

飲食店

川崎市宮前区野川台1-26-1露木ビル

044-798-8345

千とせ

飲食店

川崎市高津区千年新町7-13

044-751-5549

yoffe +

飲食店

川崎市高津区梶ケ谷5-6-6榎田ビル101

044-877-2104

JAIPUR ジャイプール
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044-811-7166
1F

044-223-7056

アコッルマンション

090-8500-2053

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

中華料理 鶴軒

飲食店

川崎市高津区梶が谷2-3-14-1階

044-948-9646

七厘亭

飲食店

川崎市麻生区高石3-9-1大塚ハイツ

044-954-2339

ドイツ料理 カッツロイファー

飲食店

川崎市高津区久本2-8-1フィオーレの森3号館2階

044-872-9008

のみくい処

飲食店

川崎市宮前区小台2-7-19-106ニューラポール

044-855-4127

我家

飲食店

川崎市宮前区宮崎3-13-36

044-860-2989

ぼっけもん

飲食店

川崎市中原区新丸子東2-907コーポ四季C

044-789-8856

錦寿司

飲食店

川崎市麻生区片平5-5-12

044-988-0113

メイブライト

飲食店

川崎市麻生区五力田2-8-3ファーストテー

044-989-6569

中華にぃしょうわぁしょう京急川崎駅前店

飲食店

川崎市川崎区東田町8パレール川崎ブルー館116

044-589-6862

養老乃瀧栗平店

飲食店

川崎市麻生区白鳥3-5-1シャンテ201号

044-987-3338

レストラン

飲食店

川崎市多摩区東生田1-14-1グラン向ヶ丘遊園101

044-933-6697

居酒屋はっちゃん

飲食店

川崎市中原区北谷町1-1

044-533-4945

串焼居酒屋源太

飲食店

川崎市中原区宮内1-13-25

044-798-5565

ブラッスリーほっぺ

飲食店

川崎市幸区鹿島田1-18-3土谷ビル２F

044-533-5090

清しげ

飲食店

川崎市幸区北加瀬2-10-20

044-588-7436

味源本店

飲食店

川崎市幸区南幸町2-74

飲食店

川崎市多摩区菅北浦３－６－２９プランドール1階

スパイスカレー6時間

飲食店

川崎市幸区大宮町１３１０ミューザ川崎１階ー１３７

044-280-7250

みずさわ珈琲店

飲食店

川崎市高津区二子5-11-23

044-812-1475

麺菜家

飲食店

川崎市多摩区生田7-12-9吉田ビル

044-933-3151

とんかつ武蔵かつむさし

飲食店

川崎市中原区上小田中６－２１－６エフビル２Ｆ

044-744-4196

鉄板焼きなな〇もんじゃ

飲食店

川崎市多摩区登戸新町31-4

044-223-8347

44874

飲食店

川崎市中原区新丸子町新丸子町717ロイヤルマンション106

044-281-6912

ヒッコリーファーム登戸店

飲食店

川崎市多摩区登戸3253

044-900-1727

すし処勘九郎

飲食店

川崎市川崎区砂子二丁目5番22号高木ビル

044-223-3941

炭火串焼千恵庵

飲食店

川崎市宮前区馬絹5-6-12若葉壮

飲食店

川崎市多摩区西生田1-14-2

福門飯店

飲食店

川崎市幸区中幸町4-51-6

長城

飲食店

川崎市幸区中幸町4-50-1

kitchen ソラトミドリ

飲食店

川崎市宮前区馬絹4-21-30

070-1469-8840

カフェイズミ

飲食店

川崎市高津区下作延3-20-5

044-852-3034

呑み食い処

飲食店

川崎市宮前区小台1-19-5東急鷺沼ドエルB1

044-877-8887

Festa Piazza

飲食店

川崎市宮前区潮見台8-8アクトビル1F

044-975-4838

居酒屋徳山

飲食店

川崎市中原区新城4-3-1

牛角向ヶ丘遊園店

飲食店

川崎市多摩区登戸2138第1稲田ビル

ベルソリーゾ

飲食店

川崎市麻生区上麻生5-38-18

鯉寿司

飲食店

川崎市宮前区鷺沼4ー2ー3

044-854-6511

月島てっぱん

飲食店

川崎市多摩区登戸1831-1 2階AMZAビル

044-281-0655

牛角新百合ヶ丘店

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-17-1小田急アコルデ北館２F

044-969-2229

牛角鷺沼店

飲食店

川崎市宮前区鷺沼3-1-27ヘロンビル1F

044-870-4929

焼肉大昌園川崎駅前店

飲食店

川崎市川崎区砂子2-9-2

044-223-7418

Las Bocas

飲食店

川崎市多摩区西生田4-3-29マイタウン西生田201

044-953-5888

焼肉

海賊船

ラベンナ

天然勝手流台所

上々

尾いけ生田店

不思議なかき氷

川崎読売ランド駅前店

一気

鷺沼店
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044-541-2911
090-2636-9518

044-855-0470
050-6879-7453
044-511-5438
044-544-4596

044-798-0606
２F

広東ビル1F

044-930-5829
044-986-6368

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

居酒屋やまお

飲食店

川崎市川崎区砂子1-1-14B1F

044-245-4889

アジア料理JASMINE

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-1クロスアベニュー新百合B1

044-953-0995

燻製麺

飲食店

川崎市麻生区百合丘1-23-4-101

Spicy India

飲食店

川崎市宮前区土橋6-10-7鈴木ビル1F

070-5555-0786

キッチン照

飲食店

川崎市幸区下平間48-23

080-5406-3050

宮前村の台所せいや

飲食店

川崎市宮前区小台2-7-19-107

044-855-3322

喫茶じん

飲食店

川崎市幸区南幸町２丁目１番地

044-511-0267

飲食店

川崎市多摩区宿河原3-5-52

飲食店

川崎市中原区上小田中5-3-10

鉄板焼katakago

飲食店

川崎市川崎区小川町13-20高木ビル16 5階

044-589-3608

Ｈacci

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-3東亜新百合ヶ丘ビル105

044-455-4042

手打ちうどん笹子

飲食店

川崎市麻生区万福寺3-1-10ディアコート新百合山手1F

044-966-1006

肉と飯

飲食店

川崎市中原区上新城2-10-15

044-863-9429

揚げもの屋まるきゅう

飲食店

川崎市宮前区宮崎2-3-1ハッピーマンション1F

044-855-1615

焼肉

飲食店

川崎市川崎区大島5-12-3モンターニュ大島

044-222-5662

@chaya

飲食店

川崎市中原区新城1-11-11サンマートビル

044-863-8857

Beer＆BBQ KIMURAYA 京急川崎

飲食店

川崎市川崎区砂子1-3-7ニューハトヤビル4F

044-211-4441

どんぶり屋まぐろ大将

飲食店

川崎市幸区下平間205

044-567-6079

リストランテ

飲食店

川崎市麻生区上麻生1-11-1昭和音楽大学内

044-955-0948

ワイン食堂VINSENT鷺沼店

飲食店

川崎市宮前区鷺沼1-11-18TMビル１F

044-871-7729

和キッチンつかさ

飲食店

川崎市多摩区登戸1831-1キャロットメゾンks

044-281-4503

中国料理博味菜館

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-983TYMビル1F

044-411-8666

1scene

飲食店

川崎市中原区丸子通2-704FKハイム102

044-322-0730

昭月

飲食店

川崎市中原区下沼部1761

044-422-5408

明

飲食店

川崎市川崎区桜本1-1-4-103

044-266-8384

芳寿

飲食店

川崎市宮前区南野川2丁目58-2-6青木マンション101

044-798-7213

まるだい

飲食店

川崎市川崎区砂子1-4-9

044-222-3453

モスバーガー平間店

飲食店

川崎市中原区上平間1955小島ビル

麺屋おはな

飲食店

川崎市中原区宮内4-32-5

044-751-3373

のみ処あん

飲食店

川崎市高津区久本1-8-5

044-982-0096

洋風居酒屋杏璃

飲食店

川崎市多摩区西生田4-1-1マツモトビル

044-965-0991

とんかつ稲

飲食店

川崎市宮前区鷺沼1-11-1

044-854-3362

飲食店

川崎市川崎区東田町3-14-1階世良ビル

044-589-4129

やきの屋

飲食店

川崎市中原区宮内1-22-13

044-573-6656

レストランみやまえ

飲食店

川崎市宮前区宮前平２丁目２０－５

044-856-3223

中華料理 福苑

飲食店

川崎市麻生区王禅寺西5-3-5エスポワール王禅寺102

044-322-8108

ukyo

飲食店

川崎市中原区新丸子東1-833-2エスタシオンエステ102

044-863-8966

レストランルコネッサンス

飲食店

川崎市高津区千年新町7-2サンホワイト新城1階

044-789-8196

エルポヨ

飲食店

川崎市中原区木月1-27-18ローズガーデンスズキ

044-435-8899

Pasto sotterraneo e pianoforte Hestia

飲食店

川崎市麻生区万福寺1-12-1 B1クロスアベニュー新百合

044-386-2221

うどん居酒屋どんた

飲食店

川崎市宮前区平3-10-10うどん居酒屋どんた

044-948-9870

季節料理なみき別亭

飲食店

川崎市川崎区東田町5-5伊東ビル2F

044-233-1525

燻

ブリッジ

カフェ

酒とタイ料理

ぶー村

酒彩蕎麦楽
鰻割烹

焼肉

サワディ兄弟

イルカンピエッロ

鷺沼店

乃助
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044-712-5547

ブレス宿河原1F

044-543-8803
090-6943-1703

ロイヤルプラザ103

1階

044-541-0365

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
手打ちそば

業種・業態

住所

電話番号

飲食店

川崎市多摩区登戸1917-1Ｋ+

044-911-2205

BIGFOOT

飲食店

川崎市中原区下小田中1-31-17サンリーブス武蔵中原１Ｆ

044-766-9663

一番喜龍

飲食店

川崎市中原区小杉町3-600

飲食店

川崎市中原区上平間1402-191

藪伊豆

飲食店

川崎市川崎区宮本町6-2

CACTUS BURRITO

飲食店

川崎市高津区千年1045-2

090-4853-8387

カフェバーmasa2sets 登戸店

飲食店

川崎市多摩区登戸2583-4 登戸グランブロス 301

080-5533-7109

カフェバーmasa2sets 読売ランド店

飲食店

川崎市多摩区西生田3-9-22 B1

044-455-6610

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中原区元住吉店

飲食店

川崎市中原区木月2-2-31中野ビル1Ｆ

044-430-5850

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ武蔵中原駅前店

飲食店

川崎市中原区上小田中6-19-10しらいビル1Ｆ

044-741-1201

カレーハウスCoCo壱番屋

飲食店

川崎市幸区下平間１４４嶋﨑ビル1階

044-540-3551

合同会社響氣

飲食店

川崎市中原区木月2－3－35

044-433-2880

株式会社ナチュラ

飲食店

川崎市中原区新丸子町738-1小泉ビル2階

044-455-4534

く味乃や

飲食店

川崎市多摩区中野島3－16－14アビス1F

044-934-9308

やきとり焼辰

飲食店

川崎市中原区小杉町3-430伊藤ビル1F

044-733-3289

株式会社満福

飲食店

川崎市川崎区東門前3-1-2

044-277-9336

生活雑貨mypleasure

雑貨店

川崎市幸区下平間131内藤金物ビル

044-511-6311

セルビノ

雑貨店

川崎市麻生区上麻生2-17-1

ハンドクラフトショップ楓杏

雑貨店

川崎市多摩区菅2-2-1コンフォールK

SKLO

雑貨店

川崎市高津区溝口5-12-3

044-281-0366

aromashop溝の口

雑貨店

川崎市高津区下作延2丁目5－43アールエイビル１階

044-863-6890

Pepe Noel

雑貨店

川崎市多摩区中野島6丁目27-5大和フラット103

コミュニティスペースみんなの森

雑貨店

川崎市高津区上作延146-19関本屋ビル1A

雑貨店

川崎市宮前区小台2-4-5-201

中華料理

登喜和屋

大連

岩渕

JR鹿島田駅前店

友久

株式会社ビタロマン

一番喜龍

044-722-4680
050-1188-4905

明治安田生命ビルB1

044-244-9175

044-951-4568
1F

044-944-7502

044-819-7208
090-8949-5545
044-854-1880

マルミ川崎店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区小田4-32-6

ポディア武蔵小杉店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区新丸子東１－７８９キャメリーコート

アルモワール

衣料・身の回り品取扱店 川崎市宮前区鷺沼1-11-8

シーズンバンク

衣料・身の回り品取扱店 川崎市高津区溝口1-8-7

090-4548-2534

ひらまる

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区新城1-15-6ニュー角安ビル1F

090-8440-9662

いさみや呉服店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区小杉町3-15

学生服専門店

アルモワール

044-281-7446
044-888-9501

044-722-6200
044-822-2852

Bottega TraModa

衣料・身の回り品取扱店 川崎市宮前区宮崎665-2-B1

044-573-2281

トップスマルシマ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区菅2-9-1-105

mesaf magnifique

衣料・身の回り品取扱店 川崎市麻生区南黒川4-2ネスティングパーク黒川

富永屋(コンフォートシューズ専門店)

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区木月住吉町5-7細田マンション1階

044-789-5370

ヒステリックグラマーラゾーナ川崎店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ２階

044-874-8471

ふとんの富士屋

衣料・身の回り品取扱店 川崎市宮前区鷺沼3-1-25

044-866-0324

有限会社

衣料・身の回り品取扱店 川崎市高津区溝口1丁目7番5号

044-822-2845

やまだや

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区上小田中7-6-6

044-711-2246

オンベリール

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区新丸子町755スプリングス新丸子１F

044-711-9777

ゲスト

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区駅前本町26-2-3040

044-245-1708

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区登戸1830－2

044-934-9379

末広堂

アゼリア店

溝の口店

鷺沼ハイム1階

衣料・身の回り品取扱店 川崎市高津区溝口1-1-2溝口駅前ストアー

ロンド

いづみや

044-333-4561
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Bottega TraModa
靴のトップスマルシマ
R-11

044-945-6216
080-5478-5685

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

ミルキーウェイ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区大島3-34-8

hitelas

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区登戸2583-12-2

ふじや

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区菅2-3-5

044-944-2543

aoya bags

衣料・身の回り品取扱店 川崎市宮前区梶ケ谷1442

044-854-7301

東京ふとんカンパニー小杉店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区小杉町1-403武蔵小杉タワープレイス１階

044-711-0210

ジーンズショップらいと

衣料・身の回り品取扱店 川崎市幸区南加瀬4-15-16

044-588-1773

ワークショップタマイ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区丸子通1-660-3

044-411-1444

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区中野島6-25-35

044-933-0174

見沢屋

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区小川町16-17

044-233-8331

メンズショップ栄屋

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区登戸２０９１

044-911-2444

飯島屋靴店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市幸区中幸町4-15-3

044-555-4192

ワキタ洋品店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区桜本1-8-13

044-266-7211

しみずや

衣料・身の回り品取扱店 川崎市麻生区虹ケ丘1-5-6

044-988-4534

モリヤ洋品店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区京町1-11-14

044-333-3719

ブティックリサ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市中原区新城１－２－１８小川有馬ビル1階

044-755-5509

（株）宮地ふとん店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区小田4-6-10

044-322-5001

愛知ふとん店

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区砂子1-1-6

044-211-2251

株式会社半ざむ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市多摩区登戸1890

044-922-8036

ファッション寝装キムラ

衣料・身の回り品取扱店 川崎市川崎区江川2-18-11

044-288-0506

ファッションハウスパッシー

中野島店

044-288-5002
piccola casa 2F hitelas

044-819-8301

サトウサイクル

自転車販売

川崎市幸区南加瀬3-31-23

044-588-3229

overwheel

自転車販売

川崎市麻生区高石3-32-19

044-969-7113

セオサイクル元住吉

自転車販売

川崎市中原区井田中ノ町33-3コーラルハイツ

044-789-8963

ベックスイソヤ川崎

自転車販売

川崎市川崎区元木1-3-14

044-222-3393

タナベ輪業

自転車販売

川崎市中原区上小田中6-23-3

044-722-5275

山崎サイクル

自転車販売

川崎市幸区南加瀬1-8-1

044-599-0321

たかはし輪業

自転車販売

川崎市多摩区南生田４－１２－２

044-976-2441

セオサイクル川崎西口店

自転車販売

川崎市幸区中幸町4-14-1-101幸林ビル

044-223-7674

セオサイクル川崎店

自転車販売

川崎市川崎区中島2-1-19-102ラウレス川崎

044-223-1517

Cycle Shop 村木商会

自転車販売

川崎市宮前区馬絹2-6-9

044-866-3277

セオサイクル武蔵小杉店

自転車販売

川崎市中原区今井上町2-10ハイツコミヤ1F

044-738-0634

スポーツ自転車専門店バイクルームシン

自転車販売

川崎市高津区二子1-10-13木村ビル1F

044-814-2933

有限会社

自転車販売

川崎市中原区上小田中3-23-19

044-766-4823

斉藤自転車店

自転車販売

川崎市川崎区鋼管通1-18-1

044-322-3975

サイクルショップナカハラ

自転車販売

川崎市中原区上小田中6-16-8

044-733-5088

サイクルショップ

自転車販売

川崎市中原区下小田中6丁目1番４号

044-777-5775

のもとサイクル

自転車販売

川崎市川崎区大島3-18-2

044-288-1871

サイクランドカゴヤ

自転車販売

川崎市川崎区藤崎4丁目17-19

044-233-6213

有限会社

自転車販売

川崎市宮前区野川本町3-27-19

044-766-9072

らくりん館生田店

自転車販売

川崎市多摩区生田７－７－２

044-322-8500

スロープショット！

自転車販売

川崎市高津区北見方1-16-38プルメリア1F

044-811-3935

トコイオート

自転車販売

川崎市川崎区小田５－６－５

044-333-8745

ウスイ輪業

自転車販売

川崎市川崎区四谷上町15-2

044-266-7480

染谷輪業

野川輪業

ゴトウ
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登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

セオサイクル溝ノ口店

自転車販売

川崎市高津区久本1-7-3グランメール溝の口１階

044-870-3636

セオサイクル新城店

自転車販売

川崎市中原区新城1-16-12

044-777-4415

自転車販売

川崎市中原区新丸子町729-2ラフィネコート101号室

044-819-4507

たかはし輪業登戸店

自転車販売

川崎市多摩区登戸２２８スリーフラット１０２

044-933-3296

サイクランドナカザワ

自転車販売

川崎市幸区中幸町3-13

044-555-0732

サイクランドヤマダ

自転車販売

川崎市多摩区西生田２－１－４

044-272-3623

自転車アトリエ

自転車販売

川崎市多摩区菅6-5-19

044-946-0887

自転車屋POP

自転車販売

川崎市多摩区中野島2-7-1

044-911-4882

鍼灸なかむら

病院または医療機関等

川崎市幸区南幸町1-46-11

044-742-2345

シティデンタルオフィス

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口3-7-1フロントビル3F

044-455-7744

ファースト歯科クリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区中野島6-24-181Ｆ

044-930-0418

コアの木整骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区二子2-5-38シェルティー二子１Ｆ

ひまわり接骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区二子1-7-17リバーサイドマンション杉崎ＮＯ２

大塚眼科クリニック

病院または医療機関等

川崎市川崎区駅前本町12-1川崎駅前タワーリバーク７F

044-200-7773

Aquabodyほねつぎ

病院または医療機関等

川崎市中原区新丸子東1-833-4オーボワL'est 1階

044-948-9985

ＮＯＲＩ❜ｓ接骨院

病院または医療機関等

川崎市多摩区三田1-28-2ライブリー三田105

044-819-8059

よしだ鍼灸整骨院・整体院

病院または医療機関等

川崎市中原区上新城2-8-19矢島ビル105

044-797-0042

しょうたろう動物病院

病院または医療機関等

川崎市川崎区渡田東町19-5

044-366-1281

ひかり鍼灸整骨院

病院または医療機関等

川崎市宮前区宮崎１－１－１井口ビル２階

044-740-9677

鈴木歯科医院

病院または医療機関等

川崎市多摩区西生田１－８－１－２０１藤和よみうりランド前コープ

OWVAS Conditioning Design

病院または医療機関等

川崎市高津区千年930-4ミレナリオS201

わたりだ動物病院

病院または医療機関等

川崎市川崎区渡田１－２－１５

044-333-3949

中野島診療所

病院または医療機関等

川崎市多摩区中野島4丁目９番１号

044-911-2488

LIFE STYLE ORAL HEALTH WHITE FAMILY

病院または医療機関等

川崎市麻生区上麻生1-15-12和田文ビル102号

044-966-0800

塚越本通り整骨院

病院または医療機関等

川崎市幸区塚越1-130

044-271-8725

藤波歯科クリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸1845シェモアビル1F

中村クリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区生田6-6-5

しおざわ治療院

病院または医療機関等

川崎市麻生区千代ケ丘4-21-143

クロキ形成外科クリニック

病院または医療機関等

川崎市麻生区上麻生1-9-10クロキ形成外科クリニック

044-955-0626

アリス整体接骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区新城3-2-11黒川ビル1F

044-982-0775

小林クリニック

病院または医療機関等

川崎市幸区南幸町２-８０

まんまる整体院

病院または医療機関等

川崎市高津区千年新町19-3

深谷はり灸接骨院

病院または医療機関等

川崎市幸区幸町4-37

044-533-5747

市電通りごうだクリニック

病院または医療機関等

川崎市川崎区田島町23-1

044-223-6300

サンタ歯科クリニック

病院または医療機関等

川崎市中原区新丸子町７３１－２

044-739-0648

はり灸 らくまる

病院または医療機関等

川崎市川崎区藤崎４丁目15-9

044-572-2722

阿保歯科医院

病院または医療機関等

川崎市川崎区東門前1-14-4

2階

044-277-6030

ゴスペル鍼療院

病院または医療機関等

川崎市川崎区鋼管通３－１１－３

044-366-2589

南生田接骨院

病院または医療機関等

川崎市多摩区南生田3-3-1

044-712-0040

なないろこどもとアレルギーのクリニック

病院または医療機関等

川崎市宮前区有馬5-17-21

わちゅう堂鍼灸治療院

病院または医療機関等

川崎市中原区下沼部1772-5

さくら鍼灸整骨院

病院または医療機関等

川崎市川崎区大師本町9-11

バイシクルショップ

ピノ

フルーブ

宮崎台

整体院

18 / 42 ページ

カーサピノ１階
しおざわ治療院

044-819-4571
ひまわり接骨院

044-299-9707

044-966-7188
090-4134-8672

044-281-7164
044-966-8711
090-4820-1189

044-555-7068
ラフォーレ参番館

090-3504-0109

044-855-7337
わちゅう堂鍼灸治療院

044-863-6625
044-280-1489

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

新川崎店

病院または医療機関等

川崎市幸区北加瀬2-11-1コトニアガーデン新川崎W-3-2

044-223-6632

鹿島田店

病院または医療機関等

川崎市幸区下平間130

044-589-8269

リカバリー鍼灸接骨院

病院または医療機関等

川崎市多摩区宿河原２－３１－３誠和ビル１０２

044-712-3765

鍼灸接骨院パーフェクトコンディショニング

病院または医療機関等

川崎市中原区今井南町19-44小杉パインハイツ１階

044-281-3733

まつやま歯科医院

病院または医療機関等

川崎市中原区宮内4-22-11

044-777-3110

にかもと歯科医院

病院または医療機関等

川崎市中原区宮内１-８-３ハウズクリニック

044-755-1456

吉江歯科医院

病院または医療機関等

川崎市高津区新作6-16-3

044-877-3231

きづきペット診療室

病院または医療機関等

川崎市中原区木月3-59-11F

ソフトニング母乳ケア助産院

病院または医療機関等

川崎市中原区新丸子東2-888-1アルステージ新丸子101

ロコモ溝の口治療院

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口2-7-24-401SAKUMAビル

ひるまデンタルクリニック

病院または医療機関等

川崎市川崎区南町18-18

風助産院

病院または医療機関等

川崎市多摩区枡形6-18-2-203ヴェルビュ向ヶ丘遊園

たま耳鼻咽喉科

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸1842M'score1F

EIR接骨院

病院または医療機関等

川崎市宮前区犬蔵2-6-20サンウィングたまプラーザ

ひらやま耳鼻咽喉科クリニック

病院または医療機関等

川崎市麻生区万福寺6-7-2-2階メディカルモリノビル

044-955-3349

はり・灸・マッサージ元気堂

病院または医療機関等

川崎市幸区下平間１１１－２０成川ビル２F

044-541-0341

門前外科医院

病院または医療機関等

川崎市川崎区東門前１－１４－４

044-266-8029

内田動物病院

病院または医療機関等

川崎市宮前区初山2-1-11

044-979-1121

かんのんちょう鍼灸・整骨院

病院または医療機関等

川崎市川崎区観音１－１９－５

044-276-9185

新百合ヶ丘南歯科

病院または医療機関等

川崎市麻生区上麻生1-3-5ドレイク202

044-322-8037

みやざきだい壽整骨院

病院または医療機関等

川崎市宮前区宮崎2-2-1

はちどり母子相談室

病院または医療機関等

川崎市幸区新塚越

田中小児科医院

病院または医療機関等

川崎市幸区塚越2-217

ぽかぽか母乳育児相談室

病院または医療機関等

川崎市中原区木月2-3-35住吉名店センター

M.A.K.鍼灸整骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区下新城3-15-8

044-752-0013

林歯科医院

病院または医療機関等

川崎市中原区下沼部1749

044-422-3303

木村耳鼻咽喉科

病院または医療機関等

川崎市多摩区中野島６丁目２６－１フジヨシハイム２F

044-934-1703

いなだ助産院

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅稲田堤3-4-1

044-945-5560

五十嵐レディースクリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区南生田4-6-6南生田医療モール1F

044-948-9100

ブルースカイ整骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区梶ケ谷2-8-1フルーブ梶が谷C号

044-866-6276

鹿島田薬局

病院または医療機関等

川崎市幸区下平間131鹿島田ビル101

044-522-6811

さくらバース

病院または医療機関等

川崎市中原区今井南町30-9

044-739-3158

いこいの森接骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口１－２１－６モチダビル１階

044-819-7878

さつき台薬局

病院または医療機関等

川崎市麻生区五力田２－２－１メイヒルズ１０１

044-986-9876

宮前お産宿えん助産院

病院または医療機関等

川崎市宮前区西野川1-1-44

044-589-7133

むさこ鍼灸接骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区今井南町28-2ロイヤルハイツ1F

044-711-2718

アシスト接骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区北谷町56番地第三沼田壮1階

044-280-6801

むとう小児科クリニック

病院または医療機関等

川崎市宮前区土橋3-2-17

044-855-1543

西デンタルクリニック

病院または医療機関等

川崎市幸区小倉1-1パークシティ新川崎クリニック棟215

044-555-5333

久保歯科医院

病院または医療機関等

川崎市川崎区小田2-17-30

044-344-2698

かいせい鍼灸治療室

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口1-19-11-607

044-829-2300

もとか鍼灸治療院

病院または医療機関等

川崎市麻生区上麻生1-10-5-104

044-952-1189
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コスモ鹿島田ビル501

044-750-9213
ソフトニング母乳ケア助産院

044-567-7822
044-385-2483
044-222-4340
090-6032-5413
044-930-3387

１階

1階

044-863-6517

044-877-6161
090-3209-9619
044-511-1818
503号室

080-1147-6441

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Body care HAReRU

病院または医療機関等

川崎市中原区新城3-17-3松本ビル1F

きしろ心理相談室

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸2710-6第二ネスト向ヶ丘102

南河原治療院

病院または医療機関等

川崎市幸区中幸町4-12竹村ビル2階

044-533-1904

はるな接骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区新作6-1-4松岡コーポB号室

044-982-0172

ひらばやし整骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区新城3-2-5-101グラティチュード武蔵新城

044-982-1776

さとうはりきゅう治療院

病院または医療機関等

川崎市中原区今井南町２１－３２

044-711-6264

はわゆう整骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区末長2-11-12

044-272-9960

中原こどもクリニック

病院または医療機関等

川崎市中原区下小田中1-1-6ミル・プランタン3e

044-753-1172

保田歯科醫院

病院または医療機関等

川崎市多摩区生田6-5-31階

044-955-9070

さいじょう鍼灸院

病院または医療機関等

川崎市宮前区鷺沼1-11-6鷺沼第一ビル506

044-861-9133

井田名倉堂

病院または医療機関等

川崎市中原区井田中ノ町6-27

044-766-0850

のぼりとキッズクリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸2565-1イル・マーレ3階

044-922-5591

春風堂治療院

病院または医療機関等

川崎市中原区下小田中1-2-20

044-789-5117

holoholo接骨院

病院または医療機関等

川崎市宮前区小台2丁目19-19サンシティ鷺沼102

ベル皮膚科

病院または医療機関等

川崎市中原区新丸子東1-770-1ライオンズマンション

揉屋

病院または医療機関等

川崎市川崎区砂子2-5-7山鉄ビル302

044-246-1337

カイロプラクティックライトチョイス

病院または医療機関等

川崎市高津区新作5-25-7ヴィラエイール101

044-789-9403

高柴歯科

病院または医療機関等

川崎市川崎区渡田1-1-2リビエール石川203

まりも母乳育児相談室(出張専門)

病院または医療機関等

川崎市宮前区土橋4-9-14-104

健康堂整骨院

栗山接骨院

元住吉駅前院

044-750-0704
090-2226-1072

044-982-0106
104

044-435-0112

044-366-5500
090-3803-6386

病院または医療機関等

川崎市中原区木月2-3-363F

つだやま動物病院

病院または医療機関等

川崎市高津区久地４－２４－３７サンライズ８８久地

044-814-1249

介護タクシーはたらき蜂88

病院または医療機関等

川崎市高津区子母口701-2

044-281-9468

ノクティプラザあすなろ眼科

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口１－４－１ノクティプラザ２

ブナの森動物病院

病院または医療機関等

川崎市幸区南加瀬3-9-28

044-280-7875

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅４－３－３２ベルヴィル2階

044-949-1182

向河原整骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区下沼部1747

044-433-1166

滋養庵はり・きゅう院

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸新町３２２－4

仁愛会歯科

病院または医療機関等

川崎市中原区小杉町1-403武蔵小杉タワープレイス

044-738-4618

医療法人慈愛会大久保歯科医院

病院または医療機関等

川崎市高津区久地4-24-30グリーンスクウェア2F

044-814-4618

ことぶきクリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅仙谷

4-1-5

044-95-25037

シリウス犬猫病院

病院または医療機関等

川崎市中原区木月2ー10ー6

044-789-9030

かきお駅前さいとうクリニック

病院または医療機関等

川崎市麻生区上麻生６-39-35-１F

044-455-7079

すこやか治療院

病院または医療機関等

川崎市中原区北谷町5金陽堂ビル

044-541-4668

てあて治療院

病院または医療機関等

川崎市高津区溝口3-3-2田園ハイツ１階

044-814-0340

英気治療院

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸2075-2コスモスパジオ向ヶ丘遊園502

044-712-4976

なかむらこどもクリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸2428ノボリトゲートビルディング４０１

044-935-5001

小林歯科医院

病院または医療機関等

川崎市中原区木月2-8-5MKビル

044-411-3260

ハルどうぶつ病院

病院または医療機関等

川崎市麻生区高石3−13−8

鍼灸サロンセラヴィ

病院または医療機関等

川崎市多摩区中野島６－１０

病院または医療機関等

川崎市宮前区水沢２－３－１１

044-977-8829

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅2-2-35ルミエール安田1F

044-543-8215

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅馬場2-29-9

044-944-2555

ヤガサキ歯科医院

京王稲田堤駅前

武蔵小杉クリニック

村山動物病院
医療法人し社団孝親会
ぬまた動物病院

しどファミリー歯科稲田堤駅前
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044-422-3344
アメニティハイム101
B１F

滋養庵はり・きゅう院

044-328-5076

044-930-0184

044-966-5157
070-4281-6084

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

あい歯科クリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸2684-22F

044-911-0648

あきら鍼灸整骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区木月2-14-10モリタヤビル105

044-271-7407

みつデンタルクリニック

病院または医療機関等

川崎市川崎区田町2-1-1

044-280-3748

木村歯科

病院または医療機関等

川崎市川崎区藤崎3-9-2

044-266-1919

病院または医療機関等

川崎市中原区田尻町58-1オハナビル1F

044-201-4854

井田歯科医院

病院または医療機関等

川崎市川崎区砂子1-7-3

044-222-5250

山本内科クリニック

病院または医療機関等

川崎市宮前区白幡台1-9-10

044-977-7688

ヒロ整骨院

病院または医療機関等

川崎市中原区新城5-7-16ステージワイズ1F

044-797-4706

H-Style(エイチスタイル)鍼灸整骨院

病院または医療機関等

川崎市高津区千年新町1-12グレイスヒルズ1F-2

044-750-0039

おおかめ歯科クリニック

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅1-2-31

044-946-3470

しろくま鍼灸院

病院または医療機関等

川崎市多摩区登戸3292番地メゾンドピアル106

044-935-0309

金龍堂薬局株式会社

病院または医療機関等

川崎市多摩区菅1-2-31プラザクリエイト101

044-946-3993

よつば歯科

病院または医療機関等

川崎市高津区下作延2-7-24カーサマデラ1階

044-948-8647

鍼灸

病院または医療機関等

川崎市幸区古市場2-111

044-200-4647

宮前つばさクリニック

病院または医療機関等

川崎市宮前区宮崎6-9-5東急宮前平ショッピングパーク２F

044-871-5011

港町つばさクリニック

病院または医療機関等

川崎市川崎区港町5-2リヴァリエB棟104号

044-211-8866

栗木台鍼灸接骨院

病院または医療機関等

川崎市麻生区栗木台2-2-11

044-819-5440

骨盤スタイル整体院武蔵新城院

病院または医療機関等

川崎市中原区新城アイビーテラスビル1F

高木訪問鍼灸院

病院または医療機関等

川崎市幸区河原町1番地河原町団地

きたざわファミリー歯科

平間駅前

メディカルボディケアそらいろ

プラザクリエイト202-A

044-948-5569
090-2257-8162

ビューティサロン安岡順子の店

理容・美容店

川崎市川崎区砂子２－６－１３武藤ビル２階

美容室ベラファンテ

理容・美容店

川崎市川崎区貝塚1-9-2第三川岸ビル1階

エステティックサロンMeetite

理容・美容店

川崎市宮前区鷺沼1-11-6-405

eyelash & eyebrow studio Leanalu 川﨑店

理容・美容店

川崎市川崎区砂子1-8-4アサヒヤビル3階

OCTOBER SUKUGAWARA

理容・美容店

川崎市多摩区宿河原3-11-18野村ビル1F

インディバサロンC

理容・美容店

川崎市宮前区土橋1-21-14

ヘアーサロンよしはま

理容・美容店

川崎市川崎区大島5丁目2番地9号

PICK UP

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町760-2

044-733-7008

Nalelu

理容・美容店

川崎市高津区末長1-51-13マルティ22ビル101

044-865-3644

Relaxation salon エンカント

理容・美容店

川崎市川崎区砂子2-8-1シャンボール川崎砂子907号室

044-366-7565

ヘアーサロンハヤシ

理容・美容店

川崎市川崎区元木1-7-1

044-222-8596

理容室くどう

理容・美容店

川崎市川崎区大島4-16-4-5

044-244-7681

ヘアーサロンいなだ

理容・美容店

川崎市多摩区菅馬場2-29-4

ネイルサロンアンドブルー

理容・美容店

川崎市中原区下小田中2-12-10-201

050-3590-0201

ANNAN

理容・美容店

川崎市川崎区砂子2-1-9宮田建材ビル

044-223-7596

JBhair

理容・美容店

川崎市中原区北谷町20岩村ビル2階

044-555-2915

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町715サンクレール

アイラッシュ＆エステティックarg新百合ヶ丘

理容・美容店

川崎市麻生区金程4-24-18-B

and hair dress

理容・美容店

川崎市高津区溝口２－１４－３MSビル1階

アイラッシュBeautyAKUA川崎

理容・美容店

川崎市川崎区砂子2-6-31砂子共同ビルB棟2階

ビューティーサロン

理容・美容店

川崎市多摩区登戸3278アネックス登戸305

080-3578-9360

美容室サライ

理容・美容店

川崎市多摩区宿河原4-26-3サライ宿河原1F

044-900-3454

はれのひ。

理容・美容店

川崎市高津区末長1-43-15KENプラザ梶ケ谷102

044-872-9353

ヘアーサロン

ナカジマ

クレッセントムーン
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コンフォート宮前平302号室

044-233-1930
044-589-7423
090-5501-6062
044-223-7652
044-819-4739
インディバサロンC

090-5443-5015
090-3041-6273

044-944-9891

044-733-4904
070-5012-1007
044-819-8662
044-280-9488

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

coto

理容・美容店

川崎市多摩区西生田1-14-6

044-819-6002

Hair Shop MASSH

理容・美容店

川崎市高津区溝口4-13-3

044-833-2641

レドゥ

理容・美容店

川崎市麻生区金程2-12-16

044-281-4363

SECIL高津店

理容・美容店

川崎市高津区二子4-8-3エストカルフール２-101

044-820-8786

CAN I DRESSY FORBELL

理容・美容店

川崎市多摩区登戸新町358エンゼルビル１Ｆ

044-922-4662

Le lien

理容・美容店

川崎市高津区溝口1-1-30溝の口ブロックス107

044-865-4723

HAIR GARAGE BEAT

理容・美容店

川崎市宮前区犬蔵1-8-17村野ビル 1階

044-789-5635

ネイルサロンK.PLUS

理容・美容店

川崎市中原区市ノ坪66-5ライオンズマンション武蔵小杉第二

044-711-8872

生田美容室Altoアルト

理容・美容店

川崎市多摩区生田6-6-3ヒルサイド66 1階

For You

理容・美容店

川崎市中原区上小田中6-29-9

わんわんサロン登戸

理容・美容店

川崎市多摩区登戸3402-1第三秋場ビル1階

044-819-7401

mieux

理容・美容店

川崎市宮前区小台1-11-8 1F

044-789-8241

シュミネーエベルジュバンス

理容・美容店

川崎市麻生区栗木台4-1-1

azzurro private salon

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町733-2丸子ビル102

メナードフェイシャルサロン ヴェルアンジュ

理容・美容店

川崎市多摩区宿河原3-6-2

044-932-5646

Prost

理容・美容店

川崎市中原区小杉町1-403-10サニーウェル小杉 211

044-577-2468

tu.luce

理容・美容店

川崎市幸区幸町2-679川辺ビル2階

044-555-5956

ジェイステージ

理容・美容店

川崎市幸区中幸町3-8-1ロックヒルズ10

ハノハノレインボー

理容・美容店

川崎市麻生区万福寺2-5-10

みんなの理容室

志田

044-543-9906
090-9107-7041

044-987-2116
070-1475-7332

701

044-511-5077
090-9249-8979

理容・美容店

川崎市川崎区昭和2-9-16

044-266-5462

川崎癒しの森

理容・美容店

川崎市川崎区砂子2-5-15ファミールワタナベ2F

044-246-6518

美容室Copain

理容・美容店

川崎市幸区小向町2－14

044-544-3939

hair happiness

理容・美容店

川崎市高津区上作延146

044-866-8260

ヘア

理容・美容店

川崎市中原区宮内4-7-1等々力グリーンビレッジ101

美容室リタ

理容・美容店

川崎市川崎区砂子2-5-7

POPPY eyelash&エイジングケア

理容・美容店

川崎市川崎区東田町3-19アービラ東田４０６

美容室FLORESTA

理容・美容店

川崎市麻生区上麻生6-39-36

044-988-4833

はっぴーとーく樹音

理容・美容店

川崎市高津区末長1-8-13

044-888-8739

ジュノン

理容・美容店

川崎市幸区戸手3-6-13

044-544-1043

ヘアルームプレシャス

理容・美容店

川崎市多摩区生田2-1-5スエヒロ-Ⅱ 1F

Chill

理容・美容店

川崎市多摩区西生田4-5-40ベル・コッレ

エスペランサ高津・溝の口

理容・美容店

川崎市高津区溝口3-1-57ウェルストーン1F

044-299-7300

セレンディピティ

理容・美容店

川崎市麻生区上麻生1-15-12新百合和田文ビル202

044-455-5587

キュアキュア

理容・美容店

川崎市川崎区日進町17-2-101スカイコート川崎第2

044-211-8988

ＩＣＨ・ＧＯ向ケ丘遊園店

理容・美容店

川崎市多摩区登戸2094-3

044-281-4315

Kimito Hairdesign&spa

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町769-2サンリュミエSEIKOH 2F

044-819-6006

新丸子美容室a Day

理容・美容店

川崎市中原区丸子通1-638-8グレイスワン101

044-431-8029

新理容空間FOREST

理容・美容店

川崎市多摩区登戸3232-1

044-932-6770

Cocoy

理容・美容店

川崎市宮前区土橋6-2-25-102

044-789-5687

新井理容店

理容・美容店

川崎市幸区下平間178

044-522-1755

MIMOSA nail

理容・美容店

川崎市中原区小杉町3-257-4第二山協ビル4-A

044-387-0760

アッシュヘアー

理容・美容店

川崎市宮前区南平台10-21ピュア前川101

044-977-1331

リーフ
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山鉄ビル1階

044-752-3248
044-201-9885
090-4757-2385

044-934-8581
102

044-455-7411

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Hairmake 美夢

理容・美容店

川崎市多摩区宿河原6-31-8

Le Diaman

理容・美容店

川崎市麻生区高石

ICH・GO武蔵新城店

理容・美容店

川崎市中原区上新城2-12-1西友4階

044-752-4911

CLiC武蔵新城店

理容・美容店

川崎市中原区新城1-2-20大平屋ビル1階

044-755-5030

CLiC武蔵小杉店

理容・美容店

川崎市中原区新丸子東2-924-6ガーデニア武蔵小杉1階

044-863-7844

カットハウス セピア

理容・美容店

川崎市多摩区南生田5-14-11

044-977-0399

ヘアーサロン

理容・美容店

川崎市川崎区旭町２－２２－１

044-244-6913

髪工房

理容・美容店

川崎市中原区上新城2-2-19

044-755-0242

美容室COMFORT

理容・美容店

川崎市多摩区中野島６－２１－３３

044-922-1173

Cherish

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町768-11-1Fグロワールエイコー

044-299-6330

Sou-i hair

理容・美容店

川崎市川崎区藤崎4-12-4

044-201-3839

marina hair

理容・美容店

川崎市中原区上丸子山王町2-1051-8

044-750-8988

サロンドエル美容室

理容・美容店

川崎市川崎区日進町11-7

044-211-6262

ヘアーサロンぼうず

理容・美容店

川崎市中原区下小田中6-1-5

044-766-5515

カットハウス８９７（YAGUCHI)

理容・美容店

川崎市多摩区中野島２丁目６－５

044-922-6658

HAIR MAKE bisco

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町731-2パールマンション１０１B

044-711-6686

美容室Ｄｉｎｏ

理容・美容店

川崎市多摩区菅3-13-30

044-945-9452

美容室アルコバレーノ

理容・美容店

川崎市宮前区宮前平1-4-152

バーバーショップセブン

理容・美容店

川崎市川崎区桜本2-14-5

ROCCO HAIRDESIGN

理容・美容店

川崎市中原区新城1011101

044-920-9791

B2-DASH!

理容・美容店

川崎市多摩区宿河原4-24-26

044-934-0633

コマポート

044-811-7557
070-2176-4212

青木ハイツ1F

044-948-9588
070-5070-3883

ヘアースタジオ

シモ

本店

理容・美容店

川崎市幸区東古市場88-1

044-522-7512

ヘアースタジオ

シモ

鷺沼店

理容・美容店

川崎市宮前区小台1-15-6

044-863-0509

クリニカルヘアーサロンさどとも

理容・美容店

川崎市川崎区小田５－２８－１６

アヤズバーバーショップ

理容・美容店

川崎市麻生区黒川24フォルテシムラ1階

Eyelash & Eyebrow S-salon

理容・美容店

川崎市高津区溝口2-6-9-302KTビーンズⅢ

070-4467-0399

ヘアカットクラブ

理容・美容店

川崎市幸区下平間111-22プリーズビル301

044-533-6984

エンデ美容室

理容・美容店

川崎市幸区下平間186-5

044-511-8904

バーバーアオヤギ

理容・美容店

川崎市川崎区中島２丁目７－３アオヤギビル

044-244-2096

HairMenteH2←O

理容・美容店

川崎市宮前区小台2-7-19ニューラポール宮前平103

044-854-8115

かっとすたじあむ

理容・美容店

川崎市宮前区宮崎3-13-32平野ハイツ102

044-861-9956

Barber's Shop まつもと

理容・美容店

川崎市多摩区登戸1883

044-911-4872

hair trees 武蔵小杉

理容・美容店

川崎市中原区新丸子東2-926石澤ビル

hair trees 溝の口

理容・美容店

川崎市高津区溝口2-10-5手塚ビル2F hair trees

044-819-6935

サロンドユリ

理容・美容店

川崎市多摩区南生田4-11-5シティリバービル

044-976-9763

理容・美容店

川崎市川崎区田町2-13-6

044-271-3638

カットショップヨシダ

理容・美容店

川崎市高津区千年新町7-1

044-777-6735

ヘアサロンCOOL

理容・美容店

川崎市幸区小向町11-3

044-511-9125

in the sea

理容・美容店

川崎市多摩区東生田1-14-2グランシャリオ向ヶ丘１F

044-900-2026

HairSalonOHARA

理容・美容店

川崎市多摩区三田1-1-21

044-922-0343

おうちサロン

理容・美容店

川崎市麻生区黒川1329-2-105クレディテラス壱番館

044-701-0935

理容・美容店

川崎市中原区木月1-24-20鈴木ビル1階

044-455-1165

ヘアーワーク

LebensFreude

オクデラ

グリーンブーケ
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ー
044-988-5932

hair trees

044-411-7277

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

バーバーナガシマ

理容・美容店

川崎市川崎区小田5-20-15

044-333-8698

美容室CUTE

理容・美容店

川崎市中原区木月1-29-10

044-411-7063

POLA THE BEAUTY溝の口店

理容・美容店

川崎市高津区久本2-1-9

044-860-5111

竹島第一理容館

理容・美容店

川崎市中原区下小田中2-8-11

044-777-4013

カットインジョリー

理容・美容店

川崎市多摩区中野島1-20-19

044-944-9864

美容室ぶらんしぇ

理容・美容店

川崎市多摩区登戸1893

044-934-3446

アトリエフィール

理容・美容店

川崎市麻生区高石4-15-22セキグチマンション1Ｆ

044-969-5025

hairsalon ease

理容・美容店

川崎市高津区東野川1-29-27

044-755-0878

美容室ファヴール

理容・美容店

川崎市麻生区上麻生4-9-1

044-954-7654

美容室シドクラブ

理容・美容店

川崎市高津区末長1-23-312F

044-865-6224

美容室グリーン

理容・美容店

川崎市麻生区百合丘1-1-19

044-281-4801

理容プランタン

理容・美容店

川崎市幸区河原町1-15-115

044-544-9670

ティーシースペース 元住吉店

理容・美容店

川崎市中原区木月1-26-18イサムビル1階

044-431-6988

Rambut urushido

理容・美容店

川崎市中原区宮内1-1-1

044-788-6404

Nail Y’ｓ

理容・美容店

川崎市幸区下平間134ドエル鹿島田一階

044-589-3155

シンカイ理容室

理容・美容店

川崎市川崎区渡田向町18-13

044-233-6801

coupe

理容・美容店

川崎市川崎区大島3-38-1

T.C.SPACE中原店

理容・美容店

川崎市中原区下小田中1-28-21

阿部理容室

理容・美容店

川崎市川崎区渡田新町３－５－４

044-333-8932

みどり美容室

理容・美容店

川崎市高津区梶ケ谷2-9-8

044-877-1177

理容・美容店

川崎市高津区梶ヶ谷2-9-8

044-866-9972

定額エステNEUEME

理容・美容店

川崎市高津区下作延2-5-43アールエービル203

044-789-5751

Riillu鷺沼店

理容・美容店

川崎市宮前区鷺沼3-1-35鷺沼ブルーネ301

044-572-6723

理容カネダ

理容・美容店

川崎市高津区二子６－２－６

044-822-9171

ヤスオカ美容院

理容・美容店

川崎市幸区中幸町3-12

044-522-7241

理容・美容店

川崎市多摩区登戸43-7

090-2768-4229

理容セリタ

理容・美容店

川崎市中原区井田三舞町１７－３４

044-777-5619

美容室ティートゥリースター

理容・美容店

川崎市多摩区長沢4-25-5-105

044-978-4478

Ｂ－Ｍａｒｋｅｔ

理容・美容店

川崎市高津区溝口3-1-5田中邸

044-455-5780

テンシーシー

理容・美容店

川崎市幸区南幸町1-42-8

044-556-5547

Fossetta

理容・美容店

川崎市川崎区渡田3-17-21-102大石ビル

044-333-8800

理容・美容店

川崎市宮前区神木本町２－４－７ー１０１

044-866-4306

Greatｘ＆drop

理容・美容店

川崎市高津区溝口2-26-6プロプリエテール三田101

044-812-5838

ヘアーメイク サンドリアン

理容・美容店

川崎市麻生区王禅寺東3-26-4B-8

044-954-9177

SUNS

理容・美容店

川崎市高津区溝口3-14-1田中屋ビル

おしゃれサロンカワイ

理容・美容店

川崎市中原区小杉町3-253-5

044-722-0986

Hair&design antileaf

理容・美容店

川崎市高津区下作延2-7-41コロナーデ溝口208

044-789-9347

ローズ美容室

理容・美容店

川崎市川崎区下並木20-1

044-233-1584

μ-ziq rotta

理容・美容店

川崎市中原区今井南町5-2ピノノアール1F

044-819-6954

DRESS hair&make

理容・美容店

川崎市宮前区鷺沼3-1-12-103伏見ビル

044-863-8211

フォルム・アージュ

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町741ベルテKANO１階

044-711-6070

ヘアーメイクエニーズ

理容・美容店

川崎市高津区末長1-37-34ロワール末長台1F-C

044-856-7727

ヘアーサロン

ニッポン

アロマエステとよもぎ蒸しサロン

HAIRSALON

YOSHIKAWA

グレイスフルルーム
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044-276-1911
1階

044-872-8922

1-A号室

044-874-3282

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名
メンズサロン

業種・業態

スタンズ

住所
川崎市多摩区生田7-19-8

Bitter+

理容・美容店

川崎市多摩区登戸2186-1LDHビル

044-322-9215

ale

理容・美容店

川崎市多摩区中野島3-14-2ノアビル2F

044-455-6012

hair agreaf

理容・美容店

川崎市中原区新丸子町736-1

044-281-3539

HAIR MODE VEDIAMO

理容・美容店

川崎市宮前区宮崎3-9-2ウッドヴィレッジ101

044-865-8848

美容室のりこ

理容・美容店

川崎市中原区木月2-14-10モリタヤビル103

044-434-0908

quack

理容・美容店

川崎市多摩区東生田1-13-1-101まるたマンション

お顔そり専門店シープス

理容・美容店

川崎市幸区中幸町3-32佐伯ビル2階

hair M CRUE

理容・美容店

川崎市幸区南幸町3-12-6 1Fリンコー南幸町ビル

044-511-0707

cut&refresh Raum

理容・美容店

川崎市麻生区上麻生5-37-2パーシモンハウス1F

044-281-3233

スズランアネックス

理容・美容店

川崎市麻生区東百合丘1-10-3スズランアネックス

044-966-0019

verdeestheticアイラッシュ&エステ

理容・美容店

川崎市幸区大宮町20－1マック川崎コート101

044-522-0845

プライベートサロン×整体recto

理容・美容店

川崎市多摩区登戸2065クロシェット201号

044-767-6595

K&M style

理容・美容店

川崎市多摩区菅2-15-1-102

044-945-8666

理容・美容店

川崎市中原区市ノ坪29

Nail Salon NANO

理容・美容店

川崎市中原区木月住吉町32-37

美容室

ヘアカラー専門＆ヘッドスパ専門店
Boz-1

by sheen

はっとり貸店舗

電話番号

理容・美容店

一階

102

戸川ビル1F

044-322-8257

044-322-0300
070-5566-7319

2F

044-722-0525
090-6135-7080

理容・美容店

川崎市高津区溝口1－12－8多摩川ビル２F

044-822-0550

STYLE新百合ケ丘

理容・美容店

川崎市麻生区万福寺3-1-17プライムアーバン新百合ヶ丘１階

044-959-0601

Eyelash & Eyebrow HANIHEI

理容・美容店

川崎市中原区井田三舞町4-11

044-572-6688

hair salon root

理容・美容店

川崎市多摩区登戸3470-2-101

044-819-7558

～美髪再生～美容室フェリーチェ

理容・美容店

川崎市麻生区栗平1－4－26

044-712-7447

DELICAT

理容・美容店

川崎市高津区溝口1－1－15中興8ビル1階

044-877-2900

LUMIE

理容・美容店

川崎市多摩区中野島3-13-5

044-322-9483

APPREAGE

理容・美容店

川崎市麻生区万福寺4-19-1

044-299-9430

BSK

理容・美容店

川崎市高津区二子5-4-8

feey

理容・美容店

川崎市中原区新城5-2-21メゾン・ド・レコルト

mocas

理容・美容店

川崎市中原区丸子通2-682エステートイイムラ301

044-738-3343

GRANT

理容・美容店

川崎市川崎区小川町16-17MFプラザビル201

044-211-1393

EyelashSalon Mxx byKingGYM

理容・美容店

川崎市川崎区砂子1-4-2小島ビル4階

lomilomi salon ao

理容・美容店

川崎市多摩区登戸2692-3シーダクリーク向ヶ丘２Ｆ

ヘアーサロンエノモト

理容・美容店

川崎市幸区鹿島田１－９－２

044-511-7541

KYO

理容・美容店

川崎市多摩区三田4-5556

044-922-1675

美容室フォルトゥーナ

理容・美容店

川崎市多摩区菅3-6-6フレグランス稲田堤102

044-944-4478

アルゴー美容室生田店

理容・美容店

川崎市多摩区三田1-28-2

044-911-9929

ニコヘアデザイン

理容・美容店

川崎市宮前区土橋4-10-2

ART RUSH for hair

理容・美容店

川崎市多摩区登戸2130-2

ヘアーサロン

オギシマ

理容・美容店

川崎市高津区坂戸2-11-26

044-833-0806

アニューヘアー・ヤマダ

理容・美容店

川崎市多摩区生田7-11-1

044-911-6981

美容室ブラッシュアップ

理容・美容店

川崎市麻生区栗平2-2-5TOビル203

044-986-3387

ヘアモードアドバンス

理容・美容店

川崎市多摩区三田4-1-41金徳ビル1階

044-931-3737

髪結日和

理容・美容店

川崎市麻生区金程4-27-21

044-952-0798

アプリーレ

理容・美容店

川崎市高津区久本1-8-3プレミエ1階

044-281-9171
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044-811-9060
3F

044-789-5456

044-271-5100
050-8888-1100

044-854-1133
アトラスタワー向ヶ丘遊園205

044-933-9696

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

3piece

理容・美容店

川崎市高津区溝口4-2-1

044-814-0728

株式会社山中屋

理容・美容店

川崎市高津区溝口４－５－５

044-822-3101

河野理髪店

理容・美容店

川崎市中原区宮内2-20-14

044-777-6129

本間弦楽器

楽器店

川崎市麻生区虹ケ丘３－１－９－２０４虹ヶ丘団地

044-988-4778

スミノ楽器店

楽器店

川崎市中原区木月3-10-3

044-411-5516

有限会社伊藤商店

書籍文房具小売店

川崎市幸区中幸町3-7

044-544-6000

啓文堂書店稲田堤店

書籍文房具小売店

川崎市多摩区菅4-2-1

044-949-1155

BOOKPORT栗平店

書籍文房具小売店

川崎市麻生区栗平2-16-1

044-988-2033

BOOKPORT中野島店

書籍文房具小売店

川崎市多摩区中野島1-9-1クリサンテーム中野島１Ｆ

044-945-2032

イシハラi-boxノクティ店

書籍文房具小売店

川崎市高津区溝口１－３－１

044-814-7544

７Fノクティプラザ１

HOTEL ARU KSP

旅館・ホテル

川崎市高津区坂戸3-2-1かながわサイエンスパーク

044-819-2211

ホテル縁道

旅館・ホテル

川崎市川崎区宮本町2-25

044-589-5858

AROMA KURAVI

旅館・ホテル

川崎市川崎区本町2-8-2HOTEL KURAVI

044-210-0184

有限会社ケイアンドエス

旅館・ホテル

川崎市川崎区砂子1-2-9

044-222-4680

カプセル＆サウナ川崎ビッグ

旅館・ホテル

川崎市川崎区小川町15-11

044-246-0008

川崎日航ホテル

旅館・ホテル

川崎市川崎区日進町1

044-244-5941

有馬療養温泉旅館

旅館・ホテル

川崎市宮前区東有馬３－５－３１

044-877-5643

川崎キングスカイフロント東急ＲEIホテル

旅館・ホテル

川崎市川崎区殿町3-25-11

044-280-1090

川崎国際交流センターホテル

旅館・ホテル

川崎市中原区木月祗園町2-2

044-455-1109

川崎第一ホテル武蔵新城

旅館・ホテル

川崎市中原区新城5-2-3

044-799-2111

川﨑セントラルホテル

旅館・ホテル

川崎市川崎区東田町9-1川崎セントラルホテル

044-246-7111

川崎グリーンプラザホテル

旅館・ホテル

川崎市中原区丸子通1-653

044-411-1234

シルクホテル

旅館・ホテル

川崎市川崎区宮前町1-9シルクホテル

044-222-5599

ホテルノアノア

旅館・ホテル

川崎市川崎区本町1-3-8

044-221-7521

ひだまりのレストランLe Ciel Molino（ホテルモリノ新百合丘7階)

旅館・ホテル

川崎市麻生区上麻生１－１－１

ホテルモリノ新百合丘7階

044-953-5111

あさひでんき塚越店

家電販売店

川崎市幸区塚越2-228明和ハイツ

稲葉電器

家電販売店

川崎市中原区今井南町6-43メゾンドブランシユ

スゲタ電気商会

家電販売店

川崎市宮前区菅生3-12-10

044-977-1132

プラザあおぬま

家電販売店

川崎市幸区戸手本町２－２２８

044-544-7376

白鴎電気商会

家電販売店

川崎市中原区市ノ坪22-1

044-722-6523

羽田電気商会

家電販売店

川崎市幸区古市場1-29

044-522-7551

電化パートナー

家電販売店

川崎市宮前区宮崎３－１３－３０

044-855-1427

株式会社エヌアイシー

家電販売店

川崎市高津区二子6-14-7YHC物流倉庫3F

044-829-6236

有限会社水谷電気

家電販売店

川崎市多摩区登戸2612番地

044-911-3349

あさひでんき河原町店

家電販売店

川崎市幸区河原町1-14-130

044-555-5771

雨宮家庭電器株式会社

家電販売店

川崎市麻生区百合丘1-16-13

電化のハマデン

家電販売店

川崎市麻生区白山４－１－３新ゆりグリーンタウン

こばやしでんき

家電販売店

川崎市中原区上新城2-6-9

塚原電器商会

家電販売店

川崎市幸区古市場2-102-4幸ビル

044-555-6225

宮前関口電機

家電販売店

川崎市宮前区小台2-6-2ラポール宮前平１Ｆ

044-855-1218

株式会社

家電販売店

川崎市高津区新作４－１０－３

044-866-8610

家電販売店

川崎市幸区小倉5-5-58

044-599-3951

グリーンプラザ店

福田電機

有限会社オグラデンキ
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こばやしでんき

044-522-2527
1階

044-711-8962

044-966-4094
プラザ街区

044-988-9698
044-751-2776

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

芝江電機長沢店

家電販売店

川崎市多摩区長沢3-1-3

044-977-9807

(有)持田電気商会

家電販売店

川崎市中原区中丸子５７９

044-411-5733

株式会社内田電機設備

家電販売店

川崎市中原区上小田中2-25-13

044-766-7656

(有)三誠電機宮前電化サービス

家電販売店

川崎市宮前区馬絹3-2-18

044-854-5636

エレポートハタケヤマ

家電販売店

川崎市幸区小倉3-29-30

044-599-3563

有限会社ホリイ電機商会

家電販売店

川崎市宮前区平3ー10ー9

044-977-4671

つしま電気

家電販売店

川崎市多摩区三田１－１３－３

044-933-3502

メーコーデンキ

家電販売店

川崎市高津区上作延201

044-877-9842

ヨロズヤ電器

家電販売店

川崎市多摩区登戸1635ジュラクハイツ105

044-911-6119

イサム電気商会

家電販売店

川崎市川崎区桜本2-1-21

044-266-5546

あさひでんき中野島店

家電販売店

川崎市多摩区生田１－１１－５

044-945-0799

あさひでんき千代ヶ丘店

家電販売店

川崎市麻生区千代ケ丘３－８－２

044-819-6395

電化のヨシザワ

家電販売店

川崎市麻生区百合丘１－２０－４

044-966-3376

有限会社

家電販売店

川崎市高津区二子1-2-6

044-822-9251

（有）大塚電化ｻｰﾋﾞｽ

家電販売店

川崎市中原区木月2－4－19

044-411-5252

有限会社 マカナエ電気

家電販売店

川崎市多摩区南生田5-1-2

044-977-7621

（有桜電器販売

家電販売店

川崎市川崎区中島２－８－７

044-222-6277

あさひでんき

中原店

家電販売店

川崎市中原区市ノ坪675-1

044-411-7085

あさひでんき

サギヌマ店

家電販売店

川崎市宮前区鷺沼4-2-3

044-855-3350

㈱松電社宿河原駅前店

家電販売店

川崎市多摩区宿河原3丁目5番49号

044-933-7898

かぶしきかいしゃビッグプラグ

家電販売店

川崎市中原区田尻町５８

044-544-1551

アーバンライフ

家電販売店

川崎市川崎区出来野５－１

044-288-2784

サプライズ

家電販売店

川崎市川崎区東門前3ー1ー19アイシュライン川崎大師東1F

044-223-8849

高橋工務店

リフォーム業

川崎市宮前区菅生2-21-12

MK設備（給湯器、ガス設備）

リフォーム業

川崎市川崎区小田3-8-12

上倉工務店

リフォーム業

川崎市宮前区有馬７－４－２０

044-855-4383

株式会社KORST

リフォーム業

川崎市中原区木月1-24-26

044-411-3740

有限会社スタイル

リフォーム業

川崎市宮前区東有馬2-22-9

044-789-5830

株式会社あっと・ほーむ

リフォーム業

川崎市高津区子母口468-3

044-752-6568

有限会社佐藤商店

リフォーム業

川崎市幸区南加瀬3-25-5

044-588-3533

シィー・シィー・ビィー株式会社

リフォーム業

川崎市高津区新作1-16-17-3F

044-281-7811

株式会社ロンサール・Ｐ・Ｌ

リフォーム業

川崎市麻生区白山４－１－３－１９

044-981-3033

MADOショップ川崎登戸店

リフォーム業

川崎市多摩区登戸1838-4カーサエバニスタ1F

044-911-2259

ネオテクニカル

リフォーム業

川崎市多摩区枡形1－10－3生田ライゼ

044-712-5105

株式会社トウシン住宅

リフォーム業

川崎市宮前区菅生4-1-30

（有）白井建設営繕センター

リフォーム業

川崎市麻生区千代ケ丘2-3-19

株式会社

リフォーム業

川崎市麻生区上麻生3-20-6

044-954-1111

株式会社セーフティーハウス

リフォーム業

川崎市高津区梶ヶ谷2-1-2シーズ梶ヶ谷

044-870-1170

有限会社インテリアいはら

リフォーム業

川崎市川崎区鋼管通4-12-8

金沢屋中原店

リフォーム業

川崎市中原区市ノ坪386-5クレストフォルム武蔵小杉ブライトコート104

野上畳店

リフォーム業

川崎市高津区子母口334番地2

044-863-6222

森山建設株式会社

リフォーム業

川崎市川崎区元木1-12-2

044-244-7774

宮内無線

北島工務店
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044-977-2348
070-5460-2676

5

044-977-5680
有限会社白井建設営繕センター

044-954-5451

044-366-7676
070-4290-8047

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

株式会社櫻澤工務店

リフォーム業

川崎市高津区上作延837

044-866-3448

田邉畳店

リフォーム業

川崎市中原区井田中ノ町8-1

044-766-5448

杉野塗装株式会社

リフォーム業

川崎市多摩区菅城下６－５

044-742-6134

有限会社アメニティリビング

リフォーム業

川崎市高津区久末1401-22

044-755-6847

住まいるREIWA

リフォーム業

川崎市宮前区西野川2丁目22-12-302

044-872-8539

佐保田畳店

リフォーム業

川崎市高津区諏訪3-5-15

リフォーム業

川崎市中原区上丸子山王町1-1463-4

出口住設

リフォーム業

川崎市中原区中丸子526

044-422-4676

鈴木畳店 作業所

リフォーム業

川崎市宮前区東有馬2-3-13

044-866-5767

有限会社

マルダイ

リフォーム業

川崎市多摩区登戸106

044-932-6100

美之浦建設株式会社

リフォーム業

川崎市川崎区本町1-5-9

有限会社ヒサフジ本社

リフォーム業

川崎市麻生区金程4-13-12

044-966-1477

マサキホーム株式会社

リフォーム業

川崎市宮前区鷺沼2-5-2スタートサイド102

044-948-5620

成建リフォーム

リフォーム業

川崎市宮前区小台2丁目6-6成建グリーンガーデン5階

044-856-0813

カブシキガイシャヤマグチトソウ

リフォーム業

川崎市川崎区渡田新町3-7-10

044-344-1359

丹治畳店

リフォーム業

川崎市幸区塚越4-333

044-511-5623

村田フィルム

リフォーム業

川崎市高津区梶ヶ谷5-9-35ネッカータ 102

044-571-4094

株式会社reclaim

リフォーム業

川崎市高津区北見方3-7-6

044-712-0030

リフォームプランニング株式会社

リフォーム業

川崎市宮前区東有馬5-39-31-101カーサコレッタ

044-854-9785

有限会社タナカ塗装工業

リフォーム業

川崎市高津区上作延２４４－３

044-865-6246

菅野内装店

リフォーム業

川崎市川崎区四谷上町17-10

044-288-2954

よってがっしょリフォーム株式会社ホームズ

リフォーム業

川崎市宮前区有馬9-3-14弥生ビル103号

044-861-6642

株式会社ＫＵＮＩ建築工房

リフォーム業

川崎市中原区木月1-5-13

044-272-9671

株式会社

リフォーム業

川崎市幸区古川町６６番地小林ビル１階

044-542-3727

殿山塗装

リフォーム業

川崎市麻生区岡上744-1テラスアステールD101

044-819-6007

株式会社グラセック

リフォーム業

川崎市宮前区小台2-15-5藤和シティホームズ鷺沼小台404

044-567-2809

ガス機器の専門家ENIMOQ株式会社

リフォーム業

川崎市宮前区初山2-25-43-2

合同会社NAX

リフォーム業

川崎市宮前区犬蔵2-38-1-311ランドシティーたまプラーザ

リフォーム業

川崎市中原区上平間307

設計工房

Team

N

株式会社

彩匠

中村建築

044-822-5037
090-5518-2725

美之浦建設株式会社

044-222-7184

0120-748-069
090-2553-3053

1階

044-522-7238

メガネ・コンタクトの土井

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市高津区溝口１-２１-５世紀コーポ１A

044-281-0680

メガネナカジマ

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市多摩区中野島3-14-2

044-933-1343

OPTIC PLOUGH

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市中原区新丸子町743-2ステラ新丸子 1F

044-742-9507

ひるた眼鏡店 duenove

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市宮前区鷺沼3-5-7スクエアワン1Ｆ

044-877-2740

湘南堂

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市中原区新城1-2-16

044-766-8305

メガネのオーサカ

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市中原区小杉町3-600コスギサードアヴェニュー１F

ヒヤリングセンター神奈川
メガネの専門店

川崎本店

ヒヤリングセンター神奈川

044-722-4262
川崎本店

044-222-9354

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市宮前区菅生４－２－１

044-976-7555

新城コンタクト

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市中原区新城3-2-13ラビスタビル３Ｆ

044-753-5663

めがね工房よしの

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

川崎市宮前区有馬3-28-20ビューティショップ

044-872-7855

有限会社

めがね屋

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 川崎市川崎区駅前本町5-3KOWA川崎駅前ビル４階

たま調剤薬局

千代ヶ丘店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区千代ケ丘８－１－３ウエストプラザ１０４

044-953-7775

めぐみ薬局溝口相談店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区久本1-7-10

044-870-8807

一本松薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区諏訪1-10-14

044-712-0430
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

ひまわり薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区新城３－１５－２０

044-755-2595

たから薬局登戸店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区登戸3486-3

044-934-2360

太寿堂薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区上麻生５-４３-１８TSビル１F

044-988-6818

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区二子1-11-17

044-819-4222

ラ・メール薬局

高津店

パーシモン幸101

三角堂薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区小杉町3-5

夢見ヶ崎薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区南加瀬3-1-22

044-599-2304

向ヶ丘薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区登戸2710-6第二ネスト向ヶ丘

044-911-9592

新城中央薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区新城２－５－９

044-751-7164

藤井薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区日進町１３番地１５

044-233-2822

イマムラ漢方堂

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区登戸２０１９－３

044-911-2159

ヨシムラ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区浜町1-7-3

044-322-3855

いずみ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区中野島4-8-1

044-930-1727

イケダ薬品

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区新作5-13-1ササノハイツ1F

044-865-2102

有限会社成川薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区下平間111-20

044-511-2757

アルプス薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区大宮町6-4TMビル1F

044-276-9444

ふくろう薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区北谷町５１－７

044-556-1755

パーク・ファーマシー

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区小倉１－１パークシティ新川崎Ｆ棟１２１

044-548-4821

ドラッグフジ

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区菅3-12-36Fuji稲田堤店

044-944-6882

山口台タツミ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区上麻生4-34-3

044-969-3225

千代ヶ丘調剤薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区千代ケ丘8-1-20101

044-952-2677

ワカバ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区東百合丘2-31-8

044-953-7846

有限会社田尻薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区田尻町43番地田尻薬局

044-511-5887

ななほし薬局読売ランド前店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区西生田1-8-1藤和読売ランド前コープ103

044-819-6168

宿河原薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区宿河原３－３－２１

044-911-4424

プライマリーファーマシー

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区宮前平2-15-2

044-854-2018

桃李堂漢方薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区新川通5-11金子ビル101

044-245-9288

ななほし薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区王禅寺西４-２-１２フォートレス王禅寺1F

044-322-0580

南いくた薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区南生田４－６－５

044-863-7200

グリーン調剤薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区新城1-5-16-101

あおば薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区上麻生6-39-36

エーケー有馬薬局鷺沼店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区鷺沼３－１－３６内田ビル

ドリームファーマシー

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区西生田3-9-3クレール読売ランド前101

バンビーノ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区小台2-4-5

044-854-9927

エーアールファーマシー

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区堰３丁目５番１３号

044-833-7066

小田薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区小田2-17-16

044-333-5445

境町薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区境町15-20-101

044-211-6263

さぎぬま薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区鷺沼

044-854-1317

潮見台薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区潮見台20-3

044-978-0189

生田薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区枡形３丁目１ー１４イーハトーブ枡形

044-911-2424

久地薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区久地4-13-1袴田ビル1F

044-822-6218

フジ薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区新城3-5-19

044-755-3581

エグチ薬局宮前平本店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区宮前平3-10-16

044-888-4631

王禅寺店
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三角堂薬局

044-711-3259

044-751-1496
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

宮前平薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区宮崎6-9-5東急宮前平ショッピング1F

044-861-2232

クスリのシンワ

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区有馬3丁目－28－20

044-855-5695

ライト薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区渡田4-12-1

044-322-2280

しま薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区上麻生5-38-5

044-988-7567

さくらんぼ調剤薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区南幸町2-26-4

044-541-4407

有馬センター薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区東有馬３－５－２８

044-854-9318

エムエム薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区大師駅前1-6-17

044-200-4713

コスモス薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区有馬５－１８－２２

044-870-4010

灰吹屋薬局

高津本店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区溝口3-9-3佐保田ビル

044-850-1808

灰吹屋薬局

宮前平店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市宮前区宮前平2-15-8

044-789-8015

灰吹屋薬局

読売ランド店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区西生田3-9-30

044-959-5785

灰吹屋薬局

高津駅前店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区溝口4-1-3

044-850-9580

灰吹屋薬局

読売ランドハナミズキ店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区西生田3-9-27

044-281-0280

灰吹屋薬局

高津西口店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区二子4-1-2中興3ビル

044-299-7798

灰吹屋薬局

高津二子店調剤室

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区二子5-1-15溝ノ口ビル

044-322-0586

アルプス薬局二子店

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市高津区諏訪1-3-15

044-811-7219

沢辺薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市麻生区東百合丘4-42-8

044-953-2521

ケンコー薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市多摩区菅1-2-9

044-944-3833

有限会社エビス薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区桜本1-8-9

044-277-6771

DRUGS今井堂

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市中原区今井南町３５－３８

044-722-1949

かえで調剤薬局

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市幸区南幸町2-79ブリックハウス１階

044-542-6887

株式会社サルース

ドラッグストア・調剤薬局 川崎市川崎区東門前こばやし薬局東門前店

川崎大師駅前店

044-270-5520

整体ReBoot宮崎台

その他業種

川崎市宮前区宮前平1-4-157

株式会社一カンテイ

その他業種

川崎市川崎区大島2-2-11ペイルハイツ201

044-276-9611

岡野ピアノ＆ヴォイス教室

その他業種

川崎市中原区上平間1717-4

044-556-1975

十坪ジム川崎

その他業種

川崎市川崎区南町16-22肥後屋ビル1階

044-233-8806

川崎交通産業

その他業種

川崎市多摩区西生田2-7-20川崎交通産業株式会社

044-966-9111

株式会社山創

その他業種

川崎市川崎区鋼管通1-3-16ワイズタワー

044-329-0585

株式会社Midorasu

その他業種

川崎市麻生区百合丘1-2-2-403

044-299-6377

くすのき自然クラブ

その他業種

川崎市幸区小倉４-１３-７-２０２

044-580-3981

有限会社丸晴工務店

その他業種

川崎市多摩区菅馬場2-3-2

044-944-2007

のえるカウンセリングオフィス

その他業種

川崎市麻生区百合丘1-18-15百合サロン502

044-281-3718

バレエスタジオLumiere

その他業種

川崎市幸区北加瀬1－7－26221ビル３F

044-599-6553

齋藤工務店

その他業種

川崎市多摩区堰２－８－３３

044-281-4680

シグナルキャット

その他業種

川崎市多摩区長尾7-1-12

044-281-0800

Y's鍼灸接骨院

その他業種

川崎市高津区新作６－８－３－１Fプリベール新作

044-750-0163

メガネのみなば

その他業種

川崎市麻生区上麻生5-44-33

044-988-3603

(有)大村ネームプレート研究所

その他業種

川崎市幸区鹿島田3-5-1ＯＮビル2Ｆ

044-522-3322

ナチュラルペットサロン

その他業種

川崎市中原区中丸子607-1サントレノマチ1F

044-431-0808

㈲横山石材店

その他業種

川崎市中原区上丸子山王町1-1352-6

044-422-5221

こすもすホールさかど

その他業種

川崎市高津区坂戸１－６－９

こどもおかし教室BERRY

その他業種

川崎市宮前区宮崎2-7-21

武蔵新城院

ドッグスパ
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業種・業態
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電話番号

みやこ観光

その他業種

川崎市中原区井田杉山町13-6

044-777-2410

あいあいペットクリニック

その他業種

川崎市幸区北加瀬１－７－２４

044-587-9557

多摩川ドグウッドクラブ

その他業種

川崎市多摩区中野島6-25-30

044-934-3871

tea Ballet Studio

その他業種

川崎市多摩区菅2-12-16

044-701-3199

LaMani

その他業種

川崎市宮前区鷺沼3-3-4コリーヌ鷺沼301号

044-866-6646

カラオケベイブリッジ

向ヶ丘店

その他業種

川崎市多摩区登戸1763ライフガーデン向ヶ丘Ｂ1Ｆ

ドクターネイル爪革命

川崎宮前

その他業種

川崎市宮前区土橋

株式会社庭や光葉

その他業種

川崎市高津区久末1814-5

044-400-1310

佐藤税務会計事務所

その他業種

川崎市麻生区万福寺１－１－１新百合ヶ丘シティビルディング１階

044-969-7570

その他業種

川崎市高津区上作延141

044-877-3933

阿部石材店

その他業種

川崎市川崎区小田２-１５-２

044-333-1414

有限会社いわき石材本店

その他業種

川崎市高津区下作延6-2-4

044-822-7250

株式会社ＰＯＲＴＥＲ’Ｓ

その他業種

川崎市高津区宇奈根727-14

044-812-5565

特定非営利活動法人ままとんきっず

その他業種

川崎市多摩区布田24-26

044-945-8662

元住吉整体院

その他業種

川崎市中原区井田中ノ町2-5 1Fベネフィールド

044-872-7567

リーフ司法書士事務所

その他業種

川崎市多摩区登戸3375-1第2TSSビル503

044-322-9618

吉田建工株式会社

その他業種

川崎市宮前区南野川1-37-20

044-788-4615

いぶき鍼灸接骨院

その他業種

川崎市多摩区中野島6-27-11メゾンNT

044-900-1192

有限会社

神越自動車工業

その他業種

川崎市多摩区宿河原6-19-23

スリーアローズ税理士法人

その他業種

川崎市幸区中幸町3-2-2-1階プライム川崎

ダンススタジオSAM CIRCUS

その他業種

川崎市川崎区駅前本町18-2金子ダイヤモンドビル8F

044-222-5209

株式会社成建オーダーハウス

その他業種

川崎市宮前区小台2丁目6-6成建グリーンガーデン

044-856-0818

株式会社川崎丸福

その他業種

川崎市宮前区水沢1-1-1川崎市中央卸売市場北部市場B-20

044-975-2568

株式会社オリエンタル観光

その他業種

川崎市幸区小倉3-4-35

044-580-4415

幸福堂

その他業種

川崎市川崎区小川町17-16ハイツ小川601

044-589-8432

さいわい動物病院

その他業種

川崎市幸区中幸町1-21-1

044-556-0550

株式会社アサヒプリンテング

その他業種

川崎市川崎区浜町4-3-20

044-344-3531

有限会社倉形畳店

その他業種

川崎市中原区下沼部1701

レマーニ音楽教室

その他業種

川崎市多摩区生田8-8-15-1

ダンスエリアサージ

その他業種

川崎市川崎区小川町2-1

044-589-8166

(株)成建エクステリア

その他業種

川崎市宮前区土橋2丁目6-17

044-856-0820

株式会社スイートホーム本店

その他業種

川崎市高津区久地4丁目24-37

044-850-4110

スバルショップ多摩

その他業種

川崎市多摩区菅6-1-13

有限会社ねこのしっぽ

その他業種

川崎市中原区上丸子八幡町816

petit kuni

その他業種

川崎市麻生区南黒川4-2ネスティングパーク黒川内R-06

健康の家

その他業種

川崎市中原区新城5-1-14Delos新城1F

044-766-6288

ヨネダペットクリニック

その他業種

川崎市宮前区菅生5-5-9

044-976-1050

ルート動物病院

その他業種

川崎市宮前区宮崎6-8-7プレステージ宮前平105

044-863-5610

みなみ整骨院

その他業種

川崎市多摩区南生田4-20-3-101

044-740-9214

竹原獣医科医院

その他業種

川崎市川崎区宮前町8-14竹原ビル

044-233-3315

その他業種

川崎市宮前区水沢1-1-1

044-975-2720

その他業種

川崎市多摩区登戸50-11

044-272-6260

向ヶ丘交通株式会社

㈲むらやま川崎
寺田ガラス

イースタン本社営業所

高柳商店
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044-932-9994
080-7532-1923

044-922-5374
050-5357-3296
5F

044-411-6944
090-5317-9734

044-944-4543
ねこのしっぽ

044-430-3767
070-4145-1321

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

その他業種

川崎市多摩区登戸2578-1-112

きょうどうほくぶすいさんかぶしきかいしゃ

その他業種

川崎市宮前区水沢1-1-1Ｂ32

ムサシボウル

その他業種

川崎市高津区溝口1-11-8OKKA634

ファン.ゴルフ.スクール

その他業種

川崎市高津区溝口2-7-27マルテイビル3階

044-829-0904

姿勢専科

その他業種

川崎市宮前区宮前平1-10-11アオキビル2階

044-712-2882

有限会社エーシーピー

その他業種

川崎市川崎区藤崎3-3-10

044-280-2066

株式会社アルアイン

その他業種

川崎市高津区下作延メイプルガーデン溝口102

044-789-8690

KCSセンター宮前平

司法書士藤井浩一事務所

電話番号

司法書士藤井浩一事務所

044-934-0595
044-975-2660

5階

044-833-6211

セレクトショップハセガワ

その他小売業

川崎市中原区新丸子東1-771

044-422-2972

Flower&Hair Journeyman

その他小売業

川崎市中原区新丸子東2-926ユタカビル1階

044-863-9209

オイワケショウカイ

その他小売業

川崎市川崎区追分町４番地15号

044-344-6696

株式会社成川米穀

その他小売業

川崎市川崎区貝塚1-12-11

044-233-3690

ルアン

その他小売業

川崎市川崎区京町1-9-3

044-333-3960

人形工房はやしや

その他小売業

川崎市川崎区新川通3-10小林ビル 1階

044-222-4835

焙煎工場ビーンズ

その他小売業

川崎市麻生区百合丘２-９-７

044-965-1736

写真小屋山ちゃん

その他小売業

川崎市高津区下作延２丁目４番５号鈴木ビル１０２

044-853-3514

シオザワ

その他小売業

川崎市川崎区大島4-13-8

044-233-0522

エブリマスミヤ

その他小売業

川崎市宮前区鷺沼3-1-26増美屋ビル6F

Green Leaves

その他小売業

川崎市幸区鹿島田1-4-2

090-1739-2493

丸滝

その他小売業

川崎市川崎区小川町1-7

044-244-3578

株式会社ホクト

その他小売業

川崎市宮前区神木本町2-5-5

044-866-9262

補聴器専門店スマート

その他小売業

川崎市麻生区百合丘1-19-14

044-965-0413

スキンケアハウスみまつ

その他小売業

川崎市中原区新城１－１５－９

044-766-8835

バイク屋ばいくる

その他小売業

川崎市宮前区馬絹6-19-16

044-861-5178

カーテンファクトリー高津店

その他小売業

川崎市高津区二子6-14-10YTTビル1階

スモモハウス

その他小売業

川崎市幸区古市場1-16-26

090-6525-1534

フラワートーク

その他小売業

川崎市多摩区登戸3293-3

044-911-6456

山儀

その他小売業

川崎市宮前区野川本町1丁目５－４１

044-788-6551

モーターサイクルディーラーミッツ・ハー

その他小売業

川崎市宮前区西野川2-37-11

044-863-8169

山儀

パート２

その他小売業

川崎市宮前区南野川2-37-1

044-751-6551

山儀

パート５

その他小売業

川崎市高津区子母口３３１

044-740-3521

内藤金物店

その他小売業

川崎市中原区下小田中１－１９－１

044-777-5161

加藤花飾堂

その他小売業

川崎市宮前区宮前平3-10-13 1F

044-865-9073

サンライトゴルフガーデン

その他小売業

川崎市川崎区池上新町2-9-4

044-266-0944

愛花園フラワーガーデン

その他小売業

川崎市幸区東古市場27

044-223-8690

花清

その他小売業

川崎市川崎区小田4-13-11

044-366-0731

花伊正

その他小売業

川崎市幸区小倉3-28-15

044-599-1187

みの武道具

その他小売業

川崎市幸区小向西町３－７３－３

044-555-6189

はんこ堂

その他小売業

川崎市高津区溝口1-11-1

ぷるんぷりん

その他小売業

川崎市幸区塚越2丁目220-42-1階

笹五屋

その他小売業

川崎市幸区南幸町1-9

044-556-6106

（株）泉樹園

その他小売業

川崎市宮前区西野川１－２－３

044-777-8783

酒のこむろ

その他小売業

川崎市中原区新城２－４－１１

044-766-4911

本店

溝口駅前店
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044-866-0527

044-850-5252

044-844-7755
080-7076-0613

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

すがや

その他小売業

川崎市宮前区神木本町5-2-16

044-877-3946

イエローハット 菅生店

その他小売業

川崎市宮前区菅生1-1-8-101

044-976-8661

釣り助

その他小売業

川崎市川崎区小川町8-1ハイムタジマ1F

044-200-8712

正木屋質店

その他小売業

川崎市幸区南幸町３－１０４－９

044-522-0017

株式会社ひさまつ花店

その他小売業

川崎市川崎区駅前本町2ー10

044-222-4187

(有)輿水自動車販売

その他小売業

川崎市川崎区台町１２－７

044-288-2718

東横園芸株式会社

その他小売業

川崎市中原区市ノ坪232

044-433-5511

（有）太田園

その他小売業

川崎市中原区新城１－１２－１３

044-777-3717

リビングショップ西富

その他小売業

川崎市幸区中幸町4-21

044-522-3866

K.Iフォトスタジオ

その他小売業

川崎市多摩区東生田1-5-1

044-911-4826

(有)川崎グリーンハウス元住吉店

その他小売業

川崎市中原区木月3-10-1

044-433-3205

フィッシング中原

その他小売業

川崎市中原区上小田中6-16-8中原ビル

044-711-8266

アクアリスト

その他小売業

川崎市中原区上新城2-3-18

044-788-2265

テレックプラザ/リスマート武蔵新城

その他小売業

川崎市中原区上新城2-8-10

044-799-2269

アムテック

その他小売業

川崎市高津区梶ケ谷5-1-75

044-863-3801

パティスリーヤヤ

その他小売業

川崎市中原区新城中町7-17-102第1市川マンション

044-777-9640

日東商会

その他小売業

川崎市多摩区生田１－２－１

その他小売業

川崎市宮前区馬絹1-1-6ウイング宮前平103号

長谷川青果店

その他小売業

川崎市幸区小倉2-17-8

花重

その他小売業

川崎市中原区上平間183

玉川ホンダ

その他小売業

川崎市麻生区万福寺6-2-18

矢澤野菜直売所

その他小売業

川崎市宮前区平3-1

有限会社タカキュウスポーツ

その他小売業

川崎市中原区新城2-4-3メルカード武蔵新城

044-788-7069

ハンコ卸売センター川崎店

その他小売業

川崎市川崎区台町６－１０－１

044-287-4185

Ripple

その他小売業

川崎市中原区木月3-10-20永塚ビル1F

044-863-6554

はんこ屋さん２１川崎店

その他小売業

川崎市川崎区渡田１－１－２石川ビル１Ｆ

044-322-2008

おしゃれの店いとう

その他小売業

川崎市中原区下沼部1763-7

044-411-6224

その他小売業

川崎市幸区中幸町3-7-2

その他小売業

川崎市麻生区下麻生2-28-7

FLOWER GIFT SHOP yuu宮崎台店

その他小売業

川崎市宮前区宮崎3-13-17名古屋ビル

044-853-1213

フラワーショップ光琳堂

その他小売業

川崎市幸区下平間115

044-541-0588

ASA小杉

その他小売業

川崎市中原区木月大町７－２０

044-722-7761

ASA武蔵小杉

その他小売業

川崎市中原区北谷町13-2

044-201-1319

御菓子司

その他小売業

川崎市幸区北加瀬2-5-21

044-599-3736

アイダスポーツ

その他小売業

川崎市中原区田尻町11

044-533-8411

有限会社

その他小売業

川崎市中原区苅宿14-1

044-431-0390

みかど冨士原商店

その他小売業

川崎市川崎区大師町4-18

044-266-5816

たんぽぽ

その他小売業

川崎市幸区南幸町3-19-4 1F

044-541-1186

アラセ

その他小売業

川崎市中原区市ノ坪６６

044-711-2361

川崎支店

その他小売業

川崎市幸区下平間108

044-533-0260

トバリ

その他小売業

川崎市中原区新城1-10-13

044-766-5380

花やす

その他小売業

川崎市麻生区上麻生6-29-3

044-988-5441

シナリー

マダムポット営業所

フラワーショップ光琳堂

川崎店

イーストファーム直売所

㐂久屋
アスナル

鹿島田店
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044-944-5400
090-3818-4881
044-588-0468

花重

044-511-3805
044-953-3088
090-4677-4714

044-555-1260
090-6497-6543

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

株式会社ジュエリーラボ

その他小売業

川崎市中原区新丸子町648ダイヤモンドビル1階

安心スマホアクセサリ

その他小売業

川崎市中原区新丸子東3－1100－12M5107

大和園

その他小売業

川崎市中原区宮内２－１－１０マンション清水１階

044-788-2235

GOLF BEST

その他小売業

川崎市川崎区東門前2-5-5

044-573-1907

エムズファクトリー

その他小売業

川崎市中原区井田中ノ町43-3

044-750-1515

明志屋

その他小売業

川崎市川崎区小田1-20-17

044-333-0627

ＭＤＲ株式会社

その他小売業

川崎市宮前区平１－２－５４

044-865-0001

narciso

その他小売業

川崎市川崎区池田1-2-16ニュー池田町ハイツ102

044-589-8702

POURTOI

その他小売業

川崎市川崎区砂子2-1-1

044-211-5561

その他小売業

川崎市中原区田尻町58-3

044-511-0318

花屋arcobalenoアルコバレノ

その他小売業

川崎市幸区鹿島田1-8-46

044-577-1187

株式会社

その他小売業

川崎市川崎区池上新町1-3-5

044-266-0001

大月珈琲店

その他小売業

川崎市多摩区宿河原3-5-41-101

044-819-4767

有限会社こいずみ

その他小売業

川崎市麻生区岡上2-20-1

044-988-8700

石渡商店

その他小売業

川崎市川崎区大師町５－７

044-288-4144

フルリエフラワーマーケット

その他小売業

川崎市多摩区登戸3465

044-933-1287

millefiore

その他小売業

川崎市川崎区東田町２－１１大谷加工川崎大通りビル１階

044-223-8133

榎本時計店

その他小売業

川崎市川崎区境町２－１４

044-233-1616

CPサロンみぞのくち本店

その他小売業

川崎市高津区久本3-6-1-109

044-833-9300

大岡屋酒店

その他小売業

川崎市宮前区南野川2-9-22

044-766-9030

かどや開運堂

その他小売業

川崎市川崎区大師町

044-266-6148

板垣畳内装店

その他小売業

川崎市幸区戸手3-6-16

044-544-7530

タイヤ館ジャパン宮前店

その他小売業

川崎市宮前区水沢３－１－１７

044-977-9340

あんず薬局宮崎台店

その他小売業

川崎市宮前区宮崎2-11-5

044-789-9227

深谷畳店

その他小売業

川崎市中原区苅宿27-11

044-411-3540

（有）八百鉄商店

その他小売業

川崎市高津区久本3-1-27

044-822-3005

漢方うさぎ元氣堂

その他小売業

川崎市中原区新丸子町747

044-819-8355

有限会社

花清

その他小売業

川崎市幸区南加瀬5-22-19

044-599-4565

株式会社

千野

その他小売業

川崎市宮前区鷺沼1-11-14

044-862-8647

ガーデンローズ

その他小売業

川崎市川崎区浅田2-1-11-103

044-333-4444

ストリートライフ

その他小売業

川崎市高津区末長４－２５－５

044-812-7770

竹島武道具宿河原店

その他小売業

川崎市多摩区宿河原3-5-9

044-922-0937

新キョーエイライス

その他小売業

川崎市幸区小倉3-24-3

044-588-8445

オスコ京町

その他小売業

川崎市川崎区京町1-9-17

044-344-0310

KTM川崎中央

その他小売業

川崎市高津区末長1-52-24

044-948-7316

布施米店

その他小売業

川崎市中原区新城1-17-10

044-766-5462

亀野生花店

その他小売業

川崎市幸区南幸町3-2

044-544-4168

差道具専門店万楽堂

その他小売業

川崎市宮前区有馬5-3-16

044-871-2311

バルクフーズ元住吉店

その他小売業

川崎市中原区木月祇園町7-13メゾンSK102号

044-750-7899

バルクフーズ元住吉駅前店

その他小売業

川崎市中原区木月1-35-36

044-872-9663

バルクフーズ新丸子店

その他小売業

川崎市中原区新丸子町769白井ビル103

044-322-9033

ウイングよしい

その他小売業

川崎市高津区梶ケ谷2-3-1メゾン梶ヶ谷1Ｆ

044-888-9395

松本商店株式会社

平間店

スズキオート川崎
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4番46号

044-711-5125
070-6436-3366

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

農家産直米すえひろ元住吉店

その他小売業

川崎市中原区木月3-11-1

044-872-8860

御菓子所花ごろも

その他小売業

川崎市中原区北谷町20岩村ビル１階

044-533-8700

髙橋生花店

その他小売業

川崎市多摩区生田7-8-3

5513.fiore

その他小売業

川崎市多摩区南生田1-2-10

ぱんぬはる

その他小売業

川崎市中原区今井南町7-55ヴィラファースト1Ｆ

044-733-0050

株式会社

その他小売業

川崎市宮前区鷺沼3-1-17

044-854-3311

田原屋酒店

その他小売業

川崎市中原区小杉陣屋町１－１０－５

044-722-3462

ARETE(アレット)

その他小売業

川崎市中原区井田三舞町6-8

044-755-8666

ことぶきや模型店

その他小売業

川崎市多摩区登戸2087

044-911-3387

株式会社フジスポーツ

その他小売業

川崎市中原区小杉町3-28-3

電動キックボード販売 SWALLOW

その他小売業

川崎市高津区下作延1-1-7

050-3749-7661

ジュエリータキ

その他小売業

川崎市中原区新城1-2-12

044-788-7777

センチュリーペット

その他小売業

川崎市宮前区宮崎２-１０-６

044-872-7707

小宮園芸店

その他小売業

川崎市川崎区渡田向町29-18

044-233-5688

アクアビジョン武蔵小杉店

その他小売業

川崎市中原区小杉町３－１３０１東急スクエア３Fフロア

044-733-8017

花尚 本店

その他小売業

川崎市川崎区駅前本町8-12ダイスビル1F

044-221-8712

みきや

その他小売業

川崎市中原区新城1-2-15

044-777-0200

丸栄生花店

その他小売業

川崎市多摩区登戸1948-1

044-911-3562

菅沢酒店

その他小売業

川崎市川崎区鋼管通1-17-7

044-322-2449

松本金物店

その他小売業

川崎市多摩区生田3-15-3

044-911-3672

麦乃ありか

その他小売業

川崎市幸区下平間214-1フロール川崎下平間第一

044-276-9595

神奈川カイロプラクティック整体院

その他サービス業

川崎市中原区丸子通1-636-1プロコープ１階C号

044-567-8172

悠然堂治療院

その他サービス業

川崎市川崎区東田町10-4三木ビル2階

044-589-3957

はぎわら整体

その他サービス業

川崎市宮前区東有馬3-18-2

みひろ鍼灸マッサージ

その他サービス業

川崎市川崎区池上新町2-24-18

いけだ写真館

その他サービス業

川崎市幸区南幸町３ー２１

萌萌中国語

その他サービス業

川崎市多摩区宿河原6-19-32

パレットプラザ

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東１－７７２

044-430-5585

さいとう治療院 新百合ヶ丘 鍼灸マッサージ

その他サービス業

川崎市麻生区王禅寺東3-27-8-102

044-986-5654

有限会社北栄自動車

その他サービス業

川崎市宮前区東有馬５－２３－１０

044-855-7571

iPhone修理のモバイアス平間川崎店

その他サービス業

川崎市中原区北谷町8ミレニアーム2階

044-223-6877

ドッグキャンパス元住吉店

その他サービス業

川崎市中原区木月3-6-18元住コア1F-D

044-982-0778

和式整体&整心

その他サービス業

川崎市中原区木月2-3-35住吉名店センター401

044-433-2880

村田写真館 - MURATA PHOTO STUDIO -

その他サービス業

川崎市川崎区桜本1-1-1

044-266-4161

ダイビングクラブウポポ賊

その他サービス業

川崎市中原区中丸子358-1

隠れ家トレーニングｎ

その他サービス業

川崎市多摩区三田1-28-2ライブリー三田205

株式会社ひまわり旅行

その他サービス業

川崎市高津区溝口3-8-4嘉山ビル3階

044-328-5767

モモ動物クリニック

その他サービス業

川崎市麻生区南黒川2-5-102

044-455-4848

ネイチャリングルーム

その他サービス業

川崎市麻生区百合丘1-20-7白井ビル３A-1

Sweet♡Heart

その他サービス業

川崎市幸区小向西町3丁目103

KAATSU ROOM

その他サービス業

川崎市中原区下沼部1741リーリックⅢ

ビューティーサロンフラワー

その他サービス業

川崎市川崎区渡田4-5-10

グリーンスポーツ

響氣
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044-911-6758
090-8746-5513
グリーンスポーツ

044-711-0505

044-855-3399
080-9558-1764
044-385-2697
080-3093-8560

有限会社村田写真館

044-742-9145
070-4417-7897

044-379-1947
080-6722-5103

102

044-572-4669
080-5671-9980

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

女性のためのプライベートサロンsalon de remi（サロン・ド・レミ）

その他サービス業

川崎市多摩区宿河原１丁目

サトヴィカ・ヨガスクール

その他サービス業

川崎市中原区新城5-7-6-3F

ママとベビーの抱っこ・おんぶ講座

その他サービス業

川崎市幸区中幸町1－58アルカディア川崎101

武蔵新城カイロ整体院

その他サービス業

川崎市中原区新城3-11-4ベネチア新城102

044-750-8353

スタジオ入江

その他サービス業

川崎市高津区下作延２-３-4０

044-866-8218

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生1-6-3マプレ27

044-952-4116

rakura

その他サービス業

川崎市多摩区登戸3218-2サンフラット105

044-299-7617

studio A.

その他サービス業

川崎市多摩区登戸

000-000-0000

カーネーション

その他サービス業

川崎市高津区溝口2-9-20-1F

Hygge

その他サービス業

川崎市高津区久地2-23-6

美健LABO.K-Style

その他サービス業

川崎市高津区末長3-6-23

新丸子

その他サービス業

川崎市中原区丸子通2-677-1F

TIDA'shug

その他サービス業

川崎市宮前区西野川1-39-4TIDA'shouse

ライフスタジオ新百合ヶ丘店

その他サービス業

川崎市麻生区高石3-11-3

アロマ&ホットストーンるーむecru

その他サービス業

川崎市中原区丸子通1-634-12-603新丸子ダイカンプラザシティ

iふぉん太郎武蔵新城店

その他サービス業

川崎市高津区千年新町４１－７メゾン大山１階

Con La Vida

その他サービス業

川崎市高津区千年新町33-12-102セシーズイシイ15

その他サービス業

川崎市中原区上新城2-2-19青木ハイツ1F

044-872-7196

その他サービス業

川崎市川崎区砂子1-5-22サンハイツ稲葉301

044-280-6014

その他サービス業

川崎市多摩区生田8-8-9光シャンブル生田101

044-299-6410

ひまわり交通株式会社

その他サービス業

川崎市幸区神明町1丁目35番地ヒラソルムラキビル

044-511-0376

NBiT

その他サービス業

川崎市多摩区中野島3-17-21

044-900-1339

キッズウィング

その他サービス業

川崎市川崎区貝塚1-4-16-2Fライオンズマンション川崎貝塚

044-211-0238

HOLIDAY（フォトスタジオ）

その他サービス業

川崎市多摩区宿河原３-５-３２

044-712-5964

有限会社

その他サービス業

川崎市川崎区台町16番3号

044-288-2458

クッキーナッツ・スタジオ

その他サービス業

川崎市幸区下平間266

044-223-6466

オダガワ動物病院

その他サービス業

川崎市多摩区登戸2383

山の田園

その他サービス業

川崎市麻生区千代ケ丘4-10-60

044-966-4582

さつき台動物病院

その他サービス業

川崎市麻生区片平1-5-1ブックスマンション１階

044-455-7540

株式会社小林植木

その他サービス業

川崎市高津区子母口２４４－５

044-754-9875

姿勢と動きの研究所

その他サービス業

川崎市宮前区鷺沼１-１１-６鷺沼第一ビル１階

KYP

その他サービス業

川崎市宮前区宮崎１７５－２１

ローラ英会話

その他サービス業

川崎市高津区二子4-1-5川田ビル202号室

ヨガの家KIZUKI

その他サービス業

川崎市中原区木月3-33-56

STUDIO NIXX

その他サービス業

川崎市宮前区宮崎6-9-5東急宮前平ショッピングパークＢ２棟

044-577-4421

さとう鍼灸整骨院

その他サービス業

川崎市多摩区登戸1849ドゥーアルブル２

044-900-2066

溝ノ口劇場

その他サービス業

川崎市高津区久本3丁目1-5ミュージション溝ノ口B1F

044-850-0038

ゴールドテニス

その他サービス業

川崎市高津区二子3-30-5

044-822-2878

玉川自動車工業株式会社

その他サービス業

川崎市高津区下作延６－２６－６

044-811-5552

MECCA kawasaki

その他サービス業

川崎市幸区南幸町2-19八洲ビル2階

シェアきもの ひなあそび

その他サービス業

川崎市多摩区菅5-1-25フォトレスフシミ102

090-6130-2067

こどもとかめら

その他サービス業

川崎市宮前区馬絹6-2-131F

090-4469-8083

しんゆり写真工房

彩

ちかお整体院

おきむら新城整体院
姿勢改善・ボディケア
整体院

壮心

Body Labo Kawasaki

～そうしん～

伊藤モーター商会

住所
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電話番号
050-3747-3293
044-572-2172
090-1774-8388

044-814-3987
050-6879-7750
044-789-5874
木内ビル

044-281-3626
090-4175-4634
044-543-9941

フォンテーヌあずまⅡ-1F

090-7191-5072
044-863-4002
090-8729-2112

044-900-8588

044-750-7074
090-7704-4977
044-440-3056
090-7400-1039

ー１階

044-223-6969

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

ちゃめごろうDOGWAYS

その他サービス業

川崎市中原区小杉御殿町2丁目113番地フェリス武蔵小杉１Ｆ

044-739-3108

カイロ鉄庵

その他サービス業

川崎市中原区下沼部1760-4ヴァンヴェールコスギ1F

044-433-0222

HappyBathPep

その他サービス業

川崎市幸区塚越3-133-7

044-276-6578

有限会社

その他サービス業

川崎市高津区子母口320-1

044-788-5323

ひこ鍼灸院

その他サービス業

川崎市多摩区堰1-15-4-201大島ハイツ

044-850-5120

鍼灸院・至

その他サービス業

川崎市多摩区生田８－８－９－１０２光シャンブル生田

044-322-8779

その他サービス業

川崎市高津区溝口2-9-21サンパリス長田3F

その他サービス業

川崎市多摩区菅５－１－１１ドエルペア１０２

その他サービス業

川崎市中原区市ノ坪３５ハイムシルク１Ｆ

その他サービス業

川崎市多摩区登戸1896-3ティアラ向ヶ丘101号

DogSalon Lena

その他サービス業

川崎市中原区市ノ坪89

アイ・ムーブ・ワールド

その他サービス業

川崎市高津区久本２－４－１３－１０１

スキンケアスタジオソフィア

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生1-12-14サンシエール新百合202

アイ福祉･介護タクシー

その他サービス業

川崎市麻生区岡上４５２アゼリアハイツ

川崎幸店

その他サービス業

川崎市幸区南加瀬1-7-10ルイシャトレ新川崎パークサイド201

090-4052-0436

鍼灸マッサージ木の葉

その他サービス業

川崎市麻生区下麻生2-42-3

090-8430-0403

マザーハーツ指圧治療院

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東1-983TYMマンション402号室

ステップゴルフ元住吉店

その他サービス業

川崎市中原区木月1-31-3徳植ビル

ハル

その他サービス業

川崎市中原区上新城２－１１－２５セシーズイシイ5-501

080-9577-7795

メナードフェイシャルサロン武蔵新城駅北

その他サービス業

川崎市中原区上新城1-4-50 第六南荘8号室

090-6031-0449

整体リラクゼーションサロンひととき

その他サービス業

川崎市多摩区登戸新町214ヴァンヴェール９６-105

050-3199-1940

スタジオシモムラ

その他サービス業

川崎市川崎区大師町13-9

りかペットクリニック

その他サービス業

川崎市高津区久地４－１１－４７

介護タクシードリーム

その他サービス業

川崎市多摩区東生田1－21－7

株式会社

荒木自動車

リペア本舗

溝の口店

堤塾
癒しのサロン ブロッサム
向ヶ丘遊園加圧トレーニングスタジオ

スマイル

飛鳥典禮

HappyBathPep

ドッグサロン

044-712-3198
070-5599-2238
044-733-8024

レナ

044-701-0697
090-7807-9801
050-5274-8141

１０５

044-954-9601
080-9281-8036

044-750-8870
044-750-8439

044-266-0025
044-813-6522
080-3435-0453

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生６－３０－１０

044-988-9231

有限会社赤神設備工業

その他サービス業

川崎市多摩区菅馬場2-5-3

044-281-0580

ドッグサロン

その他サービス業

川崎市幸区下平間108モリハシビル1F

044-544-2440

もみ～な新丸子店

その他サービス業

川崎市中原区新丸子町743柳ビル2Ｆ

044-739-8915

とどろき整体センター

その他サービス業

川崎市中原区宮内3-1-1

044-755-2215

エルカイロプラクティック川崎

その他サービス業

川崎市幸区大宮町２-８イクス川崎ザ・タワー2F No.4

044-520-8035

プロポーシヨン・アカデミー

その他サービス業

川崎市川崎区砂子2-4-18藤ビル6F

044-244-8282

レザー工房雅

その他サービス業

川崎市川崎区渡田新町2-7-5

044-329-1820

株式会社メディケア鍼灸マッサージセンター

その他サービス業

川崎市宮前区有馬1－20－1

発酵温浴かいち

その他サービス業

川崎市多摩区宿河原4-24-26ビルドT&T202号室

Cocomore

その他サービス業

川崎市中原区宮内3-8-4

044-752-4675

サンヨーフォトスタジオ

その他サービス業

川崎市川崎区宮本町7番地1三陽会館ビル1階

044-222-4473

さわやかコリニック

その他サービス業

川崎市多摩区生田7-9-3タスコハウス405

044-567-8138

リアット新丸子駅前店

その他サービス業

川崎市中原区新丸子町738セントラル高田ビル1階

044-712-7101

ねもと整体&ストレッチスタジオ

その他サービス業

川崎市多摩区登戸1831-1キャロットメゾンk’s202

044-922-9881

クライミングジムPOCKET

その他サービス業

川崎市中原区下小田中３－４－４

蔵邸ワインスクールCoeur Riche

その他サービス業

川崎市麻生区岡上225

佐藤自動車

その他サービス業

川崎市多摩区宿河原2-22-27

オハナ

川崎教室
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044-871-2558
080-1264-0763

044-777-7789
050-3568-2020
044-934-1011

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Re.Ra.Ku 新丸子店

その他サービス業

川崎市中原区新丸子町752-3ハイツ佐藤 1F

福祉タクシーこおくん

その他サービス業

川崎市多摩区南生田6-37-4

ペットホテル＆サロン デルタ

その他サービス業

川崎市幸区小倉2-21-10ルピナス新川崎

044-572-9316

ソムラーク

その他サービス業

川崎市麻生区百合丘1-23-2-401百合ヶ丘ステーションテラス

044-819-4662

有限会社

その他サービス業

川崎市多摩区西生田2-12-5

044-966-3447

ファミリア整体院

その他サービス業

川崎市宮前区菅生5-2-33-1

044-948-8789

えばと鍼灸マッサージ院

その他サービス業

川崎市多摩区菅２－１－１４第２チェリーハイムアンドウ202

044-455-5093

川崎武蔵小杉法律事務所

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東２－９２５－１７新丸子東ビル１階

044-750-7045

川崎浮世絵ギャラリー

その他サービス業

川崎市川崎区駅前本町１２－１タワーリバーク３F

044-280-9511

川崎YMCA

その他サービス業

川崎市多摩区登戸3032-2川崎YMCA

044-932-2031

HEROスポーツクラブ

その他サービス業

川崎市宮前区馬絹1-5-29クラウドナインビル３F

044-387-4440

有限会社ビッグ・バン

その他サービス業

川崎市麻生区東百合丘4-36-6キャッスル百合丘101

044-965-2441

癒し処こうみや

その他サービス業

川崎市中原区木月2－8－2ウイング元住吉2階

チムズミュージック

その他サービス業

川崎市高津区新作2丁目

050-5243-2215

Blessing World

その他サービス業

川崎市麻生区下麻生2-1-5-2F

080-5950-2009

AROMA☆STAR

その他サービス業

川崎市宮前区宮崎３－5ー１０木下ビレッヂSー１

050-3590-3346

アトリエトゥルー・ハピネス

その他サービス業

川崎市川崎区小川町１３－５エクアエリア川崎701

044-200-8944

写真道場

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東1-825フレグランス新丸子

044-433-7212

soup*spoon川崎店

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生7-5-30サンハイム柿生101

044-322-9745

菓子工房ラベルージュ

その他サービス業

川崎市幸区下平間40-28

044-555-2568

SP-Body

その他サービス業

川崎市中原区丸子通2-682エディスAN201

044-455-4764

RecoveryO2整体NAICHAN

その他サービス業

川崎市中原区新城1-17-9 1階

044-820-6638

もみレボ

その他サービス業

川崎市麻生区片平1574-1アン・ジュール2号

044-571-7147

Dog Salon Shatzi

その他サービス業

川崎市中原区木月祗園町10-23塩田ビル101

ペットケアサロンブルーベルベット

その他サービス業

川崎市多摩区生田2-3-3

おそうじ革命川崎中原店

その他サービス業

川崎市中原区上小田中2丁目42-7-104

0120-543-421

ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ（植物園）

その他サービス業

川崎市多摩区菅仙谷４－１－１

044-966-8717

よみうりランド（遊園地）

その他サービス業

川崎市多摩区菅仙谷４－１－１

044-966-1111

ネイルマーナ新百合ヶ丘

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生１－１０－１シャトーレ新百合３０３

044-953-0774

弁護士法人ＡＳＫ市役所通り法律事務所

その他サービス業

川崎市川崎区東田町５-３ホンマビル４階

044-230-1725

株式会社メカニカルウイング

その他サービス業

川崎市麻生区王禅寺西4-14-29上條ビル

044-969-5131

武蔵新城ビオス整骨院

その他サービス業

川崎市中原区新城3-8-8

044-752-2063

学習塾スタディクス

その他サービス業

川崎市多摩区菅2-9-1グランベルジェ2F

044-577-2750

おうちスタジオIRODORI

その他サービス業

川崎市麻生区王禅寺東6-11－38

044-543-9622

うえはら音楽教室

その他サービス業

川崎市多摩区菅5－14－1

044-543-8397

司法書士法人ウィスタリア

その他サービス業

川崎市多摩区長尾5-22-10

044-930-7025

ｴﾙｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ武蔵小杉

その他サービス業

川崎市中原区小杉町-518-4サンヴィラージュ102

044-722-3777

サロン・ド・ロゼ

その他サービス業

川崎市中原区新城1-2-15

森本ビル3F

044-798-5851

Healing Salon SIESTA

その他サービス業

川崎市川崎区東田町8パレールビル１階

044-589-6539

La・Vista／目の美容院

その他サービス業

川崎市川崎区小川町7-4アービラ川崎301

044-223-8799

B-Revolution ×溝の口整体院

その他サービス業

川崎市高津区溝口3-9-3佐保田ビルB1

044-829-6969

サンアイマッサージ・はり・きゅう院

その他サービス業

川崎市高津区溝口3-9-4津田メディカルビル1-B

044-543-8997

小島自動車
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044-455-4040
090-6569-0206

Ｐａｌ103

ペットケアサロン

044-948-9535

044-789-9575
ブルーベルベット

HANA・BIYORI

044-932-8612

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

Re.Ra.Ku 稲田堤店

その他サービス業

川崎市多摩区菅２-１-４セントラルハイツ１階

044-299-7198

ダイビングショップLiberty

その他サービス業

川崎市川崎区小川町15-2濱屋ビル202

044-201-7817

有機ゲルマニウム温浴onyoku-ya（おんよくや）

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東1-829-8オラシオン1-2F

044-422-8022

東洋医学ソフト中国気功整体院

その他サービス業

川崎市中原区木月2-3-35-501

044-433-3847

悠悠

その他サービス業

川崎市中原区新城５-１-1新月堂ビル3F

044-753-2141

ROOTSカイロプラクティック

その他サービス業

川崎市高津区久本1-5-18-１Fフォーゲル

044-948-9363

ドリームストリーム

その他サービス業

川崎市幸区大宮町11-2

ホワイトマンション204

044-520-1389

ドリームメディカルスタイル

その他サービス業

川崎市幸区大宮町11-2

ホワイトマンション102

044-533-7788

ボーテエサンテ

その他サービス業

川崎市幸区大宮町11-2

ホワイトマンション201

MIU COOK

その他サービス業

川崎市多摩区生田7-7-4高千穂ビル202

飛鳥ドライビングカレッジ川崎

その他サービス業

川崎市川崎区下並木97

しんゆり肩こり腰痛センター

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生1-6-3

カイロプラクティックニール＆ティファニー溝の口駅前店

その他サービス業

川崎市高津区久本1-1-5

044-866-9669

鎌倉ラポールリラックス館

その他サービス業

川崎市麻生区万福寺1-2-3農住ビルアーシス3階

044-969-0556

その他サービス業

川崎市高津区末長1-42-32Visage-K 203

044-863-8900

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生1-3-2一番館ビル５階

044-299-8767

その他サービス業

川崎市高津区二子4-19-5

044-829-0035

さわやか整体スタジオ

その他サービス業

川崎市中原区新丸子東1－794静観ビル1階

nail salon Tiara

その他サービス業

川崎市中原区小杉御殿町2-32-7ド・ミール小杉201

てごころ柿生店

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生5-41-1マルエツ柿生内

Siesta空

その他サービス業

川崎市中原区井田中ノ町26-13

カウントスペース

その他サービス業

川崎市中原区上小田中7-4-6三共ビル1階

おそうじママ大田店

その他サービス業

川崎市川崎区大島1-27-1

アルフペットリニック

その他サービス業

川崎市川崎区渡田向町29-16

044-244-7800

川崎鶴見巻き爪矯正センター

その他サービス業

川崎市川崎区旭町２丁目２４−３

044-222-5132

高津

その他サービス業

川崎市高津区末長3丁目6-17

044-852-4733

さぎぬま整骨院Rabb

その他サービス業

川崎市宮前区土橋3-3-2カーサ鷺沼1-C

044-789-8908

Bloomove Dance Studio

その他サービス業

川崎市中原区市ノ坪152-1F

ビギナーフィットネスFIRST

その他サービス業

川崎市川崎区日進町3-4unicoA 409

レンタルスペースB&B穏on

その他サービス業

川崎市宮前区有馬1-19-8

モトスポーツショップサム栗木台

その他サービス業

川崎市麻生区栗木台1－19－1栗木台店舗

川名操体治療室

その他サービス業

川崎市麻生区白山4-5-1-404

Total Body Care 向ヶ丘整体院

その他サービス業

川崎市多摩区登戸2569-1モリオンコート101

044-931-5345

福島カイロプラクティックセンター

その他サービス業

川崎市高津区子母口833-3

044-387-2014

アクアネイル武蔵小杉

その他サービス業

川崎市中原区小杉町３－１３０１－３Ｆ

AQUAS

その他サービス業

川崎市麻生区向原３－１－１０－１

H-Style(エイチスタイル)武蔵新城店

その他サービス業

川崎市高津区千年新町1-12グレイスヒルズ1F-1

IDM川崎駅前店

その他サービス業

川崎市川崎区駅前本町14-1

株式会社ミズモリ本社

その他サービス業

川崎市多摩区菅稲田堤2-3-8

044-944-2399

多摩川ゴルフ倶楽部

その他サービス業

川崎市中原区上丸子山王町1-1525

044-411-6227

しんゆり禅寺丸カイロプラクティック

その他サービス業

川崎市麻生区上麻生5-43-2

044-712-0201

産後骨盤矯正サロンサルビア

その他サービス業

川崎市中原区下新城2丁目6-3須山ビル１F

044-740-0539

ギター・ウクレレ教室

新百合ヶ丘店

gulien

新ゆり協和整骨院
スクーバダイビング

プロショップ

マヒマヒ
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044-276-8500
080-9502-1770
044-244-5266

マプレ2Ｆ

044-953-8976

044-863-7253
080-3020-4952
044-954-5998

MSテラス

080-6506-5965
044-711-8801
090-1990-3399

044-767-4666
070-3367-4312
044-852-0269
044-981-3436
090-6158-6367

DKビル4F

044-577-2546
090-3595-8934
IDM

044-750-0038
川崎駅前店

044-272-3566

登録店一覧（2022年04月25日現在）
登録店となる予定の店舗情報の一覧を掲載しています。一覧は随時更新します。

店舗名

業種・業態

住所

電話番号

アロマ&ヒーリングサロンinatuRa

その他サービス業

川崎市多摩区菅5-1-8エスアイコーポB103号室

ガレージネクスト

その他サービス業

川崎市麻生区黒川258-1

ほぐし処

その他サービス業

川崎市川崎区渡田1-8-7マミー1階

alto

その他サービス業

川崎市中原区今井南町3-5

総合スクールノビ

その他サービス業

川崎市川崎区旭町2-7-13

ヴェルデ鍼灸院

その他サービス業

川崎市宮前区土橋2-1-19クレールテラス401

森こう整骨院

その他サービス業

川崎市川崎区旭町2-24-3

044-222-5132

株式会社

その他サービス業

川崎市中原区新丸子町パールマンション101-A

044-711-0030
044-811-5911

いやさか

癒

070-3107-6785
044-988-6986

CAME-5

080-4373-0511
1階A号

044-281-8183
044-233-8796
080-7253-5760

フレスコベンガベンガ久地店

スーパー

川崎市多摩区堰3-6-8

フレスコベンガベンガ枡形店

スーパー

川崎市多摩区枡形3-4-32

フレスコベンガベンガ長沢店

スーパー

川崎市多摩区長沢4-2-11

八百殿

スーパー

川崎市川崎区殿町2-1-13

044-288-7720

044-900-2525
フレスコベンガベンガ長沢店

044-976-8033

大野屋

元住吉店

スーパー

川崎市中原区小杉町3-21

044-711-8001

大野屋

長尾店

スーパー

川崎市多摩区長尾1-16-7

044-932-9880

大野屋

小杉店

スーパー

川崎市中原区小杉町3-21

044-711-8001

イマト

スーパー

川崎市川崎区東田町10-10-1F

044-211-3337

ファミリーマート中野島北口店

コンビニ

川崎市多摩区中野島6-25-40

044-920-6050

セブンイレブン川崎武蔵小杉駅新南口店

コンビニ

川崎市中原区下沼部1810-7モエビル1階

044-422-7110

セブンイレブン川崎東扇島店

コンビニ

川崎市川崎区東扇島２４

044-266-4541

セブンイレブン苅宿店

コンビニ

川崎市中原区苅宿23-1

044-435-6439

セブンイレブン川崎小杉陣屋町2丁目店

コンビニ

川崎市中原区小杉陣屋町2-6-28

044-722-2425

セブンイレブン川崎大師駅北店

コンビニ

川崎市川崎区中瀬2-1

044-233-3630

セブンイレブン川崎宮崎2丁目店

コンビニ

川崎市宮前区宮崎２－１３－４

044-854-6336

セブンイレブン川崎生田８丁目店

コンビニ

川崎市多摩区生田8-20-14

044-911-7743

Yショップもりもと店

コンビニ

川崎市中原区木月４－２２－１

044-422-2408

ファミリーマート川崎新作五丁目店

コンビニ

川崎市高津区梶ケ谷2-1-1

044-870-3056

セブンーイレブン川崎南渡田町店

コンビニ

川崎市川崎区南渡田町1番9号

044-333-3087

ローソン川崎東小倉店

コンビニ

川崎市幸区東小倉２１－２４

044-511-6765

セブンイレブン川崎下野毛3丁目店

コンビニ

川崎市高津区下野毛3-4-3

044-814-3700

セブンーイレブン 川崎井田三舞町店

コンビニ

川崎市中原区井田三舞町6-42

044-751-5075

セブンイレブン川崎末長東店

コンビニ

川崎市高津区末長4-24-20

044-829-1107

セブンイレブン川崎宮前平駅西店

コンビニ

川崎市宮前区土橋1-3-2

044-866-1711

セブンイレブン川崎中野島店

コンビニ

川崎市多摩区中野島6-26-12

044-934-8844

セブンイレブン川崎中野島4丁目店

コンビニ

川崎市多摩区中野島4-22-11

044-911-1307

ファミリーマート京急川崎駅前店

コンビニ

川崎市川崎区駅前本町１０－５

044-221-3365

セブンイレブン川崎久末店

コンビニ

川崎市高津区久末２１４８

044-766-1001

セブンイレブン川崎久末北店

コンビニ

川崎市高津区久末１９６５－１

044-799-0048

セブンイレブン川﨑多摩区役所前店

コンビニ

川崎市多摩区登戸1792-2

044-900-9424

セブンイレブン川崎向ヶ丘遊園駅西店

コンビニ

川崎市多摩区登戸2034-1

044-933-1300

川崎溝口２丁目店

コンビニ

川崎市高津区溝口2-19-17リバーストーンマンション１F

044-811-1340

セブンイレブン

コンビニ

川崎市高津区久末338-3

044-755-6911

コンビニ

川崎市中原区上小田中6-51-16

044-766-1338

川崎久末団地店

セブンイレブン川崎神地店
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店舗名

業種・業態

住所

電話番号

ファミリーマート水沢三丁目店

コンビニ

川崎市宮前区水沢三丁目12-2

044-978-3205

セブンイレブン川崎蟹ヶ谷店と川崎蟹ヶ谷北店

コンビニ

川崎市高津区蟹ケ谷131

044-740-5078

セブンイレブン川崎馬絹東店

コンビニ

川崎市宮前区馬絹5-5-8

044-860-4566

セブンイレブン川崎東有馬店

コンビニ

川崎市宮前区東有馬5-23-20

044-854-1101

セブンイレブン川崎鷺沼中央店

コンビニ

川崎市宮前区鷺沼1-2-1

044-870-7110

セブンイレブン川崎溝の口駅前店

コンビニ

川崎市高津区溝口1-11-8

044-844-0171

セブンイレブン川崎諏訪店

コンビニ

川崎市高津区諏訪1-9-21

044-844-9390

セブンイレブン川崎鷺沼駅前店

コンビニ

川崎市宮前区鷺沼3-2-1

044-870-7011

セブンイレブン川崎鋼管通店

コンビニ

川崎市川崎区鋼管通1ー３ー8

044-322-4116

セブンイレブン川崎菅生2丁目店

コンビニ

川崎市宮前区菅生2丁目4-9

044-977-7773

セブンイレブン川崎菅生1丁目店

コンビニ

川崎市宮前区菅生1丁目-8-25

044-976-8671

セブンイレブン川崎ラチッタデッラ店

コンビニ

川崎市川崎区小川町1-26

044-244-2477

セブン・イレブン

コンビニ

川崎市宮前区平4-5-19

044-976-7090

川崎高津諏訪店

コンビニ

川崎市高津区諏訪２-１１-１６

044-813-2203

セブンイレブン川崎下小田中1丁目店

コンビニ

川崎市中原区下小田中1丁目19番12号

044-755-7710

川崎菅生5丁目店

コンビニ

川崎市宮前区菅生5-5-2

044-976-0531

セブンイレブン川崎西下橋店

コンビニ

川崎市中原区宮内1丁目22-2

044-752-3711

セブンイレブン溝の口店

コンビニ

川崎市高津区久本１－２－５関口第一ビル1階

044-866-2856

セブンイレブン川崎宮崎北

コンビニ

川崎市宮前区宮崎662-5

044-852-0772

セブンイレブン川崎上麻生2丁目店

コンビニ

川崎市麻生区上麻生2-37-14

044-953-8565

セブンイレブン川崎殿町3丁目店

コンビニ

川崎市川崎区殿町3-18-2セブンイレブン川崎殿町三丁目

044-287-7458

セブンイレブン川崎砂子一丁目店

コンビニ

川崎市川崎区砂子1-7-1

044-246-5053

貝塚一丁目店

コンビニ

川崎市川崎区貝塚１－４－１３

044-245-5121

セブンイレブン川崎有馬7丁目店

コンビニ

川崎市宮前区有馬7-12-1

044-853-1170

川崎平４丁目店

SHOP たかはし

クリーニング

川崎市中原区井田杉山町2-5

044-766-8543

小林クリーニング

クリーニング

川崎市多摩区宿河原4-22-32

044-911-3149

潮クリーニング

クリーニング

川崎市多摩区宿河原2-29-11

044-900-3505

クリーニングショップフレンドリー

クリーニング

川崎市中原区上丸子山王町1-1402-7

044-422-5681

中沢クリーニング

クリーニング

川崎市宮前区有馬6-4-6

044-855-8292

せんたく工房

クリーニング

川崎市幸区塚越２－１５２－２

044-533-3512

ラ・スイット川崎店

クリーニング

川崎市川崎区日進町１９－８

044-244-2438

ドライクリーニング池田

クリーニング

川崎市中原区新城1-17-7

044-766-5480

今井クリーニング

クリーニング

川崎市高津区諏訪１－３－６

044-822-3998

丸正クリーニング

クリーニング

川崎市幸区南加瀬5-1-46丸正クリーニング

044-588-4943

白井クリーニング

クリーニング

川崎市多摩区南生田2-2-1

044-954-8056

グッド

Ｄ

クリーニング

川崎市高津区二子4-1-5

044-812-0299

グッド

Ｅ

クリーニング

川崎市高津区溝口3-15-11

044-812-6044

グッド

Ｇ

クリーニング

川崎市高津区二子2-1-2

044-833-1456

谷原クリーニング

クリーニング

川崎市多摩区西生田3-23-4

044-966-4521

鳥羽クリーニング

クリーニング

川崎市宮前区平5-1-16

044-877-5451

ランドリー白青舎

クリーニング

川崎市高津区末長1-50-37

044-866-4720

絹屋クリーニング

クリーニング

川崎市幸区塚越4-328-40

044-533-4539
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店舗名
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電話番号

（有）池原洗濯総本店

クリーニング

川崎市麻生区多摩美1-14-7

044-966-1036

マルキクリーニング

クリーニング

川崎市宮前区平3－9－32

044-977-5057

中央化学ドライクリーニング

クリーニング

川崎市高津区諏訪2-11-6

044-822-5446

クリーニング共和

本店

クリーニング

川崎市高津区子母口695-5

044-766-5934

クリーニング共和

溝口店

クリーニング

川崎市高津区溝口1-22-6

044-811-5131

クリーニング共和

元住吉店

クリーニング

川崎市中原区木月住吉町7-66

044-433-2114

渡田店

ガソリンスタンド

川崎市川崎区渡田4-1-5

044-344-1856

下麻生SS

ガソリンスタンド

川崎市麻生区下麻生2-4-6

044-988-6565

宮崎台SS

ガソリンスタンド

川崎市宮前区宮崎５－１４－９

044-854-2244

武蔵小杉ベビーサイン教室＊モモイロちゃーちゃん＊

おもちゃ・ベビー用品

川崎市中原区等々力１４－２５－２

railwaysしんゆり湘南ライン

おもちゃ・ベビー用品

川崎市麻生区万福寺2-4-7 アノンテラス新百合ヶ丘1F

044-299-9005

ノースポート

おもちゃ・ベビー用品

川崎市高津区梶ケ谷5-10-3

044-870-0128

１００円・ディスカウントショップ

川崎市中原区木月1-36-17

044-411-4455

楠本質店
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