
平成30年5月24日現在
（五十音順）

店舗名 郵便番号 住所

アオキ茅ヶ崎店 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-3-30

秋山歯科医院 253-0042 茅ヶ崎市本村5-7-1

葦　茅ヶ崎海岸店 253-0025 茅ヶ崎市松が丘2-12-38

あるえっと美容室 253-0062 茅ヶ崎市浜見平17-11

イオン茅ヶ崎中央店 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

イトーヨーカドー茅ヶ崎店 253-0044 茅ヶ崎市新栄町11-8

稲岡ハウジング㈱南口支店 253-0052 茅ヶ崎市幸町23-3

稲岡ハウジング㈱北口支店 253-0044 茅ヶ崎市新栄町7-1岸ビル1F

ラーメン田舎家 253-0002 茅ヶ崎市高田1-12-31

うえだ歯科 253-0072 茅ヶ崎市今宿645

うどん　あおい 253-0045 茅ヶ崎市十間坂2-2-29

ecotto 253-0071 茅ヶ崎市萩園1252

エトアール洋菓子 253-0056 茅ヶ崎市共恵1-7-17

山料理・浜料理　えにし 253-0052 茅ヶ崎市幸町23-6

えんや 253-0043 茅ヶ崎市元町4-4

医療法人寿会　大木医院 253-0084 茅ヶ崎市円蔵1-24-32

ガオウ茅ヶ崎店 253-0044 茅ヶ崎市新栄町1-8　1Ｆ

カギサン酒店 253-0044 茅ヶ崎市新栄町11-8

神奈川県企業庁茅ヶ崎水道営業所 253-0042 茅ヶ崎市本村4-5-22

川上書店ラスカ店 253-0043 茅ヶ崎市元町1-1-534

やきとり居酒屋　吉鳥 253-0052 茅ヶ崎市幸町22-20

Café Cure 253-0063 茅ヶ崎市柳島海岸1-10

GUBI 253-0056 茅ヶ崎市共恵1-4-14

熊や 253-0043 茅ヶ崎市元町4-39

黒糖茶房 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北2-3-34

小和田接骨院 253-0023 茅ヶ崎市美住町4-3

サーティーワンアイスクリーム茅ヶ崎若松店 253-0051 茅ヶ崎市若松町19-16

サザンビーチサーフハウス 253-0055 茅ヶ崎市南湖4-12988-112

サンドーレ茅ヶ崎店 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北2-3-32

salon de MADE 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-6 殿木ビル

シェーキーズ茅ヶ崎店 253-0044 茅ケ崎市新栄町11-8

（株）JTB神奈川西支店 254-0034 平塚市宝町3-1 MNビル4階

湘南インドアテニスクラブ 253-0043 茅ヶ崎市元町14-1

湘南スイミングスクール 253-0082 茅ヶ崎市香川7-12-1

湘南ちがさき屋 イオンスタイル湘南茅ヶ崎店 253-0001 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71　1F

湘南ちがさき屋 茅ヶ崎マルエツ店 253-0082 茅ヶ崎香川1-1-38 
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湘南ちがさき屋 茅ヶ崎駅前店 253-0044 茅ヶ崎市新栄町12-12トラストビル1F

湘南ちがさき屋 浜見平本店 253-0062 茅ヶ崎市浜見平17-11

湘南ル・ショコラ・ブンゾー中海岸店 253-0055 茅ヶ崎市中海岸4-1-38

湘南ローンテニスクラブ 253-0082 茅ヶ崎市香川7-12-1

湘南彩菓子工房フローラ 253-0021 茅ヶ崎市浜竹1-9-37

島忠家具ホームセンター茅ヶ崎店 253-0042 茅ヶ崎市本村4-6-51

シマヤ 253-0083 茅ヶ崎市西久保1301

高橋接骨院 253-0002 茅ヶ崎市高田1丁目10-6

たまや 茅ヶ崎駅南店 253-0052 茅ヶ崎市幸町1-23

たまや幸町店 253-0052 茅ヶ崎市幸町20-33

たまや浜見平店 253-0062 茅ヶ崎市浜見平3-3-1 ブランチ茅ヶ崎2　1F

たまや浜竹店 253-0021 茅ヶ崎市浜竹1-7-27

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎 253-0085 茅ヶ崎市矢畑782

茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 253-0037 茅ヶ崎市菱沼海岸9-38

茅ヶ崎商工会議所 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29

茅ヶ崎地区交通安全協会 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-14

茅ヶ崎泌尿器科・皮膚科 253-0044 茅ヶ崎市新栄町６−１４

茅ヶ崎珈琲倶楽部 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-1

ちそう 253-0083 茅ヶ崎市西久保1618

デセール洋菓子店 253-0061 茅ヶ崎市南湖5-18-20

テニスショップ・アイ 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南2-10-2

道とん堀茅ヶ崎店 253-0083 茅ヶ崎市西久保772-1

東横イン湘南茅ヶ崎駅北口 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53

トリミングサロン dogear 253-0045 茅ヶ崎市 十間坂2丁目1-50

な なんどき牧場 253-0072 茅ヶ崎市今宿1024

パームインターナショナルスポーツクラブ 253-0004 茅ヶ崎市甘沼144

PATIO 253-0044 茅ヶ崎市 新栄町 9-7 IDK Bldg 1F

パン・ド・ナノッシュ 253-0056 茅ヶ崎市共恵1-4-20　ｶｰｻｱﾙﾎﾞﾘｰｽﾞ1F

ピザーラ茅ヶ崎店 253-0043 茅ヶ崎市元町17-23

日比力食堂 253-0043 茅ヶ崎市元町4-31

ビューティ・サロン　チェリー 253-0002 茅ヶ崎市高田4-4-33

ひよこ亭 253-0064 茅ヶ崎市柳島2-10-1 後藤ビル

ファミリーマート茅ヶ崎駅前店 253-0043 茅ヶ崎市元町2-4

FUJI 松が丘店 253-0025 茅ヶ崎市松が丘2-13-56

FUJI　鶴嶺店 253-0086 茅ヶ崎市浜之郷700

BAR BREEZE 253-0043 茅ヶ崎市元町4-10 五島ビル2-201

Bruny 253-0052 茅ヶ崎市幸町20-28

プレンティーズ 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1-7-28

本家かまどや 柳島海岸店 253-0063 茅ヶ崎市柳島海岸1117-1 ソレイユ湘南 1F

まりも 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎844

都食堂 253-0044 茅ヶ崎市新栄町11-17
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都まんじゅう すずや 253-0043 茅ヶ崎市元町4-6

鮨みやもと 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南2-6-12ル・ファール東海岸103

ムラサキスポーツ㈱茅ヶ崎南口店 253-0052 茅ケ崎市幸町1-16

メンズサロンＴ 253-0045 茅ヶ崎市十間坂1丁目3-18 ライオンズプラザ茅ヶ崎103

モスバーガー茅ヶ崎北口店 253-0043 茅ヶ崎市元町4-4

桃太郎らぁめん 253-0002 茅ヶ崎市高田4-3-20

横浜飯店 253-0043 茅ヶ崎市元町4-2

税理士法人Yuse 253-0044 茅ヶ崎市新栄町1-2

湯快爽快ちがさき 253-0041 茅ケ崎市茅ヶ崎3-2-75

夢庵  茅ヶ崎西インター店 253-0087 茅ヶ崎市下町屋2-15-46

よしこ 253-0043 茅ヶ崎市元町4-8

ら 美術館 カフェ・ルシュマン 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1丁目4-45
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茅ヶ崎市十間坂1丁目3-18 ライオンズプラザ茅ヶ崎103


