
店舗名 店舗住所 電話番号 業種 エリア

1 タケウチ作業服店 港北区⾼⽥⻄2-16-3 045-591-0301 ⾼⽥駅

2 鶴屋酒店 港北区⾼⽥⻄3-2-3 045-592-3345 酒類販売 ⾼⽥駅

3 こじま寝装 港北区⽇吉本町3−27−15 045-561-3849 その他⼩売店 ⽇吉本町駅

4 プチ アントルメ 港北区⽇吉本町3−28−24バームハイツ⽇吉 045-563-5232 和洋菓⼦・パン ⽇吉本町駅

5 ⽣鮮マーケットトーセー 港北区⽇吉本町3−32−24 1F 045-548-9061 総合スーパー・コンビニ ⽇吉本町駅

6 cheese＆meat ANZU 港北区⽇吉本町3-33-2 045-873-7289 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉本町駅

7 洋品エンドウ 港北区⽇吉本町3−33−10 045-563-0743 ⾐料・ファッション ⽇吉本町駅

8 和⾷ダイニング ゆず 港北区⽇吉本町3-33-10 045-877-6547 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉本町駅

9 ⼤関薬局 港北区⽇吉本町4−11−2 045-561-5516 薬局・ドラッグストア ⽇吉本町駅

10 理容 ナカムラ 港北区⽇吉本町4−11−7 045-561-3876 理美容・健康サービス ⽇吉本町駅

11 新若松 港北区⽇吉本町4−11−8 045-561-5139 和洋菓⼦・パン ⽇吉本町駅

12 nanament(ナナメント） 港北区⽇吉本町4−11−11 045-534-7910 ⽣活⽤品・⼩物・雑貨 ⽇吉本町駅

13 旬彩ゆり根 港北区⽇吉本町4−15−9 045-620-7789 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉本町駅

14 サロン・ド・アサヌマ 港北区下⽥町4-6-6 045-562-2985 理美容・健康サービス ⽇吉駅

15 （株）あだち時計店 港北区⽇吉本町1-3-12 045-561-5367 眼鏡・時計・貴⾦属 ⽇吉駅

16 ⼆宮花園 港北区⽇吉本町1-4-1 045-562-5487 ⽣花・植物 ⽇吉駅

17 OC DINING 港北区⽇吉本町1-19-21-1F 045-594-7086 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉駅

18 中国名菜 ⿓華 港北区⽇吉本町1-21-2 045-563-6198 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉駅

19 遊ZENたつ吉 港北区⽇吉本町1-23-2 045-563-6198 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉駅

20 そば処 たつ吉 港北区⽇吉本町1-23-3 045-562-1912 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⽇吉駅

21  total beauty salon ONE 港北区⽇吉本町1-5-24 ノーム⽇吉２F 045-548-8188 理美容・健康サービス ⽇吉駅

22 ⾓屋商事 港北区箕輪町3−14−12 045-620-7673 ⾷料品販売・農産物販売 ⽇吉駅

23 ブルックリンスタンド 港北区綱島⻄1−6−4信濃庵ビル２F 045-717-8109 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

24 メガネ・宝飾 中森 港北区綱島⻄1−6−15 045-531-1712 眼鏡・時計・貴⾦属 綱島駅

25 ⻲井茶舗 港北区綱島⻄1−6−19 コア15ビル1F 045-531-0303 ⾷料品販売・農産物販売 綱島駅

26 天⼀書房 綱島店 港北区綱島⻄1-6-19 コアビルB1F 045-543-0100 書店・⽂房具 綱島駅

27 ⽴ち呑みエイト/bar eight 港北区綱島⻄1-7-11 みなみ綱島ビルB1F 045-633-8181 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

28 ビ・ノーバ美容室 港北区綱島⻄1-8-1 名店会館3F 045-543-7294 理美容・健康サービス 綱島駅

29 HEGISOBA＆GALETTE ISSHIN.綱島店 港北区綱島⻄1-9-4 おてもやんビル１F 045-710-0339 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

30 中華料理と餃⼦ 珠鴻 港北区綱島⻄2−2−18 045-541-6615 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

31 いたり家 本店 港北区綱島⻄2-6-26 045-532-1019 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

32 カヤギヤ 港北区綱島⻄2−7−6 045-541-5522 ⾐料・ファッション 綱島駅

33 ダイキチきんぎょ 港北区綱島⻄2-7-6 102号 045-642-8572 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

34 健康まあじゃんサロンシャングリラ 港北区綱島⻄2-7-18 ２F 045-532-2727 その他サービス 綱島駅

35 リフレッシュサロンフラット 港北区綱島⻄2-8-1 イトーヨーカドー綱島店１F 045-531-5233 理美容・健康サービス 綱島駅

36 コイデカメラ 綱島ヨーカドー店 港北区綱島⻄2−8−1イトーヨーカドー綱島店１F 045-543-4447 その他サービス 綱島駅

37 ㈲中森 港北区綱島⻄２−８−１イトーヨーカドー２F 045-543-0558 眼鏡・時計・貴⾦属 綱島駅

38 パリミキ 綱島店 港北区綱島⻄2-11-4 045-542-2915 眼鏡・時計・貴⾦属 綱島駅

39 きもの和總 港北区綱島⻄2-12-2 045-531-7704 ⾐料・ファッション 綱島駅

40 Seon（セオン） 港北区綱島⻄2-13-9 ヴィラ綱島２F 045-642-4651 ⾐料・ファッション 綱島駅

41 いたり家 ３丁⽬店 港北区綱島⻄3-1-1 045-544-1109 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 綱島駅

42 癒師の処 森家 港北区綱島⻄3-6-21三枝ビル２F 070-1356-0330 理美容・健康サービス 綱島駅

43 港北マッサージ 港北区綱島東1-6-15 吉原ビル３F 045-540-0880 理美容・健康サービス 綱島駅

44 レストランオークラ 本店 港北区樽町1-22-24 045-531-7619 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⼤倉⼭駅

45 江⽥電気商会 パナステーションエダ 港北区⼤曽根1−19−2 045-531-0417 ⼤倉⼭駅

46 ミートショップ イタバシ 港北区⼤曽根1-26-1 045-543-4129 ⾷料品販売・農産物販売 ⼤倉⼭駅

47 御菓⼦司 ⼤倉⼭⻘柳 港北区⼤倉⼭1-2-8 045-531-0407 和洋菓⼦・パン ⼤倉⼭駅
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48 マツモトキヨシ ⼤倉⼭駅前店 港北区⼤倉⼭1-2-12 045-531-3761 薬局・ドラッグストア ⼤倉⼭駅

49 スタイリッシュ イーズ フリザー 港北区⼤倉⼭1-17-13-104 045-543-5538 理美容・健康サービス ⼤倉⼭駅

50 トラットリア・ピッツェリア・ピレウス 港北区⼤倉⼭1-29-17 I・Sビル２F 045-717-6388 ⼤倉⼭駅

51 天⼀書房 ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭2-2-8 045-545-0301 書店・⽂房具 ⼤倉⼭駅

52 フジヤ 港北区⼤倉⼭2-4-1 045-545-0248 ⾐料・ファッション ⼤倉⼭駅

53 ペドーネ／カフェ・ド・ピオン 港北区⼤倉⼭2-4-10 リンモビル101 045-834-7782 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⼤倉⼭駅

54 ⼤倉⼭豊屋寝装店 港北区⼤倉⼭2-5-8 045-541-4648 ⽣活⽤品・⼩物・雑貨 ⼤倉⼭駅

55 ⼤倉⼭おへそ 港北区⼤倉⼭2-5-11 045-834-9700 その他サービス ⼤倉⼭駅

56 トモズ ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭3-1-1 サンレモンビル１F 045-547-0900 薬局・ドラッグストア ⼤倉⼭駅

57 ⽂具101 ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭3-1-24 045-545-5331 書店・⽂房具 ⼤倉⼭駅

58 ミイク 港北区⼤倉⼭3-2-1 045-543-0248 ⾐料・ファッション ⼤倉⼭駅

59 パティスリーピオン 港北区⼤倉⼭3-2-2 045-544-8708 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⼤倉⼭駅

60 地産マルシェ ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭3-2-34 045-859-9566 ⾷料品販売・農産物販売 ⼤倉⼭駅

61 農家ダイニング そざいや 港北区⼤倉⼭3-29-1 柿沼ビル1F 045-642-7226 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⼤倉⼭駅

62 モスバーガー ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭3-29-2 045-533-3337 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） ⼤倉⼭駅

63 わかば 港北区⼤倉⼭3-29-3 045-541-3055 和洋菓⼦・パン ⼤倉⼭駅

64 靴専科 ⼤倉⼭店 港北区⼤倉⼭3-29-3 しまやビル１F 045-543-9211 その他サービス ⼤倉⼭駅

65 本多時計眼鏡店 港北区菊名4−2−4 045-401-9581 眼鏡・時計・貴⾦属 菊名駅

66 インド・アジアン料理 家帝 YETI 港北区菊名4-2-16 1F 045-877-8206 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 菊名駅

67 とんかつかつき 港北区菊名4-3-22 045-401-9978 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 菊名駅

68 三陸ワイン⾷堂 レ・アーレ 港北区菊名6-1-6-1 045-633-7070 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 菊名駅

69 （⽴）NARIMASU 港北区菊名6-1-7 ⿑藤ビル101 045-947-2950 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 菊名駅

70 中津からあげ 渓 菊名店  港北区菊名6-1-10 吉⽥ビル1F 045-716-9225 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 菊名駅

71 ⽥中⽶店 港北区菊名6-2-10 045-421-0168 ⾷料品販売・農産物販売 菊名駅

72 東横製畳 菊名店 港北区菊名6-2-11-201 045-401-4792 菊名駅

73 ㈲カクマン酒店 港北区⼩机町222−1 045-471-5291 酒類販売 ⼩机駅

74 四季菓匠折本や 港北区⼩机町450−3 045-471-5151 和洋菓⼦・パン ⼩机駅

75 横浜まるざ唐揚げ⼯房 がくう 港北区菊名1-2-6 045-717-8773 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 妙蓮寺駅

76 Boulangerie14区 港北区菊名1-4-2 第１橘ビル 045-642-6858 和洋菓⼦・パン 妙蓮寺駅

77 ⽯堂書店 港北区菊名1−5−9 045-401-9596 書店・⽂房具 妙蓮寺駅

78 ペンギンカメラ 妙蓮寺 港北区菊名1−5−10 045-401-1495 その他サービス 妙蓮寺駅

79 ⻘果三和 港北区菊名1−6−11 平⽥ビル1F 045-642-7044 その他⼩売店 妙蓮寺駅

80 タコとハイボール 妙蓮寺店 港北区菊名1-7-5 045-834-8312 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 妙蓮寺駅

81 ドワリカズ 港北区菊名1−7−11 045-434-2266 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 妙蓮寺駅

82 ⾁のキタムラ 港北区菊名1-7-13 045-421-1129 ⾷料品販売・農産物販売 妙蓮寺駅

83 K's BAR 港北区仲⼿原2−1−21 045-434-3323 飲⾷店・居酒屋（テイクアウト含） 妙蓮寺駅

84 CROSS HAIR LOUNGE 港北区仲⼿原2-43-38 ユリスタ１F 045-431-9117 理美容・健康サービス 妙蓮寺駅


