鎌倉地域
取扱店舗名

由比ガ浜（107）

ヤワタ
KazuyoKoco鎌倉
piccolo bar 117
ハンドレッドパーセント鎌倉
かまくらむすび茶屋
アーユルヴェーダサロンなみゆら
ワクワクの芽
ブラッスリー・シェ・アキ
カラダキレイサロン プエルタマヒカ
吉澤ふとん店
kiyoi
菊一伊助商店
ヴェール21
ALEXWAN
ビタースイート
ラフォレ・エ・ラターブル
久保米店
あいらくマッサージ院
Dahlia
チキンワークス白金 鎌倉店
6seis
鎌倉力車
WABIAN六地蔵本店
輸入雑貨アムマックスのお店 鎌倉店
アロハカイロ＆フットパラダイス
らーめん 一閑人
栄屋商店
パティスリー MIWA
笹屋米店
合資会社 金子生花店
井上蒲鉾店 本店
ラ・コシーナ・デ・ゲン
HOUSE YUIGAHAMA
CORNO
内田理容館
MODERATO ROASTING COFFEE
bianca kamakura
鎌倉給油所
LUCK由比ガ浜
若宮陶器
インテリア服部
モトビレッジ
レストランラ・コクシネル
はまなみベーカリー
かまくら和久
鎌倉-cafe-ANANA
苔むすび
合資会社帝国堂時計店
みゆきパン
ジャックと豆の木
湘南鎌倉後見センターやすらぎ
MAR
（マル）
岡埜栄泉
wimbisauti
アジア商会
ポンデシャロン鎌倉店
鎌倉やき芋本店
4Rule kamakura
Macel
Mahana by hair
鎌倉デリ ルパ
ARUKAMAK
GYROTONIC® KAMAKURA
Dahliacyan
JAMES & CO.
ますだ治療院
あおぞら亭
かまくら餃子工房

住所

由比ガ浜1-1-4
由比ガ浜1-1-7
由比ガ浜1-1-7 マルトクビル2階
由比ガ浜1-1-12
由比ガ浜1-1-13
由比ガ浜1-1-13 ハピネス由比ヶ浜102
由比ガ浜1-1-16
由比ガ浜1-1-30-102号
由比ガ浜1-2-22 シャトードゥショコラ102
由比ガ浜1-3-1
由比ガ浜1-3-6 スプレイハウス1階
由比ガ浜1-3-7
由比ガ浜1-3-7
由比ガ浜1-3-8
由比ガ浜1-3-16
由比ガ浜1-3-16 コンフォート由比ガ浜1A
由比ガ浜1-3-20
由比ガ浜1-4-27 ハイム由比101号
由比ガ浜1-9-4
由比ガ浜1-9-4
由比ガ浜1-9-9
由比ガ浜1-9-12
由比ガ浜1-10-1
由比ガ浜1-10-1
由比ガ浜1-10-1 たまのいビル2-B
由比ガ浜1-10-3
由比ガ浜1-10-5
由比ガ浜1-10-10
由比ガ浜1-12-1
由比ガ浜1-12-3
由比ガ浜1-12-7
由比ガ浜1-12-7
由比ガ浜1-12-8
由比ガ浜1-12-12
由比ガ浜1-12-13
由比ガ浜1-12-15
由比ガ浜2-1-13-2F
由比ガ浜2-1-20
由比ガ浜2-2-8 ヤマカ 2F
由比ガ浜2-2-35
由比ガ浜2-2-36
由比ガ浜2-3-4 C.Christiビル1階
由比ガ浜2-3-4 シークリスティビル2F
由比ガ浜2-3-11
由比ガ浜2-3-28
由比ガ浜2-4-10 ホライズンビル２F
由比ガ浜2-4-22
由比ガ浜2-4-37
由比ガ浜2ｰ4ｰ38
由比ガ浜2-4-39
由比ガ浜2-4-39 松田屋本店ビル203
由比ガ浜2-5-1
由比ガ浜2-5-15
由比ガ浜2-5-16 根岸ビル1F
由比ガ浜2-5-18
由比ガ浜2-5-20
由比ガ浜2-5-22
由比ガ浜2-5-22
由比ガ浜2-5-22
由比ガ浜2-6-13 誠信堂BLD2階
由比ガ浜2-6-16
由比ガ浜2-6-17
由比ガ浜2-6-17 2階＆3階
由比ガ浜2-6-18 1F
由比ガ浜2-6-20
由比ガ浜2-6-20 第2田中ビル1階
由比ガ浜2-6-22 BS鎌倉101
由比ガ浜2-8-6

1月8日現在

取扱品目

婦人洋品
衣類、アクセサリー、雑貨、シューズ
パスタ、ピザ、ワイン
婦人服
おむすび
オイルトリートメント
お教室・手作り雑貨
フランス料理
ネイルケア・リフレクソロジー
寝具一般
カット
包丁、はさみ、刃物全般
婦人服
犬グッズ
洋食
パン
米販売業
鍼灸マッサージ
器 布
国産チキンお弁当
バック、ストール、アクセサリー
人力車を使用した観光案内
和とアジアの布&バッグ 籠バッグ・ショール
輸入雑貨品（帽子、シャツ、マフラー、ギフト用品小物など）
カイロプラクティック､リフレクソロジー
らーめん、つけ麺
酒類、食料品、たばこ
洋菓子製造・販売
米 蜂蜜
生花・鉢物・雑貨
水産練製品
スパニッシュ&イタリアンレストラン
KOMBUCHA/コーヒー/サンドイッチ/ホットドッグ
イタリア料理
理容
焙煎コーヒー豆販売 周辺器具販売 店内飲食
美容サービス、美容商品販売
自動車用燃料
美容業 シャンプー等の美容品の販売
食器
カーテン・カーペット・インテリア小物品など
二輪整備
フレンチ
パン・クッキー等
飲食物
洋食、酒類
苔の小物
時計販売及び修理
パン
食事 飲み物
成年後見事業
衣類
和菓子一般
ヘアサービス、ヘアケア
自家焙煎コーヒー、輸入食品、製菓パン材料
婦人服
やき芋
オリジナルウエアー
婦人服
カット・カラー・パーマetc,,,
惣菜
婦人服、子供服、服飾雑貨
運動指導
革製品・アクセサリー
衣料品
鍼灸、運動指導
ラーメン
生餃子、冷凍餃子、焼き餃子

鎌倉地域
取扱店舗名

由比ガ浜（107）

木木
La vie
CHECK&STRIPE little shop（鎌倉）
Pualani Kamakula
umi cafe
BEACH GLASS EYE LASH
指圧治療処 一乗庵
麵屋 波（WAVE）
leafy leafy
鎌倉御代川
三渓堂表具店
アビエンスネイル
ラベンダー
Andy's Store and Cafe
甘味処 無心庵
鎌倉バワン
花見煎餅吾妻屋
つるや
鎌倉彫工芸館
Dottorino
鈴木屋酒店
有限会社 鎌倉電気商会
有限会社 かなや
鎌倉前 魚源
飲茶キッチン フェンロン
銀屋（しろがねや）
テル薬局
SHOOBEDOODA
Delicatessen 由比ヶ浜 Mimosa
癒し処にじょっく
楽市楽座
BEACH ROOM
Cocolo
マザーズカフェ
Bow haus
かいひん荘鎌倉
ravesur&sports
レストランバー シードレス
Brasserie Gent

住所

由比ガ浜2-8-7 大野ビル101
由比ガ浜2-11-9
由比ガ浜2-16-1
由比ガ浜2-16-1 若宮大路ビル104
由比ガ浜2-16-1 若宮大路ビル105
由比ガ浜2-16-1 若宮大路ビル305
由比ガ浜2-19-5 和田塚ハウス101号
由比ガ浜2-22-2
由比ガ浜2-22-2 FAREAST 101
由比ガ浜2-22-5
由比ガ浜3-1-8
由比ガ浜3-1-9
由比ガ浜3-1-33
由比ガ浜3-1-34
由比ガ浜3-2-13
由比ガ浜3-2-23
由比ガ浜3-3-23
由比ガ浜3-3-27
由比ガ浜3-4-7
由比ガ浜3-5-5
由比ガ浜3-6-19
由比ガ浜3-9-44
由比ガ浜3-9-47
由比ガ浜3-10-11
由比ガ浜3-10-12
由比ガ浜3-11-36
由比ガ浜3-11-41
由比ガ浜3-11-42 ライオンズマンション鎌倉由比ヶ浜1F
由比ガ浜3-11-47
由比ガ浜3-12-22 FLAT9由比ガ浜206号
由比ガ浜3-12-29
由比ガ浜4-2-10 1F
由比ガ浜4-2-11
由比ガ浜4-3-17 ホワイトテラス由比ガ浜A-102
由比ガ浜4-3-35 パーパスリゾート オーシャンビュー鎌倉B1
由比ガ浜4-8-14
由比ガ浜4-9-1
由比ガ浜4-9-1 2F
由比ガ浜4-10-7

1月8日現在

取扱品目

衣類、雑貨、手芸用品
フランス料理 レストラン
生地 他
水着・アクセサリー
食品
まつ毛エクステンション
あん摩マッサージ指圧
カレーつけ麵
レディスアパレル 雑貨
葉山牛や鎌倉野菜を使った日本料理
襖・掛け軸
手足ケア・ネイルサロン
女性下着・洋服
ホットサンド オムライス
豆かん、あんみつ、田舎汁粉他
インド料理
和菓子
うなぎ料理
鎌倉彫製品・材料
ピッツァ
自然派ワイン、クラフトビール、厳選調味料
家電製品
自然食品、野菜、果物、その他
会席料理、茶料理
中華料理
シャツ・パンツ
保険調剤、医薬品、健康関連商品
食品 酒類
ローストポーク ローストビーフ、洋惣菜、等
黄土よもぎ蒸し
酒・鮮魚 等
タイ料理
お弁当
食事・ケーキ・飲料
犬のトリミング、グッズ販売
宿泊
surfboart.sk8
ハンバーガー タコス コーヒー
フレンチレストラン・パン・菓子

