
▼いすみ市 ▼佐倉市 ▼八千代市

▼八街市 ▼勝浦市 ▼匝瑳市

▼千葉市中央区 ▼千葉市稲毛区 ▼千葉市緑区

▼千葉市美浜区 ▼千葉市花見川区 ▼千葉市若葉区

▼南房総市 ▼印旛郡栄町 ▼印旛郡酒々井町

▼印西市 ▼君津市 ▼四街道市

▼大網白里市 ▼夷隅郡大多喜町 ▼夷隅郡御宿町

▼安房郡鋸南町 ▼富津市 ▼富里市

▼山武市 ▼山武郡九十九里町 ▼山武郡大網白里町

▼山武郡横芝光町 ▼市原市 ▼市川市

▼成田市 ▼我孫子市 ▼旭市

▼木更津市 ▼東葛飾郡沼南町 ▼東金市

▼松戸市 ▼柏市 ▼流山市

▼浦安市 ▼白井市 ▼習志野市

▼船橋市 ▼茂原市 ▼袖ケ浦市

▼野田市 ▼銚子市 ▼鎌ケ谷市

▼長生郡一宮町 ▼長生郡白子町 ▼長生郡睦沢町

▼長生郡長南町 ▼長生郡長柄町 ▼長生郡長生村

▼館山市 ▼香取市 ▼香取郡多古町

▼香取郡東庄町 ▼香取郡神崎町 ▼鴨川市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

やまじゅう海老屋 いすみ市 大原１００９５－６ 飲食店

スーパーガッツ大原店 いすみ市 大原１１７６ ショッピング

（有）昭和堂洋菓子店 いすみ市 大原８７４９－２ 飲食店

酒楽喜 いすみ市 大原９００５－１ ショッピング

藤与し いすみ市 小沢２６２１－１ 飲食店

Relaxation 鳴山 いすみ市 岬町中原４６７０ サービス

炭火庭岬 いすみ市 岬町井沢１８６３－１ 飲食店

スーパーセンターレオ岬店 いすみ市 岬町和泉７９４ ショッピング

ひかり寿司 いすみ市 岬町椎木１２５８　 飲食店

スーパーランドいすみ店 いすみ市 弥正１４７ ショッピング

ぴん太郎直売店 いすみ市 日在３９４－１０ ショッピング

ブックセンターあずま いすみ市 日在６１０－１　 ショッピング

909by六本木美容室 いすみ市 深堀１７３２－３ サービス

パティスリー アン 佐倉市 ユーカリが丘１－５－１１ 飲食店

姿勢改善サロン　Yukari　t 佐倉市 ユーカリが丘３丁目２－１　２Ｆ サービス

Your Lecheveu ユーカリ店 佐倉市 ユーカリが丘４－１－１　サウスエリア　１Ｆ サービス

串焼屋鶏ごっちユーカリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘４－１－１　スカイプラザ　Ａ－
３ 飲食店

カプリチョーザユーカリが丘店 佐倉市
ユーカリが丘４－１－１　スカイプラザ・ユー
カリが丘ショッピングセンター　サウスエリア
２Ｆ

飲食店

珈琲館ユーカリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ　２
Ｆ 飲食店

フェリーチェ 佐倉市 ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ　２
Ｆ ショッピング

美禅 佐倉市 ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ３Ｆ サービス

そば処すずの家 佐倉市 ユーカリが丘４－１－５　スカイプラザサウス
タワー　２Ｆ 飲食店

美容室クラフト佐倉ユーカリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘４－２　ミライアタワー　１Ｆ サービス

宗家源吉兆庵 ユーカリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘６－４－４ 飲食店

シモアール ユーカリが丘店 佐倉市 上座１１９３ ショッピング

元祖札幌やユーカリヶ丘店 佐倉市 上座１２３９－１ 飲食店

とんでん ユーカリが丘店 佐倉市 上座６５２－１－１ 飲食店

鮨やまとユーカリが丘店 佐倉市 上座６６４－１　 飲食店

ときわ書房 志津ステーションビル店 佐倉市 上志津１６６３　志津ステーションビル　３Ｆ ショッピング

トップマート志津店 佐倉市 上志津１６７３－９８ ショッピング

十割そば さちの 佐倉市 上志津原２３４－３ 飲食店

すし・創作料理 一幸 佐倉ユーカリが丘店 佐倉市 下志津７８０－１１ 飲食店

スーパーカワグチ志津店 佐倉市 中志津４－２－１ ショッピング
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タヴェルナ パッキア 佐倉市 中志津６－１６－１ 飲食店

hair atelier Natura 佐倉市 井野１３７７－８０ サービス

かつ波奈佐倉志津店 佐倉市 井野１４９１ 飲食店

七輪房　井野店 佐倉市 井野１５０５ 飲食店

福寿し 勝田台店 佐倉市 井野１５３２ 飲食店

高倉町珈琲勝田台店 佐倉市 井野１５３３－１ 飲食店

とんでん 勝田台店 佐倉市 井野１５３４－１６ 飲食店

すし銚子丸志津店 佐倉市 井野町６０－２ 飲食店

焼肉屋田中商店ユーカリヶ丘店 佐倉市 南ユーカリが丘１－１　ステーションタワー　
２Ｆ 飲食店

豫園 佐倉市 南ユーカリが丘１４－２　ガーデンラベニュー
南ユーカリが丘 飲食店

レストラン SADAF 佐倉市 吉見６０２－３２ 飲食店

ベルヴェデ－レ 佐倉市 坂戸６３１ 飲食店

キングス 佐倉市 大崎台１－２０－５－１０２ 飲食店

トウズ JR佐倉店 佐倉市 大崎台１－２６－１７ ショッピング

We’ve佐倉店 佐倉市 大崎台１－２６－７ サービス

CRiBhair佐倉店 佐倉市 大崎台１－４－５　コートヤード１０２ サービス

馳走かく田 佐倉市 大崎台１丁目２０－５　パストラル佐倉１０１ 飲食店

佐倉きのこ園 佐倉市 太田２３９５ ショッピング

トウズ 京成佐倉店 佐倉市 宮前３－６－１１ ショッピング

Lish 佐倉店 佐倉市 寺崎北３－１－４ サービス

かつや 佐倉 佐倉市 寺崎北５－１－１２ 飲食店

すし銚子丸佐倉店 佐倉市 寺崎北５－１－９ 飲食店

ベイシア電器 佐倉店 佐倉市 寺崎北６丁目１１番地２ ショッピング

三谷屋呉服店 佐倉市 新町２２０ ショッピング

菓子工房シェルシェ 佐倉市 染井野３－４０－１８　１Ｆ 飲食店

マロンド佐倉店 佐倉市 栄町１８－１１ 飲食店

スーパーカットパスタイム臼井店 佐倉市 王子台１－２２－２２　ＴＭビル１Ｆ サービス

サブウェイ レイクピア臼井店 佐倉市 王子台１－２３　レイクピアウスイ内 飲食店

焼肉 レストラン 南江 佐倉市 王子台１－２６－９　マキビル　１Ｆ 飲食店

We’ve臼井店 佐倉市 王子台１－２７－３　２Ｆ サービス

ハードオフ佐倉王子台店 佐倉市 王子台２－２８－８ ショッピング

illume 佐倉店 佐倉市 王子台６－８－１９ サービス

Happy佐倉店 佐倉市 生谷１１９３ ショッピング

パスタ＆ダイニング沙久良 佐倉市 生谷１５０７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すしめん処大京そめい野店 佐倉市 生谷１５５９－４０ 飲食店

シモアール 佐倉店 佐倉市 石川２８８－１ ショッピング

リストランテカステッロ 佐倉市 臼井１５６７－２ 飲食店

マルシェかしま 佐倉市 角来字飯野向１７５８－３ ショッピング

焼肉 大王 佐倉市 鏑木町２－７－４　１Ｆ 飲食店

ららポーク 佐倉市 高岡４５３－１ 飲食店

すぎのや本陣佐倉店 佐倉市 高岡４８０－２ 飲食店

la ciocca 八千代中央店 八千代市 ゆりのき台１－３９ サービス

di Formaggio KU 八千代市 ゆりのき台４－１－１５　ライフタワ－２ 飲食店

焼肉 えびす 八千代市 ゆりのき台４－６－２ 飲食店

ビストロ　モン・ル－ 八千代市 ゆりのき台４丁目７－５　第２ニッコウビルＢ
１Ｆ 飲食店

きたみcoffee 八千代市 ゆりのき台７丁目２２－４　サンハイツ花島２
－１０１号 ショッピング

ときわ書房　八千代台店 八千代市 八千代台北１丁目１－１　 ショッピング

cafe＿bistroSola 八千代市 八千代台南３丁目１－１　 飲食店

Hair Jina 八千代市 八千代台東１－１０－２　五十嵐ビル　１０２ サービス

We’veSHINE 八千代市 八千代台東１－２－１３ サービス

Hair Design Cood 八千代市 八千代台東１－４５－１８ サービス

MAINICHIFOODPRODUCTS 八千代市 八千代台東１丁目１５－３　１０１ ショッピング

美好屋酒店 八千代市 八千代台西１－１－１０ ショッピング

スーパーカット パスタイム 八千代市 八千代台西１－１－３　ソシアルビル　２Ｆ サービス

タエビス シェリール 八千代市 八千代台西２－３－６ サービス

カーレッツプラス 本店 八千代市 勝田２９－１ ショッピング

くまざわ書店 勝田台店 八千代市 勝田台１－１０　京成ストア勝田台店　３Ｆ ショッピング

すし海鮮うまいもんやごかん磯貝勝田台店 八千代市 勝田台１－１９－３ 飲食店

ヴァンローゼ 八千代市 勝田台１－３６－１０ 飲食店

アスタマニアナ 八千代市 勝田台１丁目１７－１０　１階 飲食店

クリ-ニング チェリ- 八千代市 勝田台１丁目３１－１２ サービス

オランダ家 勝田台店 八千代市 勝田台２－４－１ 飲食店

ジャンヌダルクヘアープロデュース 八千代市 勝田台２－４３－１ サービス

NASK Trading 八千代市 勝田台６丁目２４－７ ショッピング

鮨　五とう 八千代市 勝田台北１－２－１１ 飲食店

ソレイユ 八千代市 勝田台北２－４－２ 飲食店

砥部焼の店山椒房 八千代市 勝田台北２－４－５ 飲食店

千葉鑑定団八千代店 八千代市 勝田台南１－１８－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レストラン ロス・アンジェルス 八千代市 勝田台南３－１－１１ 飲食店

スーパーカワグチ大和田店 八千代市 大和田１０００－５ ショッピング

Wiz八千代緑が丘店 八千代市 大和田新田１０６７－１ サービス

一幸 八千代店 八千代市 大和田新田１０８８－１ 飲食店

炭火ホルモン吟 八千代市 大和田新田２０３－６　サンヒルズ石井１０２ 飲食店

モケイパドック 八千代市 大和田新田３５２－２１９ ショッピング

オランダ家 大和田新田店 八千代市 大和田新田３５５－３ 飲食店

焼肉きんぐ八千代店 八千代市 大和田新田４０６－８ 飲食店

びっくりドンキー八千代緑が丘店 八千代市 大和田新田６－４９ 飲食店

グリーンハウス ゆりのき店 八千代市 大和田新田６４０－１ ショッピング

京成バラ園 八千代市 大和田新田７５５ ショッピング

焼肉 むさし 八千代本店 八千代市 大和田新田９２３－５ 飲食店

リサイクルショップ愛品館 八千代店 八千代市 村上１６１０－１ ショッピング

ANOTHERWORLD 八千代市 村上南１－１－４　パラシオ１Ｆ サービス

レストラン WAIKIKI 八千代店 八千代市 米本２１５０ 飲食店

珍來 米本団地前店 八千代市 米本２１６３－２ 飲食店

スーパーカワグチ米本店 八千代市 米本２２０７－８ ショッピング

しちりん八千代緑が丘北口駅前店 八千代市 緑が丘１－１－１　公園都市プラザ　１Ｆ 飲食店

glitter 八千代市 緑が丘１丁目４－１　エスタシオン１Ｆ サービス

焼肉大将軍八千代緑が丘店 八千代市 緑が丘２－１－１ 飲食店

FELIZA緑が丘 八千代市 緑が丘２－３３－３ サービス

Su Calm 八千代市 緑が丘２－３３－７ サービス

bloom八千代緑が丘 八千代市 緑が丘４－２－６ サービス

arena緑が丘店 八千代市 緑ヶ丘１－２－９　アクトヒルズ２　１Ｆ サービス

手打蕎麦・地酒 さわ田茶屋 八千代市 萱田町５９５ 飲食店

タイヤセレクト八千代 八千代市 高津３０６－４０ ショッピング

スイーツアリッサム 八千代市 高津６９９－１１ 飲食店

レストラン　カウベル 八千代市 高津東２－５－２４ 飲食店

安楽亭　八千代高津店 八千代市 高津東４－７－２ 飲食店

深澤ピーナッツ 八街市 八街に４９ ショッピング

ボーン・アゲイン 八街市 八街に４９－７６ ショッピング

大畑金物店 八街市 八街に６１－９ ショッピング

株式会社生形商店 八街市 八街に９５ ショッピング

有限会社酒井清商店 八街市 八街ほ１０４０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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トウズ 八街店 八街市 八街ほ２２３－１ ショッピング

CHICCA八街店 八街市 八街ほ２３９－２５ サービス

肉玉そば越智八街店 八街市 八街ほ７２３－２１ 飲食店

フレアー 八街市 八街ほ９４５－１１ サービス

リサイクルマート千葉八街店 八街市 八街ほ９４５－３ ショッピング

オランダ家 西八街店 八街市 八街ほ９４８－２ 飲食店

すぎのや本陣八街店 八街市 八街ほ９４８－４ 飲食店

とん膳八街店 八街市 八街ほ９４８－４０ 飲食店

ミヤマ 新八街店 八街市 八街ほ９４９－１ ショッピング

すし銚子丸八街店 八街市 文違３０１ 飲食店

オランダ家 八街店 八街市 文違３０１－１３２９ 飲食店

ラクサージュ 勝浦市 墨名６９５ サービス

有限会社滝口商店 勝浦市 墨名８１５－１ ショッピング

ハヤシ 勝浦店 勝浦市 新官１３３７ ショッピング

カワグチボス勝浦店 勝浦市 部原１９２８－１６ ショッピング

オプト あらき 匝瑳市 八日市場イ４１２－１４ ショッピング

シモアール八日市場店 匝瑳市 八日市場ホ１２４０－１ ショッピング

お菓子のたいよう本店 匝瑳市 飯倉２９３ 飲食店

ビックハヤシ 匝瑳市 高５８３－１ ショッピング

I’s Bar＆Lounge 千葉市中央区 中央１－８－５　リージェントビル１Ｆ 飲食店

とら福 ちば中央 千葉市中央区 中央１－８－６　千葉房聰ビル　１Ｆ 飲食店

イナノテ 千葉市中央区 中央１丁目１－８　中央２８ビル１Ｆ 飲食店

赤から 千葉中央店 千葉市中央区 中央２－２－８　秀和ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉もろっこ 千葉市中央区 中央２－６－３ 飲食店

炭串焼き壱 千葉市中央区 中央２－８－１４ 飲食店

ラタベルネッタ 千葉市中央区 中央２－８－１４ 飲食店

鶏とし 千葉市中央区 中央２－８－１４ 飲食店

寿々女寿司 千葉市中央区 中央２丁目６－５ 飲食店

千葉市美術館 千葉市中央区 中央３－１０－８ ショッピング

マダムボンボニエール 千葉市中央区 中央３－１２－９　豊田ビル 飲食店

フランス割烹竹田屋千葉店 千葉市中央区 中央３－１３－７　コスモ千葉中央ビル　１F 飲食店

串膳 千葉市中央区 中央３－１５－１４ 飲食店

牛坊 千葉市中央区 中央３－１５－６　美波屋ビル　２Ｆ 飲食店

美味旬肴　つれづれ 千葉市中央区 中央３－２－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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阿づ満庵 千葉市中央区 中央３－４－１１ 飲食店

CAFE MUNCHIES 千葉市中央区 中央３－５－１　クリエ千葉中央１Ｆ 飲食店

丸万寿司 千葉市中央区 中央３－７－１１ 飲食店

とん村 千葉市中央区 中央４－２－４ 飲食店

ザデイカットアンドカルチャーショップ 千葉市中央区 中央港１－２４－１４　ＳＥＡＳＣＡＰＥ千葉
みなと　１Ｆ サービス

アマンダンセイル 千葉市中央区 中央港１－２８－２ 飲食店

キッカ松ヶ丘店 千葉市中央区 仁戸名町３５８－２　サント・ヴィアソーレ　
１０２ サービス

トップマート松ヶ丘店 千葉市中央区 仁戸名町５６０ ショッピング

焼肉レストラン まつもと 千葉市中央区 仁戸名町６８１ 飲食店

いまでや商店 千葉市中央区 仁戸名町７１４－４ ショッピング

オークスブックセンター仁戸名店 千葉市中央区 仁戸名町７２０－３４ ショッピング

ロイヤルインドレストラン仁戸名店 千葉市中央区 仁戸名町７２７－１ 飲食店

焼肉屋くいどん蘇我店 千葉市中央区 今井１－１０ 飲食店

天使担々麺 千葉市中央区 今井２－５－２５ 飲食店

hairinASKluce 千葉市中央区 千葉寺町１２０５－２ サービス

れたす 千葉市中央区 千葉寺町１２１７－１７ 飲食店

千葉銀行新本部棟キャフェ 千葉市中央区 千葉港１－２ 飲食店

とんでん そが店 千葉市中央区 南町１－５－１ 飲食店

Landscape 千葉市中央区 南町２－１０－１ ショッピング

美食中華天府記本店 千葉市中央区 南町２－１０－１　ワカナビル１Ｆ 飲食店

トップマート蘇我店 千葉市中央区 南町２－１２－１５ ショッピング

マロンド蘇我店 千葉市中央区 南町２－１５－１９ 飲食店

オランダ家 蘇我店 千葉市中央区 南町２－７－１１ 飲食店

オレンジポップ蘇我店 千葉市中央区 南町２－７－１５　２Ｆ サービス

がぜん 蘇我店 千葉市中央区 南町２－９－４　マルエイ第六ビル　２Ｆ 飲食店

鮨仙 千葉市中央区 南町２丁目２－９　 飲食店

TRINT 千葉市中央区 南町３－１－２２　アクティブビル　２Ｆ サービス

スーパーカワグチ激安店 千葉市中央区 問屋町１０－３ ショッピング

オリエンタルキッチンイタリア－ 千葉市中央区 問屋町７ 飲食店

KINGS SEDONA 千葉市中央区 宮崎２－６－１　１Ｆ サービス

七輪焼肉 炭家 千葉市中央区 宮崎町４５７－１ 飲食店

シルクハウス 千葉店 千葉市中央区 富士見１－１－１　千葉駅前ビル　２Ｆ サービス

朴の木 千葉市中央区 富士見１－１３－１１　紅谷ビル 飲食店

ラフィネ 千葉市中央区 富士見１－１４－１１　常盤ビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉ホルモン小竹家 千葉市中央区 富士見１－１４－１２ 飲食店

AUBEHAIR MATILDA 千葉市中央区 富士見１－１４－７　ＳＡＫＵＲＡビル　２Ｆ サービス

jam 千葉市中央区 富士見１－１５－８　ＲＣ千葉ビル サービス

すし　波奈 千葉市中央区 富士見１－７－４　リバ－サイドビル　１Ｆ 飲食店

都鮨 千葉市中央区 富士見１－７－６ 飲食店

串酒場伝助本店 千葉市中央区 富士見１－９－１　みゆきナインビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairlink富士見店 千葉市中央区 富士見２－１２－１１　セイケイ富士見ビル　
１Ｆ サービス

デザートスノー 千葉市中央区 富士見２－１３－１ ショッピング

BistroRecolte 千葉市中央区 富士見２－１３－１　第二山崎ビル　１Ｆ 飲食店

ジンギスカンラムちゃん千葉店 千葉市中央区 富士見２－１３－４　さかいビル　１Ｆ 飲食店

牛バルこじまや千葉店 千葉市中央区 富士見２－１４－４　バーニングビル　１Ｆ　
Ａ 飲食店

NEO KOREAN STANDARD 千葉市中央区 富士見２－１４－８　エヌズビル３　１Ｆ 飲食店

asoteyedesign 千葉市中央区 富士見２－１５－１　ワラビビル　４Ｆ サービス

Noble hair garden 千葉市中央区 富士見２－１５－１　ワラビビル３Ｆ サービス

ホビーステーション千葉店 千葉市中央区 富士見２－１５－１　ワラビビル８Ｆ ショッピング

PEACE 千葉市中央区 富士見２－１５－８　フジビル２Ｆ サービス

ネイルサロンShandy 千葉市中央区 富士見２－１５－９　Ａ＆ＦＬビル５０１ サービス

レディーバード千葉店 千葉市中央区 富士見２－１６－１２　北斗会館　３Ｆ 飲食店

美容室サリバン 千葉市中央区 富士見２－１６－４　三社プラザ　２Ｆ サービス

鮨田むら 千葉市中央区 富士見２－１７－１２　シャインビル１Ｆ 飲食店

おしゃれ鮮魚 かめや 千葉市中央区 富士見２－２１－１２　アッシュビル　２Ｆ 飲食店

brick by brace 千葉市中央区 富士見２－２２－２　千葉中央駅前ビル サービス

鉄板焼梵’s 千葉市中央区 富士見２－２２－８　東方ビル１０３ 飲食店

焼肉極 千葉市中央区 富士見２－２３－６　ＫＡＮビル１Ｆ 飲食店

すし銚子丸千葉駅前店 千葉市中央区 富士見２－２５－１ 飲食店

ファブ千葉店 千葉市中央区 富士見２－５－１５　本千葉第三ビルディング
　２Ｆ サービス

焼肉大将軍千葉富士見店 千葉市中央区 富士見２－５－５ 飲食店

West Gate Dining我家我屋 千葉市中央区 富士見２－７－１６　亀屋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

イリオスPersonal千葉店 千葉市中央区 富士見２－７－２　鹿島ビル５Ｆ サービス

かに将軍　千葉店 千葉市中央区 富士見２－７－３ 飲食店

hair brace 千葉市中央区 富士見２－７－９　富士見ビル　２Ｆ サービス

seas 千葉市中央区 富士見２－８－１０　ＦＬＡＧＣＨＩＢＡビル
　３Ｆ サービス

ALTO千葉店 千葉市中央区 富士見２－８－１４　エキニア千葉　３Ｆ－３
０２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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SALSAGRACE＆HAKARA 千葉市中央区 富士見２－８－１４　エキニア千葉　５Ｆ サービス

美容室PiSTA 千葉市中央区 富士見２－８－８　橘ビル　２Ｆ サービス

天ぷら割烹　武田 千葉市中央区 富士見２－９－１３　ＷＴＣ千葉富士見ビル　
Ｂ１ 飲食店

ヘアドウ千葉中央店 千葉市中央区 富士見２－９－１７　ハセガワビル　２Ｆ サービス

宝島24　千葉中央店 千葉市中央区 富士見２丁目１３－５　 飲食店

バイクワールド千葉蘇我店 千葉市中央区 川崎町１－３５ ショッピング

北海道うまいもの館ベイフロント蘇我店 千葉市中央区 川崎町５７－５ ショッピング

Lourdeshairdesign 千葉市中央区 弁天１－１－２　ｂｅ－ＰｌａｃｅＦ２ サービス

海鮮の國 波奈本店 千葉市中央区 弁天１－３４－１ 飲食店

GLAMAS 千葉市中央区 新千葉１－４－２　ウエストリオ２　５Ｆ サービス

ヘア ジェニー 千葉市中央区 新千葉１－４－２　ウェストリオ２　５Ｆ サービス

ビストロえびすや 千葉市中央区 新千葉１丁目７－１３　 飲食店

CERCHIO 千葉市中央区 新千葉３－１４－６　マリーブ千葉１Ｆ サービス

ぷらすわん 千葉市中央区 新宿１－１２－１ ショッピング

田子作本舗 千葉市中央区 新宿１－２０－５ ショッピング

バーアンドレストランゴッサム 千葉市中央区 新宿１－８－５　サンハイツ千葉　１０１ 飲食店

季節料理まさむね 千葉市中央区 新宿２－２－２　第３プレシードビル２Ｆ 飲食店

HairDesignWaft千葉店 千葉市中央区 新田町１－８　ドゥーブル　２Ｆ サービス

美容室 TOWA 千葉市中央区 新田町１１－１　小川第二ビル　３Ｆ サービス

中国料理珍宴 千葉市中央区 新田町１１－１７ 飲食店

SMONALbyrhino 千葉市中央区 新田町１４－５　大野ビル１０２ サービス

ANDANTEANDANTE 千葉市中央区 新田町１７－４　Ａ ショッピング

AirRe 千葉市中央区 新田町２－１６　サイト－ビルＮｏ．４　２Ｆ サービス

フランス料理　ル・クール 千葉市中央区 新田町２３－１７ 飲食店

Green woodpecker 千葉市中央区 新田町３－１３　クワビル３－２Ｆ サービス

エピセ 千葉市中央区 新田町３－１３　久和ビル１Ｆ 飲食店

イタリアンパスタ　マリーン 千葉市中央区 新田町３５－８ 飲食店

fleur 千葉市中央区 新田町５－１０　わかちく千葉ビル　１Ｆ サービス

SBS　TOKYO　千葉店 千葉市中央区 新町１－１９ ショッピング

BARBER－BAR千葉 千葉市中央区 新町１０００　センシティタワービル　４Ｆ サービス

千葉スカイウィンドウズ東天紅 千葉市中央区 新町１０００　千葉駅前センシティタワー　２
３Ｆ 飲食店

MRT千葉 千葉市中央区 新町１５－１１ ショッピング

CHIYO 千葉市中央区 新町１５－２　大友ビル　６Ｆ サービス

refuge わたしのハイフ 千葉市中央区 新町１７－４　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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笑和 千葉市中央区 新町１８－１０　千葉第一生命ビルディング　
１F 飲食店

TERRA 千葉市中央区 新町１９－１５　リエスチバ新町 サービス

ヘアドゥ千葉K2F店 千葉市中央区 新町２０－１０ サービス

エスト！　プロッシモ 千葉市中央区 新町２２－３ 飲食店

Trigram． 千葉市中央区 新町２２－６　ハイライトビル３Ｆ サービス

ICHIRIN千葉店 千葉市中央区 新町３－１　グラスボイスビル　２Ｆ サービス

AmiLi 千葉市中央区 新町３－３　辰巳ビル　５Ｆ サービス

ワンステップ千葉店 千葉市中央区 新町３－３　辰巳ビル　６Ｆ ショッピング

nailsalonQuartett 千葉市中央区 新町３－３　辰巳ビル４０３ サービス

Dimolto 千葉市中央区 新町４－１　山本ビル　１Ｆ 飲食店

スーパーしげのや 星久喜店 千葉市中央区 星久喜町１２０２－２０ ショッピング

やまのい 千葉市中央区 春日２－１－８　西千葉フラットビル１０１ 飲食店

DEAR FROM 千葉市中央区 春日２－１０－８　ラペ－ル春日　１Ｆ 飲食店

ビューティマツバラ アネックス 千葉市中央区 春日２－１０－８　ラペール春日　２Ｆ サービス

ビューティマツバラ トゥモロー 千葉市中央区 春日２－２０－１０　第二鈴木ビル　１Ｆ サービス

BARBER ITO WORKS 千葉市中央区 春日２－２１－１１ サービス

SAWASUKE 千葉市中央区 春日２－２３－６　ＮＣビル　２Ｆ 飲食店

ヘアドゥ西千葉店 千葉市中央区 春日２－９－１５ サービス

ボンメゾン西千葉店 千葉市中央区 春日２－９－１５ ショッピング

SPROUT 千葉市中央区 春日２丁目 ２１－７日東不動産ビル地下１階 飲食店

トップマート末広店 千葉市中央区 末広１－１３－１７ ショッピング

一幸 千葉末広店 千葉市中央区 末広２－１２－３ 飲食店

かつや 千葉末広 千葉市中央区 末広４－１３－９ 飲食店

太陽書店千葉末広店 千葉市中央区 末広４－９－１ ショッピング

すし銚子丸蘇我店 千葉市中央区 末広５－６－２０ 飲食店

リカーマウンテン千葉富士見店 千葉市中央区 本千葉町１－３　千葉プリマビル　１Ｆ ショッピング

すし屋銀蔵 千葉市中央区 本千葉町１５－１ 飲食店

KIRA 千葉市中央区 本千葉町１６－７　ブラジルビル　３Ｆ サービス

月島もんじゃもんたま 千葉市中央区 本千葉町１６－７　ブラジルビル２Ｆ 飲食店

山海宴 千葉市中央区 本千葉町２－５　今関ビルＢ１Ｆ 飲食店

hair design germe 千葉市中央区 本千葉町４－１０　サンライズ　２Ｆ サービス

福寿し　千葉中央店 千葉市中央区 本千葉町４－１０　サンライズビル　１Ｆ 飲食店

CHICCA千葉中央店 千葉市中央区 本千葉町６－１ サービス

アンヘア千葉中央店 千葉市中央区 本千葉町６－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

10 / 70

[千葉県千葉県]



とらのあな 千葉店 千葉市中央区 本千葉町６－９　フェニックスレジデンス千葉
中央　２Ｆ ショッピング

長谷川時計店 千葉市中央区 本町１丁目５－１７ ショッピング

てんぷら 天白 千葉市中央区 本町２－１－２１　石井ビル１Ｆ 飲食店

カミーユ 千葉市中央区 村田町３０５－７ サービス

作業服流通センター千葉店 千葉市中央区 村田町４４０－２ ショッピング

スーパーカワグチ東千葉店 千葉市中央区 東千葉２－１－７ ショッピング

ゆず庵 東千葉店 千葉市中央区 東千葉２－３１－１７ 飲食店

焼肉屋くいどん東千葉店 千葉市中央区 東千葉２－３２－５ 飲食店

BODYQA 千葉市中央区 松ヶ丘町 ４４４－２ハイツココット１０２号 サービス

シモアール 千葉店 千葉市中央区 松ヶ丘町１７６ ショッピング

ミヤマ 松ヶ丘店 千葉市中央区 松ヶ丘町２５１ ショッピング

炭火焼肉ニュー平和閣 千葉市中央区 栄町２３－１ 飲食店

生乃弥 千葉市中央区 栄町４－１４ 飲食店

おいそ 千葉市中央区 栄町４０－１２ 飲食店

久拓 千葉市中央区 栄町４０－１３ 飲食店

キムチの郷 荒井食品 千葉市中央区 栄町５－３ ショッピング

お菓子工房 バニーユ 千葉市中央区 椿森２－１４－１１ ショッピング

宍倉精肉本店 千葉市中央区 汐見丘町１０－１ ショッピング

かぼちゃわいん 千葉市中央区 汐見丘町１３－１６ 飲食店

ハードオフ千葉浜野店 千葉市中央区 浜野町１２５－１ ショッピング

ホビーオフ千葉浜野店 千葉市中央区 浜野町１２５－１ ショッピング

オフハウス千葉浜野店 千葉市中央区 浜野町１２５－１ ショッピング

すしめん処大京浜野店 千葉市中央区 浜野町１３８－１ 飲食店

トラックショップ・ジェット 千葉店 千葉市中央区 浜野町７６１－１ ショッピング

オルベリヘアリゾート 千葉市中央区 港町１３－３０　グリーンハイツ１Ｆ サービス

くるまやラーメン おゆみ店 千葉市中央区 生実町２５２１－１ 飲食店

Farmer’sChicken千葉 千葉市中央区 登戸１－１３－７　小沢ビル　１Ｆ 飲食店

鳥しん 千葉市中央区 登戸１－２４－２４　鶴岡マンション　１Ｆ 飲食店

たかおか 千葉市中央区 登戸１－７－６　アイシンビル　１Ｆ エンターテイメン
ト

大坂屋 千葉市中央区 登戸４－４－３ ショッピング

ヤックススーパーマーケット白旗店 千葉市中央区 白旗３－２８－１ ショッピング

うな徳 千葉市中央区 祐光２－１２－１　祐光ビル　１０２ 飲食店

からやま千葉祐光店 千葉市中央区 祐光４－１－１ 飲食店

馳走蕎樂 はるきや 千葉市中央区 祐光４－４－１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉樹苑 千葉市中央区 稲荷町２－１－７ 飲食店

唐居 千葉市中央区 蘇我２－３０－２８ 飲食店

オランダ家 道場北店 千葉市中央区 道場北２－１９ 飲食店

寿司栄 千葉市中央区 道場北２－３－８ 飲食店

ヤックススーパーマーケット道場店 千葉市中央区 道場南１－９－３１ ショッピング

トップマート都町店 千葉市中央区 都町１１１１ ショッピング

焼肉 房州園 千葉市中央区 都町２－２６－１ 飲食店

焼肉大将軍千葉都町本店新館 千葉市中央区 都町２－３３－１ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　千葉中央店 千葉市中央区 都町２－４－１６ 飲食店

CHARKHA BAZAAR 千葉市中央区 都町３－１４－１０ ショッピング

すしゆう 千葉市中央区 院内１－１４－７　ＫアンドＩビル　１Ｆ 飲食店

お菓子の工房ルポ・デ・アンジェリーク 千葉市中央区 青葉町１２５０－２　サンビル　１Ｆ 飲食店

SOHONEWYORK稲毛店 千葉市稲毛区 作草部町５９２－２１　トップマ－ト　１Ｆ サービス

さかい珈琲 作草部店 千葉市稲毛区 作草部町６０４－１ 飲食店

焼肉大将軍稲毛園生店 千葉市稲毛区 園生町１７０－１ 飲食店

かつや 千葉穴川 千葉市稲毛区 園生町３６９－１０ 飲食店

とんでん 園生店 千葉市稲毛区 園生町８３５－１ 飲食店

カーセブン 宮野木店 千葉市稲毛区 宮野木町１８４６－１ ショッピング

オートウェーブ 本館 千葉市稲毛区 宮野木町１８５０ ショッピング

オートウェーブ 千種サービスセンター 千葉市稲毛区 宮野木町１８５０ ショッピング

オートウェーブ 浜野店 千葉市稲毛区 宮野木町１８５０ ショッピング

another Door 千葉市稲毛区 小仲台　２－１０－１１ サービス

ALTO稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台１－６－２４ サービス

Alohana 千葉市稲毛区 小仲台２－１２－８　上野ビル　１Ｆ サービス

VANSAN 稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台２－２－１８　エヌズビル２　１Ｆ 飲食店

FaB稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台２－２－２　エヌズクワトロ　２Ｆ サービス

魚七鮮魚店稲毛直売所 千葉市稲毛区 小仲台２－４－１１　川島東ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

PRIMALinage 千葉市稲毛区 小仲台２－５－１５　第８若菜ビル３Ｆ サービス

ZIP Garden Berry 千葉市稲毛区 小仲台２－７－１２　市原ビル　３Ｆ サービス

Dears千葉店 千葉市稲毛区 小仲台２－９－２　川村ビルＢ　１０３ サービス

ヌ－ベルバッチ－ヌ 千葉市稲毛区 小仲台３丁目７－１３　 サービス

ヘアドゥ稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台６－１－１　稲毛ビル　２Ｆ サービス

株式会社ヨーゼフ 千葉市稲毛区 小仲台６－１９－１９　ＭＹビル ショッピング

有限会社jujur 千葉市稲毛区 小仲台６－３－２６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エイペックス 千葉市稲毛区 小仲台６－４－１３　エイペックスビル サービス

ジュジュルミラシィ 千葉市稲毛区 小仲台６丁目１－１　Ｐ’ｓＦＲＯＮＴビル３Ｆ サービス

フォルクス　稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台８－６－５ 飲食店

わくわく広場小仲台店 千葉市稲毛区 小仲台８－８－８ ショッピング

ナリタヤ小深町四街道店 千葉市稲毛区 小深町１１８－６ ショッピング

スエヒロ館　稲毛山王店 千葉市稲毛区 山王町２９１－９ 飲食店

オオクシ理容室 千葉市稲毛区 稲毛３－５－８ サービス

居酒屋忠助稲毛店 千葉市稲毛区 稲毛東３－１４－７ 飲食店

美容室 ロマンティックローズボンボン 千葉市稲毛区 稲毛東３－１５－１１　稲毛Ｋビル　２０２ サービス

麦や 稲毛店 千葉市稲毛区 稲毛東３－１５－９ 飲食店

大越酒店 千葉市稲毛区 稲毛東３－１６－２　リカプラザビル　１Ｆ ショッピング

安楽亭　稲毛駅前店 千葉市稲毛区 稲毛東３－１９－１８　ノセビル　２Ｆ 飲食店

Village 千葉市稲毛区 稲毛東３－２－３　アネモスハウス　１０２ サービス

山傅丸　稲毛店 千葉市稲毛区 稲毛東３丁目１５－１１　稲毛Ｋビル１Ｆ 飲食店

京のお野菜＆お粉乃美焼き　茄な 千葉市稲毛区 稲毛東３丁目１６－４　スプリングスクエア２
Ｆ 飲食店

理容室アドバンスドヘアー 千葉市稲毛区 稲毛東４－２－１４ サービス

カナデアン　ステーキハウス 千葉市稲毛区 穴川３－９－１９ 飲食店

FOODSTORY cocorobi 千葉市稲毛区 緑町１－２１－３　片山第二ビル　１Ｆ ショッピング

太陽書店稲毛店 千葉市稲毛区 緑町２－６－１６　総建みどりハイム　１Ｆ ショッピング

焼肉屋くいどん長沼原店 千葉市稲毛区 長沼原町６７１ 飲食店

大衆イタリアン食堂大福長沼店 千葉市稲毛区 長沼原町６９７ 飲食店

シトロエン千葉 千葉市稲毛区 長沼町３３６－６ ショッピング

ラ・コリーナ 千葉市緑区 あすみが丘１－２０－１ その他

焼肉ダイニングあみ吉 千葉市緑区 あすみが丘１－２０－１ 飲食店

ZIPGardenAsumi 千葉市緑区 あすみが丘２－３５－１４ サービス

L’etoile Unique 千葉市緑区 あすみが丘４－１－１ サービス

かつわか 千葉市緑区 あすみが丘５－６－５ 飲食店

すしめん処大京土気店 千葉市緑区 あすみが丘５－７－２ 飲食店

オランダ家 あすみが丘店 千葉市緑区 あすみが丘５－７－５ 飲食店

はなう 千葉市緑区 あすみが丘東３－１５ 飲食店

ホキ美術館ミュージアムショップ 千葉市緑区 あすみが丘東３－１５ ショッピング

トウズ 千葉土気店 千葉市緑区 あすみが丘東５－１－４ ショッピング

すしめん処大京おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野２－６－２ 飲食店

basset 千葉市緑区 おゆみ野３－１９－４　オーシャンビュー壱番
館　１０３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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aLter Rire 千葉市緑区 おゆみ野３－１９－４　オーシャンビュー壱番
館　１０４ サービス

SalondecoiffureK＆K 千葉市緑区 おゆみ野３－２５－１０　フルールメゾン１Ｆ サービス

まなぶ 千葉市緑区 おゆみ野３－３３－７ 飲食店

かまとりダイニング 轍 千葉市緑区 おゆみ野３－７－１　芝コーポ５号館１０６ 飲食店

HAIRMAKESTUDIOAL－ter 千葉市緑区 おゆみ野３－７－１－１０１ サービス

aL－ter e’clat 千葉市緑区 おゆみ野３－７－２　アイ・ティー・オーオユ
ミノ　２Ａ サービス

MAMMA鎌取店 千葉市緑区 おゆみ野４－２－１７ 飲食店

喜美寿司 千葉市緑区 おゆみ野５－７－６ 飲食店

Gentil 千葉市緑区 おゆみ野中央１－１２－１８１ サービス

Lumina 千葉市緑区 おゆみ野中央１－１７－５　リバティヒル学園
前１０２ サービス

かつや 千葉おゆみ野 千葉市緑区 おゆみ野中央４－３５－３ 飲食店

ref－le 千葉市緑区 おゆみ野中央５－３５－２ サービス

回転寿司居魚屋やまと おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野中央７－３７－２ 飲食店

一幸 おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野中央８－１６－８ 飲食店

オランダ家 おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野中央９－１６－１１ 飲食店

ヘア＆エステ髪細工 千葉市緑区 おゆみ野南２－７－５ サービス

MAMMAおゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野南２－８－１ 飲食店

焼肉きんぐおゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野南５－１８－１ 飲食店

肉匠坂井 おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野南６－８－２ 飲食店

安楽亭　古市場店 千葉市緑区 古市場町６８８－１ 飲食店

アストロプロダクツ 千葉浜野店 千葉市緑区 古市場町７２２－１ ショッピング

フードランドレオ誉田店 千葉市緑区 誉田町２－２４－６６ ショッピング

チンタンタン海浜幕張駅前店 千葉市美浜区 ひび野１－１４ 飲食店

魚が旨い居酒屋 忠助 千葉市美浜区 ひび野１－１４　ａｕｎｅマクハリビル　４Ｆ 飲食店

焼肉 いしび 千葉市美浜区 ひび野１－１４　ａｕｎｅ幕張　２Ｆ 飲食店

長寿韓酒房海浜幕張 千葉市美浜区 ひび野１－１４　アウネ幕張　５Ｆ 飲食店

焼肉もとび 千葉市美浜区 ひび野１－４－１　１Ｆ 飲食店

タケダヤ海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－４－３　新日本ビル　１Ｆ 飲食店

ONTHEGOhairdesign 千葉市美浜区 ひび野１－４－３　新日本ビル　２Ｆ サービス

かねたや家具店 幕張新都心店 千葉市美浜区 ひび野１－７ ショッピング

やきとり家すみれ 海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張　１Ｆ 飲食店

サウスオーシャンズリゾートウェディング 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張　２Ｆ 飲食店

ビューティマツバラライズ 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張　２Ｆ サービス

グランビアスーク 幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉貴闘力海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張３Ｆ 飲食店

山傅丸幕張店 千葉市美浜区 ひび野１丁目８　メッセ・アミューズモール１
Ｆ 飲食店

寿司やまと海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１丁目８　幕張メッセアミューズモール 飲食店

テーブルコサージュ・ラボ 千葉市美浜区 ひび野２－１０－１　ザ・マンハッタン　１Ｆ ショッピング

ティアラリュクス幕張リゾート店 千葉市美浜区 ひび野２－３　アパホテル＆リゾート（東京ベ
イ幕張）　２Ｆ サービス

Take 千葉市美浜区 中瀬１－３　幕張テクノガ－デンＢ棟　９Ｆ サービス

トニーローマ 幕張WBG店 千葉市美浜区 中瀬２－６　ＷＢＧマリブダイニング３Ｆ 飲食店

チェゴヤ海浜幕張店 千葉市美浜区 中瀬２－６　ワールドビ　ジネスガーデンＣＯ
２ＦＣＯ２１６ 飲食店

みそ屋田所商店 千葉市美浜区 中瀬２－６－１　ＷＢＧマリブダイニング　２
Ｆ 飲食店

東京ガスライフバル 千葉 千葉市美浜区 幸町１－６－８ ショッピング

とんでん 千葉幸町店 千葉市美浜区 幸町２－２０－２９ 飲食店

江戸前すし百萬石幸町店 千葉市美浜区 幸町２－２２－２６ 飲食店

南海部品 湾岸千葉店 千葉市美浜区 幸町２－２４－１ ショッピング

SOL by K 千葉市美浜区 打瀬１－２－３　セントラルパークウエストＤ
棟１Ｆ ショッピング

ELDORADO 千葉市美浜区 打瀬２－１１　幕張ベイタウンパティオス　６
－１０５ ショッピング

フレッシュランド ヤンマー 千葉市美浜区 打瀬２－１２　パティオス５番街　１Ｆ ショッピング

ヘアドゥベイタウン店 千葉市美浜区 打瀬２－１２　パティオス５番街Ｍ２５５－１
店舗 サービス

今日和 幕張ベイタウン店 千葉市美浜区 打瀬２－１４　パティオス１１番街 飲食店

ROOM903 onthestreet 千葉市美浜区 打瀬２－３　パティオス２番街１Ｆ ショッピング

ジャイネパ－ル 千葉市美浜区 打瀬２丁目１２　パティオス５番街 飲食店

フレンチレストラン　ヴァン・ウタセ 千葉市美浜区 打瀬３－４　パティオス２０番　１０９ 飲食店

Mother Moon Cafe 美浜 千葉市美浜区 新港１１７ 飲食店

ティンバーヤード 千葉市美浜区 新港１１７ ショッピング

アストロプロダクツ 千葉みなと店 千葉市美浜区 新港１７０－１ ショッピング

Veicolo 千葉市美浜区 新港７０－１　ネッツトヨタ内 飲食店

Solari 千葉市美浜区 真砂１－４－２４ 飲食店

シュモレフェリーク 千葉市美浜区 真砂２－１－１０ サービス

CAFE ILMARE 千葉市美浜区 真砂４－１－１０　ショッピングセンターＰＩ
Ａ　１Ｆ 飲食店

ザ・サーフ オーシャンテラス レストラン 千葉市美浜区 磯辺２－８－３ 飲食店

Cherreve 千葉市美浜区 磯辺３－１４－８ サービス

オレンジポップ検見川浜南口店 千葉市美浜区 磯辺５－９－１　パークシティ検見川浜東の街
　１Ｆ サービス

かつや 稲毛海岸 千葉市美浜区 稲毛海岸３－１－２５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MAKUHARIBREWERY 千葉市美浜区 若葉３－１－２１ 飲食店

アストロプロダクツ 幕張新都心店 千葉市美浜区 豊砂１－１ ショッピング

すし銚子丸 高洲店 千葉市美浜区 高洲１－１３－３ 飲食店

さかえ寿司 千葉市美浜区 高洲１－１６－２５ 飲食店

ベイシティシュモレ 千葉市美浜区 高洲１－２２－８ サービス

まめ牛千葉店 千葉市美浜区 高洲３－１４－１　３Ｆ 飲食店

焼肉宝山稲毛海岸店 千葉市美浜区 高洲３－１４－４ 飲食店

LiB－hairdesign 千葉市美浜区 高洲３－２３－４　リバ－ジュ　１０１ サービス

ワークショップ アイダ こてはし店 千葉市花見川区 こてはし台１－１－１２ ショッピング

タツミこてはし台店 千葉市花見川区 こてはし台１－３－９ ショッピング

スーパーカワグチ中央店 千葉市花見川区 こてはし台５丁目１－１７ ショッピング

トップマートさつきが丘店 千葉市花見川区 さつきが丘１－３１ ショッピング

麺場田所商店千葉北店 千葉市花見川区 三角町５２８ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　千葉北インター店 千葉市花見川区 三角町５２９－１ 飲食店

焼肉屋くいどん花見川店 千葉市花見川区 作新台２－１－１５ 飲食店

スエヒロ館　花見川店 千葉市花見川区 作新台４－５－１５ 飲食店

ナリタヤ花見川店 千葉市花見川区 作新台６－１３－３ ショッピング

シェフミートチグサ 千葉市花見川区 千種町２１０－５ ショッピング

スーパーカワグチ南店 千葉市花見川区 千種町３３３－９ ショッピング

マロンド新検見川店 千葉市花見川区 南花園２－１－３ 飲食店

かつ波奈花見川店 千葉市花見川区 天戸町１４５９－３ 飲食店

幕張本郷泰山亭 千葉市花見川区 幕張本郷１－１３－２　ニューよろづやビル　
２Ｆ 飲食店

ラ メゾンブルー 千葉市花見川区 幕張本郷１－１６－１　日進ビル　１Ｆ 飲食店

ヘアーサロンサポート 幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷１－２－１－１０７ サービス

マル藤 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　一松ビル　１Ｆ－１０
１ 飲食店

焼肉せんりゅう 幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－３３　キャロットビル 飲食店

焼肉屋 田中商店 幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－５　大岩ビル　２Ｆ－２０２ 飲食店

季節料理 鮮 千葉市花見川区 幕張本郷２－２－２０－１０１　富澤ビル 飲食店

hairdress Lereve 千葉市花見川区 幕張本郷２－２－５　ＡＨＣビル　１Ｆ サービス

ヘアー シェイク 千葉市花見川区 幕張本郷５－７－１ サービス

中国料理チャイナハウス桂花楼 千葉市花見川区 幕張本郷５－８－３３ 飲食店

LagrangI 千葉市花見川区 幕張本郷６－２１－１５－１０５ サービス

プティ・マリエ 千葉市花見川区 幕張本郷６－２５－２０　糸ビル　１０１ 飲食店

ジャイアン 千葉市花見川区 幕張本郷６－２６－１４　須藤ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨一十 千葉市花見川区 幕張本郷６－２７－１３　１Ｆ 飲食店

la ciocca 幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷６－２７－１８ サービス

個室居酒屋　めがね 千葉市花見川区 幕張本郷６丁目　１６－２０ 飲食店

イタリアンレストランキャプテンズクック 千葉市花見川区 幕張本郷７－４１－２５ 飲食店

ゆず庵 幕張店 千葉市花見川区 幕張町１－１３１９－２４ 飲食店

とんでん 幕張店 千葉市花見川区 幕張町１－７６８６－３ 飲食店

焼肉むさし幕張店 千葉市花見川区 幕張町１ー７７８２ー２ 飲食店

パサール幕張柿次郎 千葉市花見川区 幕張町２－２６５１－１　京葉道路幕張PA下り 飲食店

Cherir 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１５０ サービス

幕張スイーツファクトリープティ・マリエ 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１５３ 飲食店

キャプテンズクック・アズーロ 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１５６ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　幕張店 千葉市花見川区 幕張町５－５４４－４５ 飲食店

red lily 千葉市花見川区 幕張町６－７８－４　ポルトボヌール幕張　１
Ｆ サービス

CHICCA朝日ヶ丘店 千葉市花見川区 朝日ヶ丘５－２８－６０ サービス

印度料理シタール 千葉市花見川区 検見川町１－１０６－１６ 飲食店

横戸房の駅 千葉市花見川区 横戸町１１３１－１－１ ショッピング

麺場田所商店本店 千葉市花見川区 武石町１－２２７－１ 飲食店

一幸 武石インター店 千葉市花見川区 武石町１－２５５－１ 飲食店

オランダ家 畑町店 千葉市花見川区 畑町４５３－１ 飲食店

すし銚子丸宮野木店 千葉市花見川区 畑町４６５－１ 飲食店

グリーンショップオオツカ花園店 千葉市花見川区 花園１－１４－９ ショッピング

陽月 千葉市花見川区 花園１丁目６－５　花園陸橋ビル 飲食店

シマヤ みつわ台店 千葉市若葉区 みつわ台３－１４－２３ ショッピング

カウベル　みつわ台店 千葉市若葉区 みつわ台４－１－３ 飲食店

優雅亭　盛山 千葉市若葉区 加曽利町１７５１－１ 飲食店

コッコきみまろ 千葉市若葉区 加曽利町１８００－４０ 飲食店

豆処 はせべ 千葉市若葉区 加曽利町２５－１－１ 飲食店

加曽利房の駅 千葉市若葉区 加曽利町３１２－１ ショッピング

パン工房カフェ房の駅 千葉市若葉区 加曽利町３１２－１ ショッピング

武井鮨 千城台店 千葉市若葉区 千城台北１－２６－１３ 飲食店

串屋たん吉 千葉市若葉区 千城台北１丁目２９－９　 飲食店

らぁ麺家康千城台店 千葉市若葉区 千城台北４丁目８－３５　 飲食店

生鮮小売市場千城千城台店 千葉市若葉区 千城台東１－２－３ ショッピング

石毛魚類千城台本店 千葉市若葉区 千城台西２－１３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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日本料理 和か葉 千葉市若葉区 大宮町２１９２－１ 飲食店

はんこ家一番 小倉台店 千葉市若葉区 小倉台２－１－７ ショッピング

生鮮小売市場千城小倉台店 千葉市若葉区 小倉台６－２４－１ ショッピング

スエヒロ館　小倉台店 千葉市若葉区 小倉町７６２ 飲食店

JA千葉みらい農産物直売所しょいか〜ご 千葉市若葉区 小倉町８７１ ショッピング

とんでん 東寺山店 千葉市若葉区 東寺山４４２－１ 飲食店

TRATTORIAALBERO 千葉市若葉区 東寺山町３４５－４ 飲食店

愛品館 千葉店 千葉市若葉区 東寺山町５７２－１８ ショッピング

すし銚子丸東寺山店 千葉市若葉区 東寺山町９３１－１ 飲食店

すし銚子丸桜木店 千葉市若葉区 桜木北１－２－３ 飲食店

千成寿司 千葉市若葉区 桜木北３－１９－３ 飲食店

かつ波奈みつわ台店 千葉市若葉区 殿台町３７５－１ 飲食店

La cucina HANA 千葉市若葉区 若松町１－１ 飲食店

かつや 千葉若松町 千葉市若葉区 若松町２０９２－１０ 飲食店

とんでん 若松店 千葉市若葉区 若松町２１２８－１ 飲食店

焼肉屋くいどん若松店 千葉市若葉区 若松町２１５７－１ 飲食店

御菓子司麻布菊園 千葉市若葉区 若松町３６０－２４ 飲食店

Yショップ 下志津駐屯地店 千葉市若葉区 若松町９０２　陸上自衛隊下志津駐屯地高射学
校内 ショッピング

オランダ家 若松店 千葉市若葉区 若松町９５２－２ 飲食店

信州そばあづみ野 千葉市若葉区 西都賀３－１－８　ハックベリー都賀１０１ 飲食店

クレアトゥール華西都賀店 千葉市若葉区 西都賀３－１８－１ サービス

魚河岸バルHAYASHIDA 千葉市若葉区 西都賀３－９－２　小山ビル１０１ 飲食店

串屋横丁都賀西口店 千葉市若葉区 西都賀３－９－４ 飲食店

焼肉きんぐ 千葉若葉店 千葉市若葉区 西都賀５－２８－２ 飲食店

寄楽屋千葉店 千葉市若葉区 貝２－９－３ ショッピング

すしの一幸 都賀店 千葉市若葉区 貝塚町１０４３－１ 飲食店

Belle Lecheveu 都賀店 千葉市若葉区 都賀３－１０－１ サービス

スーパーブックス都賀店 千葉市若葉区 都賀３－１１ ショッピング

naf hairmake 千葉市若葉区 都賀３－１２－３　プラトー都賀１Ｆ サービス

石毛魚類都賀店 千葉市若葉区 都賀３－４－１ ショッピング

グリーンショップオオツカ都賀店 千葉市若葉区 都賀３－４－１　なかやショッピング内 ショッピング

ファブ都賀店 千葉市若葉区 都賀３－５－５　寿ビル　２Ｆ サービス

カルペカンパニー 千葉市若葉区 都賀３－５－８　ハイレーゼ　１Ｆ サービス

からあげ千ちゃん　JR都賀駅前店 千葉市若葉区 都賀３丁目３－１　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

18 / 70

[千葉県千葉県]



かねたや家具 都賀本店 千葉市若葉区 都賀４－３－１ ショッピング

和牛焼肉 龍園 千葉市若葉区 都賀５－２０－３３ 飲食店

Lish都賀店 千葉市若葉区 都賀５－２０－４ サービス

焼肉レストラン 一龍 千葉市若葉区 都賀の台４－１－７ 飲食店

コテカフェ 千葉市若葉区 高品町２５０－１ 飲食店

CLASSICA 千葉市若葉区 高品町２５０－１ ショッピング

お食事処網納屋 南房総市 二部２２１１　富楽里とみやま内　２Ｆ 飲食店

おどや丸山店 南房総市 加茂２６９０－１ ショッピング

おどや千倉店 南房総市 千倉町北朝夷２５７－３ ショッピング

海市場 ちくら 南房総市 千倉町千田１０５２ ショッピング

寿司と地魚料理大徳家 南房総市 千倉町南朝夷１０７９ 飲食店

安房暮ラシノ研究所 南房総市 千倉町平磯１３０１－１ ショッピング

ストロベリーポット 南房総市 千倉町忽戸５４９－１ 飲食店

旬菜味処浜の郷 南房総市 千倉町瀬戸２９０９－１ 飲食店

うなぎ新都（しんみやこ） 南房総市 和田町海発１５９１－１７ 飲食店

典膳 南房総市 宮下１８２２－１　 飲食店

回転寿司やまと富浦店 南房総市 富浦町深名５０５－１　 飲食店

とみうら亭 南房総市 富浦町深名５０５－１　 飲食店

とみうらカフェ 南房総市 富浦町深名５０５－１ 飲食店

おどや白浜店 南房総市 白浜町白浜２６２４－１ ショッピング

オドーリ・キッチン 南房総市 白浜町白浜３５５５－１ 飲食店

オステリアイルファーロ 南房総市 白浜町白浜７９１ 飲食店

おどや岩井店 南房総市 高崎１２０５－１ ショッピング

オフハウス安食店 印旛郡栄町 安食２１６９ ショッピング

ナリタヤ食彩館安食店 印旛郡栄町 安食２１７０－１ ショッピング

パン焼き小屋 ピッパラの樹 印旛郡栄町 酒直１５２６－４ 飲食店

すしめん処大京酒々井店 印旛郡酒々井町 上本佐倉１４５－１ 飲食店

ナリタヤ食彩館酒々井店 印旛郡酒々井町 中央台２－２４－１ ショッピング

LE・CIEL 印旛郡酒々井町 中央台２－２４－３ サービス

ティファールストア 酒々井 印旛郡酒々井町 飯積２－４－１　２２２０区画 ショッピング

松栄鮨千葉ニュータウン店 印西市 中央北１－４６９　アルカサール　１Ｆ 飲食店

カプリチョーザ 千葉ニュータウン店 印西市 中央北１－４６９　アルカサール　１Ｆ 飲食店

炭火串焼シロマル千葉NT店 印西市 中央北１－４６９　アルカサール　１Ｆ 飲食店

カットハウスムトー 印西市 中央北１－４６９－２ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室クラフト千葉ニュータウン店 印西市 中央南１－８　千葉ニュータウン中央駅前セン
タービル サービス

一幸 千葉ニュータウン店 印西市 原山１－１３－２ 飲食店

京城苑 印西市 大森２５５１－６ 飲食店

酒乃なべだな 印西市 大森４３８５ ショッピング

グリーブ 印西市 山田１７８３－８ ショッピング

鮨処こうよう 印西市 木刈４－２－２ 飲食店

100時間カレーカインズ千葉NT店 印西市 泉野１－１４４－６ 飲食店

すし銚子丸千葉ニュータウン店 印西市 泉野１－１４４－６　カインズホーム千葉
ニュータウン店駐車場内 飲食店

ファブ牧の原店 印西市 牧之原１－１ サービス

ナリタヤ印旛日本医大前店 印西市 舞姫１－５－１０ ショッピング

からやま千葉印西店 印西市 草深１１３２－７ 飲食店

炭火焼肉松牛 印西市 草深１４２１－７ 飲食店

鉄板焼 山海 印西市 草深５３ 飲食店

bloom 千葉ニュータウン 印西市 草深９４０－４ サービス

イタリアンダイニング MAO 印西市 草深９４１－３ 飲食店

美容室 ミキノ 牧の原店 印西市 草深９４２ サービス

Always CURE 印西市 草深９６６－１０ サービス

かつや 千葉印西 印西市 草深字天王脇１１５２－１３ 飲食店

農産物直売所 とれたて産直館 印西店 印西市 西の原４－３ ショッピング

メガマックス 千葉NT店 印西市 西の原５－１ ショッピング

美容室クラフト西の原店 印西市 西の原５－８ サービス

Ristorante Dal cuore 印西市 鎌苅１９６９ 飲食店

HairResort　KahanaLea 印西市 高花３丁目２－１１　 サービス

エイチ バイ エムズハウス 印西市 鹿黒南３－１－１ サービス

房総四季の蔵 季楽里 君津市 三直１７０－１ 飲食店

酒菜館 君津市 下湯江２４０ ショッピング

おどや君津中島店 君津市 中島３００－３ ショッピング

かつ波奈君津店 君津市 中野４－３－１ 飲食店

ス－パ－ふじや久保店 君津市 久保３－１１－１０ ショッピング

藤平酒店 君津市 久留里市場１４７ ショッピング

ナイーブ 君津市 北久保１－４－１４　カナリープラザ　１０
１，１０２ サービス

蟹工船　君津店 君津市 南子安２－１８－３ 飲食店

富分君津店 君津市 南子安５－２８－１４ ショッピング

とんでん 君津店 君津市 南子安６－２０－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スーパー回転寿司　やまと　君津店 君津市 南子安６－２１－２ 飲食店

ANGEL hairsalon 君津市 南子安８－１８－１８ サービス

ステーキハウス桂君津店 君津市 南子安９－６－１ 飲食店

愛彩畑スイーツ・ベジ 君津市 向郷１６８７－１ 飲食店

カネス 君津市 外箕輪２－１０－５ ショッピング

ハードオフ127号君津店 君津市 外箕輪３－６－８ ショッピング

カンパーニャ 君津市 大戸見２９６ 飲食店

じんべえ 君津市 大野台４２０－２ 飲食店

日本料理武平 君津市 常代２－１１－２１ 飲食店

おどや小櫃店 君津市 末吉１０３２－１ ショッピング

JAきみつ 味楽囲おびつ店 君津市 末吉２３８－１ ショッピング

尾張屋 君津店 君津市 東坂田２－６－１ ショッピング

オートウェーブ 上総君津店 君津市 法木作１－１－１１ ショッピング

かつや君津店 君津市 法木作１－３－２５ 飲食店

おかむら 君津市 西坂田３－９－１ 飲食店

JAきみつ 味楽囲さだもと店 君津市 貞元１３３丁目１ ショッピング

くまざわ書店 四街道店 四街道市 中央５　イトーヨーカドー四街道店　１Ｆ ショッピング

ヤックススーパーマーケット四街道店 四街道市 和良比２６９－５ ショッピング

グリーンショップオオツカ四街道店 四街道市 四街道１－６－１４ ショッピング

菓子工房ディジョン 四街道市 四街道１－８－１　丹上ビル　１０４ 飲食店

一幸 四街道店 四街道市 四街道３－４－２５ 飲食店

ルシード スタイル プラス 四街道市 大日３５７－１４　松戸ビル　１Ｆ サービス

Lish四街道店 四街道市 大日４３１－９ サービス

ブックオン四街道店 四街道市 大日４６６－３２ ショッピング

オフハウス四街道店 四街道市 大日４６６－３２ ショッピング

ハードオフ四街道店 四街道市 大日４６６－３２ ショッピング

鮨・海鮮料理波奈 四街道店 四街道市 大日桜ヶ丘３８－１ 飲食店

三河屋酒店 四街道市 旭ヶ丘５－７－２４ ショッピング

焼肉 悠々亭 四街道市 栗山１０５２－３７９ 飲食店

トップマート四街道店 四街道市 池花１－２５－１ ショッピング

フラワーショップマルシェ美しが丘店 四街道市 美しが丘１－１８－１　せんどう美しが丘店内 ショッピング

ナリタヤ食彩館たかの台店 四街道市 鷹の台２－３６－４ ショッピング

マロンド四街道店 四街道市 鹿渡２００２－１０　浜田ビル　１Ｆ 飲食店

金光堂 四街道市 鹿渡２００３－２０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カフェ・デ・カルム 四街道市 鹿渡２００３－２０　３Ｆ 飲食店

シモアール大網店 大網白里市 みずほ台１－２７－８ ショッピング

主婦の店大網店 大網白里市 みずほ台２－１－１ ショッピング

すし銚子丸大網白里店 大網白里市 仏島１１２－１ 飲食店

大衆肉料理悠久 大網白里市 大網１４３２－３ 飲食店

ばんどう太郎大網白里店 大網白里市 大網２４３ 飲食店

不二家 大網店 大網白里市 大網２７３－２ 飲食店

トップマート大網店 大網白里市 大網鹿島田８４－４ ショッピング

スーパーカワグチ季美の森店 大網白里市 季美の森南３－３－５ ショッピング

三井製パンカフェ＆ガ－デン 大網白里市 季美の森南３－３－６ 飲食店

JA緑の風 大網店 大網白里市 富田２３－２ ショッピング

フードプラザハヤシ大網店 大網白里市 柿餅１１７－１ ショッピング

BONS 大網白里市 駒込１７９－１０ ショッピング

ディーヘア大網店 大網白里市 駒込５３０－２ サービス

てんぐれい 夷隅郡大多喜町 久保２６７－３ 飲食店

ゆば喜 夷隅郡大多喜町 堀之内字山中９６６ ショッピング

大多喜ハーブガーデンレストラン 夷隅郡大多喜町 小土呂２４２３ 飲食店

わくわく広場大多喜店 夷隅郡大多喜町 横山３０３３ ショッピング

嶋村金物店 夷隅郡大多喜町 船子８５１ ショッピング

そば処 竹むら 夷隅郡御宿町 御宿台２０１－５ 飲食店

有限会社 内山商店 ウチヤマ 夷隅郡御宿町 新町４８１ ショッピング

スーパーおおたや御宿国道店 夷隅郡御宿町 新町５８９ ショッピング

かね八寿し 夷隅郡御宿町 新町８３０ 飲食店

たなか寿司 夷隅郡御宿町 新町８３２ 飲食店

白鳥丸二号店 夷隅郡御宿町 浜２１６３ 飲食店

おどや鋸南店 安房郡鋸南町 吉浜５２１－１ ショッピング

ばんや新館 安房郡鋸南町 吉浜９９－５ 飲食店

ばんや本館 安房郡鋸南町 吉浜９９－５ 飲食店

尾張屋 大貫店 富津市 千種新田６６５ ショッピング

江戸前磯料理 大定 富津市 富津２０２７ 飲食店

おどや富津店 富津市 西大和田１３１６－１ ショッピング

太田屋商店 富津市 金谷２２２５ ショッピング

漁師料理かなや 富津市 金谷５２５－１７ 飲食店

モカトラカフェ 富津市 金谷５２５－１８　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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七輪房　富里店 富里市 七栄１２８ 飲食店

すぎのや本陣　富里店 富里市 七栄１２８－１３ 飲食店

カルボン 富里市 七栄１３２－８ 飲食店

牛心 富里市 七栄３１８－１７ 飲食店

we’verista 富里市 七栄３１８－９ サービス

江戸前天婦羅 天優 富里市 七栄３２３－１５ 飲食店

Wiz 富里店 富里市 七栄４４８－１ サービス

美容室クラフト富里店 富里市 七栄４７４－５ サービス

オートウェーブ 富里店 富里市 七栄５２５－３１ ショッピング

不二家富里店 富里市 七栄５３２　ベイシア富里店内 飲食店

すし銚子丸富里店 富里市 七栄５３２　ベイシア富里店駐車場内 飲食店

トミサトシマヤ 富里市 七栄５３２－２ ショッピング

富士山溶岩焼肉 飛騨九兵衛 富里市 七栄５３２－２４８ 飲食店

JA富里市 産直センター2号店 富里市 七栄５３２－３０５ ショッピング

安楽亭　富里インター店 富里市 七栄５７７ 飲食店

かつや千葉富里店 富里市 七栄６３２－１ 飲食店

ステーキハウスバッファロー 富里市 七栄６４９－５３ 飲食店

JA富里市 産直センター1号店 富里市 七栄６５２－２２５ ショッピング

ThaiCity 富里市 大和８０４－１５ 飲食店

ロイヤルインドレストラン富里店 富里市 御料９２３－１２ 飲食店

焼肉 ほてい苑 富里市 日吉台２－９－１４ 飲食店

M’s HOUSE 富里市 日吉台５－１７－４　エムズハウス サービス

JA緑の風 成東店 山武市 和田３７５－２ ショッピング

焼肉 清左ヱ門 別館 山武市 姫島２１１－１ 飲食店

アップガレージ千葉成東店 山武市 成東１８０８－１ ショッピング

フードプラザハヤシ成東店 山武市 成東４８６－１ ショッピング

CHICCA成東店 山武市 成東５６２－１ サービス

米作 山武市 成東７４３－２ 飲食店

千葉鑑定団東金店 山武市 成東７４５－１ ショッピング

オランダ家 成東店 山武市 成東７９－１ 飲食店

株式会社橋本食堂 山武市 木戸２８４５－１ 飲食店

カフェレストランボナンザ 山武市 本須賀３１９３－１１　 飲食店

トウズ 成東店 山武市 本須賀４５７８ ショッピング

すぎのや本陣成東店 山武市 津辺字市原下１６１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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蛇の目寿し 山武市 白幡１６５２ 飲食店

美容室FUNTOPERM 山武市 白幡２１７４－８　 サービス

漁師の店ばんや 山武郡九十九里町 不動堂４５０－３２ 飲食店

ミヤマ 九十九里店 山武郡九十九里町 片貝３９１－２ ショッピング

フードプラザハヤシ片貝店 山武郡九十九里町 片貝字西５１１６ ショッピング

酒スーパー片貝店 山武郡九十九里町 田中荒生２２４ ショッピング

大漁亭 九十九里 山武郡九十九里町 粟生２３５９－１９９ 飲食店

有限会社 丸屋 山武郡九十九里町 細屋敷６０６ ショッピング

菅原工芸硝子売店 山武郡九十九里町 藤下７９７ ショッピング

焼肉 四季 山武郡大網白里町 駒込１９－１ 飲食店

とん亭九十九 山武郡横芝光町 屋形５０７６－１１６ 飲食店

フードショップいちはら 山武郡横芝光町 木戸１３３７－２ ショッピング

ミヤマ 横芝店 山武郡横芝光町 栗山４５６３－１ ショッピング

美容室クラフト 横芝店 山武郡横芝光町 横芝１０４７ サービス

四季の膳処あづま庵 山武郡横芝光町 横芝１５３９－１０ 飲食店

オークスブックセンター横芝光店 山武郡横芝光町 横芝２１１３ ショッピング

すし銚子丸横芝店 山武郡横芝光町 横芝２１５７－１ 飲食店

不二家横芝光IC店 山武郡横芝光町 芝崎２４０４－１ 飲食店

サウンドハイツ 市原市 ちはら台南１丁目２－１４ ショッピング

BEST バリュー ちはら台店 市原市 ちはら台南３－２１ ショッピング

中国料理桃李 市原市 ちはら台西１丁目６－１　 飲食店

ハッシュパピーユニモちはら台店 市原市 ちはら台西３－４　２Ｆ ショッピング

GALFIT・シーベレットちはら台店 市原市 ちはら台西３－４　ユニモちはら台　２Ｆ ショッピング

シモアール ちはら台店 市原市 ちはら台西５－１７－１０ ショッピング

焼肉寿苑 市原市 不入斗１５８６－１ 飲食店

インド．スリランカレストランサマナラ 市原市 五井２５３６－４　 飲食店

しげのや五井支店 市原市 五井３３８７－５ ショッピング

焼肉きんぐ市原五井店 市原市 五井４８７３－１ 飲食店

焼肉屋くいどん市原五井店 市原市 五井５１１１－２ 飲食店

オランダ家 五井店 市原市 五井５５１１－１ 飲食店

すし波奈まとい亭 市原市 五井５５８４－１ 飲食店

レストランゴイ 市原市 五井５９１８－２ 飲食店

新松月 市原市 五井中央南１－３２－２ 飲食店

CAVEAIKAWAS．A． 市原市 五井中央東１－８－９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ピザハット五井店 市原市 五井中央東２－１１－１　サンライズ石橋　１
Ｆ ショッピング

Your Lecheveu 市原店 市原市 五井中央西１－１４－２３　高石プラザビル　
１Ｆ サービス

ダイニング五井駅前店 市原市 五井中央西１－２２－３０ 飲食店

時田洋品店 市原市 五井中央西１－２３－１ ショッピング

BOTTAN　hair　salon 市原市 五井中央西２丁目１２－１５　アーバンセント
１Ｆ サービス

Beautear 市原市 五井中央西３－１－３ サービス

シモアール五井店 市原市 五井東３－１１－５ ショッピング

メンズ・レディースミラノ 市原市 五井東３－１３－５ ショッピング

CHANDRAMAファミリーレストラン 市原市 五井東３－６－１３　１Ｆ 飲食店

市原 江戸銀 市原市 五井西１－１２－９ 飲食店

すし処さすけ 市原市 五井西５－１２－１ 飲食店

蟹工船五井店 市原市 五井西５－１２－３ 飲食店

スマホ堂市原店 市原市 五井西５－１２－７　グランドール ショッピング

七輪房　五井店 市原市 五井西５－１３－１０ 飲食店

フラワーショップマルシェ五井金杉店 市原市 五井金杉２－１１－１　せんどう五井金杉店内 ショッピング

焼肉済州島 市原市 五所１６６５－１ 飲食店

リサイクル工房 愛品館 市原店 市原市 五所１６７４－１ ショッピング

健寿司 市原市 今津朝山１９７－３ 飲食店

しげのや光風台店 市原市 光風台１－３７５－１ ショッピング

久遠 市原市 八幡１０５９－２　東照ビル　２・３Ｆ 飲食店

SEIKODO　COFFEE 市原市 八幡１０７２　イシイビル１Ｆ 飲食店

焼肉大将軍市原店 市原市 八幡１２１－１ 飲食店

とんでん 市原店 市原市 八幡２１６－１ 飲食店

いちの膳 市原市 八幡６ー１ 飲食店

vainqueur 市原市 八幡８０２－５　アズーロカーサ　１Ｆ サービス

安楽亭　市原国分寺台店 市原市 加茂２－１－４ 飲食店

レストラン・カレ－ム 市原市 北国分寺台３丁目１３　 飲食店

焼肉レストラン 白頭山 市原市 千種海岸１０－２ 飲食店

ハードオフ市原店 市原市 南国分寺台５－１－６ ショッピング

ホビーオフ市原店 市原市 南国分寺台５－１－６ ショッピング

レオ市原店 市原市 古市場５９４－１ ショッピング

味噌屋 八玄 市原市 君塚２－１７－１ 飲食店

コンプリート 市原市 君塚２丁目７ー１７ ショッピング

からやま市原白金通り店 市原市 君塚５－１－２３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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一幸 市原五井店 市原市 君塚５－３１－６ 飲食店

自動車カー用品店 タイヤのダイリン 市原市 君塚５丁目２８－２０ ショッピング

ラスペランザ姉ヶ崎店 市原市 姉崎１９７９－１ 飲食店

Your Lecheveu 姉崎店 市原市 姉崎５２７－３ サービス

ファイバーネット 市原市 姉崎５８１－４ サービス

ヘアクリニック＆スパ ゾエ 市原市 姉崎７０５－２７ サービス

スーパーガッツ姉崎店 市原市 姉崎８１８－１ ショッピング

焼肉外苑 市原市 姉崎西1-11-20 （区画整理のため住所変更） 飲食店

大衆割烹　会津 市原市 姉崎西１ー１２－３５ 飲食店

パスタ＆イタリアン キャトル 市原市 山田橋２－１－２７　パールビル１F 飲食店

料理かもせん 市原市 惣社４－１－３ 飲食店

新風堂 市原市 新生２３０ ショッピング

すし銚子丸市原店 市原市 更級３－１－１ 飲食店

ゆず庵 市原店 市原市 更級４－２－１ 飲食店

スーパー富分有秋台店 市原市 有秋台東２－３ ショッピング

翔良 市原市 東五所５－１９ 飲食店

ジュウジュー　東五所本店 市原市 東五所８－１０ 飲食店

クレアトゥール華 市原市 東国分寺台３－１０－２０ サービス

トーカイ 松ヶ島店 市原市 松ヶ島西１－１－１７ ショッピング

メイキンフィックス 市原市 椎津１０７３－１　第二パセニアハイツ　１Ｆ サービス

あずの里ホワイトベル 市原市 浅井小向４９８－２ 飲食店

八幡屋商店 市原市 潤井戸１３０７－２０ 飲食店

もんじゃ粉紋 市原市 潤井戸１３５５－８　 飲食店

ミヤマ 牛久店 市原市 牛久１０６２ ショッピング

Tache・aei 市原市 玉前３４９－１ サービス

桃太郎王国市原店 市原市 白金町３－４２－１ ショッピング

あぶり屋 苑房 市原店 市原市 白金町３－９－１ 飲食店

かつや市原白金店 市原市 白金町４－３２－２ 飲食店

焼肉DINING大和市原白金町店 市原市 白金町４－６４－１ 飲食店

はなも 市原店 市原市 白金町５－１４－１ ショッピング

かつ波奈市原店 市原市 白金町５－９－１ 飲食店

ふさのえき食堂 市原市 糸久２－２３２－１ ショッピング

ミヤマ 四辻店 市原市 能満１８５１－１ ショッピング

LilyGarden 市原市 西五所３４－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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C·C·Project-K 市原市 西五所３４ノ１６ ショッピング

オランダ家 西国分寺台店 市原市 西国分寺台１－１６－１７ 飲食店

オフハウス市原辰巳台店 市原市 辰巳台西２－１ ショッピング

スーパー わかば 市原市 青葉台２－１－５ ショッピング

スーパーガッツ馬立店 市原市 馬立１９１６ ショッピング

すーぱーやまだや 市原市 馬立９１３ ショッピング

大地のダイニング　ペペローネ 市川市 下貝塚３－８－１６ 飲食店

すし銚子丸市川店 市川市 下貝塚３－８－１８ 飲食店

寄楽屋市川店 市川市 二俣１－１３－１１ ショッピング

中国ラーメン揚州商人市川二俣店 市川市 二俣１－４－１７ 飲食店

KINGSWORK 市川市 二俣１－７－２０ ショッピング

KLUBB SHOP 市川市 二俣６７８－５５　ＥＳＲ市川ディストリ
ビューションセンター内売店 ショッピング

焼肉 圭 市川市 八幡２－１２－５　バルコス本八幡 飲食店

炭火やきとり富吉 市川市 八幡２－１３－１９ 飲食店

よし坊 市川市 八幡２－１４－１４　井澤ビル　１Ｆ 飲食店

Hathor 市川市 八幡２－１５－１０　ＰＡＴＩＯ　２Ｆ サービス

Gパンセンターサカイ 本八幡店 市川市 八幡２－１６－１６－１０１ ショッピング

居酒屋 上喜源 市川市 八幡２－１６－２１　ウエストビル　１Ｆ 飲食店

ティアラリュクス本八幡店 市川市 八幡２－３－８　シャンポール　２Ｆ サービス

焼肉ここから本八幡店 市川市 八幡２－４－１１　シティパル　１Ｆ 飲食店

ルクラブジャスティス 市川市 八幡２－５－２０　イーストビル芝田　３Ｆ サービス

careforhairaco． 市川市 八幡２－７－１８　田中ビル　１Ｆ サービス

MAMAS TABLE 市川市 八幡２－７－３ ショッピング

うえだ　別館 市川市 八幡２－７－６ 飲食店

ブティック花屋 市川市 八幡２丁目４－９　かんていビル１Ｆ ショッピング

heartyMOTOYAWATA 市川市 八幡３－１－１４　Ｔ＆Ｔ本八幡　２Ｆ サービス

マロンド本八幡店 市川市 八幡３－１９－１ 飲食店

イデカフェ京成八幡駅前店 市川市 八幡３－３－１　京成八幡ビル１Ｆ 飲食店

ときわ書房 本八幡スクエア店 プラスゲオ 市川市 八幡３－４－１ ショッピング

AUBEHAIRtina本八幡 市川市 八幡３－４－１０　ユーハイツ　１Ｆ サービス

はんこ屋さん21本八幡店 市川市 八幡３－４－１０－Ａ１ ショッピング

hair－do 本八幡店 市川市 八幡３－５－１ サービス

イタリアンキッチンブォーノ 市川市 八幡３－６－１　プリームスクエア本八幡　２
Ｆ 飲食店

和syoku歩歩 市川市 八幡３－７－１５　エスディービル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エコ・ピア 八幡店 市川市 八幡６－３－２１ ショッピング

スエヒロ館　市川中山店 市川市 北方町４－１８２８－３ 飲食店

とんでん 本八幡店 市川市 南八幡１－５－４ 飲食店

美容室ラキナイア 市川市 南八幡３－３－１０ サービス

SALONDEFORCE本八幡店 市川市 南八幡３－４－１　ＣＬビル　３Ｆ サービス

三鴨庵 市川市 南八幡３－５－１６ 飲食店

Vishamonte 市川市 南八幡３－７－５　山喜マンション　１Ｆ 飲食店

フレンチキュイジーヌ ルパン 市川市 南八幡３－８－１３　シャトーデザール　１Ｆ 飲食店

Pono Market 市川市 南八幡３丁目１３－６－１００６ ショッピング

和彩こうめ 市川市 南八幡４－１６－２　ユーディー市川１０１ 飲食店

鉄板焼き 韋駄天 市川市 南八幡４－１６－３ 飲食店

The OC 市川市 南八幡４－１７－１９　オ－ビスコ－ト　１Ｆ 飲食店

かつや 本八幡 市川市 南八幡４－２－１ 飲食店

TECHNO 市川市 南八幡４－２－１０　芝本八幡ビル　２Ｆ サービス

海鮮料理板場 市川市 南八幡４－３－３　武蔵屋ビル　１Ｆ 飲食店

魚酒房 まんま亭 市川市 南八幡４－４－７　プリンスビラ　１Ｆ 飲食店

千葉ピーナツ 本八幡店 市川市 南八幡４－５－１２ 飲食店

寿司割烹 翔 市川市 南八幡４－５－２０　エムワイビル　１－Ｂ 飲食店

魚料理・もつ鍋 山咲き 市川市 南八幡４－５－２０　クローバービル 飲食店

ANGELIQUE 市川市 南八幡４－６－１２ サービス

とりまさ 市川市 南八幡４－６－１３ 飲食店

テジテジ 市川市 南八幡４－６－２１　南八幡イ－ストビル　１
Ｆ　Ｂ－２ 飲食店

やきとり家すみれ 本八幡店 市川市 南八幡４－６－２２ 飲食店

鳥亀 市川市 南八幡４－８－１６　石井ビル 飲食店

焼定もとび本八幡店 市川市 南八幡５－１－３　グリ－ンタ－フ駅前　１Ｆ 飲食店

市川キョー和 市川市 南八幡５－１０－７ ショッピング

toricohairdesign 市川市 南八幡５－１１－５－１０５ サービス

大西青果 市川市 南八幡５－２－２２　ハミング　１０７－１０
１ ショッピング

長寿庵 市川市 南八幡５－８－５ 飲食店

ハードオフ市川大野店 市川市 南大野１－１４－１０ ショッピング

山下書店 南行徳店 市川市 南行徳１－１６－１　アーバンプラザＡ　１Ｆ ショッピング

Le・grand 市川市 南行徳１－１６－５ 飲食店

オレンジポップ南行徳店 市川市 南行徳１－１８－５　フェリオ サービス

扉 市川市 南行徳１－１８－６　第一大幸ビル１Ｆ－Ｃ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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串屋横丁南行徳店 市川市 南行徳１－２０－３ 飲食店

三十六の季節 市川市 南行徳１－２２－３　芦田ビル２Ｆ 飲食店

トリート ヘアデザイン 市川市 南行徳３－１－６　カ－サワイベラル－チェ　
１Ｆ サービス

Aguhairswitch南行徳店 市川市 南行徳３－２－２　２Ｆ サービス

Nostyle－Noconcept 市川市 南行徳４－２０－１　トレンディーウイング サービス

コーナンブックス市川原木店 市川市 原木２５２６－６ ショッピング

西濃シェンカー 市川市 原木３０４１ ショッピング

ショッピングふじき 市川市 国分２－１５－６ ショッピング

トラットリアアルポンテ 市川市 国分６－１０－１ 飲食店

いちcafe 市川市 国分６－１０－１ 飲食店

いちcafe珈琲焙煎処 市川市 国分６－１０－１ ショッピング

中国料理ろぉしゃん 市川市 堀之内３－１７－１６　サンライズ朝倉１０２ 飲食店

TRUTH北国分店 市川市 堀之内３－２６－２９ サービス

からいや 市川市 塩焼２－１－４ 飲食店

F．ICHIRIN本八幡店 市川市 大和田１－１－１ サービス

すし銚子丸大和田店 市川市 大和田２－１１ 飲食店

エムジーマリーン 市川市 大和田２－１９－６ ショッピング

かつ太郎総本店市川店 市川市 大野町４－２１７７－２ 飲食店

8代葵カフェ市川店 市川市 大野町４－２４６０－１ 飲食店

洋食　yabu　kara　bou 市川市 妙典３丁目２２－１１　ネオパサージュ１Ｆ 飲食店

てるパン 市川市 妙典４－９－２６　クレッシェンド　１０２ 飲食店

トリ－トヘアデザイン妙典店 市川市 妙典５－５－２２　ラフィ－ネ・パレ　１Ｆ サービス

業務スーパー 行徳店 市川市 宝１－２－２ ショッピング

オレンジポップ妙典店 市川市 富浜１－２－１７　ＴＯーＭＡＮＡビル　１Ｆ サービス

オークスブックセンター 妙典店 市川市 富浜１－３－２　ウェルセット２　１Ｆ ショッピング

原田屋富浜店 市川市 富浜２－７－６ ショッピング

グッドウッド市川サービスセンター 市川市 富浜３－３－１０ ショッピング

ヘッズEX 市川市 市川１－１２－２２　Ｂ１ サービス

フランス家庭料理 ル・ポワソン 市川市 市川１－１３－３２　プラザウイステリア　２
Ｆ 飲食店

CONA市川店 市川市 市川１－２－１１　イワイビル１Ｆ 飲食店

神田ッ子 市川市 市川１－２－１２　ＫＭビル２Ｆ 飲食店

statice 市川市 市川１－２１－７　クレール市川　１０１ サービス

VISAGEbask 市川市 市川１－２１－８　アルテーヌ市川　１Ｆ サービス

ムーランルージュ 市川市 市川１－２２－６　青山ビル　２０１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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color＆care Lita 市川市 市川１－２３－２６　マンション市川　１０４ サービス

原田屋市川店 市川市 市川１－２３－２７　マンション市川１０５ ショッピング

有限会社ヤマキ・ユアサ 市川市 市川１－２３－７　湯浅四郎樹商店内・右側 ショッピング

ICHIRIN市川店 市川市 市川１－２４－９ サービス

laciocca 市川店 市川市 市川１－４－１７　アクティオーレ市川　２Ｆ サービス

水炊き・焼鳥とりいちず酒場市川北口店 市川市 市川１－４－１７　アクティオーレ市川　Ｂ１ 飲食店

オレンジポップ 市川北口店 市川市 市川１－７－６　愛愛ビル１Ｆ サービス

SHIGE 市川市 市川１－８－１１　矢高ビル２Ｆ 飲食店

ピンナップ・ガール 市川市 市川１－８－１３　市川ファイブビル１Ｆ サービス

ビューティーアイラッシュ市川店 市川市 市川１－８－２　市川駅前ビル　５Ｆ サービス

焼肉紋次郎 市川市 市川１－９－１　アキオビル　Ｂ１Ｆ エンターテイメン
ト

旬のおごちどころ たまや 市川市 市川１－９－１１　サン市川ハイツ２０１ 飲食店

スーパーヤマザキ 市川店 市川市 市川１－９－２ ショッピング

ヤマザキプラザ市川 市川市 市川１－９－２　サンプラザ３５ビル　１Ｆ 飲食店

ルミエール 市川市 市川１－９－２　サンプラザ３５ビル　２Ｆ 飲食店

レストラン　ヤマザキ 市川市 市川１－９－２　サンプラザ３５ビル　２Ｆ 飲食店

ポピ－花屋 市川市 市川１丁目２３－２６　マンション市川１Ｆ ショッピング

山遊木 市川市 市川１丁目７－３　山本２．３Ｆ 飲食店

ЯH 市川市 市川２－２－１０　アメニティ市川　１０１ サービス

THE SIRA 市川市 市川２－３０－２５　大門店舗　Ｄ サービス

焼肉 三洲苑 市川市 市川南１－１－１－１２１ 飲食店

ポポラマーマ 市川店 市川市 市川南１－１－２　フロール市川　１Ｆ 飲食店

手打ち蕎麦安田 市川市 市川南１－１－８　市川サンハイツ１Ｆ 飲食店

アジアンキッチンEnakEnak 市川市 市川南１－１０－１　ザタワーズウエスト　１
０９ 飲食店

candy 市川市 市川南１－３－２－２０３ サービス

THE SIRA 市川南店 市川市 市川南１－３－４　及川ビル　１Ｆ サービス

焼肉わいわい 市川市 市川南１－４－２１　市川駅前ビル　１Ｆ 飲食店

GRANDTRUTH市川店 市川市 市川南３－１４－１６　Ｂ棟市川パークハウス
　１Ｆ サービス

CRIB RECORDS 市川市 平田１丁目１１－２石井第一ビル２Ｆ ショッピング

焼肉ソウル 市川市 平田４－３－５ 飲食店

すし銚子丸行徳店 市川市 押切２０－５ 飲食店

レーシングワールド 浦安店 市川市 新井２－２－９ ショッピング

七輪房　南行徳店 市川市 新浜１ー１－１ 飲食店

焼肉ガーデン森林 市川市 新田４－１３－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サイクルハウスシゲタ 市川市 曽谷１丁目１８－１９　 ショッピング

Defrag 市川市 曽谷６－３０－１６　プランド－ルＣＩＳ　１
Ｆ サービス

美容室スタジオSHION 市川市 末広１－１０－４シャトーガーデン１０１ サービス

焼肉 炙や 市川市 末広１－１８－１３　ＳＡＴＯＭＩ４番館　１
Ｆ 飲食店

寿司七兵衛 市川市 柏井町１－１４６１－８ 飲食店

ジョイントサービス 市川市 欠真間２－１－２５ ショッピング

広喜屋 市川市 湊３－６ ショッピング

焼肉遊々亭 市川市 湊５－２　室橋マンション１Ｆ 飲食店

安楽亭　行徳店 市川市 湊５－６ 飲食店

独一処餃子　行徳店 市川市 湊新田１－１５－１ 飲食店

株式会社カービューティーアイア 市川市 田尻１－３－９ ショッピング

Amour原木中山店 市川市 田尻３－１１－１５ 飲食店

びっくりドンキー 南行徳店 市川市 相之川２－１４－１７ 飲食店

accurate 市川市 相之川３－８－７ サービス

Mononcle 市川市 相之川４－１３－１１　タケデンビル２０１ サービス

スエヒロ館　南行徳店 市川市 相之川４－１３－１４ 飲食店

海栗屋 市川 市川市 真間１－１０－１３ 飲食店

相田みつをギャラリーサロンドグランパ 市川市 真間１－５－７　市川サニーマンション　１Ｆ 飲食店

レストランよし甚 市川市 菅野５－１１－１３　東京歯科大学市川総合病
院内２Ｆ 飲食店

千寿司行徳店 市川市 行徳駅前１－２４－１　メトロセンターニュー
行徳Ｂ 飲食店

はんなり行徳店 市川市 行徳駅前１－２６－１６　ＮＴビル　２Ｆ サービス

Winedining CONCERTO 市川市 行徳駅前１－２６－５ 飲食店

髪穂庵カミノキモチ 市川市 行徳駅前２－１－１３　メゾン行徳１Ｆ サービス

炭火焼ステーキ黒牛 市川市 行徳駅前２－１３－１３ 飲食店

ヘア－サロングル－ビ－ 行徳店 市川市 行徳駅前２－１４－９　プラッツ２２ サービス

mayc 市川市 行徳駅前２－１７－２　ＴＮＫビル　２Ｆ　Ｄ
区画 サービス

黒毛和牛一頭買い 焼肉行徳苑 市川市 行徳駅前２－１８－３ 飲食店

鶏一座 行徳店 市川市 行徳駅前２－２２－１３　グレ－ドルハイツ　
１０３ 飲食店

餃子の帝王 市川市 行徳駅前２－７－１１ 飲食店

焼肉牛太郎 市川市 行徳駅前２－８－２０ 飲食店

hairmakeComfy 市川市 行徳駅前２－８－２０　サントス　１０２ サービス

や台ずし 行徳町 市川市 行徳駅前２－８－２０　サントス店舗 飲食店

肉バル・スノ－キ－行徳店 市川市 行徳駅前２丁目２５－２５　ＮＴビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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千葉ットリアSorriso 市川市 行徳駅前３－１５－１　ルファールホリキ１Ｆ 飲食店

すし屋の朋 市川市 行徳駅前３－７－１２ 飲食店

POUR VOUS 市川市 行徳駅前３－８－１５　ドエル３５－１Ｆ サービス

焼肉天神 市川市 行徳駅前４－１－４　光和ビル１０２ 飲食店

麺場田所商店 市川市 関ヶ島１５－１１ 飲食店

上海飯店 市川市 香取１－４－５　エステートピアウィング１Ｆ 飲食店

福家書店 市川店 市川市 鬼高１－１－１　ニッケコルトンプラザ　３Ｆ ショッピング

かねたや家具店 市川店 市川市 鬼高３－２８－１６　ショップス　３Ｆ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　成田店 成田市 ウイング土屋１１２ 飲食店

ベーカリーズキッチンオハナ成田店 成田市 ウイング土屋１５９ 飲食店

美容室クラフト 成田店 成田市 ウイング土屋１７３ サービス

zeal 成田市 ウイング土屋２６７　１Ｆ サービス

こだわりとんかつ　とん膳　成田店 成田市 ウイング土屋５７ 飲食店

すし銚子丸成田店 成田市 ウイング土屋６５ 飲食店

焼肉屋さかい 成田店 成田市 ウイング土屋８９ 飲食店

すしの一幸 成田店 成田市 ウイング土屋９３ 飲食店

PROGRESS 成田店 成田市 ウイング土屋９９ サービス

成田 牛武 成田市 三里塚光ケ丘１－７４０ 飲食店

米屋 成田市 上町５００ 飲食店

シャルルフレンチ ルタンドール 成田市 上町５０７－２ 飲食店

ユーズドショップ anqas 成田市 上町５０８ ショッピング

レストランライオンズ・デン 成田市 上町５１４　 飲食店

蔵元直売店 長命泉 成田市 上町５４０ ショッピング

アルカヤ 成田 成田市 上町５４６－１　表参道石川ビル　１Ｆ ショッピング

イタリアンテラス アルボル 成田市 上町５５６－１　五番幹 飲食店

和風レストラン 錦谷 成田市 下方１３８４－２ 飲食店

ヘアーサロン銀座 マツナガ成田店 成田市 不動ヶ岡２０３４－８７ サービス

かねたや家具店 成田店 成田市 不動ヶ岡２１６３ ショッピング

焼肉の味道園 成田市 並木町２１９－１６８ 飲食店

gallo 成田市 並木町２１９－３６７ サービス

駿河屋 成田市 仲町３５９ 飲食店

たちばな 成田市 仲町３８３ 飲食店

菊屋 成田市 仲町３８５ 飲食店

鳥玄 成田公津の杜 成田市 公津の杜１－２－９　ＦＵＪＩビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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wiz成田公津の杜店 成田市 公津の杜２－２－５ サービス

air 成田市 公津の杜３－３７－２ サービス

ライトハウス 成田市 公津の杜３－６－５　ソレイユビル１０１ 飲食店

鼎 成田市 公津の杜３－６－５－１０３ 飲食店

LEGAME 成田市 公津の杜４－１２　ＣＯ－Ｚ東館Ｄ　１Ｆ 飲食店

薪と炭焼き いと半 成田市 公津の杜４－１２　プロシードＣＯ－Ｚ東館　
Ａ２－３ 飲食店

AND YOU公津の杜 成田市 公津の杜４－１２　プロシードＣＯ－Ｚ東館Ｅ
号 飲食店

We’ve成田店 成田市 加良部１－１－３　アルファグランデ弐番街１
Ｆ サービス

オランダ家 成田中央通り店 成田市 加良部６－１－３ 飲食店

高倉町珈琲 成田店 成田市 土屋１１０９－４ 飲食店

アストロプロダクツ 成田店 成田市 土屋１３２５－１ ショッピング

トップワーク マエバヤシ 成田市 土屋５２３－１２ ショッピング

焼肉屋 田中商店 三里 店 成田市 大清水２１３－１ 飲食店

荒磯 成田市 大袋６５３－１２ 飲食店

王様のまぐろ食堂 成田市 天神峰１５５－３４ 飲食店

黒平まんじゅう本舗本店 成田市 寺台２６０ ショッピング

ThaiCity NARITA 成田市 寺台５１－１ 飲食店

カスタムガレージスパイス 成田市 川上２４５－９８４神谷倉庫Ｄ２ ショッピング

神戸旅靴屋成田表参道店 成田市 幸町４９２ ショッピング

新川本店 成田市 新田２８－１ 飲食店

宮崎畜産株式会社 成田市 本城１１１－２ ショッピング

蔵元グルメ 鍋屋源五右衛門 成田市 本町３３８ ショッピング

T-STYLE 成田市 東和田４３６－１ ショッピング

かつや成田東町店 成田市 東町１０８－１ 飲食店

フォルクス　成田店 成田市 東町１６８－１ 飲食店

かまど飯専門店 稲の穂 成田市 松崎１２４９ 飲食店

モンシュシュ 成田市 橋賀台２－９－６ ショッピング

Knothair＆products成田 成田市 江弁須１８７－１ サービス

とんかつとんQ 成田ニュータウン店 成田市 江弁須９６－３１ 飲食店

焼肉むさし 成田店 成田市 江弁須字下谷９６－３６ 飲食店

直売所 しもふさ 成田市 猿山１１－１３ ショッピング

とんでん 成田店 成田市 美郷台１－１１－１ 飲食店

日本料理 翁 成田市 美郷台３－１－１４ 飲食店

ヒツジヤ 成田市 花崎町５３１－４　金澤ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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RAMENBAYASHI 成田市 花崎町５３３－９　ＫＯＭＥＹＡビル１Ｆ 飲食店

江戸ッ子寿司　参道本店 成田市 花崎町５３６－１０ 飲食店

ザ・ヴァージン 成田市 花崎町５３８ 飲食店

成田江戸ッ子寿司　開運ビル支店 成田市 花崎町７３６　開運ビル 飲食店

焼肉屋 田中商店 成田市 花崎町７３６－４ 飲食店

101 成田市 花崎町８１４－９　山田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

大衆焼肉×新鮮ホルモン だるま 成田市 花崎町８１５－５　カキヌマビル　１Ｆ 飲食店

月の家 成田市 花崎町８１６ 飲食店

居酒屋大ちゃん 成田市 花崎町８１６ 飲食店

水野商店 レストラン テッパツヤ 成田市 花崎町８１６　水野ビル４Ｆ ショッピング

とり鉄 成田店 成田市 花崎町８１６－２３　山田ビル　１Ｆ 飲食店

本格中華料理八福 成田市 花崎町８２８－１１ 飲食店

大和寿司 成田市 花崎町８２８－１１－１０３ 飲食店

黒平まんじゅう本舗JR成田駅前店 成田市 花崎町８３９ ショッピング

ナリタ・ラディオ・タップス 成田市 花崎町８３９－１　 飲食店

大衆馬肉料理跳ね馬 成田市 花崎町８３９－１ 飲食店

バルデネロ 成田市 花崎町８３９－１　島店舗 飲食店

海鮮屋 トリジョウ 成田市 花崎町８３９－３４ 飲食店

鮨やまと 成田市 花崎町９６８　 飲食店

ナリタヤ生鮮館成田店 成田市 郷部１４０３ ショッピング

わくらく成田店 成田市 郷部１４４４ ショッピング

ラ・クレマンティーヌ 成田市 飯田町１２４－２３ ショッピング

ディアーズ 成田店 成田市 飯田町９８－４　Ｆビル２０１ サービス

マロンド成田店 成田市 馬橋１－１３ 飲食店

Your Lecheveu 成田店 成田市 馬橋１－１３　江口ビル　２Ｆ サービス

ヘアーメイクシャンプー 成田市 馬橋１－１９ サービス

アットウィルヘアー 成田市 馬橋１－２１　クラシオン成田　２０１ サービス

FRESHなりたや下総滑川店 成田市 高岡１６４２ ショッピング

宗家源吉兆庵 我孫子つくし野店 我孫子市 つくし野２－２８－１２ 飲食店

Lacotta 我孫子市 中峠台１６－２ 飲食店

中華喫茶なかむら 我孫子市 天王台１丁目２０－９　中村ビル１Ｆ 飲食店

チャイニーズダイニングえん 我孫子市 天王台２－２－３３　第三青木ビル１Ｆ 飲食店

天王台　すし勝 我孫子市 天王台３－２３－１ 飲食店

（株）京北スーパー 寿店 我孫子市 寿２－２４－２７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ナリタヤ布佐店 我孫子市 布佐３０７５ ショッピング

RISEbyREVO 我孫子市 我孫子１－１０－２０　ラ・カンパネラ　２Ｆ サービス

BRAVE我孫子北口店 我孫子市 我孫子１－１１－１　ラインライドミヤザワ２
Ｆ サービス

よつ葉 我孫子市 我孫子１－１１－９　金井ビル　２Ａ サービス

かじ池亭 我孫子市 日の出１５２１－１０ 飲食店

アブニールネイル我孫子店 我孫子市 本町２－２－３　アブニールビル　２０１ サービス

TRUTH我孫子店 我孫子市 本町２－４－４ サービス

焼肉東苑 我孫子市 東我孫子１－４－１２ 飲食店

TRUTH天王台店 我孫子市 柴崎台１－９－６ サービス

（株）京北スーパー 天王台店 我孫子市 柴崎台５－７－１０ ショッピング

FOCUS天王台店 我孫子市 泉１３－８　井上ビル１Ｆ サービス

すしめん処大京湖北台店 我孫子市 湖北台１－１４－１０ 飲食店

彩仙龍 我孫子市 湖北台１丁目１－１６ 飲食店

オランダ家 我孫子店 我孫子市 緑２－１１－４３ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　手賀沼店 我孫子市 若松９４－２ 飲食店

ネッツトヨタ東都 天王台店 我孫子市 高野山５４６－１ ショッピング

から揚げ専門からまる我孫子店 我孫子市 高野山５８９－４ 飲食店

旭市母子寡婦福祉会 旭中央病院内売店 旭市 イ－１３２６ ショッピング

和食ダイニング＆Bar武藤 旭市 イ２６０６－１ 飲食店

中国料理　龍龍 旭市 ニ１８５９－１　 飲食店

とん膳旭店 旭市 ニ３１７４ 飲食店

炭火串やき　将軍 旭市 ニ３９０６　 飲食店

にわ国道店 旭市 ニ４６３ 飲食店

有限会社美容室クラフト旭店 旭市 ニ５４１５－３ サービス

パティスリーソレイユ 旭市 ニ６０１６－７ 飲食店

ミヤマ 旭店 旭市 ニ６０１７－７ ショッピング

ばんどう太郎旭店 旭市 ニ谷原５９４１－５ 飲食店

ハヤシ家電サービス 旭市 ロ１６３６－４ ショッピング

ガ－リックプラス 旭市 井戸野２５４９－１　 飲食店

鴨料理才兵衛 旭市 幾世７８９ 飲食店

ひとみストアー旭店 旭市 新町１０１４－３ ショッピング

JAちばみどり 営農センター飯岡 旭市 横根３４８８－２ ショッピング

すしやの魚々村 旭市 江ヶ崎１６３８－１５ 飲食店

ナリタヤ 旭萬力店 旭市 萬力４４２８－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スーパーダッツノ 旭市 萬歳１９７１ ショッピング

食事処 傳兵衛 旭市 蛇園２９８２－２ 飲食店

割烹れすとらんなみ川 旭市 蛇園７７１－１ 飲食店

JAちばみどり 営農センター海上 旭市 蛇園７９０ ショッピング

うまいもん処 地雷や 旭市 飯岡３２４１－１ 飲食店

一幸 ほたる野店 木更津市 ほたる野１－２１－７ 飲食店

アフレスカ 伊豆島店 木更津市 ほたる野１－２２－３ サービス

オステリアレガーレ 木更津市 ほたる野２－２１－６ 飲食店

スーパー回転寿司　やまと　木更津店 木更津市 中央３－９－８ 飲食店

ビュ－ティ－サロンかんだ 木更津市 中央３丁目２－１　 サービス

ALOHA Kitchen 木更津市 中島５３７　アロハテラス 飲食店

バイクワールド木更津金田店 木更津市 中島７２０ ショッピング

ベアーズ木更津店 木更津市 中里５９０ ショッピング

鶏豚キッチンむしゃむしゃ 木更津市 大和１－３－１　オリエント木更津 飲食店

AguhairKeys木更津 木更津市 大和１－６－１７　キャッスルプラザ木更津Ａ
号館　２Ｆ－２０３ サービス

洋食とワインブッフルージュ 木更津市 大和１－８－３　原ビル　１Ｆ 飲食店

ロータスイシヤマ 木更津市 太田１－１－１ ショッピング

Mash-up 木更津市 太田２丁目１４－１７ サービス

すし銚子丸木更津店 木更津市 太田４－１－１１ 飲食店

中国料理 東洋 木更津店 木更津市 太田４－１４－１ 飲食店

活き活き亭 富士見店 木更津市 富士見３－４－４３ 飲食店

パティスリー ティアレ 木更津市 幸町２－７－１１ 飲食店

LUNETTESHAIR 木更津市 文京３－１－１３ サービス

29BAL 木更津市 文京３－１－２７ 飲食店

珈琲館 木更津店 木更津市 文京４－１－２７ 飲食店

ワークマート 木更津市 文京４－１－３３ ショッピング

吟米亭浜屋文京店 木更津市 文京６－１１－１７ ショッピング

バーバーショップ クロカワ 木更津市 朝日３－４－１ サービス

尾張屋 木更津店 木更津市 木更津３－８－４ ショッピング

中華食堂 金龍 木更津市 木更津３丁目１３－１ 飲食店

シャララガール木更津店 木更津市 東中央１－１－１６　キャッスルプラザ木更津
Ｂ号館　２Ｆ サービス

串屋横丁木更津店 木更津市 東中央１－４－５ 飲食店

上総食材カフカ 木更津市 東中央２丁目１１－１　 飲食店

ペッパーズパントリー 木更津市 東中央３－６－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PIECEbyLs 木更津市 東太田１－１７－１ サービス

日本料理たかはし 木更津市 東太田２－１４－２２ 飲食店

桜龍 木更津市 東太田２－１６－２ 飲食店

オランダ家 木更津東太田店 木更津市 東太田２－１７－３ 飲食店

安楽亭　木更津中央店 木更津市 桜井新町３－１－１１ 飲食店

せんねんの木 祇園店 木更津市 永井作１－１１－１１ 飲食店

シモアール 木更津店 木更津市 永井作１－８－２ ショッピング

鮨一 木更津市 永井作２６３－９ 飲食店

イタリア料理ブォーナフォルトゥーナ 木更津市 清川２－２２－２０ 飲食店

富分清見台店 木更津市 清見台南４－２－３ ショッピング

大和屋 木更津市 清見台南４－３－３ ショッピング

おどや 清見台店 木更津市 清見台南４－６－１ ショッピング

タイヤセブン 千葉木更津店 木更津市 潮浜２－１－１０ ショッピング

蟹工船袖ヶ浦店 木更津市 牛込３１０ 飲食店

アオイストアー畑沢店 木更津市 畑沢３－７－５ ショッピング

一幸 本店 木更津市 畑沢南１－１７－１５ 飲食店

bakery 木更津市 矢那２５０３ ショッピング

CHIFFON 木更津市 矢那２５０３ ショッピング

シャルキュトリー 木更津市 矢那２５０３　シャルキュトリー ショッピング

おどや羽鳥野店 木更津市 羽鳥野６－２１－１ ショッピング

からやま木更津店 木更津市 請西１－１２－３ 飲食店

とんでん 木更津店 木更津市 請西１－５－２２ 飲食店

アジアンダイニングロムエシア 木更津市 請西１８９９－９ 飲食店

ゼスト木更津店 木更津市 請西２－２－１ ショッピング

LUONTO． 木更津市 請西南１－１０－２０ サービス

パティスリーサン・ドニ 木更津市 請西東１－３－２ 飲食店

トラットリアデルフィーノ 木更津市 請西東３－２０－１７ 飲食店

マティス キサラヅ 木更津市 請西東７－１２－１０ サービス

ポポラマーマ 木更津店 木更津市 請西東７－１２－２１ 飲食店

焼肉DINING大和 木更津店 木更津市 請西東７－１２－３ 飲食店

かつや木更津店 木更津市 貝渕３－１３－２３ 飲食店

マライカバザール木更津店 木更津市 金田東１－１４－１ ショッピング

フィッシングTポート　アクアライン金田店 木更津市 金田東１丁目２０－１　 ショッピング

焼肉DINING大和木更津金田店 木更津市 金田東４－６－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イングローブ木更津 木更津市 金田東５－２－１　ベイシア木更津店内 サービス

活き活き亭 金田店 木更津市 金田東６－１８－１ 飲食店

アストロプロダクツ 木更津金田店 木更津市 金田東６－１８－９ ショッピング

Doors 木更津市 金田東６－２４－１　ラジュネス１０１ サービス

魁力屋木更津店 木更津市 金田東６－２７－１ 飲食店

木更津KiSARA 木更津市 金田東６－３－６ 飲食店

トラットリア クオーレ 木更津市 金田東６－４０－４ 飲食店

オフハウス木更津店 木更津市 長須賀１７２５－１ ショッピング

トーカイ 木更津店 木更津市 長須賀２４６３－１ ショッピング

かつ波奈木更津店 木更津市 長須賀鍛冶ノ下１９７７－１ 飲食店

かねつな 木更津市 高柳３－１２－３ ショッピング

香源 木更津市 高柳５２１１－４ 飲食店

尾張屋 岩根店 木更津市 高砂２－１－２８ ショッピング

オートウェーブ 柏沼南店 東葛飾郡沼南町 風早１－６－７ ショッピング

LL AutoCustom 東金市 下武射田１２４２ サービス

お菓子のたいよう東金店 東金市 南上宿１－６－５ 飲食店

不二家 東金東店 東金市 南上宿２３－２７ 飲食店

豊 東金市 南上宿３８－１０ 飲食店

ノジマデンキ 東金市 台方２３６－１ ショッピング

ワンネス 東金市 季美の森東１－１－３ ショッピング

スーパーカワグチ日吉台店 東金市 日吉台４－３－２ ショッピング

アンヘア東金店 東金市 東上宿１５－２ サービス

スイーツ工房リヴィエール 東金市 東岩崎１６－１　プレステージビル　１Ｆ 飲食店

焼肉屋 田中商店 東金店 東金市 東新宿２０－７ 飲食店

かつや千葉東金店 東金市 東新宿２１－３ 飲食店

CHICCA東金店 東金市 東新宿７－４ サービス

アヌーク ヘアサロン 東金店 東金市 東新宿８－１７　グリーンビル１Ｆ サービス

フランス割烹 竹田屋 東金店 東金市 東新宿８－４ 飲食店

すし銚子丸東金店 東金市 東金５３８－２ 飲食店

とん膳東金店 東金市 東金５４０－２ 飲食店

JA緑の風 東金店 東金市 東金７９５ ショッピング

東金ステーキMOG 東金市 油井９９－１ 飲食店

じゃんけん東金 東金市 田間１０１１－１　 飲食店

みのりの郷東金とっチーノ 東金市 田間１３００－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉レストラン太陽東金店 東金市 田間１３５－１ 飲食店

肉バルSUNNYDAY 東金市 田間２１６３コーポエアル　店舗１ 飲食店

村の市場東金店 東金市 田間３１０ ショッピング

一幸 東金店 東金市 田間８５－１ 飲食店

牛まる 東金市 福俵１７－１ 飲食店

Wako’s　Deli 松戸市 三矢小台４丁目８－１１　 ショッピング

炭火焼肉 松林苑 松戸市 上本郷２６４８－６　サンコート上本郷 飲食店

salon MASAKO 松戸市 上本郷８８９番地１－２階 サービス

エフ·グリーン 松戸市 上本郷９０１鈴木ビル３０２ サービス

しちりん北松戸店 松戸市 上本郷９０４　藤井ビル１Ｆ 飲食店

東京ラスク矢切店 松戸市 下矢切１４１－１　スコットヒルズ 飲食店

ビッグボスシバザキ 矢切店 松戸市 下矢切７８－２ ショッピング

スーパーカワグチ馬橋店 松戸市 中和倉１２０ ショッピング

焼肉平城苑松戸店 松戸市 中根長津町２６ 飲食店

沖寿司松戸店 松戸市 主水新田３４０－１ 飲食店

焼肉きんぐ松戸主水店 松戸市 主水新田５３５－１０ 飲食店

ふぐ家 松戸市 二ツ木二葉町１９８－１７ 飲食店

かつや 松戸二十世紀が丘 松戸市 二十世紀が丘中松町８ 飲食店

美容室Saku二十世紀が丘店 松戸市 二十世紀が丘丸山町６０ サービス

Grande by saku 松戸市 二十世紀が丘戸山町３８－５ サービス

オランダ家 松戸二十世紀が丘店 松戸市 二十世紀が丘戸山町５５－２ 飲食店

パティスリー HAGUMI 松戸市 二十世紀が丘梨元町５－５ 飲食店

さかえ屋二十世紀が丘店 松戸市 二十世紀が丘萩町２７１ 飲食店

アップガレージ千葉松戸店 松戸市 五香２－１７－１ ショッピング

焼肉きんぐ松戸五香店 松戸市 五香２－５－２ 飲食店

はたや商店 松戸市 五香２－６－１ ショッピング

ヘアサロンAmaze 松戸市 五香南３－１９－３ サービス

Hair＆MakeTRUTH五香店 松戸市 五香西１－３－２ サービス

美容室Saku上本郷店 松戸市 仲井町３－２１ サービス

FOCUS仲井町店 松戸市 仲井町３－２２　モストハウス１Ｆ サービス

魚家族 松戸市 仲井町３丁目７１　第三アンビルマンション１
０５ 飲食店

焼肉きんぐ 松戸八ヶ崎店 松戸市 八ヶ崎１－１０－６ 飲食店

創作欧菓子プラスチュリップ 松戸市 八ヶ崎１－３３－１９ ショッピング

安楽亭　松戸八ヶ崎店 松戸市 八ヶ崎８－１－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オランダ家 松戸六実店 松戸市 六実２－８－１０ 飲食店

Yallah！ 2 松戸市 六実３－８－１０　渋谷ビル　２Ｆ サービス

本格釜焼き料理かまど 松戸市 六実４丁目２－１９　 飲食店

蕎楽 たか木 松戸市 六高台８－６４ 飲食店

はな膳 北松戸店 松戸市 北松戸２－６－１ 飲食店

ピッツェリアカヴァッロ 松戸市 古ヶ崎２－３２４３－２１ 飲食店

珍來 松戸古ヶ崎店 松戸市 古ヶ崎２５４６ 飲食店

カワノジャパン 松戸市 大橋３５３－１ ショッピング

もんじゃ・お好み焼 わいず 松戸店 松戸市 大橋４０３－７ 飲食店

とんでん松戸小根本店 松戸市 小根本１７２－１ 飲食店

MATSUDOMONJA 松戸市 小根本４２－３　アセット松戸　１０１ 飲食店

アマランス ロザ 松戸市 小金２　ピコティ西館 サービス

やきとり大吉 北小金店 松戸市 小金４４－１－２ 飲食店

しちりん北小金店 松戸市 小金４４３　北小金ビル　２Ｆ 飲食店

sugarsnail 松戸市 小金６５花の井ビル５０２ サービス

焼肉レストラン黄金苑 松戸市 小金きよしヶ丘１－４－２１　１Ｆ 飲食店

TRUTH北小金店 松戸市 小金きよしヶ丘２－１－１８　トゥルースシャ
ルム　１Ｆ サービス

和処魚禅 松戸市 小金原６－１１－１９ 飲食店

やきとり 悠 松戸市 小金原７－１７－３５ 飲食店

Halfmoon 松戸市 小金原７－３４－１０ サービス

すし銚子丸松戸岩瀬店 松戸市 岩瀬１５１－４ 飲食店

金太楼鮨 松戸東口店 松戸市 岩瀬２ 飲食店

美容室ハッピー 常盤平店 松戸市 常盤平２－８－２ サービス

サンマルク松戸常盤平店 松戸市 常盤平３－１３－１ 飲食店

そば処もりた屋 松戸市 常盤平３－２９－８ 飲食店

オランダ家 松戸常盤平店 松戸市 常盤平３－７－３ 飲食店

金太楼鮨 ときわ平店 松戸市 常盤平３－７－９ 飲食店

京葉ガスサービスショップ 常盤平店 松戸市 常盤平４－２０－９ ショッピング

佐藤ベーカリー 松戸市 常盤平５－１６－６ 飲食店

ロミアン 本店 松戸市 常盤平５－１７－１０ ショッピング

珈琲館五香店 松戸市 常盤平５－１７－１０　シャルネ９５　１Ｆ 飲食店

焼肉 東京苑 松戸市 常盤平５－２０－１ 飲食店

AQUAVITE 松戸市 常盤平５－２８－１　むさし家ビル２階 飲食店

安楽亭松戸五香店 松戸市 常盤平５ー２６－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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GOOD LOOSE 松戸市 常盤平柳町２４－１４ サービス

Cut Room Hiro 松戸市 新作１０６５－３ サービス

モンシュシュ 松戸市 新松戸１－３１８　新松戸ビル１Ｆ 飲食店

nico hair 松戸市 新松戸１－３５１ サービス

SFIDA 松戸市 新松戸１－４８２　新松戸森谷ビル　５Ｆ サービス

しちりん新松戸本店 松戸市 新松戸２－１－５　しちりんビル１．２Ｆ 飲食店

ペッパーランチ新松戸店 松戸市 新松戸２－１０８　太陽新松戸ビル　１Ｆ 飲食店

東京ラスク新松戸店 松戸市 新松戸２－１２１　１Ｆ 飲食店

桃太郎王国新松戸店 松戸市 新松戸２－２０　関ビル　１Ｆ ショッピング

totochee 松戸市 新松戸２－３０ 飲食店

ととり 松戸市 新松戸２－３１－１ 飲食店

金太楼鮨 新松戸店 松戸市 新松戸２－８ 飲食店

vist 松戸市 新松戸３－１２５　クレスト新松戸 サービス

ブティックロシュ新松戸ゆりの木店 松戸市 新松戸３－２７２　ゆりの木ハイツ１Ｆ ショッピング

すし銚子丸新松戸店 松戸市 新松戸３－２７７ 飲食店

ときわ書房 新松戸店 松戸市 新松戸４－１ ショッピング

Craft 松戸市 新松戸４－３７　野沢天祐堂第二ビル　１Ｆ サービス

和牛焼肉 琉 松戸市 新松戸北２－２－１３ 飲食店

GOODNEIGHBORS新松戸店 松戸市 新松戸南１－３７２ サービス

アンビル酒販 松戸市 日暮１－１４－１ ショッピング

ポポラマーマ 新八柱店 松戸市 日暮１－１６－１　ＲＧ八柱ビル　２Ｆ 飲食店

ティープレイス 松戸市 日暮１－２－３　及川ビル　１Ｆ サービス

スペイン料理　PUERTO 松戸市 日暮１－３－１３　八柱ビル１Ｆ 飲食店

オーガニックカムー 松戸市 日暮１丁目１０－５　 飲食店

MOKICHI珈琲 松戸市 日暮１丁目２－８　雅裕ビル１Ｆ 飲食店

onestopshop 松戸市 日暮２－３－８　ＴＥＣビル　１Ｆ ショッピング

TRUTH八柱店 松戸市 日暮３－１０－１　三井ビル　１Ｆ サービス

肉匠源蔵 松戸市 日暮５－１８５ ショッピング

onest八柱店 松戸市 日暮５－１９２ サービス

ティープレイス 松戸市 日暮５－１９４　Ｍ－ＰＡＲＴ４ サービス

すし銚子丸八柱店 松戸市 日暮５－５３ 飲食店

タイヤセレクト松戸 松戸市 日暮７－１４ ショッピング

LAQUALITE 松戸市 本町１－２　新第二宝星ビル７Ｆ サービス

Lia by neolive 松戸市 本町１－２３　アセット松戸２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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KIIA 松戸市 本町１２－１１　秋本ビル　２Ｆ サービス

金太楼鮨 松戸駅前通店 松戸市 本町１２－１２ 飲食店

トラットリアイルレガーロ 松戸市 本町１４－１４ 飲食店

Hair＆MakeTRUTH松戸店 松戸市 本町１５－１　パークホームズ松戸駅前レジデ
ンス　１０１ サービス

サブウェイ 松戸駅西口店 松戸市 本町１８－１３ 飲食店

パースビス松戸西口店 松戸市 本町１８－８ サービス

beauty TANAKA 松戸市 本町１９－１４　平野第二ビル　１Ｆ サービス

NAIL MAK’S 松戸市 本町２－４　ハシヤマビル　４Ｆ サービス

焼肉あがり 松戸市 本町２０－１　新角ビル　７Ｆ 飲食店

焼肉 さくら亭 西口本店 松戸市 本町２０－１０　ル・シーナビル　２Ｆ 飲食店

イリオス松戸本店 松戸市 本町２０－１０　ル・シーナビル４Ｆ サービス

大衆割烹大黒松戸店 松戸市 本町２０－１７　新角ビル地下 飲食店

タベルナ・デ・ル・ヴィットリオ 松戸市 本町２０－２０　田村ビル　２Ｆ 飲食店

しちりん 松戸西口駅前店 松戸市 本町２０－８　松戸本町第二ビル　１Ｆ 飲食店

中国菜 戸芽主 松戸市 本町２３－３　アーク松戸ビル　１Ｆ 飲食店

ビーフインパクト松戸店 松戸市 本町２３－５　土屋ビル１Ｆ 飲食店

松戸神鶏 松戸市 本町３－１１ 飲食店

せきやど 治平鮨 松戸市 本町３－１３ 飲食店

レボルトヘアー松戸店 松戸市 本町４－１１　有田ビル　３Ｆ サービス

えくすて家napick 松戸市 本町４－５　ＭＨ４５ビル９０１ サービス

tocolaso 松戸市 本町５－１０　平野第三ビル　２Ｆ サービス

サウザン・シーズン 松戸市 本町６－８　ライムハイツ　１Ｆ 飲食店

おりはら 松戸市 本町７－１７　２Ｆ 飲食店

そば処関やど 松戸市 本町７－２ 飲食店

ラジカルシック 松戸市 東平賀２４１　メゾン北小金　２Ｆ サービス

Jillhair 松戸市 東松戸１－２－１６　カルミアイースト１０２ サービス

まさ実や 松戸市 東松戸１－３－１３ 飲食店

Birena 松戸市 東松戸１－８－５　ファンタジスタ　２０１ サービス

イデカフェ東松戸駅店 松戸市 東松戸２－１５８　北総鉄道東松戸駅３Ｆ 飲食店

しちりん東松戸駅前店 松戸市 東松戸３－１－１２ 飲食店

かつや 東松戸駅前 松戸市 東松戸３－１７－８ 飲食店

伊藤楽器松戸店 松戸市 松戸１１７４－１ ショッピング

パース松戸東口店 松戸市 松戸１１７６－２ サービス

カフェドカオリ 松戸市 松戸１１７８　イセウビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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良文堂書店 松戸店 松戸市 松戸１２２５ ショッピング

株式会社木屋　松戸駅東口店 松戸市 松戸１２２８　松戸ステーションビル ショッピング

RISTORANTE MIO 松戸市 松戸１２３０－１　ピアザビル　７Ｆ 飲食店

ピッツェリアバフェット 松戸市 松戸１２７８　ピッツェリアバフェット 飲食店

Krump 松戸市 松戸１２８１　大ビル　３Ｆ サービス

鉄板焼き旬 松戸市 松戸１２８１　大塚ビル　１Ｆ 飲食店

La fith hair 松戸店 松戸市 松戸１２８６－２　Ｍ．Ｃｒｅｓｔａ　５Ｆ サービス

Aguhairpino松戸 松戸市 松戸１２９１－４　コスモ松戸　１Ｆ サービス

喜久屋書店 松戸店 松戸市 松戸１３０７－１　ＫＩＴＥＭＩＴＥＭＡＴＳ
ＵＤＯ　７Ｆ ショッピング

ピアノシティ松戸 松戸市 松戸１３０７－１　キテミテマツド　７Ｆ ショッピング

中国料理 天廣堂 松戸市 松戸１３３９－１ 飲食店

エムズシューファクトリーアウトレット 松戸市 松戸１８３４－５　小川ビル４階 ショッピング

酒のひぐらし 松戸市 松戸１８４７ ショッピング

ハーレーダビッドソンメガ松戸 松戸市 松戸２２６９－１ ショッピング

炭火焼肉 松林苑 松戸市 松戸新田１０９ 飲食店

くまざわ書店 松戸新田店 松戸市 松戸新田２４５－２６　グリーンマークシティ
　１Ｆ ショッピング

来嶋商店 松戸市場 松戸市 松戸新田３０ ショッピング

ヘアーデザインサルー 松戸市 松戸新田４４４－１１ サービス

カステラ屋さんのカフェ　cafe　de 松戸市 松戸新田５５３－５ 飲食店

源平うどん 松戸市 松戸新田５５６ 飲食店

マカロニ市場 松戸店 松戸市 松戸新田６７－１ 飲食店

CASA　ISHII 松戸市 松飛台２０４－１０　 飲食店

さかえ屋松飛台店 松戸市 松飛台２３８ 飲食店

百楽門松飛台店 松戸市 松飛台３３５－１　メディア　１Ｆ 飲食店

焼肉平城苑矢切店 松戸市 栗山２９－１ 飲食店

一幸 松戸根木内店 松戸市 根木内１１７－１ 飲食店

オステリアタナロ 松戸市 根本１３５　ＴＳビル　１Ｆ 飲食店

kanon 松戸市 根本１４－２　パークスカイタワー松戸　１Ｆ
　Ｂ サービス

AtoB 松戸市 根本２－１５　 サービス

MONKEY 松戸市 根本３－１　サンアーチビル１Ｆ 飲食店

ZEDDHAIRDESIGN 松戸市 根本３－１３ サービス

Alpha 松戸市 根本３－７　リッツフレア　１号室 サービス

和幸　松戸西口店 松戸市 根本５－１　根本グリーンコーポ　１Ｆ 飲食店

MIUMU 松戸市 根本５－１　根本グリーンコーポ　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オランダ家 松戸横須賀店 松戸市 横須賀２－１９－５ 飲食店

肉割烹加賀屋 松戸市 横須賀２－２０－４ 飲食店

オステリアダタカ 松戸市 殿平賀２０５ 飲食店

はな膳 八柱店 松戸市 河原塚２４５－１ 飲食店

焼肉　春喜屋 松戸市 牧の原１－５　 飲食店

割烹 しの田 松戸市 田中新田５５－５ 飲食店

パティスリ－ハヤトヤマダ 松戸市 秋山１－１６－２　ＤＡＩＣＨＩＢ．Ｌ．Ｄ秋
山　１Ｆ ショッピング

ゆず庵 松戸秋山店 松戸市 秋山１－２－１ 飲食店

稔台苑 松戸市 稔台１－１３－２　第１林ビル１０２ 飲食店

榮鳳 松戸市 稔台１０６４－１ 飲食店

ヴィヴィッド 松戸市 稔台１０８６－１ ショッピング

美容室Saku稔台店 松戸市 稔台２－１－１ サービス

パティスリ－サルビア 松戸市 稔台７－１３－１９ ショッピング

ユビキタス・ペリ－ 松戸市 稔台７丁目１４－１　ハイライフみのり台１０
１ 飲食店

安楽亭　みのり台店 松戸市 稔台８－１－２ 飲食店

GLAD 松戸市 竹ヶ花５－６　ＷＩＳＨ松戸１Ｆ サービス

アストロプロダクツ 松戸店 松戸市 紙敷１５５０ ショッピング

山田うどん食堂松戸高 店 松戸市 紙敷１５９４－１ 飲食店

松万オートサイクル 松戸市 西馬橋１丁目１５－１１ ショッピング

とんでん 馬橋店 松戸市 西馬橋幸町１５８ 飲食店

グッドネイバーズ馬橋店 松戸市 西馬橋幸町２３ サービス

美容室saku馬橋店 松戸市 西馬橋蔵元町８ サービス

すし勘 松戸市 金ヶ作２２－１　ルシエール松戸 飲食店

菓匠松久 松戸市 金ヶ作４１１－２ 飲食店

栗山金物センター 本店 松戸市 馬橋２８４３ ショッピング

アート美容室 松戸市 馬橋３０１　片野ビルＡ－１ サービス

カラオケ&喫茶ミニモコ 松戸市 馬橋３３２３ 飲食店

ワークショップ アイダ 松戸店 松戸市 馬橋３３９０－１ ショッピング

すし・創作料理 一幸 東松戸店 松戸市 高塚新田３３６－１ 飲食店

馬刺し専門店 天馬 松戸市 高塚新田５８８－８ ショッピング

フォルクス　柏店 柏市 あけぼの３－１１－１ 飲食店

がってん寿司柏増尾台店 柏市 中原２－２１－３ 飲食店

ヘアラウンジビーチ スープ 柏市 中央１－２－２８　浜島ビル　１Ｆ サービス

彩食幸時 木綿 柏市 中央１－４－２８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ANTIQUECHIC 柏市 中央１－４－２８　セントラルオ－ク３ サービス

MOMO 柏市 中央１－６－５　グランパレス柏　１Ｆ サービス

DOGDAYS 柏市 中央１－７－４　柏中央エレガンス１Ｆ ショッピング

UNDERPASS 柏市 中央１－７－４　柏中央エレガンスＢ１Ｆ ショッピング

インテリアカーサ 柏店 柏市 中央２－１－４ ショッピング

Your Lecheveu 柏店 柏市 中央町１－１　柏セントラルプラザ　２Ｆ サービス

イリオスPersonal 柏店 柏市 中央町２－１０　ＫＳＳビル１Ｆ＆２Ｆ サービス

66 柏市 中央町４－２５ 飲食店

か志わ熟成鶏十八番 柏市 中央町４－３１ 飲食店

Gossip hair 柏市 中央町５－２１　穂高第一ブラザーズ柏　２０
３ サービス

セキウチフォトスタジオ 柏市 加賀３丁目４－１３ サービス

タイヤセレクト柏 柏市 北柏４－８－１２ ショッピング

すし銚子丸柏店 柏市 十余二２５４－３２９ 飲食店

リボンハウス 愛品倶楽部 柏店 柏市 十余二２５４－７８１ ショッピング

モウモウキッチン 柏市 十余二２７６　モウモウキッチン２０３ 飲食店

かつ太郎本店柏店 柏市 十余二４０９－５０ 飲食店

焼肉せんりゅう 柏の葉店 柏市 十余二赤坂台４０９－４７ 飲食店

IlGiglio 柏市 千代田１－１－１２　千代田ハイツ１０１ 飲食店

焼肉酒場肉カジ南柏店 柏市 南柏１－４－１　ｏｒｃｈａｒｄ　１Ｆ 飲食店

鮨処　扇 柏市 南柏１－５－１８　染谷ビル 飲食店

魚一商店南柏総本山 柏市 南柏１－６－１２　穂高第二十ブラザーズビル
　１Ｆ 飲食店

Live Hair SEC 南柏店 柏市 南柏１－９－１ サービス

（株）京北スーパー アプリス店 柏市 南柏２－１２－２ ショッピング

TRUTH南柏店 柏市 南柏中央１－２　梅野ビル　１Ｆ サービス

FOCUS 柏市 南柏中央１－７　大嶋ビルディング２F サービス

ハニーズ南柏店 柏市 南柏中央６－７　フィールズ南柏ＭＡＬＬ－２
　２Ｆ ショッピング

かつや 南柏 柏市 吉野沢１－５ 飲食店

プロストック柏店 柏市 吉野沢３－７ ショッピング

Grill＆Pasta一魂 柏市 名戸ヶ谷１－７－４１ 飲食店

スーパーブックス新柏店 柏市 名戸ヶ谷８８８－１　ヨークマート内 ショッピング

福兆 柏市 名戸ヶ谷９７３－１ 飲食店

酒のビックボスシバザキ 沼南店 柏市 塚崎１３１３－１ ショッピング

ハーレーダビッドソンシティ 柏店 柏市 大井５３８ ショッピング

リサイクルモ－ルみっけ 柏市 大山台１－１７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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おもちゃリサイクルみっけ 柏市 大山台１－２９ ショッピング

回転寿司やまと柏大山台店 柏市 大山台１丁目２４　アクロスプラザ柏大山台 飲食店

B－PARK＋ セブンパークアリオ柏 柏市 大島田１－６－１ ＳＥＶＥＮＰＡＲＫアリオ柏
１Ｆ ショッピング

B₋PARK＋ 柏市 大島田１丁目６－１ ＳＥＶＥＮＰＡＲＫアリオ
柏 １Ｆ ショッピング

ライコランド 柏店 柏市 大島田３９４ ショッピング

栗山金物センター 沼南店 柏市 大島田９５５ ショッピング

牛しん 柏市 大津ヶ丘１－２－１０ 飲食店

宝来館 柏市 大津ヶ丘１－４９－２ 飲食店

ハードオフ16号沼南店 柏市 大津ヶ丘２－７－５ ショッピング

Hairspray柏たなか駅前 柏市 小青田１－１－１１　フードマーケットカスミ
店内 サービス

中国家庭料理凛－RIN 柏市 小青田２５７－１ 飲食店

ミックスヘアー 柏市 布施８３５ サービス

（株）京北スーパー 布施店 柏市 布施新町１－４－４ ショッピング

すし銚子丸南柏店 柏市 新富町１－１－８ 飲食店

（株）京北スーパー 新柏店 柏市 新柏１－１６－２ ショッピング

オランダ家 新柏店 柏市 新柏１－１６－７ 飲食店

フードセンターわたなべ新柏店 柏市 新柏４－１３－８ ショッピング

珍來 柏日立台店 柏市 日立台１－２－５５ 飲食店

焼肉酒場ともさんかく柏西口店 柏市 旭町１－１－１９　第二豊倉ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairaloha柏店 柏市 旭町１－１－１９　第二豊倉ビル　５Ｆ サービス

吉福 柏市 旭町１－１０－１ 飲食店

餃子のとりいちず酒場柏店 柏市 旭町１－１０－１７　レヴェンテ　１Ｆ 飲食店

珍來 柏西口店 柏市 旭町１－１０－３ 飲食店

焼とりつかさ 柏市 旭町１－１０－５ 飲食店

こだわり鮮魚と炭焼地鶏 炉〜ひばち〜 柏市 旭町１－１０－５　サンシャインヒルズ　１Ｆ 飲食店

てっぱんバルAmuser 柏市 旭町１－１０－６　道脇ビル１Ｆ 飲食店

ファーマーズテーブル 柏西口店 柏市 旭町１－１１－１　ＡＳＡＨＩＳＱＵＡＲＥ　
１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご柏店 柏市 旭町１－１１－３ 飲食店

bonami 柏市 旭町１－１２－１８ サービス

鮨 さくら 柏市 旭町１－３－３　ＳＫヴィラ２－１Ｆ 飲食店

しちりん 柏西口駅前店 柏市 旭町１－４－１６　前澤第二ビル 飲食店

居酒屋れすとらん幸村 柏市 旭町１－４－１９　ＡＫビル　１Ｆ 飲食店

Tezuka 柏市 旭町１－４－７　タクビル１Ｆ 飲食店

葉庭 柏市 旭町１－５－４　プラザパスカ　４Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PEC 柏市 旭町２－１－４ 飲食店

jieji 柏市 旭町２－２－７　アプリ－レ手賀屋　１Ｆ サービス

日本料理風の音 柏市 旭町３丁目３－２７　１Ｆ 飲食店

焼肉べこ壱 柏市 旭町４－５－３ 飲食店

安楽亭柏旭町店 柏市 旭町５ー３－４３ 飲食店

ENORE 柏店 柏市 明原１－２－２　中村ビル　１Ｆ サービス

LAVIERE 柏市 明原１－２－５　ブルーハイツ　１Ｆ サービス

mer－ami 柏市 明原２－２－２５　イルマーレ明原１ サービス

QUALIA 柏市 明原２－３－２０　廣田ビル　１Ｆ サービス

GAVROCHE 柏市 明原３丁目１－２０　 飲食店

セオサイクル柏明原店 柏市 明原３丁目４－１６　 ショッピング

ゴディバショコイスト東武柏駅 柏市 末広町１－１　東武柏駅構内 飲食店

いけす魚場 龍宮城 柏市 末広町４－１　神崎ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

シャック・シェヴー・アンジェリック 柏市 末広町４－４　大内ビル　５Ｆ サービス

焼肉 ARATA 柏市 末広町４－５　１番ビル 飲食店

焼肉ARATA 柏市 末広町４－５１　ビル　４Ｆ 飲食店

Commetuveux 柏市 末広町５－２１　グランドルチェ５－２Ｆ サービス

グランアージュ柏西口店 柏市 末広町７－２　柏プラザビル４Ｆ サービス

RIPPLEHAIR 柏市 末広町９－３ サービス

韓国料理皇帝 柏市 東１－１－１２ 飲食店

お料理なかき 柏市 東上町１－１７　Ｋ２ビル　１Ｆ 飲食店

中国料理文菜華 柏市 東上町２－２ 飲食店

ロマン理容室 本店 柏市 東上町３－１５ サービス

RIVALLEY 柏市 東上町７－１３　サンライズ１－１ サービス

パティスリージュアン 柏市 松ヶ崎８１２－２ 飲食店

セレンディピティ－ 柏市 松葉町２－１５－１７ サービス

洋菓子の店 グルメ 柏市 松葉町２－３－１ 飲食店

釜めし・お食事処87 柏市 松葉町２丁目１１－１３　 飲食店

ロマン理容室 ライフ店 柏市 松葉町４－１０ サービス

芳蘭 柏市 松葉町７－２０－１０ 飲食店

福鮨 柏市 柏１－１－１０　柏葉ビル１Ｆ 飲食店

コンパル柏東口店 柏市 柏１－１－１１　ファミリかしわ　２Ｆ 飲食店

ベイビークラブ柏店 柏市 柏１－１－１１　ファミリかしわ２Ｆ ショッピング

ピュール 柏市 柏１－１－２０　スカイプラザ　２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社ハギワラ 柏市 柏１－１－２０　スカイプラザ柏１F ショッピング

トーナメントセンターバトロコ柏駅前 柏市 柏１－２－３１　柏共同ビル　４Ｆ ショッピング

CLUTCH柏店 柏市 柏１－２－３３　柏グランド東京会館３Ｆ 飲食店

フラワーショップキューピット 柏市 柏１－３－１　ドン・キホーテ柏駅前店 ショッピング

EyelashSalonSerina柏店 柏市 柏１－４－２６　第二籐川ビル　６〜６ＦＡ サービス

＃tag 柏市 柏１－４－２７　柏第一ビル　５Ｆ サービス

（株）京北スーパー 柏店 柏市 柏１－４－３　京北ビル　１Ｆ ショッピング

いしど画材 柏市 柏１－４－５ ショッピング

かつや 柏東口 柏市 柏１－５－２０　成嶋ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり家すみれ 柏東口店 柏市 柏１－５－６　花ヒロビル　２Ｆ 飲食店

トラットリア コラーレ 柏市 柏１－６－１０　根戸屋ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉酒場ともさんかくはなれ 柏市 柏１－６－３　ＴＳビル　１Ｆ　Ｂ棟 飲食店

魚火 柏市 柏１－６－４ 飲食店

ジンギスカンラムちゃん柏店 柏市 柏１－６－９　エスエーケービル　１Ｆ 飲食店

いきなりステーキ柏店 柏市 柏１－７－１　ＤａｙＯｎｅタワー　１Ｆ 飲食店

Sherbet1989 柏市 柏１－７－１　ＤａｙＯｎｅタワー１Ｆ－１０
３Ｂ ショッピング

daichi 柏市 柏１－７－１－１０１ ショッピング

珍來 柏東口店 柏市 柏１－７－１－１０４ 飲食店

FereBright 柏店 柏市 柏２－３－１　オークプラザⅡ７Ｆ サービス

ホビーオフ イトーヨーカドー柏店 柏市 柏２－３－１５　イトーヨーカドー柏店　６Ｆ ショッピング

大江戸 柏店 柏市 柏２－５－１ 飲食店

柏の馬肉屋馬喰ろう 柏市 柏２－５－１７ 飲食店

炭火焼鳥kitchenひよこeast 柏市 柏２－７－１０ 飲食店

FOCUS柏東口店 柏市 柏２－７－１１　三星ビル１Ｆ サービス

ISSA 柏市 柏２－７－１９　セナリオプレ－ス２　１Ｆ 飲食店

炭火焼居酒屋 八っちゃん 柏東口店 柏市 柏２－８－１５　石戸ビル　１Ｆ 飲食店

赤から 柏東口店 柏市 柏２－８－１５　石戸ビル　１Ｆ 飲食店

南欧創作キッチン　BOO　FOO　WOO 柏市 柏２－８－５　山本ビル　１Ｆ 飲食店

VILLA 柏市 柏２－８－９　千葉スカイビル　４Ｆ サービス

TRUTH柏店 柏市 柏２－９－１５　リンクスビル　１Ｆ サービス

大衆ビストロ Buddy’s 柏市 柏３－１－２１　水野ビル　１Ｆ 飲食店

DININGBARROOF 柏市 柏３－１－９　モリヤマビル２Ｆ 飲食店

肉酒場肉馬る柏店 柏市 柏３－１０－２９　ＡＫビル　１Ｆ 飲食店

GOODNEIGHBORS柏東口店 柏市 柏３－１０－３０　第３泉ビル１０１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BLITZR－EVOLUT 柏市 柏３－２－１９　クレール柏　１Ｆ サービス

ルンビニ 柏市 柏３－３－１６　アンジェリークトキワ１Ｆ 飲食店

TrattoriaChicco 柏市 柏３－３－１８　ＡＫＢＬＤ７　１Ｆ 飲食店

焼肉 極 柏市 柏３－４－２ 飲食店

居酒屋 いこい 柏東口店 柏市 柏３－４－２０ 飲食店

魚浜 柏市 柏３－４－８　トキワ第二ビル 飲食店

FILTER 柏市 柏３－５－７ 飲食店

牛車柏店 柏市 柏３－６－１０　後藤ビル１Ｆ 飲食店

クレド柏店 柏市 柏３－６－１４　増谷第一ビル サービス

焼肉酒場ともさんかく 柏市 柏３－６－１５　ＡＴＳ　１Ｆ 飲食店

REALIZE MEN‘S HAI 柏市 柏３－６－１５　ＡＴＳビル　２Ｆ サービス

ステーキハウス 柏 みその 柏市 柏３－６－１６ 飲食店

ALEGRIA柏 柏市 柏３－６－２１　柏ビル　２Ｆ 飲食店

BRAVE柏東口店 柏市 柏３－６－２９　オザリア柏レフィナード１Ｆ サービス

レオニダス柏店 柏市 柏３－６－３０ 飲食店

Cyrano 柏市 柏３－６－９　第二後藤ビル　１Ｆ　Ａ 飲食店

c’mon 柏市 柏３－７－１７　トーカン柏キャステール２０
４ ショッピング

WASTEVILLE 柏市 柏３－７－２４　山口ビル２０２ ショッピング

老中国菜知味斎 柏市 柏３－９－２０　エクセラ・モン・ピエース１
Ｆ 飲食店

PRATT／92co． 柏市 柏３－９－２０　エクセラモンピエース　２０
２ サービス

レストラン　ル・クープル 柏市 柏３－９－２０　エクセランモンピエール　２
Ｆ 飲食店

iii3 柏市 柏３－９－３　プロシード柏トロワ　１０１ ショッピング

活いか料理割烹いっか 柏市 柏４－１１－１６　１Ｆ 飲食店

BEAUTECONCIER柏店 柏市 柏４－４－１２　２１世紀第一ビル　４Ｆ サービス

干物と日本酒 まる酒 柏市 柏４－４－５　メープル柏　１０１ 飲食店

炭火焼肉 泉樹 柏市 柏４－４－７　佐藤ビル　１Ｆ 飲食店

GLOBAR 柏市 柏４－５－２４　京北第２ビルＢ１Ｆ 飲食店

和香柏東口店 柏市 柏４－５－２４　京北第二ビル３F 飲食店

R－EVOLUThair 柏市 柏５－１－１１　ゼネラルビル　１－Ｂ サービス

かねたや家具店 柏店 柏市 柏５８６－２ ショッピング

アブニール柏東口店 柏市 柏６－１－１　流鉄柏ビル　１Ｆ サービス

海道 柏市 柏６－８－３８　柴田ビル１Ｆ 飲食店

PizzeriaTintarella 柏市 柏６－８－４０　小溝ビル　１Ｆ 飲食店

東京ラスク柏店 柏市 柏７－５－５７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アルファロメオ柏の葉 柏市 正連寺３９４　中央１３３街区５ ショッピング

BianchiBikeStoreKash 柏市 正連寺３９４－１１　中央１３３街区５ ショッピング

フィアット／アバルト柏の葉 柏市 正連寺３９４－１１　中央１３３街区５ ショッピング

ラグラグマーケット本店 柏市 泉町１－２６ ショッピング

hhair＆SPA 柏市 泉町１６－２５ サービス

川秀 柏市 篠籠田１１２１－１０ 飲食店

テラダストアー 柏市 花野井７２０－１９ ショッピング

はな膳花野井店 柏市 花野井８３６－３ 飲食店

しちりん 柏の葉キャンパス東口駅前店 柏市 若柴１６４－４　柏の葉キャンパス　１４９－
６ 飲食店

和食会席漁師の里 柏市 若柴１７３－８　柏の葉キャンパス１５１街区
Ｂ－ＳＢ－５ 飲食店

カフェレストラン AGORA 柏市 若柴１７８－４　柏の葉キャンパスショップ＆
オフィス棟　６Ｆ 飲食店

サカナバル コラーレ 柏の葉 柏市 若柴１８４－１　柏の葉キャンパス１４９－１
オークビレッジ 飲食店

Run＆Cafe Bunny Burrow 柏市 若柴１８５－１　柏の葉かけだし横丁Ｄ棟２０ 飲食店

めん王若柴本店 柏市 若柴２１８－２ 飲食店

電材買取センター柏店 柏市 若柴６－４７ ショッピング

トラックショップジェット 柏店 柏市 若柴字入谷津６－３ ショッピング

お好み焼本舗 柏の葉キャンパス店 柏市 若柴須賀井２２６－２１ 飲食店

アストロプロダクツ 柏店 柏市 藤ヶ谷新田１８－１－３ ショッピング

珍來 柏藤ケ谷店 柏市 藤ヶ谷新田６７ 飲食店

安楽亭　沼南店 柏市 藤ヶ谷新田８１－１ 飲食店

豊園茶舗西原 柏市 西原２－２－９ ショッピング

パティスリーミレー 柏市 西原４－１－１ 飲食店

ラトリエモン．シェフ 柏市 豊住４－４－２３ 飲食店

はな膳 豊四季駅前店 柏市 豊四季１０１３ 飲食店

ウェーブハウス樹里 柏市 豊四季１３５－６０ サービス

オフハウス 柏豊四季店 柏市 豊四季２２４－６ ショッピング

ハードオフ 柏豊四季店 柏市 豊四季２２４－６ ショッピング

焼肉きんぐ 柏豊四季店 柏市 豊四季３１１－１７ 飲食店

東立製靴株式会社 柏市 豊四季３４１－１３ ショッピング

オークスブックセンター 南柏店 柏市 豊四季５０９－５８　キュア・ラ内 ショッピング

業務スーパー 南柏店 柏市 豊四季７０１ ショッピング

リユースのサカイ柏店 柏市 豊四季８１６－１３ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　南柏店 柏市 豊町１－２－１３ 飲食店

あみやき亭 柏店 柏市 豊町１－２－２２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ファクトリーギア 本店 柏市 風早１－３－７ ショッピング

美容室Saiko 柏市 高柳１４９１－３０ サービス

オフハウス柏高柳駅前店 柏市 高柳１５２０－３－１８街区－８ ショッピング

ハードオフ柏高柳駅前店 柏市 高柳１５２０－３１８街区－８ ショッピング

百楽門高柳店 柏市 高柳４７１ 飲食店

かしわで 柏市 高田１００ ショッピング

焼肉 肉の大山 流山おおたかの森 流山市 おおたかの森北１－５－４ 飲食店

ISSAおおたかの森店 流山市 おおたかの森北１－９－２　マリンビル－６・
６－　３０２ 飲食店

さかなめし 流山市 おおたかの森東３－３３－１　リセブロー　１
０２ 飲食店

サフランおおたかの森店 流山市 おおたかの森東４－３９－４ 飲食店

黒澤惣三商店 流山市 おおたかの森西１－１－１　こかげテラス 飲食店

紬 流山市 おおたかの森西１－７－５　パ－クメゾンおお
たかの森　１Ｆ サービス

MaaZlash 流山市 おおたかの森西１－８－５　ラフィ－ヌおおた
かの森　１０１ サービス

AUBEHAIR McQueen 流山市 おおたかの森西１－８－５　ラフィーヌ・おお
たかの森　１Ｆ－１０２ サービス

オレンジポップおおたかの森店 流山市 おおたかの森西１－９－５　ラプラージュ　２
Ｆ サービス

か志わ熟成鶏十八番 おおたかの森店 流山市 おおたかの森西１－９－７ 飲食店

山形牛焼肉仁 流山市 おおたかの森西１－９－７　アカリビ　３Ｆ 飲食店

かつ太郎本店流山店 流山市 三輪野山３－１７－１３ 飲食店

森のカフェ 流山市 三輪野山４－１１－１８ ショッピング

はな膳 江戸川台店 流山市 中野久木５４１ 飲食店

Piccolo Lusso 流山市 前平井１５４－１　フォリアステーションフロ
ント　１Ｆ 飲食店

七輪焼肉平城苑流山店 流山市 加６－１５３８－１ 飲食店

安楽亭　南流山店 流山市 南流山１－２１－２０ 飲食店

FIORENTE南流山 流山市 南流山１－７－３　１Ｆ サービス

edgehair＋make 流山市 南流山１－７－６　ドゥリエール　１Ｆ サービス

牛車流山店 流山市 南流山４－１５－５ 飲食店

かつや 南流山 流山市 南流山４－１５－９ 飲食店

FOCUS南流山店 流山市 南流山６－５－８　１Ｆ サービス

宗家源吉兆庵 南流山店 流山市 南流山６－６－２３ 飲食店

ふさ屋酒店 流山市 向小金３－１１５－１ ショッピング

Les Temps Plus本店 流山市 市野谷５４３－１ 飲食店

焼肉屋くいどん南流山店 流山市 木２０１－１ 飲食店

炭火焼肉但馬屋初石店 流山市 東初石２－９２－５６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オランダ家 流山東深井店 流山市 東深井１０３－１－２ 飲食店

しちりん運河駅前店 流山市 東深井３３２－１ 飲食店

Umami 流山市 東深井３４９－３　 ショッピング

仲田酒店 流山市 松ヶ丘２－３２０－１０７ ショッピング

ピッツェリア・ニコ 流山市 江戸川台東１－１２－１　木村ビル　１Ｆ 飲食店

vivace江戸川台 流山市 江戸川台東１－３ サービス

シューズハウス フジタ 流山市 江戸川台東１丁目５ ショッピング

GRACE 流山市 江戸川台東２－１７２ 飲食店

アピス江戸川台 流山市 江戸川台東２－４１　マツナワビル１Ｆ サービス

（株）京北スーパー 江戸川台店 流山市 江戸川台東２－４８ ショッピング

居酒屋このた 流山市 江戸川台東２－８０－２ 飲食店

フードマーケットカドヤ江戸川台店 流山市 江戸川台東３－６－２ ショッピング

焼肉きんぐ 江戸川台店 流山市 江戸川台東３－６２１－１ 飲食店

鶏笑　江戸川台店 流山市 江戸川台西２丁目１８８－２　 ショッピング

かねき家 流山市 流山５－１９－４ 飲食店

からやま千葉流山 流山市 流山６－７０２－１ 飲食店

パースインターナショナル 流山市 西初石３－９８－１７ サービス

hair&lifeHEART 流山市 西初石３丁目１４４７－１３　ベルツリー３ サービス

ガーデン・ベリーズ 流山市 西初石４－１４２３－２－１０１ 飲食店

ゆず庵 流山西平井店 流山市 西平井３－１８－２ 飲食店

あずみ野 流山市 野々下６－１０４１－２ 飲食店

カルビ屋大福 柏の葉店 流山市 青田１４０－４ 飲食店

サフラン柏の葉店 流山市 青田９３－１ 飲食店

オステリア シャーラ 流山市 鰭ヶ崎１５７９－５ 飲食店

（株）京北スーパー 鰭ヶ崎店 流山市 鰭ヶ崎１５９７－１ ショッピング

ONTHEGOurayasu 浦安市 今川１－１－２３ サービス

マリオンクレープ 新浦安店 浦安市 入船１－５－１　ＭＯＮＡ新浦安　１Ｆ 飲食店

焼肉新羅MONA新浦安店 浦安市 入船１－５－１　ＭＯＮＡ新浦安　４Ｆ 飲食店

VISAGEunir 浦安市 入船１－６－１　新浦安ＴＫビルディング　３
Ｆ サービス

ティアラリュクス新浦安店 浦安市 入船１－６－１　新浦安ＴＫビルディング　３
Ｆ－３－７ サービス

馳走ふくしま 浦安市 入船１－６－１－２　５Ｂ 飲食店

焼肉いちり 浦安市 入船４－１－４　２Ｆ 飲食店

UPPERCUT 浦安市 入船４－１０－１－１０１－Ｙ－２ サービス

Fleek 浦安市 入船４－１２－１８　アシエ入船 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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accorto 浦安市 入船４－１７－２６ サービス

RUBAN 浦安市 入船４－６－２０ 飲食店

ATELIER INITIE 浦安市 入船４－８－１１　ＡＤＤ－１ビル　１Ｆ サービス

COVA 浦安市 入船４－９－１１　ＫＭＵ３－１０１ サービス

growhairworks 浦安市 北栄１－１－１－１０２　ＬＥＯ弐拾四番館 サービス

千寿司　浦安店 浦安市 北栄１－１－１５　金佳ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉新羅 浦安駅前店 浦安市 北栄１－１－７　ブランシェ　１Ｆ 飲食店

ブックオフ 浦安駅北店 浦安市 北栄１－１１－２４ ショッピング

シュヴー浦安店 浦安市 北栄１－１２－３４　ルミエール北栄１Ｆ サービス

ポポラマーマ 浦安店 浦安市 北栄１－１３－７　光雄マンション　２Ｆ 飲食店

ワイン食堂ヴィンセント浦安店 浦安市 北栄１－１５－２８　エクレ－ル　１Ｆ 飲食店

個室居酒屋 ほのか 浦安店 浦安市 北栄１－１６－１８　ケルンビル　３Ｆ 飲食店

松本平太郎美容室 浦安店 浦安市 北栄１－１６－１８　ケルンビル　４Ｆ サービス

珍來 浦安店 浦安市 北栄１－１６－２４ 飲食店

Vi・Lucia浦安 浦安市 北栄１－１６－５－３０５ サービス

ピザサルヴァト－レ　クオモ　浦安店 浦安市 北栄１－２－２２ 飲食店

ビューティシバタ セカンドステージ 浦安市 北栄１－５－２５　１Ｆ サービス

美容室シームヘア 浦安市 北栄１－５－３５　アクエリアスビル１０１ サービス

100時間カレーB＆R浦安店 浦安市 北栄１－６－２０　１Ｆ 飲食店

ビリヤ-ドパルコ 浦安市 北栄１丁目１１－１醍醐ビル２階 エンターテイメン
ト

サロンショ－ン 浦安市 北栄１丁目１５－２７　 サービス

equal浦安 浦安市 北栄１丁目１５－９　寿ビル３０１ サービス

焼鳥青葉 浦安市 北栄２丁目８－３２　 飲食店

創作ダイニングOobanburumai 浦安市 北栄３－２５－２８　ウスタロスＴＫ１０３ 飲食店

トリ－トヘアデザイン浦安店 浦安市 北栄３－２６－２０　ジュレ－ヴ　１Ｆ サービス

イタリア食堂DecoBocco 浦安市 北栄３－３－１４－１０１ 飲食店

安楽亭　浦安北栄店 浦安市 北栄４－２１－１ 飲食店

小麦屋 浦安市 北栄４丁目２２－１８　 飲食店

ポルトベネーレ 浦安市 堀江２－２６－３２ 飲食店

Lamp 浦安市 堀江２－６－２６ サービス

シェ・タニ 新東京店 浦安市 堀江６－１２－２４　ロイヤルアクアガーデン
１Ｆ 飲食店

ステーキハウスリブ堀江店 浦安市 堀江６丁目２－２０　ユニオンビル 飲食店

ビューテータナカ 浦安店 浦安市 富士見１－２－２４　プリデ富士見　１Ｆ サービス

とんかつ「田」浦安舞浜店 浦安市 富士見３－１６－１　レクス４７１　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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hair design all 浦安市 富士見３－６－１　プライムＮＳ　２－１０３ サービス

廻鮮寿司 吉恒 浦安市 富士見４－１４－３０ 飲食店

焼肉レストラン　ソウル　浦安店 浦安市 弁天２ー３－１ 飲食店

美容院アムールピコ 浦安市 当代島１－１－６　ストリ－ムマンション駅前
　１０１ サービス

あぁ、ハンバーグ 浦安市 当代島１－１７－２２　ベイグランデ１Ｆ 飲食店

LAPICADAdetres 浦安市 当代島１－３－１０ 飲食店

よっし－の畑 浦安市 当代島１－５－１　ラッフィナ－ト　２０２ サービス

浦安 仲寿司 浦安市 当代島１－６－２９ 飲食店

慶鳥 浦安市 日の出５－５－１　ＣＯＣＯ街区Ｅ 飲食店

炭火焼肉遊山 浦安市 日の出５－５－１　Ｆ 飲食店

LITTLEBYLITTLE 浦安市 日の出５－５－１　パ－クシティ東京ベイ新浦
安Ｃｏｃｏ 飲食店

PAYASO 浦安市 日の出５－６－１　ｓｅａＡ　１Ｆ 飲食店

LAUMELIA 浦安市 日の出５－７－５ 飲食店

ときわ書房新浦安店 浦安市 明海４－１－１　ニューコースト新浦安　２Ｆ ショッピング

Amour 新浦安店 浦安市 明海４－１－１　ニューコースト新浦安店３Ｆ 飲食店

ワイン食堂 コンクラーベ 浦安市 明海４－２－４ 飲食店

ミューズ新浦安店 浦安市 明海４丁目１－１　ニューコースト新浦安店３
Ｆ サービス

とんでん 浦安店 浦安市 東野１－１－４１ 飲食店

焼肉屋くいどん浦安店 浦安市 東野３－４－１　アクロスプラザ浦安東野　２
Ｆ 飲食店

千葉鑑定団浦安店 浦安市 猫実２－１４－２８ ショッピング

ヘアークリエイトサロンエス 浦安市 猫実２－３０－１４　クレセントムーン１F サービス

すし銚子丸浦安店 浦安市 猫実２－３３－２４ 飲食店

BARBERbro’s 浦安市 猫実４－１９－２７　大樹ビル　１Ｆ サービス

焼鳥兼田 浦安市 猫実４－２０－１１ 飲食店

NUDII 浦安市 猫実５－１８－１８　Ｕ－ＢＩＧｃｅｎｔｅｒ
ビル　４Ｆ サービス

べストシ－ン新浦安店 浦安市 美浜１－９－２　浦安ブライトンビル　２Ｆ サービス

セガフレードヒルトン東京ベイ店 浦安市 舞浜１－８　ヒルトン東京ベイ 飲食店

エドムシェラトン店 浦安市 舞浜１－９　ショッピングプロムナ－ド　２Ｆ ショッピング

ALOHALOUNGE 浦安市 高洲１－２２－１２　Ｕ－ＢＩＧＭＯＡＮＡ２
Ｆ 飲食店

ばんどう太郎白井店 白井市 冨士１５３－１ 飲食店

カリワラ 白井店 白井市 冨士２６７－６ 飲食店

Loopヘアーサロンコミュニティー 白井市 堀込１－１－１８　第７松宮ビル１Ｆ サービス

お好み焼居酒屋道 白井市 堀込１－１－３４－１０３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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けん白井店 白井市 木２７４－１ 飲食店

炭火焼肉 聖幸苑 白井市 根１４３－３ 飲食店

魚魚家 白井店 白井市 根４６１－１０ 飲食店

ばんどう太郎白井16号店 白井市 根７３－４ 飲食店

カーテンじゅうたん王国千葉ニュータウン店 白井市 桜台２－１－２ ショッピング

青霞 白井市 清水口１丁目１－１４　 飲食店

トウズ 白井駅前店 白井市 笹塚２丁目２番１号 ショッピング

ル・パティシエヨコヤマ 大久保店 習志野市 大久保１－１－３４ 飲食店

SOHOnewyork大久保店 習志野市 大久保１－２１－１２　ＮＥＷＴＫビル　１Ｆ サービス

くるみ庵 習志野市 大久保４－２－１　１Ｆ 飲食店

オレンジポップ津田沼店 習志野市 奏の杜１－１－１　１Ｆ サービス

Aguhairlittle習志野 習志野市 奏の杜１－３－１　サンコーミナミ　１Ｆ サービス

Hairspray津田沼 習志野市 奏の杜２－１－１　奏の杜フォルテ１Ｆ サービス

FELIZA奏の杜 習志野市 奏の杜３－３－１　ディナモボア　Ｃ サービス

くるまやラーメン 実籾店 習志野市 実籾３－２４－１ 飲食店

や台ずし 実籾駅前町 習志野市 実籾５－１－５ 飲食店

焼肉黒べこや 実籾店 習志野市 実籾６－２８－１ 飲食店

しょいかーご習志野店 習志野市 実籾本郷３４－１ ショッピング

キッチンぽん太 習志野市 本大久保３丁目９－４　 飲食店

ワインショップ えちごや 習志野市 東習志野５－２９－１ ショッピング

済生会習志野病院売店 習志野市 泉町１－１－１ ショッピング

Daisy 習志野市 津田沼１－１１－２０　松栄ビル　４Ｆ サービス

Belle Lecheveu 新津田沼店 習志野市 津田沼１－１４－１　１・２Ｆ サービス

赤から 津田沼店 習志野市 津田沼１－２－１　十三ビル　４Ｆ 飲食店

ZELE津田沼 習志野市 津田沼１－２－１６　堀越ビル　４Ｆ サービス

ホビーステーション津田沼店 習志野市 津田沼１－２－２　小倉ビル３Ｆ ショッピング

もつ焼坊っちゃん新津田沼店 習志野市 津田沼１－３－１１　昭和第三ビル 飲食店

HAIR en 習志野市 津田沼２－５－９　廣瀬ビル１Ｆ サービス

MARRONE 習志野市 津田沼２丁目１０－２１－３　 サービス

hair design Luxage 習志野市 花咲１－３－２４－１０１ サービス

オランダ家 津田沼店 習志野市 藤崎２－２－８ 飲食店

ピザヨッカー 津田沼店 習志野市 藤崎２－８－２３　映光ビル　１Ｆ ショッピング

ジリオーラ 津田沼店 習志野市 谷津１－１０－９　海老屋ビル　１Ｆ 飲食店

ゲーマーズ 津田沼店 習志野市 谷津１－１６－１　モリシアビルレストラン　
５Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中国レストラン三才坊 習志野市 谷津１－１６－１　モリシア津田沼９０７ 飲食店

BeLinDa モリシア津田沼店 習志野市 谷津１－１６－１　モリシア津田沼レストラン
棟　８Ｆ サービス

ポポンデッタ モリシア 津田沼店 習志野市 谷津１－１６－１　レストラン　７Ｆ ショッピング

CHICCA津田沼奏の杜店 習志野市 谷津１－１７－２４ サービス

Hair Salon SOL 習志野市 谷津１－１７－７　三愛谷津ビル　１０１ サービス

菓子工房金のうさぎ 習志野市 谷津４－６－２８ 飲食店

天久 習志野市 谷津４－６－３０ 飲食店

ル・パティシエヨコヤマ 谷津店 習志野市 谷津４－８－４５　金子ビル 飲食店

Cure 習志野市 谷津７－４－１８　ＹＯＵ六番館１Ｆ サービス

銀だこ鉄板道場 Loharu津田沼店 習志野市 谷津７－７－１ 飲食店

和蘭花 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼 ショッピング

アンジェリカミッシェル津田沼店 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼　１Ｆ　
（Ｂ館） サービス

湘南パンケーキLoharu津田沼店 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼１Ｆ 飲食店

ヘアドゥ津田沼店 習志野市 谷津７－８ サービス

WaftTaylor 習志野市 谷津７－８－６　ラフィネ　１Ｆ サービス

メンズヘアーサロン AKIRA 習志野市 香澄２丁目６－３５ サービス

安楽亭　幕張インター店 習志野市 鷺沼５－５－４５ 飲食店

炭火焼肉 香林 船橋市 みやぎ台３－４－２４ 飲食店

mu－ra　works 船橋市 七林町４３６－６８　 ショッピング

ピーターパン珈琲船橋三咲店 船橋市 三咲４－１２－２０ 飲食店

器やま和 船橋市 三山８－１－２ ショッピング

寿司藤乃 船橋市 三山８－２４－１１ 飲食店

千葉ピーナツ 三山店 船橋市 三山８－３４－９ 飲食店

美福苑 船橋市 中野木１－５－１ 飲食店

かつ波奈二和向台店 船橋市 二和東６－１９－２２ 飲食店

トップマート津田沼店 船橋市 前原東２－２３－１ ショッピング

Your Lecheveu 津田沼店 船橋市 前原西２－１２－１３　大生ビル　１Ｆ サービス

イリオス津田沼店 船橋市 前原西２－１２－９　大生ビル５Ｆ サービス

粉や 津田沼店 船橋市 前原西２－１３－１３　アロー津田沼駅前ビル
　３Ｆ 飲食店

すし藤乃 津田沼店 船橋市 前原西２－１３－２　パークヒルズビル２Ｆ 飲食店

囲い・肉バルカワムラ津田沼本店 船橋市 前原西２－１３－２３　フラッピ津田沼　５Ｆ 飲食店

HairDesignWaft 船橋市 前原西２－１３－２６　ソフィアコート　２Ｆ サービス

鶏古家津田沼店 船橋市 前原西２－１４－１　ダイヤビル津田沼　１０
２ 飲食店

焼肉ここから津田沼店 船橋市 前原西２－１５－１２　第２三商ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉 学一 船橋市 前原西２－１５－１８　岩崎ビル２Ｆ 飲食店

魚一商店津田沼直売所 船橋市 前原西２－１５－１９　三宝ビル　１Ｆ 飲食店

WaftHills 船橋市 前原西２－１５－７　木村ビル　１Ｆ サービス

remercier 船橋市 前原西２－１７－１４　サンビル　１Ｆ サービス

アルター シェリー 船橋市 前原西２－１９－１　十字堂ビル　２・３Ｆ サービス

SALSAGRACE津田沼店 船橋市 前原西２－２１－１９　ヤマザキビル　２Ｆ サービス

百楽門津田沼店 船橋市 前原西２－２１－６　２Ｆ 飲食店

BELTIL 船橋市 前原西２－２１－７　津田沼ビル　３Ｆ サービス

Su Calm 船橋市 前原西２－３０－１１ サービス

Luann 船橋市 前原西２－６－２０　カミユ津田沼１Ａ サービス

ドイツ整形靴技術ノ靴店イセヤ 船橋市 前原西２丁目 ２２－１７津田沼スクエアビル７
０２ ショッピング

珈琲豆のおおつか 船橋市 前原西２丁目１３－１３　大ビル ショッピング

フロ－レンス 船橋市 前原西２丁目１４－１－９１１　 サービス

ハリケーン 船橋市 前原西２丁目２２－１４　三橋ビル１Ｆ東側３
番 飲食店

焼肉レストラン貴族 船橋市 前原西４－３０－１ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　津田沼店 船橋市 前原西５丁目４－３ 飲食店

魚 unLOC 船橋市 北本町１－４－４　丸伸ビル　１０１ 飲食店

桃太郎王国西船橋店 船橋市 印内町５７０－１　鎌倉ビル　１Ｆ ショッピング

グリ－ン・デリ・新鮮館 船橋市 印内町５９４－９ ショッピング

グリーン・デリ・新鮮館 西船橋店 船橋市 印内町５９４－９ ショッピング

SALONDEFORCE西船橋店 船橋市 印内町５９９－３－３０２ サービス

オランダ家 咲が丘店 船橋市 咲が丘１－２５－９ 飲食店

ミヤマ 二和店 船橋市 咲が丘３－１－２０ ショッピング

arena船橋日大前店 船橋市 坪井東１－２－２４ サービス

green 船橋市 坪井東１－２－３１　ヴェルヂ１Ｆ サービス

Felicita 船橋市 坪井東３－８－５ サービス

吉光 本店 船橋市 夏見４－１－３４ 飲食店

ATELIER KOKUBO 船橋市 夏見４－２２－１４　丸山ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 船橋夏見台店 船橋市 夏見台２－４－１８ 飲食店

がってん寿司船橋夏見台店 船橋市 夏見台３－１２－１０ 飲食店

もんじゃ月島 船橋市 夏見台４－７－１１　竹之内ビル１０１ 飲食店

ディアーズ船橋店 船橋市 宮本１－１０－５　プチビル サービス

焼肉屋くいどん船橋宮本店 船橋市 宮本１－２２－８ 飲食店

焼肉きんぐ 船橋宮本店 船橋市 宮本２－１３－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社伊藤商店 船橋市 宮本２－１５－７ ショッピング

フォルクス　船橋店 船橋市 宮本９－４－１ 飲食店

すきっぷマート 船橋市 小室町３０６０－２ ショッピング

Port　Hair　design 船橋市 小室町３３０９　小室駅前店舗Ｂ サービス

和光鮨 船橋市 市場４丁目１　和光台ハイツ１－１０２和光鮨 飲食店

オランダ家 船橋新高根店 船橋市 新高根１－９－１９ 飲食店

マルトミ 船橋市 新高根５－４－６ ショッピング

スエヒロ館　船橋新高根店 船橋市 新高根６－９－１６ 飲食店

natureCOLORS中山店 船橋市 本中山１－１０－３－１０１ サービス

LUCIDOSTYLE nature 船橋市 本中山２－１０－１　ミレニティ中山 サービス

FORTE中山店 船橋市 本中山２－１０－１　ミレニティ中山　２Ｆ ショッピング

イトーヤ 船橋市 本中山２－１６－１０ ショッピング

小室商店 船橋市 本中山２－１８－１１ ショッピング

千葉ピーナツ 中山店 船橋市 本中山２－１８－８ 飲食店

HIMAWARI 中山店 船橋市 本中山２－２－１９ サービス

沖縄食堂歩花 船橋市 本中山３－２２－１０－１０６　タツオカビル 飲食店

中国料理彩福 船橋市 本中山６－１０－７ 飲食店

18 Steak Diner 船橋市 本中山７－１１－８ 飲食店

puzzle 船橋市 本町１－１０－８　杉森ビル　２Ｆ サービス

熟成寿司専門店 優雅 船橋市 本町１－１１－２１ 飲食店

稲荷屋 船橋市 本町１－１２－１２ 飲食店

NIFTY 船橋市 本町１－１２－２２　タカナミビル　３－２０
１ サービス

焼肉ホルモンほるまさ 船橋店 船橋市 本町１－１２－２２　タカナミビル　３－３０
１ 飲食店

居酒屋ちょいちょい船橋本町店 船橋市 本町１－１３－１８　ガレリア本町ビル　１Ｆ 飲食店

トレビ 船橋店 船橋市 本町１－３－１　Ｆａｃｅビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ビューティーフェイス船橋店 船橋市 本町１－３－１　フェイスビル１Ｆ サービス

寿司割烹隆 船橋市 本町１－３－１　フェイスビルＢ１Ｆ 飲食店

千葉ピーナツ 船橋フェイス店 船橋市 本町１－３－１　船橋フェイス　１Ｆ 飲食店

ABLAZE船橋店 船橋市 本町１－３－１　船橋フェイスビル３Ｆ サービス

6sense resort 船橋市 本町１－３２－３　ＨＩ３２３ビル　４Ｆ 飲食店

メキシカンバル RICO 船橋市 本町１－４－１８ＴＫビル２Ｆ 飲食店

PIZZACONA－STAND船橋店 船橋市 本町１－４－２３　船橋１－ビル１ＦＡ区画 飲食店

謝謝　船橋駅前南口店 船橋市 本町１－４－８　１Ｆ 飲食店

焼肉学一船橋店 船橋市 本町１－４－８　駅前ビル２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼定 もとび 船橋店 船橋市 本町１－７－２ 飲食店

焼肉酒場ともさんかく船橋店 船橋市 本町１－７－２４ 飲食店

Noy 船橋市 本町１－８－１　ケーアイフナバシビル　３０
１ サービス

little x Rey船橋 船橋市 本町１－８－１３　オケサダビル　２－Ａ サービス

伊藤楽器弦楽器工房 船橋市 本町１－９－９ ショッピング

伊藤楽器 マイスター船橋店 船橋市 本町１－９－９　ルナパーク船橋　１Ｆ ショッピング

今日和 船橋店 船橋市 本町２－１－１　船橋スクエア２　１〜２Ｆ 飲食店

little船橋 船橋市 本町２－２－７　船橋本町プラザビル２Ｆ サービス

airs 船橋店 船橋市 本町２－２３－２４　内田ビル　１Ｆ サービス

コックダイナ－ 船橋市 本町２－２５－１７　高橋ビル　１０２ 飲食店

BAN－YA 船橋市 本町２丁目２６－１　グランドステ－タス１０
１ 飲食店

ポポラマーマ 船橋店 船橋市 本町３－１－１　柏屋ビル　２Ｆ 飲食店

シャララガール船橋店 船橋市 本町３－３２－２８　平成ビル　４Ｆ サービス

avli 船橋市 本町３－３３－１３　フォートリス船橋　２Ｆ サービス

肉の匠 将泰庵 船橋本店 船橋市 本町３－５－１　石田ビル　１Ｆ 飲食店

肉の匠 将泰庵 船橋総本店 船橋市 本町３－５－３１　将泰庵ビル　１・２Ｆ 飲食店

BISTROLAMPE 船橋市 本町４－１９－６　船橋サンプラザ　１０５ 飲食店

カンティーナ イル グッフォ 船橋市 本町４－１９－６　船橋サンプラザ　１０７ 飲食店

炙りBAR 遊煌 船橋市 本町４－２－１５　斉藤ビル　２Ｆ 飲食店

ときわ書房 本店 船橋市 本町４－２－１７ ショッピング

山浦鮨 船橋市 本町４－２－３ 飲食店

株式会社菅野屋 船橋市 本町４－２－９　菅野屋船橋ビル１Ｆ ショッピング

串焼き 雅 船橋駅前店 船橋市 本町４－３－９ 飲食店

Aluxe 船橋市 本町４－３６－１３　増子ビル１Ｆ サービス

東魁楼　本館 船橋市 本町４－３６－１７ 飲食店

NOBU 船橋市 本町４－３８－２２　山口ビル　１０２ 飲食店

スペイン料理 メソンバスカ 船橋市 本町４－４－７　船橋ｎｔビル　１Ｆ 飲食店

タベルナ カディス 船橋市 本町４－４－７　船橋ｎｔビル　２Ｆ 飲食店

Aguhairrube船橋店 船橋市 本町４－４－７　船橋ＮＴビル　４Ｆ サービス

FES by asobi 船橋市 本町４－４０－１　レオセントラルスクエア　
１Ｆ 飲食店

グランアージュ船橋店 船橋市 本町４－４０－１　レオセントラルスクエア５
０２ サービス

菜厨瑠 船橋市 本町４－４０－２　第三矢野ビル　１Ｆ 飲食店

pinuts 船橋市 本町４－４０－２３　ＳＯＵＴＨＥＲＭＴＥＲ
ＲＡＣＥ　３０１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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蕎や 本田 船橋市 本町４－４０－２３　佐渡屋サザンテラス　１
Ｆ 飲食店

モッズ・ヘア船橋店 船橋市 本町４－４１－１９　本町セントラルビル　２
Ｆ サービス

かつや 京成船橋 船橋市 本町４－４１－２９　ライオンビル　１Ｆ 飲食店

すし旬鮮料理 しゃり膳 船橋市 本町４－４３－５ 飲食店

もつ焼坊っちゃん 船橋市 本町４－４４－２ 飲食店

フェリーザ 船橋店 船橋市 本町４－４４－２５　Ｇ サービス

shalu船橋 船橋市 本町４－４４－２５　ルネライラタワー船橋　
１－Ｅ サービス

焼肉大将軍京成船橋店 船橋市 本町４－４５－１ 飲食店

七輪房　船橋駅前店 船橋市 本町４ー５－２６　船福ビル　１Ｆ 飲食店

宝島24　船橋店 船橋市 本町４丁目１６－３６　サラトガビル２Ｆ 飲食店

ヘア－サロンイシヅカ 船橋市 本町４丁目１９－６　サンプラザ１０１ サービス

EuroHouse 船橋市 本町４丁目４０－３　神戸屋ビル３Ｆ 飲食店

大膳 船橋店 船橋市 本町５－１－１８ 飲食店

中国料理 旬輝 船橋市 本町５－２－１０ 飲食店

HOP 船橋市 本町５－６－１９　コンパル３１－１Ｆ 飲食店

中華福味亭 船橋市 本町５丁目１－８ 飲食店

ヘッドクォーター 船橋市 本町６－１－１ サービス

焼肉ごじ 船橋市 本町６－１－１２　サクセスビル１Ｆ 飲食店

そば処 五萬石 船橋市 本町６－１１－１１ 飲食店

Patisserie Rico 船橋市 本町６－１２－９　玉安ビル　１Ｆ ショッピング

arena船橋店 船橋市 本町６－２－２　プレジール船橋本町　１Ｆ サービス

LotusHairDesign船橋 船橋市 本町６－２－２０　ゼブラ船橋　１Ｆ サービス

サプリームヘア船橋 船橋市 本町６－４－１８　エースハイツ１Ｆ サービス

KEYNailandEyelash 船橋市 本町６－４－２３　船橋ケイウッドビル サービス

Design forhair 船橋市 本町６－４－２７　メゾン竹内　１０３号室 サービス

KEYhair 船橋市 本町６－５－９　ステイタスＹＵＨＡＲＡ１Ｆ サービス

La fith hair 船橋店 船橋市 本町６－６－２　船橋ＭＩＯビル　１０１ サービス

AUBEhairmer船橋店 船橋市 本町６－６－５　フジワラビル　２Ｆ－２０１ サービス

PIZZERIA347 船橋市 本町７－１０－２　ユニマットガーデンスクエ
ア　２Ｆ 飲食店

琉宮苑 船橋市 本町７－１０－２　ユニマットガーデンスクエ
ア　３Ｆ 飲食店

Noele 船橋市 本町７－１２－１４ サービス

Su Calm 船橋市 本町７－２０－３１ サービス

ピザヨッカー 船橋店 船橋市 本町７－２７－２０　村野ビル　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グランアージュ船橋北口店 船橋市 本町７－５－２　船栄ビル サービス

御旦孤船橋店 船橋市 本町７－５－４　ユニマット船橋駅前ビル２Ｆ 飲食店

ディバインヘアーアンドメイク船橋店 船橋市 本町７－８－１１　ピアコート１０２ サービス

アブティール 船橋店 船橋市 本町７－８－１３　パークヒルズ船橋　２０１ サービス

ヘアーメイクサロン ヴィクトリー 船橋市 本郷町４２１－２　大塚ビル１Ｆ サービス

炭火焼肉 牙城苑 船橋市 本郷町４５４－１ 飲食店

千成寿司 船橋市 東船橋１－１５－７ 飲食店

シュガーシャック 船橋市 東船橋１－２３－１３ 飲食店

アヤラ オーガニックアンドスパ 東船橋店 船橋市 東船橋１－３７－１１　ラ・ルース　１Ｆ サービス

いわし・江戸前水産 ふなっ子 船橋市 東船橋１－３７－１２ 飲食店

ヘアーサロンサポート 東船橋店 船橋市 東船橋２－８－８ サービス

じゃんじゃんらーめん 船橋市 東船橋４－１９－２３ 飲食店

しちりん東船橋店 船橋市 東船橋４－２９－２　ハイツセブン１０３ 飲食店

Rian hair clinic 船橋市 東船橋４－３５－６　ストーンフィールドＮｏ
６．１Ｆ サービス

オレンジポップ南船橋店 船橋市 浜町１－４２－６ サービス

靴専科Vivit南船橋店 船橋市 浜町２－２－７　Ｖｉｖｉｔ南船橋　１Ｆ ショッピング

confiance 船橋市 海神２－８－３　ｃａｍｕｓ船橋　１Ｆ サービス

オランダ家 船橋海神店 船橋市 海神５－１５－２ 飲食店

相定酒店 船橋市 海神６－１０－８ ショッピング

愛幸堂 船橋市 湊町２丁目８－８ ショッピング

宗家源吉兆庵 船橋滝台店 船橋市 滝台２－２－２８ 飲食店

一幸 船橋店 船橋市 米ヶ崎町５４－１ 飲食店

大阪王将習志野店 船橋市 習志野４－７－２ 飲食店

すし銚子丸雅習志野店 船橋市 習志野５－１－１ 飲食店

とんでん 習志野店 船橋市 習志野５－２－１ 飲食店

かつ波奈北習志野店 船橋市 習志野台１－１８－８ 飲食店

タエビスアリッサム 船橋市 習志野台１－２８－１ サービス

ブックスワールド西友新北習志野店 船橋市 習志野台１－３５－１　西友新北習志野店　２
Ｆ ショッピング

しゃり膳 習志野台店 船橋市 習志野台２－１－１　イーエム・シービル　１
Ｆ 飲食店

キッカ北習志野店 船橋市 習志野台２－１－５ サービス

すし銚子丸北習志野店 船橋市 習志野台２－１２－１ 飲食店

Boutique NOUVA－IDIA 船橋市 習志野台２－３－３　エイコービル　１Ｆ ショッピング

車鮨 船橋市 習志野台２－４－１０ 飲食店

千葉ピーナツ 北習志野駅前店 船橋市 習志野台２－４－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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蕎麦 しゃぶしゃぶ 三ノ汁 船橋市 習志野台２－４－４　Ｊ．Ｓ北習志野ビル　１
Ｆ 飲食店

美容室アイズ 船橋市 習志野台２－４－８　ライジングビル２Ｆ サービス

グローリープラス 船橋市 習志野台２－４９－５ サービス

onest 船橋市 習志野台２－５－１０ サービス

シュモレアズ 船橋市 習志野台２－５－１２ サービス

SITAL習志野店 船橋市 習志野台２－６－１１ 飲食店

マロンド北習志野店 船橋市 習志野台２－６－２１ 飲食店

大衆焼肉 わだい家 船橋市 習志野台２－６－５　ｓｋビル　２Ｆ 飲食店

有限会社ヤマワ陶苑 船橋市 習志野台２－７３－１３ ショッピング

BeHoney 3 船橋市 習志野台２－９－９ サービス

だんごのやまか北習志野店 船橋市 習志野台３－１－１　エキタ　２Ｆ 飲食店

肉の鳥吉 船橋市 習志野台３－１８－３ ショッピング

Bobo care＆spa 船橋市 習志野台３－１８－３　三協ビル　２０３ サービス

ロイヤルキッチン 船橋市 習志野台３－２－１０４　エールきたなら商店
街 飲食店

利根川 船橋市 習志野台３－６－１ ショッピング

とんでん 北習志野店 船橋市 習志野台５－２１－３ 飲食店

桃太郎王国習志野店 船橋市 習志野台５－２１－３ ショッピング

ピアノシティ北習志野 船橋市 習志野台５－４０－１０ ショッピング

アンアネロ 船橋市 習志野台５－４０－１９ サービス

カーテンじゅうたん王国 習志野店 船橋市 習志野台５－４０－３１ ショッピング

習志野飯店 船橋市 習志野台８－１９－１７ 飲食店

BAR BER Kirkas 船橋市 習志野台８－５８－１　ゆめまち習志野台モ－
ル　１Ｆ サービス

かつや船橋芝山店 船橋市 芝山１－３６－５ 飲食店

カフェキリマンジャロ 船橋市 芝山３丁目１０－２　１０３ 飲食店

びっくりドンキー船橋芝山店 船橋市 芝山５－３－３ 飲食店

すし銚子丸南船橋店 船橋市 若松１－２－７ 飲食店

Hair＆MakeTRUTH西船橋店 船橋市 葛飾町２－３４３　中沢ビル　１０１ サービス

焼肉ぐろーばる 船橋市 葛飾町２－３８０－２ 飲食店

ヘアーサロンサポート西船橋店 船橋市 葛飾町２－３８４－１ サービス

LotusHairDesign西船橋 船橋市 葛飾町２－３８５－１－１０１ サービス

鶏料理葛羅 船橋市 葛飾町２－４０２－２ 飲食店

安楽亭　薬円台店 船橋市 薬円台１－２０－８ 飲食店

ヘア－サロンサンクレスト 船橋市 薬円台１－５－９　エムワンテラス　１０３ サービス

玉寿司 船橋市 薬円台２－４－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オンセンド 薬円台店 船橋市 薬円台３－１８－１　マルエイ薬円台店　２Ｆ ショッピング

エコ・ピア 薬円台店 船橋市 薬円台５－２－５ ショッピング

フェリーザ薬円台 船橋市 薬円台５－５－１５ サービス

すし銚子丸薬園台店 船橋市 薬園台１－１９－３ 飲食店

くまざわ書店 馬込沢店 船橋市 藤原７－２－２　サミット馬込沢店　２Ｆ ショッピング

美容室RISHE 船橋市 藤原７－３－１　東信馬込沢ビル１Ｆ サービス

ふなっこ畑 船橋市 行田３－７－１ ショッピング

フェリー ザ ミヤマ 船橋市 西習志野２－２４－３ サービス

番屋小屋西船橋店 船橋市 西船４－１２－１０　早稲田１３時ビル２Ｆ 飲食店

ポポラマーマ 西船橋店 船橋市 西船４－１４－１２　木村建設工業ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉ホルモンここから西船橋店 船橋市 西船４－１７－１　１Ｆ 飲食店

日本料理 天匠 船橋市 西船４－１８－４　プリマヴィラ　１Ｆ 飲食店

まつや 船橋市 西船４－２２－３ ショッピング

和伊きっちんitAPAn 船橋市 西船４－２５－２　アロービル１Ｆ 飲食店

wine＆cafeBistrocarlo 船橋市 西船４－２６－１０　保戸田ビル　１Ｆ 飲食店

あそび 西船橋店 船橋市 西船４－２９－１３　ルネスｇｅｎ　１Ｆ 飲食店

すし銚子丸西船橋店 船橋市 西船４－３１－２２ 飲食店

照月苑 船橋市 西船４ー１６－１ 飲食店

炭火串焼厨房くふ楽西船橋店 船橋市 西船４丁目２４－１０　福田ビル１Ｆ 飲食店

海老重 船橋市 西船５－２－６　１Ｆ 飲食店

マックス アンド サンズ 船橋市 金堀町５７８－１ 飲食店

かつ膳 船橋市 金杉９－３－３５ 飲食店

焼肉天龍 船橋市 金杉９丁目３－２３　 飲食店

天空の風 船橋市 金杉町８８６ 飲食店

焼肉屋くいどん飯山満店 船橋市 飯山満町１－１５２－３ 飲食店

焼肉大将軍船橋店 船橋市 飯山満町１－５９９－２ 飲食店

MUSICA 船橋市 駿河台１－１－５４　１Ｆ サービス

サンプラッツ高根台 船橋市 高根台１－２－１　エポカ　１Ｆ 飲食店

有限会社タガワ 船橋市 高根台１－２－１　エポカ　１Ｆ ショッピング

さくら亭 船橋市 高根台１－８－１　高野内ビル２Ｆ 飲食店

り‐ぶろんす 船橋市 高根台６－１－４ローヤルビル１Ｆ サービス

つなぎ 船橋市 高根台７丁目３０－１７　 飲食店

蔵6330 船橋市 高根町１７８１－２ 飲食店

武士道船橋店 船橋市 高根町５３８－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スーパーガッツ茂原店 茂原市 上茂原４２３－１ ショッピング

そば　奉行 茂原市 下永吉２９３－１ 飲食店

割烹　かたおか 茂原市 八千代１－１７ 飲食店

CHICCA茂原店 茂原市 八千代１－１８－１ サービス

インド料理タージ・マハル 茂原市 八千代２－４－１６ 飲食店

フランス割烹和牛ステーキ茂原竹田屋 茂原市 八千代３－１１－５ 飲食店

FRESHナリタヤ茂原店 茂原市 六ツ野３７１０－１ ショッピング

齋藤酒店 茂原市 六ツ野３８５１－２ ショッピング

ミヤマ 茂原店 茂原市 六ツ野３８７０ ショッピング

JA長生農産物直売所 ながいき市場 茂原市 六ツ野３９８１－１ ショッピング

フードプラザハヤシ 六ッ野店 茂原市 六ツ野４０８１－１ ショッピング

有限会社エビスヤ 茂原市 内長谷４１１－３ ショッピング

焼肉すずや 茂原市 北塚９４７－７ 飲食店

串屋横丁卸直売センター 茂原市 千代田町１－４－６　ＡＳＯビル　１Ｆ 飲食店

アップガレージ千葉茂原店 茂原市 小林１６０４－１ ショッピング

すし銚子丸茂原店 茂原市 小林１６０６－１０ 飲食店

アストロプロダクツ 茂原店 茂原市 小林１７４０ ショッピング

愛好書店茂原店 茂原市 小林２３２１－１　 ショッピング

とんでん 茂原店 茂原市 小林２６１２－１ 飲食店

PATISSERIE CUISSON 茂原市 押日４１７－５１ 飲食店

とん膳茂原店 茂原市 東部台２－１－１０ 飲食店

ハッピードーナツ 茂原市 東部台３－７－１３ 飲食店

焼肉レストラン 太陽 茂原市 腰当１１８２－５ 飲食店

サンアイク茂原店 茂原市 腰当５２６－１ ショッピング

Wiz茂原店 茂原市 茂原１－１ サービス

ハヤシ 本店 茂原市 茂原１０ ショッピング

HEART LAND 茂原市 茂原１５９６－９ サービス

ワウ焼肉 茂原市 茂原５９３－１ 飲食店

あられちゃん家 茂原市 萱場２２４４－１ 飲食店

オランダ家 茂原公園前店 茂原市 道表８－６ 飲食店

一幸 茂原店 茂原市 長尾２４９９ 飲食店

炭火焼肉 美味 別館 茂原市 高師１－１ 飲食店

茂原駅前の串屋横丁 茂原市 高師１－３ 飲食店

ハヤシ アスモ店 茂原市 高師１７３５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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トーカイ 茂原店 茂原市 高師台３－２－１ ショッピング

寄楽屋茂原店 茂原市 高田６４６－１ ショッピング

一幸 袖ヶ浦店 袖ケ浦市 代宿穴田１０５－２ 飲食店

奈良輪豊月堂 袖ケ浦市 坂戸市場１３５２－２ 飲食店

尾張屋 横田店 袖ケ浦市 横田１９１５ ショッピング

主婦の店福王台店 袖ケ浦市 神納１－１－３ ショッピング

あま海苔直売センター 袖ケ浦市 神納１－１９－１ ショッピング

オランダ家 袖ヶ浦店 袖ケ浦市 福王台１－２８－４ 飲食店

わかせい 袖ケ浦市 福王台２－１２－１６ 飲食店

安楽亭　袖ヶ浦店 袖ケ浦市 福王台３－１３－２ 飲食店

ハードオフ千葉袖ヶ浦店 袖ケ浦市 蔵波台３－３－５ ショッピング

尾張屋 長浦店 袖ケ浦市 蔵波台４－２３－１３ ショッピング

BREAD ＆ COFFEE MORMORS 袖ケ浦市 袖ヶ浦駅前１－３２－８ 飲食店

やまと袖ヶ浦駅前店 袖ケ浦市 袖ヶ浦駅前１－３９－１ 飲食店

aLotta 袖ケ浦市 長浦駅前２－３－２　パレンティアコ－ト　Ａ サービス

主婦の店長浦店 袖ケ浦市 長浦駅前２－４－３ ショッピング

袖ヶ浦市農畜産物直売所 ゆりの里 袖ケ浦市 飯富１６３５－１ ショッピング

焼肉きんぐ野田つつみ野店 野田市 つつみ野１－２－１４ 飲食店

技の福兆 ロックタウン野田七光台店 野田市 七光台４－２　ロックタウン野田七光台Ｊ棟 飲食店

のだ中根店 野田市 中根１９３ ショッピング

中国家庭料理菜工房 野田市 中根２４８－２ 飲食店

イタリアン　トマト 野田市 中根３６－１　野田ショッピングセンター内 飲食店

日本一 野田市 中根３６－１　野田ショッピングセンター内 ショッピング

野田ホビー 野田市 中根３６－１　野田ショッピングセンター内 ショッピング

新鮮一 野田市 中根３６－１　野田ショッピングセンター内 ショッピング

PETサロンAIAI 野田市 中根４０－３ ショッピング

がってん寿司野田店 野田市 中根６－７ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　野田店 野田市 中根新田６－４ 飲食店

Airそら 野田市 吉春１２７２ 飲食店

かつ敏野田店 野田市 堤台１２５－３ 飲食店

からやま野田 野田市 堤根１８－２ 飲食店

コメスタ 野田市 堤根２３８ 飲食店

RAMBERCAFE 野田市 大殿井１９－５ 飲食店

かつや 野田宮崎 野田市 宮崎１５７－１７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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vivace川間北口 野田市 尾崎８４６－１０ サービス

とんでん 野田店 野田市 山崎１５９４－４２ 飲食店

（株）ピアノプラザ 野田市 山崎１６０４－２　プラザビル ショッピング

スーパーブックス川間店 野田市 岩名２－２７ ショッピング

ブーランジェリーシュシュ 野田市 岩名２－６－５ 飲食店

ベイビーズブレス 野田市 岩名２丁目２８－２６　 飲食店

小沼屋 野田市 木間ヶ瀬４０１５ ショッピング

ばんどう太郎関宿店 野田市 柏寺４７６－１ 飲食店

アイパーツ野田店 野田市 柳沢８７－３ ショッピング

オフハウス野田桜台店 野田市 桜台４９－１ ショッピング

焼肉平城苑寛雅亭野田店 野田市 横内２１－２ 飲食店

安楽亭　野田店 野田市 横内下香取前５９－２ 飲食店

ワーカーズショップハジメ野田店 野田市 船形１６６０－６ ショッピング

オークスメディアパーク 野田店 野田市 花井２３１－１ ショッピング

一幸 野田店 野田市 花井２６３－４ 飲食店

アップガレージホイールズ千葉野田店 野田市 花井２８１－１２６ ショッピング

日野屋 野田市 野田２７８ ショッピング

勝の家 銚子市 和田町１０－１１　 飲食店

喜可久寿司 銚子市 和田町７－２４ 飲食店

シーフードレストラン　うおっせ 銚子市 川口町２－６５２９－３４ 飲食店

ひもの工房あてんぼうウォッセ店 銚子市 川口町２－６５２９－３４　ウォッセ２１即売
センター内 ショッピング

フードプラザハヤシ銚子店 銚子市 明神町２－２６８ ショッピング

Seaside Terrace 銚子市 犬吠埼９５７５－２ 飲食店

ひもの工房あてんぼう駅前店 銚子市 西芝町１４－１６ ショッピング

学生専科 ツルヤ 銚子市 西芝町９－１３ ショッピング

酒のたかしま 銚子市 野尻町１６４ ショッピング

一山いけす 銚子市 黒生町７３８７－５ 飲食店

すみとろ 鎌ケ谷市 くぬぎ山４－１３－１６ 飲食店

オランダ家 くぬぎ山店 鎌ケ谷市 くぬぎ山４－３－７ 飲食店

焼肉きんぐ 新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 中央１－８－２８ 飲食店

肉の宴泰平門 鎌ケ谷市 初富２１－１２ 飲食店

Wiz鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 初富本町２－１９－７ サービス

一幸 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 初富本町２－９－１６ 飲食店

すし銚子丸鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 右京塚２－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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徳川 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷１－１１－１３ 飲食店

イデカフェ新鎌ヶ谷駅連絡通路店 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷１－１３－１　北総鉄道新鎌ケ谷駅構
内 飲食店

AUBEhairemma新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷１－１６－１０　新鎌ヶ谷駅前ビル　
２Ｆ　Ａ サービス

白花咲々 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷１－７－２０－１０３ 飲食店

nico hairdesign 新鎌ヶ谷 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷２－１１－８　メゾンヴェール１Ｆ サービス

びっくりドンキー 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷３－３－４ 飲食店

株式会社いずみや 鎌ケ谷市 東初富４－５－３１ ショッピング

千葉ピーナツ鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 東初富６－９－４９　重信ビル　１Ｆ ショッピング

ハードオフ鎌ヶ谷道野辺店 鎌ケ谷市 東道野辺５－１１－３８ ショッピング

オフハウス鎌ヶ谷道野辺店 鎌ケ谷市 東道野辺５－１１－３８ ショッピング

焼肉レストラン 慶山 鎌ケ谷市 東道野辺５－１８－１０ 飲食店

オランダ家 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 東道野辺５－２２ 飲食店

焼肉屋くいどん鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 東鎌ヶ谷１－３－３８ 飲食店

とんでん 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市 東鎌ヶ谷１－７－３３ 飲食店

焼肉 赤坂 鎌ケ谷市 東鎌ヶ谷２－２１－６ 飲食店

ヒ-リングエステハシモト 鎌ケ谷市 粟野６２６－１アイシティ鎌ヶ谷４１６ サービス

エスプリ ド ルミエール 鎌ケ谷市 道野辺中央２－９－２３ 飲食店

HAKASE　THAI 鎌ケ谷市 道野辺本町１－１５－１２ 飲食店

Your Lecheveu 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 道野辺本町１－４－２５ サービス

GRANDTRUTH 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 道野辺本町２－１４－３　１Ｆ サービス

炭火串焼白丸鎌ケ谷店 鎌ケ谷市 道野辺本町２－６－３　小川ビル１Ｆ 飲食店

ビッグボスシバザキ 鎌ケ谷市 鎌ヶ谷４－８－６８ ショッピング

F．PARADEseaside 長生郡一宮町 一宮１００９５－２－３ サービス

PARASOL CLUBHOUSE 長生郡一宮町 一宮１０１１３－３ 飲食店

魚平 長生郡一宮町 東浪見５１４６丁目１ ショッピング

パタゴニア サーフ千葉 長生郡一宮町 東浪見７４０４ ショッピング

FOOD ＆ BAR CANA 長生郡一宮町 東浪見７５２０－１ 飲食店

SEASONG 長生郡一宮町 東浪見７５２８－４ 飲食店

フードプラザハヤシ白子店 長生郡白子町 五井２２９９ ショッピング

レストラン岡本 長生郡白子町 古所３２９０ 飲食店

清水屋 長生郡白子町 関５９３２ ショッピング

フードプラザハヤシ 睦沢店 長生郡睦沢町 上之郷２０３５ ショッピング

PIZZA Storia 長生郡長南町 棚毛９６－９ 飲食店

ながら長生庵 長生郡長柄町 山根２００９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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産直広場太陽 長生郡長柄町 山根２０１０ ショッピング

イタリアンレストラン　椎の木 長生郡長生村 驚１２－５８０ 飲食店

STELLADIMARE 館山市 下真倉３１０－１ 飲食店

漁師料理たてやま 館山市 下真倉３７１ 飲食店

尾張屋 館山本店 館山市 下真倉６６９ ショッピング

鮨　やまと　館山店 館山市 北条１３２１－１２ 飲食店

おどや北条店 館山市 北条１３５５－７ ショッピング

宮沢書店 館山市 北条１４１５－１ ショッピング

割烹若松 館山市 北条２５７８　若松 飲食店

オドヤスーパーセンター 館山店 館山市 北条８１０－１ ショッピング

OSTERIA BECCAFICO 館山市 塩見２２６－４ 飲食店

おどや大神宮店 館山市 大神宮１１１ ショッピング

AND SOAK 館山市 安布里２２３ ショッピング

尾張屋 館山マーケットプレイス店 館山市 湊１８８ ショッピング

金之助 館山市 湊２９ ショッピング

かつ波奈館山店 館山市 湊４９－１ 飲食店

おどや九重店 館山市 稲３６３－１ ショッピング

館山ハム 館山市 笠名２５８ ショッピング

おどや船形店 館山市 船形３２２ ショッピング

ときわや 館山市 薗２７７ ショッピング

酒のあきやま 館山市 長須賀１９ ショッピング

株式会社 おどや 館山海岸店 館山市 館山１５４０－１ ショッピング

いづ喜 館山市 館山８０５－１ 飲食店

佐原　千与福 香取市 佐原イ１７２０－１ 飲食店

レストラン 夢時庵 香取市 佐原イ３４０３－２ 飲食店

パン工房シュシュ 香取市 佐原イ３５０１－１ 飲食店

まにまに 香取市 佐原イ４９８　 飲食店

志田ストア 香取市 佐原イ５２７ ショッピング

柏屋もなか店 香取市 佐原イ５６９ 飲食店

東薫酒造 香取市 佐原イ６２７ ショッピング

すしめん処大京佐原水郷橋店 香取市 佐原ホ１２６６ 飲食店

ディスカウントスーパーヒーロー佐原店 香取市 佐原ロ２１１９ ショッピング

オランダ家 佐原店 香取市 北３－１２－５ 飲食店

マルヘイ小見川食品館 香取市 南原地新田３７１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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your ツジムラ 香取市 小見川１２６５ ショッピング

菓子工房マドレーヌ 香取市 山之辺１４６１－３ 飲食店

ばんどう太郎小見川店 香取市 本郷７１１ 飲食店

1K sweet potato 香取市 沢２４５２－１ 飲食店

恋する豚研究所 香取市 沢２４５９－１ 飲食店

スーパーうい 香取市 観音１０２７－３ ショッピング

池田屋ストア 香取郡多古町 十余三３５５－４５ ショッピング

万心旬菜いなよし 香取郡東庄町 笹川い４７０５－１ 飲食店

道の駅「発酵の里こうざき」 香取郡神崎町 松崎８５５ ショッピング

鍋屋源五右衛門こうざき東蔵店 香取郡神崎町 神崎本宿１９１６ ショッピング

ナリタヤ 神崎店 香取郡神崎町 神崎本宿６６４－１ ショッピング

おどや長狭店 鴨川市 仲１２ ショッピング

亀田酒造寿萬亀 鴨川市 仲３２９ ショッピング

食事処池田 鴨川市 八色５１８－８ 飲食店

JAグリーン鴨川店 鴨川市 八色５５７－１ ショッピング

きらく坊 鴨川市 前原２９５ 飲食店

カステラ工房 ルアーシェイア 鴨川市 宮山１７０８－１ 飲食店

海鮮炭火焼我家我家 鴨川市 広場７７７ 飲食店

カモガワバウム 鴨川市 広場７７７ 飲食店

丸藤鴨川店 鴨川市 広場７７７ 飲食店

クリンクル本店 鴨川市 広場８２０－６３ サービス

おどや広場店 鴨川市 広場９７０ ショッピング

亀田総合病院13階レストラン 鴨川市 東町９２９ 飲食店

亀田総合病院デリカショップ 鴨川市 東町９２９ 飲食店

Le Paysage 鴨川市 東町９２９ サービス

亀田コミュニティケアサービスパオラ 鴨川市 東町９２９ ショッピング

ベーカリーミコミコ 鴨川市 東町９２９ 飲食店

鮨笹元 鴨川市 横渚１０６３－１ 飲食店

中国料理　東洋　鴨川店 鴨川市 横渚１１０１－１ 飲食店

おどや鴨川店 鴨川市 横渚１５０ ショッピング

レストラン伊せや 鴨川市 横渚９７１－２　ＭＯビル　１Ｆ 飲食店

美樹鮨 鴨川市 江見吉浦４８９－１　 飲食店

助八 鴨川市 江見青木１２０－４ 飲食店

おどや江見店 鴨川市 西江見８３０－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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cerca　trova 鴨川市 貝渚１２５　Ｓビル２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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