
▼いわき市 ▼二本松市 ▼伊達市

▼会津若松市 ▼南会津郡下郷町 ▼南相馬市

▼双葉郡楢葉町 ▼喜多方市 ▼安達郡大玉村

▼本宮市 ▼東白川郡棚倉町 ▼河沼郡会津坂下町

▼田村市 ▼田村郡三春町 ▼田村郡小野町

▼白河市 ▼相馬市 ▼石川郡平田村

▼石川郡玉川村 ▼石川郡石川町 ▼福島市

▼耶麻郡北塩原村 ▼耶麻郡猪苗代町 ▼耶麻郡磐梯町

▼西白河郡矢吹町 ▼西白河郡西郷村 ▼郡山市

▼須賀川市
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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

うなぎの福田 いわき市 中央台飯野３丁目３３－６　 飲食店

ダイユ－ゴルフ いわき市 内郷御厩町４丁目４１　 ショッピング

まる兵衛内郷店 いわき市 内郷御厩町前田１０５ 飲食店

ファミリー高坂店 いわき市 内郷高坂町八反田５５ ショッピング

大川魚店 四倉本店 いわき市 四倉町西３－６－８ ショッピング

JA福島さくら 新鮮やさい館 好間店 いわき市 好間町中好間下川原３９ ショッピング

いわき七浜 いわき市 小名浜字蛭川南５４－１ 飲食店

源太寿し いわき市 小名浜寺廻町１－１ 飲食店

心源 いわき市 小名浜岡小名作前８－３ 飲食店

源洋丸 岡小名店 いわき市 小名浜岡小名字反町１２－３ 飲食店

酒のいしかわ いわき泉店［サインレス］ いわき市 小名浜島西屋８０ ショッピング

精肉屋の餃子専門店餃子食坊やまと小名浜店 いわき市 小名浜花畑町６－１ 飲食店

かねまん本舗いわき・ら・ら・ミュウ店 いわき市 小名浜辰巳町４３－１ ショッピング

パピルス いわき市 常磐下船尾町古内２９６ ショッピング

居酒屋太助 いわき市 常磐下船尾町村山１０８－２　フル－ル１０１ 飲食店

海鮮そばダイニング源家 いわき市 常磐湯本町吹谷９７－１７ 飲食店

源太すし 本店 いわき市 常磐湯本町天王崎１－１１ 飲食店

やきとり十八番湯本店 いわき市 常磐湯本町天王崎１－２８ 飲食店

WAI WAI SHOP いわき市 常磐湯本町天王崎３８ ショッピング

いわき湯本柏屋 いわき市 常磐藤原町大畑８５－７ 飲食店

タイヤ市場 いわき本店 いわき市 常磐西郷町金山４７ ショッピング

レリアン たいら店 いわき市 平３－３５　三町目館　１Ｆ ショッピング

海食遊膳 ふくふく いわき市 平一町目１　いわきティーワンビル　１Ｆ 飲食店

食道園 いわき市 平三倉６４－２ 飲食店

焼肉 無双 いわき市 平三町目３５　３町目館ビル　４Ｆ 飲食店

くいものやTAWARA いわき市 平三町目９番地の１　 飲食店

アストロプロダクツ いわき店 いわき市 平下神谷馬洗４６－２ ショッピング

かねまん いわき市 平下高久下原８３ ショッピング

ヤマニ書房 本店 いわき市 平二町目７ ショッピング

業務スーパー いわき平店 いわき市 平北白土宮前６１－１ ショッピング

インテリア館 トビタ いわき市 平南白土１－１４－４ ショッピング

東京餃子軒 平店 いわき市 平塩出口４１－１ 飲食店

海鮮居酒屋うまいもん市場五楽 いわき市 平大町４－１ 飲食店

坂本紙店 いわき市 平字１－１５ ショッピング
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ヨシダカバン いわき市 平字田町５６ ショッピング

すし　田村 いわき市 平掻槌小路１４－１６ 飲食店

一二三屋いわき平店 いわき市 平月見町３３－５ ショッピング

鮮場やっちゃば平店 いわき市 平正内町８０－１ ショッピング

鎌倉肉の大成鮮場平店 いわき市 平正内町８０－１　鮮場やっちゃ場内 ショッピング

ハリカ平店 いわき市 平正月町３１－３　 ショッピング

やきとり手羽揚の大将 いわき市 平田町１－１７ 飲食店

割烹 磯勘 本館 いわき市 平田町１９－１０ 飲食店

焼肉チャンゴ いわき市 平田町５６ 飲食店

モッズヘアいわき銀座通り店 いわき市 平田町６８ サービス

魚処寿々花 いわき市 平白銀町１－４ 飲食店

M－TWOMEN’S店 いわき市 平紺屋町５２ ショッピング

三万石 平店 いわき市 平谷川瀬２－１－１２ 飲食店

平柏屋 いわき市 平谷川瀬２－１－３ 飲食店

サロンド モリ いわき市 平谷川瀬2丁目1-16 サービス

JA福島さくら 新鮮やさい館 谷川瀬店 いわき市 平谷川瀬３－１９－６ ショッピング

yellow’s いわき市 平谷川瀬３丁目２３－８　谷川瀬ビル１Ｆ ショッピング

yellow’s＋cafe いわき市 平谷川瀬３丁目２５番地の３　山野辺ビル１階
－Ａ ショッピング

トレジャーファクトリーいわき平店 いわき市 平谷川瀬堂ノ入４３－７ ショッピング

源洋丸 谷川瀬店 いわき市 平谷川瀬堂の入４８－１ 飲食店

みよし 工場直売店 いわき市 平谷川瀬明治町９２ 飲食店

鮨仙 いわき市 平鍛冶町５－４ 飲食店

JA福島さくら いがっぺ いわき市 後田町柳町５６ ショッピング

古川クラ酒店 いわき市 植田町中央１－１－１５ ショッピング

吉田家具店 いわき市 植田町中央２－１－１ ショッピング

東京餃子軒 植田店 いわき市 植田町中央３－３－１ 飲食店

焼肉 田 〜DEN〜 いわき市 植田町本町２－６－１３－１　大武ビル２Ｆ 飲食店

やまなか家いわき泉店 いわき市 泉町下川字薬師前１１１－１ 飲食店

源洋丸 泉店 いわき市 泉町下川字薬師前１１７－３ 飲食店

CHESS いわき【チェス】 いわき市 泉町下川薬師前１２６ サービス

大川魚店 泉店 いわき市 泉町本谷道上字１８－１ ショッピング

かつやいわき泉店 いわき市 泉町滝尻下谷地９－１ 飲食店

まる兵衛泉店 いわき市 泉町滝尻泉町８３－１ 飲食店

源太すし自由ヶ丘店 いわき市 自由ヶ丘６１－１２ 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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株式会社草木台サービス田舎んぼ いわき市 草木台１－１０－５ ショッピング

ステーキハウス向志満山海 いわき市 草木台３－５－１３ 飲食店

いわき倶楽部向志満 いわき市 草木台３－５－１４ 飲食店

酒のいしかわ郷ヶ丘店 いわき市 郷ヶ丘１－４７－７ ショッピング

まる兵衛郷ヶ丘店 いわき市 郷ヶ丘２－４７－２ 飲食店

マンママリィ郷ヶ丘店 いわき市 郷ヶ丘２－７－１１ 飲食店

かつやいわき鹿島街道店 いわき市 鹿島町下矢田入下３１ 飲食店

マスターズゴルフショップ いわき市 鹿島町下蔵持小部屋作１５ ショッピング

東京インテリア家具 いわき店 いわき市 鹿島町久保１－１－１ ショッピング

レパコいわき鹿島店 いわき市 鹿島町久保２－１－９ ショッピング

焼肉レストラン　湖南亭 いわき市 鹿島町久保２－１０－３ 飲食店

アヴェダ サロン＆スパ グリーン いわき市 鹿島町久保２－３－１２ サービス

丸ほん 本店 いわき市 鹿島町久保梅田１ ショッピング

M－TWOエブリア店 いわき市 鹿島町米田日渡５ ショッピング

酒のいしかわエブリア店 いわき市 鹿島町米田日渡５　１Ｆ ショッピング

リブレット いわき市 鹿島町米田馬場１－２ ショッピング

びっくりドンキーいわき鹿島店 いわき市 鹿島町走熊小神山３２－１ 飲食店

三万石 二本松店 二本松市 大壇２－１ 飲食店

空の庭レストラン 二本松市 岳温泉２－５６ 飲食店

こらんしょ市 二本松市 杉田駄子内６－１ ショッピング

業務スーパー二本松店 二本松市 榎戸２－５３　Ｂ ショッピング

グラントマト二本松店 二本松市 榎戸２－５３－２　Ａ ショッピング

リュクレ石沢 二本松市 若宮２丁目１５４－１５　 ショッピング

ショッピングセンタ－いわしろ 二本松市 西勝田字立坂５７－２ ショッピング

やまのパン屋しゃっぽ 二本松市 馬場平１４６－１４ ショッピング

うまか亭保原店 伊達市 保原町上保原字観音前３丁目４ 飲食店

根本酒店 伊達市 保原町所沢字堀ノ内３６－１ ショッピング

グラントマト伊達保原店 伊達市 保原町東野崎１５－１ ショッピング

梁川資材センター 伊達市 梁川町粟野前１４ ショッピング

みらい百彩館んめ〜べ 伊達市 雪車町１９ ショッピング

大和一 会津若松市 インター西１０２ ショッピング

西沢書店アピオ店 会津若松市 インター西１１３ ショッピング

会津柏屋 会津若松市 一箕町亀賀藤原１７０－１ 飲食店

だるま苑 会津若松市 七日町１－１６ 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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渋川問屋 会津若松市 七日町３－２８ 飲食店

太郎庵 七日町菓房 会津若松市 七日町３－３５ 飲食店

ぬり一七日町店 会津若松市 七日町３－３６ ショッピング

キモノベンリヤトシノ坊 会津若松市 七日町８－１２ ショッピング

瑞兆 会津若松市 上町１－２５ 飲食店

三月ウサギ 会津若松市 上町９－２８－１Ｆ 飲食店

炙りや 牛ぞう 会津若松市 中央１－２－２ 飲食店

Aguhairpolite会津若松 会津若松市 中央１－５－２９　Ｂ．Ｓｔｅｐ　１０２号室 サービス

栄町オサダ 会津若松市 中町１－４ ショッピング

亀鶴寿司 会津若松市 中町２－８２ 飲食店

おもちゃ屋本舗会津千石店 会津若松市 八角町１－１ ショッピング

めでたいや 会津若松市 千石町３－１ 飲食店

ブックスなにわ 会津若松本店 会津若松市 南千石町３－１６ ショッピング

三万石 会津城前店 会津若松市 城前１０－６７ 飲食店

白木屋漆器店 会津若松市 大町１－２－１０ ショッピング

デュナミス 会津若松市 大町１丁目１０－２２　カネマンビル１Ｆ ショッピング

ポエム中央通り店 会津若松市 大町２－１１－１９ サービス

ゆず庵 会津若松店 会津若松市 天神町２０－２ 飲食店

太郎庵 会津城南店 会津若松市 天神町２２－２４ 飲食店

西沢書店門田店 会津若松市 天神町２２－２７ ショッピング

鳥益 会津若松市 宮町４－１７ 飲食店

あきんど吉右衛門会津若松店 会津若松市 建福寺前１－４１ ショッピング

JA会津よつば 直売所 まんま〜じゃ 会津若松市 扇町４９－１ ショッピング

嘉永蔵 会津若松市 日新町１２－３８ ショッピング

業務スーパー会津日新店 会津若松市 日新町１３－２３ ショッピング

ぱるふぁん 千石店 会津若松市 東千石１－４－１１ サービス

やきとり家すみれ 会津若松店 会津若松市 東千石２－２－１ 飲食店

會津 宮泉酒造 会津若松市 東栄町８－７ ショッピング

割烹　田季野 会津若松市 栄町５－３１ 飲食店

焼肉きんぐ 会津若松店 会津若松市 桧町１－１３ 飲食店

有限会社十文字屋 会津若松市 河東町浅山字堂ヶ入丙１６０２ 飲食店

palfun／滝沢店 会津若松市 滝沢町６－２５　アルザビル　１Ｆ サービス

オフハウス 会津若松店 会津若松市 町北町始深町２０ ショッピング

會津酒楽館 会津若松市 白虎町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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太郎庵 会津総本店 会津若松市 白虎町１８０－１ 飲食店

岩瀬書店 会津若松駅前店 会津若松市 白虎町２２５ ショッピング

（株）しもだいら 会津若松市 西七日町７－３ ショッピング

太郎庵 西栄町店 会津若松市 西栄町２－１６ 飲食店

太郎庵にいでら工房 会津若松市 門田町飯寺村西７４７－１ 飲食店

ブックオフ 会津門田店 会津若松市 門田町飯寺村西８５０－１ ショッピング

トラットリア　ネモ 会津若松市 馬場町１－４５　サンコープラザ１Ｆ 飲食店

大内宿 三澤屋 南会津郡下郷町 大内山本２６－１ 飲食店

スズトヨ 南相馬市 原町区下北高平杉内９１ ショッピング

サンプラザセレクト 原町店 南相馬市 原町区北原字境堀２５５ ショッピング

株式会社松月堂 南相馬市 原町区南町１－７５ 飲食店

フレッシュフルーツ やまさん 南相馬市 原町区大町２－１０ ショッピング

おおまちマルシェ 南相馬市 原町区大町２－９９－２ ショッピング

美酒彩菜 響 南相馬市 原町区旭町１－４　菊秀ビル　２０２ 飲食店

ダイニングバー ターキー 南相馬市 原町区栄町２－６５ 飲食店

元祖東京いか焼き　うまいか本舗 南相馬市 原町区桜井町２丁目８６－３　 ショッピング

末広亭 南相馬市 原町区金沢堤下３９６－１０ 飲食店

旬のひろば 南相馬市 原町区錦町１－１３ ショッピング

みそ漬処 香の蔵 南相馬市 鹿島区永田北永田２８－３ ショッピング

楢葉ホルモン・焼肉ならは亭 双葉郡楢葉町 大字北田字中満２５６－４　笑みふるタウン内 飲食店

万SAI堂 喜多方塩川店 喜多方市 塩川町小府根曽谷田１ ショッピング

大和川酒造店 喜多方市 寺町４７６１ ショッピング

coccotree 喜多方市 御清水３ 飲食店

業務スーパー喜多方店 喜多方市 瀬戸３２１０－４ ショッピング

三万石 喜多方店 喜多方市 西四ツ谷１８２ 飲食店

PLANT－5 大玉店 安達郡大玉村 大山仲江２７１ ショッピング

向山製作所OTAMA BASE 安達郡大玉村 大山新田８－１ 飲食店

安達太良スカイレストラン 本宮市 本宮天ヶ２２１ 飲食店

アサヒビール園福島本宮店 本宮市 荒井上前畑１ 飲食店

うまか亭本宮店 本宮市 荒井久保田１３２－１０－４ 飲食店

ファッションプラザ シミズ エイト 本宮市 荒井字久保田１３２－１０－３ ショッピング

本宮柏屋 本宮市 青田花掛２０－１２ 飲食店

グラントマト棚倉店 東白川郡棚倉町 関口下志宝１５－１ ショッピング

ハンバーグ＆ステーキのあかべこ 河沼郡会津坂下町 上口６０６－１ 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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グラントマト会津坂下店 河沼郡会津坂下町 宮古天神３４－１ ショッピング

会津旨酒五ノ井酒店 河沼郡会津坂下町 市中一番甲３５５１ ショッピング

太郎庵 工場売店 河沼郡会津坂下町 福原前４１０８－１ 飲食店

グラントマト田村船引店 田村市 船引町船引中島９２ ショッピング

ハム工房都路 田村市 船引町船引字源次郎２１８ ショッピング

JA福島さくら ふぁせるたむら 田村市 船引町船引遠表１４３ ショッピング

AMEKAZE East 田村郡三春町 斎藤仁井道３４８－４ ショッピング

スプラウト ブリトマ－ト店 田村郡三春町 斎藤字仁井道１２６ ショッピング

リカちゃんキャッスル 田村郡小野町 小野新町中通５１－３ ショッピング

FOODMARTグラントマト小野店 田村郡小野町 小野新町八反田１０ ショッピング

（株） ますみや 白河市 中山下４５－６２ ショッピング

グラントマト白河店 白河市 大観音前３－１ ショッピング

JA夢みなみ り菜あん 白河市 弥次郎窪２９－１ ショッピング

ズットキレイ 白河市 新白河１丁目３７エスペランサＳ１０３ サービス

三万石 新白河店 白河市 新白河２－７０ 飲食店

居酒屋 美国 白河市 新白河３－１２３ 飲食店

焼肉天心 白河市 新白河３－１９ 飲食店

海山亭 白河市 新白河３－５４－６ 飲食店

スーパーブックス新白河店 白河市 新高山３　メガステージ白河内 ショッピング

白河柏屋 白河市 昭和町１５６－１ 飲食店

赤から白河店 白河市 昭和町１６６－１ 飲食店

活魚廻転寿司 八千代 白河市 東小丸山９２ 飲食店

食道楽ひさご 白河店 白河市 老久保４９－１５ 飲食店

お食事処 たこ八 相馬市 尾浜原２２８－２５ 飲食店

ふれあい旬のひろば 相馬市 尾浜細田２４１－１ ショッピング

中島ストア 相馬市 新沼字刈敷田２１－９ ショッピング

ファミリーストアおおはし 相馬市 沖ノ内１－１２－３ ショッピング

ChouChou 相馬市 馬場野８３－３６　 サービス

ChouChou 相馬市 馬場野山田８３－３６ サービス

道の駅ひらたたけやま 石川郡平田村 上蓬田字横森後１６０ 飲食店

グラントマト玉川店 石川郡玉川村 大字蒜生字羽根石５６－１ ショッピング

あめだや石川店 石川郡石川町 双里赤沼１３ ショッピング

食道楽ひさご 石川店 石川郡石川町 塩沢大日向７２ 飲食店

シエルドラゴン 福島市 三河南町４－１０　ＫＴ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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ダイオー　本店 福島市 下野寺薬師堂後４ 飲食店

レパコガ－デン本店 福島市 下鳥渡字八幡２－３ 飲食店

食樂福島県庁西店 福島市 中町１－２５ 飲食店

丹坊本店 福島市 丸子漆方１８－９ 飲食店

福島柏屋市役所前店 福島市 五老内町８－８ 飲食店

ヤマカワドライ 福島市 伏拝字台田１１－３ サービス

岩瀬書店ヨークベニマル福島西店 福島市 八島田琵琶渕３－１ ショッピング

岩瀬書店 八木田店 福島市 八木田並柳１６３－１ ショッピング

福島柏屋 八木田店 福島市 八木田中島７４－１ 飲食店

農産物直売所ここら 矢野目店 福島市 北矢野目原田東１－１ ショッピング

酒＆業務スーパー 福島中央店 福島市 南中央２－２９－３ ショッピング

JAふくしま未来 ここら清水店 福島市 南沢又字前田７－３ ショッピング

文具スーパー98 西バイパス店 福島市 南沢又清水端３５ ショッピング

アメリカ屋 福島矢野目店 福島市 南矢野目字谷地７０－２ ショッピング

かつや矢野目店 福島市 南矢野目鵯目５０－２ 飲食店

アストロプロダクツ 福島店 福島市 南矢野目鵯目５２－１０ ショッピング

吾妻の駅ここら 福島市 在庭坂薬師田１－１ ショッピング

La　Union 福島市 大町１－１２　 飲食店

中国飯店精華苑 福島市 大町４－１５　チェンバおおまち　Ｂ１Ｆ 飲食店

まるこうさとう 福島市 大笹生座頭石２９－１ ショッピング

北海グルメ 廻転鮨 鮨や 佐助 福島市 太平寺坿屋敷３５ 飲食店

ワインブティックミディ〔酒販〕 福島市 太田町１５－１４ ショッピング

亀寿司 福島市 太田町２５－１２ 飲食店

味処大番　御山本店 福島市 御山三本松１４－１ 飲食店

大亀楼 福島市 御山中屋敷２３－１　 飲食店

タイヤネットふくしま 福島市 成川上人前１－１ ショッピング

峰亀成川店 福島市 成川字土富２５－１ 飲食店

丹坊直売店 福島市 成川杵清水３６－１ 飲食店

SLAP 福島市 新町３－２０　第８寿ビル１Ｆ サービス

萬清 福島市 新町３－２２ 飲食店

今田屋 福島市 曽根田町１－１８　ダイユ－エイトＭＡＸ福島
店１階 飲食店

fizzCROP 福島市 曽根田町９－５　曽根田ビル　１Ｆ サービス

ソイクロップ 福島市 東中央１－７０　松藤ビル１Ｆ サービス

椏久里 福島市 東中央３－２０－２ 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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旨いとんかつかつ亭 福島市 松川町下川崎佐久間８５－１ 飲食店

味処大番　竹林亭 福島市 松浪町７－１８ 飲食店

うまか亭福島駅ピボット店 福島市 栄町１－１ 飲食店

岩瀬書店 福島駅西口店 福島市 栄町１－１　福島駅西口パワーシティピボット ショッピング

ドナダルテ 福島市 栄町１１－２５　ＡＸＣ２Ｆ サービス

炭火焼 久兵衛 福島市 栄町１２－３　シルクホテル　１Ｆ 飲食店

粋酔肴 福島市 栄町７－６　 飲食店

鮨江戸政 福島市 森合字東上古屋２－２８　 飲食店

CLIPPER HOMME 福島市 森合町１１－３１ サービス

トラットリア ラ・エガオ 福島市 永井川字松木下９－１ 飲食店

kamiken．清明店 福島市 清明町６－５　１Ｆ サービス

グリルカフェリバーロック4 福島市 渡利岩下２２－１ 飲食店

kimono ミヤカワ 福島市 矢剣町２９－２ ショッピング

しま田 福島市 置賜町４－７　 飲食店

炭火焼肉オムテソン 福島市 置賜町５－１５　永井ビル　１Ｆ 飲食店

イゾラ　フェリーチェ 福島市 置賜町８－８　パセナカミッセ２Ｆ 飲食店

うまか亭乙姫 福島市 置賜町８－８　パセナカミツセ２Ｆ 飲食店

レパコ腰浜店 福島市 腰浜町１４－２４　ＷＥＳＴビル　１Ｆ ショッピング

ふくの季 福島市 荒町５－３５ 飲食店

うまか粋亭 福島市 野田町１－６－５５ 飲食店

三万石 福島野田町店 福島市 野田町５－１－１８ 飲食店

とんかつ四季彩 福島市 野田町６－１１ 飲食店

石焼ステーキ贅福島鎌田店 福島市 鎌田樋口３－１ 飲食店

岩瀬書店 鎌田店 福島市 鎌田西舟戸１１－１　ライオン堂内 ショッピング

ピザハット鎌田リオンドール店 福島市 鎌田西舟戸１１－１　リオンドール鎌田店内 ショッピング

協業組合アルタ 福島市 飯坂町字銀杏２－７ ショッピング

峰亀平野店 福島市 飯坂町平野字若狭小屋５－１ 飲食店

東京インテリア家具 福島店 福島市 鳥谷野岩田２３ ショッピング

焼肉龍苑 福島市 鳥谷野岩田３－１ 飲食店

焼肉きんぐ南福島店 福島市 鳥谷野扇田１６－１ 飲食店

農産物直売所ここら 黒岩店 福島市 黒岩北井１４－１ ショッピング

kamiken．黒岩店 福島市 黒岩堂ノ後５９－３　１Ｆ サービス

三万石 南福島店 福島市 黒岩字中島９－１ 飲食店

有限会社 越後屋 福島市 黒岩遠沖１－１ 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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リストランテイルレガーロ 耶麻郡北塩原村 桧原剣ケ峰１０９３ 飲食店

河京ラーメン館 猪苗代店 耶麻郡猪苗代町 三ツ和前田３４－１ ショッピング

太郎庵 猪苗代店 耶麻郡猪苗代町 千代田上畑田丙３９２ 飲食店

会津ブランド馬刺し専門店 大久保商店 耶麻郡猪苗代町 大字三ツ和字波々帰目１１１０－１ 飲食店

すし割烹はな○ 耶麻郡猪苗代町 本町１０ 飲食店

磐梯高原柏屋 耶麻郡猪苗代町 梨木西５３－１ 飲食店

沼尻スキー場第2チケットホスト 耶麻郡猪苗代町 蚕養沼尻山甲２８５５－４３４ エンターテイメン
ト

榮川酒造 株式会社 ゆっ蔵 耶麻郡磐梯町 更科中曽根平６８４１－１１ ショッピング

業務スーパー矢吹店 西白河郡矢吹町 滝八幡１６９ ショッピング

高木ミンク福島店 西白河郡矢吹町 赤沢４５５－２ ショッピング

農産物産館まるごと西郷館 西白河郡西郷村 熊倉折口原１４６ ショッピング

白河鑑定団 西白河郡西郷村 豊作西２ ショッピング

Aguhairnovel桑野 郡山市 下亀田１０　５１Ｆ サービス

EXCELSIORCAFFE郡山桑 郡山市 下亀田１６－１６ 飲食店

人形の東月 郡山本店 郡山市 下亀田２２－１ ショッピング

かつや福島郡山インター店 郡山市 下亀田２４－２７ 飲食店

ラボットリビングスタイル 郡山市 並木２－１－１ ショッピング

羅布乃瑠沙羅英慕郡山店 郡山市 並木４－６－１９ 飲食店

ショッピングストア 丸昇 郡山市 中田町下枝柏田６０ ショッピング

GRILL＆PUB BRIO 郡山市 中町１０－１４　和久屋ビル　１Ｆ 飲食店

春待堂 郡山市 中町１１－１８　関川本店ビル別館　１Ｆ 飲食店

男子専科アオキヤ 郡山市 中町１１－７ ショッピング

柏屋本店 郡山市 中町１１－８ 飲食店

ワイン＆リカ－　つたや 郡山市 中町１１番４号　 ショッピング

ラパ 郡山市 中町１２－４ ショッピング

酒のソクハイ郡山陣屋店 郡山市 中町１２－７　庵ぐら２号ビル　１Ｆ ショッピング

中華ジャスミンの花 郡山市 中町５－２６　ナナミビル　１Ｆ 飲食店

正谷 郡山市 中町７－１４　おのやビル　２Ｆ 飲食店

Hair Spirit anx 郡山市 中町７－１７ サービス

ジッカリアエスト 郡山市 亀田１－２８－２１ 飲食店

富久栄珈琲 亀田本店 郡山市 亀田１－５１－１９ 飲食店

プランツ 郡山市 備前舘２－９７ ショッピング

八山田柏屋 郡山市 八山田１－２５ 飲食店

ディープス42 郡山市 八山田２－１６３ 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 富久山店 郡山市 八山田４－１００ ショッピング

売店 ハロー 郡山市 八山田７－１１５　総合南東北病院内 ショッピング

ベレッシュ 郡山市 八山田西１－１６０ ショッピング

新鮮肉市場 フレスコ 郡山市 八山田西１－２２６ ショッピング

平禄寿司　福島郡山八山田店 郡山市 八山田西１－５８　ヨークタウン内 飲食店

うまい鮨勘 安積支店 郡山市 南２－１３ 飲食店

羅布乃瑠沙羅英慕郡山南店 郡山市 名倉２０８ 飲食店

福島牛焼肉 牛豊 八山田店 郡山市 喜久田町四十坦１０－３ 飲食店

グラントマト郡山喜久田店 郡山市 喜久田町菖蒲池２２－４８４ ショッピング

神戸クックワールドビュッフェ郡山店 郡山市 喜久田町遠北原７－３６ 飲食店

鉄板焼　大山 郡山市 土瓜１丁目８２　 飲食店

AKIHAIR 郡山市 堂前町２８－５ サービス

三万石 新桜通り店 郡山市 堤２－２ 飲食店

Librejeunesse 郡山市 堤下町１－７５　ヨークタウン郡山堤下 サービス

JA福島さくら 旬の庭 大槻店 郡山市 大槻町字殿町６４－１ ショッピング

海鮮うまいもんや 浜の水産 郡山市 大槻町字針生１４１ 飲食店

Libre soleil 郡山市 大槻町小割林４－６ サービス

オーディン 郡山大槻店 郡山市 大槻町笹ノ台３２－１ ショッピング

yellow 郡山市 大町１－２－１５　２Ｆ 飲食店

ZELE郡山店 郡山市 大町１－３－１３　アドミラルビル　１Ｆ サービス

東北餃子酒場 郡山店 郡山市 大町１－３－６　オクヤマビル 飲食店

鉄板焼川前 郡山市 大町１丁目６－１３　武田ビル１Ｆ 飲食店

JOB314 郡山市 安積２－１００ ショッピング

Reverie 郡山市 安積２－１００－２ ショッピング

ANYTIME 郡山市 安積２－１０３ ショッピング

荒井自動車工業所 郡山市 安積２丁目２７５ サービス

Rafel 郡山市 安積３－３３２－１ サービス

龍宮城安積店 郡山市 安積４－３８ 飲食店

BOOKOFF 郡山安積店 郡山市 安積町３－５ ショッピング

ピザハット郡山安積店 郡山市 安積町荒井北田１－４ ショッピング

etoncrop garden 郡山市 安積町荒井南大部５３ サービス

万SAI堂 郡山店 郡山市 安積町荒井大久保７－７ ショッピング

四川名菜天心 郡山市 安積町荒井大池３ 飲食店

ライコランド 郡山店 郡山市 安積町荒井字大久保４３－１ 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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三万石 郡山南インター店 郡山市 安積町荒井字念仏段３６ 飲食店

廻転ずしとっぴー 郡山安積店 郡山市 安積町荒井雷神山６ 飲食店

オフハウス 郡山安積店 郡山市 安積荒井１－１６６ ショッピング

プロショップ郡山 郡山市 安積荒井１－２０ ショッピング

トレジャーファクトリー 郡山安積店 郡山市 安積荒井本町４４１ ショッピング

エルマール 郡山市 富久山町八山田３－８－２ 飲食店

岩瀬書店 富久山店 郡山市 富久山町八山田大森新田３６－１ ショッピング

トマトアンドオニオン郡山富久山店 郡山市 富久山町八山田大森新田３６－１ 飲食店

リストランテ マルテッロ 郡山市 富田東１－３６８ 飲食店

らん亭〜美日庵 郡山市 富田東５－１０１ 飲食店

Bebe acero 郡山市 富田町字鍛冶田３７－３ ショッピング

焼肉ふざん 郡山市 富田町細田８９－３ 飲食店

Bakeryいずみがもり桑野店 郡山市 小関谷地２３－１ 飲食店

かつや郡山香久池店 郡山市 山崎４０３－１ 飲食店

お菓子のさかい郡山新さくら通り店 郡山市 島１－２１ー７ ショッピング

Daisy郡山 郡山市 巳六段２１０ サービス

静御前通り 柏屋 郡山市 御前南１－６０ 飲食店

Aguhairfeliz郡山コスモス通り 郡山市 御前南２－１１８ サービス

道具屋 利作ワークス 郡山市 新屋敷２－１３５ ショッピング

BOOKOFF PLUS 郡山フェスタ 郡山市 日和田町字小原２１－２ ショッピング

ブックオフ 郡山昭和店 郡山市 昭和２－２－６ ショッピング

Iron 郡山市 昭和２丁目２－７　佐藤ビル１Ｆ サービス

開成柏屋 〔和菓子〕 郡山市 朝日１－１３－５ 飲食店

食彩魚のもり 郡山市 朝日１－２１－１０ 飲食店

福島牛焼肉 牛豊 郡山市 朝日２－３－３５ 飲食店

農産物直売所 愛情館 郡山市 朝日２－３－３５ ショッピング

とりの蔵 朝日店 郡山市 朝日３－３－１２ 飲食店

東京インテリア家具 郡山店 郡山市 朝日３－４－１ ショッピング

バ－ル・イルチェントロ 郡山市 朝日３－５－１６　イルチェントロビル　１Ｆ 飲食店

焼肉　もうもう亭 郡山市 朝日３－６－３ 飲食店

焼肉きんぐ 郡山朝日店 郡山市 朝日３－７－２８ 飲食店

charom 郡山市 栄町８－１１　ＭＳビル１Ｆ サービス

レパコ郡山桑野店 郡山市 桑野２－１７－１２　Ｊ＆Ｃビル　１Ｆ ショッピング

CUEON． 郡山市 桑野３－１２－２　コスモレジデンス桑野　１
Ｆ 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

12 / 14

[福島県福島県]



spice＿c 郡山市 桑野３－１５－２２　カフェテラス四季　２Ｆ サービス

太郎庵 郡山桑野店 郡山市 桑野３－１９－６ 飲食店

肉専 郡山市 桑野４－４－５１ ショッピング

鈴木金物 郡山市 桑野５－１５－６ ショッピング

アップガレージ 郡山店 郡山市 桜木１丁目６－５ ショッピング

美容室サブリナフェア横塚店 郡山市 横塚２丁目７－３ サービス

avanti 郡山市 深沢１－８－２３８ サービス

ギャラリーJOY 郡山市 清水台２－１－１３ サービス

Hairsalon Ginza 銀座美容室 郡山市 清水台２－５－３ サービス

石井産業 郡山市 田村町上行合辰ノ尾６－２ ショッピング

牛べえ 郡山市 笹川２丁目１８５－１　 飲食店

ステーキハウス小石澤 郡山市 菜根１－２５－１３ 飲食店

Di－KA HAIR 郡山市 虎丸町１６－１　フジハシビル　１Ｆ サービス

仕出し弁当桂 郡山市 虎丸町20-30 ショッピング

龍宮城西ノ内店 郡山市 西ノ内１－１３－９ 飲食店

沖縄ダイニングな美ら 郡山市 豊田町４－１６　沖縄ダイニングな美ら 飲食店

ストロベリーファーム 郡山市 長者１－１ー５６　ザモール郡山店１Ｆフード
コート 飲食店

京香 郡山市 長者１－３－２０ 飲食店

kamiken．NEXT 郡山市 長者２－９－１９　ＮＥＸＴビル　１Ｆ サービス

やまなか家 郡山さくら通り店 郡山市 長者３－１－１０ 飲食店

泉屋 郡山市 開成２－１６－２ ショッピング

イタリアンダイニング郡山店 郡山市 開成２－３０－１０ 飲食店

自然食品 とみや 郡山市 開成２－４－１５ ショッピング

開成亀久田 郡山市 開成４丁目２９－５　 飲食店

タイヤガーデン 郡山開成店 郡山市 開成５－４－３ ショッピング

Mr．O’s香久池店 郡山市 香久池１－１－１ 飲食店

香久池柏屋 郡山市 香久池２－２４２ 飲食店

Y．M．C 郡山駅前店 郡山市 駅前１－１６－８　駅前ビル　１Ｆ ショッピング

美味口福 いち井 郡山市 駅前１－２－８　エピキュービル　１Ｆ 飲食店

すし割烹 富山 郡山市 駅前１－３－１０　味乃會Ｂ１Ｆ 飲食店

壱献 郡山市 駅前１－３－７　陣屋グリーンビル４Ｆ 飲食店

神水 郡山市 駅前１－４－１３　エリート１１ビル１Ｆ－１
０１ 飲食店

イマンジャ 郡山市 駅前１－４－１３　エリート１１ビルＢ１Ｆ 飲食店

そもさん亭 郡山市 駅前１－５－３　湖月ビル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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和・郡山すが波 郡山市 駅前１－６－１０　２Ｆ 飲食店

姑娘飯店 郡山市 駅前１ー４ー１５ 飲食店

鮨っ子 郡山市 駅前１丁目８－２０　 飲食店

L．P．A．G 郡山市 駅前２－１１－１ ショッピング

三万石 郡山本店 郡山市 駅前２－２－１３ 飲食店

ZELE郡山駅前 郡山市 駅前２－３－１０　セントラルビル　４Ｆ サービス

BIRTH 郡山市 駅前２－３－５　エリ－ト２７ビル　１Ｆ 飲食店

酒菜刀削麺 郡山市 駅前２－６－１　ＧＹビル１Ｆ 飲食店

ほるもん焼き福ちゃん アーケード店 郡山市 駅前２－６－３　メッソビル　４Ｆ　４０１号 飲食店

FRUITRESTAURANTAika 郡山市 駅前２－７－１４ 飲食店

お酒のソクハイ郡山大町店 郡山市 駅前2-7-17 ショッピング

新月寿し 郡山市 駅前２ー１－１２ 飲食店

懐石　こと 郡山市 駅前２ー８－１５ 飲食店

トーカイ 郡山店 郡山市 鳴神１－３ ショッピング

ゆず庵 郡山店 郡山市 鳴神１－４ 飲食店

とりや芋蔵 須賀川市 中町１４ 飲食店

業務スーパー須賀川店 須賀川市 前川６３－１ ショッピング

はたけんぼ 須賀川市 卸町５４ ショッピング

有限会社 綜合作業衣センター 須賀川市 台１６８ ショッピング

黒毛和牛縁 須賀川市 宮先町５７ 飲食店

かつや福島須賀川店 須賀川市 山寺道５５ 飲食店

宮脇書店須賀川店 須賀川市 岡東町１２９－１　 ショッピング

三万石 須賀川インター店 須賀川市 岡東町１６０ 飲食店

ブックオフ 福島須賀川店 須賀川市 岡東町９－１０ ショッピング

焼き鳥 とり峰 須賀川市 本町２－３ 飲食店

鰻処 なかざわ 須賀川市 東町１ 飲食店

内藤酒店 須賀川市 東町３０ ショッピング

食道楽ひさご 須賀川店 須賀川市 茶畑町５ 飲食店

お菓子のさかい須賀川店 須賀川市 茶畑町６１ ショッピング

焼肉きんぐ 須賀川店 須賀川市 陣場町１３１ 飲食店

くまざわ書店 須賀川店 須賀川市 高久田境９６－１　メガステージ須賀川 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

14 / 14

[福島県福島県]


	[福島県]

