
▼かすみがうら市 ▼つくばみらい市 ▼つくば市

▼ひたちなか市 ▼下妻市 ▼北茨城市

▼取手市 ▼古河市 ▼土浦市

▼坂東市 ▼守谷市 ▼小美玉市

▼常総市 ▼常陸大宮市 ▼常陸太田市

▼日立市 ▼東茨城郡城里町 ▼東茨城郡大洗町

▼東茨城郡茨城町 ▼桜川市 ▼水戸市

▼潮来市 ▼牛久市 ▼猿島郡五霞町

▼猿島郡境町 ▼石岡市 ▼神栖市

▼稲敷市 ▼稲敷郡美浦村 ▼稲敷郡阿見町

▼笠間市 ▼筑西市 ▼結城市

▼結城郡八千代町 ▼行方市 ▼那珂市

▼那珂郡東海村 ▼鉾田市 ▼高萩市

▼鹿島郡神栖町 ▼鹿嶋市 ▼龍ケ崎市

[茨城県茨城県]
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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

サンフレッシュ花野果 かすみがうら市 下稲吉２６３３－１４ ショッピング

蔵出焼き芋 かいつか本店 かすみがうら市 大和田地蔵前５１７ ショッピング

サンフレッシュ霞ヶ浦店 かすみがうら市 深谷３４６７－４ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー千代田店 かすみがうら市 稲吉東５－７－２ ショッピング

農産物直売所「みらいっ娘」 つくばみらい市 上小目２２３－２ ショッピング

プレミアムヘアークラウディット つくばみらい市 古川１３８８－３ サービス

ばんどう太郎みらい平店 つくばみらい市 小張出山４１２６－１ 飲食店

焼肉せんりゅう つくばみらい店 つくばみらい市 筒戸１７６８－２ 飲食店

ブルーマロン つくばみらい市 紫峰ヶ丘１－２２－３ 飲食店

小名浜 つくばみらい市 細代７３６－１ 飲食店

トラックショップ・ジェット 谷和原店 つくばみらい市 絹の台２－２０－１ ショッピング

ぐらんぜるごーまる つくばみらい市 絹の台３－２１－２ ショッピング

とりせん みらい平店 つくばみらい市 西楢戸２０９３ ショッピング

sweetshomeiroha つくばみらい市 陽光台１－１８－５　ＭＴＣビル　１０１ 飲食店

焼肉せんりゅう つくば店 つくば市 上横場１９７６ 飲食店

うおまつ本店 つくば市 上横場２２１６－３ ショッピング

スナカワプラス つくば店 つくば市 上横場２２８８ ショッピング

ばんどう太郎みどりの店 つくば市 上萱丸３４３－１ 飲食店

ばんどう太郎つくば店 つくば市 上郷１０９１－４ 飲食店

JAつくば市農産物直売所 四季の郷 つくば市 上郷１２１３－３ ショッピング

うおまつ上郷店 つくば市 上郷１６６９ ショッピング

志ち乃つくば学園店 つくば市 上野字向原６８１－１ 飲食店

伊太利亜台所つくば店 つくば市 下原４８１－２ 飲食店

ベルファ－ム直販店 つくば市 下岩崎１０４１－１ ショッピング

ルフラン つくば市 下平塚８３４　グリーンハウス・つくば２Ｆ 飲食店

かつや茨城つくば店 つくば市 下広岡１０５５－５０４ 飲食店

グルービーつくば東大通り店 つくば市 下広岡１０５５－６８４ 飲食店

マルゲンミート つくば市 並木３－２６－２７ ショッピング

株式会社あらの珈琲 つくば市 並木４－４－２　並木ショッピングセンター　
１０５ ショッピング

アストロプロダクツ つくば店 つくば市 二の宮１－１１－１ ショッピング

VTGeyelash つくば店 つくば市 二の宮１－１３－１０ サービス

洋酒洋食の店琥珀 つくば市 二の宮１丁目１－１０　二の宮プラザ１０３ 飲食店

イタリアン・スポット・チムニー つくば市 二の宮２－１－６ 飲食店

Shine 美容室シャイン つくば市 二の宮２－１２－１４　東日本ビル１Ｆ サービス
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iimuraーya つくば市 二の宮２－１４－１７ ショッピング

アネックス パークサイド店 つくば市 二の宮２－１５－１１ サービス

リヴァベイリア つくば市 二の宮２－１７－２ サービス

焼肉六花 つくば市 二の宮２－２－２２　つくば横丁会　三号 飲食店

イタリアンダイニングエレガンス つくば市 二の宮３－１５－２８ 飲食店

お料理わ可ば つくば市 二の宮３－２－１１　平田ビル１Ｆ 飲食店

フレッシュやおかね つくば市 二の宮３－２４－１３ ショッピング

花水木 本店 つくば市 二の宮４－１４－４ ショッピング

GLAMOUR つくば市 二の宮４－４－２６ サービス

美容室 ルクール つくば市 二の宮４－４－３ サービス

焼肉レストラン沙羅峰 つくば市 倉掛１２１７－３ 飲食店

JAつくば市 筑波農産物直売所 つくば市 北条５２１１－２ ショッピング

つくばワイナリー つくば市 北条字古城１１６２－８ ショッピング

国土地理院売店 つくば市 北郷１ ショッピング

つくば研究支援センタ－売店 つくば市 千現２－１－６ ショッピング

JAつくば市 桜農産物直売所 つくば市 古来１６０８－１ ショッピング

ラクゥイーン・タ つくば市 古来６０２ サービス

三浦酒店 つくば市 吾妻１－５－１　財団事務所ビル２Ｆ ショッピング

樓外樓BiViつくば店 つくば市 吾妻１－８－１０　ＢｉＶｉ　３Ｆ 飲食店

つくば蕎麦物語 つくば市 吾妻１－８－１０　ＢｉＶｉつくば　２Ｆ 飲食店

MANAHAIR つくば市 吾妻３－１０－４ サービス

ミュージックプラント つくば市 吾妻３－１２－３ ショッピング

ailebySion つくば市 吾妻３－９－３　ヤマサ２　１Ｆ サービス

和食　かつら つくば市 大井１５７６－２　 飲食店

かつやつくば大曽根店 つくば市 大曽根３３５２－１ 飲食店

すぎのや本陣つくば大穂店 つくば市 大曽根字宿西３１５９ 飲食店

フレンズ つくば市 天久保１丁目６－１　ヤマキビル２０２ ショッピング

ばんどう太郎学園中央店 つくば市 天久保２－１４－１ 飲食店

メンズヘアーLA－R つくば市 天久保２－１４－１５　ワイ・エスビル１０２ サービス

ホルモン焼・韓国料理ハンアリ つくば市 天久保２－６－２４ 飲食店

蛇の目寿司 つくば市 天久保３丁目１５－１　ヤマサビル１０２ 飲食店

atoto つくば市 天久保４－１０－６ サービス

筑波大学厚生会書籍部医学学群売店 つくば市 天王台１－１－１ ショッピング

筑波大学大学会館書籍部 つくば市 天王台１－１－１　筑波大学大学会館Ｂ棟　３
Ｆ 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

3 / 27

[茨城県茨城県]



エミュー研究学園店 つくば市 学園の森２－１ サービス

都炉美煎本舗つくば学園の森店 つくば市 学園の森２－２３－２ 飲食店

voice 学園の森店 つくば市 学園の森２－３９－４ サービス

筑波ハム 直売所 つくば陣屋 つくば市 学園の森３－２１－１ ショッピング

シュラスコB つくば市 学園南１－１１－４ 飲食店

萬年喜鮨 つくば市 小野崎１３６０ 飲食店

順鮨 つくば市 小野崎１７０－１ 飲食店

ソウル家 つくば市 小野崎１７３６－２ 飲食店

つくば山水亭 つくば市 小野崎２５４ 飲食店

炭火焼肉平城苑つくば学園店 つくば市 小野崎２８３－１ 飲食店

8代葵カフェつくば学園店 つくば市 小野崎５８１－１ 飲食店

artisanale つくば市 小野崎５９１－１ サービス

鮨ダイニング天龍本店つくば学園店 つくば市 小野崎８８－２１ 飲食店

韓国家庭料理どらじ つくば市 島１７２－１ 飲食店

ピッツェリア アミーチ つくば市 手代木２６１－１０ 飲食店

ジンホア松代店 つくば市 手代木２６１－７ 飲食店

焼肉．しゃぶしゃぶ れんが亭 つくば店 つくば市 春日４－１－１ 飲食店

焼肉レストランファイヤービーフ つくば市 東光台１－７－１４ 飲食店

とんQつくば本店 つくば市 東新井１３－１２ 飲食店

THESUN つくば市 東新井１３－３　中村ビル　２Ｆ－２０４ サービス

金太楼鮨 筑波学園店 つくば市 東新井１７－２ 飲食店

炙りや秀苑 つくば市 東新井１８－７ 飲食店

コート・ダジュール つくば市 東新井１９－２６ ショッピング

トライブ つくば市 東新井２０－７　松田ビル　１０１ 飲食店

Mille つくば市 東新井２０－７　松田ビル　１０２ サービス

ル・プティフルール つくば市 東新井２４－１５　小田部マンション ショッピング

お好み焼本舗 つくば店 つくば市 東新井９－１ 飲食店

焼肉きんぐつくば店 つくば市 松代１－１－１ 飲食店

イタリアンレストランアペティート つくば市 松代１－３－６ 飲食店

ナタリー つくば市 松野木１０１－４ サービス

蔵出・焼き芋かいつかつくば店 つくば市 松野木９３－１８ ショッピング

旬果菓子　つくばsweets つくば市 松野木９９－６　 飲食店

メビウス つくば市 柴崎７９－４ サービス

レストランMilleFleur つくば市 栗原３８９３－１ 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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かねき　つくば桜店 つくば市 桜１－２３－７ 飲食店

M．S．B つくば市 桜３－８－４ 飲食店

carinahairsalon つくば市 梅園２－２６－２２ サービス

焼肉レストラン 城門 つくば市 榎戸３７０－２ 飲食店

ガトープーリア つくば市 水堀５８７－５４ 飲食店

焼肉赤牛 つくば本店 つくば市 研究学園１－３－３ 飲食店

コート・ダジュールドゥレット つくば市 研究学園１丁目２－６ ショッピング

小野酒店 研究学園店 つくば市 研究学園３－１９－１ ショッピング

グルービー研究学園店 つくば市 研究学園３－２３－４ 飲食店

坂東太郎研究学園総本店 つくば市 研究学園３丁目２ 飲食店

焼肉えびす つくば市 研究学園４－２－１４　エビスタウンＡ　１０
２ 飲食店

地酒本舗美酒堂研究学園店 つくば市 研究学園４－２－９ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　つくば研究学園店 つくば市 研究学園４丁目２番地１０ 飲食店

炭火や SHINGO つくば市 研究学園５－１３－１１　ＭＹＵＭＹＵ　２Ｆ 飲食店

トラットリア　ルッソ つくば市 研究学園５－１４－１０　フロンティアコン
フォート　１０１ 飲食店

ヘアーリゾート ゼフィール つくば市 研究学園５－１４－２ サービス

ステーキダイニング 星ざき つくば市 研究学園５－１４－３　２Ｆ 飲食店

フィットハウス イーアスつくば店 つくば市 研究学園５－１９　イーアスつくば　１Ｆ ショッピング

串カツ田中 つくば研究学園店 つくば市 研究学園５－５－１　Ｌｉｅｂｅ研究学園　１
Ｆ 飲食店

忍家 研究学園駅前店 つくば市 研究学園５－８－３　坂和ビル　３Ｆ 飲食店

お菜屋 わだ家　つくば店 つくば市 研究学園５－８－４　ホテルベストランド１Ｆ 飲食店

とりせん 研究学園店 つくば市 研究学園５丁目１８番地１ ショッピング

いきなりステーキ つくば研究学園店 つくば市 研究学園６－４９－２ 飲食店

ベーカリーレストランペニーレインつくば店 つくば市 稲岡６６－１　Ｄ 飲食店

レストランペニーレインつくば店ドッグス つくば市 稲岡６６－１　Ｄ 飲食店

ベーカリーペニーレインつくば店 つくば市 稲岡６６－１－Ｄ 飲食店

学生服のつちや稲荷前店 つくば市 稲荷前２３－１ ショッピング

チムニーギオット つくば市 稲荷前２７－２ 飲食店

鮨処修 つくば市 竹園１－１２－１　新興ビル１Ｆ 飲食店

ジュピターつくば竹園店 つくば市 竹園１－３－１　ヨークベニマルつくば竹園店 ショッピング

焼肉楽園 つくば市 竹園１－８－５ 飲食店

もんどころつくばデイズタウン店 つくば市 竹園１－９－２　つくばデイズタウン　１Ｆ 飲食店

Vist つくば市 竹園２－１３－１　ヴェスタ竹園　１０２ サービス

中津からあげ総本家もり山つくば つくば市 竹園２－６－１　沢辺テナントＤ号 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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たがみ酒店 つくば市 竹園２－７－１４ ショッピング

串焼やどりや つくば市 竹園３－１８－２　竹園ショッピングセンター
内 飲食店

ひたち野 つくば市 臼井２１０３－５ 飲食店

JEWEL つくば市 花室１５６９－１ サービス

欧風カフェレストランシャンドゥフルール つくば市 花畑２丁目７－１６　 飲食店

くまだ銘酒居酒屋笠真 つくば市 苅間４１４－１　 飲食店

すぎのや本陣牛久インター店 つくば市 西大井字池向１６９３－３ 飲食店

POD－KIVAつくば店 つくば市 西大橋２７２－５ ショッピング

こだわりらーめんゆきむら亭 つくば店 つくば市 西大橋字前田７３５－１ 飲食店

こだわりらーめんゆきむら亭 つくば西店 つくば市 西平塚３３１－１０ 飲食店

かつ太郎本店つくば学園店 つくば市 西平塚３３１－７ 飲食店

ばんどう太郎つくば学園店 つくば市 西平塚字梨の木　３３１－７ 飲食店

ホームシック つくば店 つくば市 要３００ ショッピング

BARBER SHOP ROLPH つくば市 諏訪Ｃ２１－１　ジャドールつくば１０２ サービス

農産物直売所 野っ食べ つくば市 谷田部２０７４－１ ショッピング

福乃家 つくば市 谷田部２７７１－１ 飲食店

リカーショップスドウ つくば市 谷田部２９８５－２ ショッピング

つくばラジコンアリーナ つくば市 谷田部４３８５－２ ショッピング

ばんどう太郎学園南店 つくば市 赤塚６２７－２ 飲食店

アルゾーニ・イタリア つくば市 赤塚７０３－３ 飲食店

安楽亭　つくば店 つくば市 赤塚７０５－４ 飲食店

遊食伊太利庵藤右エ門栄 つくば市 金田３８－１ 飲食店

炭火焼肉・ホルモンの店肉八や つくば市 館野５－１ 飲食店

スーパー回転寿司やまとつくば店 つくば市 館野６－１　 飲食店

COFFEEHOUSEとむとむつくば店 つくば市 高野台２－９－８ 飲食店

焼肉きんぐ ひたちなか店 ひたちなか市 中根上野８９２－１ 飲食店

びっくりドンキーひたちなか昭和通り店 ひたちなか市 中根深谷津３３２２－１６ 飲食店

サンユーストアー堀口店 ひたちなか市 勝田中原町３－４ ショッピング

菓子工房フレーズ ひたちなか市 堂端１－２－３５ 飲食店

ミル アベイユ ひたちなか市 外野２－２３－５ 飲食店

津田店 ひたちなか市 大字津田２６０３－２ ショッピング

すぎのや本陣　ひたち海浜公園前店 ひたちなか市 大字馬渡字下海道７９３－１ 飲食店

グレートリーフ ひたちなか市 大平１－１３－１ 飲食店

ばんどう太郎那珂湊店 ひたちなか市 峰後１０－１ 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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船勢鮨 ひたちなか市 市毛５１３－１８ 飲食店

今泉家具 ひたちなか市 市毛８４０ ショッピング

かつや茨城ひたちなか市毛店 ひたちなか市 市毛９２４ 飲食店

道具館ひたちなか店 ひたちなか市 新光町１８ ショッピング

サンユーストアー生鮮市場ひたちなか店 ひたちなか市 新光町３０－３ ショッピング

からやまひたちなか店 ひたちなか市 東大島２－１－１ 飲食店

赤から ひたちなか昭和通り店 ひたちなか市 東石川１１７３－１－２ 飲食店

都炉美煎本舗勝田店 ひたちなか市 東石川２７０３－４ 飲食店

サンユーストアー勝田店 ひたちなか市 松戸町１－４－１ ショッピング

お酒の遊園地イシカワ本店 ひたちなか市 枝川２１９８ ショッピング

Capian Coffee 本店 ひたちなか市 津田１９４９－１１ 飲食店

ラ・クロシェット ひたちなか市 津田２８２９ ショッピング

JA常陸 津田直売所 ひたちなか市 津田３２４１－２ ショッピング

魚センターレストラン ひたちなか市 湊本町１９－１２ 飲食店

魚センターパートワン ひたちなか市 湊本町１９－２ ショッピング

ヤマサ水産 ひたちなか市 湊本町２１－１３ ショッピング

（株）鳥惣 ひたちなか市 湊泉町２－２０ ショッピング

still ひたちなか市 稲田６３７－３ サービス

（株）ささもと書店 ひたちなか市 笹野町１－１６－１ ショッピング

グルービー勝田店 ひたちなか市 笹野町２－３－３ 飲食店

とりなご ひたちなか ひたちなか市 表町３－８　１Ｆ 飲食店

ばんどう太郎ひたちなか店 ひたちなか市 西光地２－１７－７ 飲食店

カリン ひたちなか市 足崎１４５７－２５ 飲食店

お菓子のきくち長堀店 ひたちなか市 長堀町３－１２－４ 飲食店

JA常陸 長砂直売所 ひたちなか市 長砂３４－４ ショッピング

黒澤醤油店売店 ひたちなか市 馬渡１２６０ ショッピング

大倉商事焼いも館 ひたちなか市 馬渡２９０５－２ ショッピング

トーカイ ひたちなか店 ひたちなか市 馬渡３９０５－１ ショッピング

お菓子のきくち佐和店 ひたちなか市 高場１－６－１１ 飲食店

業務スーパーひたちなか店 ひたちなか市 高場１４８９－４ ショッピング

アーペBWひたちなか高場店 ひたちなか市 高場１６０２－２　美容室 サービス

ディアナ　ひたちなか高場店 ひたちなか市 高場１６０８－２　セルペントＴ－２号室 サービス

コープひたちなか店 ひたちなか市 高場１６７３－２１ ショッピング

アストロプロダクツ ひたちなか店 ひたちなか市 高場２１５９－１ 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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左吉 ひたちなか市 高場２５９２－１ 飲食店

お酒の遊園地イシカワ佐和店 ひたちなか市 高場４－１７－１６ ショッピング

とりせん 下妻店 下妻市 下妻丙８５３ ショッピング

業務スーパー下妻店 下妻市 下妻乙１１８０－１ ショッピング

イタリア料理　PePeRosso 下妻市 南原１３７－１ 飲食店

焼肉百萬下妻店 下妻市 堀篭９３１－１ 飲食店

ばんどう太郎下妻店 下妻市 堀篭９３３ 飲食店

ブランドショップ ハピネス 下妻店 下妻市 堀篭９７２－１ ショッピング

やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所 下妻市 大園木２６９７ ショッピング

すずき酒店 下妻市 宗道２９ ショッピング

森乃館下妻店 下妻市 横根５８４ 飲食店

8代葵カフェ下妻店 下妻市 砂沼新田３２－１１ 飲食店

家族レストラン坂東太郎下妻総本店 下妻市 砂沼新田５４－１ 飲食店

ぶぅーぶー 下妻市 谷田部１２６４ ショッピング

ハール 北茨城市 中郷町上桜井２８１３ サービス

サンユーストアー中郷店 北茨城市 中郷町上桜井２８８５－３ ショッピング

ばんどう太郎北茨城店 北茨城市 中郷町下桜井１０３２ 飲食店

サンユーストアー大津店 北茨城市 大津町北町２４７１ ショッピング

Aコープ磯原店 北茨城市 磯原町木皿９９４ ショッピング

サンユーストアー磯原中央店 北茨城市 磯原町磯原１－１２７ ショッピング

ザ・酒屋さん 北茨城市 磯原町磯原２－１６ ショッピング

大津漁協直営市場食堂 北茨城市 関南町仁井田７８９－３ 飲食店

asian PLACE 取手市 ゆめみ野３－３－１７ サービス

焼肉 和 取手市 取手２－１－１７ 飲食店

TRUTH取手店 取手市 取手２－１－２０　取手中央ハイツ　１Ｆ サービス

新六本店 取手市 取手２－１３－３６ ショッピング

WINE＆GIFTシンロク 取手市 取手２－２－１０ ショッピング

割烹居酒屋　味蔵 取手市 取手２丁目１０－１５　ナガタニビル１Ｆ 飲食店

スク－ルショップ　オリジン　戸頭店 取手市 戸頭４丁目９－６　 ショッピング

i－kitchen取手店 取手市 戸頭５－２－１　１Ｆ 飲食店

フレッシュスーパーママ戸頭店 取手市 戸頭６－２－６ ショッピング

カバーヘアー・イヴ 取手市 戸頭６－３０－３－１０２ サービス

レストランカステッロ 取手市 新町１－８－５８ 飲食店

赤から 取手店 取手市 新町４－１７－１２ 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

8 / 27

[茨城県茨城県]



フレッシュスーパーママ 取手市 本郷１－１４－１１ ショッピング

農産物直売所「夢とりで」 取手市 桑原２４２－１ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　取手藤代店 取手市 藤代１８６１ー２ 飲食店

BOOMS 取手市 藤代９７２－１ ショッピング

ジャグリーン 取手市 藤代９７３ ショッピング

HAIR DRESSER CUB 取手市 藤代南１－９－８　キャップスト－ン藤川　Ｂ サービス

ちゃいなはうす 取手市 駒場３－９－２１ 飲食店

食彩厨房 魚カツ 古河市 上辺見２５５２ 飲食店

アストロプロダクツ 古河店 古河市 上辺見５３８－３ ショッピング

とりせん 総和店 古河市 下大野２００８－１ ショッピング

Enter 古河市 下辺見２１９４－１ サービス

たたみ家 古河市 中央町１－７－２５ 飲食店

FREAK’S STORE 古河店 古河市 中田２２６８ ショッピング

イタリア厨房ペントーラ 古河市 坂間７３－１ 飲食店

焼肉きんぐ古河店 古河市 大堤１４７－１ 飲食店

手打そば　昇平 古河市 大堤６２０－５　 飲食店

トラックショップジェット 古河店 古河市 大山６５０－１ ショッピング

JA茨城むつみ 農産物直売所総和店 古河市 女沼５９８－１ ショッピング

とりせん 小堤店 古河市 小堤１９１９ ショッピング

うおとみ三和店 古河市 尾崎５３０７ ショッピング

うおまつ古河店 古河市 山田３３１ ショッピング

CADENZA 古河市 旭町１－１０－１２ サービス

ステーキ店 DEN 古河市 旭町２－１１－２ 飲食店

喜楽飯店 古河市 東１－１－５ 飲食店

イタリアン工房AFC 古河市 東山田４２５１－１ ショッピング

Dr’sSalonLAB古河店 古河市 東牛谷４７９－６ サービス

BOOKOFF古河店 古河市 松並２－１８－１０　マーケットシティ古河 ショッピング

トーカイ マーケットシティ古河店 古河市 松並２－１８－１０　マーケットシティ古河Ｈ
棟 ショッピング

ステーキハウス千里 古河市 横山町１－４－１３ 飲食店

ばんどう太郎古河店 古河市 牧野地４３１－１ 飲食店

マルミッタ 古河市 緑町４５－４ 飲食店

KOREANDINING焼肉大門 古河市 茶屋新田３４８－５ 飲食店

焼肉専門店炎座古河店 古河市 西牛谷１２６３－３ 飲食店

和食　丘里　古河店 古河市 長谷町３８－１８ 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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かつ太郎本店丘里店 古河市 関戸１１６０－１０ 飲食店

旬 おかさと 古河市 関戸１２１４－１ 飲食店

メルセデスベンツ古河 古河市 関戸２０１０ ショッピング

製茶問屋大島清吉商店 古河市 雷電町１－１８ ショッピング

がってん寿司古河店 古河市 雷電町２７１２－２ 飲食店

生鮮カズ 古河市 駒羽根１３９７－２ ショッピング

坂東太郎古河総本店 古河市 駒羽根柏葉４１２－１ 飲食店

かつ太郎総本店総和店 古河市 高野５４１－６ 飲食店

廻る寿司黒潮 古河市 鴻巣９８３－１ 飲食店

スーパーフレッシュ古河店 古河市 鴻巣９８３－１ ショッピング

SHAMPOOHAT 土浦市 下高津１－１１－３ サービス

ディスカウントスーパーヒーロー土浦店 土浦市 下高津４－９－６ ショッピング

よし町 土浦市 中央２－９－２８ 飲食店

すし旨いものや天龍本店土浦神立店 土浦市 中神立町５－１ 飲食店

から揚げ専門からまる土浦店 土浦市 中高津２－５－８ 飲食店

八百邦土浦南店 土浦市 中高津３－１－３ ショッピング

hair　salon　tale 土浦市 乙戸南３丁目７－１１　 サービス

常陸之國もんどころ 土浦駅前店 土浦市 大和町４－１ 飲食店

焼肉 秀門 土浦市 大和町４－１　東郷ビル　７Ｆ 飲食店

イリオスPersonal 土浦店 土浦市 大和町５－１５　山口ビル１Ｆ サービス

小松屋 土浦市 大和町５－３ ショッピング

や台ずし 土浦駅前町 土浦市 大和町７－２６ 飲食店

鮨の旦兵衛 土浦市 大和町７－６ 飲食店

回転寿司かねき　土浦店 土浦市 大字柏毛２９０－１ 飲食店

ミュージックプラント 土浦店 土浦市 大町１３－２１ ショッピング

COOK BARN 土浦市 宍塚町１８４５ 飲食店

岩崎土浦店 土浦市 富士崎１－９－２７ ショッピング

スーパーマーケットハリガエ 土浦市 小岩田東１－２－３６ ショッピング

Hair room LABA 土浦市 小岩田東１－４－１　ヘア－ル－ムラバ サービス

サンフレッシュ土浦店 土浦市 小岩田西１－１－１１ ショッピング

コープつちうら店 土浦市 小松１－４－２７ ショッピング

ROLL WITH US 土浦市 小松１丁目２１－１２ ショッピング

MINORITY 土浦市 川口１丁目３－１２３　 ショッピング

志ち乃本店 土浦市 手野町６０－３ 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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TRUTH土浦文京町店 土浦市 文京町１８－２ サービス

サンフレッシュはすの里 土浦市 木田余３１４０ ショッピング

とりせん 木田余店 土浦市 木田余４５８３ ショッピング

かつや茨城土浦店 土浦市 東真鍋町１－３２ 飲食店

リーツチウラ 土浦市 東真鍋町９－３１ サービス

麺屋華道 土浦市 桜町１－１５－１４ 飲食店

レストラン中台 土浦市 桜町２丁目１２−３　１Ｆ、２Ｆ 飲食店

弁慶 土浦市 桜町２丁目６－１０　 飲食店

松本平太郎美容室 土浦パート1 土浦市 桜町３－９－１０ サービス

キューバンバル　TOSHIZO 土浦市 桜町３丁目１３－２３　 飲食店

アンドリーニ 土浦市 桜町３丁目３－１４　 飲食店

アトリエファイン土浦本店 土浦市 港町１－３４７４－１ サービス

クック－Y 土浦店 土浦市 湖北２－２－１ ショッピング

株式会社土浦鈴木屋 土浦市 田中１－７－１５ ショッピング

とんかつ かつ吉 土浦市 田中２－１３－５ 飲食店

やぐら土浦店 土浦市 田中３－３－７ 飲食店

焼肉きんぐ土浦店 土浦市 真鍋１－１－１３ 飲食店

お宝あっとマーケット土浦真鍋店 土浦市 真鍋２－２－２３ ショッピング

ライコランド土浦店 土浦市 真鍋５－８－１５ ショッピング

すぎのや本陣土浦真鍋店 土浦市 真鍋６－２１７７－１ 飲食店

オークスブックセンター 土浦ピアタウン店 土浦市 真鍋新町１８－１３　ピアタウン　２Ｆ ショッピング

中華料理ゆきむら真鍋店 土浦市 真鍋新町２０－２８ 飲食店

ふぐ・あんこう 喜作 土浦市 神立中央１－１１－１８ 飲食店

LAZLY HAIR 土浦市 神立町３６０９－４ サービス

ホルモン焼肉紅屋神立店 土浦市 神立町６８２－５２ 飲食店

そばダイニング利右ェ門 土浦市 神立町７４６－７　 飲食店

花水木土浦店 土浦市 若松町３－３６ 飲食店

お菓子の久月 乙戸店 土浦市 荒川沖４０３ 飲食店

横瀬 土浦市 荒川沖東１－１－１４ ショッピング

かつや茨城荒川沖店 土浦市 荒川沖東２－１６－１９ 飲食店

ホルモンダイニング大黒 土浦市 荒川沖東３－３－１９ 飲食店

アストロプロダクツ 土浦店 土浦市 荒川沖西２－１０－１６ ショッピング

サンフレッシュ新治店 土浦市 藤沢５１４－１ ショッピング

山本自動車 土浦市 虫掛３７１２－３ 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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カフェレストラン茶ん歩路 坂東市 岩井３１２６－２ 飲食店

とりせん 岩井店 坂東市 岩井３３５７－１ ショッピング

Cafe　Pure　Heart 坂東市 岩井４４３０－１　 飲食店

すぎのや本陣岩井店 坂東市 岩井４５０３ 飲食店

すぎのや　弓田店 坂東市 弓田８５８－１０ 飲食店

すぎのや本陣芽吹店 坂東市 矢作３１４３－１ 飲食店

隠れ菴 忍家 坂東店 坂東市 辺田１１４１－１３ 飲食店

焼肉専門店カルビ屋 坂東市 辺田６５６－９ 飲食店

たんぽぽ 守谷店 守谷市 けやき台３－３－１ 飲食店

PROGRESS 守谷店 守谷市 けやき台５－５－５ サービス

Venus of jaw 守谷市 けやき台６－２０－１３ サービス

デリカテッセン ハンスホールベック 守谷市 けやき台６－２１－２ ショッピング

かつや守谷中央店 守谷市 中央１－１９－２ 飲食店

牛タン和助アワーズ守谷店 守谷市 中央２－１６－１　アワーズ守谷　２Ｆ 飲食店

しちりん守谷店 守谷市 中央２－１６－１７ 飲食店

Aguhairfavori守谷店 守谷市 中央３－１５－３ サービス

シュラスコレストランFELIZ 守谷市 中央４－２１－１５　ラ・ムータビル　１Ｆ 飲食店

Cloud 守谷市 大柏１００８－２７　フローラーリア１０１ サービス

焼肉幸の助 守谷市 大柏１１０９－１ 飲食店

ぼてぢゅう屋台 Pasar守谷店 守谷市 大柏１６６　守谷ＳＡ上りＰａｓａｒ守谷 飲食店

志ち乃Pasar守谷店 守谷市 大柏１６６　常盤自動車道守谷ＳＡ上り線内Ｐ
ａｓａｒ守谷 飲食店

和Dining　家 守谷市 大柏８８５－３　 飲食店

焼肉おとぼけ 守谷市 御所ヶ丘２－１１－２ 飲食店

アストロプロダクツ 取手店 守谷市 本町３１９９－１　ワタナベビル　１Ｆ ショッピング

鮨の吉右ェ門 守谷市 本町５２０－１ 飲食店

GRANDTRUTH守谷店 守谷市 松ヶ丘３－６－５ サービス

金太楼鮨守谷店 守谷市 松ヶ丘３－９－１ 飲食店

カットハウス ピックアップ 守谷市 松並１３９１－１０１ サービス

ももcafe 守谷市 板戸井２０８５－１　 飲食店

旬割烹寿司おおくぼ 守谷市 板戸井２５８６－３ 飲食店

アイキッチン守谷店 守谷市 百合ヶ丘１－４８０８－４０１ 飲食店

焼肉赤牛守谷店 守谷市 百合ヶ丘２－２７０９－４ 飲食店

焼肉平城苑本館守谷店 守谷市 立沢１８７９－６ 飲食店

すぎのや本陣守谷店 守谷市 立沢１９０６－１ 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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ゆきむら亭守谷店 守谷市 立沢９９１－１４ 飲食店

とんQ守谷ふれあい店 守谷市 立沢９９１－８ 飲食店

炭火焼肉屋さかい守谷店 守谷市 美園１－２－８ 飲食店

業務スーパー守谷店 守谷市 美園４－１－４ ショッピング

スク－ルショップ　オリジン　守谷店 守谷市 薬師台１丁目４－５　 ショッピング

とんかつ まい泉 Pasar守谷 守谷市 野木崎９７－３ 飲食店

肉の大山 守谷市 野木崎９７－３　Ｐａｓａｒ守谷 ショッピング

ル ガラージュ 守谷市 鈴塚２８９－１ サービス

グルービー守谷店 守谷市 鈴塚２９２－１ 飲食店

焼肉きんぐ 守谷店 守谷市 高野６１２ 飲食店

スクールショップ 小美玉市 中延１６－１ ショッピング

アトリエプティ・ボア 小美玉市 小岩戸字北原１８８７－１ 飲食店

フレッシュマ－トまつだ 小美玉市 小川３８－６ ショッピング

空のえき そ・ら・ら 小美玉市 山野１６２８－４４ ショッピング

花木センター 小美玉市 部室１１８９－４ ショッピング

ホームジョイ本田 石下店 常総市 古間木１８５０ ショッピング

うおまつ石下店 常総市 向石下８３３－９ ショッピング

とりせん 大沢店 常総市 大沢１９３８－２ ショッピング

旬彩料理日本橋 常総市 大沢１９４２－２３　 飲食店

かつ太郎本店石下店 常総市 新石下１６５８－１ 飲食店

TK STORE 常総市 水海道宝町２８６１－４ ショッピング

ブラジリアンプラザ 常総市 水海道森下町３９１８ ショッピング

うおまつ水海道店 常総市 水海道森下町４５３５ ショッピング

つかさ 常総市 水海道森下町４５４１－３　 飲食店

ブックシアターベル 水海道店 常総市 水海道淵頭町４５５０－２ ショッピング

スーパーヒロセヤ大宮店 常陸大宮市 中富町１０２７－３ ショッピング

舟納豆 常陸大宮市 山方４７７－１ ショッピング

レストラン山ゆり 常陸大宮市 山方５８５８－６　 飲食店

ばんどう太郎常陸大宮店 常陸大宮市 石沢１５９９ 飲食店

かわねや大宮店 常陸大宮市 石沢１８３８ ショッピング

道の駅ひたちおおた農産物直売所 常陸太田市 下河合町１０１６－１ 飲食店

ビアンヴェール 常陸太田市 下河合町１０１６－１ 飲食店

全日食金砂郷店 常陸太田市 久米町２１３ ショッピング

かわねや木崎店 常陸太田市 木崎二町８７４ 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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リカーハウスアジマ 太田店 常陸太田市 金井町２８６９－１ ショッピング

坂東太郎常陸太田総本店 常陸太田市 金井町４８０５－１ 飲食店

かわねやフェスタ店 常陸太田市 金井町江向２９１８ ショッピング

すぎのや本陣　日立久慈浜店 日立市 みなと町１－５ 飲食店

道の駅おさかなセンターあかつ水産 日立市 みなと町５７７９ ショッピング

海鮮茶屋濱膳 日立市 みなと町５７７９－２４　日立おさかなセン
ター　２Ｆ 飲食店

ベルハウス 日立市 千石町２－１７－５ サービス

かわねや南高野店 日立市 南高野町２－１－１ ショッピング

三代目網元 魚鮮水産 多賀駅前店 日立市 多賀町１－１３－１ 飲食店

クレストショップ TAMURA 日立市 多賀町１丁目１３－２１ ショッピング

とりでん 日立多賀店 日立市 多賀町２－１１－１ 飲食店

hair＆peace Ciel 日立市 多賀町４－１－１０ サービス

うどんれすとらんへんこつ大みか店 日立市 大みか町１－４－８ 飲食店

運平堂 大みか本店 日立市 大みか町１－６－７ 飲食店

レストラン清海 日立市 大みか町４－１４－１３ 飲食店

肉屋 半七 日立市 大みか町４－３－１３ ショッピング

サンユーストアーおおみか店 日立市 大みか町４－９－１５ ショッピング

かつや日立川尻店 日立市 川尻町１－３５－１２ 飲食店

珈琲館日立店 日立市 幸町１－１７－１　メディカルセンター　２Ｆ 飲食店

Cercatrova 日立市 幸町１丁目７－１　打出屋第二ビル 飲食店

alfrescodining 日立市 幸町２丁目１－２２　Ｒ＆Ｄビル１階 飲食店

オステリアアシャンティ 日立市 幸町２丁目６－１２ 飲食店

いづる 日立市 弁天町１丁目１０－１１　Ｎ－１ビル１０２ 飲食店

Antica Osteria AU 日立市 旭町２－３－１４ 飲食店

山文魚 日立市 旭町２－３－１４ 飲食店

業務スーパー日立本宮店 日立市 本宮町４－２９－１ ショッピング

サンユーストアー東多賀店 日立市 東多賀町４－１－２３ ショッピング

寿司処一光 日立市 東多賀町５－１－１０ 飲食店

シューラルーシーマークスクエアー店 日立市 東滑川町５－１－３ ショッピング

サンユーストアー東町店 日立市 東町４－５－１ ショッピング

和風れすとらん はくせん 日立市 桜川町３－４－１９ 飲食店

グルービー大みか店 日立市 水木町２－１５－４８ 飲食店

（株）あかつ水産 日立市 水木町２－８－４０ ショッピング

LaLa coffee 日立市 河原子町１丁目７－２ 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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グルービー日立店 日立市 田尻町４－６－３９ 飲食店

サンユーストアー若葉店 日立市 若葉町３－１－１８ ショッピング

サンユーストアー新鮎川店 日立市 鮎川町１－４－２ ショッピング

かつや日立鮎川店 日立市 鮎川町２－２－６ 飲食店

中華飯店 来々軒 日立市 鹿島町１丁目１０－１石井ビル１Ｆ 飲食店

Aコープ常北店 東茨城郡城里町 石塚１１５７ ショッピング

焼肉美炙樂 東茨城郡城里町 石塚２２１３－１ 飲食店

トラットリアJマリーナ 東茨城郡大洗町 港中央１２－５　大洗マリーナ２Ｆ 飲食店

えんやどっと丸 東茨城郡大洗町 港中央９－４ 飲食店

味処大森 東茨城郡大洗町 磯浜町３１５２－１ 飲食店

松栄鮨 大洗店 東茨城郡大洗町 磯浜町４７１－３ 飲食店

山水 東茨城郡大洗町 磯浜町８２４９－４ 飲食店

JA水戸 大洗地区農産物直売所 東茨城郡大洗町 磯浜町８２５３ ショッピング

（株）飯岡屋水産 カキ小屋 東茨城郡大洗町 磯浜町８２５３－１４ ショッピング

さかなや魚忠 東茨城郡大洗町 磯浜町９８７ ショッピング

酒舗おそのえ商店 東茨城郡大洗町 磯道１４６ ショッピング

ポケットファームどきどき 茨城町店 東茨城郡茨城町 下土師字高山１９４５ ショッピング

うどん釜めしさぬき 東茨城郡茨城町 長岡３４８１－５０６ 飲食店

有限会社 斉藤家具センター 桜川市 上城２３４－１ ショッピング

グラスディ岩瀬店 桜川市 上野原地新田２０２－１ 飲食店

バッカス サイトウ 桜川市 真壁町飯塚１０２１ ショッピング

業務スーパー水戸けやき台店 水戸市 けやき台３－４７ ショッピング

焼肉きんぐ水戸南インター店 水戸市 けやき台３－５２－１ 飲食店

焼肉ぎゅうしょう 水戸市 上水戸４－６－２１ 飲食店

すぎのや本陣水戸内原店 水戸市 中原町字東５１０－１ 飲食店

割烹まち鮨水戸本店 水戸市 中央１－５－６ 飲食店

生サムギョプサル専門店 葵 水戸市 中央２－８－１　水戸南中央ビル　２Ｆ 飲食店

TrattoriaLocale 水戸市 中央２丁目９－８　コーポラス中央１０２ 飲食店

牛肉厨房　円相 水戸市 五軒町２丁目２－２３　生野ビル１０３号 飲食店

フレッシュマートサンユーまちなか大工町店 水戸市 五軒町３－１－７ ショッピング

まるくに住吉店 水戸市 住吉町４８－８ 飲食店

かつや水戸住吉店 水戸市 住吉町９８－４ 飲食店

ライコランド水戸店 水戸市 元吉田町１０１２－３ ショッピング

コープ水戸店 水戸市 元吉田町１０４８－１ 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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Foglia 水戸市 元吉田町１５４９－１ サービス

アストロプロダクツ 水戸店 水戸市 元吉田町１７７６－６ ショッピング

パティスリーKOSAI 水戸市 元吉田町２２３８－６ 飲食店

HAIR SALON Beel 水戸市 元吉田町２２９－２　スカイヒルズ元吉田　１
Ｆ サービス

SO－ZAIイイジマ 水戸市 元吉田町２７３－６ ショッピング

みつお万寿水戸駅南店 水戸市 元吉田町５０－３ 飲食店

沼尻酒店 水戸市 元吉田町７２２番地の３　 ショッピング

ディアナ 水戸元吉田店 水戸市 元吉田町７５５番地５ サービス

トンプキンス水戸 水戸市 内原１－１７５ ショッピング

JA水戸 内原地区農産物直売所 水戸市 内原１－２１０ ショッピング

Hairresortsalonracco 水戸市 内原町１７５－４７ サービス

ROOTS Hairdesign 水戸市 千波町１２８９－４ サービス

GOODNEIGHBORS水戸店 水戸市 千波町１４１８－１ サービス

とんQ千波店 水戸市 千波町１９９９－５ 飲食店

安楽亭　水戸千波町店 水戸市 千波町２０１７－４ 飲食店

ディアナ 水戸千波店 水戸市 千波町２３０９－１ サービス

オーボンヴィヴェール 水戸市 千波町２３１０ 飲食店

とう粋庵 水戸市 千波町２７５５－１　 飲食店

リカーショップキナセ 水戸市 千波町２７７０－２９ ショッピング

ルブラン 水戸市 千波町３７０ ショッピング

話食工房　和楽家 水戸市 千波町４５４－３　 飲食店

サンユーストアー千波町店 水戸市 千波町十一軒２２７２－１ ショッピング

プティ・ポワルミュージアム店 水戸市 千波町東久保６６６－１ 飲食店

五鐵夢境庵 水戸市 南町１－３－２７ 飲食店

BEAUTRIUM 水戸市 南町１－４－１８　松屋ビル　２Ｆ ショッピング

marcador 水戸市 南町２－２－３２　羽田ビル　１Ｆ 飲食店

ビオトープ 水戸市 南町２－３－２５　アットワークビル　２Ｆ ショッピング

OBLIQUE 水戸市 南町２－３－２５　アットワークビル　３Ｆ ショッピング

MUSTY NEW 水戸市 南町２－３－３２　西洋倶楽部ビル　１Ｆ ショッピング

しらかわ 水戸市 南町２－３－３２　西洋倶楽部ビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼鶏 とり三 水戸市 南町２－６－２５　華ビル１Ｆ 飲食店

けむり屋 水戸市 南町２丁目１－５４　 飲食店

水戸木村屋 水戸市 南町３－５－３ ショッピング

トーカイ 水戸吉沢店 水戸市 吉沢町２８３－４ 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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Rencontre 水戸市 吉沢町３４－５ サービス

シュガーレイ 水戸市 城南１－２－１５　ＡＡ城南ビル１Ｆ ショッピング

もんどころ水戸駅南店 水戸市 城南１－３－２ 飲食店

和牛焼肉越 水戸市 城南１－５－４２　C·K第１ビル１Ｆ 飲食店

からやま水戸城南店 水戸市 城南３－１２－８ 飲食店

こり家 駅南店 水戸市 城南３－８－２９ 飲食店

RAPSODIA 水戸市 堀町１１２２－２３ 飲食店

菓匠にいつま 水戸市 堀町２１６０－５ 飲食店

水戸鑑定団本店 水戸市 大塚町１５９０ ショッピング

TigreBlanche 水戸市 大工町１－４－１２　大工町ビル 飲食店

リカーマウンテン水戸大工町店 水戸市 大工町１－４－１２　大工町ビル　１Ｆ ショッピング

青藍 水戸市 大工町１－４－１２　大工町ビル１Ｆ３号室 飲食店

串割烹燈火 水戸市 大工町１－５－１　旧壱番街ビル　２０１ 飲食店

ottimo 水戸市 大工町１－５－１６　MK６ビル１ＦＡ 飲食店

居酒屋でん助 水戸市 大工町１－６－１８　あじびる２Ｆ 飲食店

鄭 本家 水戸市 大工町１－６－２９ 飲食店

鮨処菊之助 水戸市 大工町１丁目３－１７　八光ビル１Ｆ 飲食店

割烹魚政 水戸市 大工町２－１－２３ 飲食店

トーカイ 水戸姫子店 水戸市 姫子１－７７１－１ ショッピング

佐吉 水戸本店 水戸市 姫子１－８０１－２３ 飲食店

居酒屋め組 水戸市 姫子１丁目１２５－３　鳥久コーポ１Ｆ 飲食店

博多もつ鍋 一九 水戸店 水戸市 宮町１－３－２８　水戸ＣＴビル　１Ｆ 飲食店

エムズネイル駅前店 水戸市 宮町２－１－１　細谷ビル　１Ｆ サービス

や台ずし 水戸中央郵便局前町 水戸市 宮町２－１１－２７ 飲食店

居酒屋てんまさ 水戸市 宮町２－２－１　細谷ビル２Ｆ 飲食店

水戸 肉寿司 水戸市 宮町２－２－３３ 飲食店

シュナカフェ 水戸市 小吹町２５０４－１ 飲食店

浅倉畜産 水戸市 小吹町２６７－４２ ショッピング

和牛食堂笠原店 水戸市 小吹町２７０１ 飲食店

タイヤ市場 水戸笠原店 水戸市 小吹町２７０１ ショッピング

緑鮨 水戸市 平須町１５８－２９ 飲食店

Le．jardinhairproduce 水戸市 平須町１６６１－１ サービス

ディスカウントスーパーヒーロー水戸店 水戸市 平須町１８２８－５８ ショッピング

酒バッカス 水戸市 平須町１９０１－６ 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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株式会社たらいうどん椛や 水戸市 有賀町１０２１－１ 飲食店

ふたば浜田店 水戸市 本町３－２３－２５ サービス

JA水戸 ふれあいハウス 水戸市 東前町６９０ ショッピング

都炉美煎本舗水戸大洗店 水戸市 栗崎町１２５０ 飲食店

ホルモン場Bar 水戸市 桜川１－３－７　日産レンタカ　２Ｆ 飲食店

カウンタ－焼肉酒場 佐藤ゆたか 水戸市 桜川１－５－３　岩上ビル　１０１号室 飲食店

ディスカウントショップ YAMAGO7 水戸市 桜川２－５－５ ショッピング

佐久山傳造商店 水戸市 梅香１－２－５７ ショッピング

本田幸司 水戸市 河和田１－１５３５－４３　リバーシャトー１
０４ サービス

クアトロ 赤 店 水戸市 河和田１－１６７２－１ サービス

うなぎや東條 水戸市 河和田２－６－１ 飲食店

まるくに河和田店 水戸市 河和田町１０７６－１ 飲食店

JA水戸 上中妻地区農産物直売所 水戸市 河和田町３００８ ショッピング

ホームシックスタイルショップ水戸店 水戸市 河和田町３７５５－１ ショッピング

ばんどう太郎水戸50号店 水戸市 河和田町３８２９－２ 飲食店

高倉町珈琲水戸店 水戸市 河和田町３８３１－１ 飲食店

びっくりドンキー水戸50号バイパス店 水戸市 河和田町字水久保３４９－１ 飲食店

アルカディウム 水戸市 泉町２－１－４４ サービス

ジーノ　リストランテ 水戸市 泉町２－１－４５　ロックアップビル　１Ｆ 飲食店

レストランル・ポワロン 水戸市 泉町２－２－３５ 飲食店

元祖あんこう鍋山翠 水戸市 泉町２－２－４０ 飲食店

四川料理 天天 水戸市 泉町２－３－２　中央ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

石川時計店 水戸市 泉町２－３－９ ショッピング

大吉 泉町店 水戸市 泉町３－２－８ 飲食店

中川楼 水戸市 泉町３－５－６ 飲食店

JA水戸 渡里地区農産物直売所 水戸市 渡里町２９２９ ショッピング

フレッシュストアーサンユー渡里店 水戸市 渡里町字前原２８７３－２ ショッピング

RestaurantOhtsu 水戸市 白梅１－５－４ 飲食店

petit－pas 水戸市 笠原町１０５０－１　アクアビル　１Ａ サービス

Torabypetit－pas 水戸市 笠原町１０８－４　コーポサンフィート２　１
Ｆ サービス

AUBEhaircheri水戸店 水戸市 笠原町１１８８－１２　水戸バイパス店舗 サービス

RITZ mito 水戸市 笠原町１２３２ー３ サービス

焼肉ホルモン マルキ精肉水戸店 水戸市 笠原町１２５１－１ 飲食店

BROTHER HOOD 水戸市 笠原町１４９５－７ 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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寿司ダイニング 福円 水戸市 笠原町１５２３－３ 飲食店

お菓子のきくち県庁前店 水戸市 笠原町１５６０ 飲食店

すぎのや本陣　水戸県庁前店 水戸市 笠原町１９６４－５ 飲食店

cafe＆grillCOLK 水戸市 笠原町４４７－１ 飲食店

ハニーズロゼオ水戸店 水戸市 笠原町９７８－３９　ロゼオ水戸ＳＣ　１Ｆ ショッピング

県庁売店 水戸市 笠原町９７８－６　茨城県庁舎　２Ｆ 飲食店

hair and beauty clover 水戸市 米沢町２４８－３ サービス

ステーキハウスアメリカ屋 水戸市 米沢町３０４－５ 飲食店

グルービー水戸店 水戸市 米沢町３８８－６ 飲食店

田中金物（株） 水戸市 西原１－１３－３５ ショッピング

常陸牛　きくすい 水戸市 西原２－１６－５ 飲食店

ばんどう太郎水戸店 水戸市 見和１－３０７－１８ 飲食店

都炉美煎本舗見和店 水戸市 見和１－３１１－３ 飲食店

薫風 梅み月 水戸市 見和１－３１１－７ 飲食店

花工房 水戸市 見和１－３１７－５ ショッピング

焼肉 玄匠 水戸市 見和２－２４１－１ 飲食店

焼肉きんぐ 水戸姫子店 水戸市 見和２－５１４－１１ 飲食店

かつ太郎本店水戸店 水戸市 見和３－１２００－３ 飲食店

グルービー赤塚店 水戸市 見和３－５９２－９ 飲食店

河野酒店 水戸市 見和３－６６３－１７ ショッピング

肉のイイジマ 水戸市 見川２－１０８－２６ ショッピング

イイジマ DELI1 水戸市 見川２－１０８－２６ ショッピング

ハビットコーヒー見川店 水戸市 見川２－１０８－２６　一周館ビル　１０４ ショッピング

DAiCHAN SWEETS 水戸市 見川２－１０８－２６　一周館ビルＡ館　１Ｆ 飲食店

美容室 エルザノ 水戸市 見川２－３３－２６ サービス

鮨割烹　かしわ 水戸市 見川２－３４４－８ 飲食店

株式会社ワインデマミ 水戸市 見川２－４９－２ ショッピング

MS NAIL RAKSI 水戸市 見川２－６０－５ サービス

まるくに水戸見川店 水戸市 見川２－７８－１ 飲食店

業務スーパー水戸見川店 水戸市 見川５丁目１２０４－２ ショッピング

シェ　ケン 水戸市 見川町２１３１－１８１２　 飲食店

マリア・ヴェルト 水戸市 見川町２１３１－２８ 飲食店

かつや水戸桜ノ牧店 水戸市 見川町２１３８－４８ 飲食店

亀じるし本店 水戸市 見川町２１３９－５ 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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ゆず庵 水戸店 水戸市 見川町字丹下ニノ牧２１３８－４ 飲食店

TRIBECA HAIR＆SPA 水戸店 水戸市 見川町字丹下一ノ牧２１３１－２４９１ サービス

HAIRDESIGNCRAFT 水戸市 赤塚１－１６　エスコート赤塚イーストＢ１０
２ａ サービス

Parcel 水戸市 酒門町１００８－１ ショッピング

il. 水戸市 酒門町１００８－１ 飲食店

JA水戸 酒門地区農産物直売所 水戸市 酒門町１４２８－１ ショッピング

まるくに青柳店 水戸市 青柳町４２６８－２ 飲食店

ITALIAN GARAGE 潮来市 あやめ１－１－１６ 飲食店

イタコスポ－ツ 潮来市 あやめ２丁目１７－６　 ショッピング

あみ焼元祖しちりんひたち野牛久店 牛久市 ひたち野東１－　２７－３－１０３ 飲食店

Agu hair kuhひたち野うしく店 牛久市 ひたち野東１－２２－２ サービス

やきとり の助 牛久市 ひたち野東１－２７－３　２Ｆ 飲食店

珈琲豆やとむとむひたちの牛久店 牛久市 ひたち野東４－２－１ 飲食店

ヘアメイクバサラ 牛久市 ひたち野東５－３－９ サービス

都炉美煎本舗牛久店 牛久市 ひたち野西２－８－３ 飲食店

焼肉ハウス しょうや 牛久市 上柏田２－４３－３ 飲食店

GRANDTRUTHひたちの牛久店 牛久市 上柏田３－２９－３ サービス

下根農産物直売所 牛久市 下根町７８７ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー牛久中央店 牛久市 中央２－１７－３ ショッピング

牛久シャトーレストラン 牛久市 中央３－２０－１ 飲食店

ばんどう太郎牛久中央店 牛久市 中央３－８－６ 飲食店

洋風居酒屋　YOU・裕 牛久市 中央５丁目１２－１４　モロオカビル１Ｆ 飲食店

オ－マイゴッドバ－ガ－ 牛久市 中央５丁目１４－２６　ＯＮ牛久駅東口前ビル
２階 飲食店

コープうしく店 牛久市 南１－１８－３３ ショッピング

魚・創作和食　がんてつ 牛久市 南３－１－８ 飲食店

Baletta 牛久市 南６－２８－１７ サービス

ディスカウントスーパーヒーロー牛久店 牛久市 女化町７１８ ショッピング

（有）松蔵屋 牛久市 女化町７７５－１１ ショッピング

ぐるぐる大帝国牛久店 牛久市 柏田町３０４０ ショッピング

焼肉きんぐ 牛久店 牛久市 柏田町３２３１－９ 飲食店

牛昇 牛久市 栄町５－４８　岡部テナント 飲食店

ハードオフ牛久店 牛久市 栄町５－５４ ショッピング

ブティック 華 牛久市 牛久町２８０　エスカ－ド　２Ｆ ショッピング

旬彩や 牛久市 牛久町８８５－４ 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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アペックス33 牛久市 猪子町８０９－３ ショッピング

ポケットファームどきどき つくば牛久店直 牛久市 猪子町９６７－１ ショッピング

業務スーパー 牛久店 牛久市 猪子町９９５－１９６ ショッピング

キングファミリーつくば牛久店 牛久市 猪子町９９５－５７ ショッピング

かつや茨城牛久店 牛久市 田宮３－１１－１ 飲食店

金太楼鮨 牛久店 牛久市 田宮町２－５５－１１ 飲食店

連根屋 牛久市 神谷１－６－８ 飲食店

弥七 牛久市 神谷５－３５－１　弥七 飲食店

から揚げ専門鶏九牛久神谷店 牛久市 神谷６－４１－３０ 飲食店

レストラン華こぶし 猿島郡五霞町 ごかみらい１３－３ 飲食店

道の駅ごか 農産物直売所 猿島郡五霞町 ごかみらい１３－３ ショッピング

ばんどう太郎五霞店 猿島郡五霞町 冬木２９０６ 飲食店

アプティパ 境店 猿島郡境町 １１９－４０ サービス

道の駅さかい 猿島郡境町 １３４１－１ 飲食店

さかいサンド 猿島郡境町 １３４１－１ 飲食店

坂東離宮境店 猿島郡境町 上小橋５６７－１ 飲食店

寿司・旬彩料理　秀 猿島郡境町 山神町８４７－１ 飲食店

幌馬車 猿島郡境町 染谷３１５－４ 飲食店

アライストア 猿島郡境町 蛇池６４１－１ ショッピング

8代葵カフェハワイ境店 猿島郡境町 西泉田１２３０－１ 飲食店

ばんどう太郎総本店 猿島郡境町 長井戸２９７－１ 飲食店

ディスカウントスーパーヒーロー石岡店 石岡市 八軒台２１－１ ショッピング

大地のめぐみ 石岡市 南台３－２１－１４ ショッピング

JAやさと「里の四季」園部直売所 石岡市 宮ヶ崎４７２－２ ショッピング

やさと温泉ゆりの郷 物産館 石岡市 小幡１４１６ ショッピング

グラントマト石岡店 石岡市 杉並１－１－２８ ショッピング

珍來 石岡東光台店 石岡市 東光台３－１０－１６ 飲食店

石岡苑 石岡市 東光台５丁目２－３　 飲食店

業務スーパー石岡店 石岡市 東大橋３１８５－３ ショッピング

椿姫苑 石岡市 東府中５－５７ 飲食店

坂東太郎石岡総本店 石岡市 東田中１０６２－４ 飲食店

かねき　石岡店 石岡市 東石岡５－３－５０ 飲食店

石岡ホルモン 石岡市 東石岡５－３－６１　光ビル１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 石岡店 石岡市 東石岡５－７－１７ 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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やさと農協 柿岡直売所 石岡市 柿岡３６３８－１ ショッピング

大関 石岡市 正上内１５－３２ ショッピング

酒と肴の たか木 石岡市 石岡１３９６１－７　酒肴亭夛加木 飲食店

よし成 石岡市 石岡３２９０－２ 飲食店

志摩 石岡市 鹿の子１丁目１１－４　 飲食店

美容室クラフト神栖店 神栖市 堀割１－１－３４ サービス

鮓・地魚本舗一神 神栖市 堀割２－１－５ 飲食店

ばんどう太郎神栖店 神栖市 堀割３－１－１０ 飲食店

地鶏旬菜 神楽 神栖市 大野原１－１３－１１ 飲食店

彩食肴酒慶 神栖市 大野原１－１３－１２ 飲食店

創作和食藍とう 神栖市 大野原１－６－４ 飲食店

巴 神栖店 神栖市 大野原２－１２－１７ 飲食店

蕎麦と酒むぎわら 神栖市 大野原３－２－２１　サンコーウイングタウン
Ａ－２ 飲食店

アストロプロダクツ 神栖店 神栖市 大野原３－９－３５ ショッピング

創懐食さが伴 神栖市 大野原４－３－６０ 飲食店

焼肉レストラン庄花亭 神栖市 太田１８８５－６ 飲食店

美食酒房 鳥ふじ 神栖市 太田３２８０ 飲食店

大阪王将　神栖店 神栖市 奥野谷５５５８－３ 飲食店

カトレア 海岸通り店 神栖市 奥野谷６１０３－１３ サービス

かつや茨城神栖店 神栖市 居切１４５６－８３ 飲食店

レストラン＆バー バロン 神栖市 平泉２３９－１ 飲食店

パ－ムトゥリ－リゾ－ト 神栖市 平泉２３９－９ サービス

赤から 神栖店 神栖市 平泉２５５－９ 飲食店

カンドンカンドン 神栖市 息栖３９５０－３３６ 飲食店

安楽亭神栖店 神栖市 木崎２３９８ 飲食店

創和食さんらく 神栖市 木崎２４０６－５５０ 飲食店

プライムリブ 神栖市 波崎６４８２ 飲食店

軍手屋 波崎店 神栖市 波崎７５７５ ショッピング

HairIsland maupiti 神栖市 波崎８４２９－１０ サービス

フレンチレストランMEBUKI 神栖市 深芝２１８４－１ 飲食店

MINDS THETA 神栖市 深芝２６６４－１ サービス

和風レストラン三金 神栖市 矢田部７７９４ 飲食店

株式会社 山鉄 神栖市 知手１３９－１ サービス

フーズマーケットハピネ 知手店 神栖市 知手中央２－３－２７ 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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高麗苑 神栖市 知手中央３－１０－２ 飲食店

BISTRO GONZ 神栖市 神栖１－１７－９　鹿島産業第一ビルディング
１０１ 飲食店

頑固一徹堂 神栖市 神栖１－４－３５ 飲食店

源まる商店 神栖店 神栖市 神栖４－５－２１ ショッピング

酒蔵 やまなか 神栖市 筒井１４２０－１ ショッピング

ドライバーズ 神栖店 神栖市 筒井１６６７－１ ショッピング

手打そば京七 神栖市 若松中央１－７３２－８３ 飲食店

有限会社 ネモト自動車 稲敷市 桑山４９５－１ サービス

すぎのや本陣　江戸崎店 稲敷市 江戸崎２０８５－４ 飲食店

鮨小野 稲敷市 江戸崎甲４５５－２ 飲食店

ステーキハウスTEXAS 稲敷市 犬塚１６２７－１ 飲食店

寿司・海鮮旨いもん屋まいど 稲敷市 西代２８７１－１ 飲食店

美浦村地域交流館内農産物直売所 稲敷郡美浦村 宮地１２１１－２ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー阿見店 稲敷郡阿見町 中郷２－２６－１ ショッピング

オークスブックセンター阿見店 稲敷郡阿見町 中郷２－７－２４ ショッピング

お菓子の久月 カスミ阿見店 稲敷郡阿見町 中郷２－７－２４ 飲食店

すぎのや本陣阿見店 稲敷郡阿見町 大字阿見字中郷４１２４－７ 飲食店

ばんどう太郎ひたちの牛久店 稲敷郡阿見町 荒川本郷２０５－１ 飲食店

8代葵カフェひたち野牛久店 稲敷郡阿見町 荒川本郷２０５－８ 飲食店

ボーノパスタ 稲敷郡阿見町 西郷３－１－５ 飲食店

KAY'S 稲敷郡阿見町 阿見４６３０－１２２ サービス

お菓子の久月 阿見上郷店 稲敷郡阿見町 阿見５１８２－２９ 飲食店

スーパー辰己屋 笠間市 下郷４５５７－４４ ショッピング

日本料理 天晴 笠間市 八雲１－１－２２ 飲食店

岩間の栗や小田喜商店 笠間市 吉岡１８５－１ ショッピング

JA常陸 農産物直売所 土からのたより 笠間市 押辺２７０９－１３７ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー笠間店 笠間市 旭町２９２－１ ショッピング

いばらき食彩 香寿亭 笠間市 旭町３７７－９－２ 飲食店

ばんどう太郎友部店 笠間市 旭町４１２－１ 飲食店

松榮鮨 笠間市 東平１－１－２１ 飲食店

デパ－トきくち 笠間市 笠間１３３７　 ショッピング

笹目宗兵衛商店 笠間市 笠間１３３９ ショッピング

回廊ギャラリー 門 笠間市 笠間２２３０－１ ショッピング

シンリュウ 北関東支店 笠間市 笠間２４８７－３ 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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業務スーパー友部店 笠間市 美原１－１１－６ ショッピング

館最中本舗 湖月庵 筑西市 丙２０２－１３ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー下館店 筑西市 岡芹７９８ ショッピング

アップガレージ茨城筑西店 筑西市 布川１３１１－４ ショッピング

みのり 協和店 筑西市 新治１９９６－１２３ ショッピング

フランス菓子 ル・アンジェ 筑西市 榎生１－８－９ ショッピング

がってん寿司筑西店 筑西市 横島２６３ 飲食店

日興筑西店 筑西市 玉戸１０１８－３５ ショッピング

とりせん 下館店 筑西市 玉戸１０１８－３５ ショッピング

ばんどう太郎下館店 筑西市 玉戸９９５－１ 飲食店

焼肉専門店炎座下館本店 筑西市 玉戸山ケ島１８６８－１ 飲食店

アートスタジオレイズ 筑西市 舟生７８７－３ サービス

ファーマーズマーケットきらいち筑西店 筑西市 西方８３８－１ ショッピング

坂東太郎協和総本店 筑西市 門井１７２２－１ 飲食店

スーパーツカダ 筑西市 黒子２０１ ショッピング

安楽亭　結城店 結城市 城南町１－１－９ 飲食店

グラントマト結城店 結城市 川木谷２－９－４ ショッピング

ファーマーズマーケットきらいち結城店 結城市 新福寺４－１３－５ ショッピング

かつ太郎本店結城店 結城市 新福寺６－１ 飲食店

包装品のしが結城店 結城市 新福寺６－１０－９ ショッピング

とりせん 結城店 結城市 新福寺６－１１－４ 飲食店

池田自動車 結城市 武井１３０８－１ サービス

うおとみ結城店 結城市 結城５５０ ショッピング

Suite301 結城市 結城７０７９－７　 サービス

La’Kamt 結城市 結城８７７６－８ 飲食店

アルチザン・パティシエ・イタバシ 結城市 結城８７８２－５ 飲食店

炭火焼肉ふじ田 結城店 結城市 結城９９０７－１２ 飲食店

IL GATTINO 結城市 鹿窪１０１１ 飲食店

旬彩やちよ 農産物八千代直売所 結城郡八千代町 若１３０６ ショッピング

玉造直売所楽郷 行方市 玉造甲１８２４－１ ショッピング

あぶり焼肉煙家 行方市 玉造甲５１５－２ 飲食店

JA常陸 那珂直売所 那珂市 後台２２９０－５ ショッピング

グラントマト那珂店 那珂市 戸崎沖山１５２５－１ ショッピング

Kマート菅谷店 那珂市 福田１７８９－１ 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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ばんどう太郎那珂店 那珂市 竹ノ内３－１－７ 飲食店

焼肉きんぐ那珂店 那珂市 竹ノ内３－６－５ 飲食店

レストラン　キャロッツ 那珂市 菅谷１６８－１２　 飲食店

かわねや菅谷店 那珂市 菅谷３３０５－１ ショッピング

業務スーパー那珂店 那珂市 菅谷３８８３－１ ショッピング

スーパーヒロセヤ那珂町店 那珂市 飯田２７０８－２ ショッピング

木内酒造 那珂市 鴻巣１２５７ ショッピング

焼肉はっちょう 那珂郡東海村 大山台２－２１－２２ 飲食店

ばんどう太郎東海店 那珂郡東海村 東海２－１５－２０ 飲食店

東海ファーマーズマーケット にじのなか 那珂郡東海村 石神内宿１１６７－９ ショッピング

cream HAIR WORK 那珂郡東海村 舟石川駅西３－２－1 サービス

ティアラ 那珂郡東海村 舟石川駅西３－２－２ 飲食店

グルービー東海店 那珂郡東海村 舟石川駅西４－１０－６ 飲食店

ほしいも株式会社 那珂郡東海村 須和間４２－２ ショッピング

LeFukasaku 鉾田市 台濁沢１５７ 飲食店

深作農園 鉾田市 台濁沢３６１ ショッピング

FarmkuchenFukasaku 鉾田市 台濁沢３７１－２ ショッピング

JAほこた 鉾田配送センター 鉾田市 徳宿２３２５－２ ショッピング

業務スーパー鉾田店 鉾田市 新鉾田１－５－８ ショッピング

サングリーン旭 鉾田市 樅山６０２－６ ショッピング

JAほこた 大洋配送センター 鉾田市 汲上３０２７－２ ショッピング

焼き芋専門店樽屋 鉾田市 田崎９０８－２　 ショッピング

JA茨城旭村 資材センター 鉾田市 造谷１３７７－１ ショッピング

ばんどう太郎鉾田店 鉾田市 鉾田１３８６ 飲食店

ハピネ 鉾田店 鉾田市 鉾田２３０２－１ ショッピング

ファーマーズマーケット なだろう 鉾田市 飯名５３７－１ ショッピング

サンユーストアー新手綱店 高萩市 下手綱鍋田１４８７ ショッピング

サンユーストアー秋山店 高萩市 島名字経塚２１５５ ショッピング

焼肉牛若丸 高萩市 高浜町３－６２－４２ 飲食店

居酒屋 村さ来 神栖店 鹿島郡神栖町 大野原４－７－１　鹿島セントラルビル　１Ｆ 飲食店

ミズノ 鹿嶋市 下津２７３－５０ ショッピング

海のめぐみ 鹿嶋市 厨１－４－１６ サービス

HEAT 鹿嶋店 鹿嶋市 宮下２－１２－２９ サービス

丸三老舗神宮駅前店 鹿嶋市 宮下２－９－６ 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 オカミ 鹿嶋市 宮中１－６－１２ ショッピング

ばんどう太郎鹿嶋店 鹿嶋市 宮中１９７４－２ 飲食店

大阪　王将　鹿嶋店 鹿嶋市 宮中２０００－５ 飲食店

居酒屋 村さ来 鹿島店 鹿嶋市 宮中２０１０－３ 飲食店

ル・シエル 鹿嶋市 宮中４６４３－１０ サービス

BistroNori－Na 鹿嶋市 宮中９０－１８ 飲食店

業務スーパー鹿嶋店 鹿嶋市 宮中新町附１９９９－２ ショッピング

マルヘイ鹿嶋食品館 鹿嶋市 宮津台４７６９－３ ショッピング

寿司遊膳さおとめ 鹿嶋市 津賀１９１５－４ 飲食店

焼肉牛若丸 鹿嶋市 鉢形１０８４－２５　ヨネカワ第３ビルＡ・Ｂ 飲食店

仁笑門 鹿嶋市 鉢形１０９５－１ 飲食店

SCサンポートリッカーズ 鹿嶋市 鉢形１５２６－３ ショッピング

焼肉きんぐ鹿嶋店 鹿嶋市 鉢形９７９－１ 飲食店

HARE／PAN鹿嶋店 鹿嶋市 鉢形台１－１－５ ショッピング

天ぷら割烹　葉月 鹿嶋市 鉢形台１丁目１１－１　 飲食店

焼肉羅光苑 鹿嶋市 鉢形台２－２－１０ 飲食店

軍手屋 鹿嶋店 鹿嶋市 長栖２１５６－１７８ ショッピング

トーカイ 鹿島店 鹿嶋市 長栖２２９８－１ ショッピング

ディスカウントスーパーヒーロー竜ヶ崎店 龍ケ崎市 3955 ショッピング

ORIGINATE 龍ケ崎市 ７８６５－１６ サービス

Hair＆MakeTRUTH龍ヶ崎店 龍ケ崎市 中根台２－１－６ サービス

赤から竜ヶ崎店 龍ケ崎市 中根台４－９－４ 飲食店

バース ラヴィエール 龍ケ崎市 中里１－１－１１ サービス

焼肉 飯村牛 龍ケ崎市 佐貫１－２－１０ 飲食店

あみ焼元祖しちりん佐貫東口駅前店 龍ケ崎市 佐貫３－１５－１ 飲食店

すしめん処大京 龍ヶ崎店 龍ケ崎市 光順田１６９６－１ 飲食店

珈琲豆やとむとむ北竜台店 龍ケ崎市 小柴１－２－１１ 飲食店

とん膳龍ヶ崎店 龍ケ崎市 小柴１－２－４ 飲食店

ANNA HAIR 龍ケ崎市 小通幸谷町２０１－３ サービス

ROOMDECOかねたや龍ヶ崎店 龍ケ崎市 小通幸谷町２８８　２Ｆ ショッピング

メンズヨシワラ 龍ケ崎市 川原代町６１８９－１ ショッピング

すぎのや本陣竜ヶ崎店 龍ケ崎市 川原代町文間通５５６３－１ 飲食店

日本料理山水閣 龍ケ崎市 庄兵衛新田町２８２－４０ 飲食店

フランス風創作菓子 アルドゥール 龍ケ崎市 松葉３－５－１ 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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ナカタ 龍ケ崎市 米町４５５６ ショッピング

ESC MOTORS 龍ケ崎市 緑町２２１ ショッピング

PROGRESS 龍ヶ崎店 龍ケ崎市 藤ヶ丘２－２２－１ サービス

たまご屋龍ケ崎店 龍ケ崎市 貝原塚町２９７１ ショッピング

かつ太郎本店龍ヶ崎店 龍ケ崎市 馴柴町６９０－１ 飲食店

ゆきむら亭龍ヶ崎店 龍ケ崎市 馴柴町６９３－３ 飲食店

サマネア サマン 龍ケ崎店 龍ケ崎市 馴馬町２９９３－６ 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

27 / 27

[茨城県茨城県]


	[茨城県]

