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加盟店名 所在地 ジャンル

中国料理桃李 市原市 ちはら台西１－６－１ 飲食店 JS-0004-3371

養老乃瀧五井店 市原市 岩崎１－３－６　　 飲食店 ZN-2000-4994

にしき家 市原市 君塚２－１３－１４ 飲食店 JS-0005-8887

猿家姉崎店 市原市 迎田２３－４ 飲食店 JS-0000-5084

ラーメン桃々華 市原市 犬成１０５４－４ 飲食店 JS-0005-0359

すし如月 市原市 五井２２２３－１　アゾラーレ五井１０６　 飲食店 ZN-0002-9427

UTA ＆ BAR 5・1・5 市原市 五井２５４７ 飲食店 JS-0002-9065

食彩酒場ありがとうはぶち店 市原市 五井４８７７－１　グリーンプラザ１０２　 飲食店 ZN-2000-5556

アジア食堂市原店 市原市 五井４８８１－１　　 飲食店 ZN-0001-0072

HUNGRY 市原市 五井５５０５ 飲食店 JS-0005-8816

中華料理彩菜 市原市 五井５６１２－１　　 飲食店 PK-0000-1911

やきにく亭 力 市原市 五井６２３６－１ 飲食店 JS-0002-0047

Cafei・Mag 市原市 五井西４－２－１　テンナインハイム１０１　 飲食店 PK-0000-5870

すし処さすけ 市原市 五井西５－１２－１ 飲食店 JS-0003-5512

蟹工船五井店 市原市 五井西５－１２－３　　 飲食店 ZN-0001-0631

居酒 勇介 市原店 市原市 五井中央西１－１３－１６ 飲食店 JS-0002-4266

ダイニング五井駅前店 市原市 五井中央西１－２２－３０　 飲食店 SL-2000-9676

美やた 市原市 五井中央西１－３－１８ 飲食店 JS-0001-7776

ジュウジュー五井駅西口店 市原市 五井中央西２－１０－１ 飲食店 JS-0000-9645

采花 市原市 五井中央西２－１４－１　第５藤やビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0807

博多劇場五井店 市原市 五井中央西２－１４－１　第５藤や観光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0609

モツ親分五井店 市原市 五井中央西２－２－１３　ＤＯＮビル　 飲食店 ZN-0001-2323

CONA 五井店 市原市 五井中央西２－７－１５ウルマ駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2519

居酒屋ありがとう 市原市 五井中央西２－８－２６　しんこうプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9522

A．N．T 市原市 五井中央東２－１４－１４　岡田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7953

CHANDRAMA ファミリーレストラン 市原市 五井東３－６－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0083

もん吉 市原市 光風台２－１４８－１　　 飲食店 ZN-0002-7931

割烹勝浦 市原市 根田３－８－２７ 飲食店 JS-0003-9803

もっち亭 市原市 山田橋１－６－８ 飲食店 JS-0004-8564

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 JS-0005-8861

磯料理千鳥 市原市 姉崎１９７４－２　　 飲食店 ZN-0002-6824

CAFE KRUZE 市原市 姉崎３２２１－４ 飲食店 JS-0004-9840

汐香る店海 市原市 姉崎５２７－６　　 飲食店 ZN-0001-2311

海鮮居酒屋 浜焼太郎 姉崎店 市原市 姉崎５３４－５　廣瀬第３ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2439

焼肉 Ya ホ！姉ヶ崎店 市原市 姉崎５５０－３ 飲食店 JS-0005-3074

割烹はせ川 市原市 姉崎５５２－３　　 飲食店 ZN-0001-2644

焼肉外苑 市原市 姉崎６８２－５　　 飲食店 ZN-0001-2003

食べ処 伸ちゃん 市原市 姉崎８４１－４　 飲食店 SL-2000-6225

橡 市原市 姉崎西１－１１－３２ 飲食店 SL-2000-8520

時代家 市原市 姉崎西１－１１－３２ 飲食店 SL-2000-8521
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豚とチーズと私 市原市 姉崎西２－９－１６ 飲食店 JS-0004-2438

仁寺洞 市原市 姉崎東１－１１－３　ＮＯＮＥビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5056

八雲 市原市 姉崎東１－１－１６ 飲食店 JS-0004-4012

HINOYOUJIN 市原市 姉崎東１－７－３　トヨフクビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3806

NICOTTO 市原市 姉崎東３－２－３　　 飲食店 ZN-0003-1663

茶寮たわら屋 市原市 千種４－７－１１　　 飲食店 ZN-2000-3072

牛八 市原市 惣社２－１１－６　ファーストメゾン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1793

料理かもせん 市原市 惣社４－１－３ 飲食店 JS-0003-2232

バンガラング 市原市 二日市場８３０－３　　 飲食店 ZN-0002-5827

食い処バー遊酒八幡宿駅前店 市原市 八幡１０５９－１３　　 飲食店 ZN-0001-1701

肉汁地獄八幡宿店 市原市 八幡１０５９－２　東照ビル 飲食店 JS-0003-7048

鳥勝 八幡宿店 市原市 八幡１０６１ 飲食店 JS-0003-3453

かき小屋 海賊船 市原市 八幡１１０２ 飲食店 JS-0002-9451

MAHAL asian dining 市原市 八幡北町３－４－１９ 飲食店 JS-0003-4918

和食家 惣治郎 市原市 養老９０８－１ 飲食店 JS-0002-9389

サウンドハイツ 市原市 ちはら台南１－２－１４ ショッピング JS-0001-0945

メールシュパイゼ 市原市 ちはら台南４－２－１５ ショッピング JS-0005-4232

オートベル・ジャパン菊間工場 市原市 菊間２２４６－３ ショッピング JS-0004-0801

星野薬局 297 市原市 牛久１０５８－３ ショッピング JS-0005-3235

横須賀 市原市 古市場２３３　　 ショッピング PK-0000-8458

アラン市原店 市原市 五井２０１４　ランドマーク２１ ショッピング JS-0003-8608

ロングヒル 1 市原市 五井西６－３７－８　　 ショッピング PK-0000-1071

CAVEAIKAWAS．A． 市原市 五井中央東１－８－９　　 ショッピング ZN-0002-4065

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 JS-0003-7643

光和眼鏡 市原市 光風台４－１１５２－１２　　 ショッピング ZN-2000-1951

e －工房市原店 市原市 更級３－１－１　カインズホーム市原店内 ショッピング JS-0004-4096

ワンダープライスアリオ市原店 市原市 更級４－３－２　アリオ市原店１Ｆ ショッピング JS-0001-3452

ふくや SUDA 市原市 姉崎１２３３ ショッピング JS-0000-2558

ふくや SUDA2 市原市 姉崎１２３３ ショッピング JS-0000-2595

宝生堂文具館 市原市 姉崎西２－１－１ ショッピング JS-0005-3955

小池海苔店 駅前店 市原市 姉崎東１－２－７ ショッピング JS-0005-5617

五十嵐時計店 市原市 姉崎東１－３－３ ショッピング JS-0005-1525

ベル薬局姉崎駅前 市原市 姉崎東３－１－３　小泉ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-5717

ディルナックス 市原市 青葉台７－１０－１４　　 ショッピング ZN-0002-9160

クドウ洋品店 市原市 惣社３－１－１７ ショッピング JS-0000-8391

マヤ薬局 市原市 辰巳台西１－５－４　　 ショッピング PK-0000-8698

ベル薬局　辰巳台 市原市 辰巳台東３－１５－３　　 ショッピング PK-0000-8730

CHIBAKINGS 市原市 中高根１３３９－２０ ショッピング JS-0005-0614

有限会社オートベル・ジャパン 市原市 東五所９－９ ショッピング JS-0004-0739

ベル薬局白金 市原市 白金町１－７８－１－１０１　　 ショッピング PK-0000-6265

はなも 市原店 市原市 白金町５－１４－１ ショッピング JS-0005-8461

アクセルオート 市原市 八幡１６２９－１ ショッピング JS-0002-3559

市原湖畔美術館 市原市 不入７５－１ ショッピング JS-0001-2103

アルソアサロン ねむの樹 陽美 市原市 北国分寺台２－１－１０ ショッピング JS-0003-9213
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nookhairlounge 市原市 ちはら台西１－１０－１　アリエ－テ１０２　 サービス SL-2000-9826

ギャラリー 市原市 ちはら台西２－４－７　ハナワビル３０１ サービス JS-0001-8931

美容室トリィト 市原市 ちはら台東４－１－３ サービス JS-0001-3082

ホワイト急便ミツミネちはら台店 市原市 ちはら台南６－１－１１ サービス JS-0004-4982

KM アドバンス千葉営業所 市原市 岩崎２－１９－２４　　 サービス PK-0000-0930

レンタルのニッケン 千葉営業所 市原市 岩崎２－２２－６ サービス JS-0003-2337

ヘアーデザインスウィート 市原市 牛久９１０－１　　 サービス ZN-0002-2844

Cle’dejoie 市原市 君１－２１－６　ネオ藤ショッパーズ１０１　 サービス ZN-0002-6197

美容室マイルーム 市原市 五井４７７４－１ サービス JS-0004-1603

大洋薬局五井店 市原市 五井５４８５－１　エヴァグリーン永嶋１０２ サービス JS-0004-3494

KM オート 市原市 五井金杉４－１３ー２ サービス JS-0005-4075

美容室 HERB 五井店 市原市 五井西４－２－５　　 サービス ZN-0002-6182

JuN BAR BER’S CLUB 市原市 五井西５－１３－１　シャルマンクレール２－１Ｆ サービス JS-0000-6196

OOLJEE 市原市 五井中央西１－３３－１５　五井イワナビル１Ｆ サービス JS-0001-8150

プラザサロン五井店 市原市 五井中央西２－２１－６　ブエナ・スイート１０２　 サービス ZN-0002-9361

ホワイト急便ミツミネ五井店 市原市 五井中央西２－２４－１６ サービス JS-0004-4983

メイキン・フィックス・シータ 市原市 五井中央西２－８－３１　トキタビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-4057

FUSION 市原市 五井中央東２－１７－２　イーストコート１号館１０１　 サービス ZN-2000-1930

美容室 be － place 市原市 五井中央東２－２－３　アヴァンタージュ１Ｆ１０２　 サービス ZN-0002-9620

プランシュ 市原市 光風台１－２０ サービス JS-0002-3806

ひまわり動物病院 市原市 更級１－４－２ サービス JS-0002-7241

大洋薬局市原中央店 市原市 更級１－７－１６ サービス JS-0004-3498

洗濯工房国分寺台店 市原市 国分寺台中央５－６－４ サービス JS-0002-5698

ホワイト急便ミツミネ国分寺台中央店 市原市 国分寺台中央６－１０－６ サービス JS-0004-4984

Fleuve colline 市原市 今津朝山１７８ー３　 サービス SL-2000-0971

Smile Dog 市原市 根田３－１２－２ サービス JS-0001-6765

ホワイト急便ミツミネ姉崎店 市原市 姉崎６２１－１ サービス JS-0004-4981

メイキンフィックスアルファ 市原市 姉崎西１－１－１０　　 サービス ZN-0001-2210

美容室 HERB 姉崎店 市原市 姉崎西１－１１－２２　　 サービス ZN-0002-9460

美容室ステージ 市原市 姉崎東３－３－９ サービス JS-0004-5613

まきの自動車工場営業 市原市 松ヶ島西１－１－１６ サービス JS-0004-8347

マリオン薬局にいほり店 市原市 新堀９３６－３ サービス JS-0004-3559

ホワイト急便ミツミネ辰巳台西店 市原市 辰巳台西１－９ サービス JS-0004-4985

楽々広場辰巳台店 市原市 辰巳台西２－３ サービス JS-0004-1876

プラザサロン辰巳店 市原市 辰巳台東１－２　　 サービス ZN-0001-2583

ひまわり薬局 市原市 辰巳台東１－８－８１ サービス JS-0001-3576

三愛クリーニング本店 市原市 辰巳台東３－２６－３ サービス JS-0002-5700

大洋薬局国分寺店 市原市 東国分寺台１－１－１２ サービス JS-0004-3489

クレアトゥール華 市原市 東国分寺台３－１０－２０　　 サービス ZN-0001-1718

ANDLIFEHAIR ＆ REL 市原市 八幡１０５８－６　近藤ビル１０１　 サービス PK-0000-0111

LanabyANDLIFE 市原市 八幡１０５９－１２　ステ－ションフロント２Ｆ　 サービス PK-0000-4034

バウミュウ動物病院 市原市 八幡５２０ サービス JS-0004-3313

河村工業 市原市 藪７４１ サービス JS-0005-0108

カラオケマック市原店 市原市 五所１６６２－１２　　 エンターテインメント ZN-0001-2201



4 2020/8/5

［市原市／袖ヶ浦市］

加盟店名 所在地 ジャンル

うた丸 四辻店 市原市 能満１８３７ エンターテインメント JS-0003-0630

かねだ 市原市 八幡北町３－７－２５　 その他 SL-2000-3393

齋藤ガ－デン 袖ケ浦市 蔵波１０３５　　 飲食店 PK-0000-6497

つるや 袖ケ浦市 蔵波１６－１　　 飲食店 ZN-0001-1274

ラ－メンショップ　味平 袖ケ浦市 蔵波台２－２２－７　　 飲食店 PK-0000-6504

インド料理チャダニー 袖ケ浦市 長浦駅前２－３－９　　 飲食店 ZN-0002-9097

焼肉亭赤とんぼ 袖ケ浦市 長浦駅前３－１－３ 飲食店 JS-0003-0744

藤鮨 袖ケ浦市 福王台１－１３－１ 飲食店 JS-0003-3539

レストラン キャセロ－ル 袖ケ浦市 福王台２－１２－１７　 飲食店 SL-2000-3838

本忠畳店 袖ケ浦市 横田１１９７－６　　 ショッピング PK-0000-1734

奈良輪豊月堂 袖ケ浦市 坂戸市場１３５２－２ ショッピング JS-0004-7452

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 JS-0005-0514

エコカーの森 袖ケ浦市 神納２－１６－３ ショッピング JS-0002-1025

上田屋さつき台店 袖ケ浦市 長浦駅前３－１２－２ ショッピング JS-0004-5727

美容室ルードンテ 袖ケ浦市 蔵波１２５９－８２ サービス JS-0002-5039

くらなみ薬局 袖ケ浦市 蔵波台３－３－１２ サービス JS-0001-3837

Cerchio 袖ケ浦市 蔵波台５－２５－４　　 サービス PK-0000-7822

マリオン薬局長浦店 袖ケ浦市 蔵波台６－１－６ サービス JS-0004-3878

ネイルサロンこまち 袖ケ浦市 蔵波台７－９－２－４　 サービス ZN-2000-4586

ホワイト急便ミツミネ袖ヶ浦駅前店 袖ケ浦市 袖ケ浦駅前１－３９－１０　複合棟１－２区画 サービス JS-0005-9421

もみほぐしサロン ゆりまち 袖ケ浦市 袖ケ浦駅前１－３９－１２ サービス JS-0005-3231

リラクゼ－ション整体 Re．Body 袖ケ浦市 長浦駅前２－３－９　　 サービス PK-0000-9174

ホワイト急便ミツミネさつき台店 袖ケ浦市 長浦駅前４－１－１ サービス JS-0004-4979

グレイスフル 袖ケ浦市 奈良輪１－１１－８－１０１ サービス JS-0004-4258

ならわ薬局 袖ケ浦市 奈良輪１３８６－１　７街区２－６画地 サービス JS-0003-1864

第一自動車工業 袖ケ浦市 南袖６６－１４　　 サービス PK-0000-0554

rac body 袖ケ浦市 福王台２－１２－１５ サービス JS-0004-5321

グリーンアロートランポリンパーク 袖ケ浦市 奈良輪１３６２－７　ゆりまち袖ケ浦駅前モール２－１ その他 JS-0005-2102

カラオケハピカラ福王台店 袖ケ浦市 福王台１－２７－８ その他 JS-0000-7576

ハピカラ福王台店 袖ケ浦市 福王台１－２７－８ その他 JS-0005-9324


