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浜焼太郎 稲毛店 千葉市稲毛区 稲毛東２－１６－３６　福田ビル 飲食店 JS-0002-2994

魚菜蔵 千葉市稲毛区 稲毛東３－１６－４　　 飲食店 ZN-2000-1807

和創旬彩くうひな 千葉市稲毛区 稲毛東３－８－１３　丸十・海浜不動産ビルＢ１F 飲食店 ZN-0001-2551

中華料理　千里香 千葉市稲毛区 作草部町１２６５　　 飲食店 PK-0000-6573

居酒屋酒肴 千葉市稲毛区 山王町６７－２４　セルブ山王Ｂ－１０５　 飲食店 ZN-0001-2573

タベンサイ 千葉市稲毛区 小仲台２－１０－１４　シノハラビル２０１ 飲食店 SL-2000-6739

健康中華料理餃子軒 千葉市稲毛区 小仲台２－１３－３　　 飲食店 ZN-0001-1806

焼肉 Dining 一 ’s 稲毛本店 千葉市稲毛区 小仲台２－３－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1289

ちばチャン稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台２－６－８　ザレジデンス阿部１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1107

なんまん稲毛店 栄和 千葉市稲毛区 小仲台５－４－１０　深見荘Ａ号 飲食店 JS-0004-3636

和処利ん 千葉市稲毛区 小仲台６－１６－１　フェニックスビル１－Ａ　 飲食店 ZN-0001-5438

ホルモン闇番長稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台６－１８－１　第一パレス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1407

牛繁 稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台６－２－７　富士ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1013

居酒屋 亀八 本店 千葉市稲毛区 天台５－２４－７ 飲食店 JS-0000-1099

千の珠 千葉市稲毛区 柏台１－５－１０１ 飲食店 JS-0005-5148

炭火屋 ともろう 西千葉店 千葉市稲毛区 弥生町２－１７　Ｎ．Ｍヒルズ弥生 飲食店 JS-0000-0985

はん歩 千葉市稲毛区 緑町１－２１－２　ＩＭＩ西千葉ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-3920

七輪酒場 だんぼ 千葉市稲毛区 緑町１－８－１　菊池ビル１０１ 飲食店 JS-0001-9574

仏蘭西料理ミルフィーユ 千葉市稲毛区 緑町２－１６－７ 飲食店 JS-0000-5483

クシタニ千葉店 千葉市稲毛区 稲毛２－４－５　あさまプラザ２－１０１ ショッピング JS-0003-9860

茶の和 千葉市稲毛区 稲毛東３－１９－１２　 ショッピング SL-2000-2844

弘武堂千葉店 千葉市稲毛区 轟町４－１－１６　　 ショッピング ZN-0002-2847

株式会社城西武道具 千葉市稲毛区 作草部１－４－８ ショッピング JS-0003-5261

SPASHAN マスターショップ千葉北店 千葉市稲毛区 山王町３７２－１　　 ショッピング ZN-2000-7280

さくらんぼ薬局　小中台町店 千葉市稲毛区 小中台町３５６－１５　　 ショッピング PK-0000-8705

はんこ屋さん 21 稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台２－６－７　末武ビル　 ショッピング ZN-0002-8101

Y・P コスメティック 千葉市稲毛区 小仲台６－１－２　佐藤ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-0282

いちご薬局 千葉市稲毛区 小仲台６－１９－２６ ショッピング JS-0004-7950

フリート バイク＆トライアスロン 千葉市稲毛区 小仲台６－５－１２　Ｄ－１０２ ショッピング JS-0003-5090

メリット 千葉市稲毛区 小仲台７－２－１　マルエツ稲毛店２Ｆ ショッピング JS-0000-9617

サウンドクオリティー 千葉市稲毛区 長沼原町１９５－３ ショッピング JS-0005-9195

株式会社 BALLADE アスク千葉北店 千葉市稲毛区 長沼原町５７７－４　　 ショッピング ZN-2000-3831

body care salon jade 千葉市稲毛区 緑町１－１８－３　新日本オフィスビル５Ｆ ショッピング JS-0002-2480

アミ動物クリニック 千葉市稲毛区 稲丘町１５－１１ サービス JS-0004-8151

オオクシ理容室 千葉市稲毛区 稲毛３－５－８ サービス JS-0000-7625

いなげ駅前整骨院 千葉市稲毛区 稲毛東３－１６－４　１Ｆ サービス JS-0005-9764

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 SL-2000-6558

大洋薬局宮野木店 千葉市稲毛区 宮野木町１７２２－１３６ サービス JS-0004-3492

穴川オレンジ動物病院 千葉市稲毛区 穴川３－２－５　ウィンディヒルＡ サービス JS-0000-8573

ラ・クルール美容室本店 千葉市稲毛区 轟町４－８－７　　 サービス ZN-0002-9416

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/29

［千葉市稲毛区／花見川区／美浜区］

加盟店名 所在地 ジャンル

大洋薬局山王 2 号店 千葉市稲毛区 山王町１３３ サービス JS-0004-3497

マリオン薬局山王店 千葉市稲毛区 山王町１６２－５ サービス JS-0004-3751

大洋薬局山王店 千葉市稲毛区 山王町１６５－１ サービス JS-0004-3495

トップ・キャラクター 千葉市稲毛区 小深町１２１－４ サービス JS-0004-1695

another Door 千葉市稲毛区 小仲台　２－１０－１１ サービス SL-2000-0634

グラマラスヘアー 千葉市稲毛区 小仲台２－５－１１　ライトビル２Ｆ サービス JS-0000-6938

PRIMALinage 千葉市稲毛区 小仲台２－５－１５　第８若菜ビル３Ｆ　 サービス ZN-0001-2060

耳つぼダイエットサロンリフレッシュ 千葉市稲毛区 小仲台２－５－２　第一大越ビル４０３　 サービス PK-0000-0816

エスティフル 稲毛店 千葉市稲毛区 小仲台２－８－２７　ＱＵＲＥＡＳ１F サービス JS-0005-9626

バーバーカセ 千葉市稲毛区 小仲台３－９－６ サービス JS-0004-2378

ヘアメイク MAHANA 千葉市稲毛区 小仲台６－７－９ サービス JS-0002-2805

タイヤショップカザミ長沼本店 千葉市稲毛区 長沼原町６７０－２ サービス JS-0005-6021

Frespo 鍼灸整骨院 千葉市稲毛区 長沼原町７３１－１７ サービス JS-0005-0927

ダスキンレントオール千葉ステーション 千葉市稲毛区 長沼原町７７５－２ サービス JS-0005-4993

クレッセ動物病院 千葉市稲毛区 長沼原町７９４－１－１ サービス JS-0000-5155

SAKURA Beauty 西千葉店 千葉市稲毛区 弥生町２－１１　ハイブリッジビル１F サービス SL-2000-7819

西千葉接骨院 千葉市稲毛区 緑町１－１８－３　新日本オフィスビル１０１ サービス JS-0002-2479

mode studio Ash 千葉市稲毛区 緑町１－２１－２０　セイヤビル１０１ サービス JS-0003-8575

M3Hair 西千葉店 千葉市稲毛区 緑町１－２５－１ サービス JS-0004-9818

美容室ココみどり 千葉市稲毛区 緑町１－８－１６　緑町中央ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0001-2779

こころ動物病院 千葉市稲毛区 六方町２６－７ サービス AL-0000-0113

炭火屋 ともろう 千葉市花見川区 花園１－８－２ 飲食店 JS-0000-0258

新日本料理つかさ 千葉市花見川区 千種町２４１－９　　 飲食店 ZN-0002-7945

リトルフェイバリット 千葉市花見川区 幕張町４－５４４－２９　ひまわりマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-5134

くしきゅう幕張店 千葉市花見川区 幕張町５－１５０－１１ 飲食店 JS-0004-9865

回頭 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１４４　雄和ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-1158

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 ZN-0001-0084

AsianCafeNOY’S 千葉市花見川区 幕張本郷１－１４－７　プチハウス竹中１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2508

リバティ 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　イチマツビル３０１　 飲食店 ZN-2000-0178

あばら大根幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　一松ビル　 飲食店 ZN-0001-2388

渡邉十八番 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　一松ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-0462

ママンパート 2 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　一松ビル２０５　 飲食店 ZN-2000-2513

串いち幕張本郷駅前店 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－３　相葉ビル 飲食店 JS-0003-9904

季節料理鮮弐番館 千葉市花見川区 幕張本郷２－２－２０　宮澤ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-0983

串いち幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷２－２－２０　富澤ビル１０２ 飲食店 JS-0003-9905

炭火屋ともろう Jr．幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷２－９－１ 飲食店 JS-0001-4440

HIDE ＆ SEEK 千葉市花見川区 幕張本郷６－２５－４　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2737

そば居酒屋久道家 千葉市花見川区 幕張本郷６－２６－１０　きのえビル 飲食店 JS-0000-5844

鮨一十 千葉市花見川区 幕張本郷６－２７－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5869

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 ZN-0000-9779

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 JS-0001-5187

プレミアム 千葉北店 千葉市花見川区 宇那谷町３３４－１ ショッピング JS-0003-8433

ユースドカーナンバーワン 千葉市花見川区 横戸町１０５２－３　　 ショッピング ZN-0002-9112

花園文具店 千葉市花見川区 花園５－１２－４ ショッピング JS-0005-0776
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ライフファッション まぁむ 千葉市花見川区 花見川２－４２－１１０ ショッピング JS-0005-8095

アクセル 千葉市花見川区 宮野木台１－２４－３５ ショッピング JS-0004-7472

くらたや 千葉市花見川区 検見川町２－５２ ショッピング JS-0004-5970

きらり薬局新検見川店 千葉市花見川区 検見川町３－３０１－２４　 ショッピング PK-0000-5123

ケイ・ワン 千葉市花見川区 三角町６３７－１　　 ショッピング ZN-2000-1030

ビッグワン ハイエ－ス専門店 千葉市花見川区 大日町１３８９－５ ショッピング JS-0004-5923

ゴルフメンテナンスアーバン千葉 千葉市花見川区 天戸町１２２９　ゴルフリゾート花見川内 ショッピング JS-0002-4282

クラックラン・アルザス 千葉市花見川区 畑町４２６－１　 ショッピング SL-2000-8093

キシ薬局 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　　 ショッピング ZN-2000-2537

寄楽屋買取千葉北店 千葉市花見川区 犢橋町１５８－１　　 ショッピング ZN-0002-5230

ナノ・グラス・コート・ジャパン 千葉市花見川区 犢橋町１６６６－１ ショッピング JS-0000-9298

ヘアーメイク リハル 千葉市花見川区 さつきが丘２－１－１－１０８ サービス JS-0004-6835

ティーユーシー千葉北インター店 千葉市花見川区 宇那谷町３５２－１ サービス JS-0003-8301

オニキス千葉センター 千葉市花見川区 横戸町１１９７ サービス JS-0001-4052

happs 千葉市花見川区 花園１－２０－９ サービス JS-0005-9045

M’zhair 千葉市花見川区 花園１－６－５　花園陸橋ビル１０３　 サービス ZN-0002-8005

クレバー 千葉市花見川区 三角町７８－２ サービス JS-0002-1628

有限会社 EuroFreak 千葉市花見川区 千種町７０－１ サービス JS-0001-3983

デルタリンク千葉ポイント 千葉市花見川区 大日町１４１４－１　　 サービス PK-0000-0091

ティーユーシー千葉 16 号店 千葉市花見川区 内山町２５２－１ サービス JS-0003-8299

幕張どうぶつ病院 千葉市花見川区 幕張町４－６３－１ サービス JS-0001-3574

Kirari 千葉市花見川区 幕張町４－８２６－１ サービス JS-0004-6872

DIARY 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１１２　ミノサ幕張２ＢＦ サービス JS-0000-3828

美容室 oggihair 千葉市花見川区 幕張本郷１－２－１　サンクレスト本郷１Ｆ　 サービス PK-0000-1987

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 JS-0000-0746

K2u 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１１　一松ビル２０３ サービス JS-0002-5471

美容室シャドウ 千葉市花見川区 幕張本郷２－２０－７　 サービス SL-2000-3826

本郷薬局 千葉市花見川区 幕張本郷２－３６－２１－１Ｂ サービス JS-0004-2662

クローバーズ・ヘアー 千葉市花見川区 幕張本郷２－８－１１　一甚ビル２Ｆ サービス JS-0000-8409

Hair Tops 千葉市花見川区 幕張本郷５－４－７　ラファイエット本郷２０４ サービス JS-0003-5371

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 JS-0000-0745

LagrangI 千葉市花見川区 幕張本郷６－２１－１５－１０５ サービス JS-0001-8740

エフズガレ－ジ 千葉市花見川区 犢橋町６９－３　　 サービス PK-0000-1379

カラオケ 10 番幕張本郷店 千葉市花見川区 幕張本郷１－３－１５　第３一松ビル３Ｆ エンターテインメント JS-0001-8117

クスリのノザワ 千葉市花見川区 幕張町６－１１４－１１　 その他 SL-2000-3973

日々人 千葉市美浜区 ひび野１－１４　ａｕｎｅ幕張２Ｆ－２－２　 飲食店 ZN-0001-0151

あく庵 千葉市美浜区 ひび野１－１４　ａｕｎｅ幕張４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5426

季作 千葉市美浜区 ひび野１－１４　ａｕｎｅ幕張５Ｆ４区画　 飲食店 ZN-2000-6324

稲わら家海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－４－１　エクセリオ幕張　 飲食店 ZN-0001-1120

ゆずの小町海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－４－１　エクセリオ幕張　 飲食店 ZN-0001-2012

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 ZN-0000-4067

博多劇場海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9731

鳥光国海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0074

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 JS-0001-3673
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ティーヌン海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9993

響き 千葉市美浜区 ひび野１－９　スーク海浜幕張３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0184

東京ベイ幕張ホール 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内 飲食店 JS-0003-9980

牛繁稲毛海岸店 千葉市美浜区 高洲１－２２－１０　　 飲食店 ZN-2000-5791

炭火焼しちりん 稲毛海岸店 千葉市美浜区 高洲１－２２－２２　エジリビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4441

まめ牛千葉店 千葉市美浜区 高洲３－１４－１　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0272

イタリア市場トスカーナ 千葉市美浜区 高洲３－２０－４５　細矢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2305

ベリーズカフェ 千葉市美浜区 高浜４－１２－２　　 飲食店 ZN-2000-0192

Mother Moon Cafe 美浜 千葉市美浜区 新港１１７ 飲食店 JS-0002-4185

牛繁美浜リゾート店 千葉市美浜区 新港３２－６－９　ミハマニューポートリゾート内　 飲食店 ZN-0000-9955

Veicolo 千葉市美浜区 新港７０－１　ネッツトヨタ内　 飲食店 SL-2000-7433

Anniversary ＆ Days cafe 千葉市美浜区 真砂３－１５－６　 飲食店 SL-2000-0559

ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ 千葉市美浜区 打瀬２－１０　パティオス１５番街１Ｆ 飲食店 JS-0003-2191

ジャイネパール 千葉市美浜区 打瀬２－１２　パティオス５番街１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9551

にんにくに 4 千葉市美浜区 中瀬１－３　幕張テクノガーデンＤ－２４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7927

空海海浜幕張店 千葉市美浜区 中瀬１－３　幕張テクノガーデンＤ－２４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7500

兆一幕張店 千葉市美浜区 中瀬２－６　ＷＢＧマリブダイニング３Ｆ 飲食店 JS-0000-9005

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 AX-0000-0016

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ＣＯ２ＦＣＯ２１６　 飲食店 ZN-0000-9571

ビストログランビア 千葉市美浜区 中瀬２－６　幕張ＷＢＧダイニング３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0128

MINHAKILAKILA 幕張店 千葉市美浜区 ひび野２－１０－１　ホテルザマンハッタン１Ｆプロムナード　 ショッピング ZN-2000-6973

ジュエリーブティック ロジェルカ 千葉市美浜区 ひび野２－１０－１　マンハッタンホテル ショッピング JS-0001-2940

Giftshop おみやげキングダム 千葉市美浜区 ひび野２－１０－３　ホテルグリーンタワー幕張１Ｆ ショッピング JS-0003-7450

ピーターバード 幕張店 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 ショッピング JS-0000-1174

スイーツミズノヤ 千葉市美浜区 高洲１－１６－５５ ショッピング JS-0005-2611

メルヘン 千葉市美浜区 高洲２－３－１４　高洲第一ショッピングセンター内 ショッピング JS-0005-9046

二木ゴルフ 千葉幕張店 千葉市美浜区 若葉２－３　 ショッピング AX-2000-0036

てるてるランド検見川浜店 千葉市美浜区 真砂４－１－１０　ショッピングセンターＰＩＡ１Ｆ ショッピング JS-0003-5868

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 JS-0000-8136

クラックラン 千葉市美浜区 打瀬２－５　パティオス３番街 ショッピング SL-2000-8092

スタディオ・S 幕張新都心店 千葉市美浜区 豊砂１－１　イオンモール幕張新都心グランドモール２Ｆ ショッピング JS-0005-6999

オレンジポップ海浜幕張店 千葉市美浜区 ひび野１－１４　　 サービス ZN-0000-9613

リゾートスパアリュメール幕張店 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３Ｆ サービス JS-0004-2956

わんわん保育園ヴィラ・マリーナ 千葉市美浜区 磯辺２－６－６　ウェルズ２１磯辺パート１，Ａ－１Ｆ サービス JS-0000-7449

ウェディングストーリー幕張本店 千葉市美浜区 磯辺４－１－１ サービス JS-0000-7574

アンズガーデン幕張本店 千葉市美浜区 磯辺４－２－１ サービス JS-0000-7572

M3Hair 磯辺店 千葉市美浜区 磯辺６－３－１２　ダイアパレス検見川浜テラス１０２ サービス JS-0004-9873

美浜どうぶつ病院 千葉市美浜区 高洲１－１６－５３ サービス JS-0004-6742

グルームマーレクオリア 千葉市美浜区 高洲１－１－８ サービス JS-0004-4473

ATELIER VISAGE 稲毛海岸店 千葉市美浜区 高洲１－２２－２２　江尻ビル１Ｆ サービス SL-2000-5909

ベイシティシュモレ 千葉市美浜区 高洲１－２２－８　　 サービス ZN-0001-1077

ホワイト急便稲毛海岸店 千葉市美浜区 高洲３－１５－１ サービス JS-0005-6973

シュモレフェリーク 千葉市美浜区 真砂２－１－１０　　 サービス ZN-0001-0011

ヘナのお店 千葉市美浜区 打瀬１－２－３　セントラルパークウェスト　Ａ棟１Ｆ サービス SL-2000-0151
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ヘアファッションビ・ボ－ン 千葉市美浜区 打瀬２－１１－６－１０３　 サービス PK-0000-5146

ベイタウン整骨院 千葉市美浜区 打瀬３－７　パティオス２１番街１２２号 サービス JS-0004-9121

ベイタウンペットクリニック 千葉市美浜区 打瀬３－９　幕張ベイタウンパティオス２２番街１００ サービス JS-0000-7332

4CARAT4 千葉市美浜区 打瀬３－９　幕張ベイタウンパティオス２２番街１００ サービス JS-0000-7350

髪処 千葉市美浜区 幕張西２－７－１１　ライオンズガーデン幕張プラザ１Ｆ サービス JS-0004-5092

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 その他 SL-2000-2878


