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［君津市／富津市／木更津市］

加盟店名 所在地 ジャンル

大衆バル O － KINI 君津市 久保１－１１－４　　 飲食店 ZN-0002-8046

あい 君津市 久保１－４－７ 飲食店 JS-0005-9309

ワールド 君津市 久保２－１０－１０ 飲食店 JS-0002-7940

LESPOIR 君津市 久保２－２－６ 飲食店 JS-0005-5142

ティールームエリー 君津市 久留里市場８４５ 飲食店 JS-0002-9173

鮮繁 君津市 宮下２－９－２２ 飲食店 JS-0001-8308

郷里 君津市 向郷１０１ 飲食店 JS-0004-4130

旬彩ダイニングうみぼうず 君津市 西坂田１－３－１４ 飲食店 JS-0001-2512

菊蔵 君津市 西坂田１－３－９ 飲食店 JS-0003-9157

さるとび 君津市 西坂田２－５－１６　　 飲食店 PK-0000-6521

おかむら 君津市 西坂田３－９－１ 飲食店 JS-0002-3544

とん太郎 君津市 台１－１－５ 飲食店 JS-0003-7649

カンパーニャ 君津市 大戸見２９６ 飲食店 JS-0004-7565

ら－めんなじみ 君津市 中富９８４－１　　 飲食店 PK-0000-2232

お富さん君津店 君津市 東坂田１－７－１ 飲食店 JS-0001-2581

君津ノ煖 君津市 東坂田２－５－７　島田君津ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1447

君津北口の君鶏 君津市 東坂田２－６－１６　サンプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0930

やきとり 秀ちゃん 君津市 内蓑輪１２２－１ 飲食店 JS-0005-8031

日比谷　三源豚 君津市 北子安３－７－２　　 飲食店 PK-0000-6520

拉麺帝王 君津市 北子安６－１７－８ 飲食店 JS-0006-0057

激辛ラーメンの拉麺帝王 君津市 北子安６－１７－８　 飲食店 SL-2000-6650

ホビーショップピットイン 君津市 外箕輪３－５－３０ ショッピング JS-0003-7544

スアヴトライブ 君津市 南子安１－３－１４　 ショッピング SL-2000-6562

メガネサロントミナガ南子安店 君津市 南子安１－８－１０ ショッピング JS-0000-8605

お米と雑穀の専門店石川商店 君津市 南子安３－１７－２３ ショッピング JS-0005-4283

マンゾクスーパーステーション〔君津店〕 君津市 南子安８－２－３５ ショッピング JS-0002-7214

菓子工房　青い鳥 君津市 南子安９－１４－５　石渡マンション１０１　 ショッピング PK-0000-8885

アカツキ自動車商会 君津市 下湯江１１０２ サービス JS-0002-8846

美容室 misa 君津市 中野１－２５－２４ サービス JS-0002-3401

NISSHO レンタカー 君津営業所 君津市 中野５－３－１８ サービス JS-0002-9928

plage misa 君津市 南久保２－１４－１ サービス JS-0002-6546

ANGEL hairsalon 君津市 南子安８－１８－１８ サービス JS-0001-8021

TWICE 君津市 法木作１－３－１８ サービス JS-0000-9990

クリーニングミツミネ君津本店 君津市 北久保１－３－１ サービス JS-0004-4986

チバ写真 君津市 杢師１－１６－３　　 サービス PK-0000-0924

ZEAL 君津店 君津市 杢師２－２－３３　　 サービス ZN-0002-9030

日本料理武平 君津市 常代２－１１－２１ その他 SL-2000-3443

寿司活魚料理　いそね 富津市 岩瀬９９３－４　　 飲食店 PK-0000-6513

ひろ寿司 富津市 新井７８－１ 飲食店 JS-0003-7771

正凛亭 富津市 青木２－９－１２ 飲食店 JS-0004-6661
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マルテン産業機械株式会社 富津市 大堀１１４８ ショッピング JS-0004-7198

オトキ商店 富津市 大堀５１１　　 ショッピング PK-0000-8464

ILMariolo 木更津市 ほたる野１－２０－２　ラーゼンパラスト１０３　 飲食店 ZN-0002-9259

ricochet 木更津市 羽鳥野６－８－２　　 飲食店 PK-0000-6534

さくら kitchen 木更津市 貝渕３－６－９　　 飲食店 PK-0000-6542

蟹工船袖ヶ浦店 木更津市 牛込３１０　　 飲食店 ZN-2000-2719

活き活き亭 金田店 木更津市 金田東６－１８－１ 飲食店 JS-0004-0090

Maka Maka 木更津市 清見台２－２６－２５　カノガワ店舗１０２ 飲食店 JS-0004-5812

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 JS-0001-0280

中国料理 東洋 木更津店 木更津市 太田４－１４－１　 飲食店 SL-2000-2945

コ－ヒ－レストラン　モンシェリ－ 木更津市 大和１－１－１３　　 飲食店 PK-0000-6623

クロワッサン木更津ワシントンホテル店 木更津市 大和１－２－１ 飲食店 JS-0004-9960

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 ZN-0001-1789

串カツやまだ 木更津店 木更津市 大和１－３－１４ 飲食店 JS-0002-9525

南国酒場かりゆし 木更津市 大和１－９－５　魁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8254

大番食堂 木更津市 大和２－１１－１２ 飲食店 JS-0004-1316

木更津の煖 木更津市 大和２－１－１６　木更津アドレス２０１　 飲食店 ZN-0001-1050

居酒屋 久保田 木更津市 大和２－１３－１６　　 飲食店 ZN-2000-0051

和 dining 彦一 木更津市 大和３－２－１１　　 飲食店 ZN-0002-9132

房総浪漫炙り屋 木更津市 中央２－２－２　　 飲食店 ZN-0002-3260

寿司竹 木更津市 中央２－３－８　　 飲食店 PK-0000-6500

お富さん太田店 木更津市 東太田１－１１－３ 飲食店 JS-0001-2583

日本料理たかはし 木更津市 東太田２－１４－２２　　 飲食店 ZN-0001-0639

桜龍 木更津市 東太田２－１６－２ 飲食店 JS-0001-7869

肉酒場 木更津市 東太田２－１６－５ 飲食店 JS-0003-3167

kee’s・Diner 木更津市 東太田２－１６－７　サンライズビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4036

焼鳥おず 木更津市 東太田３－８－３　ハイツヒサＢ１０１　 飲食店 PK-0000-3358

ダーツ＆レストランたまーる 木更津市 東中央１－４－６　伊藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6601

10PEN 木更津市 東中央１－５－１２ 飲食店 JS-0003-8085

天下一 木更津市 東中央１－５－１２ 飲食店 JS-0005-3226

大衆酒場零四三八 木更津市 東中央２－１０－１４　　 飲食店 ZN-2000-4979

夜カフェイタリアンカフカ 木更津市 東中央２－１０－１９ 飲食店 JS-0004-6400

こだわりもん一家木更津店 木更津市 東中央２－１－１　ＤＲＥＡＭＢＵＩＬＤＩＮＧ１F　 飲食店 ZN-2000-4414

上総食材カフカ 木更津市 東中央２－１１－１ 飲食店 JS-0004-6401

肉汁地獄 木更津店 木更津市 東中央２－１－１７ 飲食店 JS-0003-2824

房州酒場木更津商店 木更津市 東中央２－２－２３　ゆみーる東中央弐番館１F 飲食店 ZN-0001-2149

さぬきうどん　やまや 木更津市 富士見１－７－１３　　 飲食店 PK-0000-6718

お富さん富士見店 木更津市 富士見２－１－１４ 飲食店 JS-0001-2582

なべや 木更津市 富士見２－１－７　　 飲食店 ZN-0002-5002

鮨かねた 木更津市 富士見２－６－１３　ＣＩＴＹＢＯＸ２Ｆ　 飲食店 PK-0000-3233

29BAL 木更津市 文京３－１－２７ 飲食店 JS-0005-0356

中華食堂　金龍 木更津市 木更津３－１３－１　　 飲食店 PK-0000-6538

hanahaco 木更津市 矢那１８７９－１　 飲食店 SL-2000-6593

ブルーシックスバイク 木更津市 ほたる野４－１０－１６　 ショッピング SL-2000-0715
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GOLF REMIX（ゴルフリミックス） 木更津市 ほたる野４－１９－１ ショッピング SL-2000-0987

シマヤ釣具 木更津店 木更津市 ほたる野４－４－４ ショッピング JS-0002-3309

カントリーファーム 木更津市 永井作６０　　 ショッピング ZN-0002-5502

みずの洋品店 木更津市 貝渕２－８－１０ ショッピング JS-0003-4917

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 JS-0003-0816

マライカバザール 木更津店 カフェ 木更津市 金田東１－１４－１ ショッピング JS-0003-0907

DOGDEPT 木更津店 木更津市 金田東６－１９－３ ショッピング JS-0001-9562

パティスリー ティアレ 木更津市 幸町２－７－１１ ショッピング JS-0003-3615

ホンダウイング木更津 木更津市 幸町３－１０－８　　 ショッピング ZN-2000-4782

古山衣料 木更津市 高砂１－３－２９　　 ショッピング PK-0000-8410

シヤロン 木更津市 清見台２－６－２１　 ショッピング SL-2000-0981

ベル薬局　清見台 木更津市 清見台３－６－３　　 ショッピング PK-0000-8731

ドッグハウスおおさわ 木更津市 清見台東２－３－２０ ショッピング JS-0004-8812

中川海苔店 木更津市 請西２－５－２２　 ショッピング SL-2000-9863

パティスリーサン・ドニ 木更津市 請西東１－３－２ ショッピング JS-0005-4175

FLOWERS 木更津市 請西東１－３－５　　 ショッピング ZN-0002-8102

（有）ムサシヤ 請西東店 木更津市 請西東５－２３－１　 ショッピング SL-2000-1982

権次郎 木更津市 太田３－１－１９ ショッピング JS-0002-4787

やまと薬局 木更津市 大和１－９－６　　 ショッピング PK-0000-8590

金田屋リヒトミューレ 木更津市 中央２－１－１６　 ショッピング SL-2000-2681

LocalBrand アロハテラス木更津店 木更津市 中島５３７　アロハテラス内 ショッピング JS-0004-1455

ベアーズ 木更津市 中里５９０ ショッピング JS-0005-1937

みみ 木更津市 朝日３－８－３ ショッピング JS-0001-0793

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 JS-0002-8388

ロイズオート 木更津市 長須賀２０９１－４　 ショッピング SL-2000-5844

サイクルショップ ピーナッツ 木更津市 東太田１－１７－１４　丸谷コーポ１００ ショッピング JS-0005-9066

ハウスデコ 木更津市 東太田４－１－１３ ショッピング JS-0002-8678

デプレ 木更津市 東中央２－１０－１　　 ショッピング ZN-0002-9105

ブティックエコー 木更津市 富士見１－２－１　スパークルシティ木更津Ａ館２Ｆ ショッピング JS-0000-4051

厚生水産 富士見営業所 木更津市 富士見３－４－４３ ショッピング JS-0004-0088

活き活き亭 富士見店 木更津市 富士見３－４－４３ ショッピング JS-0004-0091

ワークマート 木更津市 文京４－１－３３　　 ショッピング ZN-2000-5640

二木ゴルフ 木更津店 木更津市 文京４－５－５　 ショッピング AX-2000-0039

ヤマグチライフクリエイト 木更津市 本郷２－６－１５ ショッピング JS-0004-4911

GRACE 木更津市 矢那３３５１－１０ ショッピング JS-0001-0153

理容室 ISHII 木更津市 かずさ鎌足２－３－９　スポーツ棟２Ｆ サービス JS-0004-0177

かわな動物病院 木更津市 ほたる野１－３１－３ サービス JS-0000-7895

アヴェニール 木更津市 ほたる野４－１０－１０ サービス JS-0003-2314

ぎおん薬局 木更津市 永井作１－１０－３ サービス JS-0001-3573

ル．レーヴ 木更津市 祇園１－２５－６ サービス JS-0001-0401

有限会社飯塚自動車工業 木更津市 久津間８５４ サービス JS-0002-6790

Doors 木更津市 金田東６－２４－１　ラジュネス１０１ サービス JS-0005-1110

株式会社車検専科 木更津市 江川３９０－１ サービス JS-0002-7133

hairagir 木更津市 港南台１－３１－１０ サービス JS-0002-4604
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ALICE 木更津市 港南台２－１２－３　港南台２－猪テナントＢ サービス JS-0005-2403

パノラマクラフト 木更津市 桜井新町１－１－２ サービス JS-0003-7646

ネイルサロン・アイラッシュなでしこ 木更津市 真舟２－３０－１２　　 サービス ZN-0002-9591

Hair CONTRAIL 木更津市 真舟５－７－１７－１０６　 サービス SL-2000-1741

CLEARONE 木更津市 菅生７９９ サービス JS-0004-6437

小林ランドリー 木更津市 清見台１－２３－１７ サービス JS-0002-3713

楽々広場清見台店 木更津市 清見台東２－５－１０ サービス JS-0004-1874

ちゃーむはうす 木更津市 請西１－２２－３ サービス JS-0005-6487

nico Hair Atelier 木更津市 請西３－１－２２　さくら店舗Ａに サービス JS-0002-3619

ぱぁまや napochi 木更津市 請西３－１６－１５ サービス JS-0004-4007

ヘアーマジックモガ木更津店 木更津市 請西南２－２７－１　イオンタウン木更津内　 サービス ZN-2000-7044

Freude 木更津市 請西南５－２１－２ サービス JS-0004-0410

マリン　太田店 木更津市 太田３－７－７　　 サービス PK-0000-8091

La main de maman 木更津市 太田４－１３－２７ サービス JS-0002-3814

ピュアマインド木更津駅前東口店 木更津市 大和２－１２－１３　八千代ビル１Ｆ サービス JS-0006-0051

ブロンシュの森 木更津市 中央１－２－１６ サービス JS-0001-1178

もみの森 木更津市 中里２３６－４ サービス JS-0005-4290

癒や 木更津市 朝日１－６－７　ハピーハイツ１Ｆ サービス JS-0002-2669

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 SL-2000-9635

adepthair 木更津市 長須賀９２６－２　サンライズキンレイ１Ｆ サービス JS-0003-8599

LUNETTESHAIR 木更津市 文京３－１－１３ サービス JS-0001-8903

ZEAL 木更津店 木更津市 文京３－４－１６　　 サービス ZN-2000-1929

うた丸清見台店 木更津市 清見台東３－７－２ エンターテインメント JS-0000-7577

WONEMAKE（ワンメイク） 木更津市 ほたる野４－１０－７　 その他 SL-2000-7584

農業公園ぽんぽこ村 木更津市 牛袋野５０６ その他 JS-0004-9438

ハピカラうた丸清見台店 木更津市 清見台東３－７－２ その他 JS-0005-9336


