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［千葉市若葉区／緑区］

加盟店名 所在地 ジャンル

暖笑 千葉市若葉区 貝塚町１１０８－１６ 飲食店 JS-0004-1848

千成寿司 千葉市若葉区 桜木北３－１９－３ 飲食店 JS-0000-7479

オリーブカフェダイニング 千葉市若葉区 若松町２１７０－４　アルテーシア２－１０１ 飲食店 JS-0005-4045

ベレッザ 千葉市若葉区 西都賀３－１－１０　布施ビル２Ａ　 飲食店 ZN-2000-4484

茶居銘 千葉市若葉区 西都賀３－１７－１　　 飲食店 ZN-2000-4601

信州そばあづみ野 千葉市若葉区 西都賀３－１－８　ハックベリー都賀１０１　 飲食店 ZN-0001-1224

浜焼太郎西都賀店 千葉市若葉区 西都賀３－２－９　　 飲食店 ZN-0002-5776

ミラクルス 千葉市若葉区 西都賀３－５－１　第８地商ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-2781

SPORTS　BAR　Emirat 千葉市若葉区 西都賀３－５－２１　２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6795

魚河岸バル HAYASHIDA 千葉市若葉区 西都賀３－９－２　小山ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-1905

Fa Bene 千葉市若葉区 殿台町４１９－１ 飲食店 JS-0000-4589

焼肉千日苑 千葉市若葉区 都賀２－１８－８　　 飲食店 ZN-2000-7236

とりや 千葉市若葉区 都賀３－１０－３　　 飲食店 ZN-2000-3074

キッチン柿華 千葉市若葉区 都賀３－１７－８　コーポキタハラ１０１ 飲食店 JS-0001-5050

ダイニングバーらくだ 千葉市若葉区 都賀３－１－９ 飲食店 JS-0005-4659

Shun 千葉市若葉区 都賀３－３３－２ 飲食店 JS-0000-4346

TRATTORIAALBERO 千葉市若葉区 東寺山町３４５－４　　 飲食店 ZN-0001-0300

シンエイ 金物 千葉市若葉区 加曽利町１６０３－８９ ショッピング JS-0000-0661

プレミアム 千葉市若葉区 加曽利町９００－２３ ショッピング JS-0003-8340

寄楽屋千葉店 千葉市若葉区 貝２－９－３　　 ショッピング ZN-0001-0853

S － one GOLF 千葉市若葉区 御殿町９－４　フジゴルフパーク内 ショッピング JS-0002-5916

カー用品 Get 千葉市若葉区 高根町３５５　　 ショッピング ZN-0001-2283

CLASSICA 千葉市若葉区 高品町２５０－１ ショッピング SL-2000-2011

Dily 千葉市若葉区 高品町２５５－１　 ショッピング SL-2000-4702

株式会社首都圏メディカル 千葉店 千葉市若葉区 若松町２１４７－７ ショッピング JS-0003-5461

シールズ 千葉市若葉区 小倉町１３３６ ショッピング JS-0000-2687

ラジコン天国 ROUTE66 千葉市若葉区 中田町１１２０－２ ショッピング JS-0004-9353

シューズ・ライフ・ワールド 千葉市若葉区 都賀３－４－１　 ショッピング SL-2001-1777

バウハウス都賀店 千葉市若葉区 都賀３－４－１　なかやショッピングセンター ショッピング JS-0000-1635

サイクルフレンド 千葉市若葉区 都賀３－４－５　１Ｆ ショッピング JS-0004-1566

M3Hair みつわ台店 千葉市若葉区 みつわ台２－３６－７ サービス JS-0004-9819

A × O 千葉市若葉区 みつわ台４－１７－１８　ミツワプラザ１０４　 サービス ZN-0001-5457

犬濯屋川村 千葉市若葉区 みつわ台５－３１－１１ サービス JS-0001-1816

BEN 犬猫エキゾの病院 千葉市若葉区 愛生町５９ サービス JS-0003-0506

インフィニットジャパン 千葉市若葉区 加曽利町３９９－２ サービス JS-0003-2274

TRINITY － B 千葉市若葉区 加曽利町６８８－３　１Ｆ サービス JS-0002-7422

アニマルライフクリニック 千葉市若葉区 高品町８９９－２ サービス JS-0002-3147

アニマルライフ 千葉市若葉区 高品町８９９－２ サービス JS-0002-3182

トータルビューティトゥルース 千葉市若葉区 桜木７－３－８　伊勢豊ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-6204

La・petite　S 千葉市若葉区 桜木北１－２７－１２　　 サービス PK-0000-8437
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スピードアップ 千葉市若葉区 若松町２１１８－２ サービス JS-0004-5971

オリーブドッグサロン 千葉市若葉区 若松町２１７０－８５　アルテーシア１－１０１ サービス JS-0005-4027

オートショップブルーフラッグ 千葉市若葉区 若松町９８４－４５７ サービス JS-0003-0909

ふじむら犬猫病院 千葉市若葉区 西都賀１－２１－７ サービス JS-0003-5295

ヘアサロン GROW 千葉市若葉区 西都賀２－６－６　小山ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-3937

髪質改善個室型美容室 naf 千葉市若葉区 西都賀３－１－８　ハックルベリー都賀２Ｆ サービス JS-0005-8968

クレアトゥール華西都賀店 千葉市若葉区 西都賀３－１８－１　　 サービス ZN-0001-0674

株式会社千葉井戸ポンプセンター 千葉市若葉区 千城台西１－１０－５ サービス JS-0004-2936

ニコニコレンタカー千葉大草店 千葉市若葉区 大草町２９３ サービス JS-0001-2739

naf hairmake 千葉市若葉区 都賀３－１２－３　プラトー都賀１Ｆ サービス JS-0003-2083

りら美容室 都賀店 千葉市若葉区 都賀３－１８－９ サービス JS-0003-2565

Lish 都賀店 千葉市若葉区 都賀５－２０－４ サービス JS-0004-1961

ファッション ビビアン 千葉市若葉区 千城台西１－３７－３　 その他 SL-2000-1947

ペットサロン piari 千葉市若葉区 千城台東１－３－１０－１０３ その他 JS-0003-0696

ラ・コリーナ 千葉市緑区 あすみが丘１－２０－１　　 飲食店 ZN-0001-1741

喃風あすみが丘店 千葉市緑区 あすみが丘１－２０－１　バーズモール　Ｈ－３ 飲食店 SL-2000-1586

食楽菜彩遊や 2 号店 千葉市緑区 あすみが丘１－３９－９ 飲食店 JS-0000-7279

食楽菜彩遊や 千葉市緑区 あすみが丘２－３－１２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2597

CHANDRAMA ファミリーレストラン 千葉市緑区 あすみが丘２－４－２ 飲食店 JS-0005-0287

角の花 千葉市緑区 おゆみ野３－１３－９ 飲食店 JS-0004-1329

インド料理タージ・マハル 千葉市緑区 おゆみ野３－２７－２ 飲食店 JS-0001-1404

かまとりダイニング 轍 千葉市緑区 おゆみ野３－７－１　芝コーポ５号館１０６　 飲食店 ZN-0001-0182

レストランバー MAMMA 千葉市緑区 おゆみ野４－２－１７　　 飲食店 ZN-0001-0033

かま鶏 千葉市緑区 おゆみ野４－２－１７　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2591

旬鮮居酒屋 やわら 千葉市緑区 おゆみ野６－２７－４ 飲食店 JS-0005-4275

le Bleu 千葉市緑区 おゆみ野南３－６－３８　　 飲食店 ZN-0001-2801

しみず薬局千葉店 千葉市緑区 あすみが丘１－２３－７　　 ショッピング ZN-2000-1805

ビハウス土気店 千葉市緑区 あすみが丘４－１－４　パストラル２０２ ショッピング JS-0004-8231

SCREWRacing モーターサイクル 千葉市緑区 あすみが丘東１－２０－２２ ショッピング JS-0004-4780

Patisserie 晴れの日 千葉市緑区 おゆみ野２－１７－３ ショッピング AD-0000-0562

ビハウス鎌取店 千葉市緑区 おゆみ野３－４０－８　河野ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-8228

サイクルショップ スカイロード 千葉市緑区 おゆみ野３－５－１７　芝コーポ３号館 ショッピング JS-0004-4779

IRON PONY 千葉市緑区 おゆみ野４－１７－３ ショッピング JS-0004-4880

トップロード 千葉市緑区 おゆみ野南１－２１－２０ ショッピング JS-0002-4647

おゆみ野薬局 千葉市緑区 おゆみ野南３－２４－６ ショッピング JS-0005-3250

メガネ　アモ 1 千葉市緑区 おゆみ野南５－３７－１　イオンおゆみ野ショッピングセンタ－１Ｆ ショッピング PK-0000-8192

TSC 蘇我インター店 千葉市緑区 古市場町９０２－１ ショッピング JS-0004-8320

花福 千葉市緑区 高田町４０１－１ ショッピング JS-0004-9834

LEEZ HAIR DESIGN 千葉市緑区 あすみが丘１－２３－２ サービス JS-0005-4815

ZIPGardenAsumi 千葉市緑区 あすみが丘２－３５－１４　　 サービス ZN-0001-1515

L’etoile Unique 千葉市緑区 あすみが丘４－１－１ サービス JS-0002-5755

HEARTS 千葉市緑区 おゆみ野３－２３－５　ジュネスグランドール１Ｆ－Ｂ サービス JS-0000-3467

アン・コトン 鎌取駅前店 千葉市緑区 おゆみ野３－２３－５　ジュネスグランドール１Ｆ サービス JS-0002-7036

SalondecoiffureK ＆ K 千葉市緑区 おゆみ野３－２５－１０　フルールメゾン１Ｆ サービス JS-0000-5048
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美容室 J － ONE 千葉市緑区 おゆみ野３－５－１７　芝コーポ３号館１０３　 サービス ZN-0001-2986

K ＆ Koriginalhair 千葉市緑区 おゆみ野４－２２－９－１０２ サービス JS-0005-8680

きらり薬局 鎌取店 千葉市緑区 おゆみ野４－２－７ サービス JS-0002-6591

Gentil 千葉市緑区 おゆみ野中央１－１２－１８１　 サービス ZN-0001-2233

Lumina ORGANIC HAIR SALON 千葉市緑区 おゆみ野中央１－１７－５　リバティヒル学園前１０２ サービス SL-2000-7662

ヘアリブ 千葉市緑区 おゆみ野中央１－２０－１　ヤオコー内　 サービス ZN-2000-4510

ミューズおゆみの店 千葉市緑区 おゆみ野中央２－４－１３　　 サービス ZN-2000-6614

GreenRoom 千葉市緑区 おゆみ野中央４－２３－９－１０１　 サービス ZN-0002-8088

ホワイト急便ミツミネおゆみ野中央 7 丁目店 千葉市緑区 おゆみ野中央７－１－７ サービス JS-0004-4980

プライドヘアーメイク 千葉市緑区 おゆみ野南２－１－２　ケイライツエント４号 サービス SL-2000-5592

ヘア＆エステ髪細工 千葉市緑区 おゆみ野南２－７－５　 サービス SL-2000-6506

写真館　ジ－スタ 千葉市緑区 おゆみ野南３－２８－３　　 サービス PK-0000-9144

カーコンビニ倶楽部おゆみ野店 千葉市緑区 おゆみ野南４－４０ サービス JS-0003-8824

Brilliant 千葉市緑区 おゆみ野南５－３７－１　イオンタウンおゆみ野１Ｆ１１５ サービス JS-0005-2592

goo － kan 鎌取店 千葉市緑区 鎌取町６９－１１　グレースＪＯＫＯ１０５ サービス JS-0003-4147

インディゴブルー誉田店 千葉市緑区 誉田町２－２４ サービス JS-0001-0391


