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［長生郡／茂原市］

加盟店名 所在地 ジャンル

Emi 長生郡 一宮町一宮１００８５ 飲食店 JS-0001-5427

BULL 長生郡 一宮町一宮９９６７ 飲食店 JS-0005-9840

一水亭 長生郡 一宮町東浪見７４４８－５ 飲食店 JS-0004-1410

こっとんぼ－る 長生郡 長南町米満１９６－１　　 飲食店 PK-0000-5615

LunaCrescente 長生郡 白子町古所３２８９－２６　　 飲食店 ZN-0001-2789

レストラン岡本 長生郡 白子町古所３２９０ 飲食店 JS-0001-0287

かんなべや 長生郡 白子町中里４５１３ 飲食店 JS-0005-0680

ベル薬局一宮海岸 長生郡 一宮町一宮１０８８４－９　　 ショッピング PK-0000-5886

NAKISURF 長生郡 一宮町一宮９３５５－１０　　 ショッピング ZN-2000-0708

THE OFFING 長生郡 一宮町一宮９９８２　 ショッピング SL-2001-1107

ONEWORLD 長生郡 一宮町東浪見７４４９ ショッピング JS-0000-9300

WREATHS 長生郡 一宮町東浪見７５２３－３　　 ショッピング ZN-0002-3304

ENVIRONMENT SURFBOARD 長生郡 一宮町東浪見７５２５－１５ ショッピング SL-2000-2469

サロンドブーケ 長生郡 長生村北水口６４８－３ ショッピング JS-0005-7327

ナチュラルライフ TAKITARO 長生郡 長柄町山根２０１３－１５１　 ショッピング SL-2000-6314

小高善和靴工房 長生郡 白子町驚１５６ ショッピング SL-2001-0307

三橋酒店 長生郡 白子町剃金２６１７　　 ショッピング PK-0000-5121

BEAUTY SPACE WISH 長生郡 一宮町一宮１０１３０－１ サービス JS-0002-6526

Kaimana Nails ＆ Care 長生郡 一宮町一宮９９８２　 サービス SL-2001-1108

ツユザキオート 長生郡 一宮町宮原１９－１ サービス JS-0003-4879

K．S．C 長生郡 一宮町東野３２－２ サービス JS-0003-6010

イングローブ長生 長生郡 長生村金田３２３７　ベイシア内１Ｆ サービス JS-0003-8146

シノザキオートサービス 長生郡 白子町関８４２－４ サービス JS-0003-7416

goo － kan 白子店 長生郡 白子町中里５３００－３ サービス JS-0003-4210

ひまわり薬局睦沢店 長生郡 睦沢町上市場１５０４－１ サービス JS-0001-3575

昭和薬局 長生郡 睦沢町上市場９１０ サービス JS-0001-0228

寿し居酒屋ゆらら 茂原市 高師７６２　春日ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2540

OSAKANADINING もんしち 茂原市 高師８２５　　 飲食店 ZN-0001-0113

洋もん酒場 HACHI 茂原市 高師８２５　　 飲食店 ZN-0001-2001

鉄板酒家もんぱち 茂原市 高師８２８－１　　 飲食店 ZN-0001-1488

串カツやまだ 茂原店 茂原市 高師町１－２－１ 飲食店 JS-0003-1014

ディアーズ 茂原市 高師町３－２－１０　 飲食店 SL-2000-1055

焼肉レストラン 太陽 茂原市 腰当１１８２－５　　 飲食店 ZN-2000-0010

タイ料理ターンタワン 茂原市 千代田町１－１－５　小関ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0363

博多劇場茂原店 茂原市 千代田町１－６－１－１２　サンヴェル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1912

茂原バルモンパカ 茂原市 千代田町１－９－２　オーシャンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1885

貝鮮バルもんぱか茂原 茂原市 千代田町１－９－２　オーシャンビル４・５Ｆ 飲食店 JS-0005-1849

ベリーズカフェ 茂原市 東部台３－２０－１０ 飲食店 JS-0004-2724

Dining ＆ BarLaCuna 茂原市 道表８－４ 飲食店 JS-0004-0612

株式会社 ROB 茂原市 内長谷４１６－１ 飲食店 JS-0004-3655

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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穂 茂原市 内長谷４７４－２ 飲食店 JS-0001-5679

カクテルバー Sun Bridge 茂原市 八千代１－１８－２　　 飲食店 ZN-2000-7118

インド料理タージ・マハル 茂原市 八千代２－４－１６ 飲食店 JS-0004-2670

フランス割烹和牛ステーキ茂原竹田屋 茂原市 八千代３－１１－５　　 飲食店 ZN-0000-9854

焼肉 めいすいえん 茂原市 本納１７４０－１１ 飲食店 SL-2000-5632

スペイン料理　バスク 茂原市 茂原１５４８－８　　 飲食店 PK-0000-6633

［HC］株式会社マルユウデンキ 茂原市 下永吉３４４－３ ショッピング JS-0001-8542

武道 茂原市 高師３６１－９ ショッピング JS-0002-8977

ココリコ 茂原市 高師８３１－１４　　 ショッピング ZN-0002-5022

はなも 茂原店 茂原市 高師町３－４－４ ショッピング JS-0005-8398

寄楽屋茂原店 茂原市 高田６４６－１　　 ショッピング ZN-0001-2653

エムワールドカンパニー 茂原市 腰当１１５４　 ショッピング SL-2000-4866

サンアイク茂原店 茂原市 腰当５２６－１ ショッピング JS-0000-5996

買取センタ－ GP 茂原店 茂原市 小林１６０６－１０　セントラルモール内 ショッピング JS-0004-6222

かに華食品直売所 茂原市 小林１９７８－３０ ショッピング JS-0001-8329

ベル薬局　茂原 茂原市 早野４６３－１　　 ショッピング PK-0000-8728

ウィズダム茂原店 茂原市 町保１　アルカード茂原 ショッピング JS-0000-9059

みつわ 茂原市 町保１０ ショッピング JS-0001-8472

［HC］有限会社日電商会 茂原市 長尾２３３３－１８ ショッピング JS-0001-8496

有限会社エビスヤ 茂原市 内長谷４１１－３ ショッピング JS-0004-1314

有限会社ナルケ薬粧 茂原市 八千代３－１２－１３ ショッピング JS-0003-2367

モードサロンヒラノ 茂原市 茂原６２５ ショッピング JS-0005-6699

齋藤酒店 茂原市 六ツ野３８５１－２ ショッピング JS-0005-7007

株式会社アップステージ 茂原市 押日３７０－３ サービス JS-0003-0834

HairSalonNico 茂原市 下永吉６２９－５　　 サービス ZN-0002-9073

Hearty 茂原市 高師２１６６　 サービス SL-2000-1904

大洋薬局新茂原店 茂原市 高師２２０８－４ サービス JS-0004-3490

ヘアーメイクシュガー 茂原市 高師６０－１　メゾンクレールＭ１０３ サービス JS-0002-6508

ヘアーサロン・タカシ（時田） 茂原市 高師８４９ サービス SL-2000-5648

ひまわり薬局高師店 茂原市 高師台２－６－１ サービス JS-0001-3589

文化 CRAZE 店 茂原市 高師台２－８－１ サービス JS-0000-8056

らく～ね茂原カインズ店 茂原市 腰当６５３－１　カインズホーム茂原店内 サービス JS-0001-8359

e －工房茂原店 茂原市 腰当６５３－１　カインズホーム茂原店内 サービス JS-0004-4026

ZEAL 茂原店 茂原市 小林２２５８　　 サービス ZN-0002-9619

カ－ショップアズマ 茂原市 上茂原１２６－１４　　 サービス PK-0000-5264

HAIR MAKE Leaf 茂原市 早野１１３４－２　ときめき横丁１－３ サービス JS-0002-6579

東海クリーニング 茂原市 早野２７０２－１ サービス JS-0005-1070

インディゴブルー 茂原市 町保１－５８ サービス JS-0002-2739

カットハウスオレンジ 茂原市 長尾２３１９－３ サービス SL-2000-7059

とうごう動物病院 茂原市 東郷１４５４－５　　 サービス PK-0000-4824

美容室 citta 茂原市 東部台２－３５－１ サービス JS-0004-8029

株式会社カトウ自動車販売 茂原市 法目３０２９－１ サービス JS-0003-1081

高山自動車 茂原市 本納３２０８－１ サービス JS-0003-1520

HEART LAND 茂原市 茂原１５９６－９ サービス JS-0002-8030
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株式会社オートサービス向後 茂原市 木崎６２０－２ サービス JS-0002-6513

クリエイティブカットビジュ鷲巣店 茂原市 鷲巣７０１－３ サービス JS-0004-4709

カラオケ Happy 茂原本納店 茂原市 法目１１６１ エンターテインメント JS-0003-0625

茂原ヤングボウル 茂原市 高師４－５ その他 JS-0004-8308

太陽と星のマルシェ 茂原市 東茂原１５－１３　 その他 SL-2001-0448


