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加盟店名 所在地 ジャンル

和料理 蜻蛉 習志野市 実籾１－４－１　ゴールドショップ１Ｆ 飲食店 SL-2001-0483

くるまやラーメン 実籾店 習志野市 実籾３－２４－１ 飲食店 JS-0005-1868

とれぴち漁幸 習志野市 実籾４－１－９　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6796

きむらさん家 習志野市 実籾５－８－８　 飲食店 SL-2000-3669

海と大地と炙り焼 海炎 KAI － EN 習志野市 大久保１－１６－１８　プラザグレミオ２Ｆ 飲食店 SL-2001-0357

味四川　四川ダイニング 習志野市 大久保１－２３－１１　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6361

GOLDPIZZA 習志野市 大久保１－２５－１２　ファンタジア第一ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1461

くるみ庵 習志野市 大久保４－２－１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-3620

イタリアンレストラン RikuChika 習志野市 谷津１－１３－１０　ヤマワロイヤルパレス１０３ 飲食店 JS-0000-1961

中国レストラン三才坊 習志野市 谷津１－１６－１　モリシア津田沼９０７ 飲食店 JS-0001-3543

菓子工房金のうさぎ 習志野市 谷津４－６－２８　　 飲食店 ZN-0001-1744

天久 習志野市 谷津４－６－３０　 飲食店 SL-2000-9631

湘南パンケーキ Loharu 津田沼店 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9714

牛繁ロハル津田沼店 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ１　 飲食店 ZN-0001-0278

THE ハイカラ屋 習志野市 津田沼１－１０－４１　十番街ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-2166

itAPAn 津田沼 習志野市 津田沼１－２－７　ウェルズ２－２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2221

笑かど津田沼店 習志野市 津田沼１－３－１１　昭和第３ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3738

カルビハウスはし野 習志野市 津田沼２－２－２９ 飲食店 JS-0003-9655

神楽坂つくし 習志野市 津田沼４－６－１０　十番ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9215

くしきゅう京成津田沼店 習志野市 津田沼５－１１－８　土屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9867

TIMESBARANGE 習志野市 津田沼５－９－６　津田沼ビル１　 飲食店 ZN-2000-3489

タイヤ取付どっとこむ 習志野店 習志野市 実籾３－７－１４ ショッピング JS-0002-4426

プラスワン 奏の杜フォルテ店 習志野市 奏の杜２－１－１ ショッピング JS-0002-2653

ホワイト急便奏の杜フォルテ店 習志野市 奏の杜２－１－１ ショッピング JS-0005-6979

習志野メガネセンター 習志野市 大久保１－１８－１０ ショッピング JS-0005-0604

Vicolo Jewels 習志野市 大久保１－２７－１ ショッピング JS-0002-3807

津田沼中央総合病院売店 習志野市 谷津１－９－１７ ショッピング JS-0005-3745

ゼフィロス 習志野市 谷津４－６－２７　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-2018

ヒロセペット谷津店 習志野市 谷津４－８－４８ ショッピング JS-0005-0630

茶茶谷津本店 習志野市 谷津５－４－８ ショッピング JS-0003-9765

和蘭花 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼　 ショッピング ZN-0001-2632

THE GreenTara 津田沼店 習志野市 谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟１Ｆ ショッピング JS-0004-7624

ブエン・カミーノ 習志野市 谷津７－８－７　ＡＯＹＡＧＩビル１０２ ショッピング JS-0002-5379

ブエン・カミーノ 習志野市 谷津７－８－７　ＡＯＹＡＧＩビル１０２ ショッピング JS-0005-9454

ホビーステーション津田沼店 習志野市 津田沼１－２－２　小倉ビル３Ｆ ショッピング JS-0003-2348

アジアン雑貨トコ 習志野市 津田沼１－３－１　ミーナ津田沼２Ｆ ショッピング JS-0004-3531

ウエクサ 習志野市 津田沼５－１２－１２　サンロード１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5058

MSRBODYBOARD 習志野市 津田沼６－２－２４　　 ショッピング ZN-2000-0750

メガネのザンビ 習志野市 東習志野６－７－８　イオンタウン東習志野店　 ショッピング ZN-2000-6607

MIDLAND 習志野市 茜浜１－１１－１２ サービス JS-0003-2442

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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Ares’Hairz 新習志野 習志野市 茜浜２－２－１　ハイパーモールメルクス新習志野２Ｆ サービス JS-0005-6811

メンズヘアーサロン AKIRA 習志野市 香澄２－６－３５　 サービス SL-2000-6007

ディローマ 習志野市 鷺沼２－５－２５　エルパラシオ参番館１Ａ サービス JS-0002-0122

カットスタジオ WIN 習志野市 実籾５－９－２９　七条ビル　 サービス SL-2000-4544

レンタルのニッケン幕張営業所 習志野市 芝園２－７－４ サービス JS-0003-2338

オレンジポップ津田沼店 習志野市 奏の杜１－１－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-0037

Hairspray 津田沼 習志野市 奏の杜２－１－１　奏の杜フォルテ１Ｆ サービス JS-0005-6926

ひらい整骨院京成大久保院 習志野市 大久保１－１６－１４　ＭＣビル１Ｆ サービス JS-0005-0049

HITCH hairdesign 習志野市 大久保１－２９－１　斉藤ビル２Ｆ サービス JS-0000-1267

谷津どうぶつ病院 習志野市 谷津２－２０－７ サービス JS-0000-8559

美容室 J － ONE 習志野市 谷津４－７－２１ サービス JS-0004-1587

PrivatehairsalonCREA 習志野市 谷津５－４－７－１－１０５ サービス JS-0001-6573

Cure 習志野市 谷津７－４－１８　ＹＯＵ六番館１Ｆ サービス JS-0001-0695

リラクゼ－ションスタジオ HOT ロ 習志野市 谷津７－７－１　ユザワヤ津田沼店３Ｆ　 サービス PK-0000-1877

pd chouchou 習志野市 津田沼１－２－８　はまゆうパスタビル５Ｆ サービス JS-0003-3786

HAIR en 習志野市 津田沼２－５－９　廣瀬ビル１Ｆ サービス JS-0001-1369

Schritt 習志野市 津田沼２－６－１０　ルネ津田沼１Ｆ・１０２ サービス JS-0003-1705

大洋薬局大久保店 習志野市 本大久保３－５－２０ サービス JS-0004-3493

カラオケレインボー 津田沼駅前店 習志野市 谷津１－１６－１　モリシア津田沼１０Ｆ エンターテインメント JS-0004-5876

AM PIA 津田沼 習志野市 津田沼１－２－１　十三ビルＢ１Ｆ その他 JS-0002-8083

ワインショップ えちごや 習志野市 東習志野５－２９－１　 その他 SL-2000-7570

習クワ 習志野市 本大久保１－５－１０　白光舎ビル２Ｆ その他 JS-0004-1386

ダシダレ焼鳥・鉄板うっとり 八千代市 ゆりのき台４－１－２　クレール２５　１Ｆ－１ 飲食店 ZN-0001-0705

割烹大洋 八千代市 下市場１－１－２０ 飲食店 JS-0003-3471

BARBruja 八千代市 勝田台１－１３－５　小泉ビル３０１　 飲食店 ZN-2000-4789

うまいもの Kitchen 勝田台バル 八千代市 勝田台１－１３－５８ 飲食店 JS-0001-2343

ガガルスパイス 八千代市 勝田台１－１６　京成サンコ－ポ勝田台Ｅ－１０９　 飲食店 PK-0000-6634

Burger ＆ Bar アスタマニアナ 八千代市 勝田台１－１７－１０　ＴＫビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3308

呑ん処 けやき 八千代市 勝田台１－１７－３　出口ビル１０３ 飲食店 JS-0005-6260

らむ屋せんいち 八千代市 勝田台１－２１－１２　木田店舗１Ｆ 飲食店 JS-0004-7353

焼き屋せんいち 八千代市 勝田台１－２１－９ 飲食店 JS-0004-5455

アートカフェ 八千代市 勝田台１－３８－１６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2680

小栗家 八千代市 勝田台１－３８－４ 飲食店 JS-0002-5371

居酒屋呑兵衛じん 八千代市 勝田台７－１４－１　　 飲食店 ZN-2000-1833

音波 勝田台店 八千代市 勝田台北１－２－１　山万ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0408

ジャパンダイニング iS 夢 八千代市 勝田台北１－２－１１　山万勝田台ビル１０２ 飲食店 SL-2000-1155

彦一 八千代市 勝田台北１－３－９　奥山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3258

牛繁八千代緑ヶ丘店 八千代市 大和田新田１１９－２　　 飲食店 ZN-0001-1594

炭火ホルモン吟 八千代市 大和田新田２０３－６　サンヒルズ石井１０２　 飲食店 ZN-0001-0756

女子医八千代医療ビアン 八千代市 大和田新田４７７－９６ 飲食店 JS-0005-4434

とまり木 八千代市 大和田新田５９－３３ 飲食店 JS-0002-4632

炭焼やひろちん 八千代市 八千代台西１－１－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5973

新鮮焼き鳥　千 八千代市 八千代台西１－１－２　ＳＴビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5168

らくがき 八千代市 八千代台西１－１－５　センチュリーウエストビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3876
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A － Cgaru 八千代市 八千代台西１－１－７　青木ビル１Ｆ左手前 飲食店 JS-0001-0057

BARBASE 八千代市 八千代台西１－２－１　　 飲食店 ZN-2000-3687

助六 八千代市 八千代台西１－４－１２　　 飲食店 ZN-0002-2944

白 八千代市 八千代台東１－１０－２　　 飲食店 ZN-2000-1849

手羽先番長 八千代市 八千代台東１－１４－４ 飲食店 SL-2000-8643

〔h〕etta 八千代市 八千代台東１－１５－３　京成サンコーポ１２１　 飲食店 ZN-0002-2387

北海道酒場　はた瀬 八千代市 八千代台東１－２－１２　第２イ－ストビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6662

すし晴 八千代市 八千代台東１－２１－２５ 飲食店 JS-0005-0700

ゆずの小町八千代台店 八千代市 八千代台東１－２－１４　青嵐ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7320

豚べえ 八千代市 八千代台東１－４５－２５　　 飲食店 ZN-0001-1987

あいのり 八千代市 八千代台東１－４５－２５　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4439

カラオケ＆ Dining アーマ 八千代市 八千代台南１－１１－１２　メープルプラザ１０１　 飲食店 ZN-0002-9250

まる八 八千代市 八千代台南１－１－４　曽根ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2598

トコトコ 八千代市 八千代台南１－３－３　３Ｆ 飲食店 JS-0002-7283

韓国村 八千代市 八千代台南１－４－１０－１０２ 飲食店 JS-0004-4901

I’sbar 八千代市 八千代台南１－６－１０　英ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4312

TAKOTACOISLAND 八千代市 八千代台北１－１１－３　丸豊ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-8092

ウォームハートコーヒー 八千代市 八千代台北１２－６－３ 飲食店 SL-2000-7507

炭火のうっとり 八千代市 緑が丘１－２－２２　緑が丘ビルこがね１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0381

自転車 じて吉 八千代市 萱田２２３８－２６　大曽根ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2894

パールメガネ勝田台店 八千代市 勝田台１－１５－１０４　　 ショッピング ZN-0001-2061

クリ－ニング　チェリ－ 八千代市 勝田台１－３１－１２　　 ショッピング PK-0000-7646

パン職人の店　ラ・ブ－ル 八千代市 勝田台北１－３－１６　　 ショッピング PK-0000-8783

メガネのアイコン 八千代市 村上８４１－１　 ショッピング SL-2000-1607

モトラッド 八千代店 八千代市 村上南２－１９－１　　 ショッピング ZN-0001-2856

アイパルメガネ八千代店 八千代市 大和田新田３２８－１ ショッピング JS-0003-7713

有限会社久土地自動車工業 八千代市 島田台１２８７－３　　 ショッピング ZN-2000-4297

江野澤自動車整備工場 八千代市 八千代台西７－１６ ショッピング SL-2000-8642

銀座山形屋 八千代台店 八千代市 八千代台東１－１－１０　ユアエルム ショッピング SL-2000-6552

APPLEHOUSE 八千代台店 八千代市 八千代台東１－１７－１２　八千代シティプラザＡ　 ショッピング ZN-0002-9248

メンズショップオリオン 八千代市 八千代台東１－２－１５　　 ショッピング ZN-0002-9172

モデルセンターサトウ 八千代市 八千代台東１－２８－１０ ショッピング JS-0000-6885

活き活き家 八千代店 八千代市 米本４９０４ ショッピング JS-0004-0089

活き活き家八千代店 八千代市 米本４９０４ ショッピング JS-0005-8630

メガネ 21 八千代店 八千代市 緑が丘２－２－９－１０１ ショッピング JS-0003-8823

シペーロ緑が丘店 八千代市 緑が丘西２－１３－３　トライアル１Ｆスリフトモール内 ショッピング JS-0004-2202

ヘアモードリーベ 八千代市 ゆりのき台３－１－１　アットホームセンタービル２Ｆ サービス JS-0003-7687

フィールドヘアー 八千代市 ゆりのき台３－１－１　アットホームビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-3222

ヘアーサロンヤング 八千代市 萱田１０９１ サービス JS-0005-9260

クリア美容室 八千代市 萱田町５３５－１１　パディービル２０５　 サービス SL-2000-6406

mchair 105 八千代市 勝田台１－１６　サンコーポＥ－１０５ サービス JS-0003-2441

ANOTHERWORLD 八千代市 村上南１－１－４　パラシオ１Ｆ　 サービス ZN-0001-0521

タエビス シェリール 八千代市 八千代台西２－３－６　　 サービス ZN-2000-1925

eyelashnailNene 八千代市 八千代台東１－１０－２　五十嵐ビル２０１　 サービス ZN-0001-1087
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We’veSHINE 八千代市 八千代台東１－２－１３　　 サービス ZN-0001-1591

Ruang 八千代台店 八千代市 八千代台東１－４５－２７　パディヘッジビル３Ｆ サービス JS-0005-2381

美容室サルト 八千代市 八千代台東２－１－１　安藤テナント１Ｆ　 サービス ZN-0002-4052

シゲコ美容室 八千代市 八千代台東２－１－２ サービス JS-0004-5275

force 八千代市 八千代台北１－９－１３　三京ビル２Ｆ サービス JS-0002-2085

glitter 八千代市 緑が丘１－４－１　エスタシオン１Ｆ サービス JS-0000-3098

ボディデザイン 八千代市 緑が丘２－３３－７　ベルファーム３号館１Ａ サービス JS-0003-4957

bloom 八千代緑が丘 八千代市 緑が丘４－２－６ サービス SL-2000-8851

はる動物病院 八千代市 緑が丘西１－１５－２ サービス JS-0005-5376

はぐみの杜大山動物病院 八千代市 緑が丘西３－１３－３１ サービス JS-0004-0653

グリーンアロー八千代 八千代市 大和田新田３１２－１９ その他 JS-0002-7530

ベアーズスタジオ 八千代 八千代市 大和田新田４４７－５０１　１Ｆ その他 SL-2000-8341

ボディデザイン 2 号店 八千代市 緑が丘２－３３－１０　飯田第１２ビル２０２ その他 JS-0004-6554


