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加盟店名 所在地 ジャンル

旭中央コア 旭市 イ１３２６ 飲食店 JS-0005-4681

ぼうの 旭市 イ２６０４－１　　 飲食店 PK-0000-0077

uno 旭市 イ２６０４－１　　 飲食店 PK-0000-0391

和食ダイニング＆ Bar 武藤 旭市 イ２６０６－１ 飲食店 JS-0001-6628

BAR アマポーラ 旭市 イ３０４１　ハヤシビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4920

中国料理 龍龍 旭市 ニ１８５９－１ 飲食店 JS-0005-9082

ジンギスカン おざわ 旭市 ニ２７４１－２ 飲食店 JS-0004-7661

炭火串やき将軍 旭市 ニ３９０６　　 飲食店 PK-0000-2485

アジアンダイニング FESTA 旭市 ニ６２９３－３ 飲食店 JS-0002-2360

わさび 旭市 ニ６４５８　　 飲食店 PK-0000-1262

さかなのしっぽ 旭市 ロ４２９－３　　 飲食店 ZN-0001-1672

ガ－リックプラス 旭市 井戸野２５４９－１　 飲食店 PK-0000-2467

鴨料理才兵衛 旭市 幾世７８９　　 飲食店 ZN-0001-1433

焼肉とらちゃん 旭市 江ヶ崎１６６９－７ 飲食店 JS-0000-9144

割烹れすとらんなみ川 旭市 蛇園７７１－１　　 飲食店 ZN-0002-3970

PORKKITCHENUMBI 旭市 米込２２６３－１　　 飲食店 PK-0000-0804

はんこ家はん造旭店 旭市 イ２８１３－２ ショッピング JS-0004-2339

旭書店 旭市 イ９４－１ ショッピング JS-0002-9659

パティスリーソレイユ 旭市 ニ６０１６－７ ショッピング JS-0005-1060

レストラン コウ 旭市 ニ６０１６－７ ショッピング JS-0005-2470

tante 旭市 ロ３８５－２ ショッピング JS-0001-3522

わたしん旭店 旭市 ロ６５８　　 ショッピング ZN-0001-2203

メガネのいとう 旭市 ロ６７７　 ショッピング SL-2000-0149

ニーナモーナ 旭市 ロ９１４ ショッピング JS-0003-7790

BEST GEAR 旭市 鎌数５１４６－３５ ショッピング JS-0002-1883

e －たいや NET 旭市 鎌数９３１３－３ ショッピング JS-0000-6647

ゴロデーサーフハウス 旭市 三川４９４１－１ ショッピング JS-0004-0477

ワタナベ釣具店 旭市 野中３４４３－１　 ショッピング SL-2000-6193

サロンド ANNA 旭市 イ１７４２－１ サービス JS-0000-7292

オートガレージ旭 旭市 イの４２１２－１６ サービス JS-0005-2664

fleur de lis 旭市 ニ１０７９－３ サービス JS-0001-7775

ニコニコレンタカー旭駅前店 旭市 ロ６３５－４ サービス JS-0001-6656

1 ＆ 5．m 旭市 ロ９１９－１　掛巣ビル１Ｆ サービス JS-0002-5659

美容室ルーソル 旭市 萬力３４６２－３ サービス JS-0004-6107

カワカ 旭市 ニ１６９３　 その他 SL-2000-7258

ハヤシ家電サービス 旭市 ロ１６３６－４　 その他 SL-2000-1888

嘉平屋海鮮お食事処 銚子市 黒生町７２５１－２　嘉平屋店内 飲食店 JS-0004-9336

季節の匠処 衛松 銚子市 東芝町８ー２　メゾン藤１０５号 飲食店 SL-2000-6758

Orai de 銚子市 末広町１－１６　田丸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6061

すし勝の家 銚子市 和田町１０－１１　　 飲食店 ZN-0001-1717
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嘉平屋本店 銚子市 黒生町７２５１－２ ショッピング JS-0004-9249

宮内薬局イチイ店 銚子市 松岸町４－８０８　　 ショッピング PK-0000-3257

日東タイヤ商会 銚子市 松本町１－１０－１３ ショッピング JS-0000-3693

わたしん銚子店 銚子市 新生町１－４１－３４　　 ショッピング ZN-2000-0342

はんこ家はん造銚子店 銚子市 西芝町１０－１ ショッピング JS-0004-2340

嘉平屋ウォッセ店 銚子市 川口町２－６５２９－３４ ショッピング JS-0004-9247

髙根商店 ウォッセ 21 店 銚子市 川口町２－６５２９－３４ ショッピング JS-0005-2088

メガネのイシヤマ 銚子市 双葉町４－６　　 ショッピング ZN-2000-0751

メガネの和光 銚子市 中央町１７－７　　 ショッピング ZN-2000-2003

otto 銚子市 中央町９－１６　中央町ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-6326

花清 銚子市 田中町２－１３　 ショッピング SL-2000-6832

サンメガネ 銚子市 東芝町１－３　　 ショッピング ZN-2000-0728

酒のたかしま 銚子市 野尻町１６４ ショッピング JS-0002-7092

ガレージロード 銚子市 桜井町１４０７ サービス JS-0005-5706

犬吠長生院 銚子市 上野町２９２－７ サービス JS-0005-8726

ニコニコレンタカー銚子駅前店 銚子市 西芝町９－２ サービス JS-0001-2178

iPhoneRepair 銚子市 西芝町１０－４　 その他 SL-2000-3044

入船寿司 銚子市 長塚町１－４３５　 その他 SL-2000-2402


