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加盟店名 所在地 ジャンル

きんぼし 佐倉市 ユーカリが丘４－１　スカイプラザ２Ｆ 飲食店 JS-0004-3946

カプリチョーザユーカリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘４－１－１　スカイプラザ・ユーカリが丘ショッピングセンター　サウスエリア２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0129

福寿し勝田台店 佐倉市 井野１５３２　大ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6030

Sausage ＆ Bar2by 佐倉市 井野１５４４－１４ 飲食店 JS-0003-2883

居酒屋祭 佐倉市 稲荷台１－１０－２ 飲食店 JS-0002-7995

レストラン SAKURA 佐倉市 江原台２－３６－２ 飲食店 JS-0005-4774

レストランベルヴェデーレ 佐倉市 坂戸６３１　　 飲食店 ZN-0001-2192

LOOSEPAPERCOFFEECLUB 佐倉市 上志津１６６０－３５ 飲食店 JS-0006-0099

花一 佐倉市 上志津１８２１ 飲食店 JS-0002-4225

十割そば さちの 佐倉市 上志津原２３４－３ 飲食店 JS-0005-1067

フラワーショップ＆カフェ  MILLEECLAT． 佐倉市 西ユーカリが丘３－６－５　 飲食店 SL-2000-6300

馳走かく田 佐倉市 大崎台１－２０－５　パストラル佐倉１０１　 飲食店 SL-2000-9036

キングス 佐倉市 大崎台１－２０－５－１０２ 飲食店 JS-0002-1839

タヴェルナ パッキア 佐倉市 中志津６－１６－１ 飲食店 JS-0002-6378

PUUR’S Cafe ＆ Baru 佐倉市 南ユーカリが丘１－１　ステーションタワー２Ｆ 飲食店 JS-0004-8022

イタリアンダイニングオリベート 佐倉市 南ユーカリが丘１３－１ 飲食店 JS-0000-7248

Tachinomi － ya ゑびす 佐倉市 表町１－４－１　大洋興業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0352

原田八幡 佐倉市 表町１－６－３　ラフィネ佐倉１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1774

すし酒処まつなか 佐倉市 表町１－７－３－１０１　　 飲食店 ZN-0002-5070

レストランバースウィートボックス 佐倉市 表町３－２１－５　ヘルメス佐倉１０１　 飲食店 ZN-2000-1095

そば処 長寿庵 佐倉市 本町１２７－１ 飲食店 JS-0005-9726

パティスリー アン 佐倉市 ユーカリが丘１－５－１１ ショッピング JS-0005-1240

アンデスハム　ユ－カリが丘店 佐倉市 ユーカリが丘４－１　スカイプラザモ－ル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8465

SANAN 佐倉市 ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ２Ｆ ショッピング SL-2000-6332

クリスタル・ローゼ 佐倉市 ユーカリが丘４－３　ジョイナード１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-9479

武藏屋 勝田台店 佐倉市 井野１５５８－５７ ショッピング SL-2000-1957

佐蘭花 佐倉市 臼井田２７１４　ふるさと広場内 ショッピング JS-0005-8571

アスター 佐倉市 王子台４－１３－１３　サニーコート王子台１０１ ショッピング JS-0001-3046

e －工房佐倉店 佐倉市 寺崎北６－２－６　カインズホーム佐倉店 ショッピング JS-0004-4093

第一メガネ 志津北口店 佐倉市 上志津１６６９－３５　 ショッピング SL-2000-1028

一般財団法人歴史民俗博物館振興会 佐倉市 城内町１１７　 ショッピング ZN-0001-2424

タキサイクル佐倉本店 佐倉市 新臼井田２２－２　 ショッピング SL-2000-6883

ファッションミタニヤ 佐倉市 新町２１７ ショッピング SL-2000-4649

三谷屋呉服店 佐倉市 新町２２０ ショッピング SL-2000-4650

木村屋本店 佐倉市 新町２２２－１ ショッピング JS-0004-5013

Happy 佐倉店 佐倉市 生谷１１９３ ショッピング JS-0002-2187

FuriFuri 佐倉市 生谷１５４９－７　　 ショッピング ZN-2000-1886

たから薬局ユーカリが丘店 佐倉市 西ユーカリが丘４－１－１２　　 ショッピング ZN-0001-5429

UQ スポットイオンタウンユーカリが丘 佐倉市 西ユーカリが丘６－１２－３－Ｅ　２Ｆ ショッピング JS-0005-9549

リサイクルマート佐倉西志津店 佐倉市 西志津４－１５－１０ ショッピング JS-0005-6693

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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設楽農園 ShidaraFarm 佐倉市 青菅１３４　　 ショッピング PK-0000-4742

菓子工房シェルシェ 佐倉市 染井野３－４０－１８　１Ｆ ショッピング JS-0005-4163

ベアクロス 佐倉市 中志津２－３９－３ ショッピング JS-0000-5153

酒商　さつきや 佐倉市 中志津４－１－４１　　 ショッピング PK-0000-8436

木村屋鏑木店 佐倉市 鏑木町４９１－４ ショッピング JS-0004-5014

有限会社石井商会 佐倉市 弥勒町９２ ショッピング JS-0005-5701

HAIR MAKE TAO 佐倉市 ユーカリが丘１－１－８ サービス JS-0002-0524

DIANA 佐倉市 ユーカリが丘３－３－１１　　 サービス ZN-2000-4000

美禅 佐倉市 ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ３Ｆ サービス JS-0000-7541

hair atelier Natura 佐倉市 井野１３７７－８０ サービス SL-2000-7986

楽々広場勝田台店 佐倉市 井野１４３４－１０ サービス JS-0004-1877

HAIR and NAIL SAPEUR 佐倉市 稲荷台２－１４－１４　長谷川ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-1663

スマーク 佐倉市 栄町１８－１　かねふくビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-5623

大洋薬局佐倉店 佐倉市 栄町２１－１７　スワンレイク佐倉１Ｆ サービス JS-0004-3562

スーパーカットパスタイム臼井店 佐倉市 王子台１－２２－２２　ＴＭビル１Ｆ サービス SL-2000-3506

We’ve 臼井店 佐倉市 王子台１－２７－３　２Ｆ　　 サービス ZN-0001-1310

グリ－ムズ　ヘア－ 佐倉市 王子台１－８－６　　 サービス PK-0000-7886

fange of hair 佐倉市 王子台３－１４－４　白光舎ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9452

コレクション佐倉 佐倉市 寺崎北６－１－１　ベイシア内 サービス JS-0005-5716

dear 佐倉市 上志津１６６３　志津ステーションビル３Ｆ サービス JS-0005-9425

リネアレイ 佐倉市 上志津１６６９ サービス SL-2000-3131

ヘアーサロンイヴ 佐倉市 上志津１８３３－６　ＹＭＯ志津１０１　 サービス ZN-2000-6756

有限会社西原モータース 佐倉市 生谷１１６７－４ サービス JS-0002-6674

ビューティーライフ 佐倉市 西志津２－６－７ サービス JS-0004-9439

We’ve 佐倉店 佐倉市 大崎台１－２６－７　　 サービス ZN-0001-1244

CRiBhair 佐倉店 佐倉市 大崎台１－４－５　コートヤード１０２ サービス JS-0000-7727

まつエク専門 グッドリ－フ佐倉店 佐倉市 大崎台３－１１－１２　２Ｆ－２０１ サービス JS-0004-5290

good leaf hair 佐倉市 大崎台３－１１－１２－１ サービス JS-0004-5448

ニコニコレンタカー 佐倉鏑木仲田店 佐倉市 鏑木仲田町１２－８ サービス JS-0002-9237

カラオケハピカラ佐倉駅前店 佐倉市 大崎台１－４－１７ エンターテインメント JS-0000-7545

鮨 いく本 佐倉市 王子台３－１５－６ その他 SL-2001-0042

オークスベストフィットネス上志津 佐倉市 上志津１６４１－１ その他 JS-0001-1983

佐倉きのこ園 佐倉市 太田２３９５　 その他 SL-2000-1891

食のあぐら 四街道市 下志津新田２５４１－４ 飲食店 JS-0002-4970

焼肉 悠々亭 四街道市 栗山１０５２－３７９ 飲食店 JS-0002-8040

リストランテステラ 四街道市 四街道１－５－７　　 飲食店 ZN-0002-4106

ダリア 四街道市 四街道１－９－７　　 飲食店 ZN-2000-1065

アリランやまと 四街道市 鹿渡１０５２－３ 飲食店 JS-0003-2386

pasta － 8 四街道市 鹿渡１１０１－３　 飲食店 SL-2000-9934

博多劇場四街道店 四街道市 鹿渡２００２－１１　濱田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1359

ほんがね 四街道市 大日７０－２　森ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1664

洋食 Ken － ta 四街道市 和良比２５６－８５ 飲食店 JS-0002-2073

ベルサ 四街道市 四街道１－３－１０　　 ショッピング ZN-0002-4939

バルコン四街道店 四街道市 四街道１５２２－１７フェブリエ１０１ ショッピング JS-0003-8185
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アリババ 四街道市 大日４３１－６ ショッピング JS-0001-3977

ゴルフファン 四街道市 大日７７１－１ ショッピング JS-0001-3712

ベリータウン薬局 四街道市 もねの里２－７－１０ サービス JS-0000-7445

ヘナガ－デン 四街道市 四街道１－２２－１２　２Ｆ サービス JS-0004-5264

life with hair smil 四街道市 鹿渡８１２－２ サービス SL-2000-3276

ジェンティーレ ヘアデザイン 四街道市 鹿渡９５３－２０　ルミエール１Ｆ サービス JS-0001-9473

Se － liqualityofhair 四街道市 鹿渡９９８－４ サービス JS-0000-9546

デントリペアショップ バーテックス 四街道市 鹿放ヶ丘１２３－９ サービス JS-0003-1423

りら美容室 千代田店 四街道市 千代田５－３６－１０ サービス JS-0003-2406

respiaMoA 四街道市 大日２８８－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-3047

cygne hair design 四街道市 大日３１８－１ サービス JS-0001-4409

ミューズ四街道店 四街道市 大日４２３　　 サービス ZN-2000-5957

Lish 四街道店 四街道市 大日４３１－９ サービス JS-0004-1814

アイワ薬局 和良比店 四街道市 和良比１８３－１２ サービス JS-0003-5329

カラオケ UTABA 四街道店 四街道市 四街道１－８－２２　松丸ビル１Ｆ エンターテインメント JS-0002-8630

ちば食良品 八街市 小谷流１４０－３　　 飲食店 PK-0000-5705

炭火串焼厨房 ひな家 八街市 八街ほ２３０－７８ 飲食店 SL-2001-0969

グリル酒場 ギンノサジ 八街市 八街ほ５６８－５ 飲食店 SL-2001-0729

榎久 八街市 八街ろ１４６　　 飲食店 ZN-2000-5867

ロイヤルインドレストラン八街店 八街市 文違３０１－１３８ 飲食店 JS-0005-2759

エクラ 八街市 泉台２－１９－９ ショッピング JS-0003-7494

カザミゴム 八街営業所 八街市 八街い３２９－６ ショッピング JS-0001-8035

深澤ピーナッツ 八街市 八街に４９ ショッピング JS-0005-7158

シュアショット 八街市 八街へ１９９－１１２３ ショッピング JS-0001-8417

あまさけや八街店 八街市 八街ほ２５０－１２ ショッピング JS-0000-5754

リビングプラザ やまちょう 八街市 八街ほ３５４ ショッピング JS-0002-8049

和服処 かなざわ 八街市 八街ほ３６４－１ ショッピング JS-0002-9741

リサイクルマート千葉八街店 八街市 八街ほ９４５－３ ショッピング JS-0005-6695

Lier 八街市 富山１３１４－３２６１ ショッピング JS-0002-1332

石川自動車工業佐倉支店 八街市 八街い２８１－２８ サービス JS-0002-6848

桜 NEXT 整体院 八街市 八街ほ２９４－３ サービス JS-0003-2039

大洋薬局八街店 八街市 八街ほ３８５－５９ サービス JS-0004-3491

フレアー 八街市 八街ほ９４５－１１ サービス JS-0002-3766

BuddyDogs 八街市 八街ほ９４５－１１ サービス JS-0004-1416

はるかぜペットクリニック 八街市 文違３０１－２０６６ サービス JS-0000-4379


