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加盟店名 所在地 ジャンル

BO munchies ＆ smoke bar 千歳市 栄町４－１－４ 飲食店 SL-2000-0644

らーめん 一騎 千歳市 花園３－７－１８ 飲食店 JS-0002-6170

すし物語 季の風 千歳市 錦町１－１９－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3529

海鮮市場 千歳市 錦町２－３２－２ 飲食店 JS-0002-2757

玉藤千歳店 千歳市 錦町３－５ 飲食店 JS-0002-0335

やきにく 大香 千歳市 錦町４－３０－２ 飲食店 JS-0002-5776

与加路 千歳市 幸町１－１ 飲食店 JS-0000-9590

ゆず亭 千歳市 幸町１－１５－８ 飲食店 JS-0003-7696

い酒やえどや 千歳市 幸町１－１６－１ 飲食店 JS-0000-9942

居酒屋あまがえる 千歳市 幸町１－１８－５ 飲食店 JS-0003-3814

マルキタ水産 千歳市 幸町１－３－１ 飲食店 JS-0004-0368

浦島太郎 千歳市 幸町１－５ 飲食店 JS-0005-0474

炭火とらや 千歳市 幸町１－６　　 飲食店 ZN-0001-3818

居酒屋 あじ彩 千歳市 幸町１－９ 飲食店 JS-0000-3231

金太郎寿司 千歳市 幸町２－１ 飲食店 JS-0001-4752

ア レーズ 千歳市 幸町２－１０－４　２Ｆ 飲食店 JS-0001-6690

Dining はるか 千歳市 幸町２－８－２ 飲食店 JS-0000-6913

鮨処すずめ 千歳市 幸町４－７－３　幸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8134

ビストロ マンジェ 千歳市 幸町５－１４－５　伸和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2441

あじまん中華酒場 千歳市 清水町１－１２－２ 飲食店 JS-0000-5456

丸福 千歳市 清水町１－１２－３ 飲食店 JS-0003-0138

焼鳥旬鮮たけし 千歳市 清水町１－１６－３ 飲食店 JS-0003-9490

九州酒場 うまかっちゃん 千歳市 清水町２－１－１８　壱番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5593

はな井 千歳市 清水町２－１３　　 飲食店 ZN-2000-2351

ワインバー 葡萄屋 千歳市 清水町２－１４－１ 飲食店 JS-0004-6862

地鶏屋 よかろうもん 千歳市 清水町２－１９－６ 飲食店 JS-0003-2706

麺や 白 千歳清水店 千歳市 清水町２－２９－５ 飲食店 JS-0005-8523

俺の目利き 千歳店 千歳市 千代田町２－１－１ 飲食店 JS-0005-2547

らーめん鶏や 千歳市 朝日町１－９－１ 飲食店 JS-0005-8257

らーめん 泰我 千歳市 朝日町３－１７－２ 飲食店 JS-0002-6169

唐々屋 千歳 千歳市 東郊１－６　ビアワークス１Ｆ 飲食店 JS-0000-2291

牛べぇ～ 千歳市 東郊１－７　ビアワークスちとせ 飲食店 JS-0001-3480

駒そば亭 千歳市 柏台南１－５－２　 飲食店 SL-2000-3812

牛すけ 千歳市 豊里５－２－８ 飲食店 JS-0001-3433

やき鳥 炭屋 千歳市 北栄１－１１－８ 飲食店 JS-0000-0235

満天食堂 一休そば 千歳店 千歳市 北斗２－１０　 飲食店 SL-2000-7901

焼肉 なか川 千歳市 末広２－６－５ 飲食店 JS-0002-4290

味な処 はちや 千歳市 末広４－８－１３ 飲食店 JS-0003-2769

＆ Flower HaRu 千歳市 みどり台北１－７－１ ショッピング JS-0005-3291

山口呉服店 千歳市 栄町３－４－１ ショッピング JS-0005-6703
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コーシン 千歳市 花園５－４－１６ ショッピング JS-0004-2779

株式会社エア・ウォーター農園直売所 千歳市 釜加７９－１ ショッピング JS-0004-9894

OA ランド 千歳店 千歳市 錦町１－１８－２ ショッピング JS-0003-7753

レディスロード 千歳市 幸町３－１４ ショッピング JS-0003-7550

鈴木モーター工業 千歳市 住吉３－２－８ ショッピング JS-0003-7746

株式会社サンエイタイヤ産業 千歳市 上長都１－２ ショッピング JS-0001-8319

千歳ハム直売店 千歳市 上長都３－５ ショッピング JS-0004-6191

鶏笑千歳店 千歳市 清水町４－１０　 ショッピング SL-2000-1031

Amber Lamp 千歳市 北栄２－１３－１ ショッピング JS-0000-7270

ジークフリード 千歳市 北栄２－２３－１　 ショッピング SL-2000-2870

斉藤商店 千歳市 本町１－１３　　 ショッピング ZN-0001-3759

金谷大師堂 千歳市 本町３－１０－２ ショッピング JS-0004-5226

ラモードファムシック 千歳市 勇舞８－１－１ ショッピング JS-0005-8325

プロショップ YAMANO 千歳市 勇舞８－１－１　ちとせモール２Ｆ ショッピング JS-0000-4719

hair salon Tack 千歳市 みどり台南３－２－３ サービス JS-0002-4762

ヘアサロン ひとやね 千歳市 みどり台北１－７－１０ サービス JS-0002-5486

くすりのもりた 栄町店 千歳市 栄町４－１２－４ サービス JS-0003-7602

くすりのもりた 花園店 千歳市 花園５－２－５ サービス JS-0003-7599

美容室 クリーム 千歳市 幸町４－２６－４ サービス JS-0000-8780

ホシボデー 千歳市 上長都１１６０－４２ サービス JS-0001-5172

グリーン美容室プラスワン 千歳市 新富２－４ サービス JS-0002-0746

Vent － cloudfromKOBE 千歳市 千代田町５－５－３　　 サービス ZN-0001-3904

ドリームレンタカー 千歳市 朝日町８－１２０６－５１－２ サービス JS-0003-5700

クリーニング ace 千歳長都店 千歳市 長都駅前２－１４－１７ サービス JS-0005-3536

美容室 marisol 千歳市 東郊１－１３－５ サービス JS-0003-7850

クリーニング ace 千歳店 千歳市 東郊１－３－１６ サービス JS-0005-3508

サンライフレンタカー 千歳市 柏台１４６３ サービス JS-0003-8135

Js レンタカー 千歳市 柏台南１－２－１ サービス JS-0004-2039

PET SALON ＆ HOTEL PiPi 千歳市 富士３－５－１１ サービス JS-0001-0251

スズキ千歳中央 千歳市 北栄２－４－２ サービス JS-0005-9001

くすりのもりた 北光店 千歳市 北光２－１－６ サービス JS-0003-7598

impres ちとせモール店 千歳市 勇舞８－１－１　ちとせモール店内 サービス JS-0000-8693

berry berry 千歳市 勇舞８－２－１ サービス JS-0005-2066

hair studio Calmo 千歳市 勇舞８－６　勇舞タウンプラザＡ－１Ｆ サービス JS-0002-6333

ブレンダ タンニングラウンジ千歳 千歳市 幸町４－２６－１　アルファリゾートビル３Ｆ その他 JS-0002-2156

アイフォンクリア千歳店 千歳市 清水町４－１９－２　むつみやビル２Ｆ その他 SL-2000-8260

炭火焼肉 佐藤 苫小牧市 ときわ町４－２６－２２ 飲食店 JS-0003-3091

鳥しん 苫小牧市 栄町３－５－１２ 飲食店 JS-0000-1587

久保屋 苫小牧市 錦町１－２－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-2016

旬・鮮・話楽 うさぎ家 苫小牧市 錦町１－２－１９ 飲食店 JS-0000-4158

酒楽 Dining 悠 苫小牧市 錦町１－２－３ 飲食店 JS-0003-5179

鉄板焼 しのだ 苫小牧市 錦町１－４－１０ 飲食店 JS-0001-5532

フードバーシークレットガーデン 苫小牧市 錦町１－４－１２　十字街ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2690

九州料理 しのだ黒馬 苫小牧市 錦町１－４－５ 飲食店 JS-0001-8826
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しっぽり屋 ドラゴンフライダイナー 苫小牧市 錦町１－５－１ 飲食店 JS-0002-6135

こだわり専科 本気鶏 苫小牧市 錦町１－５－１１ 飲食店 JS-0004-8869

刺身居酒屋 なか善 別邸 苫小牧市 錦町１－５－１２ 飲食店 JS-0001-1146

吉兆 苫小牧市 錦町１－５－１４ 飲食店 JS-0003-9033

創作四川料理廣明 苫小牧市 錦町１－６－１１　ＮＰ ＢＬＤＧ２Ｆ 飲食店 AD-0000-0224

みかづき 苫小牧市 錦町２－１－１０ 飲食店 JS-0005-8284

やきとり 鳥市 苫小牧市 錦町２－２－１５ 飲食店 JS-0001-0669

炭焼きバル ONIKU 苫小牧市 錦町２ー５ー５　チバビル１ＦＢ号 飲食店 SL-2000-4927

蕎麦屋 一休 苫小牧市 錦町２－３－１４　観光会館１Ｆ 飲食店 JS-0000-0277

鳥ぼんど苫小牧店 苫小牧市 錦町２－３－７　　 飲食店 ZN-0002-6593

天ぷらダイニング 天舟 苫小牧市 錦町２－３－９ 飲食店 JS-0000-3466

一新水産 苫小牧市 錦町２－４－１ 飲食店 JS-0000-7273

居酒屋 鳥亭 苫小牧市 錦町２－４－３ 飲食店 JS-0000-2981

旬三昧 ふくまる 苫小牧市 錦町２－４－３　鳥亭２Ｆ 飲食店 JS-0003-8505

海鮮茶屋 海陽 苫小牧市 錦町２－４－４ 飲食店 JS-0000-2968

食び人 しお田 苫小牧市 錦町２－４－５ 飲食店 JS-0005-7300

やき鳥 苫小牧市 光洋町１－５－６ 飲食店 JS-0000-3458

炭火焼肉 GUZU 苫小牧市 沼ノ端９１６－４ 飲食店 JS-0000-7852

函館番屋 ひとし 苫小牧市 沼ノ端中央３－１３－５ 飲食店 JS-0003-7747

ラーメンダイニングぽっぽや 苫小牧市 沼ノ端中央３－１５－２０ 飲食店 JS-0005-7998

大衆居酒屋うっかり八兵衛 苫小牧市 沼ノ端中央４－７－１ 飲食店 JS-0005-4301

炭火焼肉ダイニング 笑月 苫小牧市 澄川町２－１３－１１ 飲食店 JS-0004-2989

焼肉居酒屋 ぐず家 苫小牧市 双葉町１－２２－１７ 飲食店 JS-0004-2987

苫小牧ホルモン道場 苫小牧市 大成町２－１－５ 飲食店 JS-0004-2871

Gento 苫小牧市 大町１－３－１７　曲ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4020

握り心 藏盛 苫小牧市 大町１－４－１３ 飲食店 JS-0002-6529

味処 分田上 苫小牧市 大町１－４－１３ 飲食店 JS-0004-2992

izakaya 草 苫小牧市 大町１－４－２２　荒井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5451

ねぎぼーず 苫小牧市 大町２－１－２　セタカビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9986

北海の味 北のゐざかや 苫小牧市 大町２－１－４ 飲食店 JS-0000-1980

Cheers ！ 苫小牧市 大町２－４－４　ＡＺＩＴＯＢＬＤ．２Ｆ 飲食店 JS-0001-9954

酒処 やんや 苫小牧市 拓勇西町４－２－５ 飲食店 JS-0004-8934

らーめん 大和 苫小牧市 拓勇東町８－７－１９ 飲食店 JS-0002-6171

季節料理 わかめ 苫小牧市 日新町６－１５－３１ 飲食店 JS-0001-4154

猫カフェ ニャンコ・リズム 苫小牧市 柏木町１－６－７ 飲食店 JS-0002-8311

苫小牧新鮮魚市場 苫小牧市 表町２－１－１７ 飲食店 JS-0001-2155

しゃぶしゃぶ Dining 黒豚酒場 苫小牧市 表町２－１－１７　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5718

刺身居酒屋 なか善 苫小牧市 表町２－２－１９ 飲食店 JS-0000-3375

苫小牧ビール園 苫小牧市 表町２－２－２２ 飲食店 JS-0002-0306

わんじゃ 苫小牧市 表町２－３－１２ 飲食店 JS-0001-2883

韓焼肉サランバン 苫小牧市 表町２－３－３ 飲食店 JS-0001-4704

海鮮 鮨 みね 苫小牧市 表町３－２－２ 飲食店 JS-0003-1361

居酒屋 らく 苫小牧市 明野新町２－２３－２６ 飲食店 JS-0003-3869

リサイクル バナナ 苫小牧市 ときわ町５－１８－１ ショッピング JS-0000-9012
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アウトレットモノハウス 苫小牧西店 苫小牧市 のぞみ町２－１－４ ショッピング JS-0005-8510

ナチュラルショップかわた 苫小牧市 錦西町２－３－３３ ショッピング JS-0002-4191

スマフォドクター 苫小牧 苫小牧市 錦町１－４－１８ ショッピング JS-0003-3291

VAPE MARCHE 苫小牧市 元町３－６－１２ ショッピング JS-0003-2888

丸水山本水産 苫小牧市 港町２－２－５ ショッピング JS-0001-5047

フルールブラン 三光店 苫小牧市 三光町２－１－１ ショッピング JS-0000-8941

石上車輌 苫小牧店 苫小牧市 三光町２－１－５ ショッピング JS-0004-3553

ジーベック山手店 苫小牧市 山手町１－２－２ ショッピング JS-0001-7122

サバイバルフィールド ユニット 苫小牧市 糸井１３５－１　２Ｆ ショッピング JS-0003-3868

コメの駅 atomap 厚真 ‐ 苫小牧 苫小牧市 住吉町２－５－１　 ショッピング SL-2000-2283

オート・リバイバル 苫小牧市 小糸井町１－７－３５　 ショッピング SL-2000-6087

イコロの森 苫小牧市 植苗５６５－１　 ショッピング SL-2000-2587

ma cherie 苫小牧市 新中野町２－２－４　たいせつビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5451

サポートファクトリーウイズ 苫小牧市 新中野町３－２０－４ ショッピング JS-0000-4038

ヒロセペット苫小牧店 苫小牧市 新中野町３－３－５ ショッピング JS-0005-0701

福助 苫小牧西店 苫小牧市 澄川町６－１－１ ショッピング JS-0002-6210

苫小牧市立病院売店 苫小牧市 清水町１－５－２０ ショッピング JS-0005-3930

龍千堂コトブキ薬品 苫小牧市 川沿町５－１２－２１　１Ｆ ショッピング JS-0004-5352

柳月 コープさっぽろパセオ川沿店 苫小牧市 川沿町６－１５－３ ショッピング JS-0000-9082

ピザテン・フォ－　苫小牧西店　2 苫小牧市 日新町１－７－１４　　 ショッピング PK-0000-8290

ランジェリーショップ エルム プラザ店 苫小牧市 表町３－２－１３　ファッションメールプラザ１Ｆ ショッピング JS-0003-8706

サン・ドミニック 苫小牧市 豊川町３－１１－２　　 ショッピング PK-0000-8591

岩倉商事 苫小牧営業所 苫小牧市 末広町３－９－２１ ショッピング JS-0005-8633

岩倉商事 錦岡給油所 苫小牧市 明徳町１－３－９ ショッピング JS-0005-8690

苫小牧タイヤー工業 苫小牧市 明野元町２－２－７ ショッピング JS-0000-3259

ジーベック苫小牧東店 苫小牧市 明野新町２－２－１ ショッピング JS-0001-7105

ドリームホビー 苫小牧市 明野新町５－１７－１６ ショッピング JS-0001-2503

ローズマリー 苫小牧市 木場町１－６－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ２Ｆ ショッピング JS-0002-1748

レディースファッション エルム 苫小牧店 苫小牧市 木場町１－６－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ２Ｆ ショッピング JS-0003-8704

ランジェリーショップ エルム MEGA 店 苫小牧市 木場町１－６－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ２Ｆ ショッピング JS-0003-8707

ジュリエ苫小牧店 苫小牧市 木場町１－６－１　メガドンキホーテ苫小牧店２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5169

エヴィ 苫小牧市 木場町３－１３－１２　ＫＳビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6433

Cosmetics Anne 苫小牧市 柳町３－１－２０　イオンモール苫小牧 ショッピング JS-0005-9037

AutoCouture 苫小牧市 有明町２－７－２３ ショッピング JS-0003-8712

リックル 苫小牧市 栄町３－５－５ サービス JS-0004-8554

ゾーンヘアー 苫小牧市 錦町２－５－１５　セントラルビル１Ｆ サービス JS-0000-2421

前田獣医科 苫小牧市 山手町１－４－８ サービス JS-0001-5130

美容室 クルール 苫小牧市 汐見町３－１５－２２ サービス JS-0002-0912

株式会社 MIYABI 苫小牧市 小糸井町１－７－１９ サービス JS-0001-9316

北海道レンタカー 苫小牧市 植苗１４２－７ サービス JS-0002-0267

＆ Block’s 苫小牧市 新富町２－１２－１７ サービス JS-0000-8850

Kiitos 美容室 苫小牧市 双葉町２－９－６ サービス SL-2000-3644

HAIRSPACE chouchou α 苫小牧市 拓勇西町４－３－７ サービス JS-0001-7721

NONEDGE 苫小牧市 拓勇東町８－１－１　 サービス SL-2000-5136
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江畑美容室 苫小牧市 拓勇東町８－２－１ サービス JS-0001-0415

アンエム 苫小牧市 日新町１－６－１ サービス SL-2000-4370

さくら整体院 苫小牧市 柏木町３－１－１４ サービス JS-0003-8680

イーレンタカー 新千歳空港営業所 苫小牧市 美沢１６４－１１ サービス JS-0004-2126

ヘアーチーム CUE 苫小牧市 表町２－２－１２　ライオンビル１Ｆ サービス JS-0000-2437

Lerond by chouchou 苫小牧市 北栄町１－１４－２６ サービス JS-0002-6952

ケーズボディーワークス 苫小牧市 北栄町１－２２－６０ サービス JS-0004-9136

コナ・ヘアー 苫小牧市 明徳町４－１－５ サービス JS-0003-8475

capelli d’angelo 苫小牧市 明野新町２－２－１８ サービス JS-0001-3537

前田獣医科明野医院 苫小牧市 明野新町３－５－２ サービス JS-0001-5129

HAIR SPACE chou chou 苫小牧市 明野新町６－３３－７ サービス JS-0000-5393

a － nine 苫小牧店 苫小牧市 木場町１－６－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ苫小牧店２Ｆ サービス JS-0004-0139

pit in 苫小牧市 ときわ町４－２５－３ その他 JS-0004-5574

カラオケゆめっくす 苫小牧店 苫小牧市 澄川町４－２－１３ その他 JS-0004-9585

アイフォンクリア MEGA ドン・キホーテ苫小牧店 苫小牧市 木場町１－６－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ２Ｆ その他 SL-2000-8261

天然温泉 なごみの湯 苫小牧市 柳町２－７－６ その他 JS-0001-2572


