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［小樽市］

加盟店名 所在地 ジャンル

ステーキ＆ハイボール オタルカルビ 小樽市 稲穂２－１０－５ 飲食店 JS-0004-1354

百年坊 小樽市 稲穂２－１６－１３ 飲食店 JS-0000-2134

小料理てくてく 小樽市 稲穂２－１６－４　　 飲食店 ZN-2000-2201

伊勢鮨 小樽市 稲穂３－１５－３ 飲食店 JS-0003-2416

おたる 大和家 本店 小樽市 稲穂３－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-3799

串屋 二吉 小樽市 花園１－１０－１１ 飲食店 JS-0003-1161

和風厨房 み神 小樽市 花園１－１０－５　ノモスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6132

cafe ＆ barHALF TONE 小樽市 花園１－１０－５　ノモスビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-2890

レストラン ラ・シュミネ 小樽市 花園１－１１－１７ 飲食店 JS-0002-1225

food and Bar Owl’s 小樽市 花園１－１１－６　第２とみたビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2809

焼きとり居酒屋 小樽炭花 小樽市 花園１－１２－１９ 飲食店 JS-0004-9213

ほっこり酒場 ぽん 小樽市 花園１－１２－２ 飲食店 JS-0005-7888

酒処 美ゆ喜 小樽市 花園１－１２－３ 飲食店 JS-0002-9982

newport 小樽市 花園１－５－３　ＪＲ高架下 飲食店 SL-2001-1995

BAR HATTA 小樽市 花園１－８－１８　　 飲食店 ZN-2000-1959

和 Dining 颯楽 小樽市 花園１－８－２０ 飲食店 JS-0003-0656

真や 小樽市 花園１－８－７ 飲食店 JS-0003-0762

三四郎 小樽市 花園１－９－２　　 飲食店 ZN-2000-4537

マリアージュ 小樽市 花園１－９－９　トミタ１０ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2457

無国籍料理 FOOD ＆ BAR MONIKA 小樽市 花園３－２－１ 飲食店 JS-0000-7766

すぱいすちーずちーず 小樽市 花園３－４－６　栄愛ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8128

海鮮どんぶり EN 小樽市 堺町５－２５ 飲食店 JS-0001-7912

寿しなかむら 小樽市 山田町１－２１　　 飲食店 ZN-0001-3643

和牛黒澤 出抜小路店 小樽市 色内１－１ 飲食店 JS-0004-2277

鮨処よし 小樽市 色内１－１０－９　　 飲食店 ZN-0001-3547

和牛黒澤 本店 小樽市 色内１－１１－１０ 飲食店 JS-0005-1246

すし処みやた 小樽市 色内１－１２－８　三佳ビル　　 飲食店 ZN-2000-3315

小樽 おり鮨 小樽市 色内１－２－８ 飲食店 JS-0002-8197

すし処貫 小樽市 色内１－７－３ 飲食店 JS-0004-8463

シーラカンス 小樽市 色内２－２－１４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9757

イソ 小樽市 色内２－２－１４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3811

海鮮やよし丼 小樽市 東雲町２－２　　 飲食店 ZN-0001-4000

握群来膳 小樽市 東雲町２－４　ｖｉｓｔａ東雲１Ｆ 飲食店 JS-0001-3970

フリーウェイ 小樽市 オタモイ１－１－２０ ショッピング JS-0002-2188

オリーブ 小樽市 稲穂２－２０－１　長崎屋２Ｆ ショッピング JS-0003-6701

明治コンタクトレンズ研究所 小樽市 稲穂２－７－１７ ショッピング JS-0001-6906

ジーンズショップロッキ 小樽市 稲穂４－５－１７　 ショッピング SL-2000-3172

真田昌栄堂薬局 小樽市 花園３－１２－８ ショッピング JS-0003-7326

ピザテン・フォ－　小樽手宮店　1 小樽市 錦町８－６　　 ショッピング PK-0000-8287

石上車輌 小樽店 小樽市 港町７－２ ショッピング JS-0004-3663

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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スポーツ Re ショップ 小樽店 小樽市 港町７－２ ショッピング JS-0004-3742

ジョワジョワグラスコレクション 小樽市 堺町１－１３ ショッピング JS-0004-3940

アンティーク雑貨七福 小樽市 堺町１－１６ ショッピング JS-0001-8610

PAWPADS 0785 小樽市 堺町２－３ ショッピング JS-0001-0515

PAWPADS 小樽市 堺町３－２０ ショッピング JS-0001-0516

THE WOLF 小樽市 堺町４－１ ショッピング JS-0005-0003

小樽 茶和々 小樽市 堺町４－１４ ショッピング JS-0004-4830

招喜屋 小樽店 小樽市 堺町４－１７ ショッピング JS-0004-2377

ROP 小樽市 堺町４－１８ ショッピング JS-0001-4367

おたる 高橋水産 小樽市 堺町４－６ ショッピング JS-0003-3931

キッチン遊膳 小樽店 小樽市 堺町６－１ ショッピング JS-0004-4827

スヌーピー茶屋（物販 1） 小樽店 小樽市 堺町６－４　１Ｆ ショッピング JS-0004-4716

スヌーピー茶屋（物販 2） 小樽店 小樽市 堺町６－４　１Ｆ ショッピング JS-0004-4717

スヌーピー茶屋（テイク） 小樽店 小樽市 堺町６－４　１Ｆ ショッピング JS-0004-4718

スヌーピー茶屋 小樽店 小樽市 堺町６－４　２Ｆ ショッピング JS-0004-4715

小樽 せんべい 小樽市 堺町６－４　銀の鐘６号館（駐車場） ショッピング JS-0004-4831

小樽・福廊 小樽市 堺町６－９ ショッピング JS-0003-7849

喜来々 小樽店 2 小樽市 堺町７－１ ショッピング JS-0004-4829

喜来々 小樽店 1 小樽市 堺町７－１　お蔵ガレリア２プラス ショッピング JS-0004-4828

にしん御殿 小樽 貴賓館 小樽市 祝津３－６３ ショッピング JS-0001-5042

NATURAL HONEY 小樽市 色内１－２－１６ ショッピング JS-0002-9497

acca Hanamasa 小樽市 色内１－６－２０　 ショッピング SL-2000-9197

木村商店 小樽市 色内３－１０－１５　 ショッピング SL-2000-2081

J － up company 小樽市 銭函３－５１５－２２ ショッピング JS-0006-0149

株式会社グランドガレージ高橋 小樽市 オタモイ３－２－７ サービス JS-0003-8237

エーナイン 小樽店 小樽市 稲穂２－２０－１　ドン・キホーテ・長崎屋２Ｆ サービス JS-0003-1933

エンパイアーサンポート店 小樽市 稲穂２－２０－１　長崎屋小樽店Ｂ１Ｆ サービス JS-0003-4424

クリーニング ace 中央店 小樽市 稲穂２－９－１３ サービス JS-0005-3514

hair laboratory Mellow 小樽市 稲穂３－１４－８ サービス SL-2000-5406

インプレス 小樽店 小樽市 稲穂５－１０－１　いなたビルＢ１ＦＦ サービス JS-0001-6444

ディス・ワン・オート木原 小樽市 塩谷１－３－５ サービス JS-0001-5136

サロン ド M 小樽市 花園１－１２－２０ サービス JS-0003-3261

エンパイアー花園店 小樽市 花園１－６－１１ サービス JS-0003-4423

ビューティサロンハートオブゴールド 小樽市 花園３－１１－８ サービス JS-0004-3227

フレッシュ＆ピース 小樽市 花園３－１６－１ サービス JS-0003-1206

MY アート 小樽市 堺町３－１７　ギャラリー北紀行 サービス JS-0002-1439

3Ring 小樽店 小樽市 堺町４－８ サービス JS-0001-2020

3stones 小樽市 堺町４－８ サービス JS-0001-5113

クリーニング ace ハーバー店 小樽市 手宮１－６－２ サービス JS-0005-3516

SO2 小樽市 住吉町１０－５　 サービス SL-2000-8895

fu － la．＋ 小樽市 新光１－１４－１４ サービス JS-0003-6157

クリーニング ace 小樽新港 1 丁目店 小樽市 新光１－２９－１ サービス JS-0005-3526

木下薬局 小樽市 新富町１５－１４ サービス JS-0003-0545

ぜにばこ動物病院 小樽市 銭函３－１８６－２５ サービス JS-0002-6454
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サロンリュクシス 小樽市 張碓町５２３－５　ルシオン小樽４０３　 サービス SL-2000-4136

小樽ラヂエーター工業株式会社 小樽市 長橋２－９－１ サービス JS-0004-3020

エンパイアー南小樽店 小樽市 入船１－７－１３ サービス JS-0003-4422

ヘアービーハッピーデコ 小樽市 入船２－５－２ サービス JS-0003-5198

クリーニング ace 緑店 小樽市 緑２－１５－２ サービス JS-0005-3510

カラオケリーグ 小樽市 花園１－１１－１０ エンターテインメント JS-0000-2808

マルカツ 小樽水産 小樽市 花園１－１１－１０ エンターテインメント JS-0003-1772

iPhone クリア 小樽店 小樽市 稲穂２－２０－１　長崎屋ドンキホーテ小樽店３Ｆ その他 SL-2000-8416

おたる巽鮨 小樽市 堺町３－１５　 その他 SL-2000-6963


