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加盟店名 所在地 ジャンル

フードブランディング 土浦市 右籾２６３３－１１ 飲食店 JS-0003-0865

お好み焼き 鉄板焼き 葵 土浦市 永国８４８－５　 飲食店 SL-2000-4598

芋やす 土浦市 沖新田１ 飲食店 AD-0000-0109

あずましや 土浦市 荒川沖西２－１０－１０　アラカワオキニシテナント　 飲食店 ZN-0001-2966

つけ汁家安曇野 土浦市 荒川沖東２－１３－５０　　 飲食店 PK-0000-2145

OSTERIARAKUTEN． 土浦市 荒川沖東２－２－１０ 飲食店 JS-0001-6343

今尽 土浦市 荒川沖東２－２－１０ 飲食店 JS-0002-5164

酒亭かきくら 土浦市 荒川沖東３－１－４　プラザＵ 飲食店 JS-0000-8366

ホルモンダイニング大黒 土浦市 荒川沖東３－３－１９ 飲食店 JS-0001-2535

そば処光寿庵 土浦市 桜町１－１－１５ 飲食店 JS-0001-6386

らーめん大葉 土浦市 桜町１－１４－１４ 飲食店 JS-0004-5093

PUB ネオ・アプリ 土浦市 桜町１－１４－５　ヤマトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0608

居酒屋鬼平 土浦市 桜町１－１５－３　宮本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3995

ええじゃないか 土浦市 桜町１－１５－６　　 飲食店 ZN-0001-2032

3coins 土浦市 桜町１－１９－７　　 飲食店 ZN-0003-1658

Shawty’s 土浦市 桜町１－２０－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2796

洋風居酒屋リヴァージュ 土浦市 桜町１－２－２０　　 飲食店 ZN-2000-0687

遊食カジュアルダイニングパインズバー 土浦市 桜町１－３－１４ 飲食店 JS-0000-5571

居酒屋まつやま、土浦店 土浦市 桜町１－５－１　　 飲食店 ZN-0001-1465

いけす割烹圭 土浦市 桜町１－５－５　　 飲食店 ZN-0001-0506

炭吉次郎 土浦市 桜町１－６－１０　康佳ビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6798

みよし家 土浦市 桜町１－６－１５　　 飲食店 ZN-2000-2296

弁慶 土浦市 桜町２－６－１０ 飲食店 JS-0001-2660

洋食大かわ 土浦市 桜町３－１１－１４ 飲食店 JS-0001-1991

セル・ブロック 土浦市 桜町３－１－１５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1695

熱燗徳利吟酔亭 土浦市 桜町３－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-1770

独楽 土浦市 真鍋２－５－２５ 飲食店 JS-0003-6441

焼肉一郎 土浦市 真鍋新町１３－１１　ぬくもり館２Ｆ 飲食店 SL-2000-7638

鉄板や神楽 土浦市 神立中央１－１１－１０　NKK ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9399

ふぐ・あんこう 喜作 土浦市 神立中央１－１１－１８　 飲食店 SL-2000-6214

味十 土浦市 神立中央１－１６－１３　　 飲食店 ZN-0002-7088

森繁商店 土浦市 神立中央１－１７－１３ 飲食店 JS-0001-8774

よろず屋 土浦市 神立中央５－２５－１８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2635

九州屋台 九太郎 神立店 土浦市 神立中央５－３６－６ 飲食店 JS-0004-9593

焼肉神立苑 土浦市 神立町６６７－２２ 飲食店 JS-0001-4038

そばダイニング利右ェ門 土浦市 神立町７４６－７ 飲食店 JS-0003-5365

どんべえ土浦店 土浦市 西根南１－１３３４－１ 飲食店 JS-0001-6455

ORIGINE 土浦市 川口１－３－１１９－Ｃ１０１　　 飲食店 PK-0000-6757

笹揶 土浦市 川口１－５－５　　 飲食店 ZN-0002-2385

和創旬 康べえ 土浦市 川口１－８－１１　河野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2968
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笑福食堂 土浦市 大和町３－２　第二池田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7785

satellite 土浦市 大和町４－１５　山内ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1313

天ぷら 八起 土浦市 大和町４－４ 飲食店 JS-0000-0662

炭火ホルモン焼ラッキィー 土浦市 大和町４－５ 飲食店 JS-0000-5514

鳥のや總本店 土浦店 土浦市 大和町５－６　みずほビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0002-9904

鶏串処一鶏 土浦市 大和町７－２　染谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7309

ワールドチャンピオン 土浦市 大和町７－２１ 飲食店 JS-0003-7380

鮨の旦兵衛 土浦市 大和町７－６ 飲食店 JS-0001-2658

よってや 土浦市 大和町８－５ 飲食店 JS-0005-5642

九州横丁 九太郎 土浦市 大和町９－１　ウララビルＡ１Ｆ－８０４ 飲食店 JS-0001-3453

居酒屋やまとや 土浦市 大和町９－１　ウララビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5785

さん吉土浦店 土浦市 大和町９－３　ウララビル３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1783

和食里山 土浦市 中央１－１２－２５　 飲食店 SL-2000-6083

楽天酒家荒川沖西口店 土浦市 中荒川沖町１６－８ 飲食店 JS-0002-7586

やきとり米家 土浦市 中荒川沖町３－２０ 飲食店 JS-0003-1921

焼肉麗花 土浦市 中荒川沖町３－８ 飲食店 JS-0001-4087

ラフリバー・ダイナー 土浦市 中荒川沖町５－７　湯原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4378

おばこ 土浦市 中神立町３１－７ 飲食店 JS-0001-8775

すし旨いものや天龍本店土浦神立店 土浦市 中神立町５－１　　 飲食店 ZN-0001-1213

やぐら土浦店 土浦市 田中３－３－７　　 飲食店 ZN-0000-9775

ナマステ・ガネーシャ　土浦店 土浦市 東真鍋町１－７　　 飲食店 PK-0000-6376

仙華 土浦市 東真鍋町２－５　　 飲食店 ZN-0001-2891

オリトモ 流通センター店 土浦市 卸町２－６－１０ ショッピング JS-0000-0354

ちゃくちゃくちゃく土浦店 土浦市 湖北１－１－２ ショッピング JS-0005-0116

リサイクル百貨センター 土浦市 荒川沖５－８ ショッピング JS-0002-2038

ラビットつくば東店 土浦市 宍塚１７４０－２ ショッピング JS-0001-6384

プロショップランカーズ 土浦市 小松１－１５－２ ショッピング SL-2000-4131

クロサワ眼鏡店 土浦店 土浦市 真鍋新町１８－１１　 ショッピング SL-2001-1744

ファッションハウス joy 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン１Ｆ ショッピング JS-0001-3098

ミセスのお店かしむら 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン１Ｆ ショッピング JS-0001-3274

ジュエリー花 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン１Ｆ ショッピング JS-0004-7876

ピアタウン明治屋 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン１Ｆ ショッピング SL-2000-1128

ブルーム 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2864

和布人形町髙はし 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン２Ｆ ショッピング SL-2000-9027

エムズ 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン２Ｆ　 ショッピング PK-0000-1820

［HC］セイエーデンキ神立店 土浦市 神立中央３－１１－１０ ショッピング JS-0001-9545

めがねハウス 神立店 土浦市 神立中央５－３７－１５ ショッピング JS-0002-2665

JingerWorks 土浦市 菅谷町１３２３－８９ ショッピング JS-0001-9999

Minority 土浦市 川口１－３－１２３ ショッピング JS-0003-2784

K′sWAVE． 土浦市 川口１－３－１２６　モール５０５Ｃ１０７ ショッピング JS-0005-9841

つちうら古書倶楽部 土浦市 大和町２－１　パティオビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1343

炭火やきとり 中中 土浦市 大和町２－１　パティオビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8556

カードショップさくら 土浦市 大和町２－１　パティオビル２Ｆ ショッピング SL-2000-6625

ザックスオオヌマ靴店 土浦市 中央１－１０－１　 ショッピング SL-2001-0034
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Needlework Tansy 土浦市 中央１－１２－１５　 ショッピング SL-2000-2757

松庄花壇 土浦市 中央２－１０－６ ショッピング JS-0003-0502

グロバルインタナショナル合同会社 土浦市 中貫１３９８－１ ショッピング JS-0001-5156

関東作業用品販売 土浦市 中村西根２７３－４　　 ショッピング PK-0000-8935

神田書店 荒川沖店 土浦市 中村南４－７－１７ ショッピング JS-0001-7244

オリトモ 本店 土浦市 虫掛３５８５ ショッピング JS-0000-0353

プルシェ奥井薬局 土浦市 田中２－１０－３０　フードオフストッカー土浦田中店内　 ショッピング ZN-2000-4823

株式会社土浦タイヤ商会 土浦市 文京町１－６ ショッピング JS-0000-4079

マロニエゴルフ 土浦市 北荒川沖町１－３５　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-7914

羽成自動車 土浦市 沖宿町１６９３ サービス JS-0003-0123

BUBUGRASSHAIR 土浦市 下高津１－１７－１１　　 サービス ZN-0002-5631

ユハラ 土浦市 荒川沖４７５－３ サービス JS-0004-0738

FREAK 土浦店 土浦市 桜町１－１５－３　宮本ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-5125

スミレ薬局土浦店 土浦市 桜町３－１４－１８ サービス JS-0004-3933

トーヨーレンタカー土浦店 土浦市 真鍋５－１６－３４ サービス JS-0002-6089

アン・コトン 土浦ピアタウン 土浦市 真鍋新町１８－１３　土浦ピアタウン サービス JS-0002-7032

かざまアニマルクリニック 土浦市 神立町６６７－５４ サービス JS-0001-5191

ノア・イシヅカ 土浦市 川口１－９－１１　プラウドビル１Ｆ サービス JS-0001-6585

un Calin 土浦市 大手町９－９ サービス JS-0003-6922

イリオス Personal 土浦店 土浦市 大和町５－１５　山口ビル１Ｆ サービス JS-0002-9968

ココバニラヘア 土浦市 大和町７－２２　せこざわビル３Ｆ サービス JS-0002-3454

Ares’Hairz 土浦駅前 土浦市 大和町９－１　ウララビルＢ１Ｆカスミ土浦駅前店内 サービス JS-0005-6859

マツエク本舗 土浦店 土浦市 中央２－４－２６　セントラルテナント１０２ サービス JS-0002-2066

Bagus 土浦市 中高津１－２１－４ サービス JS-0002-1223

BOY 美容室 土浦市 中高津２－５－２　　 サービス ZN-0002-8120

つかもと自動車販売 土浦市 田中２－９－４８　　 サービス PK-0000-4821

VTG 土浦市 東崎町２－１４ サービス JS-0001-3960

ドッグビューティー RuiRui 土浦市 粕毛１０１－２ サービス JS-0001-8854

エステティックサロン AURA 土浦市 摩利山新田３６６　ルヴェ・デュ・ソレイユⅡＢ２０１　 サービス SL-2000-0456

うた若丸 土浦神立店 土浦市 神立中央１－９－６ エンターテインメント JS-0003-0629


