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［つくばみらい市／つくば市］

加盟店名 所在地 ジャンル

カフェテラス・アール つくばみらい市 細代４１－１ 飲食店 JS-0001-6472

もつの屋 つくばみらい市 小絹６８３－１　　 飲食店 PK-0000-6549

北京老飯店 みらい平店 つくばみらい市 陽光台１－１０－６ 飲食店 JS-0003-9976

Lilac つくばみらい市 陽光台１－１８－５　MTC ビル２Ｆ２　 飲食店 ZN-0001-1742

九州屋台 九太郎 みらい平店 つくばみらい市 陽光台１－７－２　ｽﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰﾄﾖｼﾏﾋﾞﾙ２Ｆ 飲食店 JS-0003-0866

協和メガネ つくばみらい市 谷井田１３７９－８ ショッピング JS-0002-2577

sweetshomeiroha つくばみらい市 陽光台１－１８－５　MTC ビル１０１　 ショッピング ZN-2000-4812

プレミアムヘアークラウディット つくばみらい市 古川１３８８－３ サービス JS-0004-5506

HairCreativeONiWA つくばみらい市 紫峰ヶ丘３－１３－７ サービス JS-0001-2537

クリエイティブヘアジェヌ つくばみらい市 紫峰ヶ丘５－７－６ サービス JS-0004-1711

ヘアアンドスパラグジー つくばみらい市 紫峰ヶ丘５－７－６　エクセルコート１Ｆ サービス JS-0004-5609

UNcareerJapan つくばみらい市 青木１２１－１　　 サービス PK-0000-2275

タイヤセレクト　ヨコザワ つくばみらい市 台９４３－１　　 サービス PK-0000-8107

TIMELESS つくば市 みどりの中央１１－３２０６ 飲食店 JS-0004-5185

チムニーギオット つくば市 稲荷前２７－２ 飲食店 JS-0001-8356

ひたち野 つくば市 臼井２１０３－５ 飲食店 JS-0000-1040

焼肉レストラン 城門 つくば市 榎戸３７０－２ 飲食店 JS-0001-4089

伊太利亜台所つくば店 つくば市 下原４８１－２　　 飲食店 ZN-0001-0293

ルフラン つくば市 下平塚８３４　グリーンハウス・つくば２Ｆ　 飲食店 SL-2000-5719

ル・タブリエ つくば市 花室１６１２－１ 飲食店 JS-0001-2746

炭火焼肉・ホルモンの店肉八や つくば市 館野５－１　 飲食店 SL-2001-0384

遊食伊太利庵藤右エ門栄 つくば市 金田３８－１ 飲食店 JS-0000-8245

割烹一の矢 つくば市 栗原４０９５－１　　 飲食店 ZN-2000-0766

二軒目 つくば市 研究学園１－３－４ 飲食店 JS-0003-9985

大衆ビストロ YASUDA つくば市 研究学園４－２－１４　エビスタウンＡ２０１ 飲食店 SL-2000-4191

北京老飯店 つくば市 研究学園５－１３－８　アドヴァンスつくばテナント１０１ 飲食店 JS-0000-4783

鳥のや 總本店 つくば市 研究学園５－１４－１０　フロンティアコンフォート１Ｆ 飲食店 JS-0001-9537

ステーキダイニング 星ざき つくば市 研究学園５－１４－３　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-5901

アムハイン つくば市 研究学園５－１４－３　リベルタ２ＦＢ　 飲食店 ZN-2000-5583

餃子酒場 TSUTSUMIYA 研究学園店 つくば市 研究学園５－１５－１４ 飲食店 JS-0004-4689

牛タン和助 研究学園店             つくば市 研究学園５－１５－２　グレーシア２０２ 飲食店 AD-0000-3570

餃子居酒屋ふう風 つくば市 研究学園５－１５－２　グレ－シア１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0446

おしゃれに食べてやせる 肉 BAR85 つくば市 研究学園５－１５－２　グレ－シア２０１ 飲食店 JS-0003-2788

麒麟倶楽部 つくば市 研究学園５－２－２　TOCO ビル２０２ 飲食店 JS-0001-4037

八笑 つくば市 研究学園５－２－７ 飲食店 JS-0003-5933

和伊ん亭 つくば市 研究学園５－６－６－２１０ 飲食店 JS-0004-5597

串好 つくば市 研究学園５－８－３　アルファビル 飲食店 JS-0000-5932

好坊 つくば市 研究学園５－８－３　アルファビル 飲食店 JS-0000-5940

レストラン　ラ ポルタ つくば市 研究学園５－８－４　ホテルベストランド１Ｆ 飲食店 AL-0000-0158
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お菜屋 わだ家　つくば店 つくば市 研究学園５－８－４　ホテルベストランド１Ｆ 飲食店 AL-0000-0159

福鮨 つくば店 つくば市 研究学園５－８－４　ホテルベストランド２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0162

九州屋台 二代目 九次郎 つくば市 研究学園Ｃ３０街区１５　エビスタウンＡ２０３ 飲食店 JS-0000-9011

彩鳥鶏 つくば市 研究学園Ｃ３０街区１５　エビスタウンＢ 飲食店 JS-0001-2493

YUTAKA つくば市 研究学園Ｃ３０街区１５　エビスタウンＤ２０２ 飲食店 JS-0001-9419

oh ！にくダイニング一喜 つくば市 研究学園Ｃ４２街区１０　　 飲食店 ZN-0001-1129

串焼四季彩 つくば市 古来１３８５－５ 飲食店 JS-0000-3635

三浦飲食堂 つくば市 吾妻１－５－１　財団事務所ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6093

三浦酒店 つくば市 吾妻１－５－１　財団事務所ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3144

焼肉酒場 うしわかまる BiVi つくば店 つくば市 吾妻１－８－１０　３Ｆ 飲食店 JS-0001-7724

サザコーヒーつくば駅前店 つくば市 吾妻１－８－１０－１７　Bivi つくば１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9567

串焼場・千草 つくば市 高見原１－５－２２ 飲食店 JS-0002-2307

M．S．B つくば市 桜３－８－４ 飲食店 JS-0005-1107

和創旬彩たかぼ つくば市 桜３－８－４　アグレアーブル１Ｆ－１０４ 飲食店 JS-0000-6565

鉄板屋やんちょ つくば市 手代木２６１－１２　セントラルリージェント１０１　 飲食店 ZN-0002-9177

Blackboard つくば店 つくば市 手代木２９１－３　 飲食店 SL-2000-7306

Cafe4 つくば市 春日４－１６－２　K ハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2600

萬年喜鮨 つくば市 小野崎１３６０ 飲食店 JS-0001-5872

蓮屋権左衛門 つくば市 小野崎３０３－１３ 飲食店 JS-0003-3718

鮨ダイニング天龍本店つくば学園店 つくば市 小野崎８８－２１　　 飲食店 ZN-0001-0736

サザコーヒー ララガーデンつくば店 つくば市 小野崎千駄苅２７８－１　LALA ガーデンつくば TSUTAYA 内　 飲食店 ZN-0000-3529

イタリアンレストランアペティート つくば市 松代１－３－６　　 飲食店 ZN-0001-1104

SAKURA cafe つくば市 松代４－１９－１ 飲食店 JS-0005-1230

ビストロシェ・レノン つくば市 松野木１００－１１　　 飲食店 ZN-0001-2546

海鮮や辰海 つくば市 松野木９９－３４　 飲食店 SL-2000-3341

鮨・創作和食清志 つくば市 上横場２４７－３　　 飲食店 ZN-0002-9589

和食処季粋 つくば市 上横場２５３－１　M.I ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0001-0666

イタリアンレストラン CasaNova つくば市 上境２９５－３　　 飲食店 ZN-0002-3430

レストランリヨンドリヨン つくば市 西大橋１７０－１ 飲食店 JS-0001-3857

どんべえつくば赤塚店 つくば市 赤塚６８５－１３ 飲食店 JS-0000-7800

焼肉レストラン沙羅峰 つくば市 倉掛１２１７－３　　 飲食店 ZN-0000-9885

珈琲哲學つくば 大穂店 つくば市 大曽根字吾妻３０５７ 飲食店 AL-0000-0030

レストラン音倶楽部摩耶華氏 つくば市 谷田部６７８８－１２ 飲食店 JS-0001-3305

鮨処修 つくば市 竹園１－１２－１　新興ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8367

焼肉楽園 つくば市 竹園１－８－５　　 飲食店 ZN-0002-2461

やぐらつくば店 つくば市 竹園１－８－８　　 飲食店 ZN-0000-9787

餃子酒場 TSUTSUMIYA つくば店 つくば市 竹園１－９－２　ディズタウン１Ｆ 飲食店 JS-0004-3252

あっぱれ つくば店 つくば市 竹園１－９－２　デイズタウン１Ｆ 飲食店 JS-0004-9590

九太郎 つくば市 竹園１－９－２　デイズタウンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9008

CasaNovaItalianbar つくば市 竹園１－９－２　デイズタウンＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1558

MONSTAR つくば市 竹園１－９－２　デイズタウンＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-4051

季彩かがり つくば市 竹園１－９－２　デイズタウンＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3219

K － room つくば市 竹園１－９－７　林ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-2675

モッツバーホンテンはなれ つくば市 竹園１－９－７　林ビル２０５　 飲食店 ZN-2000-5584
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インドネパール料理ヒマラヤ つくば市 竹園２－６－１　　 飲食店 ZN-0001-2447

かくれ居酒屋　大将　別館 つくば市 竹園２－７－２０　　 飲食店 PK-0000-6664

やまと豚専門店 とんとん つくば市 竹園２－７－２７　INO レジデンステナント１０４　 飲食店 ZN-0002-4102

串焼やどりや つくば市 竹園３－１８－２　竹園ショッピングセンター内 飲食店 JS-0004-3582

串焼 眞衣千 つくば市 筑穂２－４－２ 飲食店 JS-0000-1878

ラ・シャロント つくば市 筑穂３－１－６　　 飲食店 ZN-0002-9559

うまいもん太陽 つくば市 天久保１－１０－２２　中村マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-7915

エムズ倶楽部 つくば市 天久保１－１５－１５　くいだおれ１１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2571

鮨天神 つくば市 天久保１－１６－７　さくらビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5451

囲炉裏ホルモン小寅 つくば市 天久保１－１７－８ 飲食店 JS-0002-7472

おもてなし つくば店 つくば市 天久保１－２－６ 飲食店 JS-0002-4338

たかすみ つくば市 天久保１－５－４ 飲食店 JS-0003-6570

遊び処っぱん家 つくば市 天久保１－６－１　ヤマキビル１０２ 飲食店 JS-0004-7983

わが家 つくば市 天久保１－６－１１　くいだおれ 飲食店 JS-0001-9671

焼きもの家 慶 つくば市 天久保１－６－１３　くいだおれ３号館 飲食店 JS-0001-7757

エヌアールエイチ つくば市 天久保１－６－１５　細田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0321

居酒屋祭華 つくば市 天久保１－７－７　シグマビル１０２　 飲食店 ZN-2000-5059

おやっさん つくば市 天久保１－７－８　有楽町ビル２０９ 飲食店 JS-0003-0312

すし遊膳森田 つくば市 天久保１－８－３　　 飲食店 ZN-0001-2648

Bettei つくば市 天久保１－８－６　グリーン天久保１０３　 飲食店 ZN-2000-7493

Guns つくば市 天久保１－８－９　第２松見ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4966

さん吉 つくば店 つくば市 天久保２－２－１８　　 飲食店 ZN-0001-2346

ホルモン焼・韓国料理ハンアリ つくば市 天久保２－６－２４　　 飲食店 ZN-0001-1215

サザコーヒー筑波大学アリアンサ店 つくば市 天久保３－１－９　　 飲食店 ZN-0000-9958

居酒屋和 つくば市 東光台３－７－１０ 飲食店 JS-0001-2648

Spanish Bar Bonito つくば市 東新井１７－３　クローバーテナント１７－３－１Ａ 飲食店 SL-2000-5811

CREONSLEPLAISIR つくば市 東新井１９－５　つくばサンヨービル１－Ｃ 飲食店 JS-0001-0607

キッチンバー 結愛 つくば市 東新井２０－７　松田ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-2273

土筆 つくば市 東新井２２－１９ 飲食店 JS-0005-5008

熔岩焼萬鳥 つくば市 東新井２８－４ 飲食店 JS-0003-6102

朱酒 つくば市 二の宮２－１４－１６　セントラル８８－１０２　 飲食店 PK-0000-1354

イタリアン・スポット・チムニー つくば市 二の宮２－１－６ 飲食店 JS-0001-8354

イタリアンダイニングエレガンス つくば市 二の宮３－１５－２８　　 飲食店 ZN-0001-2177

お料理わ可ば つくば市 二の宮３－２－１１　平田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3852

BOKETTO つくば市 二の宮３－２４－７　第二洞峰ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2620

上野自動車工業 つくば市 安食２５２８－１１　　 ショッピング ZN-0002-5054

ワンダープライスイオンモールつくば店 つくば市 稲岡６６－１　イオンモールつくば店１Ｆ ショッピング JS-0001-1273

HEADHUNTERS つくば店 つくば市 稲荷前２０－７　沼尻マンション１０１ ショッピング JS-0001-9027

学生服のつちや稲荷前店 つくば市 稲荷前２３－１ ショッピング JS-0000-3584

TSUKUBA 千想 つくば市 稲荷前２６－１－１０１ ショッピング JS-0001-6027

RougeA つくば市 学園の森１－１４－５　　 ショッピング PK-0000-3470

学生服のつちや研究学園店 つくば市 学園の森２－１６－２　学園の森タウン内 ショッピング JS-0001-0046

Chouette つくば市 金田２０２９－１０　　 ショッピング ZN-0001-2875

たべものやさん つくば市 茎崎２２６１－１２ ショッピング JS-0003-6396
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二木ゴルフ つくば学園店 つくば市 研究学園１－３－１５　 ショッピング AX-2000-0066

キレイ総合研究所 つくば市 研究学園５－４－９ ショッピング JS-0004-6573

AngelsCloset つくば市 吾妻１－６－１　つくばクレオスクエア QT ２Ｆ ショッピング JS-0005-9711

Neutrale つくば市 桜２－２８－１２　中村テナント１０１ ショッピング SL-2000-9393

一本堂つくば桜店 つくば市 桜２－３９－１　　 ショッピング PK-0000-3855

株式会社一新堂 つくば市 柴崎９９８－２ ショッピング JS-0001-5117

茶の蔵きむら園 つくば市 手代木２９２－４　　 ショッピング ZN-2000-0847

マライカバザールつくば店 つくば市 春日３－１２－２ ショッピング JS-0003-0877

マライカバザール つくば店 カフェ つくば市 春日３－１２－２ ショッピング JS-0003-1033

アイパルメガネつくば店 つくば市 小野崎４００－１ ショッピング JS-0003-7712

オリトモ つくば松代店 つくば市 松代１－１３－７ ショッピング JS-0000-0348

かんてい局つくば店 つくば市 松代１－９－２ ショッピング JS-0004-8013

fronthill つくば市 松野木９９－３８　TM ５－１０４ ショッピング JS-0003-8500

神田書店 つくば店 つくば市 上横場２２９０－３０ ショッピング JS-0001-7268

チェルビアッタ つくば市 上原７４７－１５－１０３ ショッピング JS-0005-2515

有限会社 東栄自動車 つくば市 神郡３６０－１ ショッピング JS-0005-6338

ガトープーリア つくば市 水堀５８７－５４　　 ショッピング ZN-0000-3588

ピュルテ つくば市 千現１－２３－４　マイコーポ二の宮１０３ ショッピング JS-0005-6804

SAM CAR SHOP つくば市 大角豆２０１２－１２２ ショッピング JS-0004-0609

タイヤガレージ つくば つくば市 大貫２１９１ ショッピング JS-0002-2668

とちの木薬局竹園店 つくば市 竹園１－４－１　南３パークビル２Ｆ ショッピング JS-0005-9519

とちの木薬局つくば店 つくば市 竹園１－６－１　つくば三井ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-7457

トゥールズ筑波大学売店 つくば市 天王台１－１－１　筑波大学会館内 ショッピング JS-0001-9025

R．J．Blues つくば市 天久保２－３－１　ホソダビル１Ｆ－１０２ ショッピング JS-0000-4266

井上サイクル つくば市 天久保３－１０－５ ショッピング JS-0001-6406

カソレア つくば市 二の宮１－１－１０ ショッピング JS-0001-4431

Goold Rush つくば市 二の宮１－１４－３９ ショッピング JS-0000-1789

PRIVATEJAPANA．I． つくば市 二の宮１－４－１２　鈴木ハイツＢ１０１　 ショッピング ZN-0002-9224

リサイクルブランドショップ トモ つくば市 二の宮２－１２－１５ ショッピング JS-0001-7663

CENPO － DO つくば市 二の宮２－１４－１６ ショッピング JS-0001-5060

iimura － ya つくば市 二の宮２－１４－１７　ハミングバードつくば１０５ ショッピング JS-0001-7726

K2APARTMENT つくば市 二の宮２－１７－１０　パークサイド洞峰１Ｆ－Ｂ　 ショッピング ZN-0001-2002

Kimono21 舞ん つくば市 二の宮２－１７－６　 ショッピング SL-2000-8490

SELECTION つくば市 二の宮２－３－２２　　 ショッピング ZN-0002-3965

マリオン薬局みどりの店 つくば市 みどりの２－３１－１３ サービス JS-0004-3604

Radiant　Salon つくば市 みどりの２－９－１－１０４　　 サービス PK-0000-8103

癒し処 ココロ つくば市 稲岡６６－１　イオンモールつくば サービス JS-0002-3876

プルミエ・ラムール つくば市 下萱丸２７４ サービス JS-0001-5043

JEWEL つくば市 花室１５６９－１　　 サービス ZN-0001-1026

ヘアー・ストーリー つくば市 花畑３－２０－２ サービス JS-0001-6381

amyus つくば市 学園の森２－１６－２　学園の森タウンＡ－１０５ サービス JS-0003-5118

voice 学園の森店 つくば市 学園の森２－３９－４ サービス JS-0001-9086

Chantilly つくば市 学園の森３－２０－１　MeeToco ２ＦＪ号室　 サービス ZN-0002-9379

embellir つくば市 学園の森３－３５－７　プリンセス学園の森１０３　 サービス ZN-0001-0664
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ガレージ N’s つくば市 苅間１４３０－１ サービス JS-0002-5459

犬のトリミングようちえん PUPPY つくば市 苅間２０３１ サービス JS-0002-8561

LAGOONbyVTG つくば市 研究学園２－２－３　ジュネス・サクラＡ－１０３ サービス JS-0004-5778

ネイル爪美 つくば市 研究学園２－２－３　ジュネス・サクラＢ１０２ サービス SL-2000-5817

BarberPLUS つくば市 研究学園２－２－３　ジュネスサクラＢ１０１　 サービス PK-0000-4632

カラオケ　バックス つくば市 研究学園５－１３－１１　MYU・MY ３Ｆ サービス AL-0000-0160

ラクゥイーン・タ つくば市 古来６０２ サービス JS-0002-1591

MANAHAIR つくば市 吾妻３－１０－４　　 サービス ZN-0001-1800

東京ランドリー つくば市 吾妻３－７－１６ サービス JS-0005-7527

RAREHAIR つくば市 高野台２－９－５　サザンクロス１０２　 サービス ZN-0001-2541

ヘアースタジオ・ピース つくば市 桜１－２３－１ サービス JS-0002-2554

まつざき整骨院 つくば市 酒丸４８２－１ サービス JS-0002-3877

HAIRSTUDIOjupiter つくば市 春日４－２５－１　チェリービル１テナント　 サービス ZN-0001-2827

haru つくば市 春風台２４－５　 サービス SL-2000-1863

TheMellow つくば市 小茎３０５ サービス JS-0001-1745

Lis of Hair つくば市 松代１－１７－３－１０３ サービス JS-0001-3475

voice つくば市 松野木９９－３３ サービス JS-0001-6579

AQUARIUM SHOP Breath つくば市 松野木９９－３８－１０２ サービス SL-2000-8931

大橋自動車整備工場 つくば市 上横場１０３２－３ サービス JS-0002-5654

サロン・ド・Calme つくば市 大角豆２０１２－９８２ サービス JS-0001-5960

アン・コトン つくば店 つくば市 竹園１－９－２　デイズタウン１Ｆ サービス JS-0004-5181

Lycka つくば市 竹園２－１１－６　柏マンション１０　 サービス ZN-0002-2616

hairstageSPOOLE つくば市 竹園２－１１－９　　 サービス ZN-0002-4085

Dears つくば つくば市 竹園２－１３－３ サービス JS-0004-9531

おおほ動物病院 つくば市 筑穂２－５－６ サービス JS-0000-6166

エス．アイ．オートモービル つくば市 中別府５９２－１６ サービス JS-0002-3465

HAIRSTUDIOJUPITER つくば市 天久保１－７－２　浪漫通り１丁目 サービス ZN-0001-2991

HairSalonL つくば市 天久保１－７－２　浪漫通り３丁目 サービス ZN-2000-7330

メンズヘアー LA － R つくば市 天久保２－１４－１５　ワイ・エスビル１０２ サービス SL-2000-4028

atoto つくば市 天久保４－１０－６　　 サービス ZN-0001-1529

イン東京 つくば店 つくば市 東２－９－１７ サービス JS-0000-2618

h Hair Design 2nd． つくば市 東光台２－１０－１５ サービス JS-0002-5223

hHairDesign つくば市 東光台３－１－１８　田中ハイツ１Ｆ－Ｂ サービス JS-0001-2536

FREAK つくば店 つくば市 東新井１８－１２　グローバルマンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-2393

有限会社中島モータース つくば市 東平塚８６８－１ サービス JS-0001-6473

DROP つくば市 南中妻４１９－１　　 サービス ZN-0001-2819

VTGeyelash つくば店 つくば市 二の宮１－１３－１０ サービス JS-0001-6831

switch つくば市 二の宮１－２４－８　パルシャスつくば１－１０３ サービス JS-0000-9699

Shine 美容室シャイン つくば市 二の宮２－１２－１４　東日本ビル１Ｆ サービス SL-2000-9844

etoile つくば市 二の宮３－２４－３４ サービス JS-0001-3855

NAZ つくば市 二の宮３－２４－７　第二洞峰ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9456

GLAMOUR つくば市 二の宮４－４－２６ サービス JS-0001-4053

美容室 ルクール つくば市 二の宮４－４－３ サービス JS-0003-3278

carinahairsalon つくば市 梅園２－２６－２２　　 サービス ZN-2000-5259
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ROOM26 つくば市 並木３－２６－２６　キャッスル並木１０１　 サービス ZN-0001-2616

よしや写真館 つくば市 北条４２９７－３ サービス JS-0002-1834

naturalhairpuregreen つくば市 牧園１－１８ サービス JS-0002-8503

吉田オートサービス つくば市 蓮沼２４８－２２ サービス JS-0001-6416

株式会社 COLOR WORK つくば市 榎戸７８３―１４　 その他 SL-2000-6803

CybexSTEP つくば店 つくば市 妻木７２４ その他 JS-0000-3749

つくばゴルフガーデン つくば市 寺具１３３０－１ その他 JS-0005-3793

ビッグドラッグ自由ヶ丘店 つくば市 自由ケ丘９７２－５　 その他 SL-2000-0600

YATABE COFFEE つくば市 谷田部２４１７－４５　 その他 SL-2000-7765

ファンキー駄菓子屋ズンドコ商店デイズタウンつくば つくば市 竹園１－９－２　デイズタウンつくばＢ１Ｆ その他 SL-2000-8746


