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加盟店名 所在地 ジャンル

ぶんぶんまる 桶川市 鴨川２－４－５ 飲食店 JS-0005-4935

寿し処松月 桶川市 寿１－７－１２　　 飲食店 ZN-0002-9511

ダイニング Bar 助蔵 桶川市 寿２－１－４　　 飲食店 ZN-2000-7137

旬 桶川市 西１－９－１９　　 飲食店 ZN-0001-0706

旬彩　よこ川 桶川市 泉２－１９－５３　　 飲食店 PK-0000-6334

Ruuna 桶川市 南１－８－１１　イエロービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9128

つちのこ 桶川市 南２－１－５　第一富士ビル１０３ 飲食店 JS-0001-9791

鳥志 桶川市 南２－５－１　大ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1416

大衆割烹大漁 桶川市 北２－１４－８　　 飲食店 PK-0000-0929

ボナスパジオ桶川店 桶川市 若宮１－５－２ ショッピング JS-0004-6188

ヴィラール 桶川市 若宮１－５－２　パトリア桶川２Ｆ ショッピング JS-0002-1806

中村屋 桶川市 寿１－１５－２０　　 ショッピング PK-0000-0814

岸時計店 桶川市 寿１－７－１１　　 ショッピング ZN-2000-0793

池田花店 桶川市 寿２－２－３　　 ショッピング PK-0000-8890

埼玉機工 桶川市 赤堀１－３７－１ ショッピング JS-0002-5118

橋本屋 桶川店 桶川市 川田谷６７０６－８ ショッピング JS-0005-8596

きもの ふじもと 桶川市 南１－６－７ ショッピング JS-0001-6476

サイクルショップスタンダード 桶川市 末広１－１－１　キョウエーマンション１０５ ショッピング JS-0003-1615

ホワイト急便薬品下日出谷店 桶川市 下日出谷西３－３－６ サービス JS-0004-9752

SPRING 桶川市 若宮１－１－５　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-4041

RAVIAN ROSE 桶川市 寿１－３－４ サービス JS-0000-7946

ホワイト急便桶川駅前店 桶川市 寿２－１－１ サービス JS-0004-9760

GARAGE TRS 桶川市 川田谷９５－２ サービス JS-0005-1960

ミンクヘアデザイン 桶川市 東１－３－２４　コジマビル１Ｆ サービス JS-0001-5057

美容室サプリ 桶川市 東２－５－２２　スカイハウス１０２　 サービス ZN-0001-1962

ホワイト急便桶川工場前店 桶川市 北２－３－１０ サービス JS-0004-9724

味蔵小川 上尾市 宮本町９－２０　　 飲食店 ZN-0002-9489

はらいちれん 上尾市 原市１１８１－４　　 飲食店 ZN-2000-1778

ふあみりぃ居酒屋いっしん 上尾市 原市１５０５－５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5298

炭火焼肉朴乃店 上尾市 向山２－１８－３　　 飲食店 ZN-0001-0751

chezMACIOAGEO 上尾市 小敷谷２９１－５ 飲食店 JS-0002-8000

まえ沢亭 上尾市 上７０－１　　 飲食店 ZN-0001-1446

アウトドアカフェ山小屋 上尾市 菅谷２－８６－３　　 飲食店 PK-0000-1505

Calm 上尾市 谷津２－１－５０　第２ヤマイケビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9941

旬鮮和さび 上尾市 谷津２－４－５　小川第一ビル１０４　 飲食店 ZN-2000-5961

ふらここ 上尾市 谷津２－５－１９ 飲食店 JS-0005-1584

喜いち郎 上尾市 中妻３－１２－１３　ドルチェ１０２ 飲食店 JS-0000-6043

誠や 上尾市 仲町１－７－２３ 飲食店 JS-0003-9249

酒肴ひで坊 上尾市 仲町１－７－２３　　 飲食店 ZN-0001-1653

宮本 SHINGEN 上尾市 仲町１－７－２３　サンシャイン４３Ａ　 飲食店 ZN-2000-5603
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ビアマイスター 上尾市 仲町１－７－２３　サンシャイン４３ビル　 飲食店 ZN-2000-4455

黄金の牛 上尾店 上尾市 仲町１－７－２７　アークエムビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0198

鮨 わさび 上尾市 仲町１－７－８　第２樋口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5829

MSTAGE 上尾市 柏座１－１０－３－２０　ペアコート斉藤１０１　 飲食店 ZN-0000-9774

てっぱん大笑 上尾市 柏座１－１０－３－６　Ａ＆Ｓビル１０１　 飲食店 ZN-2000-5232

トラットリアラ・ヴィータ 上尾市 柏座１－１２－２　柏座ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2508

旬魚 旬菜 tada 上尾市 柏座１－１２－３ 飲食店 SL-2000-6747

やきとり市場 上尾市 本町１－１０－６　　 飲食店 ZN-0001-2744

高倉町珈琲上尾店 上尾市 緑丘３－４７－６　　 飲食店 ZN-0000-9614

カーリンク上尾店 上尾市 １－１４１－２　　 ショッピング ZN-0002-9385

UQ スポットアリオ上尾 上尾市 １－３６７　アリオ上尾１Ｆ ショッピング JS-0005-5872

リサイクルショップ宝島上尾店 上尾市 栄町１－１３ ショッピング JS-0000-7515

横田メガネ 上尾市 宮本町１－１　丸広デパート３Ｆ ショッピング JS-0000-3788

ベル・エポック 上尾市 宮本町４－１２　　 ショッピング PK-0000-8878

リード本店 上尾市 原市３２５－５ ショッピング JS-0001-9220

橋本屋 上尾店 上尾市 春日２－１２－１７ ショッピング JS-0005-8580

ロッソカーズ 上尾市 上野３３－１ ショッピング JS-0002-8841

埼玉カルチャー 上尾店 上尾市 川２３１－７ ショッピング JS-0001-7697

DOVER 上尾市 谷津２－１－３６　ＭＫビル３Ｆ ショッピング JS-0003-2566

フランス菓子ジョゼ 上尾市 中妻１－１２－８　北上尾マンション１０２　 ショッピング PK-0000-2909

VOYAGE 上尾市 中妻１－９－１０　アーバンレジーナＡ１Ｆ ショッピング JS-0001-4969

世界の家具 OKINO 上尾市 東町２－４　 ショッピング SL-2000-2853

須田商店 上尾市 南１１３　 ショッピング SL-2000-8712

上尾中央総合病院売店 上尾市 柏座１－１０－１０ ショッピング JS-0005-3683

パティスリーアルブリエ 上尾市 柏座２－２－２３　成和ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8721

はんこ広場 上尾店 上尾市 柏座２－５－１０ ショッピング JS-0000-3550

キャルクラシックス 上尾市 平方７５７－２　　 ショッピング ZN-2000-3654

パティスリージュイール 上尾市 本町５－１３－２７ ショッピング JS-0004-1944

シューティングスターズ 上尾市 緑丘１－１－４８ ショッピング JS-0002-4953

リカー館スダ 上尾市 緑丘３－３－１１　 ショッピング SL-2000-8713

エブリデイゴールドラッシュ PAPA 上尾店 上尾市 緑丘３－３－１１－２　Ｂ－２０４ ショッピング JS-0001-0426

ファイテン＠元気 UP プラザ 上尾店 上尾市 緑丘３－３－１１－２　ＰＡＰＡ上尾 ショッピング JS-0002-1099

アイパーツ上尾店 上尾市 緑丘３－６－２１ ショッピング JS-0004-7354

ホワイト急便愛宕バリュー店 上尾市 愛宕３－１－４０ サービス JS-0004-9739

有限会社テクノオートサービス 上尾市 原市１０６１－１ サービス JS-0001-7175

ホワイト急便原市店 上尾市 原市５１－１１ サービス JS-0004-9794

ヘアープレイスピンナップ 上尾市 原市６４８－９　　 サービス ZN-2000-0135

POWDERair 上尾市 向山１－６０－３７ サービス JS-0000-4213

ユナイテッド上尾動物病院 上尾市 春日１－２８－１２ サービス JS-0003-2881

パステル 21 春日店 上尾市 春日１－３４－２９ サービス JS-0005-9442

HairSalonRavi 上尾市 小泉５２８　グランドール２－１０１ サービス JS-0002-0743

パステル 21 小泉店 上尾市 小泉８４－５６ サービス JS-0005-5473

フィアクレー 上尾市 上町１－５－１５　ルミネンス上尾１０１　 サービス ZN-2000-0459

コレクション美容室東口店 上尾市 上町１－５－６　芙容ハイム１０１ サービス JS-0000-1540
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パステル 21 上町店 上尾市 上町２－３－２０ サービス JS-0005-5421

ラディアス上尾 上尾市 上平中央３－４１－８ サービス JS-0003-8339

あかり薬局 上尾市 上野２３０－７ サービス JS-0001-3893

ホワイト急便上野店 上尾市 上野５７－１５ サービス JS-0004-9783

ライブラリー 上尾市 川１５６－１　　 サービス ZN-0001-2542

ケイズヘアー 上尾市 川１７０－１　 サービス SL-2000-3883

美容室 パウダーブリーズ 上尾市 川２１９ サービス JS-0000-0987

パステル 21 川店 上尾市 川２－３－１４ サービス JS-0005-5544

せんたくの王様川店 上尾市 川２３１－７　第一ふじみハイツ１Ｆ サービス JS-0004-9742

ポラリス 上尾市 大谷本郷２９５－５ サービス JS-0005-0001

Biyanka 上尾市 谷津１－９－２９－１０２　　 サービス ZN-2000-5206

ホワイト急便上尾西口駅前店 上尾市 谷津２－１－５０－２５ サービス JS-0004-9777

モッズ・ヘア上尾店 上尾市 谷津２－１－５０－２８　渡辺ビル　 サービス ZN-0001-0004

コレクション美容室西口店 上尾市 谷津２－１－５０－４０　ヤマイケビル３Ｆ サービス JS-0000-1539

カバーヘアブリス上尾店 上尾市 谷津２－１－５０－４４　深谷ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1386

Libertas 上尾市 谷津２－２－１７　スイングビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7970

Eyelash salon SOL 上尾市 中妻１－１０－１－１０２　 サービス SL-2000-6452

白くま整体院 上尾市 東町３－１９７５－８　　 サービス PK-0000-1965

株式会社ガレージタケイ 上尾市 藤波３－１９７ サービス JS-0003-6498

ICCA 上尾市 柏座１－１０－３－６７　ユーコンビル１Ｆ サービス JS-0004-3346

EIGHTageo 上尾市 柏座１－１－２１　アリコベールホテル館２Ｆ　 サービス ZN-0002-9068

動物病院くまごろう 上尾市 柏座２－３－１０ サービス JS-0001-2498

ヘアーメイククライム 上尾市 柏座２－８－２　柏葉ビルＢ１Ｆ サービス SL-2000-0915

美容室エリア 上尾市 柏座３－２－３５ サービス JS-0001-5794

ホワイト急便富士見店 上尾市 富士見２－１－２３ サービス JS-0004-9820

コレクション美容室平方店 上尾市 平方領々家１６－１ サービス JS-0000-1541

CHARM HAIR 上尾市 緑丘１－１－５２ サービス JS-0002-7701

アピナ上尾店 上尾市 緑丘３－３－１１－２　Ｐ．Ａ．Ｐ．Ａ上尾ショッピングアベニュープリンセス棟別棟 その他 JS-0001-4310

蕎麦阿き津 北本市 高尾６－２４８　　 飲食店 PK-0000-2797

コーヒーとタイヤキのカラク 北本市 中央１－８－１－１０５　 飲食店 SL-2000-6770

レストランダンデライオン 北本市 東間８－３０４－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0957

福寿司支店 北本市 二ツ家１－８９　　 飲食店 PK-0000-2736

COUCHPOTATO 北本市 北本１－１３８　ガ－デンコ－ト１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1585

風凛 北本市 北本１－７６　ミヤクラビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1882

焼肉ふじべこ 北本市 北本１－８３　プラザ・ミキ１０１号　 飲食店 ZN-2000-4988

BarTakeFive 北本市 北本１－８３　プラザミキ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1752

ドッグニュース 北本市 山中１－１５３－１ ショッピング JS-0001-3386

魚孝鮮魚センタ－ 北本市 深井１－４５　　 ショッピング PK-0000-2971

静岡ヤマサ園本店 北本市 深井１－４５　　 ショッピング PK-0000-5276

小山弓具 埼玉店 北本市 石戸５－１２７ ショッピング JS-0001-8141

静岡ヤマサ園　北本店 北本市 中央１－６５　　 ショッピング PK-0000-8663

nanagrazie 北本市 中央２－５６－１　細田ビル　　 ショッピング ZN-0002-9418

加藤自動車 北本市 中丸６－１５９ ショッピング JS-0002-8235

エブリデイゴールドラッシュ北本店 北本市 中丸９－２１１ ショッピング JS-0000-4464
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メガネサロンミズホ 北本市 東間１－１１７　　 ショッピング ZN-0002-9180

小川家具店 北本市 北本２－１３７　 ショッピング SL-2000-2305

作業服タジマ 北本市 本宿７－２０－６ ショッピング JS-0005-6004

GLANZhairdesign 北本市 中央３－４３－１０３ サービス JS-0004-2561

ホワイト急便北本駅西口店 北本市 中央３－５２ サービス JS-0004-9727

トリミングスタジオ MOMO 北本市 中央４－８４ サービス JS-0004-9365

vividBlanc 北本市 北本１－５１　マツヤビル１－Ｂ　 サービス ZN-0002-2543

ホワイト急便北本駅東口店 北本市 北本２－２５ サービス JS-0004-9754

チャガラグ 北本市 北本３－１４０　大島店舗１０１　 サービス ZN-0002-8086

どうぶつ小鳥の病院ワイズ 北本市 本宿６－１４５－６ サービス JS-0002-6138


