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［ふじみ野市／富士見市］

加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉さんあいふじみ野店 ふじみ野市 ふじみ野２－１－６４　　 飲食店 ZN-0000-3611

王記厨房ふじみ野店 ふじみ野市 ふじみ野２－２５－１ 飲食店 JS-0004-2168

和牛名匠牛国屋ふじみ野店 ふじみ野市 亀久保３－１－５ 飲食店 JS-0001-0248

絆 ふじみ野市 上福岡１－１０－１０　内田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6322

どん亭 ふじみ野市 上福岡１－１０－２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-9581

アクア ふじみ野市 上福岡１－１２－１８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-8361

まるぎゅう ふじみ野市 上福岡１－１２－２５　小町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7464

CABALEN ふじみ野市 上福岡１－１２－８　宮健ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4606

ゆったり Bar ほのぼ呑 ふじみ野市 上福岡１－１２－８　宮建ビル２０６　 飲食店 ZN-2000-4935

地酒処よし川 ふじみ野市 上福岡１－４－１　梶原ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0029

BARKNOT ふじみ野市 上福岡１－６－２０　健秀ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3028

有限会社松澤園 ふじみ野市 上福岡１－６－３６ 飲食店 JS-0003-9110

Party’s BAR Jam ふじみ野市 上福岡１－７－２０　エーワンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6338

藁家 88 上福岡駅前 ふじみ野市 上福岡１－７－２６　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5334

Fairytail ふじみ野市 上福岡１－７－２６　大三企画ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1659

ありがとう家心 ふじみ野市 上福岡１－８－１２　星野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5843

暴れんぼう少年 上福岡店 ふじみ野市 上福岡１－８－１２　星野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7557

 Raisin  レザン ふじみ野市 上福岡１－８－１６　１０１号　 飲食店 SL-2000-7636

旭庵甚五郎 ふじみ野市 上福岡３－７－１４　　 飲食店 PK-0000-4154

まごころ ふじみ野市 上福岡５－５－１７　ＳＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6319

創作 Dining 風花 ふじみ野市 西２－２－１　山崎ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3341

魚来亭海勢 ふじみ野市 大井２－２－２ 飲食店 JS-0005-8063

手打蕎麦ぐらの ふじみ野市 大井８１６－４　 飲食店 SL-2000-9431

さんあい上福岡店 ふじみ野市 大原１－１－１６　　 飲食店 ZN-0000-9722

韓国料理 漢江 ふじみ野市 大原１－１３－９ 飲食店 JS-0002-2227

ファイテンショップソヨカふじみ野店 ふじみ野市 うれし野２－１０－８７　ｓｏｙｏｋａＦＵＪＩＭＩＮＯ２Ｆ ショッピング JS-0002-4184

フラワーショップカノン ふじみ野市 うれし野２－３－１　ジョウシャビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2432

日商 ふじみ野市 霞ヶ丘１－４－１７－１１０１　 ショッピング PK-0000-1894

ブティック えま 上福岡店 ふじみ野市 上福岡１－１２－９　 ショッピング SL-2001-0885

株式会社マルス百貨店 ふじみ野市 上福岡１－６－４ ショッピング JS-0003-3847

びっくりキング上福岡店 ふじみ野市 上福岡１－８－８ ショッピング JS-0005-1810

有山人形店 ふじみ野市 上福岡４－４－２ ショッピング JS-0002-3225

たから薬局上福岡店 ふじみ野市 上福岡６－４－５　　 ショッピング ZN-0001-2631

ゑびすやプレミアム館 ふじみ野市 大井８１１－１　　 ショッピング ZN-0001-1190

キングファミリー 大井町店 ふじみ野市 大井中央１－３－１ ショッピング JS-0003-8616

HANAFUL ふじみ野市 苗間１－１２－１　ソシアふじみ野１０１ ショッピング JS-0000-3562

WAKAN SILVER SMITH ふじみ野市 北野１－８－６　 ショッピング SL-2000-7489

HairfieldClover ふじみ野市 ふじみ野４－９－４ サービス JS-0001-2477

クリーニングたんぽぽココネ店 ふじみ野市 霞ヶ丘１－２　ココネ１番館Ａ－１０８ サービス JS-0004-7871

有限会社三上モータース ふじみ野市 亀久保２－１５－１７ サービス JS-0003-8215
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オートリペア トーコー ふじみ野市 駒林９７０－１０ サービス JS-0002-0514

美容室ファースト ふじみ野市 上福岡１－１０－１２　丸山ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-6189

トリミングサロン エル ふじみ野市 上福岡１－１１－２　坂田ビル１Ｆ サービス AL-0000-0089

ヘアメイクサンクエスト 上福岡店 ふじみ野市 上福岡１－１４－３９　 サービス SL-2001-1449

クリーニングたんぽぽ上福岡店 ふじみ野市 上福岡１－６－２５－Ａ棟 サービス JS-0004-7859

Hair ＆ MakeOZ ふじみ野市 上福岡１－７－１０　ウィング上福岡２Ｆ サービス JS-0000-6686

Fairyeye ふじみ野市 上福岡１－７－２７　新井ビル５Ｆ サービス AD-0000-0795

はなみずき薬局 ふじみ野市 上福岡６－３－１１ サービス JS-0004-0153

Hairspray ふじみ野 ふじみ野市 西鶴ヶ岡２－３－１　ピアシティふじみ野店内 サービス JS-0005-6882

ボディ－ショップハマナ　第 1 工場 ふじみ野市 鶴ヶ舞２－１－１４　　 サービス PK-0000-7586

peaceofmind ふじみ野市 苗間５４５－９ サービス JS-0001-1446

焼肉美光 富士見市 ふじみ野西１－１２－４　　 飲食店 ZN-0000-9653

昔ばなしふじみ野店 富士見市 ふじみ野西１－２０－２　第７松本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1074

デスティーノ 富士見市 ふじみ野東１－１－３　アステールふじみ野イーステーション２Ａ　 飲食店 ZN-0001-0556

ちょはっかい 富士見市 ふじみ野東１－１３－３　ＥＭＩＡＳふじみ野１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3282

沖縄料理イチャリバ 富士見市 ふじみ野東１－２１－１　ラガールふじみ野１０３ 飲食店 JS-0004-7185

津軽ラ－メン居酒屋茶号 富士見市 ふじみ野東２－９－９　　 飲食店 PK-0000-5743

鰻・活魚　やな川 富士見市 水子４３７０－４　　 飲食店 PK-0000-6394

隠れ庵 やまと 富士見市 水谷東２－１７－１ 飲食店 SL-2001-0328

中国料理彩花 富士見市 西みずほ台１－１－１　キャピタル１１１－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1908

GIULIA 富士見市 西みずほ台１－２０－７　ＮＴビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6857

多国籍料理パライソ 富士見市 西みずほ台１－２０－８　ＡＧプラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2979

韓国料理・焼肉将軍 富士見市 西みずほ台１－２－１２　　 飲食店 ZN-0000-9826

武州松阪屋 富士見市 西みずほ台１－２１－２０　西みずほ台マンション１Ｆ 飲食店 SL-2000-6777

鮨しま 富士見市 西みずほ台２－１０－２ 飲食店 JS-0001-6449

リアルタイム 富士見市 西みずほ台２－１－３　アルファビル１１１　 飲食店 ZN-0002-2392

暴れんぼう少年 富士見市 西みずほ台２－１－４　内野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9214

手打うどんそば平作 富士見市 西みずほ台２－７－１２　　 飲食店 ZN-0001-1830

割烹はなぶさ 富士見市 西みずほ台３－３－１５　　 飲食店 ZN-2000-6856

CieL －シエル－ 富士見市 鶴瀬西２－５－１２　大久保ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4884

焼肉牛亭 富士見市 鶴瀬西２－５－７ 飲食店 JS-0002-0704

焼肉広場カウベル 富士見市 鶴瀬東１－２－３５　　 飲食店 ZN-0001-1948

柳生の庄 富士見市 鶴馬３４６６－３ 飲食店 JS-0005-7762

居酒屋寄り道 富士見市 東みずほ台１－１－１１　新井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9545

焼肉貴文 富士見市 東みずほ台１－１－８　小久保ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0788

鼓太郎 富士見市 東みずほ台１－４－１１ 飲食店 JS-0000-0287

M 富士見市 東みずほ台１－４－１２　富士見ビラノーバＢ－１ 飲食店 JS-0002-8735

ワイモバイルふじみ野 富士見市 ふじみ野西１－２０－５　１Ｆ ショッピング JS-0005-7006

アイビー 富士見市 ふじみ野西３－１２－４ ショッピング JS-0000-3351

タイヤ職人 富士見市 水子１８７０－６ ショッピング JS-0001-2168

婦人服イエス 富士見市 西みずほ台１－１－３－１０５　 ショッピング ZN-0002-7925

フジサワメガネみずほ台店 富士見市 西みずほ台１－２１－７　　 ショッピング ZN-2000-0723

ジャストメガネ みずほ台店 富士見市 西みずほ台１－２２－１８　寿ハイツ１０１　 ショッピング SL-2000-0601

押田呉服店 富士見市 鶴瀬東１－９－３２ ショッピング JS-0002-3260
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足と靴の相談室 TOMOE 富士見市 鶴瀬東２－１８－１１ ショッピング JS-0000-1345

［HC］有限会社久保田電器商会 富士見市 鶴瀬東２－２－１６ ショッピング JS-0001-8312

よつば薬局 富士見市 鶴馬２６０５－１０　　 ショッピング PK-0000-2190

シリウススト－ン 富士見市 鶴馬２６２３－２－２０３　　 ショッピング PK-0000-1451

ラムズイヤー 富士見市 鶴馬３４６８　　 ショッピング ZN-0001-3039

ブティック マグノリア 富士見市 鶴馬３４８６－１ ショッピング JS-0001-9717

くすりの岡田 富士見市 鶴馬３４８６－１　スターライトマンション１０５号室 ショッピング JS-0005-3503

A － team1 号車〔K〕 富士見市 渡戸３－１７－２３　第二神木事務所　 ショッピング PK-0000-0662

ヘア＆メイクアップ ピチカート 富士見市 ふじみ野西１－１７－８　カーサアンジェロ１０１ サービス JS-0002-3942

クリーニングたんぽぽふじみ野西口店 富士見市 ふじみ野西１－２１－５　ＫＩビル１Ｆ サービス JS-0004-7910

Smilehair ふじみ野店 富士見市 ふじみ野西１－４－１　アーバンノースＡ　 サービス ZN-0001-2122

Wan ＆ Co． 富士見市 ふじみ野西４－１０－７　富士見ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-4118

Colors ふじみ野店 富士見市 ふじみ野西４－１－１　ア－バンスリ－２０１ サービス SL-2000-8277

クリーニングたんぽぽふじみ野東口店 富士見市 ふじみ野東１－１４－１　ルシールふじみ野１－Ｂ サービス JS-0004-7913

ヘアーラウンジ・リューズ 富士見市 ふじみ野東１－７－３　グランポワール１Ｆ　 サービス ZN-0001-2044

ボディケア 楽 富士見市 ふじみ野東１－８－１　レジェンヌふじみ野１Ｆ サービス SL-2000-9972

Slowjam 富士見市 ふじみ野東２－６－２　桑原ビル２番館１Ｆ　 サービス ZN-0002-5986

美容室ミューズふじみ野店 富士見市 ふじみ野東２－９－１１　　 サービス ZN-0001-0484

Designer’s Salon Berry 富士見市 ふじみ野東３－１－６　オーサふじみ野１Ｆ　 サービス SL-2000-0586

icou hair design【イコウヘアデザイン 】 富士見市 諏訪１ー１１－１２　 サービス SL-2000-2211

平松自動車商会 富士見市 水子４２１３－３ サービス JS-0004-6842

富士見商会 富士見市 水谷東２－６１－７　　 サービス PK-0000-0898

クリーニングたんぽぽみずほ台西口店 富士見市 西みずほ台３－２－３ サービス JS-0004-7899

けやき動物病院富士見 富士見市 鶴瀬東１－１－４８　ジョイントビル１Ｆ サービス JS-0000-8479

amelieetgarconJeune 富士見市 鶴瀬東１－８－２９　ラフィーナ１０１ サービス JS-0004-1856

HairStudioSugar 富士見市 鶴瀬東２－６－２　　 サービス ZN-0002-5565

ザ・メイクアップ髪結 富士見市 鶴馬２６０５　ＯＤビル３Ｆ サービス JS-0000-2983

ヘア＆メイク ナップス 富士見市 鶴馬２６０５－１０　えり美ビル２Ｆ サービス JS-0002-3941

美容室ミューズ鶴馬店 富士見市 鶴馬３－３２－２２　　 サービス ZN-0001-2803

クリーニングたんぽぽ鶴瀬店 富士見市 鶴馬３４８０－５ サービス JS-0004-7905

HAIRS．BLITZ 富士見市 東みずほ台１－４－１２　富士見ビラノーバ１０２ サービス JS-0002-5554

ヘアメイクサンクエスト みずほ台店 富士見市 東みずほ台２－６－１４　 サービス SL-2001-1448

Sea － on 富士見市 上南畑１９２９－３ サービス JS-0004-3340

カラオケ ALL みずほ台店 富士見市 西みずほ台１－１－４　　 エンターテインメント ZN-2000-6377

カラオケ歌蔵鶴瀬店 富士見市 鶴馬２６０５　Ｏ・Ｄビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-2224

ANTHEM 富士見市 西みずほ台１－１－３　サンライトマンションもみの木１１０ その他 SL-2000-3233


