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［狭山市／川越市／日高市］

加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉 牛車 狭山市 祇園２－１０　　 飲食店 ZN-0001-1137

高倉町珈琲狭山店 狭山市 広瀬東３－３－３４　　 飲食店 ZN-0000-3545

焼肉永澤園 狭山市 新狭山２－１１－１６　ニュー狭山マンション１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2146

俺たちの炙り家 狭山市 新狭山２－１５－２２　　 飲食店 ZN-2000-2401

元気屋ふってん 狭山市 新狭山２－１６－１２ 飲食店 JS-0000-0246

炭火焼肉暖家 狭山市 中央４－２－３　　 飲食店 ZN-0002-9556

ろくすけ 狭山市 南入曽５１１－３１ 飲食店 JS-0000-5223

新明洞 狭山市 南入曽５３９　小川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6943

入曽の酒場のぼ助 狭山市 南入曽５６３－７　ホワイトテラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3961

ジョイ 狭山市 南入曽５６７－６　　 飲食店 ZN-2000-4706

炭火焼き酒場好いとうよ 狭山市 入間川１－２－３　ＳＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4175

ライブステーション狭山 狭山市 入間川１－３－２　スカイテラスＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-2686

喜代川 狭山市 入間川３－２３－６　 飲食店 SL-2000-0241

たつのや 狭山市 入間川３－８－５ 飲食店 JS-0001-0787

あぶりえん 狭山市 富士見１－２９－３４ 飲食店 JS-0001-0467

車亭 狭山市 富士見１－５－２　　 飲食店 ZN-0001-2773

仏縁堂 狭山市 下奥富１３８３－３ ショッピング JS-0003-1190

ルミアン狭山店 狭山市 祇園３－１８　　 ショッピング ZN-0002-8012

かにや狭山市駅前店 狭山市 祇園４－６３ ショッピング JS-0004-6201

TAMABASE 狭山市 狭山４９－３９ ショッピング JS-0004-1500

JTB システム 狭山市 狭山台２－２８－３ ショッピング JS-0000-3256

K AutoGarage 狭山市 狭山台２－２９－４ ショッピング JS-0000-8592

かにや狭山台店 狭山市 狭山台４－２４－１６ ショッピング JS-0004-6206

斎藤商会 狭山市 広瀬２－１６－５ ショッピング JS-0005-9058

プチミカド 狭山店 狭山市 広瀬東２－４１－１　ヤオコー狭山店２Ｆ ショッピング JS-0002-4878

酒商増田屋 広瀬店 狭山市 広瀬東３－１９－１ ショッピング AD-0001-0048

VAX SAYAMA 狭山市 広瀬東３－４－４ ショッピング JS-0003-6147

有限会社平野ボデー 狭山市 笹井２６１６－３ ショッピング JS-0003-1093

花澄 狭山市 笹井３－１－６　 ショッピング SL-2000-2548

EMA 狭山市 上赤坂４９０－４ ショッピング JS-0002-4101

ジャックスマート 狭山市 新狭山２－１０－１６　サントリイマンション１Ｆ ショッピング JS-0003-0420

miel 狭山市 新狭山２－６－８　　 ショッピング ZN-0001-2141

あおい調剤薬局　新狭山店 狭山市 新狭山２－９－２１　　 ショッピング PK-0000-8362

たから薬局入曽店 狭山市 水野８２４－１　　 ショッピング ZN-0002-3058

酒商増田屋 新狭山店 狭山市 東三ツ木１７０－１ ショッピング AD-0001-0047

メガネの半田 狭山市 東三ツ木２０８－７ ショッピング JS-0002-8232

和布久や十久 狭山市 東三ツ木４５５－１ ショッピング JS-0000-3740

［HC］株式会社スズキ電機 狭山市 南入曽２５１－７ ショッピング JS-0001-8273

サイクルショップ（有）内田商会 狭山市 南入曽５５０－３ ショッピング JS-0005-5946

あおい調剤薬局入曽店 狭山市 南入曽５６５－１０　　 ショッピング PK-0000-4335
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ブティック f ＆ c 狭山市 南入曽５６７ ショッピング JS-0002-4742

ルミアンアルト 狭山市 南入曽５６７　　 ショッピング ZN-0002-6583

ブティック麗羅 狭山市 南入曽５７４　　 ショッピング ZN-0002-7990

有限会社シーティープランナー 狭山市 南入曽７０－１ ショッピング JS-0001-6265

クレール狭山店 狭山市 入間川１－３－２　スカイテラス１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2319

美と健康スタジオ メディビューティ 狭山市 入間川１４３２－１　狭山スイミングクラブ ショッピング JS-0003-3326

埼玉石心会病院売店 狭山市 入間川２－３７－２０ ショッピング JS-0005-4257

埼玉石心会病院カフェコア 狭山市 入間川２－３７－２０ ショッピング JS-0005-4682

かにや入間川店 狭山市 入間川３－１６－１９ ショッピング JS-0004-6202

かにや工場店 狭山市 柏原３３７－１３ ショッピング JS-0004-6306

ぱれっと 狭山市 富士見１－１－５　飯田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-2464

アセントハウス 狭山市 富士見１－１９－２６　コアラビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6704

カーサービス喜多 狭山工場 狭山市 下奥富５１７－３ サービス JS-0003-1050

GL Motors 狭山市 加佐志３７０－１ サービス JS-0002-6874

美容室 ミューズ 狭山台店 狭山市 狭山台１－１３－４　　 サービス ZN-0001-1719

美容室 ミューズ 狭山店 狭山市 広瀬東３－２０－１　　 サービス ZN-0001-1102

エムズガレ－ジ 狭山市 上奥富３８６ サービス JS-0004-5731

オートリペール 狭山市 新狭山１－１１－３４ サービス JS-0000-2376

アベ動物病院 狭山市 水野４０５－２２ サービス JS-0000-3378

FEEL HAIR AND MAKE 狭山市 水野４３５－１２　　 サービス ZN-0001-1827

ムサシノクリーニングマルエツ入間川店 狭山市 中央２－１－１　マルエツ入間川店１Ｆ サービス JS-0004-8521

ヘアー＆メイクミューズ入曽店 狭山市 南入曽４５２－５　　 サービス ZN-0001-1427

美容室ミューズ狭山市駅前店 狭山市 入間川１－１８－３０　ハイツ狭山１Ｆ－Ａ　 サービス ZN-0001-1856

ティアロ 狭山市 入間川２－４－５　メゾンボワール１Ｆ　 サービス ZN-0001-1014

野口自動車工業 狭山市 入間川３１４５－４ サービス JS-0002-5244

入間川薬局 狭山市 入間川３－２－２３ サービス JS-0004-6379

licca 狭山市 入間川３－２４－２ サービス JS-0002-9196

オ－トテクニック　狭山 AP 工場 狭山市 柏原２３６－１　　 サービス PK-0000-8018

美容室アール 狭山市 富士見２－４－３７　　 サービス ZN-0002-9531

酒商増田屋狭山台店 狭山市 狭山台４－２２－４　 その他 SL-2000-4411

ドラッグヤマト入間店 狭山市 南入曽６２８－１　Ａコープ入間内 その他 SL-2000-7683

オーツードラッグ 狭山市 入間川１－６ ‐ ６　ライオンズマンション狭山１Ｆ その他 SL-2000-5206

のみくい処かたらいや 川越市 霞ヶ関東１－１－１　霞ヶ関ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5813

イタリアン酒場 TAKEYA 霞ヶ関店 川越市 霞ヶ関東１－３－１５ 飲食店 JS-0002-4929

味蔵 川越市 霞ヶ関東１－４－２３　　 飲食店 ZN-0001-2592

焼肉じゅらく 川越市 宮元町１５－８ 飲食店 JS-0001-9968

吉寅 川越市 元町１－９－３ 飲食店 JS-0000-3780

Luce 川越市 元町２－６－１－２Ａ 飲食店 JS-0004-4285

料亭山屋 川越市 幸町１１－２　　 飲食店 ZN-0001-2646

Te ＇ PAN Le OMUS 川越市 幸町８－１１　明文館２０１ 飲食店 SL-2000-5324

炭火焼肉東洋 川越市 今成４－１５－４　　 飲食店 ZN-0001-0021

すしやの大将 川越市 砂新田４－１１－２３　 飲食店 SL-2000-6640

はすみ 川越市 小仙波町２－１５－１０　　 飲食店 PK-0000-1170

ハッピー・ブレッド 川越市 松江町１－１５－４　ラフィーネ川越１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6656
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川越いちのや 川越市 松江町１－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-0654

葉花集 川越市 新宿町１－１６－１８　橋本ビル２Ｃ　 飲食店 ZN-0002-3993

横浜天下鳥 川越クレアモール店 川越市 新富町１－１６－１　飯島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6081

珈古屋本川越店 川越市 新富町１－１８－１２　大塚ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1063

中華食堂　麟 川越市 新富町１－１８－２　　 飲食店 PK-0000-6655

炭火焼肉すみいち 川越市 新富町１－１８－８　沼野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8178

博多劇場本川越店 川越市 新富町１－１９－１　中澤店舗１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0775

大阪焼肉ホルモンふたご川越店 川越市 新富町１－１９－５　　 飲食店 ZN-0001-0650

イタリアン酒場 TAKEYA 本川越店 川越市 新富町１－２－１　カプリソーネ 飲食店 JS-0001-0997

鉄板鍋と焼肉 ほのや 川越市 新富町１－２－６　板兼ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2878

CaliforniakitchenW 川越市 新富町１－３－５　ＡｃｔｒｅｅＫＡＷＡＧＯＥ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0365

割烹 福登美 川越市 新富町１－３－７　　 飲食店 ZN-0001-1116

Modesty 川越市 新富町１－３－９　アミティ本川越２０１　 飲食店 ZN-0001-0654

魚料理と美酒の店 NAGOMI 川越市 新富町１－３－９　アミティ本川越２０２　 飲食店 SL-2000-9821

IBIZA 川越市 新富町１－６－１１　ＴＤＵビル１０１　 飲食店 ZN-2000-7034

めちゃパリ 川越市 新富町１－６－１１　ＴＤＵビルＢ１０１　 飲食店 ZN-2000-7002

ホルモン焼肉ぶち 川越店 川越市 新富町２－１－１５　小熊ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0708

ばぁ～ぐば～ぐ 川越市 新富町２－２３－３ 飲食店 JS-0001-2595

VAMPIRESOUP 川越市 新富町２－２５－２　タイメイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2753

浜焼太郎本川越店 川越市 新富町２－２５－９　アーバンＳ新富町２Ｆ 飲食店 JS-0003-5200

金太郎川越店 川越市 新富町２－２６－４　エスポワール川越１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1940

もみじ川越本店 川越市 新富町２－２７－１２　川越吉田ビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0004-6153

Dining ＆ Bar GROUSE 川越市 新富町２－２８－１１　ジョージビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0675

海鮮茶屋南風 川越市 新富町２－３０－６　　 飲食店 ZN-2000-3906

SCARECROW 川越市 新富町２－４－２　太陽ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1330

みけねこ cafe 川越市 新富町２－７－１　伊勢原第三ビル２０２ 飲食店 JS-0002-0607

ビアザウルス 川越市 新富町２－７－５　花田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6846

THIRD SOUL 川越市 新富町２－７－５　花田ビル２Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-0002-9037

Ken － Spirits 川越市 新富町２－７－５　花田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4049

鉄板王国川越店 川越市 新富町２－９－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0724

蕎麦と酒場マメツゲ 川越市 菅原町１９－４　オクリヤテラス２Ｆ　 飲食店 PK-0000-5335

トライシクルカフェ 川越市 菅原町１９－５　 飲食店 SL-2000-4811

ステーキハウス磐梯 2 号店 川越市 菅原町２０－１３　朋友ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0456

イタリアン酒場 TAKEYA 本店 川越市 菅原町２０－４－Ｂ 飲食店 JS-0003-1027

食楽厨房以心伝心 川越市 菅原町２２－１　大沢ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0440

JURA 川越市 菅原町２２－２　第２Ｍ・Ｓビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6835

よしむら・＃ 29 ゴリラ 川越市 菅原町２２－２　第二ＭＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9187

鳥しげ川越駅前本店 川越市 菅原町２２－２　第二ＭＳビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5632

ZiU 川越市 菅原町４－３　カーサレガーロ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9501

TUSK 川越市 菅原町５－２１　郷土開発ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6844

ロワゾーブルー 川越市 菅原町７－１７　伊勢原八番館１Ｆ 飲食店 JS-0000-3264

海鮮処光太夫 川越市 菅原町７－３４　　 飲食店 ZN-0001-1342

割烹ささ川 川越市 大手町５－１９ 飲食店 JS-0000-3816

炉端いっしょけんめい 川越市 中原町１－２－２　桜進ビル２Ａ　 飲食店 ZN-0001-1278
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BARTHIRDHOUSE 川越市 中原町１－２－２　第２櫻進ビル２ＦＢ　 飲食店 PK-0000-2713

BarHoskey 川越市 中原町１－２－２　第二櫻進ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4556

牛繁本川越店 川越市 中原町２－１－１１　ＮＥＷ東京堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1707

和料理はな甚 川越市 中原町２－１２－２３　　 飲食店 ZN-0001-2640

鶏ジロー本川越店 川越市 中原町２－３－１　　 飲食店 ZN-0001-1899

日本料理美鈴 川越市 仲町５－２ 飲食店 JS-0000-3011

風凛 川越市 仲町６－４ 飲食店 JS-0000-4293

割烹川島 川越市 通町１８－５　　 飲食店 ZN-0002-4863

BrightonCafe 川越市 通町８－１－１ 飲食店 JS-0003-2036

あみやき本舗的場店 川越市 的場１－２５－３８ 飲食店 JS-0000-8928

仁寺洞 川越市 的場北１－１５－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2708

リストランテベニーノ 川越市 田町５－１　　 飲食店 ZN-0001-0658

焼肉ソウル亭 川越市 南台２－５－１４－３６　ＮＫコータース１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5448

のんびり 川越市 南台２－５－２７　恩田ビル２０２　 飲食店 ZN-0002-2462

和食花 川越市 南通町１３－３ 飲食店 SL-2000-7652

香麦 川越市 福田５９－１　　 飲食店 ZN-0001-0612

居酒屋ほがらか 川越市 並木２０２－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6186

ASOKA アジアンガーデン 川越市 連雀町４－１４　　 飲食店 ZN-2000-3885

連雀町炭火やきとり もとはし 川越市 連雀町７－２ 飲食店 JS-0001-2681

六軒町一丁目商店 川越市 六軒町１－２－３　　 飲食店 ZN-0002-2846

六軒町炭火やきとり もとはし 川越市 六軒町１－３－１ 飲食店 JS-0002-3119

セイントマーティン 川越市 六軒町１－３－１　八潮ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0187

六軒町バル MISMO 川越市 六軒町１－３－２　ハギワラビル１０２　 飲食店 ZN-0001-1599

もつ鍋居酒屋時代屋 川越市 六軒町１－６－３　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2544

楽笑家 川越市 六軒町１－６－４ 飲食店 JS-0002-1482

うどんや讃 川越市 脇田町１０３　川越マイン３Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6318

オステリアサトウ 川越市 脇田町１０－９　クレアパークエノモト２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2056

彩々 川越市 脇田町１１－３ 飲食店 JS-0000-6366

てけてけ 川越店 川越市 脇田町１１－４　長峰ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6370

なかなか クレアモール店 川越市 脇田町１２－１９　矢島ビル３号館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0115

MIKURIYA 川越市 脇田町１４－１　アーバンＭ脇田町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2350

ぢどり亭川越店 川越市 脇田町１７－１　ＪＯＹＯ９ビルＡ館３Ｆ 飲食店 JS-0003-3688

登茂恵 川越市 脇田町１７－１０ 飲食店 JS-0002-3226

牛繁川越東口店 川越市 脇田町１８－１０　　 飲食店 ZN-2000-6783

大衆割烹 TAKEYA 川越店 川越市 脇田町２７－１９　アルファコート川越脇田１０１ 飲食店 JS-0001-3168

BayLux 川越市 脇田町３－１６　川越丸石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1082

つかさがわ 川越市 脇田町４－１６　平和ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5511

函館海や川越店 川越市 脇田町７－１ 飲食店 JS-0000-6371

フィリア 川越市 脇田本町１０－２０　　 飲食店 ZN-0001-2656

炭火串焼き炭火家 1031 川越市 脇田本町１０－４　サンハイム川越１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7913

クチーナタ・ト 川越市 脇田本町１０－４　サンハイム川越１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9377

日本料理さわや 川越市 脇田本町１１－２６　　 飲食店 ZN-0001-0284

竹藏 本店 川越市 脇田本町１４－３７　Ｍビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0648

北海さかな市場 なかなか 川越市 脇田本町１４－３７　Ｍビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1471
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鶏の吉助川越店 川越市 脇田本町１４－３７　Ｍビル３Ｆ 飲食店 AD-0000-1086

est．est．est 川越市 脇田本町１５－１３　東上パールビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2087

南国リゾートダイニングバー Banchetto 川越市 脇田本町１５－１５　ヤマトビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-2239

KAMANA 川越市 脇田本町１５－２０　モナークマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2757

やきとり若 川越市 脇田本町１５－２０　モナーク川越１０１　 飲食店 ZN-0001-2259

NOCTILUCA 川越市 脇田本町１６－２６　嶋田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2118

囲・さいたま肉の会 川越市 脇田本町１－９　ＭＫビル８Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9507

小割烹 河越 武や 川越店 川越市 脇田本町２４－２１－１　大丸ビル 飲食店 JS-0003-1026

魚子 川越市 脇田本町２６－１１　クレセントビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3099

割烹ふく芳川 川越市 脇田本町６－２０　くぼたビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3273

あうん 川越市 脇田本町６－３１　ＫＪ第２ビル 飲食店 JS-0001-1113

おいしい時間 川越市 脇田本町６－３１　ＫＪ第２ビル３Ｆ号棟 飲食店 JS-0001-8705

牛繁 川越店 川越市 脇田本町６－９　川越駅前プラザビル　 飲食店 ZN-0001-1086

Barsyuuto 川越市 脇田本町９－５　ＩＢＫビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2384

555 川越市 脇田本町９－５　第８アーバンライフビルヂング２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5888

紋蔵庵川越店 川越市 旭町１－２－４１　　 ショッピング ZN-0000-9675

RESTA 川越市 旭町３－４－８ ショッピング JS-0001-7348

SHIVSAI 川越市 霞ヶ関東１－３－１５　霞ヶ関ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-6379

ファッションハウス ヒラツカ 川越市 霞ヶ関東１－３－２０ ショッピング JS-0002-6008

［HC］（株）電化センターマエダ 川越市 霞ヶ関北４－２１－７ ショッピング JS-0001-8157

ドライショップ　こま 川越市 笠幡８５－２２０　　 ショッピング PK-0000-7750

［HC］株式会社でんきハウスみずむら 川越市 熊野町９－８ ショッピング JS-0001-8988

紋蔵庵蔵の街店 川越市 元町１－１５－５　　 ショッピング ZN-0001-0915

松陸製菓 川越市 元町２－１１－６　　 ショッピング PK-0000-2416

松陸製菓 2 川越市 元町２－１１－６　　 ショッピング PK-0000-3946

株式会社桜庵川越店 川越市 元町２－１－３ ショッピング JS-0000-4380

小江戸茶屋 川越市 元町２－７－６ ショッピング JS-0004-9289

紋蔵庵本店 川越市 古谷上３７８８－１　　 ショッピング ZN-0001-0398

VANITOYBAGEL 本店 1 川越市 幸町１０－３　　 ショッピング PK-0000-1609

VANITOYBAGEL 本店 2 川越市 幸町１０－３　　 ショッピング PK-0000-5332

日乃本帆布川越店 川越市 幸町１４－４　　 ショッピング ZN-2000-6247

トルコバザール 川越市 幸町１－５－Ｂ ショッピング JS-0004-1148

呉服かんだ 川越市 幸町３－１ ショッピング JS-0001-6290

きもの右左（UZA） 川越市 幸町３－１４　 ショッピング SL-2000-4245

深善表具店 川越市 幸町７－４ ショッピング JS-0002-4350

あおい調剤薬局　今成店 川越市 今成１－１３－１５　　 ショッピング PK-0000-8370

ケーシーショップ 川越市 今福９３３－３ ショッピング JS-0000-3659

イルカ薬局　新河岸駅前店 川越市 砂９１５－６　　 ショッピング PK-0000-8414

ウエマツ薬局 川越市 砂新田２－８－７ ショッピング JS-0002-3164

BRIGHT 川越市 山田１７３８－１ ショッピング JS-0004-9544

プチ・ミカド川越店 川越市 山田２０４２－１　ヤオコー川越店２Ｆ ショッピング JS-0003-0245

タイヤランド小沢 川越市 小室１４－１ ショッピング JS-0003-3067

Power Stone Ohno 川越市 小仙波９３８－２　ドンキホーテ川越店内 ショッピング JS-0001-6671

パワーストーンおおの 川越市 小仙波９３８－２　ドンキホーテ内 ショッピング JS-0005-8467
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紋蔵庵喜多院門前店 川越市 小仙波町１－１９－１　　 ショッピング ZN-0001-1634

Scarlethouse 川越市 松江町１－１６－４　川越ＳＳビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5721

コスコジ川越店 川越市 新宿町１－１７－１　ウニクス川越１Ｆ ショッピング JS-0001-9277

マツザキ 新宿店 川越市 新宿町１－２５－４８　　 ショッピング ZN-0000-9699

ドミノピザ 川越店 川越市 新宿町３－３－４　ＣＡＳＡ新宿ＭＩＳＥ ショッピング AD-0000-1062

大野デンケン 川越市 新宿町６－２４－１２ ショッピング JS-0005-6521

餃子屋心玄 川越市 新宿町６ー２３ー３５ ショッピング SL-2000-6985

お肌とメイクの専門店 おぎの 川越市 新富町１－１９－３　 ショッピング SL-2000-9896

Passage 川越市 新富町１－５－７　　 ショッピング ZN-0002-2496

オパール堂 川越市 新富町１－５－７　　 ショッピング ZN-0002-9045

アマルフィー川越 川越市 新富町１－９－４ ショッピング JS-0005-6032

MELTING POT 川越市 新富町２－１３－５　　 ショッピング ZN-0002-1525

（株）ミドリヤ新富町店 川越市 新富町２－１５－１０　ルネス新富町ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3710

SPACE6 川越市 新富町２－１６－７　 ショッピング SL-2000-9603

T．S．G．楽器店 川越市 新富町２－２６－４　エスポワール川越１Ｆ－Ｄ ショッピング JS-0001-6499

パティスリー・モン・プレジール川越神明店 川越市 神明町６０－９ ショッピング JS-0001-2001

イルカ薬局　川越店 川越市 菅原町１０－９　　 ショッピング PK-0000-8413

あおい調剤薬局 川越市 石原町１－９－１　　 ショッピング PK-0000-0703

アールエスビートル 川越市 石田１７４－１ ショッピング JS-0002-4577

グントー川越店 川越市 石田２０６－１ ショッピング JS-0004-9591

アイパーツ川越店 川越市 石田２３１－１ ショッピング JS-0004-7352

コスコジ南古谷店 川越市 泉町３－１　ウニクス南古谷 ショッピング JS-0004-8263

二木ゴルフ 川越インター店 川越市 大塚１－２８－８　 ショッピング AX-2000-0064

ジャパンドラッグカスタムサイクルス 川越市 大塚１－３０－１ ショッピング JS-0002-9274

トウディー 川越市 中台１－８－２ ショッピング JS-0003-3408

スガ人形店 川越市 仲町１－３ ショッピング JS-0000-1468

カニヤ・スポーツグラスセクション 川越市 仲町３－２４　 ショッピング SL-2000-3404

呉服笠間 川越市 仲町５－１０　 ショッピング SL-2000-9536

めがねのノン 川越店 川越市 的場新町８－５ ショッピング JS-0004-4144

リリーマルレーン霞ヶ関店 川越市 的場北１－１５－１２　　 ショッピング ZN-0001-2349

あおい調剤薬局　霞ヶ関店 川越市 的場北１－５－１１　　 ショッピング PK-0000-8381

石乃家　埼玉支店 川越市 藤間５５９－３　　 ショッピング PK-0000-8694

FACTORY － K 川越市 藤倉１－２１－７ ショッピング JS-0003-9955

かしのき薬局 川越市 南台２－１３－７ ショッピング JS-0005-8799

HEART LOVE 川越市 南通町１５－１ ショッピング JS-0000-3444

田中家具 川越市 南通町１５－２１ ショッピング JS-0000-5071

MARBLE 川越市 富士見町９－１　ウエルズ２１ＭＡＹ１　 ショッピング ZN-0002-5057

大野屋洋品店 川越市 連雀町１３－１０ ショッピング JS-0005-5194

銀座亜紀枝刺子の店 川越店 川越市 連雀町１６－５ ショッピング JS-0001-8989

韓国キムチ江南 川越市 脇田町１０５　Ｂ１ ショッピング JS-0005-8753

zakka － town 川越市 脇田町１０５　アトレマルヒロ４Ｆ ショッピング JS-0005-4225

アイリス調剤薬局アトレ店 川越市 脇田町１０５　アトレマルヒロ６Ｆ ショッピング JS-0005-7064

つるや 川越市 脇田町１１－２ ショッピング JS-0000-1533

PHASE 川越市 脇田町１４－２６ ショッピング JS-0000-3392
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ミドリヤ本店 川越市 脇田町１５－８ ショッピング JS-0000-3413

FLAVORS 川越店 川越市 脇田町１７－２０　根岸ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-1576

ミマツ川越店 川越市 脇田町３３－１　ＩＴＯビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5956

クロロフィル 川越市 脇田町３３－８　サンフラワービル４０１ ショッピング JS-0002-1209

twelve 川越市 脇田町６－１　　 ショッピング ZN-0001-2336

関東補聴器センター川越店 川越市 脇田本町１３－２３　飯島ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3019

Anesis アネシス 川越市 脇田本町１７－１２ ショッピング JS-0000-0290

花舗／ HANAYA 川越市 脇田本町２９－４５　 ショッピング SL-2000-9840

カットカットパセリクラブアベニュー店 川越市 旭町１－１３－１９ サービス JS-0003-1817

ヘアーサロン アウル 川越市 伊勢原町２－４－５ サービス JS-0002-4571

セ－フティホンダ販売 川越市 下広谷１１０３　　 サービス PK-0000-7694

テクニカルファクトリーアイザワ 川越市 下広谷５４５－２ サービス JS-0002-2619

BRIDGEhairworks 川越市 霞ヶ関東１－８－２　七光ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-4769

ヘアーエステサロン萬屋 川越市 霞ヶ関東２－２－７　日伸ビル１Ｆ サービス JS-0004-1805

アームス 川越市 霞ヶ関北１－２１－３　 サービス SL-2000-3464

スパーク 川越市 霞ヶ関北５－９－２０　　 サービス ZN-0002-4101

クイックモーション川越 川越市 久下戸３４８７－１ サービス JS-0004-0951

Happy Rule 川越市 鯨井新田７－１ サービス SL-2000-2478

有限会社サイトーモーター川越店 川越市 古市場６０２－３　　 サービス ZN-2000-3833

野原自動車電装 川越市 古谷上２２６－１ サービス JS-0003-1687

ハラコーモータース 川越市 古谷上５６８０－２ サービス JS-0002-3958

有限会社三喜コーポレーション 川越市 今福１３４０－８ サービス JS-0005-6461

女髪 104 店 川越市 砂１０６５－６　　 サービス ZN-0001-2378

クリーニングたんぽぽ新河岸駅前店 川越市 砂９１５－７ サービス JS-0004-7902

クリーニングたんぽぽ新河岸 254 店 川越市 砂新田５６－８ サービス JS-0004-7901

フジカラ－プラザ川越新河岸店 川越市 砂新田８５－３２　　 サービス PK-0000-4260

ナカノワタリオートワークス 川越市 渋井５６２－１ サービス JS-0003-5370

ムサシノクリーニング川越小仙波店 川越市 小仙波町３－１６－３　ベルク川越小仙波店１Ｆ サービス JS-0004-8495

buychari 川越店 川越市 松江町１－５－４　　 サービス ZN-2000-4087

LIBRAHAIR 川越市 上戸２８８－７ サービス JS-0000-1844

欧米自動車株式会社 川越市 城下町４－１０ サービス JS-0001-5526

クリーニングたんぽぽ川越西店 川越市 新宿町１－１７－１　ウニクス川越１０８ サービス JS-0004-7914

ボディライト 川越店 川越市 新宿町１－１７－１　ウニクス川越３Ｆ サービス JS-0003-6553

トータルボディヨガ 川越スタジオ 川越市 新宿町１－１７－１　ウニクス川越３Ｆ サービス JS-0003-6555

クリーニングたんぽぽ本川越店 川越市 新富町１－１－５ サービス JS-0004-7850

アネラ 川越市 新富町１－９－４　米山ビル１Ｆ サービス JS-0000-2005

GEMULE 川越市 新富町２－１－１　第一川越ビル３　 サービス ZN-0001-0615

Colors 川越店 川越市 新富町２－１１－６　靴の早川本部ビル１Ｆ裏口　 サービス SL-2000-8276

emu 川越市 新富町２－１２－５　笹川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-2111

STUFF 川越市 新富町２－１４－１１ サービス JS-0003-2992

DECORASWEET 川越市 新富町２－１５－１０　ルネス新富町スクエア２Ｆ　 サービス ZN-0001-0049

CHEERS for hair 川越市 新富町２－２０－４　 サービス SL-2001-0334

Belliy 川越市 新富町２－２－５　マルフジビル２Ｆ サービス JS-0004-7442

Hamaca 川越市 菅原町１３－１６　　 サービス ZN-0002-9032
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クリーニングたんぽぽ川越東店 川越市 菅原町１８－１ サービス JS-0004-7867

Bella Luna 川越店 川越市 菅原町２０－２５　シンザン４Ｆ サービス JS-0004-2242

DAYTRIPHAIR 川越市 菅原町２５－１　石井ビル１０１　　 サービス ZN-0001-2831

ヘア＆メイク FeeL 川越市 西小仙波町２－２２－６　メゾン１００８ サービス JS-0000-7919

南関東ふそう 川越市店 川越市 石田２４０ サービス JS-0002-9131

TOKUSA DESIGN 川越市 仙波町３－７－２１　 サービス SL-2000-7145

DiamondInc． 川越市 大仙波１０３３－３ サービス JS-0001-3230

ホワイト急便川越工場前店 川越市 竹野２ サービス JS-0004-9729

小江戸クリーニング 川越市 中原町１－２４－６ サービス JS-0003-8657

美容室サラダガール 川越市 的場２２４４－２　初雁ビル２Ｆ サービス JS-0004-6380

hairlife Clover 川越市 天沼新田３４４－６ サービス JS-0002-3726

NANALAhairmake 川越市 藤間１６９－６　　 サービス ZN-0002-2719

ヘアーサロンシルエット 川越市 南台３－１３－１－１０２　　 サービス ZN-0003-1216

CHEERSforhair 川越市 南通町１７－３　ＭａｎｄＭビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1921

ムサシノクリーニングベルク南古谷店 川越市 並木２６４－１　ベルク南古谷店敷地内１Ｆ サービス JS-0004-8544

アイリス調剤薬局川越インター店 川越市 豊田町３－１１－３ サービス JS-0002-8691

ヘアースペース KZ 川越市 木野目１５６１－３　　 サービス ZN-0003-1302

F － Brain 川越市 野田町２－１４－５ サービス SL-2000-0576

アイリス調剤薬局 川越市 連雀町２０－２ サービス JS-0002-8104

きものや沙羅 川越市 連雀町８－４ サービス JS-0004-0657

CLAUDIANAIL 川越市 六軒町１－１－２　相原店舗２Ｆ　 サービス ZN-0002-4024

クローバー動物病院 川越市 脇田新町１５－８ サービス JS-0000-8668

ウィービーパセリアトレ店 川越市 脇田町１０５　アトレ１Ｆ サービス JS-0005-8308

floram 川越市 脇田町１７－１２　松本ビル４Ｆ　　 サービス ZN-0002-9496

Ark 川越市 脇田町２７－５　アカシアビル２Ｆ サービス JS-0002-1661

カラオケオール 川越岸町店 川越市 岸町２－５－５　　 エンターテインメント ZN-0001-2446

カラオケマック川越駅前店 川越市 脇田町３－８　　 エンターテインメント ZN-0001-1338

カラオケマック川越店 川越市 脇田町７－２　山二ビル２Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0000-9890

カラオケ ALL 川越西口店 川越市 脇田本町１６－３　堀ビル３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-1833

Gallery USHIN 川越市 宮下町２－２０－３　 その他 SL-2000-1687

FUTON ハウス わたなべ 川越市 仲町３－１８　 その他 SL-2000-7515

窯焼きダイニング桜の木 日高市 高萩１８４３－５ 飲食店 JS-0004-5571

昭和レトロ串いち高麗川駅前店 日高市 高麗川１－１－２３　タワーマンションＴｏｓｈｉ１０１　 飲食店 ZN-0002-1543

スリール四季 日高市 大字旭ヶ丘２１１－１ 飲食店 JS-0005-4267

かにや高麗川店 日高市 高麗川１－１３－６ ショッピング JS-0004-6204

［HC］株式会社すみや電気日高店 日高市 鹿山２８３－５ ショッピング JS-0001-8497

酒商増田屋 日高店 日高市 鹿山５６９－１ ショッピング AD-0001-0051

有限会社ヘアーブティックチハル 日高市 原宿３６５－１０　 サービス SL-2000-3120

CASSETTE 日高市 高萩１１５４－５　パルネットキタノ１０３ サービス JS-0002-4155

高萩はな動物病院 日高市 高萩２２７９－１　　 サービス PK-0000-9053

tie　hair　works 日高市 高萩７７７－９　　 サービス PK-0000-8096

日東自動車第一工場 日高市 鹿山５２８－１ サービス JS-0004-8575

こみね動物病院 日高市 鹿山６６４－５ サービス JS-0000-3582

日東自動車第二工場 日高市 新堀新田１０－１ サービス JS-0004-8577
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ハート薬局北平沢店 日高市 北平沢５１２－１ サービス JS-0001-0661


