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博多居酒屋とん吉 戸田市 下戸田２－１２－１６　　 飲食店 ZN-0002-3959

ピッツェリアオオサキ 戸田市 下戸田２－２４－２３ 飲食店 JS-0003-7335

いなだ家 戸田市 喜沢南１－３－３５　　 飲食店 ZN-0002-7928

二代目居酒屋たっちゃん 戸田市 笹目２－７－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6855

トゥインクルボックスにゃん茶キッチ 戸田市 上戸田１－８－６　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6378

T．K．BurgersCafe 戸田市 上戸田２－２３－６　小川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7313

BENCH 戸田市 上戸田２－８－５　飯田ビル１０３　 飲食店 ZN-0001-2047

居酒屋達磨 戸田市 上戸田２－８－５－１０５ 飲食店 JS-0004-3023

三陸宮古市場 WA 戸田市 上戸田５－１９－６ 飲食店 JS-0001-2187

割烹春日 戸田市 上戸田５－５－１０ 飲食店 JS-0000-7542

ビーチテラス 戸田市 新曽１８７－２　丸伊ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6481

山海れすとらん大地 戸田市 新曽２１８７ 飲食店 JS-0004-6155

ワイン食堂 マルニーナ 戸田市 新曽２２００－２　渡邉第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6163

やきとん葵 戸田市 新曽２２３２　ソシア２－１Ｆ 飲食店 JS-0000-6377

新鮮魚貝の居酒屋魚十郎 戸田市 新曽２２３２　ソシア２－２Ｆ 飲食店 JS-0001-4721

焼肉 マヨン 戸田市 新曽２４０７－１ 飲食店 JS-0002-6574

じとっこ 戸田店 戸田市 新曽３０８ 飲食店 JS-0002-3351

ペルシャ U ケバブ 戸田市 新曽３５３－２ 飲食店 JS-0004-6613

ミツル 戸田市 新曽３５３－２　ＭＧＲビル 飲食店 JS-0000-8708

わっしょい 戸田市 新曽５６２ 飲食店 JS-0004-6537

GARLIC ダイニング＆バー 戸田市 本町１－２１－１８　　 飲食店 ZN-0002-3092

炭焼き酒場雅 戸田市 本町１－３－１７ 飲食店 JS-0003-8052

Pizza Dining Days 戸田市 本町２－６－１５ 飲食店 JS-0002-4530

リサリサ 戸田市 本町４－１１－１４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0320

中華旬菜酒家ぼんぼん 戸田市 本町４－１４－１４　ハーグリーブス１Ｆ 飲食店 JS-0004-3902

しゃらく 戸田市 本町４－１６－１８　Ｓビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6307

魚貝と串焼き魚吉鳥吉 戸田市 本町４－１６－３　ＲＯＴビル２Ｆ・３Ｆ 飲食店 JS-0003-0339

ディープカレーハウス 戸田市 本町４－３－２ 飲食店 JS-0004-4490

地鶏串焼きたけぐし 戸田市 本町４－８－１１ 飲食店 JS-0004-8311

東京書店わらび店 戸田市 下戸田２－３２－５ ショッピング JS-0001-0826

エコマップ 戸田市 笹目４－５－２ ショッピング JS-0004-4575

ホワイト急便　第一工場前店舗 戸田市 笹目北町２－２０　　 ショッピング PK-0000-7858

野の花屋 戸田市 上戸田２－３２－１５　ソレイユヴェルテ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-8089

ありがとう屋さいたま上戸田ネットセンター 戸田市 上戸田４－４－７ ショッピング JS-0002-9902

ホワイト急便　戸田駅前店 戸田市 新曽１８７－２　　 ショッピング PK-0000-7836

TUCGROUP 戸田店 戸田市 新曽４０６－１ ショッピング JS-0002-7666

ひのき薬局戸田店 戸田市 新曽５２３ ショッピング JS-0005-8628

ありがとう屋 戸田公園店 戸田市 新曽南３－７－４ ショッピング JS-0003-1314

ありがとう屋 戸田公園店 戸田市 新曽南３－７－４ ショッピング JS-0005-9580

ホワイト急便　ス－パ－バリュ－店 戸田市 南町９－２９　　 ショッピング PK-0000-7825
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マルゼンオート 戸田市 美女木２－２７－５３ ショッピング JS-0000-1562

マライカ戸田店 戸田市 美女木３－２０－５ ショッピング JS-0001-5009

ボ－ズラジヲ 戸田市 美女木４－１７－２４－２０４　　 ショッピング PK-0000-3302

BIJYOGIMANCAVE 戸田市 美女木４－１９－２７ ショッピング JS-0003-9973

二木ゴルフ 中古センター美女木店 戸田市 美女木４－２２－１７　 ショッピング AX-2000-0073

GM 戸田市 美女木４－９－１２ ショッピング JS-0001-3302

株式会社スカーラサポート 戸田市 美女木６－２－２ ショッピング JS-0000-2444

戸田中央病院売店 戸田市 本町１－１９－３ ショッピング JS-0005-3975

ホワイト急便　りそな前店 戸田市 本町１－３－１１　戸田コ－ポ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-7838

すずらん薬局 戸田市 本町４－１６－１０　　 ショッピング PK-0000-3513

メゾンドリリィ 戸田市 下笹目１１６－１　フォグラッドリバーゲード１Ｆ　 サービス ZN-0001-2586

ペコ動物病院 戸田市 下前２－１１－１８　カルテットマンション１Ｆ サービス JS-0005-2387

カットクラブイサミ 戸田市 喜沢１－３３－１４　スカイコート１０１　 サービス ZN-0001-1844

rela emu 戸田市 上戸田１－１６－４　サンハイム戸田１Ｆ サービス JS-0002-1808

本町はり・きゅう整骨院 戸田市 上戸田２－２２－５ サービス JS-0002-0917

GeorgeCinq 戸田店 戸田市 上戸田２－３２－１５ サービス JS-0001-3592

A’bbellire 戸田市 上戸田３－１９－１２ サービス JS-0005-7930

BEAUTYLAB 戸田市 上戸田５－８－１　 サービス SL-2000-0573

hair ＆ spa Natura 戸田市 新曽２２００－２　ロイヤルメドゥ北戸田３Ｆ－４ サービス JS-0001-3999

ヘアーアトリエ凛 戸田市 新曽３０９－２－Ｂ サービス JS-0001-1651

Hair Salon Alegre 戸田市 新曽３３９－１　戸田駅前ＴＭビル１Ｆ サービス SL-2000-9297

サロン・ド・ラスティ 戸田市 新曽南２－１０－２３ サービス JS-0000-0504

大東自動車工業 戸田市 美女木４－１０－１ サービス JS-0003-9987

代田橋自動車 戸田市 美女木４－２－９ サービス JS-0004-2972

クリーニングたんぽぽ戸田公園店 戸田市 本町１－２５－３ サービス JS-0004-7799

カバーヘア ブリス 戸田市 本町４－１６－１７　　 サービス ZN-0001-0218

理容ハンサム戸田公園店 戸田市 本町４－１６－１７　　 サービス ZN-2000-5447

美容室 TOM’S 戸田市 本町４－３－６　ソレイユタカトー２Ｆ サービス JS-0003-1319

EMUSHAIR 戸田市 本町４－６－１６　和貢ハイム１Ｆ　 サービス ZN-0002-2838

カピラスウエスト 戸田市 本町５－１２－３６　１Ｆ サービス JS-0003-1698

HAIR Pom 戸田市 本町５－４－２７ サービス JS-0001-5118

カラオケ ALL 北戸田店 戸田市 新曽２１９６－１　ミラージュガーデン２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-1973

TAKARAJIMA 戸田店 戸田市 美女木８－２－６　　 エンターテインメント PK-0000-0661

ヘアオブジェ 戸田市 下前２－１１－６　エマーユ戸田公園３－１Ｆ その他 SL-2000-1592

K．M カーリフレッシュ 戸田市 喜沢２－２９－１４　 その他 SL-2000-3738

NAIL ＆ SPA P － BOX 戸田市 新曽１９９５－７　芦原ハイツ１Ｆ　 その他 SL-2000-7203

ろばた家むさし根岸店 川口市 安行領根岸２４６７－１　根岸プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6725

Chinesekitchen 明香音 川口市 栄町２－１－１１　ブランズ川口栄町パークフロント１０６　 飲食店 ZN-0002-8061

神谷 川口市 栄町２－１－２６　　 飲食店 ZN-0001-1990

Tamuburello4909 川口市 栄町３－３－１２　ローテンブルグ　１Ｆ 飲食店 ZN-0001-2786

フレスカオイスターバーキッチン 川口市 栄町３－３－８　グラスアイビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1197

ストックヤード 川口市 栄町３－５－１　ミツワビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0171

わんえもん川口店 川口市 栄町３－５－１９　　 飲食店 ZN-2000-5066

とんかつ大吉 川口市 栄町３－７－１　かわぐちキャスティ７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7308
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魚弘・肉屋の SATO 川口市 栄町３－８－１５　太陽サパールビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1550

HideOut 川口店 川口市 栄町３－８－３　ｋａｗａｇｕｃｈｉｅｘ６Ｆ 飲食店 JS-0002-7293

牛繁 川口店 川口市 栄町３－９－１１　大洋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0422

まるし川口店 川口市 栄町３－９－１３　Ｋ２１ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0015

川口鮨 さいとう 川口市 栄町３－９－１８　近代ＢＬＤ１７－３Ｂ 飲食店 JS-0002-4835

本格焼酎と肴のお店縁 川口市 戸２－２３－１６　　 飲食店 ZN-0001-0199

炭火焼肉高句麗 川口市 戸４－６－１　　 飲食店 ZN-0000-9705

フェルマータ 川口市 戸境町３１－１　　 飲食店 ZN-0001-2183

旬菜遊膳しみず 川口市 戸塚２－１５－５ 飲食店 JS-0000-8639

魚吉・鳥吉 東川口店 川口市 戸塚２－２２－３３　エポワール１Ｆ 飲食店 JS-0001-6197

イタリアン酒場 AOI － YA 川口市 戸塚２－２５－１ 飲食店 JS-0001-9722

寿司割烹 秀 川口市 戸塚２－２５－１６ 飲食店 JS-0000-3441

炭火ホルモン焼肉あ！また蔵 川口市 戸塚東１－１４－１ 飲食店 JS-0000-1606

スペイン料理サブロッソ 川口市 戸塚東１－９－１４ 飲食店 JS-0000-6085

KITCHENKING 川口市 幸町１－１２－２３ 飲食店 JS-0004-7718

774 川口市 幸町１－２－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5096

エスニックレストラン＆ BAR ポカラ 川口市 幸町２－１５－１１ 飲食店 JS-0004-2143

はやし 川口市 幸町２－１５－６ 飲食店 JS-0001-5165

串まる 川口市 幸町２－１７－１ 飲食店 JS-0003-3057

クリーニングたんぽぽ樹モール店 川口市 幸町２－１７－１ 飲食店 JS-0004-7692

川口酒処ひろ屋 川口市 幸町２－７－２１　メルビケイ１０３ 飲食店 JS-0001-0237

JUN 川口市 幸町２－７－２４　外狩店舗２Ｆ 飲食店 JS-0002-1959

BRASSERIE － IIDA 川口市 幸町２－７－２４　第一産商ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2696

TamTam 川口市 幸町３－８－３　まゆせんビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1037

食べ飲み処あ楽た 川口市 幸町３－８－４　Ａ＆Ｉビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3907

ピッツェリアオオサキ 2 川口市 芝２－２６－３８ 飲食店 JS-0004-5894

すし研究所 川口市 芝４－２８－１６ 飲食店 SL-2000-7987

CAFEENZO 川口市 芝４－７－２６　　 飲食店 ZN-0002-9072

炭火串焼 ひら井 川口市 芝５－１－１７　第一堀代ビル１０２ 飲食店 JS-0001-5465

海鮮酒場 通 川口市 芝園町２－１　芝園ハイツ１－１－１７ 飲食店 JS-0003-0215

もつ鍋・骨付き鶏一豆 川口市 芝新町３－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-1121

炭火焼肉ホルモンこいこい 川口市 芝新町４－３２　第二貢友ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2922

Hakurai － Tei 川口市 芝新町８－１７　奥田ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2581

地鶏串焼 TakeGuShi 川口市 芝新町９－３　田村ビル１ＦＣ 飲食店 JS-0004-8232

Nicki 川口市 西川口１－１８－１２　ＹＰビル４０１　 飲食店 ZN-2000-3975

焼肉元気 川口市 西川口１－１８－１６　アズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6273

Girl’sBarShine 川口市 西川口１－１９－１５　第一観光ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4871

串カツさくッ咲 川口市 西川口１－２０－１　吉岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1972

インド料理 GreatKolkata 西川口 川口市 西川口１－２３－３ 飲食店 JS-0003-3108

周黒鴨西川口店 川口市 西川口１－２３－５　　 飲食店 ZN-0000-9864

鴻運楼 川口市 西川口１－２４－２　　 飲食店 ZN-0000-9905

DartsDiningCrossOver 川口市 西川口１－２６－１８　須田ビル２０１ 飲食店 JS-0003-0735

バー GRAY 川口市 西川口１－２６－２５　ヤマトービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2503

魚河岸の達人 川口市 西川口１－２－７　ＪＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3147



4 2020/9/20

［戸田市／川口市／蕨市］

加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉鳳将 川口市 西川口１－２７－１０　ロックバレー西川口 飲食店 JS-0002-0513

酒処ヒゲ坊主 川口市 西川口１－２９－２　三恵西川口ハイツ１０２ 飲食店 JS-0002-0877

炭火焼鳥 103 西川口店 川口市 西川口１－３０－１９ 飲食店 JS-0002-9686

DiningWineBarWin3 川口市 西川口１－３０－４　新和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1145

焼肉レストラン千山閣 川口市 西川口１－３３－８　　 飲食店 ZN-0001-2314

フリークアウト 川口市 西川口１－４－２１　金子ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0414

アイランドカフェバーハナハナ 川口市 西川口１－４－２１　金子ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-1460

居酒屋司 川口市 西川口１－５－５　ＭＦハイツ１－Ｇ　 飲食店 ZN-0001-2940

酒香坊 川口市 西川口１－６－１７　扶桑ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3566

勇馬 西口店 川口市 西川口１－６－５ 飲食店 JS-0002-1455

一代 川口市 西川口１－６－８　第一千鶴ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2497

東方軒 川口市 西川口１－６－８　第一千鶴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9085

やきとん十四西川口店 川口市 西川口１－８－２　荻原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9553

伊勝苑 川口市 西川口１－９－１　オク美ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0222

HideOut 西川口店 川口市 西川口１－９－７　西川口駅前ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1983

ステーキハウスガウチョ 川口市 西川口３－２２－３６ 飲食店 JS-0005-8291

焼肉ホルモン まる味 川口市 西川口３－３０－１９　メゾンサラーム１Ｆ 飲食店 SL-2000-4615

Demonya 川口市 西川口３－３１－１５　白井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7944

いろは亭 川口市 赤井４－１７－２ 飲食店 JS-0000-9631

高麗亭ナビ川口東口駅前店 川口市 川口１－１－１　キュポラＡ２０４ 飲食店 JS-0000-4354

ステーキ やるじゃん 川口市 川口１－５－２　 飲食店 SL-2000-7112

日本料理賀茂川 川口市 川口３－２－４－２０１　　 飲食店 ZN-0001-2800

サピド 川口市 川口５－１５－２８－１０１ 飲食店 JS-0004-7035

焼肉釜山港 川口市 前川２－８－４　　 飲食店 ZN-0002-9512

オリーブ 川口市 前川４－８－１８　コーポ飯塚１Ｆ 飲食店 JS-0002-0951

ゆきべぇ 川口市 中青木２－３－２５　エビハラサングリ－ン川口１１０　 飲食店 PK-0000-1013

OHGOD 川口市 長蔵１－２３－３８　　 飲食店 ZN-0001-1622

エニシバル 川口市 長蔵新田２８１　　 飲食店 ZN-0001-0483

tutti 川口市 長蔵新田２８１　　 飲食店 ZN-0001-1106

忠庵 川口市 東川口１－５－１７ 飲食店 JS-0000-9951

納豆ダイニング団栗 川口市 東川口２－１－１　島根ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7443

串カツ葵 川口市 東川口２－３－１　ハイエスト１Ｆ 飲食店 JS-0001-7333

モーク東川口店 川口市 東川口２－３－６ 飲食店 JS-0003-4924

ろぐ亭 川口市 東川口３－５－２２　栄マンション１０３　 飲食店 PK-0000-6206

豊来軒 川口市 東内野３３３－１ 飲食店 JS-0002-1971

三長 川口市 東本郷１４１５　　 飲食店 ZN-0001-0290

やきとり鳥ぞう 川口市 東本郷２－２１－６　　 飲食店 ZN-0001-1216

焼肉つかさ苑 川口市 東領家１－１４－１６ 飲食店 JS-0000-2305

ちゃんこ居酒屋どすこい 川口市 南前川２－２０－２５　　 飲食店 PK-0000-3061

GOEMON 川口市 南鳩ヶ谷５－１２－９ 飲食店 JS-0001-9611

いせ庄 川口市 鳩ヶ谷本町１－３－１３ 飲食店 JS-0003-9640

レストラン ル・マルシェ 川口市 飯塚２－９－３０ 飲食店 JS-0002-0487

Link 西川口店 川口市 並木２－１－１　フェストビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1965

coco　cafe 川口市 並木２－１７－１２　　 飲食店 PK-0000-6287
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Piece 川口市 並木２－１７－１２　武蔵野プラザ１０１　 飲食店 ZN-2000-3150

カラオケ居酒屋 大黒店 川口市 並木２－１７－１２　武蔵野プラザ西川口１Ｆ 飲食店 JS-0004-5203

Cariage 川口市 並木２－１７－１２　武蔵野プラザ西川口２０３　 飲食店 ZN-2000-1665

cococafe 川口市 並木２－１７－１２　武蔵野プラザ西川口２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6978

酒房あやとり 川口市 並木２－２４－１　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1499

けんだい 川口市 並木２－２８－９ 飲食店 JS-0000-9667

すきっぱー 川口市 並木３－１０－１３　矢下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1320

一徳西川口店 川口市 並木３－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-1197

京寿司 川口市 並木３－１２－１５　　 飲食店 ZN-0001-1877

焼肉酒場食々 川口市 並木３－１２－１８　信栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1996

勇馬 川口市 並木３－１２－１９ 飲食店 JS-0002-2881

地鶏炭火焼 二代目猿や 川口市 並木３－１２－３　大鵬ビレッジ　ザ・テラス１ＦーＮＯ１ 飲食店 SL-2000-6017

創作居酒屋雅 川口市 並木３－１３－１　　 飲食店 ZN-0002-3449

にんじん 川口市 並木３－１３－１０　　 飲食店 ZN-0001-2116

ローズ 川口市 並木３－１３－１９　セゾンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4217

刺身酒場魚正 川口市 並木３－１３－３　村田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1807

ステーキハウスアリババ 川口市 並木３－１３－４　大東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9784

居酒屋つむぎ 川口市 並木３－１４－２８　武藏野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7385

金海湾並木店 川口市 並木３－１－５　シアルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2461

福招門 西川口店 川口市 並木３－１－７　大晃飯店１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1645

韓国風居酒屋 八 川口市 並木３－２５－１５ 飲食店 JS-0005-8649

炭蔵 川口市 並木３－３－７　　 飲食店 ZN-0001-1064

居酒屋オセヨ 川口市 並木３－６－１７　　 飲食店 ZN-0002-5071

家庭料理おもてなし 川口市 並木３－９－５　エスポワール並木１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9335

げん 川口市 北園町２－２４　フローラ北園１Ｆ 飲食店 JS-0003-3394

海老家味可久門 川口市 本町３－４－３　ソフィア川口ブラン１０１　 飲食店 ZN-0001-1118

ラ・クッチーナ・デル・チエロ 川口市 本町３－４－３　ソフィア川口ブラン２０１Ｂ　 飲食店 ZN-0001-1368

串焼げん川口東口店 川口市 本町４－１－４　　 飲食店 PK-0000-0212

炭玄・ラボーノ 川口市 本町４－２－８　光ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0874

焼肉ソウル 川口市 本町４－３－６　　 飲食店 ZN-0001-1788

煌璃 川口市 本町４－５－１　Ｔプラザ１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1462

掌 川口市 本町４－５－１　藤和川口本町コープ２０６　 飲食店 ZN-0002-6184

ベジタバル 0363 川口市 本町４－５－８－１０２号 飲食店 JS-0005-7362

飛龍閣 川口市 本町４－６－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6371

焼肉ヒロ 川口店 川口市 本蓮２－１８－１０ 飲食店 JS-0003-2365

レストラン花もえぎ 川口市 本蓮３－６－８　　 飲食店 ZN-0001-1035

FULBARI　INDIAN　NE 川口市 木曽呂７９６－１　　 飲食店 PK-0000-6540

焼肉大門 川口市 里１０３３－１ 飲食店 JS-0005-1200

レストラン三星 川口市 里１２３０－２ 飲食店 JS-0000-3281

焼肉高句麗東本郷店 川口市 蓮沼２９７－６　　 飲食店 ZN-2000-6148

サイクルプラザヤクシン 川口市 安行慈林５９０－２４ ショッピング JS-0000-3145

カーメイト サクセス 川口市 安行藤八６５０　　 ショッピング ZN-2000-0164

ファクトリートンボイ 川口市 安行領根岸８４８ ショッピング JS-0002-6731

熊木畳本店 川口市 栄町１－１－２２ ショッピング JS-0002-7996
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ダンディライオン川口東口店 川口市 栄町３－１０－８　青木ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5665

Le・pierrot 川口市 栄町３－１１－１１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-2650

株式会社山一川口店 川口市 栄町３－１２－１ ショッピング JS-0000-3590

リサイクルティファナ川口店 川口市 栄町３－１２－６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-0626

はんこ屋さん 21 川口店 川口市 栄町３－２－２０　川口駅前ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8258

小藤屋 川口店 川口市 栄町３－４－１５ ショッピング JS-0004-9528

駅前花壇 川口市 栄町３－７－１　　 ショッピング ZN-0001-1740

EK オート 川口市 原町１６－１０ ショッピング JS-0002-0512

あんりつ 川口市 原町４－３６ ショッピング JS-0002-8444

大和犬具店 川口市 原町７－２６ ショッピング JS-0002-9094

おかき処虎笛 川口市 戸３－３２　　 ショッピング ZN-0001-1628

フラワーショップファンタジー戸塚店 川口市 戸塚２－２６－５ ショッピング JS-0002-3206

インテリア北欧 川口市 戸塚境町１－１２ ショッピング JS-0001-5323

フレスコ 川口市 戸塚東１－１１－６ ショッピング JS-0005-2202

石井薬局 川口市 戸塚東２－３－２２ ショッピング JS-0003-0084

ジュエリーティアラ 川口市 幸町２－１４－２５ ショッピング JS-0004-3447

ブティック SAKI 川口市 幸町２－７－２９ ショッピング JS-0000-4679

あさひフラワー 川口市 幸町２－９－１６ ショッピング JS-0002-5737

アイエスオ－ト 川口市 江戸袋１－３２－１３ ショッピング SL-2000-6042

昭和橋坂下薬局 川口市 坂下町１－１－７　加藤ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8438

［HC］有限会社第一テレビサービス 川口市 坂下町２－１－２５　メゾンイズミ１Ｆ ショッピング JS-0001-8381

［HC］有限会社第一テレビサービス桜町店 川口市 桜町３－２－３ ショッピング JS-0001-8382

東海繊維芝店 川口市 芝１－１５－５　　 ショッピング PK-0000-0166

ヨコハンオートサービス株式会社 川口市 芝５０４５ ショッピング JS-0001-4029

あんしゃんて 川口市 芝５０６４ ショッピング JS-0000-3419

グライド 川口市 芝５－８－１ ショッピング JS-0000-5087

ACUTO 川口市 芝園町２－１　芝園ハイツ１　１Ｆ１１３ ショッピング JS-0000-8953

［HC］ゆりでんきのざわ店 川口市 芝下２－９－８ ショッピング JS-0001-8791

芝新町調剤薬局 川口市 芝新町４－２８　トキ壱番館１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4739

ホワイトコットン 川口市 芝新町６－２１　清和ハイツ１０２ ショッピング JS-0001-0834

najam 川口市 芝西１－１１－１ ショッピング JS-0001-5256

小宮商店 芝中田店 川口市 芝中田１－１４－１３ ショッピング JS-0002-6894

マルハユニフォーム 川口市 芝中田２－２４－１０　サンロード蕨 ショッピング JS-0001-1987

コミネヤ 川口市 芝樋ノ爪１－１７－１６ ショッピング JS-0002-0199

小宮商店 小谷場店 川口市 小谷場５１２－３ ショッピング JS-0002-6893

川口木材センター 川口市 新井宿８８０ ショッピング JS-0004-6114

リサイクルショップこれわん川口店 川口市 新井町１７－１９ ショッピング JS-0001-3659

田辺薬局川口榛松店 川口市 榛松１－１－５ ショッピング JS-0004-7531

有限会社大成鈑金塗装 川口市 榛松３４３－１０　　 ショッピング ZN-0002-6499

埼玉福寿園 川口市 西新井宿５７８ ショッピング JS-0000-3144

ジェイ・ピートレーディング 川口市 西新井宿９１１－１　２Ｆ ショッピング JS-0001-6149

花好園 川口市 西川口１－１９－１４　　 ショッピング ZN-0001-1902

日新堂 川口市 西川口１－２７－２３　朝日ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0833

ロデオブロス 川口市 西川口１－３４－８　１Ｆ ショッピング JS-0003-3244
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フィネススーパー 川口市 西川口１－９－８　スカイコート西川口第五　１Ｆ　 ショッピング ZN-0000-9569

レディースファッション ロマーナ 川口市 西川口２－２－３ ショッピング JS-0003-9133

ライフワン 川口市 西川口３－３３－２４ ショッピング JS-0002-0602

3Dogs 川口市 西川口６－１－５　第２ユニティ１０２ ショッピング JS-0002-8502

TRUCCO 川口市 青木１－６－１ ショッピング JS-0003-3728

マミ－クリ－ニング　川口青木店 川口市 青木２－１１－１２　　 ショッピング PK-0000-8034

東海繊維 川口市 青木２－１２－３０　　 ショッピング PK-0000-1030

株式会社ささき商事 川口市 青木５－１６－５ ショッピング JS-0000-0575

東京車楽 川口市 赤井２－４－２ ショッピング JS-0002-9155

株式会社原自動車工作所（BODY SHOP HARA） 川口市 赤井４－２１－１７　 ショッピング SL-2000-1857

パティスリ－アンパルフェ 川口市 川口１－４－４　　 ショッピング PK-0000-2451

株式会社マルフク商事 川口市 東川口３－３－１４ ショッピング JS-0003-3520

株式会社マルフク商事 川口市 東川口３－３－１４ ショッピング JS-0003-3522

とりまつ畳　埼玉 川口市 東本郷１－２－８　　 ショッピング PK-0000-8691

ダンスウィズドラゴン川口店 川口市 並木１－３－２８ ショッピング JS-0003-0214

RARA 川口市 並木２－２－１８　川口並木第２ローヤルコーポ１０１　 ショッピング ZN-2000-3046

西川口アイコンタクト 川口市 並木３－１－１　第二福原ビル３Ｆ ショッピング JS-0003-0199

アットトレカ 西川口東口店 川口市 並木３－２６－１３　木村ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5251

JS 川口市 並木３－８－２５　おくずみ並木ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1249

チャリコ西川口店 川口市 並木４－１－５　木村ビル ショッピング JS-0004-7088

クシタニ 川口店 川口市 並木４－８－８ ショッピング JS-0002-1493

［HC］有限会社誠和家電 川口市 北園町１２－２６ ショッピング JS-0001-8346

日本堂仏具店 川口店 川口市 本町３－１－３ ショッピング JS-0003-4559

ゼネラルスポーツ 川口市 本町３－１－７　　 ショッピング ZN-2000-1672

サラートペペ 川口市 本町４－３－４　大野ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-3793

イエローポップ川口店 川口市 本町４－３－６　本町ハイツ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6417

白鳥屋酒店 川口市 本町４－５－２６　キャメリアタワー１Ｆ ショッピング JS-0005-4711

共和機工 川口市 本蓮３－１６－１０ ショッピング JS-0004-3705

Happy 川口店 川口市 末広１－１５－８ ショッピング JS-0002-2186

ゴルフ工房 セブンワン 川口市 弥平１－１－３　 ショッピング SL-2000-1624

バスストップ 川口市 弥平２－９－１５ ショッピング JS-0004-4595

株式会社 J・M・S cars 川口市 柳崎１－８－１ ショッピング JS-0003-0385

東浦和みどりコンタクト 川口市 柳崎４－２８ー３１ ショッピング JS-0005-7473

マミ－クリ－ニング　柳崎店 川口市 柳崎５－１－３５　　 ショッピング PK-0000-8040

スロワージュ 川口市 里１２４４－２ ショッピング JS-0000-8119

鳩ヶ谷のぞみ調剤薬局 川口市 里１６２５－１　フォルビ－ト１Ｆ　 ショッピング PK-0000-6251

ホワイト急便栄町店 川口市 栄町２－７－１ サービス JS-0005-7234

カロル川口店 川口市 栄町３－１１－１５　　 サービス ZN-0001-0573

クレドガーデン川口店 川口市 栄町３－３－３　ＫＡＴＯビル１Ｆ サービス JS-0003-1539

COVERHAIRbliss 川口東口 川口市 栄町３－５－１　そごう川口店専門店街３Ｆ　 サービス ZN-2000-3022

ハイパ－ナイフ痩身専門店エリ－ザ 川口市 栄町３－５－１　ミツワビル８Ｆ　 サービス PK-0000-1085

AQUA 川口市 栄町３－５－９　３Ｆ サービス JS-0004-6194

ヴィアンジュ川口 川口市 栄町３－８－１０　２Ｆ サービス JS-0003-5095

ルアーチェ 川口市 栄町３－８－４　石井ビル５Ｆ　 サービス ZN-0001-0563
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ホワイト急便元郷店 川口市 元郷２－１５－６０ サービス JS-0005-7201

ドッグヒーリングサロンモチャハウス 川口市 元郷４－４－３　　 サービス ZN-0002-5626

ホワイト急便東川口駅南口店 川口市 戸塚１－３－７ サービス JS-0005-7200

和はり・きゅう治療院 川口市 戸塚２－２－１４－１０２ サービス JS-0003-1032

ヘアメイク ジール 川口市 戸塚２－２３－２７ サービス JS-0003-0322

クリーニングみわ東川口 2 号店 川口市 戸塚２－２７－２　　 サービス ZN-0002-4141

東川口整骨院 川口市 戸塚東２－１－１ サービス JS-0002-1255

サストレヘアデザイン 川口市 戸塚東３－１５－７　グランピエ１－Ｃ サービス JS-0000-2813

ヒールヘアヴォレ 川口市 幸町２－１３－５　コア幸町２Ｆ　 サービス ZN-0002-9467

Sun ＆ me 川口市 幸町２－１４－２７－１０２　　 サービス PK-0000-1644

アサンブラージュ 川口市 幸町２－１７－１　パークホームズ幸町２１２　 サービス ZN-0001-2396

広田理容室 川口市 幸町２－８－２１ サービス JS-0003-8740

ピジョン動物愛護病院川口院 川口市 幸町３－１０－１ サービス JS-0003-3029

ホワイト急便アリオ前店 川口市 幸町３－１１－７ サービス JS-0005-7189

lenobu 川口市 幸町３－８－３５　永瀬ビル１０１ サービス JS-0000-3235

＋ ing 川口市 坂下町４－１－４ サービス JS-0001-6020

三鈴自動車工業 川口市 芝１－２－２ サービス JS-0001-4834

hair ＆ beauty Syrup 川口市 芝２－１－２４　１Ｆ　 サービス SL-2000-4012

振袖＆フォトスタジオさくら川口 川口市 芝４５１６－１ サービス JS-0003-9774

ピジョン動物愛護病院わらび院 川口市 芝５－６－１７ サービス JS-0003-3024

華 川口市 芝新町４－３２　第二貢友ビル３Ｆ サービス JS-0002-6184

HAIR MAKE NANOSECOND 川口市 芝新町７－９　アドバンスＶ１Ｆ サービス JS-0000-8702

カスタムガレージ ファルコン 川口市 上青木１－１０－１３ サービス JS-0002-2765

ナインティーンフィフティ 川口市 上青木１－２－３３ サービス JS-0001-4690

JET クリーニング川口工場店 川口市 上青木１－５－２５ サービス JS-0004-8836

有限会社車工房 川口市 新堀３６２－２ サービス JS-0002-3251

ドリ－ムオ－ト 川口市 神戸４２－１　　 サービス PK-0000-0795

アステール動物病院 川口市 西青木３－１０－７　レスポワール小陽１Ｆ サービス JS-0000-7530

彩染 川口市 西青木３－３－１３　スカイコート サービス JS-0004-8020

メティエス 川口市 西青木４－５－３５ サービス JS-0003-9806

エスアンドセカンド 川口市 西川口３－３２－５　１Ｆ サービス JS-0002-6359

サイクル・ワン 川口市 西川口５－１４－１８　　 サービス ZN-2000-3380

美容室 ATTA 川口市 西川口６－８－３４　秀栄ビル１Ｆ サービス JS-0000-4842

オンリミット 川口市 青木１－１７－３７ サービス JS-0002-3243

つるおか動物病院 川口市 赤井２－９－１６ サービス JS-0003-2400

クリーニングたんぽぽキュポラ店 川口市 川口１－１－１Ｂ－１０１－２ サービス JS-0004-7677

ブレイブ薬局川口店 川口市 川口４－２－４１　タケノヤハイツ錦町１０３ サービス JS-0003-3368

有限会社前川ペットクリニック 川口市 前川３－４－１０ サービス JS-0000-0585

basehair 川口市 中青木２－２３－２７　　 サービス ZN-0002-2832

Hair Au・ra 川口市 中青木２－８－１０ サービス JS-0000-2678

とちのき薬局 川口朝日店 川口市 朝日２－１－３５ サービス JS-0003-2990

GUY’SHAIR 川口市 長蔵１－１－１　　 サービス ZN-0001-0175

＋ Favorite 川口市 東川口１－１５－２２　エスコート１Ｆ サービス JS-0003-8320

TIDA 川口市 東川口２－１－３４　コーポ羽深２０１ サービス JS-0003-2757
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BRILLER 川口市 東川口２－３－２７　コンフォートアベニュー１Ｆ　 サービス ZN-0001-1020

nalufe 川口市 東川口３－５－３５　ベルグランデＣ　 サービス ZN-0001-2752

hairmakefeb 東川口店 川口市 東川口３－８－５　　 サービス ZN-0001-0442

ニコニコレンタカー南鳩ヶ谷店 川口市 南鳩ヶ谷１－２－１６ サービス JS-0002-3920

ふみ理容室 川口市 南鳩ヶ谷１－３４－５ サービス JS-0004-5822

アイリス調剤薬局 南鳩ヶ谷店 川口市 南鳩ヶ谷１－７－１ サービス JS-0003-4713

アニファ埼玉動物医療センター 川口市 南鳩ヶ谷３－１７－１３ サービス JS-0003-8206

トリミングサロンアラモード川口 川口市 南鳩ヶ谷３－１７－１３ サービス JS-0003-8981

コダマックス 川口市 八幡木３－１１－３３ サービス JS-0003-3651

ホワイト急便鳩ヶ谷店 川口市 鳩ヶ谷本町１－４－１１ サービス JS-0005-7203

ピジョン動物愛護病院鳩ヶ谷院 川口市 鳩ヶ谷本町３－１０－５ サービス JS-0003-3026

Sanctuari Iris 川口市 並木１－１１－５ サービス JS-0003-7269

Sanctuary Iris 川口市 並木１－１１－５ サービス JS-0003-7334

ホワイト急便並木工場前店 川口市 並木１－２７－３３ サービス JS-0005-7198

ホワイト急便西川口駅東口店 川口市 並木２－１９－７ サービス JS-0005-7188

西川口みんなの鍼灸整骨院 川口市 並木２－２４－３ サービス JS-0003-0895

元気堂西川口店 川口市 並木３－７－１ サービス JS-0003-3518

みなと動物病院 川口市 並木元町４－１２ サービス JS-0000-0587

アンナ．ファクトリー 川口市 北園町４７－２０　シミズビル２Ｆ サービス JS-0004-3745

エイエムエスフジイ 川口市 本前川３－３７－８ サービス JS-0004-4201

美容室　ル・バラ－ジュ 川口市 本町２－１－２０　ナイスア－バン１Ｆ　 サービス PK-0000-8164

ヘアースタジオリーブスミエル川口店 川口市 本町２－７－２５　ミエルかわぐち２Ｆ　 サービス ZN-0001-2124

ホワイト急便川口本町店 川口市 本町３－４－３ サービス JS-0005-7237

Hair Studio Ohana 川口市 本町３－５－３　スミレマンション１０３ サービス JS-0003-5259

シェアスペースココロンド川口 川口市 本町４－１－１０ サービス JS-0004-7335

ラコピア 川口市 本町４－２－１０　浜清ビル２Ｆ サービス JS-0004-6671

ゆるり 川口店 川口市 本町４－５－３２　フジタ川口マンション サービス JS-0001-2654

マイスタ－川口工場 川口市 本蓮１－５－８　　 サービス PK-0000-0780

Blooming KAWAGUCHI 川口市 末広２－３－１　ユーケーコーポ１０２　 サービス ZN-0001-2676

石黒クリーニング店 川口市 末広３－２－２０　 サービス SL-2000-1685

石井自動車 川口市 木曽呂１００８　　 サービス PK-0000-2273

JMSGARAGE 川口市 木曽呂１６－２ サービス JS-0005-2113

近藤自動車工業株式会社 川口市 弥平２－１５－２６ サービス JS-0002-3598

エムズフォーヘアー 川口市 柳崎５－１８－８　サンフラワーカトウ１０１　 サービス ZN-0002-9305

ニコニコレンタカー川口領家店 川口市 領家１－３－１９ サービス JS-0003-7168

カラオケ beeHappy 川口店 川口市 安行領根岸９９３－１ エンターテインメント JS-0003-0569

カラオケ ALL 西川口店 川口市 西川口１－５－２２　マスダビル３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-2437

みたまや洋品店 川口市 元郷４－７－１３　 その他 SL-2000-9769

松葉寿司 川口市 芝樋ノ爪１－１２－３６　 その他 SL-2000-9848

西川チェーン KONYA（紺屋） 川口市 鳩ヶ谷本町３－１－２６　 その他 SL-2000-9718

WT 川口市 峯５００－３　野口ハイツ１０１ その他 JS-0005-1766

ふく屋 川口市 本蓮１－７－９ その他 JS-0003-3851

日本料理くりはら 蕨市 越１－９－１８　　 飲食店 ZN-0002-9417

周黒鴨蕨店 蕨市 越２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-0356
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兜 蕨市 越２－１－１８　シティプラザ蕨　 飲食店 ZN-0002-8021

sasuke 蕨市 中央１－１２－１１　ワラビハウス１０２　 飲食店 ZN-0001-1688

ホルモン雑 蕨市 中央１－１２－６　ルースト蕨１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1888

しゃらくワラビ店 蕨市 中央１－２４－９　小林ビル１Ｗ　　 飲食店 ZN-2000-6189

もつ焼琥珀 蕨市 中央１－２８－２ 飲食店 JS-0006-0190

まぐろの河辰 蕨市 中央１－３０－１ 飲食店 JS-0003-1825

客上品中華料理 蕨市 中央１－３－２　　 飲食店 ZN-0003-1527

囲炉裏と蒸し鍋和み 蕨市 中央１－９－３　セントラルプラザ１０１ 飲食店 JS-0004-6154

MUSIC BAR MICKEY 蕨市 中央１－９－８ 飲食店 JS-0003-7688

ラ・テラス大作 蕨市 中央３－４－１　キヨタビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1271

蕨 千山閣 蕨市 中央３－６－３　富沢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0246

焼肉 KEN 蕨市 中央４－１８－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5455

山あつ 蕨市 中央５－１６－１１　　 飲食店 ZN-0002-9301

インドレストラン＆バー Shivaji 蕨市 塚越１－４－１８ 飲食店 JS-0003-4878

ダイニンググロット 蕨市 塚越３－２３－６　原マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-7498

TAKE HEART 蕨市 北町１－１６－１２　本田マンション１号棟２ＦＤ号 飲食店 SL-2000-6858

ヘイワ堂蕨店 蕨市 越１－４－１０　ヤマナカビル１０３　 ショッピング ZN-0001-0852

ポップガール蕨店 蕨市 越１－４－１０　ヤマナカビル１０５　 ショッピング ZN-0001-2449

冨永園芸 蕨市 中央１－１０－４　　 ショッピング ZN-2000-2074

九十九商会 蕨市 中央１－２９－７ ショッピング JS-0002-3896

株式会社たかしまや 蕨市 中央３－１２－２０ ショッピング JS-0004-1989

株式会社たかしまや 蕨市 中央３－１２－２０ ショッピング JS-0004-1990

COUTURE KAWAMURA 蕨市 中央３－２－９ ショッピング JS-0003-8233

岡本洋品店 蕨市 中央５－１１－１４　 ショッピング SL-2000-9903

マリンスノー 蕨市 塚越１－１８－１０ ショッピング JS-0003-1480

テルルわらび店 蕨市 塚越１－５－１４　須賀第５ビル１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0003-2161

ソフトバンク蕨 蕨市 塚越２－１９－１８ ショッピング JS-0005-3558

天沢バイオリン工房 蕨市 塚越４－１－４－１０１ ショッピング JS-0001-3591

リサイクルショップこれわん蕨店 蕨市 塚越５－５－５ ショッピング JS-0002-2265

ピュアライフみわ 蕨市 南町１－４１－１ ショッピング JS-0000-4684

フラワーショップ ヨシカワ 蕨市 北町２－４－１０ ショッピング JS-0000-1584

近江屋 蕨市 北町２－９－２９ ショッピング JS-0004-9133

まつざか動物病院 蕨市 錦町４－７－１　ロイヤルシティ１Ｆ サービス JS-0003-4179

美容室サロン・ド・イヴ 蕨市 中央１－１１－１２　　 サービス ZN-0002-6424

ヘアーメイク ブレスト 蕨市 中央１－３１－３　１Ｆ サービス JS-0002-3925

アンジェリーク 蕨市 中央１－４－７　土屋ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0001-0547

ヘアメイクジェルム 蕨市 中央１－４－７　土屋ビル２Ｆ　　 サービス ZN-2000-6390

アオト動物病院 蕨市 中央４－１８－１３ サービス JS-0000-8448

Lupinus 蕨市 塚越１－１－１８　みくにビル２Ｆ サービス JS-0004-1435

Natuline 蕨店 蕨市 塚越１－５－１６　ＭＩＴＳＵＲＵビル２Ｆ サービス JS-0002-7305

堀口自動車整備工場 蕨市 塚越７－３－１２ サービス JS-0004-4563

蕨西口療術センター 蕨市 北町４－１０－２２ サービス JS-0001-1208

カラオケマック蕨店 蕨市 中央１－２－９　　 エンターテインメント ZN-0001-0565


