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［久喜市／南埼玉郡］

加盟店名 所在地 ジャンル

くるみ亭 久喜市 葛梅６０６－２４　　 飲食店 ZN-0002-9330

創作ダイニングどもん久喜店 久喜市 久喜中央１－１－１５　渡辺ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1573

てらこや 久喜市 久喜中央１－２－１１ 飲食店 JS-0000-8927

BARONE． 久喜市 久喜中央１－３－７　宮木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5296

りょんどる 久喜市 久喜中央１－４－４８　フローレスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6576

えんの蔵 久喜市 久喜中央１－４－７　芝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0758

割烹大喜 久喜市 久喜中央２－４－２４　　 飲食店 ZN-2000-0781

粋マス MEATKUN 久喜市 久喜中央２－９－３４　中央ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-0415

BeerBarON － SIDE 久喜市 久喜中央３－９－５８　　 飲食店 ZN-2000-3935

トラットリア プレッツァ 久喜市 久喜中央３－９－６０ 飲食店 AL-0000-0231

海鮮寿司レストラン沖ちゃん 久喜市 久喜中央４－９－８３　テラレスビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0420

居酒屋あや 久喜市 久喜東１－１５－２４ 飲食店 JS-0005-2056

酒処樹 久喜市 久喜東１－２－２９　リヴェール１Ｆ 飲食店 JS-0005-0050

ダイニングバー Tiamo 久喜市 久喜東２－１２－７ 飲食店 JS-0005-7992

Lounge Dining 背水の陣 久喜市 栗橋中央１－１－１５ 飲食店 JS-0004-2891

のまっしょ元 久喜市 栗橋中央１－２－１０－５ 飲食店 JS-0001-3883

ドゥルガダイニング 久喜市 桜田３－２－１　　 飲食店 PK-0000-6367

パロキア 久喜市 菖蒲町菖蒲８５－１　菖蒲文化会館１Ｆ 飲食店 JS-0005-1619

ASIAN DINING DELHI 久喜市 上町１６－５４ 飲食店 JS-0003-5690

焼肉南大門 久喜市 本町８－６－５２ 飲食店 JS-0004-7468

光寿司 久喜市 鷲宮２５１８－５　　 飲食店 ZN-0000-9869

ドゥーブルシェフ久喜店 久喜市 吉羽２－６－９ ショッピング JS-0001-9811

化粧専科  えーちいむ 久喜市 久喜中央１－１－２０　クッキープラザ２Ｆ ショッピング SL-2000-8106

BeautySalon  1113 久喜市 久喜中央１－１－２０　クッキープラザ２Ｆ ショッピング SL-2000-8107

きものプラザ和幸 久喜市 久喜中央４－９－１１ ショッピング JS-0000-7384

FORTE 久喜店 久喜市 久喜中央４－９－１１　イトーヨーカドー２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2708

パティスリ－アソルティ 久喜市 久喜東３－１－７　　 ショッピング PK-0000-8899

クリアーコンタクト 久喜市 久喜東３－１－９ ショッピング JS-0002-3922

パティスリーティンク 久喜市 久喜東３－３４－９ ショッピング JS-0004-7375

ファッション・ベベ・パート 2 久喜市 久喜東５－６－３ ショッピング JS-0000-3634

アゼリア 久喜市 久本寺谷田７－１　アリオ久喜店２Ｆ ショッピング JS-0003-6211

東鷲宮病院売店 久喜市 桜田２－６－５ ショッピング JS-0005-4536

学用品トクノ 久喜市 桜田３－２－１　２Ｆ ショッピング JS-0000-9649

済生会栗橋病院売店 久喜市 小右衛門７１４－６ ショッピング JS-0005-3682

二木ゴルフ フォレオ菖蒲店 久喜市 菖蒲町菖蒲寺田６００６－１　 ショッピング AX-2000-0069

新久喜総合病院売店 久喜市 上早見４１８－１ ショッピング JS-0005-4892

エブリデイゴールドラッシュ久喜店 久喜市 上町３－７ ショッピング JS-0000-7861

たかさご 久喜市 北青柳１３３７－１ ショッピング JS-0005-7758

［HC］（株）ますかわ電気 久喜市 本町６－１２－２ ショッピング JS-0001-8331

ビーチマリン 久喜市 鷲宮４－６－５ ショッピング JS-0001-4419

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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ヘア・サロン ワタナベ 久喜市 葛梅６０６－２４ サービス JS-0004-5889

× 10 久喜市 久喜中央１－５－２９　久喜中央ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2095

ホワイト急便久喜東店 久喜市 久喜東２－３６－４３　ＷＨＩＴＥＥＸＰ．ＫＵＫＩＥＡＳＴ サービス JS-0005-7760

ヒロ美容室 久喜市 栗橋東２－１－６ サービス JS-0002-4951

パステル 21 古久喜店 久喜市 古久喜９２４－５ サービス JS-0005-3806

クリエイト 久喜市 古久喜香取８７１－２６　　 サービス ZN-2000-3137

協和自動車 久喜市 高柳２２５３　　 サービス PK-0000-4049

飛鳥薬局 南栗橋店 久喜市 小右衛門８０１－５ サービス JS-0002-7680

NICHIGO CAR LEASE 久喜市 菖蒲町三箇３１１６－１ サービス JS-0002-0706

J － 1 久喜市 上内１４４２－２ サービス JS-0003-1385

brook 久喜市 西１８７－１１　須永ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0001-1816

ヘア－サロン MORI 久喜市 青毛１２４６ サービス JS-0004-5754

machErie Nail 久喜市 南１－９－３７ サービス JS-0001-8375

美容室ディ－ズスタイル 久喜市 南栗橋６－１－２　　 サービス PK-0000-4564

浜田モ－タ－ス 久喜市 本町２－１－３９　　 サービス PK-0000-5618

たぐち動物病院 久喜市 本町３－１１－３１ サービス JS-0001-2585

hairstudioAmp 久喜市 本町３－４－７　高橋ビルＢ サービス JS-0001-0404

エル・サイトウ 久喜市 久喜中央２－９－２３　 その他 SL-2000-6509

ラ グリーリア 南埼玉郡 宮代町中央３－１１－１６　 飲食店 SL-2000-4002

有限会社鮨正 南埼玉郡 宮代町和戸７２８－６ 飲食店 JS-0004-0725

PC ショップミリオン 南埼玉郡 宮代町川端４－１０－１９ ショッピング JS-0003-1845

INDEX Japan 南埼玉郡 宮代町金原１０１ サービス JS-0003-7529

美容室クレール 南埼玉郡 宮代町百間５－５－３３ サービス JS-0003-8853


