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［坂戸市／鶴ヶ島市／東松山市］

加盟店名 所在地 ジャンル

ダイニングバーセカンド 坂戸市 芦山町１２－１　サンパーク栄１０３　 飲食店 ZN-2000-4926

頂 坂戸市 三光町１－１　　 飲食店 ZN-0001-2738

Ns TAVERN 坂戸市 三光町２２－１８　１Ｆ 飲食店 SL-2000-0783

鮮魚鮮菜 鯛縁 坂戸市 千代田１－１－３５ 飲食店 AL-0000-0082

居酒屋うかい 坂戸市 南町２－３　開運ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0419

むさし 坂戸市 南町４－４　マンション輝１０１ 飲食店 JS-0000-8485

坂戸の酒場くろえもん 坂戸市 日の出町１－２３　ステップス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1276

ダイニングバー TERA 坂戸市 日の出町１４－３ 飲食店 JS-0001-9382

旬菜・五臓六腑 坂戸市 日の出町１４－３　山咲ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-2478

PARFAIT 坂戸市 末広町５－１　サンポールＢ１Ｆ－３ 飲食店 JS-0002-6394

焼肉やっちゃん 坂戸市 薬師町１７－２１　　 飲食店 ZN-0001-1381

日本料理旬坊 坂戸市 薬師町２３－４　プラザエルム１Ｆ 飲食店 JS-0000-3403

創作料理日葵 坂戸市 薬師町４－１６　ＳＹビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0055

SAKADO 肉バル AJIKURA 坂戸市 薬師町４－１６　ＳＹビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4064

BonnyCotton 坂戸市 にっさい花みず木２－１２－３ ショッピング JS-0000-5881

お菓子の家 PAOPAO 坂戸市 にっさい花みず木４－６－２ ショッピング JS-0004-0596

はんこ広場坂戸店 坂戸市 元町１１－６ ショッピング JS-0002-1408

VANITOYBAGEL 若葉店 坂戸市 千代田１－１４－９　　 ショッピング PK-0000-2051

かにや坂戸店 坂戸市 泉町２－８－７ ショッピング JS-0004-6205

トラディショナルスポーツ・アーリーバード 坂戸市 中小坂９３４　アーリーバードゴルフクラブ内 ショッピング JS-0003-7531

かのと店 坂戸市 仲町１２－８ ショッピング JS-0000-6936

きものの店原ぐち 坂戸市 仲町８－１ ショッピング JS-0001-8548

HASE 硝子工房 坂戸市 仲町８－１　 ショッピング SL-2000-1871

イチカワ 坂戸市 日の出町９－２０ ショッピング JS-0005-0496

サライ自動車 407 号店 坂戸市 片柳２２７８－１ ショッピング JS-0004-8262

かじ兵衛刃物店 坂戸市 薬師町１１－１３ ショッピング JS-0002-3091

ホワイト急便にっさい花みず木店 坂戸市 にっさい花みず木４－８－２ サービス JS-0004-9618

HAIRARTMANITA 坂戸市 関間４－１２－２４　若葉西口ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-4814

株式会社オートギャラリー新生 坂戸市 厚川１１５－１ サービス JS-0004-2712

ホワイト急便 wakaba 千代田店 坂戸市 千代田１－１６－６ サービス JS-0004-9659

Roots 坂戸市 千代田３－５－６ サービス JS-0000-9409

neige 坂戸市 千代田４－９－１７　　 サービス PK-0000-7815

えんだ動物病院 坂戸市 泉町２－１０－６ サービス JS-0001-4750

ホワイト急便中富町店 坂戸市 中富町６６－１ サービス JS-0004-9715

TANAKA B ＆ h 坂戸市 仲町１０－７　 サービス SL-2000-0708

トリミングサロンエル 坂戸市 南町２１－１１　 サービス SL-2000-5045

美容室 蛾次郎 坂戸市 南町２－５　コンフォート８８　１０１ サービス AL-0000-0144

ホワイト急便アクロスプラザ坂戸駅前店 坂戸市 日の出町５－３０　１Ｆ サービス JS-0004-9609

WELLPINEAUTOGARAGE 坂戸市 八幡１－９－２ サービス JS-0004-8816

犬と猫のクリニック てくてく動物病院 坂戸市 緑町２０－１ サービス JS-0002-3679
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美容室 シュウクレア 坂戸市 緑町２６－８　モリタ緑町ビル１０２ サービス JS-0003-1441

アートギャラリー月桂樹 坂戸市 緑町５－６ サービス JS-0004-1584

アーリーバードゴルフクラブ 坂戸市 中小坂９３４ その他 JS-0001-2661

フレンチレストラン オ・ラ・ラ 鶴ヶ島市 脚折２１５８－１ 飲食店 JS-0001-5499

株式会社翠光苑 鶴ヶ島市 三ツ木１８２－５ 飲食店 JS-0000-9145

炭火焼肉炭たん亭 鶴ヶ島市 五味ヶ谷３５－１２７　　 飲食店 ZN-0001-1881

炭火焼肉炭たん亭 鶴ヶ島市 五味ヶ谷３５－１２７　　 飲食店 ZN-0001-1881

蕎麦懐石さくら荘 鶴ヶ島市 太田ヶ谷１２８－８　 飲食店 SL-2000-5991

珈古屋鶴ヶ島駅前店 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘６９－１７　第５今泉ビル１０３ 飲食店 JS-0004-1077

ぴりおど。 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘７９－５ 飲食店 JS-0004-2482

福善 鶴ヶ島市 藤金８６９－３０ 飲食店 JS-0002-4435

カプリチョーザワカバウォーク店 鶴ヶ島市 富士見１－２－１　ワカバウォーク北館２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0134

エキゾテックジャパン 鶴ヶ島市 脚折１７９５－１ ショッピング JS-0003-8835

リサイクルショップ KARAKURI 鶴ヶ島市 脚折１８６３－１ ショッピング JS-0004-6856

大渕モータース 鶴ヶ島市 脚折町１－１０－１　 ショッピング SL-2000-9890

サイクルプロショップ ル・ブラン 鶴ヶ島市 脚折町１－１５－１－１０１ ショッピング JS-0000-8554

株式会社オートセンター新生 2 号店 鶴ヶ島市 脚折町４－１０－３ ショッピング JS-0004-2444

紋蔵庵川越西店 鶴ヶ島市 松ヶ丘２－５－７　　 ショッピング ZN-0001-0162

カントリー雑貨 Ben 鶴ヶ島市 中新田３６３－１ ショッピング JS-0001-8360

HAPPYSTORE 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘６９－１ ショッピング JS-0005-8709

アネックスサカエヤ 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘７１－２ ショッピング JS-0000-9828

［HC］有限会社ハニー電器 鶴ヶ島市 富士見２－２－２５ ショッピング JS-0001-8620

オートショップマーク鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 柳戸町７－６ ショッピング JS-0000-3563

株式会社 F ＆ RNEXT 鶴ヶ島市 脚折１７９５－４　成瀬倉庫Ａ サービス JS-0003-0870

薄井鈑金スタジオ 鶴ヶ島市 高倉１１４５－３　　 サービス PK-0000-7730

e- 工房鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 三ツ木新町１－１－１３　カインズホーム鶴ケ島店 サービス JS-0004-4078

美容室 ネロ 鶴ヶ島市 松ヶ丘２－９－３３－１０７ サービス JS-0000-0992

ホワイト急便上広谷店 鶴ヶ島市 上広谷７９９－３ サービス JS-0004-9621

美容室 CREO 鶴ヶ島市 藤金８８１－２３ サービス JS-0005-7687

HairSalonMiL 鶴ヶ島市 富士見１－７－１２　レジデンスピープル１０２ サービス JS-0003-4806

ドッグサロン DORU 鶴ヶ島市 富士見１－８－２０－１０３　 サービス SL-2000-3112

カーサボンジーノ 東松山市 高坂８３７－５ 飲食店 JS-0004-7237

VIADELSALE 東松山市 市ノ川７７３－２　隣地　　 飲食店 ZN-0001-1271

台湾料理 王府 東松山市 新宿町１５－３ 飲食店 JS-0003-7674

助六 東松山市 箭弓町１－２－１０　　 飲食店 ZN-2000-0039

おぎバル 東松山市 箭弓町１－５－５　ステーション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6483

虎太郎！ 東松山市 箭弓町１－６－１５　　 飲食店 ZN-0001-1353

三金 東松山市 箭弓町１－６－１９ 飲食店 JS-0005-7685

味蔵 東松山市 箭弓町２－６－４４　　 飲食店 ZN-0002-9254

里乃味 東松山市 箭弓町３－４－１２　　 飲食店 ZN-0002-5414

IZUMI 東松山市 箭弓町３－５－１５　ＩＺＵＭＩビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-1333

遊心亭まつばら 東松山市 東平１４４４－８ 飲食店 JS-0005-9771

遊心亭まつばら 東松山市 東平１４４４－８　 飲食店 SL-2000-4114

ベルベットウェアハウス 東松山市 下野本１３５６ ショッピング JS-0000-4811
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埼玉県こども動物自然公園中央売店 東松山市 岩殿５５４ ショッピング JS-0004-9044

ティーピーアウトドアデザイン 東松山市 古凍１３－１　 ショッピング SL-2000-2946

アシストタイヤサ－ビス東松山店 東松山市 古凍９３０－１ ショッピング JS-0002-7199

インテリア岡本 東松山市 材木町１４－２ ショッピング JS-0005-6017

あおい調剤薬局　東松山店 東松山市 松山１８２８－６　　 ショッピング PK-0000-8651

アトリエかれん 東松山市 松葉町１－４－７　　 ショッピング ZN-0001-2069

良元堂 東松山市 松葉町１－６－５　　 ショッピング ZN-0003-1723

パティスリー・モン・プレジール本店 東松山市 西本宿５８９－１ ショッピング JS-0000-3457

たから薬局東松山店 東松山市 箭弓町１－１２－１１　３Ｆ－３Ｂ　 ショッピング ZN-2000-5362

Hobby place るーく 東松山市 箭弓町３－２－４　 ショッピング SL-2000-5834

二木ゴルフ 東松山店 東松山市 大字上野本１１８８　 ショッピング AX-2000-0044

ホワイト急便ピオニウォーク東松山店 東松山市 あずま町４－３ サービス JS-0004-9654

株式会社ボンド・クルー 東松山市 岡１７６７－１ サービス JS-0001-9567

合同会社秀英自動車整備工場 東松山市 下野本８０６－１ サービス JS-0004-6148

サフィ・ウェジ 東松山市 元宿１－１４－３　１Ｆ　　 サービス ZN-0001-0698

chouchou 東松山市 元宿２－２２－４　　 サービス ZN-0001-0826

SUPERIOR 東松山市 高坂８７７－３　 サービス SL-2000-6624

manishairatelier 東松山市 材木町２２－１９　材木町ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-5564

タキ・モータース 東松山市 松山町２－７－２５ サービス JS-0004-7632

エスティフル 東松山店 東松山市 神明町１－１－２　神田ビル１Ｆ サービス JS-0006-0130

JOTOMOYO 東松山市 神明町１－９－２２　ダイヤモンドマンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-2518

ボディバランス整体院 TGM 東松山市 箭弓町１－１６－１ サービス JS-0004-6302

株式会社イマギイレ東松山営業所 東松山市 柏崎６１３ サービス JS-0003-5342

カラオケ ALL 高坂店 東松山市 元宿１－１１－２　松田ビル２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-3042


