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［さいたま市岩槻区／見沼区］

加盟店名 所在地 ジャンル

ビストロ ド ピエールピコ さいたま市岩槻区 加倉３－９－１０ 飲食店 JS-0001-8031

蕎麦蔵まるしめ さいたま市岩槻区 城町１－２－４１　　 飲食店 ZN-0001-1630

遊食旬菜 蔵 さいたま市岩槻区 東岩槻１－９－１２　　 飲食店 ZN-0001-1914

Dining 拓 さいたま市岩槻区 東岩槻１－９－３８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-1367

ラ・プチ・プリンス さいたま市岩槻区 東町２－７－２５　 飲食店 SL-2000-8395

天国 岩槻店 さいたま市岩槻区 本町１－１１－１０ 飲食店 JS-0003-2941

焼肉 燕 さいたま市岩槻区 本町３－１０－１　勝田第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0321

金太郎岩槻店 さいたま市岩槻区 本町３－１－２０　　 飲食店 ZN-0001-2332

一慶 さいたま市岩槻区 本町３－１－２０　　 飲食店 ZN-2000-6938

アットタイヤ岩槻 さいたま市岩槻区 加倉３１７－１　　 ショッピング ZN-2000-4403

株式会社まごころ畳埼玉支店 さいたま市岩槻区 掛５７０－１ ショッピング JS-0003-6343

めがめのノン岩槻店 さいたま市岩槻区 岩槻５０２ ショッピング AL-0000-0133

パティスリ－くるみの枕 さいたま市岩槻区 岩槻５２１６－５　　 ショッピング PK-0000-5436

有限会社メタルクラフト さいたま市岩槻区 小溝７６６－１ ショッピング JS-0002-9949

アイパーツ岩槻店 さいたま市岩槻区 上野６８－１ ショッピング JS-0004-7307

ミュージックショップバロック さいたま市岩槻区 東岩槻２－２－１４　プラザサンフォート１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0876

フジヤ薬局 さいたま市岩槻区 東岩槻２－５－２８　 ショッピング SL-2001-1187

S － LINK スター岩槻東町店 さいたま市岩槻区 東町２－７－１３　 ショッピング SL-2000-1052

ワークショップ家康 さいたま市岩槻区 南平野２－１－３ ショッピング JS-0003-9291

岩槻オルゴゴルフガーデン さいたま市岩槻区 馬込１１２５－１　 ショッピング SL-2000-0271

［HC］有限会社あらかわ電気 さいたま市岩槻区 本丸２－２－９ ショッピング JS-0001-8896

エブリデイゴールドラッシュ岩槻店 さいたま市岩槻区 本丸３－２０－５３　マミーマート岩槻店内 ショッピング JS-0000-7589

家具のカミゼン さいたま市岩槻区 本町２－１－１ ショッピング JS-0001-1464

美亀 さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツビルＢ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0472

Selection 友里香 さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツ東館１Ｆ ショッピング JS-0000-4894

メガネのウインク明光堂 さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツ東館１Ｆ ショッピング JS-0003-4324

ギンザビビ岩槻店 さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツ東館１Ｆ ショッピング JS-0003-5797

ブティック エミール さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツ東館１Ｆ ショッピング JS-0004-0387

びっくりキング 岩槻店 さいたま市岩槻区 本町３－２－５　ワッツ東館２Ｆ ショッピング JS-0002-4503

秀栄堂 岩槻店 さいたま市岩槻区 本町６－１－１４ ショッピング JS-0002-0441

エンジェルラッシュ さいたま市岩槻区 愛宕町１－１７ サービス JS-0004-9582

Good － Luck さいたま市岩槻区 加倉２－２－１２　　 サービス PK-0000-7689

ヘアーデザイン nico さいたま市岩槻区 岩槻６７６４－１　 サービス SL-2000-7646

けやき通り動物病院 さいたま市岩槻区 上野１－２０－３ サービス JS-0001-4806

Freehair さいたま市岩槻区 城町２－１－７８ サービス JS-0005-7140

ピットロ－ド岩槻工場 さいたま市岩槻区 釣上新田３２４　　 サービス PK-0000-0243

RE マーケット さいたま市岩槻区 釣上新田７２５ サービス JS-0004-5620

Hair Make Loop さいたま市岩槻区 南平野２－３－１ サービス JS-0001-5656

ZEALER さいたま市岩槻区 浮谷２３６４－１ サービス JS-0003-7868

ヘアメイクブリーズ さいたま市岩槻区 本町３－１－１　ワッツビル１Ｆ サービス JS-0001-0812
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エンジェルココ さいたま市岩槻区 本町３－１－１　ワッツ西館１Ｆ サービス JS-0004-9580

岩槻みんなの鍼灸整骨院 さいたま市岩槻区 本町３－１－１７　駅前長野ビル１Ｆ サービス JS-0003-0987

LUCIA さいたま市岩槻区 本町３－４－１１　アビデアタゴ サービス JS-0001-1309

さいたま市民会館いわつき さいたま市岩槻区 太田３－１－１ その他 JS-0002-3108

小料理 茂登 さいたま市見沼区 春岡２－２３－６ 飲食店 JS-0002-4149

ビストロ プライム さいたま市見沼区 春野２－１０－２５ 飲食店 JS-0003-5634

大寿司 さいたま市見沼区 小深作１４７－３４　　 飲食店 ZN-0001-0920

ファミリ－割烹みなみ 1 さいたま市見沼区 大谷１７５１－１　　 飲食店 PK-0000-1211

欧風カレー gii さいたま市見沼区 大和田町１－１５２７－１ 飲食店 JS-0004-2735

味市場 さいたま市見沼区 大和田町１－１９２　　 飲食店 ZN-2000-4486

KAISEKI 鉄板寿 An さいたま市見沼区 大和田町１－７００　　 飲食店 ZN-0000-9996

やみつき亭 さいたま市見沼区 大和田町１－８０８ 飲食店 JS-0004-7856

バル又鬼 さいたま市見沼区 東宮下６３９ 飲食店 JS-0004-5408

すし屋の信太 さいたま市見沼区 東大宮３－２－６５ 飲食店 JS-0004-0263

やきとりや さいたま市見沼区 東大宮４－１４－１ 飲食店 JS-0003-0780

ヘヴンズバー さいたま市見沼区 東大宮４－１８－８　新井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2216

鮨ダイニング天草 さいたま市見沼区 東大宮５－２９－２２　小泉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6836

創作ダイニングどもん東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮５－３６－６　　 飲食店 ZN-0001-1010

居酒屋じゅん さいたま市見沼区 東大宮５－３９－５ 飲食店 JS-0005-3673

駄々家 さいたま市見沼区 東大宮５－５３－２９　 飲食店 ZN-2000-5209

BAR ゴーゴー さいたま市見沼区 東大宮５－６－１９　　 飲食店 ZN-2000-5263

居酒屋パンダ さいたま市見沼区 東大宮５－７－５　シャトル末広１０２ 飲食店 JS-0003-3647

くじゃく さいたま市見沼区 東大宮５－７－５　シャトル末広１０３　 飲食店 ZN-0002-6562

もつやき どらごん さいたま市見沼区 東大宮６－２０－２　若葉ハイツ１０２ 飲食店 JS-0001-7072

陽だまり さいたま市見沼区 東門前１８７－３ 飲食店 JS-0002-7436

ででんがでん さいたま市見沼区 東門前７３－１　　 飲食店 PK-0000-0372

焼肉パラム さいたま市見沼区 南中丸２２－１０　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7974

吾妻鮨 さいたま市見沼区 風渡野２８０－９ 飲食店 JS-0002-5025

味ばか さいたま市見沼区 堀崎町２２１－２　オークヒルズ堀崎１０１　 飲食店 ZN-2000-2594

ハワイアンハウスクラブシード さいたま市見沼区 春岡２－３７－１４ ショッピング JS-0002-9157

［HC］有限会社ナカムラ電気 さいたま市見沼区 新堤５－８ ショッピング JS-0002-0197

ナカジマ塗料別館 さいたま市見沼区 深作１－３５－６ ショッピング JS-0000-2371

グリーンプラネット さいたま市見沼区 深作２－１－１ ショッピング JS-0003-2432

エブリデイゴールドラッシュさいたま見沼店 さいたま市見沼区 大和田町１－６９０－３ ショッピング JS-0000-8108

大宮武蔵 さいたま市見沼区 東大宮１－７１－２７ ショッピング JS-0000-8195

熱塩加納村産米直売センター さいたま市見沼区 東大宮３－３－１０　 ショッピング SL-2000-3815

レディスファッションアイリス さいたま市見沼区 東大宮４－２７－１６　 ショッピング ZN-0001-3018

カジュアルブティック アラン さいたま市見沼区 東大宮４－６４－１１ ショッピング JS-0002-2423

埼玉カルチャー 大谷店 さいたま市見沼区 東門前２２６－１ ショッピング JS-0001-7698

わんちゃんの美容室 Smile わん さいたま市見沼区 春岡１－３２－１ サービス JS-0001-9020

ハッピ－カムカムカンパニ－ さいたま市見沼区 上山口新田４６９　　 サービス PK-0000-8146

美容室アドルア さいたま市見沼区 深作２－４－２０ サービス JS-0000-7003

ホワイト急便大和田 1 丁目店 さいたま市見沼区 大和田町１－１３９１ サービス JS-0004-7640

hairdoRaf さいたま市見沼区 大和田町１－１６３２－２　 サービス ZN-0002-4094
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おおわだ動物病院 さいたま市見沼区 大和田町１－４９３－１ サービス JS-0001-5028

ビューティーサロン美美大和田店 さいたま市見沼区 大和田町２－１２９８　 サービス ZN-2000-4637

パステル 21 大和田店 さいたま市見沼区 大和田町２－１６２９－１ サービス JS-0005-8057

ホワイト急便島町店 さいたま市見沼区 島町１－８－３ サービス JS-0004-8728

パステル 21 島町店 さいたま市見沼区 島町４１０－２８ サービス JS-0005-7991

ホワイト急便東宮下工場店 さいたま市見沼区 東宮下２－９９ サービス JS-0004-7645

Lian さいたま市見沼区 東大宮４－１７－１８　八木泉第二ビル２Ｆ サービス JS-0005-9064

サロンドボーテ．ヴィー さいたま市見沼区 東大宮４－２７－１６　 サービス ZN-2000-0789

パステル 21 東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮４－４６－８ サービス JS-0005-7994

タツミ自動車興業 さいたま市見沼区 東大宮４－６４－１ サービス JS-0001-6864

ショコラ さいたま市見沼区 東大宮４－６４－１１　ラウンドヒルズ１ＦＤ サービス JS-0005-0366

Repos さいたま市見沼区 東大宮５－２６－４　河野ビル１０２　 サービス ZN-0001-2189

ホワイト急便東大宮駅前通り店 さいたま市見沼区 東大宮５－３２－８ サービス JS-0004-8698

Blanca さいたま市見沼区 東大宮５－３７－２　ちくま産業ビル１０２　 サービス ZN-0001-1611

ヘアーエステサロンかわて さいたま市見沼区 東大宮５－３９－５　２Ｆ　 サービス ZN-0001-2990

hair・story さいたま市見沼区 東大宮５－４３－１４寿ビル１０３ サービス JS-0000-1771

ムサシノクリーニング東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮５－４８－６ サービス JS-0004-8492

ヘアーサロンルーツ さいたま市見沼区 東大宮５－４９－５　サクマ東大宮ハイツ１０４ サービス JS-0001-3736

DAN ＇ S HOUSE さいたま市見沼区 東大宮５－５３－３３　 サービス SL-2000-9075

ONEPEACE 東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮６－１５８－１－１０２　 サービス ZN-0001-0968

ViVid ～ un さいたま市見沼区 東大宮７－１－１　アークシティ１Ｆ　 サービス ZN-2000-0140

ムサシノクリーニングマルエツ大宮砂町店 さいたま市見沼区 東大宮７－６９－１　マルエツ大宮砂町店 サービス JS-0004-8482

ホワイト急便七里店 さいたま市見沼区 東門前４８ サービス JS-0004-7636

ヘアー＆メイクルナルナ大宮七里店 さいたま市見沼区 東門前５５－１　コモディイイダ七里店１Ｆ　 サービス ZN-0001-2777

マリオン薬局大和田店 さいたま市見沼区 南中丸１０３４－１３ サービス JS-0004-3050

ホワイト急便南中野店 さいたま市見沼区 南中野２８２－５ サービス JS-0004-7638

アイリス調剤薬局南中野店 さいたま市見沼区 南中野４２２－１ サービス JS-0004-0945

みぬま整骨院 さいたま市見沼区 南中野４６７－１ サービス JS-0005-1032

ホワイト急便風渡野店 さいたま市見沼区 風渡野２４８ サービス JS-0004-7612

七里みんなの鍼灸整骨院 さいたま市見沼区 風渡野４２９－４－１０２ サービス JS-0004-7233

花の杜カイロプラクティック さいたま市見沼区 堀崎町１５４０－９ サービス JS-0003-9760

シャンテ 大宮蓮沼店 さいたま市見沼区 蓮沼５１４ サービス JS-0003-2595


