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［志木市／新座市］

加盟店名 所在地 ジャンル

さんあい志木幸町店 志木市 幸町１－１７－２３　　 飲食店 ZN-0000-5955

フードパラダイスエムエム 志木市 幸町１－４－２０　さわのかビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2259

和風料理みづか 志木市 本町５－１０－２３ 飲食店 JS-0002-9885

おひげ寿司 志木市 本町５－１３－２７　　 飲食店 ZN-0002-4971

昔ばなし 土佐宿毛館 志木市 本町５－２１－２１　ウェストウッドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0020

魚がし寿司 志木市 本町５－２１－３　レジデンス三上 飲食店 JS-0001-3055

DESTINO － DUE 志木市 本町５－２２－１５　ラテール２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2802

炭火焼 Bistro すいれん 志木市 本町５－２４－２　宮城ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8024

カミナリ屋 志木市 本町５－２５－１２　サウスウッドビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0441

マイクロビアホールハーフヤード 志木市 本町５－２５－１２　林ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6180

ZA 座 志木市 本町５－２５－２０　ムクロジュビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1571

PHI PHI 志木市 本町５－２５－６　ＮＫビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-5869

ジュアルトータス柳瀬川店 志木市 館２－７－４　ぺあもーる ショッピング JS-0005-7723

宮下金物 志木市 上宗岡５－９－１２　 ショッピング SL-2000-3495

トータルカーショップグローヴ 志木市 中宗岡２－１４－３５ ショッピング JS-0002-0744

株式会社 Grove 志木市 中宗岡２－１４－３５ ショッピング JS-0003-7426

冨士屋 1 志木市 本町１－１１－２５　　 ショッピング PK-0000-8250

ホビーボックス つるや 志木市 本町４－４－２５　 ショッピング SL-2000-8122

つるや人形店 志木市 本町４－４－２５　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-8123

あおい調剤薬局　志木店 志木市 本町５－１５－１８　山三ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8371

あおい調剤薬局　志木北口駅前店 志木市 本町５－２５－６　ＮＫ志木ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8367

ムサシノクリーニングコープ幸町店 志木市 幸町１－１５－４６　コープ幸町店敷地内１Ｆ サービス JS-0004-8532

いろは薬局 志木市 中宗岡５－１６－１ サービス JS-0004-4892

カタギリスタジオ 志木市 柏町４－５－２０ サービス JS-0002-6884

香りの森 志木市 柏町６－３０－４９ サービス SL-2000-2625

エリーどうぶつの病院 志木市 本町３－１－６４　高橋ビル１Ｆ サービス JS-0001-0577

エスティフル 志木店 志木市 本町４－１４－２ サービス JS-0006-0104

プラスワン 929 本店 志木市 本町４－１５－５ サービス JS-0004-8741

フオラヘアー志木店 志木市 本町５－１３－２８　１Ｆ サービス JS-0003-2108

Legabyeyelashtokyo 志木市 本町５－１８－１７　川島ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-1526

クリーニングたんぽぽ志木東店 志木市 本町５－２１－１０－１０１ サービス JS-0004-7868

アネックス 志木市 本町５－２３－７　　 サービス ZN-0001-2232

hair － salon　MOVE 志木市 本町５－７－５　　 サービス PK-0000-7753

Ares’Hairz 志木 志木市 本町６－２２－３８　ヴェルモ志木２Ｆ サービス JS-0005-9954

イリオヴェルモ志木店 志木市 本町６－２２－４５ サービス JS-0001-8342

大坂屋本店 志木市 本町１－６－５７　 その他 SL-2000-5392

和食処 おゝかど 新座市 大和田１－１５－２１ 飲食店 JS-0002-0600

西洋膳旬彩 新座市 東２－５－２６　　 飲食店 ZN-2000-1273

チャングム 新座市 東北２－１２－７　プルミエ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5689

牛繁志木店 新座市 東北２－３０－１１６　ＴＡＩＲＡＹＡ志木店２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1311
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鉄板焼 すいれん 新座市 東北２－３０－２５　ＰＡＬ８番街Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8025

海鮮と手打ちそばたびと 新座市 東北２－３０－２６　三上ビル１－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-9898

和楽かたらいや志木店 新座市 東北２－３１－１２　高やビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4357

焼肉南大門 新座市 東北２－３１ー３　ロイヤル花野 飲食店 JS-0005-9230

文字焼 KINTAROU 新座市 東北２－３１－３　　 飲食店 ZN-0001-1819

焼肉南大門 新座市 東北２－３１－３　ロイヤル花野 飲食店 JS-0000-2620

炭火焼肉縁 新座市 東北２－３１－６　第一福島ビル　 飲食店 ZN-0001-0734

酒菜や 新座市 東北２－３１－６　第一福島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0862

陣屋 新座市 東北２－３１－７　　 飲食店 ZN-0001-2698

うどん処おはな 2 号店 新座市 東北２－３２－１９　第二橋本ビル１０１ 飲食店 JS-0002-4413

島想い 新座市 東北２－３２－３　コープ野村１０１　 飲食店 ZN-2000-1942

一球酒場志木店 新座市 東北２－３５－５　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2112

長屋門志木店 新座市 東北２－３７－１１　　 飲食店 ZN-0001-0509

牛楽志木南口店 新座市 東北２－３７－１７　アーバンポイント２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9929

うみ道楽 志木店 新座市 東北２－３９－１０　ドゥーセット弐番館５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0002

志木バルーチョ 新座市 東北２－３９－８　綿谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0083

遊び相手 新座市 東北２－４０－５　小原沢ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-8335

029 屋 新座市 北野１－５－１８ 飲食店 JS-0000-6508

藁家 88 新座店 新座市 野火止５－２－１０　ＣＫスクエア新座４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6627

炭吉三 新座市 野火止５－２－１３　水野ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1120

時代家具のびる 新座市 あたご３－１１－４ ショッピング JS-0000-5891

テッツオート 新座市 あたご３－１３－１９ ショッピング JS-0005-1934

株式会社ファンファクトリー 新座市 栗原１－１－２５ ショッピング JS-0003-9411

クリ－ニング・キング 新座市 栗原６－１－４１　　 ショッピング PK-0000-3874

ヨ－クリ新座店 新座市 新座２－７－３　　 ショッピング PK-0000-3411

クリ－ニング・キング石神店 新座市 石神４－７－１６　　 ショッピング PK-0000-5822

はんこ広場新座店 新座市 大和田２－６－３２　カインズホーム新座店内 ショッピング JS-0005-1626

リサイクルブティック ABC 志木店 新座市 東北２－３４－２０ ショッピング JS-0003-9281

ジュアルトータス志木店 新座市 東北２－３９－１０　ドゥーセット弐番館１Ｆ ショッピング JS-0001-5142

フィッシングショップ レインボー 新座市 馬場４－７－２９ ショッピング JS-0001-4889

PATISSERIE　Liante 新座市 畑中１－１１－５１　　 ショッピング PK-0000-8433

タイヤネット新座店 新座市 畑中２－１－２　　 ショッピング ZN-0002-3973

有限会社ぬくい 新座市 片山１－９－５　 ショッピング SL-2000-4259

神蔵－ KAGURA － 新座市 野火止３－９－５　 ショッピング SL-2000-4221

スターワークス 新座市 野火止４－２－７ ショッピング JS-0001-9381

あおい調剤薬局　新座駅前店 新座市 野火止５－１－３９　　 ショッピング PK-0000-8366

ひまわり画材 新座市 野火止６－２－１９　　 ショッピング ZN-2000-1314

LEX 新座市 野火止６－４－１２ ショッピング JS-0001-1551

二木ゴルフ 新座店 新座市 野火止８－２－３　 ショッピング AX-2000-0031

ムサシノクリーニングいなげや新座東店 新座市 東３－１－１ サービス JS-0004-8486

ピュアマインド新座店 新座市 東北２－２４－１７ サービス JS-0005-9637

クリーニングたんぽぽ志木南店 新座市 東北２－２６－４ サービス JS-0004-7860

ansrela 新座市 東北２－２９－３３　ＪＣｓｏｕｔｈ志木２９３３－１Ｆ サービス JS-0002-4358

ansGRANDE 新座市 東北２－３０－１６　細田ビル８Ｆ サービス JS-0002-4357
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水滸伝 新座市 東北２－３０－２６　三上ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-4274

hair design vivarth 新座市 東北２－３１－１２　三上ビル３Ｆ サービス SL-2001-0283

あべ動物病院 新座市 東北２－３１－２４　第２安部ビル１Ｆ サービス JS-0003-9855

HairRoomDAHLIA 新座市 東北２－３５－９　グリュックツアイト１０１　 サービス ZN-0002-2482

サム動物病院 新座市 東北２－３７－１０ サービス JS-0000-3603

クリーニングたんぽぽ志木北店 新座市 東北２－３７－１７ サービス JS-0004-8394

Room 志木店 新座市 東北２－３９－１０　ドゥーセット弐番館２Ｆ　 サービス ZN-0001-0666

escarpin 新座市 東北２－４０－６　イースト志木２Ｆ　 サービス ZN-2000-4491

ネイルサロン イサ 新座市 馬場２－１－３９　２Ｆ サービス JS-0002-2253

株式会社イマギイレ新座営業所 新座市 馬場４－１３－４６ サービス JS-0003-5338

秋元自動車新座営業所 新座市 北野２－１３－２１ サービス JS-0003-5144

スズキアリーナ新座 新座市 野火止４－５－１０ サービス JS-0005-3545

RAG 新座 2’nd 新座市 野火止５－１－４５－２ サービス JS-0000-4284

HairCutWiz 新座市 野火止５－２－１０　ＣＫスクエア１Ｆ　 サービス ZN-0002-2603

クリーニングたんぽぽ新座駅前店 新座市 野火止５－２－３６ サービス JS-0004-7897

エムオ－トサ－ビス 新座市 野火止７－４－８ サービス JS-0004-4935

美容室ミューズ新座店 新座市 野火止７－８－７　　 サービス ZN-2000-5442

宝島 24 志木店 新座市 東北２－３１－１２　高やビル４Ｆ　 エンターテインメント PK-0000-7726

カラオケマック志木店 新座市 東北２－３７－１１　プロスペールいそかわビル７Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-1910

ペットサロンア・ムール新座店 新座市 野火止４－１０－３－１４ その他 JS-0001-8323


