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［さいたま市桜区／中央区］

加盟店名 所在地 ジャンル

居酒屋どら吉 さいたま市桜区 栄和１－２－１９ 飲食店 JS-0003-0346

四季のそば膳 えの本 さいたま市桜区 上大久保１８９－１ 飲食店 JS-0005-9968

日本料理 しのぶ さいたま市桜区 西堀５－７－２１ 飲食店 JS-0003-4354

松島 さいたま市桜区 田島３－１９－１４　　 飲食店 ZN-0002-6533

Soba － ya 榛名 さいたま市桜区 田島５－１０－５　土屋第５ビル１０７号 飲食店 SL-2000-1248

イタリアンレストランチレージオ さいたま市桜区 田島５－１９－６ 飲食店 JS-0002-8071

宝寿司本店 さいたま市桜区 田島５－２５－５　　 飲食店 ZN-0001-2284

まる基 さいたま市桜区 田島５－９－１０　サンアーク西浦和１Ｆ 飲食店 JS-0003-3275

ホワイト急便　第二工場前店 さいたま市桜区 栄和１－９－３０　　 ショッピング PK-0000-7859

東海繊維浦和店 さいたま市桜区 栄和３－５－１８　　 ショッピング PK-0000-0457

優希堂 浦和店 さいたま市桜区 栄和５－２２－２１ ショッピング JS-0002-8340

コトブキクリ－ニング　ラミ－ユ浦和 さいたま市桜区 西堀４－１１－７　　 ショッピング PK-0000-8046

ゆらき薬局田島店 さいたま市桜区 田島１－７－２１－２ ショッピング JS-0004-8620

あきがせ薬局 さいたま市桜区 田島９－１２－１１　　 ショッピング ZN-2000-4778

BRUGGE さいたま市桜区 西堀１－６－１　　 サービス ZN-0003-1586

女性のための施術院コライユ さいたま市桜区 西堀３－５－１３－３０８　 サービス PK-0000-3634

小島レッカ－浦和営業所 3 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-1229

小島レッカ－浦和営業所 6 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-1808

小島レッカ－浦和営業所 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-1976

小島レッカ－浦和営業所 7 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-2141

小島レッカ－浦和営業所 10 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-3155

小島レッカ－　浦和営業所　2 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-7577

小島レッカ－　浦和営業所　5 さいたま市桜区 中島２－１０－９　　 サービス PK-0000-7578

有限会社オートサービスコヤマ さいたま市桜区 中島３－１３－１９ サービス JS-0002-4059

美容室 フラップ さいたま市桜区 田島５－１０－２７ サービス JS-0000-1115

美容室 M さいたま市桜区 田島５－１３－１　　 サービス ZN-0001-2767

パーツワン浦和大宮店 さいたま市桜区 道場１－１－１ サービス JS-0004-2065

switch さいたま市桜区 道場３－１５－１４ サービス JS-0004-1808

浦和国際ボウル さいたま市桜区 中島４－１－１ その他 JS-0004-3003

スウィートバジル 本店 さいたま市中央区 下落合１０３１－１　エムティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0311

沖縄・奄美料理 黒龍 さいたま市中央区 下落合１０８５－１６ 飲食店 JS-0000-0649

PURNIMA さいたま市中央区 下落合１０８８－３　田代ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5376

肉バルタンジン商店 さいたま市中央区 下落合１７１１ 飲食店 JS-0005-7997

座空与野店 さいたま市中央区 下落合１７１１　シティーマークタワー２１　 飲食店 ZN-0002-4026

COCORO さいたま市中央区 下落合２－２３－１９　ガーデンハウス１０７　 飲食店 ZN-0002-9486

縁日和桜 さいたま市中央区 下落合４－１４－１７　 飲食店 SL-2000-1254

ペペロネさいたま芸術劇場店 さいたま市中央区 上峰３－１５－１ 飲食店 JS-0000-3383

福寿亭 さいたま市中央区 上落合１－９－１　　 飲食店 ZN-0001-0651

てつ屋 さいたま市中央区 上落合３－７－１０ 飲食店 JS-0004-1999

GALA BAR MIZUNO さいたま市中央区 上落合４－２－２３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0538
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ストレンジフルーツ さいたま市中央区 上落合５－２－２ 飲食店 JS-0003-7966

健康中華庵青蓮さいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１０　けやきひろば１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0481

焼肉バルケセラ・セナラさいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１０　けやきひろばレストラン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9594

むぎとオリーブさいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１０　けやきひろば内　 飲食店 ZN-0000-9974

寿司海鮮 御旦孤 さいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１０　けやき広場００４　 飲食店 ZN-0000-9739

鳥光國さいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１１－１　ＪＲさいたま新都心ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9857

MercadodelPuerto さいたま市中央区 新都心１１－１　ＪＲ東日本新都心ビル　 飲食店 ZN-0000-9848

すし風凛さいたま新都心店 さいたま市中央区 新都心１１－１－３０５　ＪＲさいたま新都心ビル 飲食店 ZN-0001-0206

さいたま日赤カフェコア さいたま市中央区 新都心１－５ 飲食店 JS-0005-4704

二木屋 さいたま市中央区 大戸４－１４－２　　 飲食店 ZN-0000-9695

牛繁 与野新大宮バイパス店 さいたま市中央区 八王子１－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-0390

ショウマ さいたま市中央区 本町東２－１７－２　　 飲食店 ZN-0001-3019

串焼だいにんぐ酒場トリキン南与野 さいたま市中央区 鈴谷２－５４８－２　　 飲食店 ZN-2000-1799

ジャン高山南与野 さいたま市中央区 鈴谷２－６００－３　　 飲食店 ZN-0001-0865

Hanatama さいたま市中央区 下落合２－２３－１４　オリーブビル１Ｆ、２Ｆ ショッピング ZN-0001-2847

イオラウレア さいたま市中央区 下落合２－２３－１９　ガーデンハウス１０６ ショッピング JS-0004-6622

hammock さいたま市中央区 下落合３－１－１ ショッピング JS-0001-7989

コスメショップ gerbera さいたま市中央区 下落合３－１－１　１Ｆ ショッピング JS-0003-7263

グレイビーズ さいたま市中央区 下落合３－４－３　ＭＫビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4973

ひのき薬局与野店 さいたま市中央区 上落合２－９－３０ ショッピング JS-0005-8796

埼玉小児サテライト病院売店 さいたま市中央区 新都心１－２ ショッピング JS-0005-3853

UPCREATE イオンモール与野店 さいたま市中央区 本町西５－２－９ ショッピング JS-0005-8547

アンジェリックフラワーショップ さいたま市中央区 本町東１－５－４ ショッピング JS-0003-1096

ホワイト急便　与野本町駅前店 さいたま市中央区 本町東２－５－１９　　 ショッピング PK-0000-7826

コトブキクリ－ニング　鈴谷店 さいたま市中央区 鈴谷２－６６７　　 ショッピング PK-0000-8041

富士インテリア さいたま市中央区 鈴谷８－７－１３ ショッピング JS-0004-4085

クリーニングたんぽぽ与野西口店 さいたま市中央区 下落合１７１１－１１３ サービス JS-0004-7915

ヘアメイク アンシャンテ さいたま市中央区 下落合２－２１－１２ サービス JS-0005-7710

東鍼堂整骨院 さいたま市中央区 下落合３－１７－６ サービス JS-0004-4294

かのん動物病院 さいたま市中央区 下落合６－１４－７　レジデンス与野１Ｆ サービス JS-0001-4470

らくらく堂与野本町整体院 さいたま市中央区 下落合６－８－１４　第２東京ビル２０２ サービス JS-0005-8153

ルーツ さいたま市中央区 上峰４－４－１９　　 サービス ZN-0001-1302

Dandelion さいたま市中央区 上落合１－９－１－１０４　 サービス ZN-2000-4975

らくらく堂北与野整体院 さいたま市中央区 上落合２－３－１　北与野駅北口駅前広場内 サービス JS-0005-8423

＆′GRACE さいたま市中央区 上落合４－２－２３　コージーエムワン３Ｆ サービス JS-0004-6584

カットル－ムサイトウ さいたま市中央区 新中里５－３－９ サービス JS-0004-6723

ライラ アリーナ店 さいたま市中央区 新都心８　さいたまスーパーアリーナ６Ｆ サービス JS-0003-5335

ヘイトアシュバリィ さいたま市中央区 鈴谷２－１２１７－５ サービス JS-0004-0042


