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加盟店名 所在地 ジャンル

中華料理煌 三郷市 戸ヶ崎２－６３０ 飲食店 JS-0004-0309

海鮮料理美加和 三郷市 高州１－２９２　　 飲食店 ZN-0000-9983

旬菜 あうん 三郷市 高州２－２６３－１ 飲食店 JS-0002-5559

味のつどいあじさい 三郷市 采女１－８６－２ 飲食店 JS-0005-0137

呑処 OGAWA 輝 三郷市 采女１－９２－２　　 飲食店 ZN-0002-1557

韓国家庭料理美味ましそよ 三郷市 三郷１－６－２　盛伸マンション１０１　 飲食店 ZN-0001-2711

焼き鳥エイト 三郷市 三郷２－１－４ 飲食店 JS-0005-4987

花子家 三郷市 早稲田１－５－１　フォルテッツァ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2154

炭火焼肉味道苑三郷店 三郷市 早稲田２－２－７ 飲食店 JS-0000-7266

焼肉勉強 三郷市 早稲田２－３－１４　大通りビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5442

くいものや旬 三郷市 大広戸９８６－１　　 飲食店 ZN-0001-0323

北京老飯店 三郷中央店 三郷市 谷口７１１－２ 飲食店 JS-0004-0047

ちゃあしゅう屋三郷店 三郷市 谷中１４－１８　　 飲食店 ZN-0001-0448

わべこ 三郷市 中央１－１３－１２　リヴェールメゾン１０１ 飲食店 JS-0004-9211

Lacheln 三郷市 田中新田３７５－１８　　 飲食店 ZN-2000-1826

鈴家 三郷市 彦沢１－４１ 飲食店 JS-0004-9141

二木ゴルフ 三郷店 三郷市 ピアラシティ１－３－８　 ショッピング AX-2000-0065

パワーオフィス 三郷市 戸ヶ崎２－７９４ ショッピング JS-0000-0530

有限会社荒井自動車 三郷市 高州２－３８６－１　　 ショッピング ZN-0002-6510

メガネハウス 21 三郷市 三郷１－１－１０　　 ショッピング ZN-0002-9433

KichijojiKIKUYA ワオシティ 三郷市 三郷１－３－１　ワオシティ三郷１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-0791

イルミネーションスタジオイルミスタ 三郷市 上彦名５４０－３ ショッピング JS-0001-3206

シンコー商会 三郷市 新和５－６３－３ ショッピング JS-0000-2731

豊田洋品店 三郷市 早稲田８－１３－２ ショッピング JS-0003-6621

SITEPERFORMANCE 三郷市 中央１－１２－４　ＯＧＣビル１Ｆ ショッピング JS-0005-0473

三郷中央総合病院売店 三郷市 中央４－５－１ ショッピング JS-0005-3770

プレミアズ〔オールインポート〕 三郷市 半田１０６３－２ ショッピング JS-0001-9845

ガレージユーワン新三郷店 三郷市 彦成５－１２９ ショッピング JS-0003-8560

タイヤランド草加 三郷市 彦川戸１－３０－１ ショッピング JS-0002-9450

鈴木自動車整備工場 三郷市 栄３－１８６ サービス JS-0004-1693

美容室セラヴィ 三郷市 戸ヶ崎１－６１７－１　　 サービス PK-0000-3344

とがさき動物病院 三郷市 戸ヶ崎３－５２８－１ サービス JS-0005-7468

Luxepty 三郷市 采女１－８６－３ サービス JS-0000-8910

CRYSTAL ワオシティ三郷店 三郷市 三郷１－３－１　ワオシティ三郷　 サービス ZN-0001-1676

ペットステーション WAN 三郷市 三郷２－１１－１５　中金ビル２Ｆ サービス JS-0005-1153

アンティークα 三郷市 三郷２－５－１　ローズハイム加藤１０３ サービス JS-0001-3204

パルム動物クリニック 三郷市 三郷３－５－３　ガーデンハウス１Ｆ サービス JS-0001-9751

FIORENTE 三郷 三郷市 早稲田１－１８－２４　１Ｆ サービス JS-0003-8079

JuliusHair ＆ NailLabo 三郷市 早稲田１－４－１　ＤＯＤビル１０２　 サービス ZN-0001-1487

Hair art Revelate 三郷市 早稲田１－５－１　フォルテッツア１０３ サービス JS-0003-6116
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Luana 三郷市 早稲田６－２２－２ サービス SL-2000-4125

BARBERCOSMO 三郷市 早稲田６－２９－１　　 サービス ZN-0001-3041

ヘアーデザインダグラスファー 三郷市 早稲田７－１－９ サービス JS-0000-3694

株式会社イマギイレ三郷営業所 三郷市 大広戸９００ サービス JS-0003-5343

ゆう動物クリニック 三郷市 彦成２－４１７－４ サービス JS-0001-3374

Hair Design MATE 三郷市 茂田井７５４－１ サービス JS-0001-6037

かねだい 三郷店 三郷市 さつき平１－１－１　メガドンキホーテ内 その他 JS-0002-0179

ラフレシア 三郷市 戸ヶ崎３１２４－１２ その他 JS-0005-4312

ブランドショップ レッズライフ 三郷市 早稲田１－６－３ その他 SL-2000-4642

炭火焼肉味道苑草加本店 草加市 稲荷２－２９－１６ 飲食店 JS-0000-7264

二代目岩代家 草加市 栄町２－１０－８ 飲食店 JS-0005-1148

炭火焼肉和 草加市 栄町２－１２－１１　プライム滝澤６ 飲食店 JS-0001-4602

ヘブンズダイニング ティラブ－ 草加市 栄町２－６－９　アヴァンセ独協大学前２－１０１ 飲食店 JS-0003-6730

Mallsen24 草加市 栄町２－８－２６　島村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1452

DiningROCO 草加市 栄町３－２－１　　 飲食店 ZN-0001-0871

小料理九曜紋 草加市 栄町３－２－１－１０３　　 飲食店 ZN-0001-1787

MARC 草加市 栄町３－２－１３　栄ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1281

CHEERS 草加市 栄町３－４－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4425

コンティニュー 草加市 栄町３－５－１４　第３エストゥディオ２Ｆ 飲食店 JS-0003-0276

割烹栄 草加市 栄町３－９－４３ 飲食店 JS-0004-8883

リストランテステッラポラーレ 草加市 柿木町７５０－１ 飲食店 JS-0004-0935

焼肉ヒロ 草加市 金明町２３２－４ 飲食店 JS-0004-3612

freestyle 草加市 金明町２４２－２０　　 飲食店 PK-0000-6898

地蔵屋 草加市 金明町２４６－１０　　 飲食店 ZN-0002-1560

一十屋 草加市 金明町２７６ 飲食店 JS-0005-2095

京寿し 草加市 金明町３１８－５ 飲食店 JS-0005-9784

たのし味や BAOBAB 草加市 高砂１－３－２６ 飲食店 SL-2000-0526

割烹ふぢや 草加市 高砂１－６－２８ 飲食店 JS-0000-5315

紫菜館 草加市 高砂１－６－２９　　 飲食店 ZN-2000-5035

草加炭火やきとり梵 草加市 高砂２－１１－１１ 飲食店 JS-0004-9993

ジャパニーズキッチン稔 草加市 高砂２－１２－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3658

筑前屋草加店 草加市 高砂２－１２－１２　　 飲食店 ZN-2000-6950

SAPPHIRE 草加市 高砂２－１８－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2258

クーパーズ 草加市 高砂２－１８－５１　　 飲食店 ZN-0001-1580

SOSOCAFE 草加市 高砂２－２０－３５　 飲食店 SL-2000-7301

TANGIERSCAFE 草加市 高砂２－２１－３１ 飲食店 JS-0005-6296

天ぷら和しょく美やま 草加市 高砂２－２１－３７　エクセランサビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0127

旬彩ダイニング一成 草加市 高砂２－２－２７　　 飲食店 ZN-0001-2017

花のや 草加市 高砂２－３－１２　船戸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1935

草加いつや 草加市 高砂２－６－１３　トムビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2906

猿楽 草加市 住吉１－３－２３　飯田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3874

草加パリ食堂 Herbes 草加市 住吉１－４－１０　パティオ菊水２０２　 飲食店 ZN-0002-2778

松葉鮨 草加市 住吉１－４－１２ 飲食店 JS-0002-3546

COCO ！夏 草加市 住吉１－５－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6635
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パルティーレ 草加店 草加市 住吉１－５－７　並木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9638

VIVIANA 草加市 松原１－１－６　ハーモネスタワー松原団地Ｂ１１５　 飲食店 ZN-0001-1454

済州 草加市 松原５－１０－２０　平成グリーンマンション１０１　 飲食店 ZN-2000-4310

谷 バル 草加市 瀬崎１－１０－９　　 飲食店 ZN-2000-4716

Dining まるや 草加市 瀬崎１－７－３０ 飲食店 JS-0001-0325

鮨処かん 草加市 清門１－２５８－５　　 飲食店 ZN-2000-2948

食楽旭道山 草加市 清門町２５６　　 飲食店 ZN-0001-2022

RUELLE DU MARAIS 草加市 青柳５－６－３８－１　 飲食店 SL-2000-5600

炭火焼肉和青柳店 草加市 青柳７－２１－１０ 飲食店 JS-0003-4230

RYO 磨亭 本店 草加市 青柳８－１５－９ 飲食店 JS-0003-3037

すし花 草加市 草加３－９－３ 飲食店 JS-0002-3169

好好（よし よし） 草加市 谷塚１－２－４５　１０３号 飲食店 JS-0003-4652

鮨とよ川 草加市 中央２－２－２４　　 飲食店 ZN-0002-3331

秋月 草加市 氷川町２１０１－１５　ヒルズ草加ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6498

よしよし 草加市 氷川町２１０２－１　横山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9018

関ぐち新館 草加市 氷川町２１０２－５　福真ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6634

Athena 草加市 氷川町２１０２－５　福真ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4104

外苑 草加市 氷川町２１１６－１　池田ビル　　 飲食店 ZN-0001-0164

ヴォヤージュ 草加市 氷川町２１２４－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9487

CONA 草加店 草加市 氷川町２１２８－１　ＯＡＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2246

五福楼草加店 草加市 氷川町２１２９－６　ＶＩＰ第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8022

焼肉ざぶとん 草加市 氷川町２１３０－４　小松屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6236

アクアバー G 草加市 氷川町２１４６－１３　ケンズビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3373

蒼 草加市 氷川町２１４７－５　氷川店舗２Ｆ 飲食店 JS-0003-0570

魚河岸料理 夢や 草加市 氷川町２１４８－１　アークプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7986

夢や 芭蕉亭 草加市 氷川町２１４８－１　アークプラザ３Ｆ 飲食店 JS-0001-7985

月の香 草加市 氷川町２１４８－１１　ソシアル草加５Ａ　 飲食店 ZN-2000-3268

ご馳走 鉄や 草加市 氷川町２１５８－１４ 飲食店 JS-0002-2272

関ぐち 草加市 氷川町３－１３　　 飲食店 ZN-2000-6639

焼肉 べこ 草加市 氷川町８５９－１１　ＴＹビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1348

カフェアベニュー 草加市 両新田東町６８－１ 飲食店 JS-0000-3364

花うさぎ 草加市 栄町２－８－２０ ショッピング JS-0000-1343

オリバーメガネ 松原店 草加市 栄町３－２－１２ ショッピング JS-0003-9377

二木ゴルフ 草加店 草加市 花栗１－３１－８　 ショッピング AX-2000-0033

ケイ洋品店 草加市 花栗４－１６－１　　 ショッピング PK-0000-8330

SOH オートセンター 草加市 柿木町２８２ ショッピング JS-0003-6831

V － MAX 草加店 草加市 吉町３－１－２１ ショッピング JS-0002-4488

小宮のせんべい 草加市 吉町５－４－８ ショッピング JS-0005-1088

ベルワールド マルミ 草加市 金明町２７６－８ ショッピング JS-0005-4200

ブティック香織 草加市 金明町２８２－１４ ショッピング JS-0003-2852

スポーツランド 草加市 金明町４８７－５ ショッピング JS-0004-8796

有限会社富野屋金物 草加市 高砂２－２０－２２ ショッピング JS-0004-4471

ビッグバザール草加駅前店 草加市 高砂２－３－１０　半藤ビル　　 ショッピング ZN-2000-1407

さかまき草加営業所 草加市 住吉１－１２－１　　 ショッピング ZN-2000-0922
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武蔵屋酒店 草加市 松原１－１－９ ショッピング JS-0002-4950

三州総本舗　草加松原店 草加市 松原１－１－９　ハーモネスタワーＢ棟１１１ ショッピング AL-0000-0172

惣菜・肉の日山 草加市 松原１－１－９　ハーモネスプラザＢ１０６　 ショッピング ZN-0001-0557

やまとや洋品店 草加市 神明１－１０－４ ショッピング JS-0001-9345

藤波薬局 草加市 谷１－５－１５　　 ショッピング ZN-0001-2303

メディカルトピア草加（回生）病院売店 草加市 谷塚１－１１－１８ ショッピング JS-0005-4049

パピー草加店 草加市 氷川町１１２３ ショッピング JS-0003-8640

池田屋 草加市 氷川町２１１８－３４ ショッピング JS-0002-3162

株式会社フナト眼鏡院 草加市 氷川町２１２６－６ ショッピング JS-0002-7905

chu － chu Cecil 草加市 栄町２－１－３２　ストーク草加弐番館 サービス JS-0000-2570

boms 松原店 草加市 栄町２－９－２０　ＥＶＩＳＳＡＮ松原１Ｂ サービス JS-0000-0963

勝間動物病院 草加市 栄町３－９－３９ サービス JS-0001-6217

Rokuzo 草加市 金明町２２９ サービス JS-0001-1748

ルナルクス 草加市 金明町３７６－１１ サービス JS-0003-9087

Lua 草加市 金明町４７３－４　１Ｆ サービス JS-0001-4359

BeautySalon Bivi 草加市 高砂１－３－１　１Ｆ　 サービス SL-2000-3187

リラクゼーションサロン レアルアン 草加市 高砂１－６－３９　宇津木ビル６Ｆ サービス JS-0003-3226

有限会社高砂スタジオ 草加市 高砂２－２１－３５ サービス JS-0002-7904

モッズヘア草加店 草加市 高砂２－６－５　寿ビル２Ｆ サービス JS-0005-3823

カークスからだ館草加店 草加市 高砂２－６－５　寿ビル３Ｆ サービス JS-0002-7989

大学前整骨院 草加市 松原１－１－９　松原ハーモネスプラザ１０９ サービス JS-0004-0757

BarBer Kamoda 草加市 新栄３－１３－７ サービス JS-0004-6715

HAIR SALON JACK 草加店 草加市 瀬崎３－３５－３２ サービス JS-0003-1479

BonVivant 草加市 瀬崎町４９５－１ サービス JS-0000-5321

草加写真スタジオ 草加市 草加１－１８－２４ サービス JS-0000-5369

イソダ犬猫病院 草加市 草加２－１５－１１ サービス JS-0000-5585

美容室ヴァン 草加市 草加２－８－７　トクホンプラザ１Ｆ　 サービス ZN-0001-1605

ネイルサロン yumeno 空 草加 草加市 草加３－９－１３ サービス JS-0001-9958

hair Amelie 草加市 草加４－５－１　レジデンスミユキ１Ｆ－Ａ サービス JS-0003-2679

鳳接骨院 草加市 谷塚１－２１－１ サービス JS-0005-9092

谷塚みんなの整骨院 草加市 谷塚１－２－４３ サービス JS-0005-3923

谷塚駅前整骨院 草加市 谷塚町６３３ サービス JS-0003-0896

ヘアーサロンヒラバヤシ 草加市 中央２－１－３５ サービス JS-0004-7129

ぐぅ動物病院 草加市 長栄町１０５１－１ サービス JS-0001-1498

Koa ／ acacia 草加市 氷川町２１０１－２　バウハウス１０１　 サービス ZN-0001-2724

ヒーローズ トップヘアー 草加市 氷川町２１１１－１２　氷川コーポ１０１ サービス SL-2000-8815

hair stylist K 草加市 氷川町２１２４－１０　　 サービス ZN-2000-0088

氷川町整骨院 草加市 氷川町２１３４－１０　プラザ氷川１Ｆ サービス JS-0002-1253

フラワー薬局 草加氷川町店 草加市 氷川町２１４９－１　小菅ビル１Ｆ サービス JS-0002-4807

BeautyKEN 氷川店 草加市 氷川町２１５１－６　　 サービス ZN-0002-5825

カズキ動物病院 草加市 氷川町２１５３－７ サービス JS-0002-1106

盛田自動車整備工場 草加市 氷川町９２４ サービス JS-0003-9083

宝島 24 草加店 草加市 西町１１８４－１１　２Ｆ　　 エンターテインメント PK-0000-0881

テルル草加稲荷店 草加市 稲荷３－５－６　 その他 SL-2000-8560
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ボアスタジオ 草加市 栄町３－１－２２　 その他 SL-2000-0646

新田金寿司 草加市 金明町４７３－１０　 その他 SL-2001-1782

龍魚世界 ポンティアナ 草加市 松原４－１－５ その他 JS-0002-4036

ベトナム料理故郷レストラン八潮店 八潮市 大瀬１－１－３　プレスポ八潮２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4577

ダイニングバーアルクール 八潮市 中央１－７－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5793

GirlsBarTHEATER 八潮市 中央１－８－１　昼間マンション１０１　 飲食店 ZN-2000-1132

牛屋八潮店 八潮市 中央４－５－２ 飲食店 JS-0005-9666

鶏や梵－ Bon 八潮店 八潮市 八潮１－１９－１３　ヤヒコマンション１Ｆ 飲食店 JS-0004-6803

能登家 八潮市 垳４２６－４ 飲食店 JS-0001-4080

株式会社ミツワ 八潮市 上馬場６０８－２ ショッピング JS-0005-9622

ワークステーション 八潮市 大瀬４－３２－６ ショッピング JS-0002-2308

山崎時計店 八潮市 中央１－１４－２４ ショッピング JS-0002-9737

T．U．C．GROUP 八潮店 八潮市 中央１－１５－１８ ショッピング JS-0005-6480

ペットランドアイリスワコー八潮中央店 八潮市 中央２－２５－２ ショッピング JS-0000-7321

八潮中央総合病院売店 八潮市 南川崎８４５ ショッピング JS-0005-3783

AKIYAMA 八潮市 八潮２－５－１４ ショッピング JS-0001-4213

サンケン 八潮市 八潮３－４－１ ショッピング JS-0000-2129

プラネックスカーズ 八潮市 八條１５１４－１ ショッピング JS-0001-2422

パーツワン埼玉店 八潮市 緑町１－１４－１６ ショッピング JS-0000-4006

亀有エンジンワークス 八潮市 緑町３－１－１６ ショッピング JS-0000-3616

LILY 八潮市 茜町１－８－９ サービス JS-0002-8727

くさの動物病院 八潮市 新町１７０ サービス JS-0003-7638

Nail by Lily 八潮市 大原４９７－１１０７ サービス JS-0004-8758

BiBi 八潮市 大瀬１－２－４　ＳＫ八潮ビル１０２ サービス JS-0005-8360

美容室 marchin’ 八潮市 大瀬４－１－７　サンライズシバ　 サービス ZN-0002-5826

リ・メイク 八潮市 大瀬５－１０－５　　 サービス ZN-2000-0782

Emiy by Lily 八潮市 大瀬５－３－２　ＫＩＴＴＯ１Ｆ サービス JS-0003-6234

自動車工房佐藤 八潮市 大曽根１１２５　　 サービス PK-0000-1465

ウェルクス大曽根動物病院 八潮市 大曽根２７８－１ サービス JS-0000-7309

ツバメヤフォトスタジオ 八潮市 中央２－７－１ サービス JS-0000-6041

ビヨウシツミネ 八潮市 南川崎９１５－２　　 サービス ZN-2000-3289

ペットクリニッククローバー 八潮市 八潮２－４－２６ サービス JS-0003-9805

高橋車輌 八潮市 浮塚１３４－２ サービス JS-0004-1140

鈴木モ－タ－ス 八潮市 緑町２－２３－２１　　 サービス PK-0000-7664

カラオケハピカラ八潮駅前店 八潮市 大瀬７５３－１　福岡ビル３Ｆ エンターテインメント JS-0001-2321


