
▼さいたま市中央区 ▼さいたま市北区 ▼さいたま市南区

▼さいたま市大宮区 ▼さいたま市岩槻区 ▼さいたま市桜区

▼さいたま市浦和区 ▼さいたま市緑区 ▼さいたま市西区

▼さいたま市見沼区 ▼ふじみ野市 ▼三郷市

▼上尾市 ▼久喜市 ▼児玉郡上里町

▼児玉郡神川町 ▼児玉郡美里町 ▼入間市

▼入間郡三芳町 ▼入間郡毛呂山町 ▼入間郡越生町

▼八潮市 ▼加須市 ▼北本市

▼北葛飾郡杉戸町 ▼北葛飾郡松伏町 ▼北足立郡伊奈町

▼南埼玉郡宮代町 ▼吉川市 ▼和光市

▼坂戸市 ▼大里郡寄居町 ▼富士見市

▼川口市 ▼川越市 ▼幸手市

▼志木市 ▼戸田市 ▼所沢市

▼新座市 ▼日高市 ▼春日部市

▼朝霞市 ▼本庄市 ▼東松山市

▼桶川市 ▼比企郡ときがわ町 ▼比企郡吉見町

▼比企郡小川町 ▼比企郡嵐山町 ▼比企郡川島町

▼比企郡滑川町 ▼比企郡鳩山町 ▼深谷市

▼熊谷市 ▼狭山市 ▼白岡市

▼秩父市 ▼秩父郡小鹿野町 ▼秩父郡東秩父村

▼秩父郡横瀬町 ▼秩父郡長瀞町 ▼羽生市
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▼草加市 ▼蓮田市 ▼蕨市

▼行田市 ▼越谷市 ▼飯能市

▼鴻巣市 ▼鶴ヶ島市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

ホンダドリームさいたま中央 さいたま市中央区 上峰２－９－１７ ショッピング

ステーキのどん　与野店 さいたま市中央区 上峰３－９－１３ 飲食店

ルーツ さいたま市中央区 上峰４－４－１９ サービス

アグリコ　北与野店 さいたま市中央区 上落合２－３－５ 飲食店

韓国料理 縁 さいたま市中央区 上落合２－４－４ 飲食店

カフェ　ビーンズ さいたま市中央区 上落合２ー３－５　アルーサＢ館　１Ｆ 飲食店

上海菜館　アルーサ店 さいたま市中央区 上落合２ー３－５　アルーサＢ館　２Ｆ 飲食店

ル・コフレ さいたま市中央区 上落合３－７－８ 飲食店

ZELE北与野 さいたま市中央区 上落合３－８－８ サービス

GALA BAR MIZUNO さいたま市中央区 上落合４－２－２３　１Ｆ 飲食店

すし酒屋ちゃりん さいたま市中央区 上落合４－５－６ 飲食店

Smilehair さいたま新都心店 さいたま市中央区 上落合４－８－３－１　Ｎｊ３ビル　１Ｆ サービス

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

神戸焼鳥つくねや与野店 さいたま市中央区 下落合１０３２　栗原ビル　１Ｆ 飲食店

ブロッサム与野店 さいたま市中央区 下落合３－４－１ サービス

アルカディアン美容室 さいたま市中央区 下落合４丁目　１０番７号 サービス

フローラ黒田園芸 さいたま市中央区 円阿弥１－３－９ ショッピング

二木屋 さいたま市中央区 大戸４－１４－２ 飲食店

かつや 南与野 さいたま市中央区 大戸６－１３－１１ 飲食店

焼肉きんぐ 南与野店 さいたま市中央区 大戸６－１５－６ 飲食店

パティスリー カシュ カシュ さいたま市中央区 大戸６－１９－１　ピュール大戸　１Ｆ 飲食店

七輪房　南与野店 さいたま市中央区 大戸６ー１４－６ 飲食店

すし銚子丸北浦和店 さいたま市中央区 新中里５－４－１１ 飲食店

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

カレー食堂「心」　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店舗　０１１
－１区画 飲食店

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

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

セラフィーナNY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０２２区画（３Ｆ） 飲食店

ミア・ボッカ 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　３
Ｆ 飲食店

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

清水酒店 さいたま市中央区 本町東４丁目２－２　 ショッピング

十万石与野本町店 さいたま市中央区 本町西１－１－７ 飲食店

あみやき亭 与野本町店 さいたま市中央区 本町西１－７－８ 飲食店

梅林堂 与野本町店 さいたま市中央区 本町西２－１－２４ 飲食店
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しゃぶしゃぶすき焼きどん亭　埼玉与野店 さいたま市中央区 本町西４丁目１３－１１ 飲食店

牛若丸 さいたま市中央区 本町西５－５－１ 飲食店

ブルーシール南与野店 さいたま市中央区 鈴谷２－５４８－２ 飲食店

タカヤマ55 さいたま市中央区 鈴谷２丁目５４８－２　 飲食店

JAさいたま 与野ぐるめ米ランド さいたま市中央区 鈴谷４－１２－８ ショッピング

肉匠坂井 さいたま中央店 さいたま市中央区 鈴谷７－８－８ 飲食店

十万石 大宮別所店 さいたま市北区 別所町５４－６ 飲食店

宗家源吉兆庵 さいたま吉野町店 さいたま市北区 吉野町１－１８－６ 飲食店

フラワーショップ サンエフジ さいたま市北区 吉野町１－２９－１６ ショッピング

牛国屋吉野町店 さいたま市北区 吉野町２－１８９－５ 飲食店

マライカバザール大宮北店 さいたま市北区 吉野町２－２２１－１ ショッピング

マリア－ジュ・ドゥ・ルヴァン さいたま市北区 土呂町２丁目８０－２　 ショッピング

ゼスト大宮宮原店 さいたま市北区 奈良町５１－４ ショッピング

ビーチステラタウンまえ店 さいたま市北区 宮原町１－１０３－２ サービス

ハードオフ・オフハウスさいたま宮原店 さいたま市北区 宮原町１－１９９－１ ショッピング

かつやさいたま宮原店 さいたま市北区 宮原町１－２８６－２ 飲食店

マルサングループ宮原店 さいたま市北区 宮原町１－３６０－２ ショッピング

ボンド 大宮 さいたま市北区 宮原町１－４７０－１ ショッピング

からやま宮原店 さいたま市北区 宮原町１－５０６－１ 飲食店

東京ガスライフバル 大宮 さいたま市北区 宮原町２－１８－７ ショッピング

和牛焼肉凱旋門宮原店 さいたま市北区 宮原町２－２－１０ 飲食店

鮨と豆富料理 おがわ さいたま市北区 宮原町２－２１－２ 飲食店

BEKKAN さいたま市北区 宮原町２－２２－１４　ＡＸＩＳ宮原駅前ビル
　１Ａ 飲食店

黄金の牛 さいたま市北区 宮原町３－３７３－２ 飲食店

一番鶏 宮原店 さいたま市北区 宮原町３－５２７－１　第一シマ企画ビル 飲食店

ブックスページワン大宮宮原店 さいたま市北区 宮原町３－５３７－１ ショッピング

アトム電器さいたま宮原店 さいたま市北区 宮原町４丁目８－１０　 ショッピング

彩酉 大宮日進店 さいたま市北区 日進町２－１１１１－２　ハルヤマビル　２Ｆ 飲食店

hair櫻 さいたま市北区 日進町２－７６９－１ サービス

JAさいたま 大宮ぐるめ米ランド さいたま市北区 日進町２－９９９－２ ショッピング

居酒屋さぼちゃん さいたま市北区 日進町２丁目１８２１－１　 飲食店

イマイ さいたま市北区 本郷町１０８８ ショッピング

yellow さいたま市北区 本郷町３３ サービス

安楽亭　大宮本郷店 さいたま市北区 本郷町５１３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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梅林堂 宮原本郷店 さいたま市北区 本郷町８０３ 飲食店

Men’s Hair FINE さいたま市北区 東大成町１－１２５ サービス

Primaveraclassic さいたま市北区 東大成町１－４８９－１　Ｂ１Ｆ 飲食店

業務スーパーさいたま大宮店 さいたま市北区 東大成町２－１８７ ショッピング

梅林堂 東大成店 さいたま市北区 東大成町２－７２８ 飲食店

中国＆無国籍　海山 さいたま市北区 植竹町１丁目５９４－１２－２　 飲食店

珈琲館 大宮西店 さいたま市北区 櫛引町２－２００－１ 飲食店

梅林堂 大宮櫛引店 さいたま市北区 櫛引町２－５０１－１ 飲食店

ユーアイ・ビークル 埼玉店 さいたま市南区 内谷１－７－８ ショッピング

ピザハット武蔵浦和店 さいたま市南区 内谷６－５－１ ショッピング

かつやさいたま円正寺店 さいたま市南区 円正寺３９８－１ 飲食店

［HC］株式会社須崎 さいたま市南区 別所３－１３－１７ ショッピング

ANOTHERPLACECAFE さいたま市南区 別所４－１１－１７ 飲食店

美容室パティオ 中浦和店 さいたま市南区 別所５－１－２２ サービス

WAURADINER さいたま市南区 別所７－１－１４ 飲食店

ミートウラノ さいたま市南区 別所７－１－１４ 飲食店

トラットリアアズーリ さいたま市南区 別所７－１－１６ 飲食店

孫四郎 武蔵浦和駅前店 さいたま市南区 別所７－２１－１　プラウドタワー武蔵浦和
マークス　１０８ 飲食店

焼肉万里 武蔵浦和店 さいたま市南区 別所７－７－７ 飲食店

KANTON さいたま市南区 別所７－９－１１　ＮＫビル　２－Ｂ 飲食店

串天さいか さいたま市南区 別所７－９－２ 飲食店

cafe＆bar poco rit． さいたま市南区 別所７－９－９　ＶＩＮＥＳＴＥＲＲＡＣＥ＃
Ｄ 飲食店

soi さいたま市南区 南本町１－１１－１５ サービス

コレクション美容室南浦和店 さいたま市南区 南本町１－２－１５　第３大雄５Ｆ サービス

成文堂 南浦和店 さいたま市南区 南本町１－２－１５　第三大雄ビル　１Ｆ ショッピング

旬菜・鮮魚 いちえ さいたま市南区 南本町１－３－１２ 飲食店

地鶏屋たかせん さいたま市南区 南本町１－４－３ 飲食店

ハニーズ 南浦和店 さいたま市南区 南本町１－７－４　ｍａｒｕｈｉｒｏ南浦和店 ショッピング

ZELE 南浦和 さいたま市南区 南本町１－７－４　まるひろ南浦和店　２Ｆ サービス

焼き鳥とりぞう さいたま市南区 南浦和２－２８－１ 飲食店

花見菓子舗 さいたま市南区 南浦和２－３４－９ 飲食店

個室焼肉和苑 さいたま市南区 南浦和２－３８－１　北原ビル　２Ｆ 飲食店

牛繁南浦和店 さいたま市南区 南浦和２－３８－７ 飲食店

mavie さいたま市南区 南浦和２－４０－１０　第三草野ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MUKU さいたま市南区 南浦和２－４１－１ サービス

Arsya Lina さいたま市南区 南浦和２－４２－５　海田ビル　１Ｆ サービス

BAGLE さいたま市南区 南浦和２－４５－１　グランジュール１０１ サービス

カフェキッチン蒲公英 さいたま市南区 南浦和２丁目２９－１　 飲食店

パティスリーMOA さいたま市南区 南浦和３－３－１７ 飲食店

hairmakefeb南浦和店 さいたま市南区 南浦和３－８－４　ｗｉｌｌＤｏ南浦和１Ｆ サービス

セオサイクル南浦和東口店 さいたま市南区 南浦和３丁目９－１　クレ－ル四葉１Ｆ ショッピング

HAIRCLUB さいたま市南区 四谷１－７－３ サービス

とんでん 浦和四谷店 さいたま市南区 四谷３－１３－９ 飲食店

有限会社 小島屋 さいたま市南区 太田窪２１６６ 飲食店

幸楽園 さいたま市南区 太田窪２２３５ 飲食店

ゆず庵 南浦和店 さいたま市南区 太田窪２５５８ 飲食店

からやまさいたま太田窪 さいたま市南区 太田窪２５５８－１ 飲食店

ファクトリーギア さいたま店 さいたま市南区 太田窪２７９１ ショッピング

一 さいたま市南区 太田窪５－２３－９　ファミール菜穂　１Ｆ サービス

イタリアンレストラン ピノキオ さいたま市南区 広ヶ谷戸３－３ 飲食店

フットサルポイント浦和タジマ さいたま市南区 松本１丁目２１－７ エンターテイメン
ト

朱苑浦和根岸店 さいたま市南区 根岸１－２４－１０ 飲食店

焼肉神戸亭 南浦和店 さいたま市南区 根岸３－１８－１２ 飲食店

Dante 本店 さいたま市南区 根岸３－１９－１３ 飲食店

HARD OFF さいたま浦和南店 さいたま市南区 根岸５－２４－１０ ショッピング

稲荷屋商店 さいたま市南区 根岸５－２４－５ ショッピング

西洋ダイニング　コット さいたま市南区 根岸５丁目９－１０　 飲食店

武さし さいたま市南区 沼影１－１－１５　秋弘コーポ　１０１ 飲食店

ポポラマーマ武蔵浦和 さいたま市南区 沼影１－１０－１　ラムザビル　１Ｆ 飲食店

おくどさん さいたま市南区 沼影１－１３－１　ナリアテラス１Ｆ 飲食店

串焼き58とん さいたま市南区 沼影１－６－１９　霜田ビル２Ｆ 飲食店

Smile hair 沼影店 さいたま市南区 沼影１－６－２７　メゾン武蔵浦和　１０２ サービス

とんでん 白幡店 さいたま市南区 白幡１－１４－１５ 飲食店

土合やぶ さいたま市南区 白幡２－１８－２１ 飲食店

HairResortAsiag さいたま市南区 白幡３－１０－１１　細渕ビル　２０１ サービス

ビアンカ武蔵浦和店 さいたま市南区 白幡３－１０－１１　細渕ビル　２Ｆ サービス

ANTEnNADESIGNPLUS武蔵浦 さいたま市南区 白幡３－１２－１６　ツインビル　１Ｆ サービス

Smilehair武蔵浦和店 さいたま市南区 白幡３－１５－５ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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安楽亭　武蔵浦和店 さいたま市南区 白幡５－１－２８　金幸ビル　２Ｆ 飲食店

白幡卸売センターMEATMEET店 さいたま市南区 白幡６－１０ ショッピング

すし銚子丸南浦和店 さいたま市南区 辻１－３１－１０ 飲食店

スエヒロ館　浦和辻店 さいたま市南区 辻２－１－１０ 飲食店

焼肉屋くいどん浦和南店 さいたま市南区 辻２－２－１５ 飲食店

(有)秋本自動車工業 さいたま市南区 辻４丁目１９－４ サービス

那須家宗庵 さいたま市南区 関２－７－１８ 飲食店

炭火居酒屋居炉鶏 さいたま市南区 鹿手袋２－１－６　別所沼かけはしテラス　２
Ｆ 飲食店

don　italiano　中浦和店 さいたま市南区 鹿手袋２－１１－２１ 飲食店

鮨前と酒中和浦 さいたま市南区 鹿手袋２－５－１５　市川ビル　１Ｆ 飲食店

LE VANT さいたま市南区 鹿手袋４－１－７　建産連会館　１Ｆ 飲食店

かつやさいたま三橋店 さいたま市大宮区 三橋２－３２７－１ 飲食店

和菓子司あたらし さいたま市大宮区 上小町１０３１ 飲食店

HARD・OFF さいたま上小町店 さいたま市大宮区 上小町１２０９－２ ショッピング

lagoonhairlounge さいたま市大宮区 上小町４６２　シティパルサイト１Ｂ サービス

株式会社折原 さいたま市大宮区 上小町４６３－１ ショッピング

萬木 さいたま市大宮区 下町１－４０－１　鈴木ビル１Ｆ 飲食店

牛たん司分店鷹 さいたま市大宮区 下町１－５－１　第２マルハチビル１Ｆ 飲食店

串八丁 さいたま市大宮区 下町１丁目４３　南銀プラザ１Ｆ 飲食店

Vivid eits 大宮店 さいたま市大宮区 下町２－４　あぜかわビル１Ｆ サービス

リカーマウンテン大宮南銀店 さいたま市大宮区 仲町１－１０５－１　南銀川鍋ビル　１Ｆ ショッピング

balanceOMIYA さいたま市大宮区 仲町１－１１０　ＯｍｉｙａＮＳＤ２Ｆ サービス

地鶏匠 さいたま市大宮区 仲町１－１７　大東ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉牛車 さいたま市大宮区 仲町１－２９　柴田ビルＦ１ 飲食店

大宮 肉寿司 さいたま市大宮区 仲町１－３３－６　岩淵ビル　１Ｆ 飲食店

雑魚や基 さいたま市大宮区 仲町１－４８－２　Ｂ１Ｆ 飲食店

BarFresco さいたま市大宮区 仲町１－６０　アイスビル１Ｆ 飲食店

鶏料理 居酒屋TORITETSU さいたま市大宮区 仲町１－６２－１ 飲食店

ワインカーヴバー ル・プティ プランス さいたま市大宮区 仲町１－６２－４　２Ｆ 飲食店

Hygge さいたま市大宮区 仲町１－６５－２　金井ビル　３Ｆ　Ａ号室 サービス

大宮苑 さいたま市大宮区 仲町１－７７－１　南銀センタービル１Ｆ 飲食店

宝島24　大宮店 さいたま市大宮区 仲町１丁目１１－２　 飲食店

旬鮮すしやぶき さいたま市大宮区 仲町１丁目１２５－８　大谷ビル２０２ 飲食店

コリアンダイニング　クオンズ　大宮店 さいたま市大宮区 仲町２－４３－１　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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紀の川 さいたま市大宮区 仲町２－５１　第２東海ビル１Ｆ 飲食店

CAFE＆SHOTBARFRESCO さいたま市大宮区 仲町２丁目１７　第２小島ビル１Ｆ 飲食店

koda さいたま市大宮区 仲町２丁目２９－２　白田ビル２Ｆ サービス

Cherie さいたま市大宮区 仲町３－１７－１ サービス

toto さいたま市大宮区 仲町３－４８－１ サービス

フランス料理アルピーノ さいたま市大宮区 北袋町１－１３０－１ 飲食店

素敵屋さん さいたま市大宮区 北袋町１－１４７ 飲食店

イタリア料理イルクオーレ さいたま市大宮区 北袋町１－１４８ 飲食店

焼肉高麗房大宮店 さいたま市大宮区 北袋町２－４２４ 飲食店

かのうや さいたま市大宮区 吉敷町４－１０１ 飲食店

ビストロアンジュール さいたま市大宮区 吉敷町４－２４８－１１ 飲食店

サルヴァトーレクオモ さいたま新都心店 さいたま市大宮区 吉敷町４－２６２－１１　ニューキャピタル　
１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 北大宮店 さいたま市大宮区 土手町１－５６ 飲食店

全日食チェーン大宮店 さいたま市大宮区 堀の内町１－６０６ ショッピング

エグリーズドゥ葉山庵 さいたま市大宮区 堀の内町３－２６２ 飲食店

さきたま書店 さいたま市大宮区 大成町３－５４５ ショッピング

wave’sACT店 さいたま市大宮区 大門町１－１０－３ サービス

鮨政 東駅前店 さいたま市大宮区 大門町１－１１－２ 飲食店

創作居酒屋 IITOKODORI さいたま市大宮区 大門町１－１２ 飲食店

東鮨新店 さいたま市大宮区 大門町１－１４ 飲食店

LaBlanche さいたま市大宮区 大門町１－１８　キムラヤビル４Ｆ サービス

AUBEhairluce大宮店 さいたま市大宮区 大門町１－１８－２　ライズビル　４Ｆ サービス

順順餃子酒場 大宮店 さいたま市大宮区 大門町１－１９　角井ビル　２Ｆ 飲食店

スエヒロ館　大宮駅東口すずらん通り店 さいたま市大宮区 大門町１－１９－４ 飲食店

山家 さいたま市大宮区 大門町１－２４ 飲食店

やきとり家 すみいち さいたま市大宮区 大門町１－２９－４０　ＯＭビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

東日本連携センター さいたま市大宮区 大門町１－６－１ ショッピング

焼肉万里 大宮南銀通り店 さいたま市大宮区 大門町１－６７　　豊栄ビル１Ｆ 飲食店

だいもん大宮店 さいたま市大宮区 大門町１－６９　武蔵屋ビル　３Ｆ 飲食店

東鮨 さいたま市大宮区 大門町１－７ 飲食店

地鶏割烹河松 さいたま市大宮区 大門町１－７１－１　第十ホクシンビル 飲食店

CHICLaMer さいたま市大宮区 大門町１－９　鍵利ビル　１Ｆ サービス

七輪房大宮駅前店 さいたま市大宮区 大門町１ー９３　大宮大門町ビル　２Ｆ 飲食店

南欧田舎料理のお店タパス さいたま市大宮区 大門町２－１０９　大越ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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grandage 大宮店 さいたま市大宮区 大門町２－１１　プロスパーワンビル７Ｆ サービス

つくねや大宮店 さいたま市大宮区 大門町２－１１７ 飲食店

wave’s大宮店 さいたま市大宮区 大門町２－２ サービス

Sweet Lash さいたま市大宮区 大門町２－２２－１　ＴＡｉＧＡビル　４Ｆ サービス

DIVERSE CITY さいたま市大宮区 大門町２－２３ ショッピング

下倉楽器 大宮店 さいたま市大宮区 大門町２－９２ ショッピング

馬肉酒場馬鹿うま精肉店大宮 さいたま市大宮区 大門町２丁目１０８　 飲食店

OSAWA さいたま市大宮区 大門町３－１０３－２　２Ｆ 飲食店

Coneyaki－048 さいたま市大宮区 大門町３－１９７ 飲食店

ANY さいたま市大宮区 大門町３－１９７　星野第二ビル　１Ｆ　Ｃ サービス

Luce大宮 さいたま市大宮区 大門町３－８２　大宮大門町Ｍ２ビル　１Ｆ サービス

大宮風凛 さいたま市大宮区 大門町３丁目１０３－２　ＳＬＢビル１エフ 飲食店

TRU NAIL 大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－１５　松屋ビル　８Ｆ サービス

押田謙文堂 さいたま市大宮区 宮町１－１８ ショッピング

ひいき屋 さいたま市大宮区 宮町１－２３　川越屋ビル　２Ｆ 飲食店

うな鐵大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－３１ 飲食店

おでん家万昌ざっくばらん さいたま市大宮区 宮町１－３３　金久保ビル 飲食店

HAIRSALON M 大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－４１　八千代ビル　３Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－４４　キンパリ－ビル１Ｆ 飲食店

marry大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－４６　大宮蓮見歯科ビル　３Ｆ サービス

お多幸 大宮東口店 さいたま市大宮区 宮町１－４８　萬屋ビル　Ｂ１ 飲食店

松本平太郎美容室 大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－５－４　中西ビル　４Ｆ サービス

まる助大宮一番街店 さいたま市大宮区 宮町１－５３　ラック大宮一番街　Ｂ１・１Ｆ 飲食店

鉄板ダイニングもぐら さいたま市大宮区 宮町１－５４　小林ビル　Ｂ１ 飲食店

CONA大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－５７　１Ｆ 飲食店

little大宮 さいたま市大宮区 宮町１－５９　堀口ビル　２Ｆ サービス

牛之助大宮東口店 さいたま市大宮区 宮町１－７１ 飲食店

カスタマカフェ 大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－７５　ＲＥＸ大宮　４Ｆ 飲食店

ラケル　大宮店 さいたま市大宮区 宮町１－８２　１Ｆ 飲食店

餃子酒場永順 さいたま市大宮区 宮町１－８２　大宮河西ビル　１Ｆ 飲食店

イージーステイ 大宮 さいたま市大宮区 宮町１－８３　１Ｆ 飲食店

ORIENTALLOUNGEOMIYA さいたま市大宮区 宮町１－８３　ＴＫＹ大宮ビル　３Ｆ 飲食店

新鶏 さいたま市大宮区 宮町１－９９－３　Ｌ．Ｈ大宮ビル　７Ｆ 飲食店

コバヤシ さいたま市大宮区 宮町１丁目３９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Hair&Eyelash PRES さいたま市大宮区 宮町１丁目７７　一藤ビル２Ｆ サービス

プライベートレストラン0760 さいたま市大宮区 宮町２－１０８－３ 飲食店

CLEOPLUSBoo－Beeレディース さいたま市大宮区 宮町２－１１４　菊地ビル１Ｆ ショッピング

moi（モア） さいたま市大宮区 宮町２－１１５　大畑ビル２Ｆ サービス

cyez さいたま市大宮区 宮町２－１１６　Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ－ＢＬ
ＤＧ　２０１ サービス

THE DIVERSE さいたま市大宮区 宮町２－１１８－１　モンクール宮町　１Ｆ ショッピング

Aguhairrussian大宮 さいたま市大宮区 宮町２－１１８－１　モンクール宮町ビル　４
Ｆ サービス

マサトパリEX大宮店 さいたま市大宮区 宮町２－１７　パインズビル　２Ｆ サービス

焼肉喰心 さいたま市大宮区 宮町２－１７　パインズビル１Ｆ 飲食店

Aguhair gina 大宮 さいたま市大宮区 宮町２－２４　Ｋビル　３Ｆ サービス

バルバリ大宮店 さいたま市大宮区 宮町２－３ ショッピング

DIVERSE さいたま市大宮区 宮町２－３　吾妻ビル　１Ｆ ショッピング

鮨政 さいたま市大宮区 宮町２－３９－１ 飲食店

りくぜん　総本店 さいたま市大宮区 宮町２－４８ 飲食店

株式会社河内屋ジェノス 埼玉支社／大宮支店 さいたま市大宮区 宮町４－１２９　大栄ツインビルＮ館　５Ｆ ショッピング

オルタナティブラウンジ さいたま市大宮区 宮町４－２　大宮田中第二ビル１Ｆ 飲食店

ヘアーメイクオリオリ さいたま市大宮区 東町１－１１７　ＡＴビル　１Ｆ サービス

リストランテ オガワ さいたま市大宮区 東町２－２８８－１　鈴木ビル１Ｆ 飲食店

盛岡冷麺ハニャン さいたま市大宮区 東町２丁目１２２－８　ボンヴォーヌン１Ｆ 飲食店

KICHIRI 大宮WEST さいたま市大宮区 桜木町１－１－８　８Ｆ 飲食店

ステーキのどん　大宮西口店 さいたま市大宮区 桜木町１－１０　シーノ大宮サウスウィング　
１Ｆ 飲食店

Aguhairtheta大宮 さいたま市大宮区 桜木町１－１５９　第一ホクシンビル　３Ｆ サービス

Londpartir さいたま市大宮区 桜木町１－１８８－１　大宮ニチレイビル　３
Ｆ サービス

すし堺 さいたま市大宮区 桜木町１－１９３－１ 飲食店

乃が美 はなれ さいたま大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－２４５ 飲食店

Luca lino：a さいたま市大宮区 桜木町１－２６５－４　ルフレ桜　２Ｆ サービス

オーガニック アトリエ さいたま市大宮区 桜木町１－２６８ サービス

ゲーマーズ 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－３－６　高井ビル　３Ｆ ショッピング

豊鮨 さいたま市大宮区 桜木町１－４－３　いちまるきゅうビル　中１
Ｆ 飲食店

MAREdiSAKAI さいたま市大宮区 桜木町１－４－５ 飲食店

ジンジャーズビーチ大宮 さいたま市大宮区 桜木町１－４０１－１ 飲食店

海鮮問屋地魚屋 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－５－７　ホームリイ５ビル　３Ｆ 飲食店

パローネシューズ さいたま市大宮区 桜木町１－６　大宮そごう　２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ボナスパジオ大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－６　大宮そごうビル内 ショッピング

DoCLASSE 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－６－２ ショッピング

サルヴァトーレクオモ 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－６－９２ 飲食店

ビアンカ大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－８－２　ＮＭビル　５Ｆ サービス

チャコット 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町１－９－４　エクセレント大宮ビル ショッピング

ひいき屋 さいたま市大宮区 桜木町２－１５９－２　安田ビル 飲食店

幸せのパンケーキ大宮店 さいたま市大宮区 桜木町２－２－１　アルシェ　Ｂ１Ｆ 飲食店

ユニオン 本店 さいたま市大宮区 桜木町２－２－１６ ショッピング

ブラッキーPersonal 大宮店 さいたま市大宮区 桜木町２－２－２３　石井第一ビル４Ｆ サービス

肉山 おおみや さいたま市大宮区 桜木町２－２－５　松村ビル　４Ｆ 飲食店

烏賊 鮨ダイニング鮮助 さいたま市大宮区 桜木町２－２２０－２ 飲食店

和食　山崎 さいたま市大宮区 桜木町２－２２３　モナークビラ　１Ｆ 飲食店

鉄板焼あいろん亭 さいたま市大宮区 桜木町２－２９７－１　桜ビル１Ｆ－１０３ 飲食店

CHIC feux さいたま市大宮区 桜木町２－４－９　榎本ビル　２Ｆ サービス

鮨政 西口店 さいたま市大宮区 桜木町２－５－１９ 飲食店

Felicita さいたま市大宮区 桜木町２－７－５　アサヒビル　２Ｆ サービス

居酒屋peakあさの さいたま市大宮区 桜木町４－１０１０－２　ムサシヤビル　１Ｆ 飲食店

焼肉屋くいどん大宮店 さいたま市大宮区 桜木町４－４８６－３ 飲食店

とんでん 大宮桜木町店 さいたま市大宮区 桜木町４－５３３－１ 飲食店

焼肉明月苑 さいたま市大宮区 桜木町４－７０１－２ 飲食店

Luca さいたま市大宮区 桜木町４－７３－１　志村ビル　１Ｆ サービス

禅味はすみ さいたま市大宮区 桜木町４－８９４ 飲食店

肉屋の二階 さいたま市大宮区 櫛引町１－１ 飲食店

infinity さいたま市大宮区 浅間町２－４６　浅間町ハウス　３０３号室 サービス

addity さいたま市大宮区 浅間町２－５０－３　ｗｒａｐ１Ｆ サービス

アプティパ グロワール店 さいたま市大宮区 高鼻町１－２５－１　ＮＥＳグローバルビル　
１Ｆ サービス

hair make affino さいたま市大宮区 高鼻町１－７ サービス

一の家 さいたま市大宮区 高鼻町２－２７６ 飲食店

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

花菱 岩槻加倉店 さいたま市岩槻区 加倉２－８－１２ ショッピング

OFF HOUSE 岩槻店 さいたま市岩槻区 南平野１６３５ ショッピング

石窯パン工房ぴーぷる岩槻店 さいたま市岩槻区 南平野４－９－１１ 飲食店

七輪房　岩槻城南店 さいたま市岩槻区 城南２－６－３２ 飲食店

JA南彩 岩槻直売所 さいたま市岩槻区 城南４－１－４０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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がってん寿司岩槻店 さいたま市岩槻区 岩槻６９３１ 飲食店

かつ敏岩槻店 さいたま市岩槻区 岩槻６９３３－１ 飲食店

かつや 埼玉岩槻 さいたま市岩槻区 府内１－１－８ 飲食店

天平苑 さいたま市岩槻区 府内１－７－３ 飲食店

有限会社 キクチ自動車修理工場 さいたま市岩槻区 府内４丁目１－５５ サービス

オークスブックセンター 岩槻店 さいたま市岩槻区 本丸３－２０－５３ ショッピング

洋菓子の森コスモス本丸店 さいたま市岩槻区 本丸３－２４－４３ 飲食店

東玉 総本店 さいたま市岩槻区 本町１－３ ショッピング

十万石 岩槻店 さいたま市岩槻区 本町３－１－１　ワッツ　１Ｆ 飲食店

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

寿々家 さいたま市岩槻区 本町３－３－１２ 飲食店

Yoroken－caffe さいたま市岩槻区 本町６－１－１　にぎわい交流館いわつき 飲食店

Yoroken－caffeshop さいたま市岩槻区 本町６－１－１　にぎわい交流館いわつき ショッピング

だんらんCafeDining さいたま市岩槻区 東岩槻１丁目６－２　山城屋ビル１Ｆ 飲食店

洋菓子の森 コスモス本店 さいたま市岩槻区 東岩槻２－５－２７ 飲食店

とんでん 岩槻店 さいたま市岩槻区 東町２－７－２１ 飲食店

花菱縫製営業部 さいたま市岩槻区 笹久保２０５９ ショッピング

株式会社富士屋 さいたま市岩槻区 西原台１－４－９１ ショッピング

米穀商角田商店 さいたま市岩槻区 西町１－３－２４ ショッピング

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

一清堂 さいたま市桜区 上大久保７２０－２ ショッピング

トラックショップ・ジェット 浦和店 さいたま市桜区 中島４－１２－１ ショッピング

avancer さいたま市桜区 山久保２丁目７－７－１Ｆ サービス

OFF HOUSE 浦和栄和店 さいたま市桜区 栄和３－１８－１ ショッピング

ホソカワコーポレーション ボンド店 さいたま市桜区 栄和４－１－１ ショッピング

焼肉ソウル 浦和店 さいたま市桜区 栄和４－２－６ 飲食店

炭火焼鳥一の坊 さいたま市桜区 栄和４－２４－２ 飲食店

花たろう さいたま市桜区 栄和５－２２－２５ ショッピング

がってん寿司さいたま田島店 さいたま市桜区 田島１－４－１０ 飲食店

RedCarpet さいたま市桜区 田島５－１９－１０ サービス

安楽亭　浦和町谷店 さいたま市桜区 町谷２－３－８ 飲食店

からやまさいたま町谷 さいたま市桜区 町谷４－６－２ 飲食店

BRUGGE さいたま市桜区 西堀１－６－１ サービス

かつや さいたま町谷 さいたま市桜区 西堀５－９－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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梅林堂 浦和西堀店 さいたま市桜区 西堀７－１８－２８ 飲食店

安楽亭　浦和西堀店 さいたま市桜区 西堀９－２１－１４ 飲食店

switch さいたま市桜区 道場３－１５－１４ サービス

Hairspray与野 さいたま市浦和区 上木崎１－８－４　フレスポ与野２Ｆ サービス

蕎麦孤丘 さいたま市浦和区 上木崎１ー１１ー１２ 飲食店

ラ　プロメッサ さいたま市浦和区 上木崎１丁目３－３２　松本ビル２Ｆ西 飲食店

エレガル駅前店 さいたま市浦和区 上木崎２－２－２　川辺ビル１Ｆ サービス

ヘアースタジオリーブス与野店 さいたま市浦和区 上木崎４－９－２１ サービス

IT by ALBUM 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－１－１４　ＭＥＦＵＬＬ浦和　５Ｆ サービス

ワンラブネイルズ埼玉浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１　ＰｏｒａｍＵｒａｗａ　２
Ｆ サービス

牛タン うま囲 浦和西口店 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１　ＰＯＲＡＭビル　４Ｆ 飲食店

ZELE 浦和 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１　ポラムビル　２Ｆ サービス

VOLENTE－048 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１５　ＡＴビル１Ｆ 飲食店

鮨つかと さいたま市浦和区 仲町１－１０－２３　ＫＡＭＥＹＡビル　１Ｆ 飲食店

レストラン ラ・ヴォワール さいたま市浦和区 仲町１－１１－１２　さくらビル浦和　１〜２
Ｆ 飲食店

LACOCORICO浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－２－３ 飲食店

PLusBoo－BeeLadys浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－３－１０　小山店舗１Ｆ ショッピング

やきとり家 すみれ 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－３－２　浦和中壷マンション　Ｂ１Ｆ 飲食店

エイミーバイアフロートザガーデン さいたま市浦和区 仲町１－３－２　浦和仲壹マンション　１Ｆ サービス

武州養蜂園 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－４－１７ ショッピング

シルシュアイラッシュガーデン浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－１３ サービス

ECCOLA さいたま市浦和区 仲町１－５－１５ 飲食店

クレドガーデン浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－１５　松井ビル２ サービス

カバーヘアー＆スパブリス浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－７　森寅ビル２Ｆ サービス

ラ－ラ浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－９　小宮ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

CLEO浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－６－１　さくら草ビル１Ｆ ショッピング

マーゴ さいたま市浦和区 仲町１－６－４　ソサナビル　５Ｆ サービス

Sails さいたま市浦和区 仲町１－７－１８　ワタナベビル３Ｆ サービス

KUDAN さいたま市浦和区 仲町１－９－１２　グレインビルＢ１Ｆ 飲食店

熟成和牛焼肉 丸喜 さいたま市浦和区 仲町１－９－１４　第１アークビル２Ｆ 飲食店

スシ 二乃宮 さいたま市浦和区 仲町１丁目４－１７ 飲食店

はんこ屋さん21浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－１－１ ショッピング

焼鶏処 田楽 さいたま市浦和区 仲町２－２－６　ライオンズマンション浦和仲
町　１０２ 飲食店

株式会社 須原屋 本店 さいたま市浦和区 仲町２－３－２０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Rover54 さいたま市浦和区 仲町２－３－２１　木村ビル　３Ｆ サービス

1GUU 浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－３－２２ ショッピング

デコヘアー さいたま市浦和区 仲町２－３－７　ヴェルジュＴ・Ｍ サービス

酒井甚四郎商店 さいたま市浦和区 仲町２－４－２３ ショッピング

生ラムジンギスカン十勝平野浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－６－３ 飲食店

プロフーミ さいたま市浦和区 仲町２丁目１５－９　 飲食店

あさきや さいたま市浦和区 仲町３－１３－６ 飲食店

アカシエ浦和店 さいたま市浦和区 仲町４－１－１２ 飲食店

Open Kitchen 然 さいたま市浦和区 仲町４－２－１７ 飲食店

Gato さいたま市浦和区 北浦和１－１４－１３ ショッピング

フローリストアオキ さいたま市浦和区 北浦和１－２－１ ショッピング

焼肉山河北浦和店 さいたま市浦和区 北浦和１－８－１４　ヒューマンハイム　１Ｆ 飲食店

Smilehair北浦和店 さいたま市浦和区 北浦和１－８－７ サービス

Smilehair 北浦和2号店 さいたま市浦和区 北浦和３－５－１０　梅村ビル　１Ｆ サービス

彩食たけだ さいたま市浦和区 北浦和４－１－４　味楽ビルＢ１Ｆ 飲食店

COVER HAIR bliss さいたま市浦和区 北浦和４－１－５　ＨＹビル５Ｆ サービス

おでん家万昌ぶらっせ さいたま市浦和区 北浦和４－１－６ 飲食店

ハンサムBarberCASTLE さいたま市浦和区 北浦和４－１－６　小室屋ビル２Ｆ サービス

レオニダス さいたま北浦和店 さいたま市浦和区 北浦和４－３－１０ 飲食店

やきとり酒場チキンエイト さいたま市浦和区 北浦和４丁目８－２　 飲食店

すし小粋 さいたま市浦和区 北浦和５－１－２　飯田ビル 飲食店

BOOKOFFPLUS17号北浦和店 さいたま市浦和区 北浦和５－６－１０ ショッピング

アメリ さいたま市浦和区 岸町４－２４－１５ 飲食店

すし 乃もと さいたま市浦和区 岸町４－４－２　１Ｆ 飲食店

満寿家 さいたま市浦和区 岸町７－１－３ 飲食店

ラディウム さいたま市浦和区 常盤１－５－１ サービス

アカシエ北浦和本店 さいたま市浦和区 常盤１０－６－１１ 飲食店

焼肉平安閣 さいたま市浦和区 常盤２－１０－１７ 飲食店

焼肉平安閣 さいたま市浦和区 常盤２－１１－２４ 飲食店

Collethair＆spa さいたま市浦和区 常盤２－８－８　リュミエ－ル常盤　１０１号
室 サービス

美容室シェイク さいたま市浦和区 常盤２丁目１０－１　タムラビル１Ｆ サービス

ケルクショーズ さいたま市浦和区 常盤６－１１－１ 飲食店

うなぎ処古賀 さいたま市浦和区 常盤７－１－２０ 飲食店

Books＆CafeTOKIWA さいたま市浦和区 常盤９－２０－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

14 / 70

[埼玉県埼玉県]



横内酒店 さいたま市浦和区 常盤９－３２－１８ ショッピング

焼肉JIRU さいたま市浦和区 常盤９－３３－３ 飲食店

すし銚子丸浦和木崎店 さいたま市浦和区 木崎２－１－２０ 飲食店

米工房ひろおか さいたま市浦和区 本太１－１－１ ショッピング

酒処 はしの さいたま市浦和区 本太５－２５－１ 飲食店

Wme さいたま市浦和区 東仲町１０－２　東仲町ＩＫビル　２Ｆ サービス

ビアンカ浦和店 さいたま市浦和区 東仲町１１－１　石毛ビル　２Ｆ サービス

balanceURAWA さいたま市浦和区 東仲町１１－１　石毛ビル２Ｆ サービス

ザ・アンジュ さいたま市浦和区 東仲町１１－２０　１・２Ｆ サービス

Casa さいたま市浦和区 東仲町１７－１　ソレイユ浦和２　２Ｆ サービス

浦和よし佳 さいたま市浦和区 東仲町２８－２３ 飲食店

アジャン・トト さいたま市浦和区 東仲町８－２２　コスモシティ浦和東ビル１Ｆ サービス

ローストチキンコオロギ さいたま市浦和区 東仲町８－３　グレシア浦和　１Ｆ ショッピング

日本料理和彩よね田 さいたま市浦和区 東仲町９－５　東仲町ＫＵＭＡビル３Ｆ 飲食店

Hairdesign ChouChou さいたま市浦和区 東仲町９－９　ねぎしビル　１－Ａ サービス

割烹縮 さいたま市浦和区 東仲町９－９　ねぎしビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

HairSalonAmfaire さいたま市浦和区 東岸町９－２０　新山ビル１Ｆ－２ サービス

魚や一丁 浦和店 さいたま市浦和区 東高砂町２－３　プリムローズ　ＢＦ　１ 飲食店

海鮮丼みな川 さいたま市浦和区 東高砂町２－３　プリムローズビル１Ｆ 飲食店

．ula さいたま市浦和区 東高砂町３－２　ハイフィールドビル　２Ｆ サービス

ANTENNAHAIRRESORT浦和店 さいたま市浦和区 東高砂町３０－１　新井ビル　１Ｆ サービス

全日食チェーン北浦和店 さいたま市浦和区 針ヶ谷４－１－２３　北浦和住宅　６－１０５ ショッピング

JAさいたま 木崎ぐるめ米ランド さいたま市浦和区 領家４－２４－１６ ショッピング

DAY HAPPY URAWA さいたま市浦和区 高砂１－１－１　朝日生命ビル　Ｂ１ サービス

須原屋 コルソ店 さいたま市浦和区 高砂１－１２－１ ショッピング

Mick さいたま市浦和区 高砂１－１２－１　コルソ　２Ｆ ショッピング

よし寿司 浦和店 さいたま市浦和区 高砂１－１３－８ 飲食店

浦和　高砂 さいたま市浦和区 高砂１－１４－２ 飲食店

美容室RYURESORT さいたま市浦和区 高砂１－２－１ サービス

炭火焼肉 萬大 さいたま市浦和区 高砂２－１１－１３　レスタージュ浦和１Ｆ 飲食店

アンジュ浦和西口店 さいたま市浦和区 高砂２－１１－１４ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－１２－２１－１ 飲食店

魚菜 基 さいたま市浦和区 高砂２－１２－２２　ホンダファーストビル　
１Ｆ 飲食店

ヘアアンドメイクアズール浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－２－２　渡辺ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アンビアンテ さいたま市浦和区 高砂２－２－２２　中野ビル　２Ｆ サービス

イタリアンレストラン ニコラ 浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－５－１５ 飲食店

CHIC浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－５－５　１Ｆ サービス

バルバリ浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－６－１４ ショッピング

鮨ふく さいたま市浦和区 高砂２－６－１７　田口屋ビル１Ｆ 飲食店

焼鳥だいにんぐ いいとこ鶏 さいたま市浦和区 高砂２－６－２２　小泉ビル 飲食店

乃が美 はなれ 浦和販売店 さいたま市浦和区 高砂２－８－１　ＨＡＧＩＷＡＲＡビル 飲食店

AsianDining　HALKA さいたま市浦和区 高砂２丁目１４－１３　春英ビル１Ｆ 飲食店

Smilehair浦和店 さいたま市浦和区 高砂３－２－１３ サービス

Any さいたま市浦和区 高砂３－６－１６　ＲＫ浦和ビル　３Ｆ サービス

RESTAURANTSALT さいたま市浦和区 高砂４－４－１９ 飲食店

ステーキ＆グリルDON　浦和三室店 さいたま市緑区 三室１２０２－２ 飲食店

橋本屋 浦和店 さいたま市緑区 三室１９９－１ ショッピング

JAさいたま 三室ぐるめ米ランド さいたま市緑区 三室２２０３ ショッピング

安楽亭　浦和三室店 さいたま市緑区 三室３２１－１ 飲食店

浦和菜館 さいたま市緑区 中尾１０９－４ 飲食店

もんじゃ・お好み焼 わいず 浦和店 さいたま市緑区 中尾１６２７－５ 飲食店

とんでん 原山店 さいたま市緑区 中尾２４９－１ 飲食店

大川家具 東浦和店 さいたま市緑区 中尾３３３－３ ショッピング

アットイーズ東浦和店 さいたま市緑区 中尾３３３－３　１Ｆ ショッピング

ディスプレイミュージアム埼玉 さいたま市緑区 中尾８７８ ショッピング

タイヤセレクト浦和 さいたま市緑区 原山１－１２－１７ ショッピング

花月庵 つくば 本店 さいたま市緑区 原山３－１８－１５ 飲食店

焼肉平城苑寛雅亭浦和店 さいたま市緑区 原山４－３０－１４ 飲食店

リアンデフロート さいたま市緑区 大門３５３９ サービス

焼肉きんぐ浦和美園店 さいたま市緑区 大門４２０１－１ 飲食店

からやま浦和美園 さいたま市緑区 大門４４７８ 飲食店

梅林堂 東浦和店 さいたま市緑区 大間木会ノ谷５２３－１ 飲食店

FIORENTE東川口 さいたま市緑区 東大門３－１５－１０ サービス

彩懐石 東浦和高砂 さいたま市緑区 東浦和１－２１－１ 飲食店

寿し割烹蛇の目 さいたま市緑区 東浦和１－５－１１ 飲食店

OHANA さいたま市緑区 東浦和１－５－１１　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥酒家浅草寿三丁目 さいたま市緑区 東浦和１－６－１６ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　東浦和店 さいたま市緑区 東浦和２－１７－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

16 / 70

[埼玉県埼玉県]



十万石東浦和店 さいたま市緑区 東浦和２－２２－４ 飲食店

La．Beaute ISAMIHAIR さいたま市緑区 東浦和２－４９－８　ダイヤモンドステイツ　
１０３ サービス

くまざわ書店 東浦和店 さいたま市緑区 東浦和２－５１－２６　サミット東浦和　２Ｆ ショッピング

パボーロ　パブーロ さいたま市緑区 東浦和２丁目４６－１２　 飲食店

もつ焼太郎 東浦和店 さいたま市緑区 東浦和５－１２－４ 飲食店

十勝甘納豆本舗東浦和店 さいたま市緑区 東浦和６－３０－７ 飲食店

ヨコヤマユニホーム さいたま市緑区 東浦和７－３１－１ ショッピング

JAさいたま 尾間木ぐるめ米ランド さいたま市緑区 東浦和９－５－１２ ショッピング

七輪房　大間木店 さいたま市緑区 緑区東浦和９－３－５ 飲食店

いきなりステーキ さいたま美園店 さいたま市緑区 美園４－５－１０ 飲食店

あみやき亭　浦和美園店 さいたま市緑区 美園４－６－９ 飲食店

かつ敏浦和美園店 さいたま市緑区 美園５－４６－９ 飲食店

タイヤガーデン浦和東 さいたま市緑区 道祖土２－１３－６ ショッピング

hair aim さいたま市緑区 道祖土３－４－８ サービス

京料理三門 さいたま市西区 三橋５－９３４ 飲食店

U－ICHIBAN 大宮バイパス店 さいたま市西区 三橋６－７８０－１ ショッピング

炭火焼肉 心 さいたま市西区 三橋６－７９－１ 飲食店

橋本屋 佐知川店 さいたま市西区 佐知川７－１ ショッピング

まる助 指扇駅前店 さいたま市西区 土屋５９４－３　鈴木ビル　１Ｆ　Ｂ区画 飲食店

アルタビスタガーデン さいたま市西区 宮前町１９９２－２ 飲食店

とんかつ たから さいたま市西区 宮前町２６１－１ 飲食店

和牛名匠 牛国屋 さいたま市西区 宮前町７４２－３ 飲食店

がってん寿司指扇店 さいたま市西区 指扇４１２－１ 飲食店

ステーキのどん指扇店 さいたま市西区 西区指扇１０６３ 飲食店

江戸前天丼はま田西大宮店 さいたま市西区 西大宮２－１－１ 飲食店

レストランコンフェッティ さいたま市西区 西大宮３－３２－１ 飲食店

OFF HOUSE さいたま大宮西店 さいたま市西区 西遊馬２８８－１ ショッピング

炭火焼肉船渡 さいたま市西区 飯田新田５３６ 飲食店

アストロプロダクツ さいたま店 さいたま市見沼区 中川２７１－１ ショッピング

牛之助見沼店 さいたま市見沼区 中川７５０　第二ゴールドマンション小熊　１
Ｆ 飲食店

安楽亭　大宮丸ヶ崎店 さいたま市見沼区 丸ヶ崎１０７０ 飲食店

ハードオフ・オフハウス大宮東店 さいたま市見沼区 南中野１１３－１ ショッピング

オフィスベンダー さいたま本店 さいたま市見沼区 南中野２４１－１ ショッピング

かつや大宮中丸店 さいたま市見沼区 南中野６８３－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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がってん寿司大宮南中野店 さいたま市見沼区 南中野８０８ 飲食店

欧風カレーgii さいたま市見沼区 大和田町１－１５２７－１ 飲食店

味市場 さいたま市見沼区 大和田町１－１９２ 飲食店

KAISEKI鉄板寿An さいたま市見沼区 大和田町１－７００ 飲食店

しゃぶしゃぶ　どん亭　大宮大和田店 さいたま市見沼区 大和田町１－７２５－１ 飲食店

安楽亭　大宮大和田店 さいたま市見沼区 大和田町１－８２１－１ 飲食店

満天堂 さいたま市見沼区 大和田町１丁目１３９７－２　イナバビル１階 ショッピング

梅林堂 大和田店 さいたま市見沼区 大和田町１丁目１９４１－３ 飲食店

Hair　Salon　563 さいたま市見沼区 大和田町１丁目４６４－３　 サービス

ガロ 大和田店 さいたま市見沼区 大和田町２－１２０５ サービス

レッドプライスワン大和田駅前店 さいたま市見沼区 大和田町２－１３００ ショッピング

十万石 大和田店 さいたま市見沼区 大和田町２－１３０４ 飲食店

staccato さいたま市見沼区 島町３９３ サービス

かつはな亭御蔵店 さいたま市見沼区 御蔵１４７６－７ 飲食店

ビストロ プライム さいたま市見沼区 春野２－１０－２５ 飲食店

大宮武蔵 さいたま市見沼区 東大宮１－７１－２７ ショッピング

ワークランド東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮１－８６－６ ショッピング

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

ヘアーブティックvivid東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮４－９－１　上田ビル サービス

ステーキのどん　東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮５－１５－７ 飲食店

溶岩・炭火焼肉認 さいたま市見沼区 東大宮５－２－４ 飲食店

ハードオフ東大宮駅前店 さいたま市見沼区 東大宮５－３－１ ショッピング

PEACOCK さいたま市見沼区 東大宮５－６－３　２Ｆ ショッピング

居酒屋　じゅん さいたま市見沼区 東大宮５丁目３９－５　まるとうビル１Ｆ 飲食店

居酒屋じゅん さいたま市見沼区 東大宮５丁目３９－５　まるとうビル１階 飲食店

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

かつ敏東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮７－４７－２ 飲食店

とんでん 東大宮店 さいたま市見沼区 東大宮７－７１－４ 飲食店

石臼碾き手打ち蕎麦吉草東新井店 さいたま市見沼区 東新井４３２－１ 飲食店

らんや大宮本店 さいたま市見沼区 染谷１－１８８ ショッピング

HARD OFF さいたま深作店 さいたま市見沼区 深作３－２４－１３ ショッピング

かつや さいたま深作 さいたま市見沼区 深作３－３０－１４ 飲食店

スーパーラジコン さいたま大宮店 さいたま市見沼区 深作５－１５８ ショッピング

SPモリヤ さいたま市見沼区 片柳１３３３－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鉄板焼 えびす屋 さいたま市見沼区 蓮沼２７２－１ 飲食店

すし銚子丸見沼店 さいたま市見沼区 蓮沼５９２－３ 飲食店

助次郎酒店 さいたま市見沼区 風渡野２００－１ ショッピング

吾妻鮨 さいたま市見沼区 風渡野２８０－９　 飲食店

十万石 七里店 さいたま市見沼区 風渡野３４６－２ 飲食店

レッドプライスワン七里駅前店 さいたま市見沼区 風渡野５８２－３ ショッピング

美容室クープ・ド・クール ふじみ野市 うれし野２－１５－１４ サービス

あぐれっしゅふじみ野 ふじみ野市 うれし野２－４－１ ショッピング

ブロッサムふじみ野店 ふじみ野市 ふじみ野１－４－１６　大井パークサイドビル
　１Ｆ サービス

からやまふじみ野 ふじみ野市 ふじみ野１－８－３５ 飲食店

焼肉さんあいふじみ野店 ふじみ野市 ふじみ野２－１－６４ 飲食店

横浜中華　王記厨房　ふじみ野店 ふじみ野市 ふじみ野２丁目２５－１　 飲食店

黒毛和牛専門 焼肉 凱旋門 ふじみ野市 ふじみ野３－１－１ 飲食店

HairfieldClover ふじみ野市 ふじみ野４－９－４ サービス

まる助 上福岡駅前店 ふじみ野市 上福岡１－６－１　ＤＭ上福岡ビル　１Ｆ 飲食店

ブティック ローラン ふじみ野市 上福岡１－６－１３ ショッピング

Fairyeye ふじみ野市 上福岡１－７－２７　新井ビル５Ｆ サービス

美容室ガブル ふじみ野市 上福岡１－７－９　ムサシヤビル　２Ｆ サービス

ブロッサム上福岡店 ふじみ野市 上福岡１丁目７−２６ 駅前ビル 2F サービス

和牛名匠牛国屋ふじみ野店 ふじみ野市 亀久保３－１－５ 飲食店

スズキアリーナふじみ野店 ふじみ野市 亀久保３－１１－３７ ショッピング

手打うどん．そば．日本料理美可美 ふじみ野市 亀久保３ー１２－４６ 飲食店

魚来亭海勢 ふじみ野市 大井２－２－２ 飲食店

安楽亭　大井町店 ふじみ野市 大井８２０－１１ 飲食店

PROGRESS ふじみ野大井店 ふじみ野市 大井中央４－１０－５ サービス

Peace　of　mind ふじみ野市 苗間５４５－９　 サービス

ハードオフふじみ野店 ふじみ野市 駒林元町１－９－２７ ショッピング

オフハウスふじみ野店 ふじみ野市 駒林元町１－９－２７ ショッピング

ホビーオフふじみ野店 ふじみ野市 駒林元町１－９－２７ ショッピング

さかい珈琲 ふじみ野店 ふじみ野市 鶴ヶ岡２－２８－１ 飲食店

安楽亭　ふじみ野店 ふじみ野市 鶴ヶ岡３－１４ 飲食店

モンスターグリル ふじみ野店 ふじみ野市 鶴ヶ舞３－１－３ 飲食店

とんQふじみ野店 ふじみ野市 鶴ヶ舞３－７－５ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

竹島書店 三郷店 三郷市 三郷３－１７－５ ショッピング

安楽亭　三郷店 三郷市 上彦名１０６－１ 飲食店

スタークコーヒー 三郷市 中央１－１４－２　三郷中央におどりプラザ　
１Ｆ 飲食店

10iRo hair＆spa 三郷市 中央１－１５－１　Ｅｉｇｈｔ－Ｐａｌａｃ
ｅ・Ｎｏ，８　１Ｆ サービス

マイ・ヘアー中央店 三郷市 中央１－３－１　エムズタウン三郷中央 サービス

lacohair 三郷市 中央２－１－４　ブライトハウス　１０１ サービス

かつはな亭三郷中央店 三郷市 中央３－１６－１ 飲食店

どんどん 三郷店 三郷市 南蓮沼２５０ 飲食店

ワーカーズショップハジメ 三郷店 三郷市 大広戸９０７－５ ショッピング

天下一品三郷店 三郷市 大広戸９０９－３ 飲食店

かつや 三郷 三郷市 大広戸字深田通９０１－１ 飲食店

JAさいかつ 三郷市とれたて野菜直売所 三郷市 幸房１０１ ショッピング

ステーキのどん　三郷店 三郷市 幸房１０６－１ 飲食店

ボンゴバザール 三郷市 彦成３－２０８ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　三郷店 三郷市 彦野２－８２ 飲食店

末広寿司 三郷市 戸ヶ崎２２１９－４ 飲食店

川魚根本 三郷市 戸ヶ崎２９５１－１ 飲食店

田中ストアー 三郷市 新和５－１０４－２ ショッピング

Lieam hair 三郷市 早稲田１－１７－１５　小川ビルＩＩ　１Ｆ サービス

FIORENTE三郷 三郷市 早稲田１－１８－２４　１Ｆ サービス

炭火焼肉味道苑三郷店 三郷市 早稲田２－２－７ 飲食店

安楽亭　三郷早稲田店 三郷市 早稲田４－６－１ 飲食店

assemblage 三郷市 栄５－６７－１ サービス

Hair Design MATE 三郷市 茂田井７５４－１ サービス

不二家新三郷店 三郷市 采女１－２４０－３ 飲食店

車検の速太郎 三郷インター店 三郷市 駒形６５－１ ショッピング

海鮮料理美加和 三郷市 高州１丁目２９２ 飲食店

ゴルフ工房K＆Gジャパン 三郷市 高州１丁目３１９－８　 ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　上尾店 上尾市 上町２－５－３４ 飲食店

文楽 東蔵 上尾市 上町２－５－５　文楽酒造内 飲食店

鮨 茶懐石ほまれ 上尾市 中分１－１－１４ 飲食店

上尾ぐるめ米ランド 上尾市 中分２－１２４ ショッピング

安楽亭　上尾中妻店 上尾市 中妻１－１５－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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いつき整体院 上尾市 中妻１丁目９－１１０１　 サービス

ぶんぐまる上尾店 上尾市 二ツ宮８２２ ショッピング

トーカイ 上尾店 上尾市 井戸木２－１４－８ ショッピング

黄金の牛 上尾店 上尾市 仲町１－７－２７　アークエムビル１Ｆ 飲食店

鮨 わさび 上尾市 仲町１－７－８　第２樋口ビル１Ｆ 飲食店

株式会社アーク 上尾市 仲町１丁目７－２７アークエムビル３Ｆ ショッピング

須田商店 上尾市 南１１３ ショッピング

ライコランド埼玉 上尾市 原市２４７－１ ショッピング

アップガレージライダース埼玉上尾店 上尾市 原市２４７－１ ショッピング

ビバーチエ 上尾市 原市７番耕地１３５３－７ 飲食店

安楽亭　上尾向山店 上尾市 向山１－２７－７ 飲食店

炭火焼肉朴乃店 上尾市 向山２－１８－３ 飲食店

amicus 上尾市 大字小泉６－７５ サービス

矢島園 上尾アリコベール店 上尾市 宮本町１－１　上尾駅東口アリコベールＡ館Ｂ
１ ショッピング

イルモンドピッコロ 上尾市 宮本町１０－２４　Ｂ 飲食店

HAIRCARESALONCOUSCOU 上尾市 宮本町３－１ サービス

赤から 上尾駅東口店 上尾市 宮本町３－１６　グロアール上尾　２Ｆ 飲食店

PONY grace 上尾市 宮本町３－２　Ａ－ｇｅｏタウン　１０８ サービス

ZELE 上尾 上尾市 宮本町３－２　シティタワー　２０１ サービス

Aguhairla fate上尾 上尾市 宮本町４－１６　万羽ビル　２Ｆ サービス

酒と魚基 上尾市 宮本町９－１ 飲食店

chezMACIOAGEO 上尾市 小敷谷２９１－５ 飲食店

オフハウス上尾西店 上尾市 小敷谷７２７－２ ショッピング

もんじゃ・お好み焼 わいず 上尾店 上尾市 小泉１－１０－４ 飲食店

焼肉屋くいどん上尾店 上尾市 小泉１－５－６ 飲食店

梅林堂 上尾小泉店 上尾市 小泉２－９－２ 飲食店

寿司長 上尾市 川１５５－８ 飲食店

K'S HAIR 上尾市 川１７０－１ サービス

ばんどう太郎上尾店 上尾市 平塚８０９－３－４ 飲食店

fine 上尾市 愛宕１丁目１６－１５ＳＴＡＧＥ上尾南２Ｆ エンターテイメン
ト

カーポートマルゼン 埼玉本店 上尾市 日の出１－１３－１１ ショッピング

LOWHA－ageo－ 上尾市 春日１－１－５　クレベ－ルハイツ　１０８ サービス

すし銚子丸上尾店 上尾市 春日１－１７－５ 飲食店

七輪房　上尾春日店 上尾市 春日２－１０－２７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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橋本屋 上尾店 上尾市 春日２－１２－１７ ショッピング

かつ敏上尾店 上尾市 春日２－３－７ 飲食店

かつや埼玉上尾店 上尾市 本町１－５－２２ 飲食店

梅林堂 上尾本町店 上尾市 本町４－１－２５ 飲食店

パティスリージュイール 上尾市 本町５－１３－２７ 飲食店

OFF HOUSE 上尾本町店 上尾市 本町５－４－１３ ショッピング

MSTAGE 上尾市 柏座１－１０－３－２０　ペアコート斉藤１０
１ 飲食店

トラットリアラ・ヴィータ 上尾市 柏座１丁目１２－２　柏座ビル２Ｆ 飲食店

旬魚旬菜多多 上尾市 柏座１丁目１２－３　 飲食店

旬魚　旬菜　ただ 上尾市 柏座１丁目１２－３　 飲食店

パティスリーアルブリエ 上尾市 柏座２－２－２３　成和ビル１Ｆ 飲食店

LIFE 上尾市 柏座２－３－２９　円山ビル　３Ｆ サービス

ガロ 上尾市 柏座２－４－２８　エリア赤熊　１０１ サービス

塩ホルモン三島まるたか上尾店 上尾市 柏座２丁目１０－３　シオンハイム１０１ 飲食店

焼肉きんぐ 上尾店 上尾市 浅間台２－１－１ 飲食店

HARD OFF 北上尾店 上尾市 浅間台２－１０－１８ ショッピング

がってん寿司上尾店 上尾市 緑丘２－２－２ 飲食店

ステーキのどん　上尾店 上尾市 緑丘２－２－３ 飲食店

リカー館スダ 上尾市 緑丘３－３－１１ ショッピング

マナベインテリアハーツ北上尾店 上尾市 緑丘３－３－１１－１　ＰＡＰＡＳＣプリンス
　２Ｆ ショッピング

高砂屋 PAPA上尾店 上尾市 緑丘３－３－１１－２ ショッピング

高倉町珈琲上尾店 上尾市 緑丘３－４７－６ 飲食店

アイパーツ上尾店 上尾市 緑丘３－６－２１ ショッピング

安楽亭　上尾緑丘店 上尾市 緑丘３－７－２０ 飲食店

どんどん 上尾店 上尾市 緑丘４－８－１ 飲食店

クロスサイト 上尾市 谷津２－１－１ ショッピング

Crazy Dance 上尾市 谷津２－１－１　ショーサンプラザ　２Ｆ ショッピング

ウェーブブロッサム上尾店 上尾市 谷津２－１－５０－２５ サービス

一番鶏上尾駅前店 上尾市 谷津２－１－５０－３５　上尾駅前会館　Ｂ１
Ｆ 飲食店

カバーヘアブリス上尾店 上尾市 谷津２－１－５０－４４　深谷ビル２Ｆ サービス

J-1 久喜市 上内１４４２－２ サービス

ばんどう太郎久喜店 久喜市 上早見４１３－２ 飲食店

くまざわ書店 久喜店 久喜市 久喜中央１－１－２０　ＣｏｏｋｉｅＰｌａｚ
ａ　３Ｆ ショッピング

イタリアンダイニングGrato 久喜市 久喜中央１－４－４３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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×10 久喜市 久喜中央１－５－２９　久喜中央ビル１Ｆ サービス

Qui 久喜市 久喜中央３－１－６２　高橋ビル　２Ｆ 飲食店

トラットリア プレッツァ 久喜市 久喜中央３－９－６０ 飲食店

乃が美 はなれ 久喜店 久喜市 久喜中央４－９－８３ 飲食店

Sweet Lash久喜店 久喜市 久喜中央４－９－８３　テラレス　３Ｆ サービス

焼肉　炭火亭　久喜店 久喜市 久喜本２７－１ 飲食店

たかさご 久喜市 北青柳１３３７－１ ショッピング

炭火焼肉ポレポレ 久喜市 南１－１１－４１ 飲食店

安楽亭　久喜店 久喜市 南４－１－３ 飲食店

ドゥーブルシェフ久喜店 久喜市 吉羽２－６－９ 飲食店

HARD OFF 久喜店 久喜市 大字久喜本７６７－３ ショッピング

JA南彩 久喜直売所 久喜市 本町３－１６－４０ ショッピング

がってん寿司久喜店 久喜市 本町４－７－１ 飲食店

とんでん 久喜店 久喜市 本町７－９－３４ 飲食店

焼肉南大門 久喜市 本町８－６－５２ 飲食店

紅葉 久喜市 東大輪１３９－１９ 飲食店

ベイシア電器 栗橋店 久喜市 栗橋東６－１５－１ ショッピング

オートフィールド 久喜市 樋ノ口１－６ ショッピング

ばんどう太郎菖蒲店 久喜市 菖蒲町三箇７０４ 飲食店

菖蒲グリーンセンター 久喜市 菖蒲町小林２２７ ショッピング

梅林堂 菖蒲店 久喜市 菖蒲町菖蒲３７７ 飲食店

ハッシュパピーモラージュ菖蒲店 久喜市 菖蒲町菖蒲６００５－１　２Ｆ ショッピング

パロキア 久喜市 菖蒲町菖蒲８５－１　菖蒲文化会館１Ｆ 飲食店

ヘア・サロン ワタナベ 久喜市 葛梅６０６－２４ サービス

cocoroCafe 久喜市 西１８５－１ サービス

すぎのや本陣鷲宮店 久喜市 西大輪１７８１－２ 飲食店

手打そば砂場 久喜市 西大輪３－１１－１４ 飲食店

アップガレージ埼玉久喜店 久喜市 西大輪４－１－１４ ショッピング

梅林堂 久喜店 久喜市 野久喜４５９－１ 飲食店

N＆A久喜店 久喜市 青葉４－１－８ サービス

安楽亭　栗橋店 久喜市 高柳１３６９ 飲食店

光寿司 久喜市 鷲宮２５１８－５ 飲食店

とりせん 上里店 児玉郡上里町 七本木２０３３－１ ショッピング

クーロンヌナチューレ 児玉郡上里町 七本木２２７２－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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くまざわ書店 上里店 児玉郡上里町 七本木２２７２－１　他ウニクス上里 ショッピング

上里カンターレ 児玉郡上里町 勅使河原１０００－２ 飲食店

上里いちご＆トマト園 児玉郡上里町 勅使河原１０００－２ 飲食店

アグリパーク上里 児玉郡上里町 勅使河原１０００－７ ショッピング

＠ヘアー 児玉郡上里町 金久保３５９－１ サービス

ビッグウッド上里店 児玉郡上里町 金久保蓮山３５９－１　２Ｆ ショッピング

神川 かみかわ館直売所 児玉郡神川町 八日市１０－１ ショッピング

美里 万葉の里直売所 児玉郡美里町 猪俣２３２１－１ ショッピング

安楽亭　入間藤沢店 入間市 上藤沢３８９－１ 飲食店

山田うどん食堂 武蔵藤沢店 入間市 下藤沢１０２６－７ 飲食店

俺の焼肉 タイジ 入間市 下藤沢１３１２－６－１　グリーンヒルショッ
ピングプラザ　Ａ－１ 飲食店

や台ずし 武蔵藤沢駅前町 入間市 下藤沢１３３３－１　プラザ・デル・ソル　１
Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン たけ田 入間市 下藤沢４４９－１　１Ｆ 飲食店

ベ－カリ－コ－ジ－ 入間市 下藤沢７７８ ショッピング

雪乃屋 こぐれ酒店 入間店 入間市 下藤沢９７０－１ ショッピング

髪ing入間店 入間市 久保稲荷１－２７－２０ サービス

とりあえず吾平 埼玉入間久保稲荷店 入間市 久保稲荷１－２９－２ 飲食店

トラックアート歌麿 埼玉店 入間市 二本木１１８９－１ ショッピング

安楽亭　入間二本木店 入間市 二本木１１９１－１ 飲食店

マライカバザール 入間店 入間市 宮寺２７２３－１３ ショッピング

やまき 入間市 小谷田１２５８－１７ 飲食店

焼肉きんぐ入間インター店 入間市 小谷田６０９ 飲食店

どん亭　入間店 入間市 小谷田９６２－４ 飲食店

ステーキのどん　入間店 入間市 小谷田９６３－１ 飲食店

ヘアー＆メイクミューズ扇台店 入間市 扇台５丁目６‐２０ サービス

味の萬福 入間市 扇台６丁目２－２７　 飲食店

ピザ屋のチ－ズカフェ 入間市 扇町屋４－２－２７ 飲食店

アップガレージ 埼玉入間店 入間市 扇町屋５－６－７　アップガレージ埼玉入間店 ショッピング

プロストック 入間店 入間市 扇町屋５－７－１７ ショッピング

ナポリのかまど入間店 入間市 春日町１－５－７ 飲食店

iL－CHIANTI　BASE 入間市 東町１－７－１３ 飲食店

和幸　入間東町店 入間市 東町４－８６－１ 飲食店

お新古市場 入間市 東藤沢１－３－２０ ショッピング

PROGRESS 武蔵藤沢店 入間市 東藤沢２－１０－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室ミューズ東藤沢店 入間市 東藤沢２－１１－９ サービス

ぐるぐる大帝国入間店 入間市 東藤沢２－１８－２０ ショッピング

トーカイグリーンガーデン武蔵藤沢店 入間市 東藤沢３－４－２　グリーンガーデン武蔵藤沢
Ｃ　１Ｆ ショッピング

Re Total Beauty Salon 入間市 東藤沢３－４－２　グリーンガーデン武蔵藤沢
Ｃ　２Ｆ サービス

生活美術の店　くらや 入間市 東藤沢３丁目６－４０　 ショッピング

D－light 入間市 狭山台１４９－７ サービス

酒商増田屋 豊岡店 入間市 豊岡１－１５－１３ ショッピング

美容室ミューズ入間店 入間市 豊岡１－２－５ サービス

ホルモン焼道場アジト 入間市 豊岡１－３－２９ 飲食店

Rian入間店 入間市 豊岡１－５－３６　コマツヤステップス　３Ｆ サービス

かにや入間中央店 入間市 豊岡５－１－１６ 飲食店

ウェロニカ・ペルシカ 入間市 野田６５３ 飲食店

肉匠坂井 入間店 入間市 野田下郷６３６－１ 飲食店

GardenPizzeria伊左衛門 入間郡三芳町 上富１００１－３ 飲食店

鳥麻 パサール三芳店 入間郡三芳町 上富２２０４　三芳ＰＡ上り線 飲食店

くらづくり本舗パサール三芳店 入間郡三芳町 上富２２０４　三芳ＰＡ内 飲食店

食の駅 パサール 三芳店 入間郡三芳町 上富２２０４　関越自動車道パーキング上り線
内 ショッピング

ポンパドウル Pasar 三芳 入間郡三芳町 上富２２４０ 飲食店

S-CRAFT 入間郡三芳町 北永井５２０－２ ショッピング

もんじゃ・お好み焼 わいず 三芳店 入間郡三芳町 北永井中ノ久保８６９－９ 飲食店

イタリアワイン阿部 入間郡三芳町 竹間沢東１０－１　阿部製作所内 ショッピング

十万石三芳店 入間郡三芳町 藤久保１２２－９ 飲食店

美容室ミューズ鶴瀬駅西口店 入間郡三芳町 藤久保５２７８ サービス

ぎんざスエヒロ鶴瀬店 入間郡三芳町 藤久保５８３－１－２ 飲食店

ホビーオフ三芳町店 入間郡三芳町 藤久保６５１ ショッピング

ハードオフ三芳町店 入間郡三芳町 藤久保６５１ ショッピング

オフハウス三芳町店 入間郡三芳町 藤久保６５１ ショッピング

高倉町珈琲 三芳藤久保店 入間郡三芳町 藤久保７８２－５ 飲食店

とんでん 三芳店 入間郡三芳町 藤久保８００－５ 飲食店

HANAHIDE毛呂山店 入間郡毛呂山町 岩井西２－７－２ ショッピング

かにや毛呂山店 入間郡毛呂山町 岩井西５－６ 飲食店

麻原酒造（株）越生ブリュワリー 入間郡越生町 上野２９０６－１ ショッピング

東京マッハセブン 八潮市 中央２－６－１８ ショッピング

すし屋赤兵衛 八潮店 八潮市 中央３－１０－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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コンパルワコー 八潮店 八潮市 中央３－３－１１ ショッピング

牛屋八潮店 八潮市 中央４－５－２ 飲食店

る・菓壇 八潮市 中央４－５－５ ショッピング

草加葵本店 八潮市 南後谷６６２－３ 飲食店

葵の倉本店 八潮市 南後谷６６８ 飲食店

フェリーチェ 八潮市 大曽根３００ 飲食店

ハニーズ 八潮店 八潮市 大瀬１－１－３　フレスポ八潮　１Ｆ ショッピング

ZELE八潮 八潮市 大瀬１－１－３　フレスポ八潮　２Ｆ サービス

オリンピア フレスポ八潮店 八潮市 大瀬１－１－３　フレスポ八潮　２Ｆ ショッピング

おもちゃのハッピ－スマイル 八潮市 大瀬１－１－３　フレスポ八潮　２Ｆ ショッピング

HARE／PAN 八潮店 八潮市 大瀬１－１１－１　ＰｒｉｍｅＳｇｕａｒｅ　
１Ｆ ショッピング

ワークステーション 八潮市 大瀬４－３２－６ ショッピング

炭火焼肉 丑年 八潮市 大瀬５－２－１　ピーソクアトロ　１０４ 飲食店

隠れ菴 忍家 八潮駅前店 八潮市 大瀬７５３－１　福岡ビル　２Ｆ 飲食店

トーカイ フレスポ八潮店 八潮市 大瀬８２２－１　フレスポ八潮　２Ｆ ショッピング

八潮PA 売店 八潮市 大瀬８４９－１　首都高速道路八潮休憩所 飲食店

安楽亭　八潮店 八潮市 緑町４－２３－２５ 飲食店

LILY 八潮市 茜町１－８－９ サービス

JAさいかつ 八潮市ふれあい農産物直売所 八潮市 鶴ヶ曽根１４２８－１ ショッピング

梅林堂 加須店 加須市 三俣１－４－２８ 飲食店

シャディダイコクヤ加須店 加須市 三俣２－１５－７ ショッピング

焼肉けむり 加須市 三俣２－３０－１ 飲食店

かつや埼玉加須店 加須市 上三俣６０５－１ 飲食店

いきなりステーキ 埼玉加須店 加須市 上三俣６１３ 飲食店

うなぎ荒川 加須市 下崎３６７－２ ショッピング

BOOKOFFPLUS 加須店 加須市 下高柳１－２９　Ｖｉｖａｍａｌｌ１番街Ｄ－
１７区画 ショッピング

SELFCONFIDENCE 加須市 中央１－９－２９ サービス

CREA 加須市 久下１－１０－８ サービス

久下屋脩兵衛 加須市 久下１６７４－１ 飲食店

ばんどう太郎加須店 加須市 北大桑７８３－１ 飲食店

ステーキのどん　加須店 加須市 北小浜１３５ 飲食店

がってん寿司加須店 加須市 北小浜１５５－４ 飲食店

炭火焼肉 かりん 加須市 南町５－４７ 飲食店

レストラン　まきしむ 加須市 南篠崎１３８－３　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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有限会社鈴木養魚場 加須市 向古河２３７１－１ ショッピング

スカイホビー 加須市 川口１－２－６ ショッピング

季恵 加須市 川口３－１－１ 飲食店

長浜自動車 加須市 平永３２４－１ サービス

とりせん 加須浜町店 加須市 浜町１－１７ ショッピング

加須農産物直売所 加須市 浜町４－３７ ショッピング

ハードオフ・オフハウス加須東店 加須市 琴寄８４－１ ショッピング

安楽亭　加須店 加須市 睦町１－１２－６ 飲食店

HARD OFF 加須店 加須市 諏訪１－２－９ ショッピング

とんでん 加須店 加須市 諏訪２－７－１ 飲食店

騎西農産物直売所 加須市 騎西４２５ ショッピング

美容室Resta 北本市 下石戸下５１６－４４　アキノハイツ　１０２ サービス

焼肉 ソウル 北本市 中丸１０－３９８ 飲食店

安楽亭　北本中丸店 北本市 中丸８－１６１ 飲食店

東洋ル－ス 北本市 中丸９－２１１ ショッピング

グリコピア・イースト グリコショップ 北本市 中丸９－５５ 飲食店

ムーヴ 北本市 中央１－６１　アーバンＳＴ　１Ｆ サービス

美容室 アトリエ パリー 北本市 中央４－７５ サービス

もんじゃ・お好み焼 わいず 北本店 北本市 二ツ家３－１０４－２ 飲食店

焼肉きんぐ 二ッ家店 北本市 二ツ家３－１６２－１ 飲食店

ハードオフ・オフハウス北本店 北本市 二ツ家４－８８－４ ショッピング

とりせん 北本店 北本市 北中丸１－７５－１ ショッピング

とんでん 北本店 北本市 北本４－２２９ 飲食店

かつや 北本 北本市 本宿５１１３ 飲食店

ケーキハウス ナナ 北本市 本町５－１５８－３ 飲食店

ステーキのどん　北本店 北本市 東間２－３６ 飲食店

がってん寿司北本店 北本市 東間３－１５８ 飲食店

梅林堂 北本東間店 北本市 東間４－３９　松木ハイツ　１Ｆ 飲食店

安楽亭　北本店 北本市 東間４－５７－１　ＭＩＳＡＴＯＶＩＬＬＥＧ
Ｅ 飲食店

レストランダンデライオン 北本市 東間８－３０４－６　２Ｆ 飲食店

JAさいたま 桜国屋 北本市 深井７－２６５－４ ショッピング

蕎麦　阿き津 北本市 高尾６丁目２４８　 飲食店

大吉 北葛飾郡杉戸町 下高野１５５８－４ 飲食店

かつや埼玉杉戸店 北葛飾郡杉戸町 下高野２８０７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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からやま埼玉杉戸店 北葛飾郡杉戸町 下高野２８０８ 飲食店

がってん寿司杉戸店 北葛飾郡杉戸町 下高野２８２６ー３ 飲食店

焼肉きんぐ 杉戸店 北葛飾郡杉戸町 内田２－１５－２７ 飲食店

ハードオフ・オフハウス杉戸店 北葛飾郡杉戸町 杉戸２ー１０ー３ ショッピング

焼肉88雅楽 北葛飾郡杉戸町 杉戸２３６６－５ 飲食店

ばんどう太郎杉戸店 北葛飾郡杉戸町 杉戸２３８４ 飲食店

コーマツ洋品店 北葛飾郡杉戸町 杉戸３丁目２－２ ショッピング

BOOKOFF杉戸店 北葛飾郡杉戸町 清地３ー１０ー８ ショッピング

ブティックベニ- 高野台店 北葛飾郡杉戸町 高野台西１丁目４－２ アネックスベニ－１Ｆ ショッピング

三笠鮨 北葛飾郡松伏町 松伏４６９９－１ 飲食店

安楽亭　松伏店 北葛飾郡松伏町 田中１－１６－１ 飲食店

川昌 北葛飾郡松伏町 金杉１５１１ 飲食店

JAさいたま 四季彩館直売所 北足立郡伊奈町 小室２１９２－１ ショッピング

からやま伊奈 北足立郡伊奈町 小室２２６８－１４７ 飲食店

カフェドクリエ 埼玉県立がんセンター 北足立郡伊奈町 小室７８０　埼玉県立がんセンター　１Ｆ 飲食店

安楽亭　伊奈店 北足立郡伊奈町 小室９４４４－１ 飲食店

かつや 伊奈 北足立郡伊奈町 栄３－１４０ 飲食店

東武動物公園〔中央レストラン〕 南埼玉郡宮代町 須賀１１０ 飲食店

パティスリーハヤノ きよみ野店 吉川市 きよみ野３－９－５ 飲食店

沖寿司吉川店 吉川市 中野５３－１ 飲食店

ハードオフ吉川店 吉川市 中野５５－７ ショッピング

焼肉本舗土門 吉川市 保１－１４－１　ビューコーポ杉橋　１Ｆ 飲食店

animo吉川 吉川市 保１－１４－１－１０２ サービス

安楽亭　吉川店 吉川市 保１－３０－７ 飲食店

フレンチレストランシャルメ 吉川市 保１－４－１３ 飲食店

蔵屋吉川店 吉川市 保３７－２ ショッピング

Throw 吉川市 保４８７－７　第三瀬賀ビル　１Ｆ サービス

JAさいかつ フレッシュファーム産直部 吉川市 保６０９－１ ショッピング

Food Cafe Legam 吉川市 木売２－６－５　吉川センタ－酒井ビル　１Ｆ 飲食店

吉川 カルビ 吉川市 木売３－１－１　戸張マンション　１０２ 飲食店

焼肉家ごんたか 吉川市 木売新田５－１ 飲食店

WAKOHAIRDESIGN 吉川市 美南５－１－１　パレスＱ　１０２号 サービス

しゃぶ亭 トンボ 吉川市 高久１－１０－２４ 飲食店

365アニバ－サリ－ 和光市 下新倉２－４９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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柳寿司 和光市 下新倉４－２６－１６ 飲食店

京都版画院 和光市 下新倉５丁目１０－７０－２０３ ショッピング

自遊空間和光店サインレス 和光市 丸山台１－１０－４　Ｆ’ｓＢＯＸビル　３Ｆ 飲食店

寿し和　和香苑 和光市 丸山台１－１０－４　ＦｓＢＯＸ　２Ｆ 飲食店

美容室ファーレンピュア 和光市 丸山台１－１１－２　Ｆ’ｓＳＱＵＡＲＥ　２Ｆ サービス

乃が美 はなれ 和光販売店 和光市 丸山台１－１１－３　アビデ　Ｂ・Ｂ１ 飲食店

バルーチョ 和光市 丸山台１－２－１　ドルチェ・ヴィータ１Ｆ 飲食店

くまざわ書店 和光店 和光市 丸山台１－９－３　イトーヨーカドー和光店　
３Ｆ ショッピング

御食事処濱松屋 和光市 新倉１－１－３４　濱松屋 飲食店

iphone修理工房和光駅前店 和光市 新倉１－１－３６ ショッピング

GreenRoomflowers 和光市 新倉１－１２－１ ショッピング

（有）小池フード坂下ショッピング 和光市 新倉２－２９－８ ショッピング

串焼場 ブギウギ 和光市 本町１－７　ホワイトグレイス１Ｆ 飲食店

A－One和光店 和光市 本町１２－１７　クレールリズリ１Ｆ 飲食店

ホルモン焼肉 心福 和光市 本町１２－３３　島田ビル　２Ｆ 飲食店

ピュアポイント 和光市 本町１４－４１ サービス

HairMakeNailLUCENTE 和光市 本町２－６　レインボープラザ１０２ サービス

スエヒロ館　和光本町店 和光市 本町２４－１０ 飲食店

焼肉ソウル苑 和光市 本町２４－５４ 飲食店

エル・パティオ 和光市 本町９－４１　エクセレント和光　１Ｆ サービス

かつや 和光白子 和光市 白子１－６－１０ 飲食店

安楽亭　和光白子店 和光市 白子１－７－１３ 飲食店

ユネスコ和光店 和光市 白子２－９－２６ ショッピング

かつをぶし池田屋 和光市 白子３丁目１８－１７　 ショッピング

とんでん 和光店 和光市 西大和団地６－６ 飲食店

北の厨房 埼玉病院店 和光市 諏訪２－１　埼玉病院内１Ｆレストラン 飲食店

綿半ホームエイド 坂戸店 坂戸市 にっさい花みず木４－１６ ショッピング

お菓子の家PAOPAO 坂戸市 にっさい花みず木４－６－２ 飲食店

BAUM 坂戸市 中富町１－１９ サービス

セイユウ坂戸店 坂戸市 中富町７２－３ ショッピング

ほりこし商店 坂戸市 中小坂８６６－１３　 ショッピング

ほりこし商店 坂戸市 中小坂８６６－１３ ショッピング

TANAKA B＆h 坂戸市 仲町１０－７ サービス

がってん寿司坂戸店 坂戸市 元町１０－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ちゅら坂戸2号店 坂戸市 元町１０－１４ ショッピング

ステーキのどん　坂戸店 坂戸市 元町１０－１９ 飲食店

Don　Italiano　坂戸店 坂戸市 元町１０－２０ 飲食店

はんこ広場坂戸店 坂戸市 元町１１－６ ショッピング

キッチン居酒屋 安ヤスラギ 坂戸市 千代田１丁目１－２９　第５武井ビル１０１号 飲食店

有機の里 若葉店 坂戸市 千代田３－１８－１８　ビラ１番館 ショッピング

魚介料理海 新 坂戸市 千代田３－２２－１３ 飲食店

ハードオフ・オフハウス坂戸店 坂戸市 千代田３－４－１ ショッピング

Roots 坂戸市 千代田３丁目５－６　 サービス

梅林堂 坂戸若葉店 坂戸市 千代田４－１－１ 飲食店

居酒屋うかい 坂戸市 南町２－３　開運ビル１Ｆ 飲食店

とんでん 坂戸店 坂戸市 南町２４－１ 飲食店

ヘアーメイク．オーガニック 坂戸市 日の出町１４－３　山咲ビル サービス

クリーニングハウスPOPO 坂戸市 日の出町１４－８　ＳＨＩＢＡＺＡＫＩＢｕｉ
ｌｄ　１Ｅ号室 ショッピング

かにや坂戸店 坂戸市 泉町２－８－７ 飲食店

ぶんぐまる 坂戸店 坂戸市 泉町３－６－１ ショッピング

アストロプロダクツ 坂戸店 坂戸市 清水町４４－２ ショッピング

北の炉端や くろえもん 坂戸市 薬師町１－１－１０５ 飲食店

焼肉やっちゃん 坂戸市 薬師町１７－２１ 飲食店

日本料理旬坊 坂戸市 薬師町２３－４　プラザエルム１Ｆ 飲食店

全日食チェーン西坂戸店 坂戸市 西坂戸３－７－１ ショッピング

焼き鳥とワインくろえもん若葉 坂戸市 関間４－１５－１０　宇津木ビル　２Ｆ 飲食店

JAふかや 男衾農産物直売所 大里郡寄居町 富田１１４－１ ショッピング

手づくりハム工房 バルツバイン 大里郡寄居町 富田８５－３ ショッピング

焼肉寄居亭 大里郡寄居町 桜沢９４５－１ 飲食店

BEAREA ＋ing 大里郡寄居町 桜沢９５６　新成ビル　２Ｆ サービス

JAふかや 用土農産物直売センター 大里郡寄居町 用土８３１－１ ショッピング

デスティーノ 富士見市 ふじみ野東１－１－３　アステールふじみ野
イーステーション２Ａ 飲食店

美容室ミューズふじみ野店 富士見市 ふじみ野東２－９－１１ サービス

フィガロ ふじみ野店 富士見市 ふじみ野西１－１　アイムプラザ内 ショッピング

フルールメサージュふじみ野店 富士見市 ふじみ野西１－１－１ ショッピング

中国料理　宝山 富士見市 ふじみ野西１－１０－１ 飲食店

焼肉美光 富士見市 ふじみ野西１－１２－４ 飲食店

Aguhairtalisふじみ野 富士見市 ふじみ野西１－１８－１　第六マツモトビル　
３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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booster 富士見市 ふじみ野西１－２１－１　リアンコートふじみ
野　１０３ 飲食店

Ra．seek ふじみ野 富士見市 ふじみ野西１－２５－６　パルテムふじみ野　
１０１ サービス

CanIDressyふじみ野店 富士見市 ふじみ野西１－２５－６　パルテムふじみ野　
２０１ サービス

LA FIORITA 富士見市 ふじみ野西１丁目２４－８さくらビル１Ｆ 飲食店

アイビー 富士見市 ふじみ野西３－１２－４ ショッピング

GinzaHappiness富士見店 富士見市 山室１－１３１３ ショッピング

炭火焼鳥 おっ鳥家 富士見市 東みずほ台１－１－９ 飲食店

ビーエルブロッサムみずほ台店 富士見市 東みずほ台１－４－１　サニークレストみずほ
台　２０２ サービス

HAIRS．BLITZ 富士見市 東みずほ台１－４－１２　富士見ビラノーバ１
０２ サービス

芳林堂書店みずほ台店 富士見市 東みずほ台２－２９－４　東武ストアみずほ台
東店　１Ｆ ショッピング

ヘアメイクサンクエスト みずほ台店 富士見市 東みずほ台２－６－１４ サービス

がってん寿司富士見店 富士見市 羽沢２－１－４７ 飲食店

ANTHEM 富士見市 西みずほ台１－１－３　サンライトマンション
もみの木１１０ 飲食店

リンクス 富士見市 西みずほ台１－２０－４－１０３ サービス

美容室クレッシェンド本店 富士見市 西みずほ台１－２０－８　ＡＧプラザ　３Ｆ サービス

なつ芽フローリストみずほ台店 富士見市 西みずほ台１－２２－１６ ショッピング

鮨おり田 富士見市 西みずほ台２－１２－１　エクレシア　１０２ 飲食店

安楽亭　みずほ台店 富士見市 西みずほ台２－６－５ 飲食店

icou hair design 富士見市 諏訪１ー１１－１２ サービス

安楽亭　富士見鶴瀬店 富士見市 鶴馬１－１３－２２ 飲食店

鶴瀬クラフトダイニング 富士見市 鶴馬２６０５－１０　えり美ビル　１Ｆ　Ｂ 飲食店

美容室ミューズ鶴馬店 富士見市 鶴馬３－３２－２２ サービス

hairm・a 富士見市 鶴馬３４６０－４　ラーデン江沢　１Ｆ サービス

スクールベン鶴瀬店 富士見市 鶴馬３４８５－１ ショッピング

Bell 富士見市 鶴馬３４８６－１　スタ－ライトマンション　
１０１ サービス

鮨くどう 川口市 ３－３４－２３ 飲食店

かつはな亭川口店 川口市 上青木２－１－１５ 飲食店

HARD OFF 川口上青木店 川口市 上青木２－４７－１１ ショッピング

グッドライフ　SKIPマート店 川口市 上青木３－１２－６３　彩の国ビジュアルプラ
ザ　１Ｆ 飲食店

オフハウス川口上青木店 川口市 上青木４－１７－１６ ショッピング

十勝甘納豆本舗上青木店 川口市 上青木西４－１６－７ 飲食店

自遊空間西川口駅前店サインレス 川口市 並木２－１－１　フェストビル　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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よし寿司 西川口店 川口市 並木２－１８－１５ 飲食店

牛ノ里 川口市 並木２－１９－７ 飲食店

株式会社朝日山千葉悦三商店 川口市 並木２－２８－５ ショッピング

創作居酒屋雅 川口市 並木３－１３－１ 飲食店

ステーキハウスアリババ 川口市 並木３－１３－４　大東ビル１Ｆ 飲食店

サラスーパーステージ 西川口店 川口市 並木３－３－１４ サービス

炭蔵 川口市 並木３－３－７ 飲食店

安楽亭　幸並店 川口市 並木元町１－５５ 飲食店

ゆず庵川口店 川口市 並木元町１－６３ 飲食店

Sanctuary 川口市 中青木２－６－２７－１０２　メゾンｋｏｂａ
ｙａｓｈｉ サービス

ピザハット川口店 川口市 中青木３－９－１　青木町ハイツ　１－１０４ ショッピング

Dio HAIR 川口市 元郷５－３－１４ サービス

たかはし 川口市 元郷５丁目１６－８　 飲食店

スエヒロ館　川口店 川口市 元郷６－１５－７ 飲食店

すし屋赤兵衛 鳩ヶ谷店イートイン 川口市 八幡木１－２２－３ 飲食店

スエヒロ館　川口前川店 川口市 前川１－２６－７ 飲食店

かつや 川口南鳩ヶ谷 川口市 南鳩ヶ谷４－１－２１ 飲食店

生鮮スーパーグリーンズ 川口市 南鳩ヶ谷４－１－２２ ショッピング

Frip 川口市 南鳩ヶ谷４－１５－１８　ワ－クショップ南
鳩ヶ谷　Ｂ サービス

しゃぶしゃぶどん亭　鳩ケ谷店 川口市 南鳩ヶ谷４－２６－１ 飲食店

安楽亭　中居店 川口市 南鳩ヶ谷５－１－１ 飲食店

サクライ電器DLSサクライ 川口市 南鳩ヶ谷６丁目９－１１ ショッピング

焼肉きんぐ 川口芝店 川口市 大字芝５０６２番地の１ 飲食店

イタリア式食堂　キャンティ・トレ 川口市 大字芝５３７６ 飲食店

JAさいたま 安行農産物直売所 川口市 安行領家１１００ ショッピング

イタリア食堂 煮たり焼イタリ屋 川口市 安行領根岸３１５２　川口グリーンゴルフ内 飲食店

安楽亭　根岸店 川口市 安行領根岸３３１９－１ 飲食店

小宮商店 小谷場店 川口市 小谷場５１２－３ ショッピング

ハードオフ・オフハウス草加西店 川口市 峯５８２－２７ ショッピング

ファーマーズテーブル 川口市 川口１－２－８　リビオタワー川口ミドリノ　
１０１ 飲食店

ステーキ やるじゃん 川口市 川口１－５－２ 飲食店

美容室 コモド 川口市 幸町１－１－２５　フクロクハイマンション３
　１Ｆ サービス

食房四季 川口市 幸町１丁目７－１　川口パークタワー１０３ 飲食店

カワグチブルワリー 川口市 幸町２－２－１６－１０３　フジマルシェビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BRASSERIE－IIDA 川口市 幸町２丁目７－２４　第一産商ビル１Ｆ 飲食店

Smilehair川口店 川口市 幸町３－７－２０ サービス

GLOUTON 川口市 幸町３－８－５　Ｍ＋ＫＢ．Ｌ．Ｄ　１０１ 飲食店

ビストロ・バル　だんだん 川口市 幸町３丁目８－３　マユセンビルＢ１ 飲食店

バスストップ 川口市 弥平２－９－１５ ショッピング

デイジイ 本店 川口市 弥平２－９－１７ 飲食店

おかき処虎笛 川口市 戸３－３２ 飲食店

炭火焼肉高句麗 川口市 戸４－６－１ 飲食店

香港料理 易豊 川口市 戸５－１９－３４ 飲食店

魚吉・鳥吉 東川口店 川口市 戸塚２－２２－３３　エポワール１Ｆ 飲食店

寿司割烹 秀 川口市 戸塚２－２５－１６ 飲食店

フラワーショップファンタジー戸塚店 川口市 戸塚２－２６－５ ショッピング

ZELE 東川口店 川口市 戸塚２丁目２６－１３ サービス

そばと和食のお店　神楽　本店 川口市 戸塚３－３１－３１ 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 東川口店 川口市 戸塚３－３５－１０ 飲食店

安楽亭　東川口店 川口市 戸塚３－３７－５ 飲食店

Hair Design Lily 川口市 戸塚３－３７－８ サービス

リストランテ　谷澤　東川口 川口市 戸塚３‐３１‐３１ 飲食店

LUZ DA LUA 川口市 戸塚３丁目４－１４　　ラルスマロン　　１Ｆ サービス

すずもと 川口市 戸塚南２－７－１ 飲食店

インテリア北欧 川口市 戸塚境町１－１２ ショッピング

フレスコ 川口市 戸塚東１－１１－６ ショッピング

ARROWS 東川口店 川口市 戸塚東１－２－２５　ＹＳパストラル　２Ｆ サービス

インド料理ダタール東川口店 川口市 戸塚東２丁目２－１８ 飲食店

ヘアースタジオリーブス東川口店 川口市 戸塚東３－１－２３ サービス

うなぎ割烹柳 川口市 戸塚鋏町１５－２８　うなぎ割烹柳 飲食店

安楽亭　赤山店 川口市 新井宿６０７ 飲食店

タイヤガーデンセキグチ 川口市 新井町１－１８ ショッピング

中国料理　九龍居　川口店 川口市 新堀町９－２０ 飲食店

十勝甘納豆本舗末広本店 川口市 朝日１－１０－１ 飲食店

すし銚子丸川口店 川口市 朝日２－２６－１３ 飲食店

麺場田所商店川口店 川口市 朝日２－２８－１３ 飲食店

とんでん 川口朝日町店 川口市 朝日３－１－７ 飲食店

焼肉 興隆 川口市 朝日５－２－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Happy川口店 川口市 末広１－１５－８ ショッピング

焼肉神戸亭 川口末広店 川口市 末広１－６－６ 飲食店

明文堂書店 川口末広店 川口市 末広２－１－１９ ショッピング

エーアイディー川口店 川口市 末広３－１４－１６　末広トップマシーン　１
Ｆ ショッピング

焼肉きんぐ 川口本町店 川口市 本町１丁目１８－１２ 飲食店

シュープラザ 川口市 本町２－７－２５ ショッピング

マックハウス 川口市 本町２－７－２５　ミエルかわぐち ショッピング

三日月百子 川口市 本町２－７－２５　ミエルかわぐち ショッピング

ヘアースタジオリーブスミエル川口店 川口市 本町２－７－２５　ミエルかわぐち２Ｆ サービス

ラ・クッチーナ・デル・チエロ 川口市 本町３－４－３　ソフィア川口ブラン２０１Ｂ 飲食店

くずし割烹はら子 川口市 本町３－６－１１　 飲食店

Harumi Hair Res 川口市 本町４－２－３　４Ｆ サービス

VIC’S crystal 川口市 本町４－２－８ サービス

イエローポップ川口店 川口市 本町４－３－６　本町ハイツ　１Ｆ ショッピング

業務スーパー川口駅前店 川口市 本町４－４－１２ ショッピング

土禾 川口市 本町４－４－１２　イ－ストゲ－トタワ－川口
　２０３ 飲食店

白鳥屋酒店 川口市 本町４－５－２６　キャメリアタワー１Ｆ ショッピング

ガロ 川口店 川口市 本町４－５－３２　フジタ川口マンション　１
Ｆ サービス

焼肉ヒロ 川口店 川口市 本蓮２－１８－１０ 飲食店

レストラン花もえぎ 川口市 本蓮３－６－８ 飲食店

豊来軒 川口市 東内野３３３－１　 飲食店

串処 兼よし 総本店 川口市 東川口２－３－１ 飲食店

BRILLER 川口市 東川口２－３－２７　コンフォートアベニュー
１Ｆ サービス

デイジイ東川口店 川口市 東川口２－５－１ 飲食店

カフェレストラン デイジイ 川口市 東川口２－５－１　デイジイ　２Ｆ 飲食店

割烹樋山 川口市 東川口２－６－７　ニッショウビル 飲食店

株式会社マルフク商事 川口市 東川口３－３－１４ ショッピング

hairmakefeb東川口店 川口市 東川口３－８－５ サービス

ピエールピコKAWAGUCHI 川口市 東本郷１１２４ 飲食店

安楽亭　東本郷店 川口市 東本郷８４６－１ 飲食店

焼肉つかさ苑 川口市 東領家１－１４－１６ 飲食店

安楽亭　伊刈店 川口市 柳根町１－２５ 飲食店

フォルクス　川口中央店 川口市 栄町１－１３－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Hair art chiffon 川口市 栄町２－１１－１１　エクスインマンション　
１Ｆ サービス

東京ガスライフバル 川口 川口市 栄町２－３－１２ ショッピング

がブリチキン。川口店 川口市 栄町３－１０－３ 飲食店

Hair Space Yukio 川口市 栄町３－１０－７ サービス

カロル川口店 川口市 栄町３－１１－１５ サービス

SOLE川口店 川口市 栄町３－１１－１７　クレール川口プラザ　２
Ｆ サービス

リサイクルティファナ川口店 川口市 栄町３－１２－６　１Ｆ ショッピング

Smile hair 銀座通り店 川口市 栄町３－１２－８　柳屋ビル　１Ｆ サービス

Ryu 川口市 栄町３－２－１　ＫＩＫビル　２Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21川口店 川口市 栄町３－２－２０　川口駅前ビル１Ｆ ショッピング

炭火焼肉 きは良 川口市 栄町３－２－２１　２Ｆ 飲食店

博多っ子 川口市 栄町３－２－２１　キャニオンマンション　１
Ｆ 飲食店

vis lien 川口市 栄町３－３－１　グロリア川口　１Ｆ サービス

鰻十和田 川口市 栄町３－３－１０ 飲食店

ROSSOKAWAGUCHI 川口市 栄町３－３－２　アクシーズタワー川口栄町１
　１Ｆ サービス

クレドガーデン川口店 川口市 栄町３－３－３　ＫＡＴＯビル１Ｆ サービス

colorresortAi川口店 川口市 栄町３－３－７　グラディート川口　１Ｆ サービス

フレスカオイスターバーキッチン 川口市 栄町３－３－８　グラスアイビル１Ｆ 飲食店

小藤屋 川口店 川口市 栄町３－４－１５ ショッピング

セレスト川口店 川口市 栄町３－４－１５　石崎ビル　２Ｆ サービス

AUBEhairchemin 川口市 栄町３－４－１７　Ｊ２１ビル　３Ｆ サービス

COVERHAIRbliss川口東口 川口市 栄町３－５－１　そごう川口店専門店街　３Ｆ サービス

ストックヤード 川口市 栄町３－５－１　ミツワビルＢ１Ｆ 飲食店

Darwin Lash 川口市 栄町３－５－１５　アルファ－川口　５Ｆ サービス

炭火焼鳥とさか川口店 川口市 栄町３－５－１９ 飲食店

Sweet Lash 川口店 川口市 栄町３－５－９　アンドウビル　３Ｆ サービス

駅前花壇 川口市 栄町３－７－１ ショッピング

ハニーズ 川口駅前店 川口市 栄町３－７－１　川口キャスティ　４Ｆ ショッピング

OCEANSbyREGINA 川口市 栄町３－８－３ サービス

Bon voyage 川口市 栄町３－８－３　ｋａｗａｇｕｃｈｉｅｘ　３
Ｆ 飲食店

川口鮨 さいとう 川口市 栄町３－９－１８　近代ＢＬＤ１７－３Ｂ 飲食店

有限会社竹江 川口市 桜町１－５－３ 飲食店

砂場 川口市 榛松２４６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや 川口石神 川口市 石神６７４ 飲食店

東海繊維芝店 川口市 芝１－１５－５ ショッピング

焼肉大門 川口市 芝２７３０ 飲食店

フォルクス　川口店 川口市 芝３－２３－２２ 飲食店

とんでん 川口芝店 川口市 芝３－２４－２０ 飲食店

すし研究所 川口市 芝４丁目２８－１６　 飲食店

ヨコハンオートサービス株式会社 川口市 芝５０４５ ショッピング

あんしゃんて 川口市 芝５０６４ ショッピング

株式会社 力屋 川口店 川口市 芝７２０１ ショッピング

アクセル 川口市 芝下１－１－２２ ショッピング

オフィスベンダー 川口店 川口市 芝下１－１－９ ショッピング

イソベモータース 川口市 芝下１丁目３－２１ サービス

マルハユニフォーム 川口市 芝中田２－２４－１０　サンロード蕨 ショッピング

安楽亭　芝中田店 川口市 芝中田２－３１－１０ 飲食店

JEGOgU 川口市 芝園町２－１－１１２ サービス

十勝甘納豆本舗芝店 川口市 芝宮根３９７２－１ 飲食店

業務スーパー川口芝店 川口市 芝宮根町２０－６ ショッピング

Smilehair蕨2号店 川口市 芝新町３－１３ サービス

ヘアークリアー蕨ドリーム店 川口市 芝新町３－１６ サービス

らぁ麺きらく 川口市 芝新町８－３０　新町ビル１階 飲食店

スーパーそうます 川口市 蓮沼２５２ ショッピング

焼肉高句麗東本郷店 川口市 蓮沼２９７－６ 飲食店

焼肉元気 川口市 西川口１－１８－１６　アズビル　２Ｆ 飲食店

周黒鴨西川口店 川口市 西川口１－２３－５ 飲食店

焼肉鳳将 川口市 西川口１－２７－１０　ロックバレー西川口 飲食店

居酒屋司 川口市 西川口１－５－５　ＭＦハイツ１－Ｇ 飲食店

一代 川口市 西川口１－６－８　第一千鶴ビル１Ｆ 飲食店

伊勝苑 川口市 西川口１－９－１　オク美ビル２Ｆ 飲食店

生鮮市場わんわん 川口市 西川口１－９－８　スカイコート西川口第五　
１Ｆ ショッピング

割烹 一楽 川口市 西川口３－１２－１７　メゾンオクノキ　１Ｆ 飲食店

株式会社白井商店 川口市 西川口３－１７－１ ショッピング

ステーキハウスガウチョ 川口市 西川口３－２２－３６ 飲食店

川口 道具屋 川口市 西新井宿３９６－１ ショッピング

ビックフット 埼玉川口店 川口市 西新井宿９３－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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からやま川口西青木 川口市 西青木１－１４－４ 飲食店

彩染 川口市 西青木３－３－１３　スカイコート サービス

がってん寿司川口西青木店 川口市 西青木３－９－８ 飲食店

菓匠清閑院 川口赤井店 川口市 赤井２－５－１２ 飲食店

山田うどん食堂赤井店 川口市 赤井３－１ 飲食店

とんでん 鳩ヶ谷店 川口市 辻１０５２－５ 飲食店

GUY’SHAIR 川口市 長蔵１－１－１ サービス

がってん寿司東川口店 川口市 長蔵２－１４－２２ 飲食店

もんじゃ・お好み焼 わいず 東川口店 川口市 長蔵２－１４－２７ 飲食店

エニシバル 川口市 長蔵新田２８１ 飲食店

TRUCCO 川口市 青木１－６－１ ショッピング

プロショップキリヤマ 川口市 領家１－２０－１０ ショッピング

Yショップ DPL川口領家店 川口市 領家５－１４－３５ ショッピング

ウェリナヘアー 川口市 飯塚２－６－１５ サービス

レストラン ル・マルシェ 川口市 飯塚２－９－３０ 飲食店

湊家 川口市 鳩ヶ谷本町１－１－１２ 飲食店

内野米穀 川越市 かし野台１－１５－１ ショッピング

からやま川越上寺山 川越市 上寺山東田３８０－１ 飲食店

かつや川越上寺山 川越市 上寺山東田３８１－１ 飲食店

ちゅら工具 川越店 川越市 上野田町３２－１８ ショッピング

安楽亭　川越下赤坂店 川越市 下赤坂４４－６ 飲食店

炉端いっしょけんめい 川越市 中原町１－２－２　桜進ビル２Ａ 飲食店

川越焼肉 Kan 川越市 中原町２－２５－４　ライラックヴィラ１番館
　２０２ 飲食店

GLOCK 川越市 中原町２－４－３　１Ｆ サービス

タイヤセレクト川越 川越市 中台２－２－１ ショッピング

炭火焼肉東洋 川越市 今成４－１５－４ 飲食店

FARMFARMER’SMARKET 川越市 今福１０４３－３ ショッピング

FARMCafe 川越市 今福１０４４－２ 飲食店

ハードオフ・オフハウス川越今福店 川越市 今福８３４－１ ショッピング

kohaku hair＆relax 川越市 仙波町１－５－３８　１Ｆ サービス

鴫蔵 川越市 仲町１０－１３ ショッピング

林屋川越店 川越市 仲町２－４ 飲食店

テイク松定 川越市 仲町３－１６ ショッピング

（株）亀屋広尾店 川越市 仲町４－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

37 / 70

[埼玉県埼玉県]



風凛 川越市 仲町６－４ 飲食店

ヘアーサロン アウル 川越市 伊勢原町２－４－５ サービス

川越 幸すし 川越市 元町１－１３－７ 飲食店

ミオ・カザロ蔵のまち店 川越市 元町１－１５－３ ショッピング

吉寅 川越市 元町１丁目９－３　 飲食店

Luce 川越市 元町２－６－１－２Ａ 飲食店

セイントマーティン 川越市 六軒町１丁目３－１　八潮ビル２Ｆ 飲食店

大黒鮨 川越市 南台２－１３－５ 飲食店

ハーレーダビットソンシティ 川越店 川越市 南台２－３－１９ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　川越インター店 川越市 南大塚２－１－１５ 飲食店

パーツオフ川越店 川越市 南大塚４５－１ ショッピング

イルキャンティ川越店 川越市 南田島北田８８５－１ 飲食店

和食花 川越市 南通町１３－３ 飲食店

シンラガーデン八幡通り店 川越市 南通町２０－３５　ア－バンビル南通り町　２
Ｆ 飲食店

organic live 川越市 南通町２０－３５　アーバンビル南通町　１Ｆ サービス

うなぎ 車屋 川越市 古市場５９８－１ 飲食店

からやま川越古市場店 川越市 古市場６００－１ 飲食店

あぐれっしゅ川越 川越市 城下町４５－３ ショッピング

インテルナかわはた 川越店 川越市 大仙波６３５－１ ショッピング

かつや 川越店 川越市 大塚新町１－１ 飲食店

すぎのや本陣川越店 川越市 大字古谷上字堀ノ内４１８０ 飲食店

MarketTERRACE 川越市 大袋６５０　埼玉川越総合地方卸売市場内 飲食店

オフハウス川越天沼店 川越市 天沼新田１０５－３ ショッピング

かつ工房和幸　鶴ヶ島店 川越市 天沼新田１２４－９ 飲食店

hairlife Clover 川越市 天沼新田３４４－６ サービス

結の蔵 金子商店 川越市 宮下町１－１２－７ ショッピング

ステーキのどん　川越北店 川越市 宮元町３４－６ 飲食店

鮨和 川越市 宮元町４１－３１ 飲食店

プロストック川越店 川越市 宮元町８３－１ ショッピング

とんでん 川越富士見店 川越市 富士見町１２－１７ 飲食店

ケイ・ホビー 川越市 小ヶ谷５９２－１ ショッピング

ケイ・ホビープラモショップ 川越市 小ヶ谷６７３－４ ショッピング

マルケイ 川越市 小室５０３ ショッピング

プチ・ミカド川越店 川越市 山田２０４２－１　ヤオコー川越店２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Angel 2F 川越市 岸町３－４－２０ サービス

川越プリン 川越市 幸町１－１３ ショッピング

日乃本帆布川越店 川越市 幸町１４－４ ショッピング

里乃誉本舗亀屋栄泉 川越市 幸町５－６ ショッピング

陶舗ヤマワ 川越市 幸町７－１ ショッピング

河越酒店 川越市 幸町８－１ ショッピング

いふがお 幸町店 川越市 幸町８－１１　１Ｆ ショッピング

ビューティサロンAZ 川越市 幸町８－１５ サービス

河越酒店 川越市 幸町８番地１　 ショッピング

亀屋 広栄店 川越市 広栄町５－１ 飲食店

シンラガーデン 川越市 志多町１６－３ 飲食店

ミルキーウェイブ 川越市 志多町１７－２ 飲食店

コスコジ川越店 川越市 新宿町１－１７－１　ウニクス川越１Ｆ ショッピング

AILe 川越市 新宿町１－１８－１０　沼田ビル　１Ｆ サービス

マツザキ 新宿店 川越市 新宿町１－２５－４８ ショッピング

七輪房　川越店 川越市 新宿町１ー１４－１０ 飲食店

Motorrad 川越 川越市 新宿町２－１９－１０ ショッピング

タイヤガーデン 川越 川越市 新宿町５－１６－１７ ショッピング

お好み焼本舗 川越新宿店 川越市 新宿町５－３－９ 飲食店

餃子屋心玄 川越市 新宿町６ー２３ー３５ ショッピング

Aguhairrio本川越 川越市 新富町１－１８－１　アーバンビル新富町　２
Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご川越店 川越市 新富町１－１９－５ 飲食店

ベリテ／1240本川越店 川越市 新富町１－２２　西武本川越ＰｅＰｅ　１Ｆ ショッピング

マルケイ角屋 川越市 新富町１－９－４ ショッピング

アネラ 川越市 新富町１－９－４　米山ビル１Ｆ サービス

銀座コージーコーナー西武本川越店 川越市 新富町１ー２２　本川越改札内 飲食店

GEMULE 川越市 新富町２－１－１　第一川越ビル３ サービス

Bianca 川越店 川越市 新富町２－１－４　ヤマダビル　２Ｆ サービス

フローリストモリタ 川越市 新富町２－１０－７ ショッピング

アストリア 川越店 川越市 新富町２－１２－７ ショッピング

STUFF 川越市 新富町２－１４－１１ サービス

CHEERS for hair 川越市 新富町２－２０－４ サービス

ばぁ〜ぐば〜ぐ 川越市 新富町２－２３－３ 飲食店

木村屋商店 川越市 新富町２－４－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カットカットパセリクラブアベニュー店 川越市 旭町１－１３－１９ サービス

creephair 川越市 東田町５－６　山岸ビル　１０２ サービス

すし銚子丸川越店 川越市 東田町６－２ 飲食店

ハッピー・ブレッド 川越市 松江町１－１５－４　ラフィーネ川越　１Ｆ 飲食店

川越いちのや 川越市 松江町１－１８－１０ 飲食店

焼肉凱旋門ウニクス南古谷店 川越市 泉町１－１ 飲食店

かつや川越渋井店 川越市 渋井５６３－７ 飲食店

あみやき亭 川越渋井店 川越市 渋井９６８－１ 飲食店

とんでん 川越熊野店 川越市 熊野町１６－１１ 飲食店

リストランテベニーノ 川越市 田町５－１ 飲食店

あみやき本舗的場店 川越市 的場１－２５－３８ 飲食店

かつや 川越的場 川越市 的場１２２２－７ 飲食店

ステーキのどん　的場店 川越市 的場８１０－６ 飲食店

くまざわ書店 的場店 川越市 的場新町２１－１０　ザ・マーケットプレイス
的場 ショッピング

グントー川越店 川越市 石田２０６－１ ショッピング

かつや 川越砂 川越市 砂７０－７ 飲食店

チキンスタヂアムガーデン 川越市 神明町１－６ ショッピング

がってん寿司川越神明町店 川越市 神明町３４－１ 飲食店

ブロッサム神明町店 川越市 神明町６０－６ サービス

パティスリー・モン・プレジール川越神明店 川越市 神明町６０－９ 飲食店

めん丸川越店 川越市 笠幡１８６－１ 飲食店

ファ－ストガ－デン笠幡店 川越市 笠幡３５６２ ショッピング

coconut 川越市 脇田新町１２－１７　喜和ビル 飲食店

囲・さいたま肉の会 川越市 脇田本町１－９　ＭＫビル　８Ｆ 飲食店

＆ROLL 川越市 脇田本町１０－２４　フジクラロイヤルビル サービス

日本料理さわや 川越市 脇田本町１１－２６ 飲食店

鶏の吉助川越店 川越市 脇田本町１４－３７　Ｍビル３Ｆ 飲食店

NOCTILUCA 川越市 脇田本町１６－２６　嶋田ビル３Ｆ 飲食店

割烹 福登美 川越市 脇田本町24-21 アーバンビル1階 飲食店

organic＋eco 川越市 脇田本町６－１　伊東ビル　１Ｆ サービス

精文堂 川越市 脇田本町６－３ ショッピング

はんこ屋さん21 川越駅前店 川越市 脇田本町６－６ ショッピング

Aguhairamie川越 川越市 脇田本町６－８　光栄ビル　５Ｆ　５０１号室 サービス

有限会社磐梯 川越市 脇田本町６－９　プラザビル　Ｂ１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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川越薪火料理　in　the　park 川越市 脇田本町８－１　Ｕ＿ＰＬＡＣＥ　２Ｆ 飲食店

COEDOBREWERYTHERESTA 川越市 脇田本町８－１　Ｕ－ＰＬＡＣＥ　１Ｆ　１－
Ｋ 飲食店

standing bar mats 川越市 脇田本町８－１　Ｕ－ＰＬＡＣＥ１－Ｊ ショッピング

味楽坊　やまなか 川越市 脇田本町９－１　長谷部ビル１Ｆ 飲食店

555 川越市 脇田本町９－５　第八アーバンライフビルヂン
グ　２Ｆ 飲食店

クリスタル ジョイ 川越市 脇田町１０３ ショッピング

ハニーズ川越マイン店 川越市 脇田町１０３　川越マイン　２Ｆ ショッピング

うどんや　讃 川越市 脇田町１０３　川越マイン３Ｆ 飲食店

HARE／PANアトレ川越店 川越市 脇田町１０５　アトレ　１Ｆ ショッピング

韓国味工房川越店 川越市 脇田町１０５　アトレ　７Ｆ 飲食店

いちのや　アトレ店 川越市 脇田町１０５　アトレマルヒロ　７Ｆ 飲食店

和幸アトレ　川越店 川越市 脇田町１０５　アトレ内　７Ｆ 飲食店

牛たん大好き 焼肉はっぴぃ 川越店 川越市 脇田町１１－３　筋野ビル　１Ｆ 飲食店

AZbambini 川越市 脇田町１６－４ サービス

牛繁川越東口店 川越市 脇田町１８－１０ 飲食店

炭焼基 川越市 脇田町２７－５ 飲食店

HAIRSALON M 川越店 川越市 脇田町２７－８　アルファコート脇田１　１Ｆ サービス

BayLux 川越市 脇田町３－１６　川越丸石ビル１Ｆ 飲食店

twelve 川越市 脇田町６－１ ショッピング

とりいちず川越店 川越市 脇田町６－２０　今井ビル　２Ｆ 飲食店

カトリーヌ川越店 川越市 脇田町６－７ ショッピング

DOD 川越市 脇田町８－１　大橋ビル　１Ｆ ショッピング

サンクロワ 川越市 脇田町８－１　大橋ビル　１Ｆ ショッピング

Lucia 川越市 菅原町２－７　ＳＳレジデンス川越　１Ｆ サービス

クロードモネ 川越店 川越市 菅原町２０－２　朝森ビル　１Ｆ サービス

イタリアン酒場 TAKEYA 本店 川越市 菅原町２０－４－Ｂ 飲食店

JURA 川越市 菅原町２２－２　第二Ｍ・Ｓビル　２Ｆ 飲食店

kyozon 川越市 菅原町２３－６　ＴＳ川越ビル　２０１ サービス

カドヤ 川越市 菅原町７－１０ ショッピング

ロワゾーブルー 川越市 菅原町７－１７　伊勢原八番館１Ｆ 飲食店

ぽんぽこ亭 川越市 藤間１５１－７ 飲食店

ハム・ソーセージ工房 ミオ・カザロ 川越市 谷中２７ ショッピング

小江戸黒豚鈑板懐石オオノ 川越市 谷中２７ 飲食店

Hair＆Make OPSIS 川越市 通町５－４　ＹＡＭＡＤＡＢＵＩＬＤ　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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連雀町炭火やきとり もとはし 川越市 連雀町７－２ 飲食店

QUONチョコレ－ト 小江戸川越店 川越市 連雀町９－１ ショッピング

F－Brain 川越市 野田町２－１４－５ サービス

ヘアーエステサロン萬屋 川越市 霞ヶ関東２－２－７　日伸ビル１Ｆ サービス

バイパ- 川越市 鯨井６４３－２ サービス

がってん寿司川鶴店 川越市 鯨井新田４３－１ 飲食店

Happy Rule 川越市 鯨井新田７－１ サービス

白石藤兵衛商店 鴨田店 川越市 鴨田８６９－８ ショッピング

あみやき亭 幸手店 幸手市 上高野１２２４－１ 飲食店

TIME CLIP 幸手店 幸手市 上高野１４０６ ショッピング

元祖唐揚げ本舗マルヨシ 幸手市 上高野１５０７－４ 飲食店

安楽亭　幸手店 幸手市 中３－１７－２４ 飲食店

JA埼玉みずほ農産物直売所さくらファーム 幸手市 内国府間６７－１ ショッピング

かつ太郎本店幸手店 幸手市 内国府間７９８－１ 飲食店

RIMAGE 幸手市 円藤内４０－４ サービス

ステーキのどん　幸手店 幸手市 北２－１６－２８ 飲食店

蕎麦処権兵衛 幸手市 幸手２４１５－４　 飲食店

OFF HOUSE 幸手店 幸手市 東３－２２－３５ ショッピング

かつ敏志木店 志木市 幸町１－１８－３６ 飲食店

後藤酒店 志木市 幸町４－２３－２６ ショッピング

みやかわ書店 本店 志木市 本町１－１１－３２ ショッピング

フオラヘアー志木店 志木市 本町５－１３－２８　１Ｆ サービス

ブロッサム志木本町店 志木市 本町５－１７－６６ サービス

美容室エルパソ 志木市 本町５－１８－２２　エルシティミカミ　２Ｆ サービス

Aguhairlilou志木 志木市 本町５－２３－２４　第三本吉ビル　５Ｆ サービス

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

TEASALONITO〔糸〕 志木市 本町５丁目２４－２１　ＳＨＩＫＩＳＭ１Ｆ 飲食店

有限会社飯田酒店 志木市 柏町４－６－２６ ショッピング

ピザハット戸田店 戸田市 上戸田１－１７－９ ショッピング

野の花屋 戸田市 上戸田２－３２－１５　ソレイユヴェルテ　１
Ｆ ショッピング

からやま埼玉戸田 戸田市 上戸田２－６－２ 飲食店

スエヒロ館戸田店 戸田市 上戸田３－１－１９ 飲食店

A’bbellire 戸田市 上戸田３－１９－１２ サービス

アンテナヘアリゾート 戸田公園店 戸田市 上戸田５－２３－７　メゾン戸田　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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割烹春日 戸田市 上戸田５丁目５－１０　 飲食店

Bistro O’r 戸田市 下前１－１０－３２１０１ 飲食店

安楽亭　戸田下前店 戸田市 下前２－１３－１０ 飲食店

ピッツェリアオオサキ 戸田市 下戸田２－２４－２３ 飲食店

とんでん 戸田中町店 戸田市 中町１－１９－３ 飲食店

カットクラブイサミ 戸田市 喜沢１－３３－１４　スカイコート１０１ サービス

ハードオフ・オフハウス戸田駅西口店 戸田市 新曽１０７３ ショッピング

宗家源吉兆庵戸田店 戸田市 新曽１８６７－１ 飲食店

とんでん戸田新曽店 戸田市 新曽１８７８－２ 飲食店

hair＆spa Natura 戸田市 新曽２２００－２　ロイヤルメドゥ北戸田３Ｆ
－４ サービス

東京純豆腐 戸田店 戸田市 新曽２２７１ 飲食店

焼肉 マヨン 戸田市 新曽２４０７－１ 飲食店

ヘアーアトリエ凛 戸田市 新曽３０９－２－Ｂ サービス

しゃぶしゃぶ　どん亭　戸田駅前店 戸田市 新曽３３９－６ 飲食店

avacab 戸田市 新曽５２５－３　ＤｏｌｃｅＶｉｔａＢ サービス

明文堂書店TSUTAYA戸田 戸田市 新曽６６２ ショッピング

炭火居酒屋 居炉鶏 戸田店 戸田市 新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ　１Ｆ 飲食店

ホルモン焼福 戸田市 新曽８９４－３ 飲食店

ありがとう屋 戸田公園店 戸田市 新曽南３－７－４ ショッピング

株式会社東京商会 戸田市 早瀬２－２６－５ ショッピング

炭火焼肉 白山 戸田市 本町１－２３－１９　フルハウスＭＴ　１Ｆ 飲食店

O’VaL 戸田市 本町１丁目１０－１３　 飲食店

Pizza Dining Days 戸田市 本町２－６－１５ 飲食店

まぐろ問屋 めぐみ水産 戸田公園店 戸田市 本町４－１１－１１　パークビル　１Ｆ 飲食店

居酒屋 こばとん屋 戸田市 本町４－１４－１２　田部井ビル　１Ｆ 飲食店

居酒屋 つなん 戸田市 本町４－１４－１２　田部井ビル　１Ｆ 飲食店

カバーヘア ブリス 戸田市 本町４－１６－１７ サービス

理容ハンサム戸田公園店 戸田市 本町４－１６－１７ サービス

串やきらぼし戸田公園店 戸田市 本町４－１６－３ 飲食店

魚貝と串焼き魚吉鳥吉 戸田市 本町４－１６－３　ＲＯＴビル２Ｆ・３Ｆ 飲食店

安楽亭　戸田氷川町店 戸田市 氷川町１ー１－１５ 飲食店

焼肉きんぐ 戸田店 戸田市 笹目１－３６－１ 飲食店

安楽亭　戸田北大通り店 戸田市 笹目２ー１－１６ 飲食店

ステーキのどん　戸田店 戸田市 笹目３－１４－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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食道楽 戸田店 戸田市 笹目４－３７－６ 飲食店

アミューズフラワーセンター 戸田市 笹目北町９－８ ショッピング

春山商店 戸田市 笹目南町２４－８ ショッピング

安楽亭　美女木店 戸田市 美女木４－２２－１８ 飲食店

GM 戸田市 美女木４－９－１２ ショッピング

かつや戸田美女木店 戸田市 美女木８－１－２ 飲食店

プロストック戸田店 戸田市 美女木８－１－７ ショッピング

FACE FOR HAIR 所沢市 くすのき台３－１７－２　Ｅ・Ｆビル　１Ｆ サービス

ホンダドリーム所沢 所沢市 けやき台１－１４－６ ショッピング

ゼーホフ工房 所沢市 けやき台１－８－５ ショッピング

かにや所沢けやき台店 所沢市 けやき台２－２９－１ 飲食店

イケダ照明 所沢市 けやき台２－６－１ ショッピング

中屋本店 所沢市 三ヶ島５－１５８７ ショッピング

山田うどん食堂本店 所沢市 上安松１０３２ 飲食店

ステーキのどん　所沢東店 所沢市 上安松１１４０－２３ 飲食店

がってん寿司所沢上安松店 所沢市 上安松１３２４－８ 飲食店

イタリア料理ナチュール 所沢市 上山口１０４－４ 飲食店

三二六 竹亭 所沢市 上山口２２０６ 飲食店

ところざわブル－ベリ－ファ－ム 所沢市 上新井２丁目７－１　 飲食店

安楽亭　所沢上新井店 所沢市 上新井４－３０－６ 飲食店

焼肉きんぐ 所沢店 所沢市 上新井４－４５－１ 飲食店

美容室ミューズ東所沢店 所沢市 下安松９６３－３ サービス

食の駅 所沢店 所沢市 下富５８３－１ ショッピング

ナポリのかまど所沢店 所沢市 下富８３６－１ 飲食店

鮮場21航空公園店 所沢市 並木２－４－１　西武航空公園駅内　１Ｆ ショッピング

味処ふじき 所沢市 並木３－１－３－１０１　パ－クタウン駅前通
り団地 飲食店

ハートイン所沢店〔Yショップ〕 所沢市 並木３－２　防衛医科大学病院内 ショッピング

福井屋金物店 所沢市 中富９８２ ショッピング

割烹金藤 所沢市 中新井２丁目７７－４　 飲食店

安楽亭　所沢亀ヶ谷店 所沢市 亀ケ谷　東原　１０　１ 飲食店

美屋1016 所沢市 元町２４－７　元町第一ビル　４Ｆ サービス

ゆず庵 所沢店 所沢市 北中１－２１８－１ 飲食店

かつや埼玉所沢北中店 所沢市 北中２－１６８－２ 飲食店

所沢聖地霊園店 所沢市 北原町９８０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BOOK OFF 新所沢店 所沢市 北所沢町２０３１－１ ショッピング

名前のない美容室 所沢市 北秋津７７６－１０ サービス

M’snail所沢店 所沢市 北秋津７９３－５　テルル所沢店内 サービス

雪乃屋 こぐれ酒店 所沢市 北野南１－１－６ ショッピング

からやま所沢北野店 所沢市 北野新町１－１２－１９ 飲食店

イルキャンティ 所沢店 所沢市 北野新町１－１２－３２ 飲食店

しゃぶしゃぶ観 所沢市 南住吉９－１６　石井ビル１０２ 飲食店

焼肉 一誠 所沢市 和ヶ原１－１７６－３ 飲食店

やきとりむらやま航空公園店 所沢市 喜多町１７－１４ 飲食店

すし銚子丸所沢店 所沢市 宮本町２－２１－８ 飲食店

Muse航空公園店 所沢市 宮本町２－２２－３２ サービス

北野中屋銘茶むさしの 所沢市 小手指南２－６－７ ショッピング

酒商増田屋 所沢店 所沢市 小手指台２０－６ ショッピング

HERBIE マミーマート所沢山口店 所沢市 小手指台２３－１　マミーマート所沢山口　２
Ｆ サービス

ハニーズ 所沢山口店 所沢市 小手指台２３－１　マミーマート所沢山口店　
１Ｆ ショッピング

ATELIER Fagot ハナミズキ店 所沢市 小手指町１－１－１　２Ｆ サービス

ジュエルネイル 小手指 所沢市 小手指町１－１５－１０　小手指ビル　２Ｆ サービス

株式会社 新井園本店 小手指北口店 所沢市 小手指町１－１５－５ ショッピング

スクールベン小手指店 所沢市 小手指町１－１５－７　２Ｆ ショッピング

美容室ミューズ西友小手指店 所沢市 小手指町１－２５－８ サービス

Sylph 小手指 所沢市 小手指町１－２６－１０　大田ビル　１Ｆ サービス

アトリエファゴ 小手指店 所沢市 小手指町１－３８－１２ サービス

PROGRESS 小手指店 所沢市 小手指町１－３９－３７　ＡＱＵＡビル小手指
　１Ｆ サービス

美容室ミューズ小手指店 所沢市 小手指町１－５　エバースカイタワー１０１ サービス

赤レンガキッチン 所沢市 小手指町１－５　小手指タワーズエバースカイ
タワー１Ｆ 飲食店

千串屋 小手指店 所沢市 小手指町２－１３－５ 飲食店

selectfashionK＆K 所沢市 小手指町２－１３－７　フェリス小手指　１０
６ ショッピング

炭火焼肉近江屋精肉店 所沢市 小手指町２－１９－２ 飲食店

ルミアン小手指南口店 所沢市 小手指町３－１　小手指ハイツＨ－１Ｆ ショッピング

なかよし下山口店 所沢市 山口１４３９－１０ ショッピング

永翔苑 はなれ 所沢市 御幸町１－１６　スカイライズタワ－　２Ｆ 飲食店

HAIR SEKIGUCHI 所沢市 日吉町１０－１４　関口所沢テラス　１Ｆ サービス

CLASSY BY FACE DECO 所沢市 日吉町１０－１４　関口所沢テラス　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

45 / 70

[埼玉県埼玉県]



Can I Dressy 所沢店 所沢市 日吉町１１－２　ＮＴＢビル　４Ｆ サービス

山野楽器 ワルツ所沢店 所沢市 日吉町１２－１　ワルツ　８Ｆ ショッピング

清元 所沢市 日吉町１２－１　ワルツビル　８Ｆ 飲食店

藤井園 ワルツ店 所沢市 日吉町１２－１　ワルツ所沢ビル　Ｂ１ ショッピング

カフェコスモ 所沢市 日吉町１２－１　西武所沢　４Ｆ 飲食店

カプリチョーザ所沢西口店 所沢市 日吉町１６－１６　第８兼七ビル２Ｆ 飲食店

アイラッシュTokyo所沢店 所沢市 日吉町２－２　キノシタビル　４Ｆ サービス

Bianca 所沢店 所沢市 日吉町２－４　キノシタビル　２Ｆ サービス

イディア・ノブ BASSA 所沢店 所沢市 日吉町３－６ サービス

FACE DECO 所沢市 日吉町３－７　スカイビュウ　２Ｆ サービス

M，TANIGUCHI o，r，b 所沢市 日吉町８－２　プロペ所沢ビル２　２０２ サービス

アトリエファゴ 所沢店 所沢市 日吉町９－１１　ナガヌマビル　２Ｆ サービス

agir hair 所沢店 所沢市 日吉町９－１８　博多屋ビル　４Ｆ サービス

SOMA 所沢市 日吉町９－２１　第六十五東京ビル　３Ｆ 飲食店

Bunny eye’s 所沢 所沢市 日吉町９－２３　所沢ＭＫビルディング　５Ｆ
　Ａ サービス

いちあん 所沢市 旭町２７－２３ 飲食店

ステーキのどん　星の宮店 所沢市 星の宮１－９－６ 飲食店

中国料理離宮 所沢市 東住吉３－５ 飲食店

近江屋精肉店 所沢亭 所沢市 東住吉６－２ 飲食店

会席料理みや 所沢市 東住吉７－９　ティーイングビル１Ｆ 飲食店

RAG東所沢店 所沢市 東所沢１－３－１　ヌ－ベルエポック　１０１ サービス

大吉 東所沢店 所沢市 東所沢１－５－４　ウィングヒルズ　１Ｂ 飲食店

オフハウス東所沢店 所沢市 東所沢和田１－５－６ ショッピング

RAG本店 所沢市 東所沢和田３－１１－１　久保田ビル　１Ｆ サービス

（株）倉片人形 所沢市 東新井町２８３ ショッピング

七輪房　所沢東新井店 所沢市 東新井町２９２－３ 飲食店

かにや狭山ヶ丘店 所沢市 東狭山ヶ丘１－３９－１ 飲食店

球寿し 所沢市 東狭山ヶ丘３－６７８－２７ 飲食店

とんでん 狭山ケ丘店 所沢市 東狭山ヶ丘４－２７０８－２ 飲食店

からくに屋　狭山ヶ丘店 所沢市 東狭山ヶ丘４ー２７１０－１ 飲食店

115KITADAYA 所沢市 東狭山ヶ丘５－２７２０ ショッピング

がってん寿司所沢狭山ヶ丘店 所沢市 東狭山ヶ丘６－２８２７－３ 飲食店

フィアットアルファロメオ所沢 所沢市 東狭山ヶ丘６－７１１－１ ショッピング

THETAMU 所沢市 東町１０－１７　北田ビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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丸政園 本店 所沢市 東町１０－１８ ショッピング

有限会社さぶろく 所沢市 東町１０－３ 飲食店

焼肉レストラン食道園 所沢市 東町１０－６　食道園ビル 飲食店

FLAVORS 所沢市 東町１１－１　グラシスタワー所沢　１０３ ショッピング

さくら 所沢市 東町１１－１　グラシスタワー所沢　２０２ 飲食店

やきとり家すみれ所沢店 所沢市 東町１２－２　米田ビル 飲食店

焼肉韓菜 和っ黒 所沢市 東町１２－３７　船橋ビル２Ｆ 飲食店

鮨 山浦 所沢市 東町１３－２９　Ｈ－Ｃｕｂｅ東町１Ｄ 飲食店

キアロ ヘアビュ－ティ 所沢市 松葉町１６－１３　祥鈴ビル　２Ｆ サービス

やきとりにしだ場 新所沢店 所沢市 松葉町１７－３　プラザエコ　１Ｆ 飲食店

美容室BASSA新所沢店 所沢市 松葉町２４－５ サービス

盛寿司 所沢市 松葉町３－１１ 飲食店

ナムチャイ 所沢 所沢市 松郷２３９－１５ 飲食店

松郷庵甚五郎 所沢市 松郷２７２－２ 飲食店

アストロプロダクツ 所沢店 所沢市 林３－５５３－１ ショッピング

パティスリーモアオシィ 所沢市 牛沼２３４－２　クレセントビル　１０１ 飲食店

けゐとく苑 所沢店 所沢市 牛沼２５９ 飲食店

ゼスト 所沢店 所沢市 牛沼３５２－３ ショッピング

かつや 所沢牛沼 所沢市 牛沼４６４－７ 飲食店

や台ずし 狭山ヶ丘駅前町 所沢市 狭山ヶ丘１－２９９６－２ 飲食店

美容室 グラス 所沢市 狭山ヶ丘１－３０００－１ サービス

美容室 ミューズ 狭山ヶ丘店 所沢市 狭山ヶ丘２－４－３ サービス

Ro－se 所沢市 緑町１－１７－１９　丸清ビル２　１Ｆ 飲食店

千串屋 新所沢店 所沢市 緑町１－１７－２　丸清ビル　１Ｆ 飲食店

ウシトコ 所沢市 緑町１－１８－６　ルミアンビル　１Ｆ 飲食店

トリトコ 所沢市 緑町１－１９－１１　界仙洞ビル　１０２ 飲食店

ルミアン新所沢店 所沢市 緑町１－２０－１　ミナミプラザ１Ｆ ショッピング

GREENHEAVEN 所沢市 緑町１－２０－１　新所沢ミナミプラザ　１Ｆ ショッピング

パスタデルフィ－ノ 所沢市 緑町２－５－９ 飲食店

や台ずし 新所沢西口町 所沢市 緑町２－７－１８　ＴＩＰビル　１Ｆ 飲食店

ミレニアム・ニューヨーク 新所沢店 所沢市 緑町２－７－１８　ＴＩＰビル　２Ｆ サービス

イルキャンティー ドマーニ 所沢市 緑町４－１－２２　エールプラザ新所沢　１０
４ 飲食店

焼肉ソウル新所沢店 所沢市 緑町４－７－８ 飲食店

ブックスタマ 所沢店 所沢市 若松町８５３－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Pizzeria武蔵野山居 所沢市 若狭２－２６３９－３ 飲食店

堀天 新座市 堀ノ内１－１０－４０ 飲食店

ステーキのどん　新座店 新座市 東１－１－３ 飲食店

がってん寿司新座店 新座市 東２－５－１１ 飲食店

Smile hair 志木店 新座市 東北１－１４－１－１０３ サービス

鮨diningあいざわ 新座市 東北２－２６－１１ 飲食店

ansrela 新座市 東北２－２９－３３　ＪＣｓｏｕｔｈ志木２９
３３－１Ｆ サービス

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

ヘアアンドメイクアズール志木店 新座市 東北２－３１－２５ サービス

ブロッサム志木南口店 新座市 東北２－３１－２５　八栄ビル　２Ｆ サービス

とりいちず志木南口店 新座市 東北２－３７－１１　２Ｆ 飲食店

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

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

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

志木バルーチョ 新座市 東北２－３９－８　綿谷ビル２Ｆ 飲食店

酒菜やMARUICHI 新座市 東北２丁目３１－６　第一福島ビル２Ｆ 飲食店

ル－ツ 新座市 栄４－７－４３ サービス

パシフィックベビ－ 新座市 栄４丁目２－２４　１Ｆ ショッピング

BOOKOFF 新座栗原店 新座市 栗原２－３－３５　タカコウビル ショッピング

すし銚子丸ひばりが丘店 新座市 栗原４－１２－２１ 飲食店

HairBrand PEEーWEE’S 新座市 栗原５－１１－３０　Ｋ．Ｍレジデンス　１０
１ サービス

とんでん 新座店 新座市 栗原５－４－５ 飲食店

Yショップ 新座市役所店 新座市 野火止１－１－１ ショッピング

焼肉きんぐ 新座野火止店 新座市 野火止３－１５－２１ 飲食店

神蔵－KAGURA－ 新座市 野火止３－９－５ ショッピング

ゆず庵 新座野火止店 新座市 野火止４－２－９ 飲食店

朱苑新座店 新座市 野火止４－６－２０ 飲食店

RAG新座駅前店 新座市 野火止５－２－５７　リリ－ベル新座駅前　１
０１ サービス

あさか野農協 新座農産物直売センター 新座市 野火止６－１－４８ ショッピング

ちゃんこ江戸沢　新座店 新座市 野火止６－４－２ 飲食店

かつや 新座野火止 新座市 野火止７－３－５ 飲食店

美容室ミューズ新座店 新座市 野火止７－８－７ サービス

榎本洋蘭園 新座市 馬場３－９－５ ショッピング

レストランサイボク 日高市 下大谷沢５４６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サイボクミートショップ 日高市 下大谷沢５４６ ショッピング

サイボク楽農ひろば 日高市 下大谷沢５４６ ショッピング

横手人形 日高市 久保５１ ショッピング

十万石ベイシア日高店 日高市 森戸新田藤久保８８－５ 飲食店

あぐれっしゅ日高中央 日高市 猿田７７－１ ショッピング

かにや高麗川店 日高市 高麗川１－１３－６ 飲食店

妻家房 高麗川駅前店 日高市 高麗川２－１－１５　ラヴィータ　１Ｆ 飲食店

かつや 埼玉日高 日高市 鹿山２４７－１１ 飲食店

酒商増田屋 日高店 日高市 鹿山５６９－１ ショッピング

スミレ 春日部市 一ノ割１丁目６－２５　 ショッピング

庄和飯店 春日部市 上柳２６－２ 飲食店

車検の速太郎 春日部バイパス店 春日部市 下柳１７００－６ ショッピング

アストロプロダクツ 春日部店 春日部市 下柳６７２－１ ショッピング

ヘア フロート 春日部市 中央１－１４－１８ サービス

焼肉の店 しずる屋 春日部市 中央１－１４－２１　食道園ビル１Ｆ 飲食店

brookARK 春日部市 中央１－３－１１　大熊島村ビル２Ｆ サービス

鮨．橘 春日部市 中央１－３－４ 飲食店

肉割烹　彩華 春日部市 中央１－４７－４　第３３アオイビル　２０１ 飲食店

RIGOLETTO 春日部市 中央１－５４－２ サービス

季寄せ料理 暖歩 春日部市 中央１－８－２１　ニュ－吉田ビル　１Ｆ 飲食店

とり鉄 春日部店 春日部市 中央１－９－４　タカモトビル　１Ｆ 飲食店

炭火串焼　彩鳥 春日部市 中央１丁目２－６　Ｍ６ビル１Ｆ 飲食店

スペインバルタパス 春日部市 中央１丁目４８－３　第２５アオイビル２０１ 飲食店

N＆A CONTi 春日部市 中央２－１－１ サービス

alma 春日部市 中央２－１５－８　サンシティ春日部１Ｆ サービス

おづつみ園 西口ふじ通り店 春日部市 中央２－１７－３ ショッピング

パティスリ－ 花 春日部市 中央４－７－１ ショッピング

ONEPEACE 春日部市 中央６－１－１９ サービス

石窯パン工房ぴーぷる春日部店 春日部市 中央６－５－８ 飲食店

トーカイ 春日部店 春日部市 中央７－３－４ ショッピング

タイヤセレクト春日部 春日部市 中央8-7-3 ショッピング

OFFHOUSE春日部4号店 春日部市 備後東２－１６－１ ショッピング

かじ兵衛 春日部店 春日部市 備後東２－１６－８ ショッピング

とんQ春日部店 春日部市 備後東３－１７－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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羅布乃瑠沙羅英慕 春日部店 春日部市 八丁目４８５－１ 飲食店

すし屋赤兵衛 春日部店イートイン 春日部市 内牧２１７０－１ 飲食店

ばんどう太郎春日部店 春日部市 内牧２１８１－１ 飲食店

やよい 春日部市 南２－６－１５ 飲食店

すし銚子丸春日部店 春日部市 南５－１－４９ 飲食店

みどりの季 春日部市 南５丁目４－２０　 飲食店

とんでん春日部増富店 春日部市 増富３３５ 飲食店

ゆず庵 春日部店 春日部市 増富７５９－２ 飲食店

すぎのや本陣　春日部店 春日部市 増戸字中耕地７８３－１ 飲食店

石窯パン工房ぴーぷる増田新田店 春日部市 増田新田１２５－１ 飲食店

モーモー亭 春日部市 大沼１－９２ 飲食店

ステーキのどん　春日部店 春日部市 大沼２－１ 飲食店

どん亭　春日部店 春日部市 大沼２－５９ 飲食店

わいず春日部店 春日部市 大沼７－１－１ 飲食店

焼肉平城苑寛雅亭春日部店 春日部市 小渕４３－２ 飲食店

卓花 春日部市 小渕８６６－１２ ショッピング

SpicE 春日部市 新方袋６６６－６ サービス

タイヤガーデン 春日部 春日部市 栄町２－４ ショッピング

洋菓子の店ダルトワ 春日部市 米島１１８６－１５ 飲食店

デザイン　カット 春日部市 米島１１８６－２７　 サービス

ami 春日部市 粕壁１－４－５ サービス

RIGOLETTO春日部東口店 春日部市 粕壁１－５－１６　柳家ビル１Ｆ サービス

お茶とパンの店tePle 春日部市 粕壁２丁目１－１９－１　 飲食店

鮨処はやし田 春日部市 粕壁６９５７－３　 飲食店

有限会社キアナ 春日部市 粕壁東１－２－１９　玄養ビル　３０１ ショッピング

naphair春日部店 春日部市 粕壁東１－２１－１１ サービス

鮨処銀座福助春日部東口店 春日部市 粕壁東１－９－４ 飲食店

エム・インターナショナル 春日部本店 春日部市 粕壁東１－９－９ サービス

ヘアークリアーリボーン春日部店 春日部市 粕壁東２－３－２９ サービス

Anti basic 春日部市 粕壁東２－３－３４　根本ビル　１Ｆ サービス

プロイタイ 春日部市 緑町４－１２－１２ 飲食店

とんでん 春日部緑町店 春日部市 緑町４－６－２９ 飲食店

ビッグウッド春日部店 春日部市 谷原３－１４－５ ショッピング

焼肉月山亭 春日部市 谷原３－１６－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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安楽亭　春日部豊町店 春日部市 豊町１－１－１ 飲食店

からやま春日部ユリノキ通り店 春日部市 豊町４－１－１０ 飲食店

エム・インターナショナル春日部WEST店 春日部市 豊町５－１９－１７ サービス

ハードオフ・オフハウス 春日部店 春日部市 豊町５－１９－２ ショッピング

アップガレージホイールズ埼玉春日部店 春日部市 豊町５－２０－１ ショッピング

天一 センベイ 春日部市 豊町５丁目１９－８ ショッピング

飯倉園 朝霞市 三原１－３－６３ ショッピング

安楽亭　朝霞三原店 朝霞市 三原１－３３－１２ 飲食店

焼肉きんぐ 朝霞三原店 朝霞市 三原５－１１－３ 飲食店

ラグーナロトンダ 朝霞市 上内間木７９０－２ 飲食店

ファーレンピュア スイート 朝霞市 仲町１－１－２７　ロートホルン　１Ｆ サービス

イタリア料理 ボンパスト 朝霞市 仲町１－１１－４８　蕪木ビル１Ｆ 飲食店

BL朝霞店 朝霞市 仲町２－３－１　プリモ・アモーレ　２Ｆ サービス

スクールベン 朝霞本店 朝霞市 北原１－５－６ ショッピング

味道苑 朝霞店 朝霞市 北原２－１０－１８ 飲食店

江戸政寿司 朝霞市 幸町１－８－３８ 飲食店

こころ菓子 ほそや 本町店 朝霞市 本町１－７－２４　アークグレイス　１Ｆ 飲食店

CHIENOWABOOKSTORE 朝霞市 本町２－１３－１　エキア朝霞　２Ｆ ショッピング

焼肉塩梅 朝霞市 本町２－４－１０　ｋｍｋビル　２Ｆ 飲食店

JapaneseDining 聖 朝霞市 本町２－４－１０　ＫＭＫビル１Ｆ 飲食店

HairMakespaLUCENTE－b 朝霞市 本町３－１－５４　武蔵野駅広ビル２Ｆ サービス

居酒屋中々朝霞台店 朝霞市 東弁財１－４－１１　萩原ビル１Ｆ 飲食店

隠れ菴 忍家 朝霞台南口店 朝霞市 東弁財１－４－１２　エルバ朝霞台　４Ｆ 飲食店

自遊空間朝霞台南口店サインレス 朝霞市 東弁財１－４－１２　エルパ朝霞台　５・６Ｆ 飲食店

パステルデザート朝霞台店 朝霞市 東弁財１－４－１７ 飲食店

焼肉酒家 李苑 朝霞台店 朝霞市 東弁財３－１７－１６　ロイヤルコーポ渡辺　
１０１号 飲食店

おそば 田なか 朝霞市 栄町４－１－２ 飲食店

創造中華　華星 朝霞市 根岸台３－１－１２　カインズ朝霧店　２Ｆ 飲食店

ピザハット朝霞店 朝霞市 根岸台６－１０－３３ ショッピング

かつや朝霞台店 朝霞市 浜崎１－１－３１　アドバンス　１Ｆ 飲食店

ブロッサム朝霞台店 朝霞市 浜崎１－３－１０　ＡＸ－１ビル　３Ｆ サービス

四季の里 朝霞市 浜崎１－７－２９ 飲食店

お肉屋さんが「君に、焼いて揚げる。」 朝霞市 溝沼２丁目１−４５ 飲食店

Room北朝霞店 朝霞市 西原１－２－２　リーヴ北朝霞ビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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魚とや北朝霞店 朝霞市 西原１－５－５　シティイン北朝霞　Ｂ１ 飲食店

PASTA＆CAFE ROSSOFILO 朝霞市 西原２－１０－３　ＨＩＬＬＳ．Ｙ　１・２Ｆ 飲食店

ラビックス 朝霞市 西原2-14-5 ショッピング

こころ菓子ほそや北朝霞店 朝霞市 西原２－４－２３　トンボプラザ　１Ｆ 飲食店

ソバ海鮮一利喜 朝霞市 西原２丁目１２－６　 飲食店

パティスリーオランジュ 朝霞市 西弁財２－２－２４ 飲食店

一福鮨 朝霞市 西弁財２－３－２　鈴也ビル　１０１ 飲食店

MZA　INTERIOR 朝霞市 西弁財２丁目３－９　 ショッピング

安楽亭　本庄店 本庄市 ２０２－１ 飲食店

からやま埼玉本庄店 本庄市 けや木３－１８－１０ 飲食店

登利平 本庄店 本庄市 けや木３－２４－２ 飲食店

琥珀屋 本庄市 中央２－４－３９ 飲食店

トーカイ 本庄店 本庄市 五十子１－２－４ ショッピング

サロン・ド・ジュン本庄店 理容 本庄市 五十子２－１０－３ サービス

フレッセイ 児玉店 本庄市 児玉町八幡山４９ ショッピング

中桝 本庄市 児玉町秋山１８３１－１ ショッピング

児玉 こだま館直売所 本庄市 児玉町蛭川２２３－１ ショッピング

じてんしゃ村前原店 本庄市 前原１丁目１１－２９　 ショッピング

JA埼玉ひびきの 本庄農産物直売所 あおぞら館 本庄市 新田６４３－２ ショッピング

焼肉きんぐ 本庄店 本庄市 日の出４－８－１５ 飲食店

かつはな亭本庄早稲田店 本庄市 早稲田の杜２－１－７８ 飲食店

コメこめマートササイ本庄早稲田店 本庄市 早稲田の杜３－３－１ ショッピング

かつや埼玉本庄店 本庄市 本庄４－７－２ 飲食店

てんぐ茶屋 本庄市 東五十子７３９－１ 飲食店

LURESHOPKERMIT 本庄市 東台１丁目３－１　 ショッピング

買取劇場 本庄店 本庄市 東台５－３－２３ ショッピング

プリーモ本庄店 本庄市 栄１－４－３６ 飲食店

そば蔵本庄店 本庄市 緑１－１－８ 飲食店

犇こう 本庄市 若泉２－１－２５ 飲食店

生鮮市場ビックマーケット 本庄市 西富田４２１ ショッピング

炭火焼肉ぎょうてん本庄店 本庄市 西富田７１４－１ 飲食店

美佐古" 本庄市 銀座２丁目１２－２１ 飲食店

寿司・割烹光海 本庄市 駅南２－１－１８　ユニオンビル１Ｆ 飲食店

梅林堂 本庄南本町店 本庄市 駅南２－２５－１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブランドショップハピネス 東松山店 東松山市 あずま町４－３　ピオニウォーク東松山 ショッピング

とんかつぼたん 東松山市 上押垂６５－１　 飲食店

かつや 東松山 東松山市 上野本１１５４－１ 飲食店

東松山農産物直売所 東松山市 下青鳥７１４－１ ショッピング

BL高坂店 東松山市 元宿１－１４－１ サービス

梅林堂 東松山店 東松山市 六反町７－６ 飲食店

バルコン　東松山店 東松山市 六反町８－４　 飲食店

アシストタイヤサービス東松山店 東松山市 古凍９３０－１ ショッピング

Hair Make GARO ANNEX 東松山市 小松原町１２－１０ サービス

トーカイ 東松山店 東松山市 小松原町１２－３ ショッピング

かつ敏東松山店 東松山市 御茶山町１－６ 飲食店

ステーキのどん　東松山店 東松山市 新宿町１６－４ 飲食店

とんでん 東松山店 東松山市 新宿町５－６ 飲食店

がってん寿司東松山店 東松山市 本町２－６－１８ 飲食店

家具インテリア岡本 東松山市 材木町１４－２ ショッピング

松永松盛園 東松山市 松山２３００－１ ショッピング

森ノ写真スタジオトジュ-ス屋サン 東松山市 松山町３丁目５－５９ ショッピング

安楽亭　東松山店 東松山市 松本町１－９－２９ 飲食店

夢菓子工房ププリエ 東松山市 松本町２－１－６０ 飲食店

アップガレージ埼玉東松山 東松山市 松本町２－５－３４ ショッピング

富久屋本社工房直営店 東松山市 松本町２丁目８－７　 ショッピング

富久屋春秋庵本店 東松山市 松葉町１丁目１１－１５　 ショッピング

十万石東松山店 東松山市 松葉町３－１５－１４ 飲食店

アズマヤ 東松山市 毛塚６１６ ショッピング

とんかつ松壽 東松山店 東松山市 石橋１７１２－１５ 飲食店

焼肉しょうざえもん 東松山市 石橋１７１２－２ 飲食店

エムズネイル東松山店 東松山市 砂田町１６－２ サービス

e－工房 東松山店 東松山市 神明町２－１１－６　ＬＩＸＩＬビバ内 ショッピング

キャンアイドレッシ－東松山店 東松山市 箭弓町１－４－１５　吉建ビルＥ　１０１ サービス

HITAhair 東松山市 箭弓町１－６－１　ＺＯＮＡ１　１Ｆ サービス

助六 東松山市 箭弓町１丁目２－１０　 飲食店

や台ずし 東松山駅東口町 東松山市 箭弓町３－３－１０ 飲食店

VIADELSALE 東松山市 美原町2-9-26 飲食店

セイユウ東松山店 東松山市 若松町２－１１－２６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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安野ストアー 東松山市 若松町２－１１－３０ ショッピング

パティスリー・モン・プレジール本店 東松山市 西本宿５８９－１ 飲食店

TOTAL HEAD CARE SUPERIOR 東松山市 高坂８７７－３ サービス

427キッチン 桶川市 下日出谷西２－１５－１ 飲食店

アストロプロダクツ 桶川店 桶川市 加納２２１－１ ショッピング

梅林堂 桶川店 桶川市 北２－３－２ 飲食店

石 食堂 桶川市 南１－７－５ 飲食店

ハードオフ・オフハウス 桶川店 桶川市 坂田１５２４－１ ショッピング

すぎのや本陣桶川店 桶川市 大字下日出谷西２丁目１９－８ 飲食店

田所商店 桶川店 桶川市 寿２－１５－９ 飲食店

橋本屋 桶川店 桶川市 川田谷６７０６－８ ショッピング

とんでん桶川末広店 桶川市 末広１－４－８ 飲食店

アップガレージ埼玉桶川店 桶川市 末広２－１－６ ショッピング

もんじゃ・お好み焼 わいず 桶川店 桶川市 東１－１０－１３ 飲食店

CHIC fees 桶川市 若宮１－４－５２　埼北ＳＳビル　１Ｆ サービス

ボナスパジオ桶川店 桶川市 若宮１－５－２ ショッピング

CAFE de CRIE 桶川マイン 桶川市 若宮１－５－２　パトリア桶川　３Ｆ 飲食店

ママイクコ 桶川マイン 桶川市 若宮１－５－２　桶川マイン　２Ｆ ショッピング

JAさいたま 若宮直売所 桶川市 若宮１－６－８ ショッピング

CHIC桶川店 桶川市 西１－９－１４ サービス

CERTO 東口店 桶川市 西２－１０－２３ サービス

十万石 桶川店 桶川市 鴨川２－１７－２ 飲食店

手作りハムとパンの店 こぶたのしっぽ 比企郡ときがわ町 日影９０３－１ 飲食店

とうふ工房わたなべ 比企郡ときがわ町 番匠３７２ ショッピング

都幾川農林産物直売所 比企郡ときがわ町 関堀１８８－１ ショッピング

中村ストアーときがわ店 比企郡ときがわ町 馬場３９－１ ショッピング

中村ストアー吉見店 比企郡吉見町 下細谷６８８－４ ショッピング

吉見農産物直売所 比企郡吉見町 久保田１７６２－１ ショッピング

松岡醸造帝松直売店 比企郡小川町 下古寺３－２ ショッピング

小川農産物直売所 比企郡小川町 下横田６７６－１ ショッピング

マリオヘアー 比企郡小川町 大塚１１５２－１　ヤオコー小川ＳＣ店２Ｆ サービス

晴雲酒造株式会社 比企郡小川町 大塚１７８－２ ショッピング

館乃 小川店 比企郡小川町 高谷１３８４－１ 飲食店

嵐山農産物直売所 比企郡嵐山町 千手堂６８６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室ガロ アリュール 比企郡嵐山町 平澤３８７－１ サービス

イタリアン厨房パパリーナ 比企郡嵐山町 平澤３９０ 飲食店

ベイシア電器 嵐山店 比企郡嵐山町 菅谷５３９－１１ ショッピング

夢菓子工房ププリエ嵐山店 比企郡嵐山町 菅谷６４７－６ 飲食店

はんこ広場カインズ川島店 比企郡川島町 上伊草２１０　カインズホーム川島インター店 ショッピング

川島農産物直売所 比企郡川島町 南園部２３９－１ ショッピング

安楽亭　川島町店 比企郡川島町 吹塚１０６２－１ 飲食店

滑川農産物直売所 比企郡滑川町 羽尾１３４８－１ ショッピング

鳩山農産物直売所 比企郡鳩山町 石坂１０１４－１ ショッピング

からやま埼玉深谷店 深谷市 上柴町東２－２３－１２ 飲食店

ケイズカーサ 深谷市 上柴町東４－１－２４ サービス

一幸 深谷店 深谷市 上柴町東５－１－２３ 飲食店

がってん寿司深谷店 深谷市 上柴町東５－４－２４ 飲食店

炭火焼肉　楓 深谷市 上柴町東７丁目１３－１８　 飲食店

橋本屋 深谷店 深谷市 上柴町西１－１７－１５ ショッピング

かつ太郎深谷店 深谷市 上野台２３９８－１ 飲食店

とんとん市場深谷店 深谷市 上野台２５４０－５ ショッピング

コメこめマートササイ上野台店 深谷市 上野台２９７５－１ ショッピング

焼肉セナラ深谷店 深谷市 国済寺５１４ 飲食店

BRIT 深谷市 国済寺町１１－１４ サービス

花園フォレスト 集中レジ22 深谷市 小前田４１７ 飲食店

花園蕎麦 深谷市 小前田４１７－２ ショッピング

ファーミーカフェ 深谷市 小前田４５８－１ 飲食店

道の駅 はなぞの 深谷市 小前田４５８－１ ショッピング

株式会社旭製菓レイヤーカフェ花園店 深谷市 小前田５０９－２ 飲食店

INDIANRESTAURANT DINER 深谷市 小前田５４１－１ 飲食店

タイヤ市場 花園インター店 深谷市 小前田５５０－２ ショッピング

花園農協 農産物直売所 深谷市 小前田５５３ ショッピング

ベイシア電器 花園インター店 深谷市 小前田６１７ ショッピング

タイヤ交換専門店フジサワ 深谷市 折之口４７２ ショッピング

かつや深谷店 深谷市 本住町９－１ 飲食店

JAふかや グル米ハウス 深谷市 東方２１１８－１ ショッピング

フレッセイ 篭原店 深谷市 東方３２４１ ショッピング

とんでん 深谷店 深谷市 東方町５－２０－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビストロ　ヒガキ 深谷市 田中１１７４ー４ 飲食店

フレッセイ 田谷店 深谷市 田谷１９０－４ ショッピング

梅林堂 緑ヶ丘店 深谷市 緑ヶ丘２１－４４ 飲食店

がってん寿司本店 深谷市 荒川２２８ 飲食店

とんかつみつみね 深谷市 荒川６６０－２ 飲食店

ハタヤスポ-ツ 深谷店 深谷市 西島町１丁目３－６ ショッピング

JAふかや 川本農産物直売所 深谷市 長在家１２７９－２ ショッピング

館乃 川本総本店 深谷市 長在家７２１ 飲食店

コメこめマートササイ花園店 深谷市 黒田９９０ ショッピング

梅林堂 ラグビーロード店 熊谷市 中西１丁目９－１２ 飲食店

AGIATO 熊谷市 中西３－１５－１８ サービス

hair HIRO中西店 熊谷市 中西３－６－３ サービス

JAくまがや ふれあいセンター久保島店 熊谷市 久保島５９５－３ ショッピング

アストロプロダクツ 熊谷店 熊谷市 久保島９７８ ショッピング

ちゅら工具 熊谷店 熊谷市 代７６６ ショッピング

焼肉セナラ熊谷店 熊谷市 代天神１０４８ 飲食店

采帆久亭 熊谷市 佐谷田１４８５ 飲食店

マルキン本舗 熊谷店 熊谷市 佐谷田７２４－１ 飲食店

ドンドンダウンオンウェンズデー 熊谷店 熊谷市 大字久保島９８４－１ ショッピング

JUNO 熊谷市 太井１５８８－３ サービス

リカリッシュ 熊谷太井店 熊谷市 太井２０５２－３ ショッピング

館乃 熊谷太井店 熊谷市 太井４８６ 飲食店

旬菜茶房　みかわ　熊谷本店 熊谷市 小島７０８－１ 飲食店

電髪倶楽部 美膳 熊谷市 小島土井尻６６４－１ サービス

サンドリヨン 熊谷市 広瀬２６８－７ 飲食店

南海部品 熊谷店 熊谷市 広瀬４９６－１ ショッピング

洋食レストラン学 熊谷市 広瀬６５１－５ 飲食店

三幸苑 熊谷市 弥生２－８　総和ハイツ６　１Ｆ 飲食店

JAくまがや ふれあいセンター妻沼店 熊谷市 弥藤吾７２０ ショッピング

かつ敏かごはら店 熊谷市 拾六間７６３－１ 飲食店

プリーモチーズカフェ 熊谷市 拾六間７６３－１ 飲食店

海鮮どんさん亭籠原店 熊谷市 拾六間８０４－１１ 飲食店

シノン洋菓子店 熊谷市 新堀９５４－１ 飲食店

かつや 熊谷新島 熊谷市 新島１０－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グリルK熊谷店 熊谷市 新島１２－４ 飲食店

大衆焼肉力士 熊谷市 星川２－４１　グートビル　１Ｆ 飲食店

BEAREA 1F 熊谷市 星川２－４８　ＫＭＧビル　１Ｆ サービス

やきとり桃太郎 熊谷市 星川２－６５　フカミビル１Ｆ 飲食店

金魚 熊谷市 星川２－８１　中村写真館ビル　Ａ 飲食店

焼肉きんぐ 月見町店 熊谷市 月見町２－１－６５ 飲食店

酒蔵はっかい 熊谷市 本町２－１２５ 飲食店

HairLoungeByBEAREA 熊谷市 本町２－５９ サービス

Rireforhair 熊谷市 桜木町桜木町１－５２－１ サービス

JAくまがや ふれあいセンター江南店 熊谷市 樋春１５５ ショッピング

芋屋TATA 熊谷市 樋春１９８４－５ ショッピング

安楽亭　江南町店 熊谷市 江南中央２－６－７ 飲食店

くまがや江戸銀 熊谷市 河原町１－３０－１ 飲食店

JAくまがや ふれあいセンター大里店 熊谷市 津田新田８１６ ショッピング

ヘアーオブシングスルーナ 熊谷市 玉井５－１ サービス

タイヤショップマーク熊谷店 熊谷市 玉井７－７ ショッピング

とんでん 熊谷店 熊谷市 石原１－１０２－１ 飲食店

セイユウ熊谷店 熊谷市 石原１４３ ショッピング

がってん寿司熊谷石原店 熊谷市 石原２－１ 飲食店

はんこ屋さん21熊谷店 熊谷市 石原２丁目５番地　 ショッピング

ステーキのどん　熊谷店 熊谷市 石原３９４－１ 飲食店

季ノ膳 熊谷市 筑波２－４９　二葉ビル１Ｆ 飲食店

味千両 熊谷市 筑波２－６０　２Ｆ 飲食店

AUBEhairnoa熊谷店 熊谷市 筑波２－６６－４　ジュエルコート熊谷　１Ｆ
　Ｂ サービス

BE AREA PREMIATA 熊谷市 筑波３－１５２　２Ｆ サービス

安心院 熊谷市 筑波３－１６２ 飲食店

CHIC aimer 熊谷市 筑波３－２０２　ティアラ２１　２Ｆ サービス

和牛焼肉 獅子神 熊谷市 筑波３－７６ 飲食店

パナセ　しら藤1 熊谷市 筑波３丁目４６　ダイコ－ビル２Ｆ 飲食店

JAくまがや ふれあいセンター箱田店 熊谷市 箱田５－９－１８ ショッピング

株式会社東京マシンセンター 熊谷市 箱田６－１７－２７ ショッピング

hair HIRO 箱田店 熊谷市 箱田６－１９－１５ サービス

乃が美 はなれ 熊谷店 熊谷市 箱田６－５－２ 飲食店

梅林堂 箱田本店 熊谷市 箱田６－６－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

57 / 70

[埼玉県埼玉県]



東京マシンセンター 熊谷市 箱田６丁目１７－２７ ショッピング

ホルモンとんちゃん籠原店 熊谷市 籠原南３－１８７ 飲食店

梅林堂 籠原南店 熊谷市 籠原南３－２２１ 飲食店

十万石熊谷店 熊谷市 肥塚２－１－６ 飲食店

シャディダイコクヤ熊谷店 熊谷市 肥塚３－４－１０ ショッピング

かつはな亭熊谷店 熊谷市 肥塚４－１０５ 飲食店

万代書店 熊谷店 熊谷市 肥塚６４２－１ ショッピング

Can I Dressy 熊谷店 熊谷市 銀座２－１８－２　１Ｆ サービス

田所商店熊谷銀座店 熊谷市 銀座４－１０－１６ 飲食店

株式会社鳳鳴閣 狭山市 上奥富１１３－３ 飲食店

ハードオフ16号狭山店 狭山市 下奥富５０５－１ ショッピング

オフハウス16号狭山店 狭山市 下奥富５０５－１ ショッピング

うな清 狭山市 下奥富７４９－６ 飲食店

美容室ザナドゥー狭山店 狭山市 中央１－４９－３０　篠ビル　１・２Ｆ サービス

やきとりにしだ場 狭山市店 狭山市 入間川１－１８－１　新松本ビル　１Ｆ 飲食店

PROGRESS 狭山店 狭山市 入間川１－１８－１　新松本ビル　２０１ サービス

ライブステーション狭山 狭山市 入間川１－３－２　スカイテラスＢ１Ｆ 飲食店

Cross Over 狭山市 入間川１４３４－２０ サービス

かにや入間川店 狭山市 入間川３－１６－１９ 飲食店

洋菓子木の実 狭山市 入間川３１７３－６ 飲食店

喜代川 狭山市 入間川３丁目２３－６　 飲食店

スケール 狭山市 入間川４－８－２０ ショッピング

ニックス 狭山市 入間川４ー２５－３ 飲食店

ヘアー＆メイクミューズ入曽店 狭山市 南入曽４５２－５ サービス

JAいるま野 あぐれっしゅげんき村 狭山市 大字堀兼２０８５－１ ショッピング

美容室TIME 狭山店 狭山市 富士見１－３－１０　アルカディア狭山　１Ｆ サービス

居酒屋CHITCHAT 狭山市 富士見１－５－３ 飲食店

美容室Choose 狭山市 広瀬東２－４１－１　ヤオコー狭山店　１Ｆ サービス

酒商増田屋 広瀬店 狭山市 広瀬東３－１９－１ ショッピング

美容室 ミューズ 狭山店 狭山市 広瀬東３－２０－１ サービス

高倉町珈琲狭山店 狭山市 広瀬東３－３－３４ 飲食店

俺たちの炙り家 狭山市 新狭山２－１５－２２ 飲食店

や台ずし 新狭山駅北口町 狭山市 新狭山２－９－２０ 飲食店

焼肉永澤園 狭山市 新狭山２丁目１１－１６　ニュ－狭山マンショ
ン１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒商増田屋 新狭山店 狭山市 東三ツ木１７０－１ ショッピング

香寿し 狭山市 東三ツ木３４６－８ 飲食店

かにや工場店 狭山市 柏原３３７－１３ 飲食店

ミズノタイヤショップ 狭山市 水野４３４－１４ ショッピング

FEEL HAIR AND MAKE 狭山市 水野４３５－１２ サービス

アストロプロダクツ 川越店 狭山市 狭山３１－１５ ショッピング

美容室 ミューズ 狭山台店 狭山市 狭山台１－１３－４ サービス

トーカイ 狭山店 狭山市 狭山台１－３－１ ショッピング

美容室ムンク狭山台店 狭山市 狭山台２－２８－３ サービス

サンセリテ 狭山市 狭山台３－１１－２ 飲食店

酒商増田屋狭山台店 狭山市 狭山台４－２２－４ ショッピング

かにや狭山台店 狭山市 狭山台４－２４－１６ 飲食店

芳林堂書店エミオ狭山市店 狭山市 祇園４－５５　エミオ狭山市西口　１Ｆ ショッピング

日本料理 おお津 狭山市 祇園４－６２　公栄ビル９　２Ｆ 飲食店

かにや狭山市駅前店 狭山市 祇園４－６３ 飲食店

安楽亭　狭山笹井店 狭山市 笹井１－２６－３５ 飲食店

とんでん 狭山店 狭山市 笹井１－７－３ 飲食店

がってん寿司狭山店 狭山市 笹井３－１－１２ 飲食店

ステーキのどん　狭山店 狭山市 笹井３－１－２０ 飲食店

かつや 狭山 狭山市 鵜ノ木２－９ 飲食店

白岡ベ－カリ－ 白岡市 小久喜１１３９－１　 ショッピング

エム・インターナショナル 白岡CUTE店 白岡市 小久喜１２１３－３　ビーンズアネックス　３
Ｆ サービス

ドゥーブルシェフ白岡店 白岡市 篠津１９８４－１ 飲食店

HARD OFF 白岡店 白岡市 西１－７－４ ショッピング

十万石 白岡店 白岡市 西４－１１－３６ 飲食店

フレンドマ－ト さいとう 白岡市 高岩１７８８－１ ショッピング

がってん寿司秩父店 秩父市 上宮地町３０－６ 飲食店

BOOK OFF 秩父上野町店 秩父市 上野町１１－１１ ショッピング

くまざわ書店 秩父店 秩父市 上野町８０５－１４　ウニクス秩父　Ｂ２Ｆ ショッピング

フジヤ衣裳総本店 秩父市 中町１０番６号 ショッピング

スポ－ツうらしま 秩父市 中町５－２　 ショッピング

荷車屋 秩父市 大宮５７６０－３ 飲食店

イタリアンダイニング＆カフェトラゲット 秩父市 宮側町１８－７ 飲食店

オレゴントレイル秩父店 秩父市 宮側町２０－１５　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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武甲酒造株式会社 秩父市 宮側町２１－２７ ショッピング

本家 原 秩父市 寺尾１０８１ 飲食店

キーパープロショップ秩父 秩父市 寺尾１１５７ ショッピング

JAちちぶ 秩父農産物直売所 秩父市 寺尾３２３６－２ ショッピング

パティスリ－イシノ 秩父市 熊木町１５－２　ＫＭＧビル１階 ショッピング

ESQUINA 秩父市 熊木町１５－２ＫＭＧビル２階 飲食店

朝日屋 秩父市 番場町８－１６ ショッピング

まめちゃん家 秩父市 道生町２３－１１　 飲食店

TIMECLIP 秩父黒谷店 秩父市 黒谷１１９８－１ ショッピング

綿半ホームエイド 小鹿野店 秩父郡小鹿野町 下小鹿野１３６５ ショッピング

丸山自動車整備工場 秩父郡小鹿野町 飯田１－５ サービス

東秩父農産物直売所 秩父郡東秩父村 御堂４４１ ショッピング

JAちちぶ アグリマルシェよこぜ 秩父郡横瀬町 横瀬４２９４－３ ショッピング

長瀞蔵 秩父郡長瀞町 長瀞１１５８ ショッピング

むじなも市場 羽生市 三田ヶ谷１７２５ ショッピング

かつや埼玉羽生店 羽生市 下岩瀬５２４－１ 飲食店

梅林堂 羽生店 羽生市 中央３－３－４３ 飲食店

ハードオフ・オフハウス羽生店 羽生市 中央５－４－２ ショッピング

スーパーケンゾー 羽生市 南５－９－２６ ショッピング

ケンゾー道の駅 羽生店 羽生市 南５－９－２６ ショッピング

ばんどう太郎羽生店 羽生市 南７－４－７ 飲食店

千両ダシ マホロバ 羽生市 南７丁目８－１６ 飲食店

ココモケンゾー 羽生市 南羽生３－２０－７ ショッピング

トラックショップ・ジェット 羽生店 羽生市 大字神戸字西８１４ ショッピング

ノールケンゾー 羽生市 東３－１７－１３ ショッピング

酒のぎょうだ 羽生市 西３－４－１０ ショッピング

スーパーケンゾーウエスト 羽生市 西４－１７－１ ショッピング

ちさと 羽生市 西５－２７－１ 飲食店

アーチストスペースF 草加市 両新田東町６８－１ ショッピング

モンスターズグリル草加店 草加市 中央１－６－１０ 飲食店

ZELE草加中央 草加市 中央１－６－１０　モールプラザ サービス

焼肉平城苑松原店 草加市 中根２－１－１ 飲食店

江戸一 草加館 草加市 中根３－２４－１７　２Ｆ 飲食店

さかまき草加営業所 草加市 住吉１丁目１２－１　 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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草加パリ食堂Herbes 草加市 住吉１丁目４－１０　パティオ菊水２０２ 飲食店

ABS卸売センター草加店 草加市 八幡町３６４ ショッピング

草加亀楽煎餅本舗 八幡店 草加市 八幡町７７３　ライフピア八幡 飲食店

宗家源吉兆庵 草加店 草加市 吉町２－６－６ 飲食店

小宮のせんべい 草加市 吉町５－４－８ 飲食店

ヤマニ大塚 草加市 手代３丁目６番地１号 ショッピング

安楽亭　草加店 草加市 新栄４丁目１０８２－１ 飲食店

草加煎餅まるそう一福草加店 草加市 旭町１－４－４５ ショッピング

焼肉 旭苑 草加市 旭町６－１４－３　旭ビル　２Ｆ 飲食店

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

安楽亭　草加柳島店 草加市 柳島町５０１－１ 飲食店

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

TRUTH獨協大学前店 草加市 栄町２－１１－１０　松原ツインタワービル
アップル　５Ｆ サービス

炭火焼肉和 草加市 栄町２－１２－１１　プライム滝澤６ 飲食店

赤から 獨協大学前駅東口店 草加市 栄町３－５－１６　エストゥディオ松原　２Ｆ 飲食店

てんぷら天杉 草加市 栄町３丁目３－２３　テンスギビル１Ｆ 飲食店

割烹栄 草加市 栄町３丁目９－４３　 飲食店

外苑 草加市 氷川町２１１６－１　池田ビル 飲食店

ロコ 草加市 氷川町２１１９－４　１Ｆ サービス

Mama－ru 草加市 氷川町２１２７－８　１Ｆ サービス

五福楼草加店 草加市 氷川町２１２９－６　ＶＩＰ第２ビル１Ｆ 飲食店

寿司と焼鳥大地 草加市 氷川町２１３０－４　小松屋ビル１Ｆ 飲食店

9 草加市 氷川町２１４０－１２　ルカ氷川 サービス

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

夢や 芭蕉亭 草加市 氷川町２１４８－１　アークプラザ３Ｆ 飲食店

ご馳走 鉄や 草加市 氷川町２１５８－１４ 飲食店

焼肉 べこ 草加市 氷川町８５９－１１　ＴＹビル２Ｆ 飲食店

とんでん 草加新田店 草加市 清門町４２０ 飲食店

お好みダイニング絹 草加市 瀬崎１丁目１１－２　 飲食店

BonVivant 草加市 瀬崎町４９５－１ サービス

ハードオフ 草加瀬崎店 草加市 瀬崎町５－５－５ ショッピング

草加せんべい志免屋 草加市 神明１－１１－１ 飲食店

株式会社 力屋 草加店 草加市 稲荷１－３－５ ショッピング

炭火焼肉味道苑草加本店 草加市 稲荷２－２９－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビッグウッド草加店 草加市 花栗４－１３－１８ ショッピング

焼肉屋くいどん草加店 草加市 草加２－１６－１９ 飲食店

とんでん 草加店 草加市 草加２－１９－１ 飲食店

かつや 草加谷 草加市 西町１２０５－１ 飲食店

安楽亭　草加花栗店 草加市 西町５７０－３ 飲食店

草加道具屋 草加市 西町８０５ ショッピング

あみやき亭 草加店 草加市 谷塚町１８３５ 飲食店

0649 GPfw島忠ホームズ草加舎人 草加市 遊馬町２－１　島忠ホームズ草加舎人　１Ｆ ショッピング

焼肉ヒロ 草加市 金明町２３２－４ 飲食店

京寿し 草加市 金明町３１８－５ 飲食店

金寿司 草加市 金明町４７３－１０　 飲食店

新田金寿司 草加市 金明町４７３－１０　 飲食店

和食ダイニング ZABOU 草加市 金明町５１０－１ 飲食店

HAIR＆SPA FLAPS 草加市 金明町９－２　レジデンス澤田　１０２ サービス

ステーキのどん　草加店 草加市 長栄町６５４－１ 飲食店

草加煎餅まるそう一福 草加市 青柳２－１６－１８ ショッピング

草加煎餅まるそう一福東草加店 草加市 青柳３－６－２５ ショッピング

割烹　一榮 草加市 青柳５丁目７－２７　 飲食店

炭火焼肉和青柳店 草加市 青柳７－２１－１０ 飲食店

十万石 草加店 草加市 高砂１－１２－４８ 飲食店

TEPPAN 草加市 高砂２－１０－２０ 飲食店

ZELE草加 草加市 高砂２－１６－９　ファミールプラザ草加　２
Ｆ サービス

クーパーズ 草加市 高砂２－１８－５１ 飲食店

すし銚子丸草加店 草加市 高砂２－１９－２１ 飲食店

モッズヘア草加店 草加市 高砂２－６－５　寿ビル２Ｆ サービス

PAOPAO Pasar蓮田店 蓮田市 川島３７０ 飲食店

牛たん炭焼 利久 Pasar蓮田店 蓮田市 川島３７０ 飲食店

韓美膳 Pasar蓮田店 蓮田市 川島３７０　Ｐａｓａｒ蓮田 飲食店

日乃本帆布 パサール蓮田店 蓮田市 川島３７０　Ｐａｓａｒ蓮田 ショッピング

日本橋一平 蓮田市 川島３７０　Ｐａｓａ蓮田 飲食店

おこわ米八 パサール蓮田店 蓮田市 川島３７０　パサール蓮田ＳＡ上り線 ショッピング

鶏撰 Pasar 蓮田店 蓮田市 川島３７０　東北自動車道蓮田ＳＡ（上り線）
内 飲食店

MOMI＆TOY’S Pasar蓮田 蓮田市 川島３７０　東北自動車道蓮田ＳＡ内Ｐａｓａ
ｒ蓮田 飲食店

Vivid QUATTRO 蓮田店 蓮田市 本町１－２８　ムサシヤビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炉端炭焼灯楽や 蓮田市 本町１－２８　むさし屋ビル　２Ｆ 飲食店

空楽 蓮田市 本町２－２３ 飲食店

彩々楽 蓮田市 本町７－１ 飲食店

プロショップ·オオクマ 蓮田市 東１丁目３－９ ショッピング

がってん寿司蓮田店 蓮田市 椿山２－１１－５ 飲食店

とんでん 蓮田店 蓮田市 西新宿２－１２６－３ 飲食店

安楽亭　蓮田店 蓮田市 西新宿２－１４１－１ 飲食店

ステーキのどん　蓮田店 蓮田市 西新宿６－４０ 飲食店

七輪房　蓮田店 蓮田市 西新宿６－４５ 飲食店

ちゅら工具 蓮田店 蓮田市 閏戸２９３３ ショッピング

トーカイ 蓮田店 蓮田市 関山２－６－１２ ショッピング

とりいちず食堂蕨西口駅前店 蕨市 中央１－２－１ 飲食店

もつ焼琥珀 蕨市 中央１－２８－２ 飲食店

アンジェリーク 蕨市 中央１－４－７　土屋ビル１Ｆ サービス

LaBasil2パセリ 蕨市 中央１丁目３２－３　ルピナス１Ｆ 飲食店

かつや蕨北町 蕨市 北町３－４－８ 飲食店

がってん寿司蕨店 蕨市 南町１－１０－３ 飲食店

La Cucina 蕨市 南町２丁目 １６－１アイテック蕨南町ビル１階
Ｂ号室 飲食店

グリーンササヤ 蕨市 南町４－３－９ ショッピング

牛繁蕨店 蕨市 塚越１－４－７ 飲食店

Agu hair enon蕨店 蕨市 塚越１－７－４　蕨ステーションビル　５Ｆ サービス

焼肉きんぐ蕨店 蕨市 塚越２－１０－１ 飲食店

beauche 蕨市 塚越２－７－６　ＴＭＳビル１０１ サービス

かつや 蕨塚越店 蕨市 塚越７－８－２ 飲食店

ヘイワ堂蕨店 蕨市 越１－４－１０　ヤマナカビル１０３ ショッピング

周黒鴨蕨店 蕨市 越２－１－１ 飲食店

デイジイ蕨店 蕨市 錦町１－４－１２ 飲食店

四輪屋 行田市 下須戸１６３０－１ ショッピング

yamagiwa 行田市 佐間１－１６－１５ サービス

梅林堂 行田向町店 行田市 向町１７－２０ 飲食店

シャディダイコクヤ行田店 行田市 向町１８－１０ ショッピング

十万石 行田水城公園店 行田市 天満８－２１ 飲食店

行田農産物直売所 行田市 富士見町１－８－１ ショッピング

忍書房 行田市 忍２丁目１８番６号　 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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安楽亭　行田押上町店 行田市 押上町１５－４０ 飲食店

家具のホンダ 行田店 行田市 持田１－１１－１ ショッピング

十万石ベイシア持田店 行田市 持田１０８０ 飲食店

HAIR PRODUCE Ace 行田市 持田２－１－３６ サービス

村瀬文具店 行田市 持田９７３－１ ショッピング

リカリッシュ 行田旭町店 行田市 旭町１２－７ ショッピング

とんでん 行田店 行田市 桜町１－２３ 飲食店

かつや埼玉行田桜町店 行田市 桜町３－９－３４ 飲食店

安楽亭　行田若小玉店 行田市 若小玉１５９１－１ 飲食店

もんじゃ・お好み焼 わいず 行田店 行田市 若小玉１８６０－１ 飲食店

十万石 行田店 行田市 行田２０－１５ 飲食店

割烹　魚豊 行田市 行田２０－１７　 飲食店

HARDOFF行田店 行田市 長野１－２８ ショッピング

マルサンエコー 行田市 門井町１－３５－５ ショッピング

マライカバザール 越谷店 越谷市 レイクタウン２－１５－４ ショッピング

ハッシュパピーイオンレイクタウン店 越谷市 レイクタウン３－１－１ ショッピング

パンダ理容室 レイクタウン店 越谷市 レイクタウン６－２６－１１ サービス

焼肉マルコ 越谷市 レイクタウン６－６－１　１Ｆ　Ｃ 飲食店

ZELEプレミアムレイクタウン 越谷市 レイクタウン７－４－３ サービス

どんどん　越谷店 越谷市 七左町３－９６－１ 飲食店

JA越谷市 グリーンマルシェ2号店 越谷市 七左町７－２０９－１ ショッピング

安楽亭　下間久里店 越谷市 下間久里１００７－１ 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 越谷大袋店 越谷市 下間久里９５－１ 飲食店

肉工房なかむら 越谷市 北越谷２－２０－１６　１Ｆ ショッピング

肉亭ナカムラ 越谷市 北越谷２－２０－１６　２階 飲食店

Aguhaircarol北越谷 越谷市 北越谷４－２１－７　北越谷喜作ビル　２Ｆ サービス

リシェール 越谷市 北越谷４－２４－１７　１Ｆ サービス

せんげん台食肉センター和 越谷市 千間台東１－１－６　クオレ千間台ビル　２Ｆ 飲食店

おすしやさん 越谷市 千間台東１－１５－４－１０３ 飲食店

ステーキのどん　千間台店 越谷市 千間台東１－１６－２ 飲食店

博文堂書店 千間台店 越谷市 千間台東１－３－１ ショッピング

不二家 せんげん台店 越谷市 千間台東１－３－５ 飲食店

登喜寿し 越谷市 千間台東１－６－３　１Ｆ 飲食店

アミュゼ・ラヴィ 越谷市 千間台東１－７－３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アニモフィオレンテせんげん台店 越谷市 千間台東２－１５－１９ サービス

トーカイ せんげん台店 越谷市 千間台東２－６－１１ ショッピング

タイヤガーデンせんげん台 越谷市 千間台東２－７－１０ ショッピング

ZELEsupple 越谷市 千間台東２－７０７　セブンタウンせんげん台
　２Ｆ サービス

アストロプロダクツ 越谷店 越谷市 千間台東３－２４－５ ショッピング

かつや せんげん台 越谷市 千間台東３－２８－９ 飲食店

炭火焼肉味道苑せんげん台店 越谷市 千間台東４－１１－４ 飲食店

三州総本舗　せんげん台店 越谷市 千間台西１－１０－１９ ショッピング

ふしみ 越谷市 千間台西１－１３－７ 飲食店

安楽亭　せんげん台店 越谷市 千間台西１－５－８ 飲食店

花むら 越谷市 千間台西１丁目６－９　千間台グリーンマン
ション１０８ 飲食店

Moremuu 越谷市 千間台西３－１－２５　１Ｆ サービス

HomeDiningSalve 越谷市 千間台西３丁目１－１７　１Ｆ 飲食店

海花苑 越谷市 千間台西５－３－２５ 飲食店

ハードオフ越谷南店 越谷市 南町３－１－５ ショッピング

かつ敏越谷店 越谷市 南町３－１０－２４ 飲食店

牛藩 蒲生店 越谷市 南町３－１５－１４ 飲食店

全日食チェ－ン おおくぼ 越谷市 南荻島１４６ ショッピング

北海道生まれ和食処とんでん 越谷南荻島店 越谷市 南荻島字左敷田１３１ 飲食店

魚一 越谷市 南越谷１－１２－１ 飲食店

魚とな 越谷市 南越谷１－１２－１２ 飲食店

寿司つか本 越谷市 南越谷１－１２－１２　東京宝石ビル５Ｆ 飲食店

地中海酒場ココチーノ 越谷市 南越谷１－１３－２　第６ＪＭビル１Ｆ 飲食店

パンダ理容室南越谷店 越谷市 南越谷１－１３－７ サービス

串焼き もつ鍋 まるまさ 越谷市 南越谷１－１３－７　ハローマートビル　１Ｆ 飲食店

トラットリアトマト 越谷市 南越谷１－１３－８　影山ビル１Ｆ 飲食店

グリーンカフェ 越谷市 南越谷１－１６－１０　ＭＡＣＳ大野館　２Ｆ 飲食店

マルキン本舗本店 越谷市 南越谷１－１７－９　栄ビル　１Ｆ 飲食店

個室ダイニングfortune 越谷市 南越谷１－２０－２　寿ビル　２Ｆ 飲食店

串焼きこがね 越谷市 南越谷１－２０－４　岩淵ビル　１Ｆ 飲食店

R 越谷市 南越谷１－２０－５　サンライズ南越谷　４Ｆ 飲食店

居酒屋末広 越谷市 南越谷１－２６－９ エンターテイメン
ト

すし銚子丸南越谷店 越谷市 南越谷２－５－１０ 飲食店

DAYS／92co． 越谷市 南越谷４－１１－１１　信栄ビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

65 / 70

[埼玉県埼玉県]



LaMa 越谷市 南越谷４－１１－４　セントエルモ新越谷８０
５ サービス

FIORENTE南越谷 越谷市 南越谷４－１１－８　１Ｆ サービス

山柿 越谷市 南越谷４－２－５ 飲食店

すけ田楽 越谷市 南越谷４－４－３ 飲食店

大衆焼肉酒場こがね 越谷市 南越谷４－７－３　川合ビル　１Ｆ 飲食店

ケヴィンズバー 越谷市 南越谷４－８－３　アルファービル　１Ｆ 飲食店

ZELE新越谷 越谷市 南越谷４－８－８　かさぷらた　１Ｆ サービス

韓国居食屋 閔家 越谷市 南越谷４丁目１－１４　浅野ビル１Ｆ 飲食店

ha－co 越谷市 南越谷５－１４－１６ サービス

uti 越谷市 南越谷５－１４－１６－１０４　駒崎マンショ
ン３ サービス

JA越谷市 グリーンマルシェ 越谷市 増林２－６６ ショッピング

すぎのや本陣越谷店 越谷市 増林５８２０－１ 飲食店

美食料理つくし 越谷市 増林５８２６－５ 飲食店

お好焼　いなか 越谷市 増森１－２２３ 飲食店

越谷SP藤屋 越谷市 大成町１－２１２８－１ ショッピング

LIGAR 越谷市 大成町２－２９０－１ サービス

宗家源吉兆庵 北越谷店 越谷市 大房６８８－１ 飲食店

有限会社浜丁寿司 越谷市 大房７１６－７ 飲食店

ヴェスタ 越谷市 大沢３－２８－７　ラグドール１０２ 飲食店

GRANT 越谷市 大沢３－８－３２　ステラポラ－レ１Ｆ サービス

ヴェルジェ越谷店 越谷市 大竹１７ ショッピング

沖寿司越谷店 越谷市 大里１４９－１ 飲食店

現金問屋ダイコク越谷店 越谷市 大里４４５－１ ショッピング

マルキン本舗大間野店 越谷市 大間野町３－１２０－３ 飲食店

アイパーツ越谷店 越谷市 大間野町３－５７ ショッピング

新見世 越谷市 宮本町１丁目５　 飲食店

ハードオフ 越谷草加バイパス店 越谷市 宮本町５－１５５－１ ショッピング

アン・プルミエ 越谷市 弥十郎３９５－１ 飲食店

ヒナノ珈琲 越谷店 越谷市 弥十郎４８４－１ 飲食店

割烹若松 越谷市 弥生町１１－２ 飲食店

海鮮寿司居酒屋 沖ちゃん 越谷市 弥生町１７－１ 飲食店

天の太助 越谷市 弥生町３－４１ 飲食店

東京風月堂 東武越谷店 越谷市 弥生町４－１１　ファイン越谷 飲食店

がってん寿司南越谷店 越谷市 新越谷１－４５－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ソウカヤカグセンター 越谷市 東大沢１－１２－９ ショッピング

宮脇書店 越谷店 越谷市 東大沢５－５－８ ショッピング

炭火焼肉 やまと 越谷市 東越谷１－５－２ 飲食店

オフハウス 東越谷店 越谷市 東越谷３－１５－１０ ショッピング

橋本屋 越谷店 越谷市 東越谷３－１５－２５ ショッピング

一幸 東越谷店 越谷市 東越谷３－１７－２０ 飲食店

炭火焼肉味道苑東越谷店 越谷市 東越谷３－３－１ 飲食店

23Station越谷店 越谷市 東越谷３－６－６ ショッピング

パンダ理容室EAST店 越谷市 東越谷８－５２ サービス

草加亀楽煎餅本舗 東越谷店 越谷市 東越谷９－１－２ 飲食店

鈴木金物東越谷店 越谷市 東越谷９－５８－１ ショッピング

RoomRICHAIR 越谷市 瓦曽根２－１１－５４　ハイアットプラザ新越
谷　１Ｆ サービス

炭火のお店 お肉なじかん 越谷市 相模町６－５６５ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　越谷店 越谷市 神明町２－１３２－１ 飲食店

安楽亭　越谷神明店 越谷市 神明町３－３４２－１ 飲食店

リシェールグリーン 越谷市 花田１－３４－６ サービス

パンダ理容室花田店 越谷市 花田１－３５－１ サービス

HARD OFF 越谷花田店 越谷市 花田２－２９－１３ ショッピング

ハンバーグ専門店バーグマン 越谷市 蒲生南町１６－６ 飲食店

パンダ理容室蒲生店 越谷市 蒲生寿町１３－４５ サービス

焼肉きんぐ 蒲生店 越谷市 蒲生寿町２－３０ 飲食店

炭火焼肉味道苑蒲生店 越谷市 蒲生本町１－４８ 飲食店

スーパーヤオミ蒲生店 越谷市 蒲生茜町１９－１４ ショッピング

RestaurantGirassol 越谷市 蒲生茜町２－１０　フラワーハイツ　１０１ 飲食店

フレッシュマートゆうきや 越谷市 袋山１６１－１ ショッピング

パンダ理容室流通団地前店 越谷市 西方２－２５－４ サービス

かつや 越谷 越谷市 谷中町２－２８２－２ 飲食店

南海部品 越谷店 越谷市 谷中町２－５８ ショッピング

BENCIA 越谷市 赤山本町８－１４　第１ＪＭビル１－Ｂ号室 飲食店

パンダ理容室赤山店 越谷市 赤山町２－１７８－１ サービス

串焼き七味屋 越谷市 越ヶ谷１－１－７ 飲食店

hairfixRYUAsia 越谷市 越ヶ谷１－１－７　１Ｆ サービス

秋田家 越谷市 越ヶ谷１－１３－１ 飲食店

地中海食堂　タベタリーノ 越谷市 越ヶ谷１－１３－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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N＆A越谷店 越谷市 越ヶ谷１－１５－１　池松ビル　２Ｆ サービス

洋菓子処伸〜SHiN〜 越谷市 越ヶ谷１－１６－２４　春日ビル　１Ｆ 飲食店

文之堂 越谷市 越ヶ谷１－１６－６ ショッピング

マンゴスチン 越谷市 越ヶ谷２－２－３５ 飲食店

焼肉 牛三郎 飯能店 飯能市 八幡町２－２　岡田ビル　１Ｆ 飲食店

美容室ミューズ飯能南店 飯能市 南町１１－２４ サービス

くるまやラーメン飯能南町店 飯能市 南町５－９ 飲食店

BOOKOFF 飯能双柳店 飯能市 双柳１４８５－７ ショッピング

ぶんぐまる飯能店 飯能市 双柳１４８６－８ ショッピング

レストランイーズパッション 飯能市 双柳６３２－１　 飲食店

かにや飯能店 飯能市 双柳８７－９８ 飲食店

かつや 飯能 飯能市 大字双柳字水押２５１－１ 飲食店

CARVAAN 飯能市 大河原３２－１ 飲食店

AFURI飯能メッツァビレッジ 飯能市 宮沢３２７－６　メッツァ 飲食店

新井園本店 武蔵利休 メッツァビレッジ店 飯能市 宮沢字子ノ神３１９－１－１　メッツァビレッ
ジ　マーケットホール ショッピング

レストラン アニバーサリー 飯能市 岩沢１３７－６ 飲食店

チキンスタヂアム 飯能市 東町１８－６ ショッピング

セレクトショップラヴィアンローズ 飯能市 柳町２２－１５　ＫＡＷＡＴＡＢＬＤ． ショッピング

焼肉 千香 飯能市 柳町６－１２ 飲食店

珈琲館 飯能店 飯能市 柳町８－１２　コトブキビル　１Ｆ 飲食店

有機の里 飯能店 飯能市 栄町１５－５ ショッピング

飯能ハリカ 飯能市 緑町２２－２ ショッピング

Hair Clinic オオツカ クレール 飯能市 緑町６－３ サービス

生活の木 薬香草園ショップ 飯能市 美杉台１－１ ショッピング

メルセデス・ベンツ鴻巣 鴻巣市 三ツ木３１６－１ ショッピング

OFF HOUSE 鴻巣店 鴻巣市 上谷１８３２－１ ショッピング

かつや 埼玉鴻巣 鴻巣市 北新宿字道下通４０－１ 飲食店

パティスリ－ポンド－ル 鴻巣市 大間４－７－１　セントル長島　１０４号 ショッピング

地球家族 鴻巣店 鴻巣市 天神３－１－１８ ショッピング

鴻巣フラワーサービス 鴻巣市 寺谷１２５ ショッピング

パンジーハウス 鴻巣市 寺谷１６５－３ ショッピング

コワフ-ル ア-テスト 鴻巣市 本宮町１番１号 サービス

梅林堂 鴻巣店 鴻巣市 本町１－３－３５ 飲食店

Bistro＆Wine　CAV 鴻巣市 本町４丁目９－３　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ゆき寿司 鴻巣市 本町５－６－３９ 飲食店

スエヒロ館鴻巣店 鴻巣市 東２－７０－７３ 飲食店

十万石 鴻巣店 鴻巣市 東３－７－９ 飲食店

御菓子司もみじや 鴻巣市 氷川町４０－１２　 ショッピング

和風レストランとき 鴻巣市 箕田４０４３－１ 飲食店

梅林堂 吹上店 鴻巣市 鎌塚５－１－４１ 飲食店

株式会社翠光苑 鶴ヶ島市 三ツ木１８２－５ 飲食店

タイガーオート 鶴ヶ島市 三ツ木新田９－１ ショッピング

大川家具 鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 三ツ木新町２－８－３ ショッピング

アットイーズ鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 三ツ木新町２－８－３ ショッピング

BL鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 上広谷１１－１　ヴァンベール　１０１ サービス

安楽亭　鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 上広谷２－２ 飲食店

とんでん 鶴ケ島店 鶴ヶ島市 上広谷６－１ 飲食店

かつ敏鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 五味ヶ谷２－１ 飲食店

炭火焼肉炭たん亭 鶴ヶ島市 五味ヶ谷３５－１２７　 飲食店

焼肉和味 鶴ヶ島市 富士見１－１９－３０　エーデルバウ栄和　１
０１ 飲食店

ycvoxワカバウォーク店 鶴ヶ島市 富士見１－２ ショッピング

ハニーズ 若葉店 鶴ヶ島市 富士見１－２　若葉ウォーク ショッピング

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

ザ・クロックハウス 若葉店 鶴ヶ島市 富士見１－２－１　ワカバウォーク東館　１Ｆ ショッピング

アモスタイル若葉ウォーク店 鶴ヶ島市 富士見１－２－１　若葉ウォーク　２Ｆ ショッピング

魚介料理海 鶴ヶ島市 富士見２－１７－２３ 飲食店

ステーキのどん　若葉店 鶴ヶ島市 富士見２－１８－１ 飲食店

有限会社キングショップ誠屋 鶴ヶ島市 富士見２－１８－１４ ショッピング

十万石 鶴ヶ島若葉店 鶴ヶ島市 富士見２－５－２８ 飲食店

宗家源吉兆庵 鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 松ヶ丘２－１－１８ 飲食店

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

ステーキのどん　鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 脚折１６３１ 飲食店

タイヤセレクト鶴ヶ島 鶴ヶ島市 脚折１７７９－１ ショッピング

ANTIQUE 鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 脚折町１－３６－２ 飲食店

しゃぶしゃぶ温野菜 鶴ケ島店 鶴ヶ島市 脚折町４－１５－１８ 飲食店

ハードオフ鶴ヶ島インター店 鶴ヶ島市 脚折町４－２２－１１ ショッピング

ホビーオフ鶴ヶ島インター店 鶴ヶ島市 脚折町４－２２－１１ ショッピング

クック－Y 鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 脚折町５－４－９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや 鶴ヶ島インター 鶴ヶ島市 脚折町６－３５－１１ 飲食店

オーガニックライフ 鶴ヶ島市 藤金８４５－４　コモド若葉　１Ｆ サービス

ブラジルストア 鶴ヶ島市 藤金８５２－１　ＮＳビル　３Ｆ ショッピング

ヒナノ珈琲鶴ヶ島店 鶴ヶ島市 藤金９００－４ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　鶴ケ島店 鶴ヶ島市 高倉三角原１２３６－２ 飲食店

アネックスサカエヤ 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘７１－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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