
【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ビッグ　旭川中央店 北海道 旭川市1条通15丁目112-2 

ドッグサロン　のん 北海道 旭川市１条通22丁目1974-13 

旭川サンホテル 北海道 旭川市2条通7丁目左8号 

元祖旭川ラーメン　一蔵　旭川本店 北海道 旭川市３条通7 山田ビル1階

中央店 北海道 旭川市３条通り８丁目左3 

ＤｏｎＤｏｎ　永山店 北海道 旭川市永山3条9丁目1-27 

Sirofukurou 北海道 旭川市永山5条19-1-22 

ビッグ　旭川永山店 北海道 旭川市永山5条5丁目1-22 

旭川パークホテル 北海道 旭川市高砂台3丁目8番38号 

ヤキトリツヨシ　本店 北海道 旭川市秋月2条 1丁目5-2 松本ビル　1F

酒商うさぎ屋 北海道 旭川市神楽１条10-4-11 

ヤキトリツヨシ　神楽岡店 北海道 旭川市神楽岡６条６丁目3-1 

ＤｏｎＤｏｎ　大町店 北海道 旭川市大町2条3丁目21-5 

フラワーショップとやま 北海道 旭川市東６条１丁目2-21 

ＣＨＩＲＯＰＲＡＣＴＩＣ　天－ＳＯＲＡ－　旭川 北海道 旭川市東光3条5-3-15 

ショートケーキ　有限会社　前川菓子店 北海道 旭川市東光4条1丁目3-12 エステートコバックビル１Ｆ

やきとり喜多良 北海道 旭川市南３条通２４丁目101-34 

カトル カール 北海道 旭川市豊岡５条４丁目3-2 

ビッグ　旭川豊岡店 北海道 旭川市豊岡5条7丁目1-6 

カーコンビニ倶楽部　オートサービス　浦河店 北海道 浦河郡浦河町東栄160 

株式会社　うさぎ商会 北海道 岩見沢市岡山町229-1 

ペンギンベーカリー岩見沢店 北海道 岩見沢市九条西8丁目7-1 

北燃商事株式会社　本社営業部 北海道 岩見沢市八条東1-3 

北燃商事株式会社　美園営業所 北海道 岩見沢市美園一条1-17 

空知環境総合　株式会社 北海道 岩見沢市宝水町207番地1 

北燃商事株式会社　幌向営業所 北海道 岩見沢市幌向南一条4-358-4 

パッケージアサヅマ　七飯店 北海道 亀田郡七飯町鳴川5丁目1番地1号 

マテック　釧路支店 北海道 釧路市西港4丁目110-4 

ペンギンベーカリー恵庭店 北海道 恵庭市相生町2番地1 開発ビルいざりえ1階

北燃商事株式会社　末広営業所 北海道 恵庭市末広町149 

アソンブロッソ 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店

AKOMEYA TOKYO/富澤商店/ハレルツナガルマーケット 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店　食の棟

NOMAD BY UNION 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店　暮らしの棟

Peg　江別店 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店　暮らしの棟

メトロクス札幌 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ａ棟

増田おはぎ 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

三日月terrace 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

CITYBOY EBETSU 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

江別さいもん 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

さすらいの喫茶店 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

175° DENO 江別 蔦屋書店 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

円山ジェラート 江別 蔦屋書店 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

カルディコーヒーファーム 江別 蔦屋書店 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

ODD BAKERY 北海道 江別市牧場町14-1 江別蔦屋書店Ｃ棟

賃貸ハウス　江別店 北海道 江別市野幌末広町16-4 

株式会社北進自動車工業　ジョイピット江別店 北海道 江別市弥生町23-17 

Pub Snack Freedom 北海道 根室市梅ケ枝町2-19 カッコー会館 2F

車の万事屋 北海道 砂川市西一条北21丁目1-35 

マテック　砂川支店 北海道 砂川市東1条南22丁目1 

パッケージアサヅマ　厚別店 北海道 札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 西友厚別店２Ｆ

手稲ステーションホテル 北海道 札幌市手稲区手稲本町一条4-1-5 

ペンギンベーカリー北野店 北海道 札幌市清田区北野六条5丁目6-30 

花工房　カリーノ 北海道 札幌市中央区大通西6丁目3番1号 

パッケージアサヅマ　すすきの店 北海道 札幌市中央区南7条西2丁目2番1号 

パッケージプラザ　アサヅマ 北海道 札幌市中央区南9条西3丁目1番20号 

FLAMINGO 北海道 札幌市中央区南三条西8丁目7番地 大洋ビル1F

極み塩熟成ジンギスカン「ゆうひ」 北海道 札幌市中央区南四条西2-14-2 セントラルS4ビル10F

ペンギンベーカリー山鼻店 北海道 札幌市中央区南十一条西7丁目1-1 グランカーサ南11条1階
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ペンギンベーカリー円山裏参道店 北海道 札幌市中央区南二条西２4丁目1-1 しんかわコーポ裏参道1F

祐一郎商店　札幌駅前通店 北海道 札幌市中央区北2条西3丁目 シタッテサッポロ2F

さっぽろ時計台北のブランドショップ 北海道 札幌市中央区北一条西2丁目2番地の１ 北海道経済センタービル1階

ニューオータニイン　札幌 北海道 札幌市中央区北二条西一丁目一番地1 

株式会社　佐々木工業 北海道 札幌市東区東雁来4条1丁目2-13 モデュロール太平B205号

日昭株式会社 札幌支店 北海道 札幌市東区東雁来6条1丁目2-21 

サンシャインクリーニング　美香保店 北海道 札幌市東区北18条東8 スーパーエース駐車場内

パッケージアサヅマ　北光店 北海道 札幌市東区北26条東8丁目1番22号 

株式会社　エールリレーション 北海道 札幌市東区北三十七条東27丁目6-3 

株式会社　ボデーショップ　前橋 北海道 札幌市南区石山2条9丁目14番24号 

株式会社くきつ 北海道 札幌市白石区菊水5条1-7-13 

トランキーロ 北海道 札幌市白石区東札幌二条6丁目1-11 シャトウ富士308号室

マテック　札幌支店 北海道 札幌市白石区東米里2032-12 

オートプロデュースサクセス 北海道 札幌市白石区東米里2061-20 

株式会社　協栄車輌 北海道 札幌市白石区北郷2405番地25 

マテックプラザ 北海道 札幌市白石区本通20丁目北1-10 

ハウスクリーニング専門店　ＲＯＣＫ　ＯＮ 北海道 札幌市豊平区中の島2条5丁目2-5-7 

ペンギンベーカリー美園店 北海道 札幌市豊平区美園一条2丁目3-7 

パスタ・洋食店　カロータ・マードレ 北海道 札幌市北区新琴似一条1丁目5-22 桑蘭会館　2階

ヒストリー 北海道 札幌市北区新琴似四条1丁目1-32 

ペンギンベーカリー新川店 北海道 札幌市北区新川二条７丁目3-20 MEGAドン・キホーテ 新川店1F

株式会社　匠 北海道 札幌市北区屯田7条5丁目2-6 

北燃商事株式会社　三笠営業所 北海道 三笠市有明町1-1 

ドトールコーヒーショップ室蘭店 北海道 室蘭市中島本町1-1-6 MORUE中島D棟

パッケージアサヅマ　小樽店 北海道 小樽市住吉町14番16号 

株式会社トベックス 北海道 小樽市銭函2-30-3 

元祖旭川ラーメン　一蔵　深川店 北海道 深川市音江町広里301-1 

ハンドレッドグリップ 北海道 石狩市花川南一条6-83 

マテック　石狩支店 北海道 石狩市新港南1丁目22-16 

マテック　千歳支店 北海道 千歳市上長都1130-16 

北興自動車工業　株式会社 北海道 千歳市上長都1番地5 第4工業団地内

北燃商事株式会社　千歳営業所 北海道 千歳市新富3-11-27 

ペンギンベーカリー千歳店 北海道 千歳市青葉4丁目12-16 

ノア　スポーツクラブ 北海道 千歳市北斗２丁目1089-1 

マテック　帯広本店 北海道 帯広市西21条北1丁目3番20号 

株式会社　エルバ北海道 北海道 帯広市西23条北4丁目1番地27 

パソコンランド　帯広 北海道 帯広市東2条南19丁目16番地 

山根生花店 北海道 滝川市本町1丁目3-1 

森の湯　山静館 北海道 登別市カルルス町16 

マテック　苫小牧支店 北海道 苫小牧市字弁天504-17 

ペンギンベーカリー苫小牧沼ノ端店 北海道 苫小牧市拓勇西町1丁目13番17号 

甲屋クリーニング 北海道 函館市花園町28-18 

株式会社　西武建設運輸 北海道 函館市亀田中野町219番地14 

有限会社　第一清掃 北海道 函館市桔梗5丁目41番1号 

レイモンハウス元町店 北海道 函館市元町30-3 

ホームズ＆ワトソン 北海道 函館市杉並町6番19号 

unjour 北海道 函館市石川町350-21 カーサデクエルノ２

ビタス函館 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

函館蔦屋書店　THE NORTH FACE  コーナー 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

ｖｅｒｄｅ　ＣＨＩＯＳＣＯ　函館店 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

ボーネルンド　函館蔦屋書店 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

カルディコーヒーファーム　函館蔦屋書店 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

函館蔦屋書店POP UP 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

HAIR MAKE GIZE 蔦屋書店 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

＆ 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

Ｆｉｒｓｔ　ＬＩＦＥ 北海道 函館市石川町85-1 函館蔦屋書店内

函館自動車学校 北海道 函館市川原町19－20 

ｃａｆｅ　ａｋｉｒａ 北海道 函館市大手町12番11号 
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はこだてビール 北海道 函館市大手町5-2 

ravi hair works 北海道 函館市鍛治1-51-9 

湯の浜ホテル 北海道 函館市湯川町1-2-30 

回転寿司　函館　まるかつ水産　柏木店 北海道 函館市柏木町1-36 

Allure 北海道 函館市富岡町1丁目42番5号 

はこだて明治館 北海道 函館市豊川町11-17 

回転寿司　函館　まるかつ水産　本店 北海道 函館市豊川町12-10 明治館通り　函館ベイ美食倶楽部内

うちやま薬局（漢方薬） 北海道 函館市本町30-25 

函館交通　株式会社 北海道 函館市本町35番21号 

竹林商店 北海道 函館市万代町16-27 

ぷちショップ　なかざわ　ときわ店 北海道 北見市常盤町4-2-10 

有限会社緑園スーパー 北海道 北見市美芳町1-2-3 

瀋陽飯店 北海道 北見市北３条西３丁目６番地 ピアソンホテル１階

北燃商事株式会社　札幌南営業所 北海道 北広島市大曲柏葉5-2-3 

ほっとマルシェおがーる 北海道 北斗市市渡1丁目1番7号 北斗市観光交流センター別館内

ジョイカル　網走店 北海道 網走市新町1丁目9番16号 

網走セントラルホテル 北海道 網走市南二条西3丁目7番地 

紋別セントラルホテル 北海道 紋別市港町7丁目1-58 

ＤｏｎＤｏｎ　紋別店 北海道 紋別市落石町4丁目25-6 

カフェ　カラマ 北海道 夕張郡由仁町古山589 

クラフト 青森県 むつ市旭町1番16号 

有限会社カーテックベア 青森県 むつ市金谷1-5-21 

有限会社　浜田自動車工業 青森県 むつ市苫生町1-3-5 

ハナマルラーメン 青森県 下北郡佐井村大字佐井字大佐井112 

クリーニングのママ号　さと長広田店 青森県 五所川原市大字広田字榊森9-2 さとちょう広田店駐車場内

リサイクルショップ四次元ポケット五所川原店 青森県 五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-16 

セブンミート 青森県 弘前市外瀬2-9-2 

ダイコク　弘前店 青森県 弘前市字新里字西里見 143-3 

有限会社住美 青森県 弘前市小比内3-8-2 

株式会社　弘前事務機器商会 青森県 弘前市城東中央3-5-10 

マル克商会 青森県 弘前市大字外崎4丁目7-9 

有限会社城北自動車 青森県 弘前市大字福田1-3-4 

SAKURA FACTORY 青森県 弘前市福田字花岡1-8 

リサイクルショップ四次元ポケット黒石店 青森県 黒石市大字中川字花岡41-1 

協栄自動車整備協業組合 青森県 十和田市大字相坂字小林7-7 

リサイクルショップ四次元ポケット十和田店 青森県 十和田市東一番町7-5 

有限会社平自動車整備工場 青森県 十和田市東十三番町47番32号 

御食事処はまなす 青森県 上北郡横浜町字舘ノ後67-4 

ぷちショップ　やまに種市商店 青森県 上北郡六ヶ所村大字泊字村ノ内34 

月あかり　青森駅前店 青森県 青森市新町1-8-1 金友ビル1F

さつきモータース 青森県 青森市大字高田字川瀬135-15 

日昭株式会社 青森支店 青森県 青森市東大野2丁目2-4 

iRie hair 青森県 青森市浜田1-14-1 イトーヨーカドー青森店2階

R.S城北自動車 青森県 青森市野木字野尻49-7 

株式会社　丸勝小野商事 青森県 南津軽郡田舎館村大字高樋字川原田35 

有限会社　オートクラブ　アーバン 青森県 八戸市下長8丁目2番41号 

有限会社古里 青森県 八戸市松ケ丘4-3

シャドー　八戸店 青森県 八戸市城下3丁目1-23 

URUハウジング 青森県 八戸市尻内町鴨ヶ池121-11 

八戸パークホテル　フロント 青森県 八戸市吹上1丁目15-90　１F 

匠の湯　多賀台店 青森県 八戸市多賀台二丁目15-18 

ハピネス 青森県 八戸市大字新井田字寺沢34-8 

八戸塗料販売　株式会社 青森県 八戸市大字長苗代字前田54番地 

シティパークホテル八戸 青森県 八戸市番町5-5 

大衆酒場金魚 青森県 八戸市六日町21 

有限会社坂本商店 青森県 北津軽郡板柳町大字板柳字土井328 

LIXIL FCマドリエ一関中央　有限会社テイエストーヨー住器 岩手県 一関市散田43-2 

インター伊吹 岩手県 一関市赤荻字堺27-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

リカーショップ　ほし 岩手県 一関市赤荻字上袋199-3 

有限会社マイケン商店 岩手県 一関市舞川字小和巻20-3 

遠野ドライビングスクール 岩手県 遠野市青笹町糠前37地割29番地7 

スイーツ当ばん　PakuPaku 岩手県 花巻市豊沢町 5-15 

宮古ホテル沢田屋 岩手県 宮古市新町4-1 

東洋自動車オートサービス 岩手県 盛岡市上太田松ノ木7-2 

有限会社　親和自動車整備工場 岩手県 盛岡市神子田町21番10号 

株式会社リバティワン 岩手県 盛岡市津志田南2-6-27 

日昭株式会社 盛岡支店 岩手県 盛岡市東安庭3丁目1-48 

コペル　ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ教室 岩手県 盛岡市本宮4-40-20 

ソフトバンク　盛岡本宮 岩手県 盛岡市本宮4-40-20 

Coccinelle morioka tsutaya店 岩手県 盛岡市本宮4-40-20 morioka tsutaya店内

中川石油　株式会社 岩手県 盛岡市本宮6-4-7 

美容室　ＺＯＯ 岩手県 盛岡市緑ヶ丘四丁目1-50 アスティ緑ヶ丘2F

平泉ドライビングスクール 岩手県 西磐井郡平泉町平泉字宿21-3 

株式会社金子ルーフ工業 岩手県 大船渡市大船渡町字新田46-14 

佐藤車輌株式会社 岩手県 二戸市仁左平字北井沢41 

ロータス阿部自動車 岩手県 北上市藤沢18地割102番地23 

有限会社　北上石材店 岩手県 北上市本石町2丁目1-50 

陸前高田ドライビングスクール 岩手県 陸前高田市竹駒町字相川74-1 

車検のトーエイ 宮城県 遠田郡涌谷町字蔵人沖名124-1 

東北丸　株式会社 宮城県 塩釜市北浜4丁目16-24 

ホテル一景閣 宮城県 気仙沼市弁天町1丁目4番7号 

有限会社わか柳葬祭 宮城県 栗原市若柳字川南堤通20番地5 

株式会社こんの　仙南営業所 宮城県 柴田郡大河原町金ケ瀬中川原75-1 

ホテルニューさか井 宮城県 石巻市鮎川浜万治下1-7 

ナリサワ　ステーショナリーボックス 宮城県 石巻市駅前北通り2丁目12-27 

フラワーガーデン　はなき 宮城県 石巻市中里5-2-4 

ハイパーリカーストア　ナリゼン 宮城県 石巻市桃生町中津山字四軒前50-1 

ドトールコーヒーショップ　石巻中里店 宮城県 石巻市南中里2-9-36 

株式会社　齋武商店 宮城県 石巻市南中里2-9-36 

プレナ　ミヤギ 宮城県 石巻市不動町2丁目15-24 

フラワー花太郎 宮城県 仙台市宮城野区原町3-1-23 

ホテルパレス仙台 宮城県 仙台市宮城野区小田原1-1-5 

ぷちショップあおやま 宮城県 仙台市宮城野区小田原1-4-26 小田原45ビル106

メガネのヨネザワ セラビ幸町店 宮城県 仙台市宮城野区大梶7-10 2F 

有限会社　泉自動車解体 宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷字大谷3 

ＡＳＡＮＯ 宮城県 仙台市宮城野区福室4-18-34 

ごはん処　たけまる 宮城県 仙台市宮城野区福田町4-10-14 

株式会社　大成ハウジング　本店 宮城県 仙台市若林区6丁目字左近堀15 

株式会社福也 宮城県 仙台市若林区荒井2丁目18-10 十文字ビル203

三浦孝雄商店 宮城県 仙台市若林区上飯田4-1-33 

日昭株式会社 仙台支店 宮城県 仙台市若林区六丁の目西町6-25 

株式会社こんの　仙台営業所 宮城県 仙台市若林区六丁の目西町8-18 

夢仲工房 仙台営業所 宮城県 仙台市若林区六丁の目中町23-38 フクイ事務所

株式会社　大成ハウジング　仙台西支店 宮城県 仙台市青葉区栗生7-4-3 

Ｌａ楽リゾートホテル　グリーングリーン 宮城県 仙台市青葉区作並字二橋5-12 

さばえめがね館　仙台アエル店 宮城県 仙台市青葉区中央1－3－1 

丸仙カバン店 宮城県 仙台市青葉区中央2-2-20 

ウオッチタウン　仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央2-3-6 イオン仙台店2F

西海岸ANCHOR仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央2-4-5 

スナックCANDY仙台 宮城県 仙台市青葉区中央4-2-9 スガダンビル7F

トイズキング仙台店 宮城県 仙台市青葉区通町2-1-8 吉本ビル1F

ドトールコーヒーショップ　仙台八幡店 宮城県 仙台市青葉区八幡3-1-50 

株式会社　アパートナー　仙台西店 宮城県 仙台市青葉区八幡4-2-3 

仙台リサイクルセンター　解体事業部 宮城県 仙台市泉区根白石字福沢後1-1 

仙台日東エース株式会社 宮城県 仙台市泉区松森字西沢1-7 

エクセルシオールカフェ　仙台長命ヶ丘店 宮城県 仙台市泉区長命ケ丘二丁目21-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

アンソレイユ　仙台長町店 宮城県 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町2Ｆ

ファインズガーデン 宮城県 仙台市太白区東中田1-2-82 

リラクゼーションナチュラリー 宮城県 仙台市太白区富田字京ノ北72-1 アクロスプラザ富沢西内

和雑貨　なごみ 宮城県 仙台市太白区柳生7-3-9 

PUBLIC HOUSE 宮城県 多賀城市中央2-4-3 多賀城駅北ビルA棟３F

サンホテル多賀城 宮城県 多賀城市八幡4-7-52 

有限会社仙北スピードキング 宮城県 大崎市古川稲葉2丁目6-33 

株式会社カーチャンス 宮城県 大崎市田尻沼部字新堀浦61 

ｈａｉｒ＆ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｏｎｎｅｎｂｌｕｍｅ 宮城県 登米市中田町石森字加賀野1-22-16 

株式会社　アイエス総合 宮城県 登米市迫町佐沼字散田56-1 

月あかり　白石店 宮城県 白石市兎作43 

株式会社　大正自動車 宮城県 白石市福岡深谷字地蔵堂１１－１ 

まるせん　聖心殿 秋田県 横手市十文字町西原１番町62-1 

株式会社　現代 秋田県 鹿角郡小坂町荒谷字手紙沢54番地63 

MODEL-T 秋田県 鹿角市十和田毛馬内字前舘5-3 

美容室　小町　卸町店 秋田県 秋田市卸町一丁目3-7 

旬彩居酒屋　ふくろう亭 秋田県 秋田市山王1丁目12-17 

株式会社桜竹 秋田県 秋田市将軍野南4-1-12 

美容室　小町　将軍野店 秋田県 秋田市将軍野南一丁目10-68 

有限会社　石和田自動車 秋田県 秋田市新屋大川町19-81 

キムラ工業株式会社 秋田県 秋田市仁井田字大野76-5 

まるさ佐藤 秋田県 秋田市千秋城下町1-12 

日昭株式会社　秋田支店 秋田県 秋田市泉北1丁目6-14 

月あかり　秋田店 秋田県 秋田市中通2-7-3 ゼンオンビル

ペンギンベーカリー秋田東通店 秋田県 秋田市東通8-2-8

コミックバスター　アルヴェ秋田駅東口店 秋田県 秋田市東通仲町4-1 秋田拠点センター　アルヴェ　2F

カモヤ眼鏡店 秋田県 秋田市保戸野通町3-26 

株式会社筒井商店　大館支店 秋田県 大館市東台7-1-35 

有限会社ほくせん葬祭 秋田県 大仙市下鶯野字大谷69-1 

株式会社　秋田精巧堂 秋田県 大仙市大曲丸の内町3-5 

丸谷生花店 秋田県 大仙市大曲黒瀬町5-12 

湯沢ロイヤルホテル 秋田県 湯沢市田町2-2-38 

ホテルミナミ 秋田県 能代市寿域長根55-25 

電脳工房 秋田県 由利本荘市小菅野字上小菅野1番地 

スポーツショップヨシダ 秋田県 由利本荘市本荘42 

夢仲工房 山形営業所 山形県 山形市あこや町3-14-2 

月あかり　山形駅前店 山形県 山形市香澄町2-2-39 須藤ビル1F

マブチファブリックス山形店 山形県 山形市香澄町三丁目2番1号 山交ビル2F

桜塗装 山形県 山形市城南町3-4-13 

アンテナ王子 山形県 山形市深町1-8-11-2 

株式会社うぜん 山形県 山形市千歳1-16-54 

日昭株式会社 庄内支店 山形県 酒田市卸町4-7 

ホテルリッチ＆ガーデン酒田 山形県 酒田市若竹町1-1-1 

美carshop 奥羽ボデー 山形県 酒田市東大町2丁目1-7 

山形最上ドライビングスクール 山形県 新庄市大字泉田字下村西19-1 

松月堂布川 山形県 村山市楯岡十日町4-34 

和菓子司風林堂 山形県 長井市本町1-3-17 

ウィズ環境　株式会社 山形県 鶴岡市西目字水上沢129-5 

古着倉庫／天童店 山形県 天童市東久野本2-16-13 

株式会社　石山ボディオートメディカルセンター 山形県 東村山郡山辺町根際755 

寒河江長蔵商店 山形県 東置賜郡川西町洲島119 

有限会社小林自動車 山形県 東田川郡三川町大字青山193 

有限会社　西山不動産 山形県 米沢市駅前3-5-15 

六興整熱工業株式会社 山形県 米沢市遠山町606 

山川屋商店 山形県 米沢市小野川町2433 

カトウ衛生企業 山形県 米沢市大字竹井437-1 

旬彩めしや　とんかつ　みのる 福島県 いわき市好間町北好間字北町田30 

株式会社リビングソーラー鹿島ショールーム店 福島県 いわき市鹿島町下矢田字沢目4-10 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

バッグ＆ラゲージ　ヤマダ 福島県 いわき市鹿島町米田字日渡5 

片付け堂いわき店 福島県 いわき市小名浜君ケ塚町5-9 

ガクセン・キャンパス 福島県 いわき市小名浜中町境7-12 

月あかり　いわき平店 福島県 いわき市平2-16 国井ビル1F

ホテルフロンティア　いわき 福島県 いわき市平字大工町10-6 

株式会社　菊忠 福島県 しら和歌市新白河1丁目76 

渡部タンス店 福島県 河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲134 

居酒屋　大統領 福島県 会津若松市上町1-27 

丸峰観光ホテル 福島県 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下夕平1128 

月光温泉クアハイム 福島県 郡山市安積町笹川字四角坦43-1 

株式会社　福島リパーツ 福島県 郡山市安積町笹川字北向72 

株式会社　郡中トラベル 福島県 郡山市安積町日出山1丁目142-1 

MARINE RS 福島県 郡山市駅前1-3-8 陣屋グリーンビル1階

ファブリックスタジオ　ウィズ 福島県 郡山市駅前2-11-1 ビッグアイMOLTI　4F

月あかり　郡山アーケード店 福島県 郡山市駅前2-2-5 三笠駅前ビル1F・BF

エクセルシオールカフェ　郡山桑野店 福島県 郡山市下亀田16-16 

和牛ホルモン　文吾商店 福島県 郡山市開成6丁目47-1 熊田ビル

ドトールコーヒーショップ　イオンタウン郡山店 福島県 郡山市松木町2-88 

カーコンビニ倶楽部　スーパーショップ郡山店 福島県 郡山市西ノ内1-25-17 

ファミリーイン　郡山中央インター店 福島県 郡山市大槻町字寺西21 

スバルショップ　東部タウン 福島県 郡山市中田町赤沼字下永田94-158 

Re・STORe 福島県 郡山市田村町金屋字新家7 

株式会社　トレンビュー 福島県 郡山市田村町金屋字川久保36番1 

株式会社こんの　郡山営業所 福島県 郡山市田村町上行合西川原73 

振袖専門店　ふりひめ 福島県 郡山市八山田2丁目161番地2 

夢仲工房 本社 福島県 郡山市八山田4-37-2 

株式会社ニッカン 福島県 郡山市備前舘2-118 

郡山東店 福島県 郡山市富久山町久保田字宮田1-1 

スズキサイクルモーター商会 福島県 西白河郡矢吹町小松197-3 

スズキアリーナ石川 福島県 石川郡玉川村大字中字山ノ根1-1 

株式会社ナカジマ 福島県 石川郡石川町大字赤羽字韮草23-7 

宮原商店 福島県 田村市常葉町常葉字上町35 

スズキサービス田村 福島県 田村市船引町船引字源次郎125-4 

小銭すし 福島県 田村市船引町船引字五升車69 

アークバリア　福島田村 福島県 田村市船引町船引字城ノ内64番地 

はら歯科クリニック 福島県 東白川郡棚倉町大字棚倉字水白田44-4 

ぷちショップ神子島酒店 福島県 東白川郡矢祭町宝坂字石神5 

クルマのわかつき６号店 福島県 南相馬市原町区北原字境堀243 

有限会社橘自動車 福島県 二本松市榎戸1丁目326番地 

ドトールコーヒーショップ　二本松店 福島県 二本松市油井字福岡133-1 

串亭 福島県 白河市新白河3-31 ニュープリンス　11号

ドトールコーヒーショップ　白河店 福島県 白河市北中川原161-1 

レストラン　トータス 福島県 福島市栄町7-3 ザ・ホテル大亀１Ｆ

有限会社原田自動車整備工場 福島県 福島市岡部字根深97-1 

有限会社　羽田自動車整備工場 福島県 福島市岡部字内川原11番地 

エクセルシオールカフェ　福島南店 福島県 福島市黒岩字浜井場24-1 

有限会社　カヤバ自動車工業 福島県 福島市笹木野字原端11-19 

株式会社こんの　福島営業所 福島県 福島市笹木野北中谷地11-1 

有限会社　福南自動車工業 福島県 福島市成川字久保前10番地の1 

有限会社　及川生花店 福島県 福島市天神町15-23 

お菓子の専門店　カストマー 福島県 福島市南矢野目上戸ノ内10-5 

ぷちショップつるや 福島県 耶麻郡猪苗代町芦原58-4 

田中洋品店 茨城県 つくばみらい市古川1079-1 

アイワホーム株式会社 茨城県 つくば市吉瀬1421-1 

あばしり屋　丼丸 茨城県 つくば市研究学園5-2-7 OSテナント102

美粧院　和 茨城県 つくば市研究学園5丁目2番地2 toco　BLDG　102

サザコーヒーつくば駅前店 茨城県 つくば市吾妻1-8-10 BiVi  1F

COFFEE HOUSE とむとむつくば店 茨城県 つくば市高野台2-9-8 
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住居ハウス　合同会社 茨城県 つくば市自由ケ丘820-12 

１００％新車館　つくば中央店 茨城県 つくば市小野崎141-1 

ホテルグランド東雲 茨城県 つくば市小野崎488-1 

有限会社桜井モータース 茨城県 つくば市小和田27-1 

珍来　つくば松代店 茨城県 つくば市松代1丁目5番5号 

塚田屋ストアー 茨城県 つくば市上郷3318 

そばの里　奴庵 茨城県 つくば市上原389-5 

ホテルニュー梅屋 茨城県 つくば市谷田部5650番地-1 

サザコーヒー筑波大学アリアンサ店 茨城県 つくば市天久保3丁目1 筑波大学内

芙蓉リビング株式会社 茨城県 つくば市東新井22番地15-3 

おんせん屋 茨城県 つくば市北条4315-4 

株式会社ストウ 茨城県 つくば市北条7 

キムチ屋　仁 茨城県 ひたちなか市高場4-15-18 

株式会社　ウォーターライフケア 茨城県 ひたちなか市高場4-2-1 

アップル車検　佐和店 茨城県 ひたちなか市高野477-5 

有限会社　西野自動車工業 茨城県 ひたちなか市大字中根4451番地8 

Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｍｏｒ 茨城県 ひたちなか市中根5147-20 

株式会社　NEXT・カワシマ（本社） 茨城県 ひたちなか市津田2941番地 

アップル新車館　勝田店 茨城県 ひたちなか市東石川2-14-8 

めぐみや　ひたちなか　東大島店 茨城県 ひたちなか市東大島2-9-7 

磯崎自動車工業株式会社 茨城県 ひたちなか市柳沢236-2 

メガネステージ 茨城県 稲敷郡阿見町阿見2958 

かどや 茨城県 稲敷郡阿見町阿見2958 

LADIES　TEIBANYA 茨城県 稲敷郡阿見町阿見2958 

麦のつぶやき 茨城県 稲敷郡阿見町阿見2958 

デュール 茨城県 稲敷郡阿見町阿見2958 

トラスト 茨城県 稲敷郡美浦村信太2650 

有限会社　藤本自動車販売 茨城県 稲敷市信太古渡77-1 

有限会社　折原自動車整備工場 茨城県 猿島郡境町1053 

有限会社関根自動車 茨城県 猿島郡境町伏木4074-1 

有限会社　田中屋呉服店 茨城県 下妻市下妻丁3-5 

アサヒハウジング 茨城県 笠間市旭町122-4 

川井瓦工業株式会社 茨城県 笠間市稲田2207 

Flower＆Arrangement Shop 花葵 茨城県 笠間市笠間1621-10 

桜の宮ゴルフ倶楽部 茨城県 笠間市小原2811 

藤田観光りんご園 茨城県 久慈郡大子町浅川400 

てくてく館 茨城県 牛久市栄町2丁目6 

株式会社暖喜 茨城県 牛久市栄町5-61-1 

メイコーパール 茨城県 牛久市中央5-4-4 セントラルクリエイト6号室

確実園園芸場 茨城県 牛久市田宮2-51-35 

ALBERO D’ORO hair salon 茨城県 牛久市南4丁目1-3 

小川自動車工場 茨城県 結城市結城614 

カーファクトリー栗原 茨城県 結城市鹿窪字香取下1888 

片付け堂つくば店 茨城県 結城市若宮10-23 

手作り和菓子処真盛堂 茨城県 結城市大字結城1362 

株式会社シンコー 茨城県 古河市久能1120 

古河自動車　株式会社 茨城県 古河市松並1丁目25-17 

美豚亭 茨城県 古河市仁連1241-1 

オサキオート 茨城県 古河市尾崎2855-1 

カットスタジオＭ’ｓ 茨城県 古河市本町1-10-20 

あくつ化粧品店 茨城県 古河市本町3-2-28 

クラモチ種苗園 茨城県 坂東市沓掛3915 

ＵＰ　ＲＯＣＫ 茨城県 坂東市辺田1104-1 ヨークタウン坂東

有限会社　カーライフ　野口 茨城県 鹿島市小山1025-4 

タクキ株式会社 茨城県 鹿嶋市宮中228-1 

我那覇庭 茨城県 取手市寺田5001-9 

有限会社桂工務店 茨城県 取手市藤代559 

クァンタム 茨城県 守谷市けやき台3-12-7 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

Venus of jaw 茨城県 守谷市けやき台6-20-13 

株式会社壁工房 茨城県 守谷市大木1712-1 

株式会社レジェンドホーム 茨城県 守谷市百合ケ丘2-4808-164 

住宅情報館　スミカクリエイト 茨城県 守谷市立沢197-39 

内山家具　小川本店 茨城県 小美玉市小川1441 

池田輪業　株式会社 茨城県 小美玉市中野谷484-1 

株式会社ケースリー 茨城県 常総市新石下3817 サンコートいしげＣ号室

マスダ・スポーツ 茨城県 常総市蔵持906 

美はりや　五十君呉服店 茨城県 常総市孫兵ヱ新田643-6 

あすなろダイニング＆里カフェ 茨城県 常総市大塚戸町310 

亀印製菓　常陸太田店 茨城県 常陸太田市金井町3627 

株式会社ハリカ太田店　介護支援センター　ハートランド 茨城県 常陸太田市馬場町86 

株式会社　ネクスト 茨城県 常陸大宮市泉541 

Patisserie ヒカリノ木 茨城県 常陸大宮市抽ケ台町804-14 

鹿島車輌サービス　株式会社 茨城県 神栖市知手2950-18 

株式会社　トラストサービス 茨城県 神栖市波崎9534-1 

レガーレ by バロン 茨城県 神栖市平泉239-1 

株式会社イケダ管財 茨城県 神栖市平泉2414-4 

コシニール TSUTAYA鹿嶋南店 茨城県 神栖市堀割1-2-25 

三越家具 茨城県 水戸市愛宕町2255

株式会社高創テクノロジー 茨城県 水戸市河和田1丁目1821番地2 

ヘアーズ・Ｔ・プレミアム 茨城県 水戸市河和田町3766-4 

G Factory Golf Academy 茨城県 水戸市河和田町4936 ゴル友練習場内

サンコー塗料株式会社 茨城県 水戸市笠原町1419 

株式会社イサカホーム 茨城県 水戸市笠原町682-13 

ホテルレイクビュー水戸 茨城県 水戸市宮町1-6-1 

みまつホテル 茨城県 水戸市宮町2丁目4-26 

みまつアネックス 茨城県 水戸市宮町3丁目2-14 

大洗常澄ガス協同組合 茨城県 水戸市栗崎町1839番地の1 

シュール洋菓子店 見川店 茨城県 水戸市見川2-170-1 

スズキアリーナ水戸桜の牧 茨城県 水戸市見川町2138-67 

亀印製菓　本店 茨城県 水戸市見川町2139-5 

澤畑畳店 茨城県 水戸市見和3-597-30 

河野酒店 茨城県 水戸市見和3丁目663番地17 

常盤自動車工業 茨城県 水戸市元吉田町1629-1 

大黒鮨 茨城県 水戸市元吉田町321-2 

海野ドライクリーニング店 茨城県 水戸市五軒町1-2-24 

グリーン水道サービス 茨城県 水戸市五平町2002-5 

くるまの診療所　ワンナップ 茨城県 水戸市根本2-549-7 

水戸京成ホテル 茨城県 水戸市三の丸１丁目４番７３号 水戸京成ホテル

有限会社　ファーストオート 茨城県 水戸市酒門町1076-1 

とんかつレストラン　クックファン 茨城県 水戸市酒門町3322-1 

雨漏り．Dr　リフォーム．Dr 茨城県 水戸市酒門町4242番地 

有限会社　中田バイパス自動車 茨城県 水戸市住吉町159-2 

ヘアーサロン　カモシダ 茨城県 水戸市曙町7-30 

有限会社　イシイ 茨城県 水戸市千波町299-36 

う女川 茨城県 水戸市島田町4151-2 

柊住建株式会社 茨城県 水戸市東赤塚2099-1 

株式会社ワークアート 茨城県 水戸市東大野94-2 

三越家具ショールーム 茨城県 水戸市文京1-2-65

ハートフルホーム 茨城県 水戸市米沢町166-2 太陽館201号

めぐみや　下市店 茨城県 水戸市本町1-10 

制服のはぎわら 茨城県 筑西市伊佐山152-4 

学習塾アシスト 茨城県 筑西市海老ヶ島533-2 

HEART　BREAD　ANTIQUE　下館店 茨城県 筑西市菅谷字石堀1500 

真栄設備株式会社 茨城県 筑西市辻2232-2 

株式会社吉見屋 茨城県 筑西市丙107 

ヘアーガーデンハートウィル土浦協同病院店 茨城県 土浦市おおつ野4-1-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

総合葬祭　ひまわりくらぶ 茨城県 土浦市右籾2945-102 

羽成自動車 茨城県 土浦市沖宿町1693 

有限会社　雨宮自動車鈑金塗装工業 茨城県 土浦市乙戸1075-14 

Purse土浦店 茨城県 土浦市上高津367 イオンモール土浦店

人形屋ホンポ　本店 茨城県 土浦市真鍋6-29-53 

株式会社タウン水道センター　茨城営業所 茨城県 土浦市真鍋6-9-6 

加藤自動車興業株式会社 茨城県 土浦市千束町5-1 

ナマステ・ガネーシャ　土浦店 茨城県 土浦市東真鍋町1-7 

染谷家具 茨城県 土浦市文京町18-8 

平沢工務店 茨城県 土浦市摩利山新田116-1 スーパーまるも まりやま店内

サザコーヒー　TSUTAYA 　水戸南店 茨城県 東茨城郡茨城町長岡3480-101

水戸ホーリーホック 茨城県 東茨城郡城里町小勝2268-3 

有限会社清水自動車 茨城県 東茨城郡城里町小勝697-1 

株式会社小田倉建設 茨城県 東茨城郡城里町石塚1365-1 

株式会社　いわぺんグループ　岩上塗装工業 茨城県 東茨城郡城里町大字上阿野沢825番地の8 

株式会社大平塗装 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町2914-1 

大洗割烹旅館　肴屋本店 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町715 

大洗まいわい市場 茨城県 東茨城郡大洗町港中央9-2 

河野酒店 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西2-16-3 

神の手 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西3-12-12 

S-Fit 那珂菅谷店 茨城県 那珂市菅谷3031 

瀬谷モータース 茨城県 那珂市菅谷658-30 

酒出ゴルフセンター 茨城県 那珂市南酒出2504-3 

酒出いなだや 茨城県 那珂市南酒出708-1 

亀印製菓　那珂インター店 茨城県 那珂市飯田3371-6 

TAXイソザキ　日立滑川店 茨城県 日立市滑川町2-2-15 

夢大陸　日立南店 茨城県 日立市森山町4-10-32 

株式会社　NEXT・カワシマ（日立営業所） 茨城県 日立市川尻町5丁目4-15 

ふろーりすと　花子 茨城県 日立市大みか町1-1-7 

大塚建築設計事務所 茨城県 日立市東成沢町2-1-41 

トミーズとみや館 茨城県 日立市東大沼町2丁目13-24 

株式会社　昭和観光 茨城県 鉾田市子生1番地 

株式会社ハピタ　鉾田店 茨城県 鉾田市新鉾田2-2-4 

めぐみや　鉾田店 茨城県 鉾田市塔ケ崎1017-1 アクロス内

Good Drive 鉾田 茨城県 鉾田市柏熊字笹貫997-14 

株式会社桜本瓦工業 茨城県 鉾田市鉾田601-5 

快晴リフォーム 茨城県 北茨城市磯原町磯原1-96 

株式会社　共祭 茨城県 北茨城市磯原町本町1-6-10 

COFFEE HOUSE とむとむ利根店 茨城県 北相馬郡利根町横須賀804-1 

有限会社北山モータース 茨城県 龍ケ崎市貝原塚町3694-2 

株式会社新 茨城県 龍ケ崎市若柴町2240-525 

COFFEE HOUSE とむとむ龍ヶ崎店 茨城県 龍ヶ崎市藤ヶ丘5-15-5 

有限会社　川原代自動車電機工業所 茨城県 龍ヶ崎市南中島町57番地5 

さくら那須モータースクール 栃木県 さくら市氏家3450 

ファミリーフィッシング　かみやま 栃木県 さくら市馬場1689-4 

小籠包　包包包 栃木県 宇都宮市駅前通り1-5-12 

大衆酒場　キミドリ 栃木県 宇都宮市駅前通り1-5-5 

月あかり　宇都宮西口店 栃木県 宇都宮市駅前通り1-5-6　2Ｆ 

岡本台自動車学校 栃木県 宇都宮市下岡本町2109番地4 

Ｈａｐｐｙ　Ｄａｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 栃木県 宇都宮市下田原町3230-65 

鹿野建設　株式会社 栃木県 宇都宮市岩本町296-2 

宇都宮ブレックス　グッズ販売所 栃木県 宇都宮市駒生2-10-28

宇都宮文化センター株式会社 栃木県 宇都宮市江曽島町2070 

Cafe Round87 栃木県 宇都宮市春日町13-8 

株式会社　エム・プロダクト 栃木県 宇都宮市針ケ谷町1006番地 

愛犬の美容室TaKagi 栃木県 宇都宮市石井町462-1 

ホテルニューイタヤ 栃木県 宇都宮市大通り2-4-6 

株式会社ピースノート 栃木県 宇都宮市鶴田町1427 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

月あかり　宇都宮東口 栃木県 宇都宮市東宿郷1-5-19 テラビル 1F

宇都宮東ホテル 栃木県 宇都宮市東宿郷1-5-3 

ＢＡＲ　ＣＲＡＰＳ 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目12-1 

宇都宮市営　相生駐車場 栃木県 宇都宮市馬場通り3-3-1 

栃木県中部自動車学校 栃木県 宇都宮市飯田町645 

株式会社　飯村石材工業 栃木県 宇都宮市宝木本町1149 

GRAND-PLACE Q 栃木県 宇都宮市北一の沢町7-14 

とちぎ家 栃木県 宇都宮市本町13-13 本町ビル　2F

仲田総業　株式会社 栃木県 宇都宮市簗瀬町2520-4 

有限会社ステップネットワーク／稲垣自動車整備工場 栃木県 下都賀郡壬生町安塚2368-1 

有限会社橋本モータース商会 栃木県 下都賀郡壬生町駅東町10-20 

SANDO×SANDO 自治医大駅前店 栃木県 下野市医大前3-2-14 

有限会社　サチネットオート　自治医大店 栃木県 下野市下石橋743-45 

魚屋と食処 源天 栃木県 下野市川中子3328-2 

道の駅　しもつけ 栃木県 下野市薬師寺3720-1 

石橋ゴルフガーデン 栃木県 河内郡上三川町多功1533 

花倶楽部　いなば 栃木県 佐野市上台町2010 

スクラムオート 栃木県 佐野市大橋町1098-2 

株式会社　ゆめの畳 栃木県 佐野市大橋町2076-1 

有限会社塩田モータース商会 栃木県 佐野市田沼町333 

株式会社MISSON 栃木県 佐野市栃本町2417-3 

エムネット 栃木県 鹿沼市西茂呂1-26-6 緑台Mビル　2FB

ＩＮＯＷＡＶＥ 栃木県 鹿沼市西茂呂2-20-1 

株式会社アラカワリフォームサービス 栃木県 小山市雨ケ谷791-27 

トラブル緊急隊 栃木県 小山市駅東通り1-22-30 ST3ビル　4階

アンソレイユ　小山店 栃木県 小山市城山町3-3-22 小山駅ビルＶＡＬ3F

Relaxation　癒らり 栃木県 小山市大字塚崎1022-4 

株式会社　二宮金次郎商店 栃木県 真岡市久下田2204-1 

丸茂住建 栃木県 真岡市熊倉2-8-9 2F

株式会社　フレッシュあい　本店 栃木県 真岡市荒町3-3-9 

株式会社　三成ホーム 栃木県 真岡市高勢町2-292-4 

つばき不動産 栃木県 真岡市長田4丁目16-7 

株式会社　ホンダセンター　栃木 栃木県 真岡市並木町4-10-2 

ＣＯＣＯ　ＳＰＯＯＮ 栃木県 足利市伊勢南町11-4 

常盤自動車　株式会社 栃木県 足利市借宿町1丁目22番地7 

早津商店 栃木県 足利市小俣町597-3 

高畑畳店 栃木県 足利市小俣町625 

田中菓子店　足利店 栃木県 足利市上渋垂町342-3 

ＰＯＩＮＴ　ＦＩＶＥ 栃木県 足利市新山町2259-11 

角田仏具　コムファースト店 栃木県 足利市朝倉町245-1 アピタ2F

角田仏具　田中町店 栃木県 足利市田中町779-2 

あさみ観光バス 栃木県 足利市堀込町1933-2 

ISPトラックバス株式会社 栃木県 大田原市乙連沢43-12 

生活ギャラリー　マイス 栃木県 大田原市紫塚3-2609-104 

焼菓子mizu 栃木県 大田原市若松町505-1 柴田若松コーポ101

丸亀精肉店 栃木県 大田原市城山1-6-29 

オイル小僧 栃木県 大田原市浅香4-3752 

若松理容所 栃木県 栃木市室町5-24 

セレモールとちぎ 栃木県 栃木市沼和田町5-27 

株式会社　ジョブセレクション 栃木県 栃木市城内町2-6-1 

藤岡商事　株式会社 栃木県 栃木市藤岡町大前646番地 

株式会社　サンプラザコーポレーション 栃木県 栃木市片柳町2-2-2 

大金温泉グランドホテル 栃木県 那須烏山市岩子86-2 

ぷちショップオオイセヤ 栃木県 那須烏山市金井1-9-8 

大金ゴルフ練習場ウイング 栃木県 那須烏山市田野倉732 

カーサベルデ 栃木県 那須塩原市西新町118-642 

カーコンビニ倶楽部　ダイリン 栃木県 那須塩原市石林691-4 

Blanche Neige 栃木県 那須塩原市大原間176 
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小林モータース 栃木県 那須塩原市東町11-4 

カーアカデミー那須高原 栃木県 那須塩原市鍋掛1088番地285 

株式会社響楽 栃木県 那須塩原市南郷屋3-144-50 Cafe＆Bar 47

那須自動車学校 栃木県 那須塩原市二区町352-7 

同和自動車 栃木県 那須郡那須町寺子丙181-1 

ヴィラージュ那須高原 栃木県 那須郡那須町大字高久丙1147-631 

フタバ快生堂薬局 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1396-11 

日光きぬ川ホテル三日月 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1400 

ギャラリーカフェ　パントエ 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1407-8 

鬼怒川パークホテルズ 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1409 

ハロー観光交通 栃木県 日光市森友1596-16 

山川歯科医院 栃木県 日光市森友172-2 

奥日光　小西ホテル 栃木県 日光市湯元2549-5 

有限会社小池モータース 栃木県 日光市文挾町字下木戸168-1 

吉原塗装店 栃木県 日光市並木町8-2 

増渕クリーニング店 栃木県 芳賀郡益子町七井中央10-1 

株式会社街なかにぎわい館　しおや聖苑 栃木県 矢板市乙畑1806-3 

山の駅たかはら 栃木県 矢板市下伊佐野993-3

株式会社山久チーズファクトリー 栃木県 矢板市上太田10 

ホテルウェリィスミヨシ 栃木県 矢板市扇町1-13-4 

Q・TREK シロタ 栃木県 矢板市扇町1-8-21 

Omuche Outdoor＆ Sports CLUB 栃木県 矢板市片岡1193-1 

株式会社マルヤ 栃木県 矢板市本町3番10号 

一久 栃木県 矢板市末広町19-4 

矢板ゴルフ練習場ウイング 栃木県 矢板市木幡1296 

旬鮮やいた 栃木県 矢板市矢板114-1 

荒川自動車 群馬県 みどり市笠懸町鹿19-1 

秋葉自動車工業　有限会社 群馬県 みどり市大間々町大間々1869 

株式会社　ボルテックスセイワ 群馬県 安中市下磯部985 

10分100円～100円レンタカー伊勢崎下植木店 群馬県 伊勢崎市下植木町523-1 

頭金0円でも新車に乗れる！新車市場　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市下植木町523-1 

エターナルユース　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市間野谷町1148 

天然水晶美石本店 群馬県 伊勢崎市宮子町3630-4 

レストラン美濃 群馬県 伊勢崎市境上渕名716-6 

有限会社　宮沢モータース 群馬県 伊勢崎市境萩原1800 

住まいる伊勢崎　境町店 群馬県 伊勢崎市境百々東21-3 フレッセイ境町店舗内

株式会社ワイズ・エナジー 群馬県 伊勢崎市三和町1426-1 

原宿シャイン　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市西小保方町368 SMARK伊勢崎店内

有限会社　吉沢モータース 群馬県 伊勢崎市堀下町1687 

大衆酒場　磯乃香 群馬県 伊勢崎市本町11-3 

チェルシー 群馬県 伊勢崎市連取町2076-1 

田中菓子店　館林店 群馬県 館林市近藤町570-2 

株式会社　ナチュラルハウス 群馬県 館林市小桑原町1019-7 Natural House BLDG

株式会社成塚商店 群馬県 館林市仲町7-15 

株式会社松島紙店 群馬県 館林市緑町2-23-1 

いえ。とち。物語 群馬県 桐生市本町6-27-1 プライマリービル４階

益成屋旅館 群馬県 吾妻郡草津町草津406 

ヘアー・ザ・シルク 群馬県 吾妻郡中之条町伊勢町4-2 

四万　たむら 群馬県 吾妻郡中之条町四万4180 

株式会社　サンワ　パラーダ　高崎下之城店 群馬県 高崎市下之城町170-5 

ダイナミックヒルゴルフセンター 群馬県 高崎市吉井町坂口210 

株式会社　堀越モータース 群馬県 高崎市吉井町長根1746-1 

ギャレリア 高崎高関店 群馬県 高崎市高関町407-1 

株式会社　ぐんま東庄 群馬県 高崎市寺尾町2312-8 

協業組合　第一ガス 群馬県 高崎市上豊岡町570-2 

JUNK BLUES 群馬県 高崎市真町51-1 レジェンド高崎1F

須永自動車 群馬県 高崎市倉賀野町６８－２ 

ぬりまる 群馬県 高崎市足門町796-1 
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関東住宅サービス株式会社　群馬支社 群馬県 高崎市大八木町917-6 

えぼし葬祭 群馬県 高崎市中里見町 418-1 

トモプロ株式会社　群馬営業所 群馬県 高崎市島野町227-2 

ＰＩＶＯＴ　高崎店 群馬県 高崎市棟高町1400番地 イオン高崎店内　3F

有限会社　石原自動車ボデー 群馬県 高崎市八千代町4丁目5番7号 

ギャレリア 高崎飯塚店 群馬県 高崎市飯塚町31-1 

株式会社WEDGE 群馬県 高崎市保渡田町2246-1

ガレージ・クエスト 群馬県 高崎市箕郷町生原1686-1 

ホテル　天坊 群馬県 渋川市伊香保町伊香保396番地20 

有限会社　敷島自動車 群馬県 渋川市金井868-4 

有限会社　三国自動車 群馬県 沼田市井土上町745-1 

株式会社ステップ 群馬県 前橋市古市町1-57-1 

chiffon cake shop LEON 群馬県 前橋市紅雲町2-12-8 

奈良自動車 群馬県 前橋市荒子町361-1 

株式会社　丸越 群馬県 前橋市若宮町3丁目10-13 

有限会社　後閑自動車工業 群馬県 前橋市上佐鳥町15-1 

群馬オートセンター 群馬県 前橋市上細井町1971-1 

株式会社　ダイキョー 群馬県 前橋市上泉町667番地3 

株式会社　テクノデヴェロプメント 群馬県 前橋市新井町8番地4 

株式会社日本創和 群馬県 前橋市石倉町5-22-5 

株式会社　小川屋 群馬県 前橋市千代田町2-7-15 

カーコンビニ倶楽部　高前バイパス店 群馬県 前橋市鳥羽町178-1 

CasitaMaebashi 群馬県 前橋市南町4-31-3 アムールケヤキ101

城武自動車　株式会社 群馬県 前橋市富士見町原之郷745-1 

有限会社　マミーコンタクトレンズ 群馬県 太田市高林東町1688番地 

有限会社　大伸 群馬県 太田市新田大根町1226-1 

関東住宅サービス株式会社　両毛支店 群馬県 太田市西本町54-13 

田中菓子店　太田店 群馬県 太田市石原町992-6 

竹澤畳店 群馬県 太田市由良町1688-8 

NEXT株式会社 群馬県 藤岡市浄法寺771-6 

ふじおか総合カークリニック 群馬県 藤岡市立石733-4 

居酒屋　らいでん 群馬県 富岡市南後箇47-7 

selectshop MARUTOMI 群馬県 富岡市富岡1110 

田中菓子店　大泉店 群馬県 邑楽郡大泉町北小泉3-18-12 

有限会社諸田葬祭総合ギフト 群馬県 利根郡昭和村糸井173-8 

株式会社ヤマノ 埼玉県 さいたま市さいたま市桜区田島5-10-5 

白星クリーニング 埼玉県 さいたま市浦和区皇山町38-10 

ウオッチタウン浦和コルソ店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソ　1F

アンソレイユ　浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソ2階

ミスターミニット　アトレ浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-16-12 

KANEKO OPTICAL 浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和 North Area 1F

ＣＯＲＫ浦和蔦屋書店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和蔦屋書店内

株式会社岩崎工務店 埼玉県 さいたま市浦和区常盤2-7-9-1203 

富士コンタクト　浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1-1-10 WING浦和ビル4F

ＵＲＡＷＡ　ＰＯＩＮＴ 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1-11-18-2F 

本場・月島もんじゃ　金太郎　浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区仲町2-3-4 

ギンザドー 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和3-4-1 三宝ビル2F

株式会社　カーボデー　シマザキ 埼玉県 さいたま市岩槻区小溝1374 

株式会社タバタコーポレーション 埼玉県 さいたま市岩槻区大谷700-10 

有限会社　キクチ自動車修理工場 埼玉県 さいたま市岩槻区府内4丁目1番55号 

本場・月島もんじゃ　金太郎　岩槻店 埼玉県 さいたま市岩槻区本町3-1-20 

トイズキング東大宮店 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮2-38-5 

ムサシノクリーニング　マルエツ大宮砂町店 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮7-69-1 マルエツ大宮砂町店1F

エスポワール 埼玉県 さいたま市見沼区南中野279-1 

株式会社宝城 埼玉県 さいたま市見沼区南中野279-1 

株式会社シチケン 埼玉県 さいたま市見沼区風渡野272-1 

有限会社栄ホーム美装 埼玉県 さいたま市見沼区蓮沼201-2 

株式会社　ジャパネット・ハウス　建築設計事務所 埼玉県 さいたま市桜区山久保1-17-11 東急ドエルアルス浦和埼大通り1F
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睡眠具プラザ　トミタ 埼玉県 さいたま市桜区上大久保272-1 

榎本自動車　株式会社 埼玉県 さいたま市桜区上大久保631-4 

縫製工房ファッションいずみ 埼玉県 さいたま市桜区神田154-4 関口ビル2F

ランドリーニッポン　浦和支店 埼玉県 さいたま市桜区神田43-2 

株式会社三共消毒　埼京支店 埼玉県 さいたま市桜区田島10-4-1 

有限会社あいしん葬祭 埼玉県 さいたま市桜区白鍬271 田中ハイツ101

ドライバーズピット　大宮本店 埼玉県 さいたま市西区佐知川1161-1 

日進自動車教習所 埼玉県 さいたま市西区大字西遊馬2474 

株式会社　のむら 埼玉県 さいたま市西区飯田30-1 

株式会社東宝ハウス新都心 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1 キャピタルビル5階

埼玉フィルム施工販売 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ7F

株式会社　ホームプランナーしまなみ 埼玉県 さいたま市大宮区三橋1-595-2 

ウィルさいたま 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1-405

Ｌｕｃｅ　大宮 埼玉県 さいたま市大宮区大門3-8 

REPLAY 埼玉県 さいたま市大宮区仲町2-3 1F

こころセレモニー株式会社 埼玉県 さいたま市大宮区北袋町1-168-1 

株式会社　タウ 埼玉県 さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー　10F

バランス整体　らくたす 埼玉県 さいたま市中央区本町東2-14-14 

月あかり　南浦和店 埼玉県 さいたま市南区南浦和2-38-25 松力ビル2F

ほぐし屋本舗 埼玉県 さいたま市北区宮原町3-562 健康ビル103

株式会社鈴や商事　大宮センター 埼玉県 さいたま市北区奈良町39-6 

株式会社スマイク 埼玉県 さいたま市北区別所町1122-28 

株式会社鈴や商事　浦和センター 埼玉県 さいたま市緑区山崎1-10-20 

株式会社　ハウスドットコム 埼玉県 さいたま市緑区松木三丁目15番地16 

株式会社トーエィリフォーム 埼玉県 さいたま市緑区中尾304-5 

Balloon Shop ”ALOHAS” 埼玉県 さいたま市緑区東大門2-2-14 

富士コンタクト　丸井大宮店 埼玉県 さいまた市大宮区桜木町2-3 丸井大宮店　5F

PETSALON LAKI 埼玉県 ふじみ野市うれし野2-10-87 トナリエふじみ野1F

株式会社　ライフバディ 埼玉県 ふじみ野市ふじみ野4丁目13番13号 

有限会社すがい祭典 埼玉県 ふじみ野市丸山10-2 

カーベルふじみ野店 埼玉県 ふじみ野市亀久保1-1-2 

株式会社エス・イーティ大井事業所 埼玉県 ふじみ野市亀久保1615-5 

銀座メガネコンタクト　上福岡店 埼玉県 ふじみ野市上福岡1-7-4 

銀座メガネコンタクト　上福岡南口店 埼玉県 ふじみ野市上福岡6-4-5 メディカルセンター上福岡2階

ピュアライフホーム－株式会社平山－ 埼玉県 ふじみ野市鶴ケ岡5-1-8市川第3ビル1F

SHIN-Go car care center 埼玉県 羽生市上新郷6140-5 

インテリアふじの 埼玉県 羽生市弥勒1739 

ホテルサンクローバー越谷駅前 埼玉県 越谷市赤山本町3-5 

株式会社　旅クラブジャパン 埼玉県 越谷市千間台西5-3-58 

株式会社ヤマシン 埼玉県 越谷市相模町1-48-1 

しのはら寝具 埼玉県 越谷市袋山1384 

新栄自動車株式会社 埼玉県 越谷市大沢3265番地 

株式会社野口総業 埼玉県 越谷市大房958-9 

株式会社錻力屋 埼玉県 越谷市東越谷4-3-39

Ｐａｎｉ　Ｐａｎｉ　Ｃｕｂｉｃ　越谷レイクタウン店 埼玉県 越谷市東町2-8 イオン越谷レイクタイン店内　3F

有限会社　エコプランニング 埼玉県 越谷市南越谷4-15-12 

肉工房なかむら 埼玉県 越谷市北越谷2-20-16 Ｍ１ビル１Ｆ

株式会社電翔 埼玉県 越谷市弥生町3-33 越谷東駅前ビル2F

株式会社アドバンス　越谷店 埼玉県 越谷市弥生町3-7 越谷プリモ13号室

ホテルアクア横浜 埼玉県 横浜市西区北幸2-3-3 

買取専門店　大吉　おけがわマイン店 埼玉県 桶川市若宮1-5-2 おけがわマイン店1階

リバーフィールド 埼玉県 桶川市倉田77-1 

１００％新車館　加須ＩＣ店 埼玉県 加須市下三俣269-1 

株式会社鈴や商事　加須センター 埼玉県 加須市大字上三俣1923-1 

ペットサロン　ナガシマヤ 埼玉県 加須市中央2丁目7番38号 

東京スクール有限会社　School-Stage事業部 埼玉県 加須市土手2-9-2 カクタプラザD棟

タムラ 埼玉県 久喜市久喜中央3-9-55 

エスペニア　久喜店 埼玉県 久喜市久喜中央4-9-11 イトーヨーカドー2F



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

スクール＆ファッション　ほりこし 埼玉県 久喜市栗橋中央2-10-3 

ガレーヂマツザキ 埼玉県 久喜市高柳2202-1 

ジョワールせきね 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲379-2 

クレープファミリア　モラージュ菖蒲店 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲１F

ＣＨＡＲＭＹ　菖蒲店 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲内　3F

branche hair_art 埼玉県 久喜市南1-10-33

石建美装 埼玉県 狭山市祇園2-10-2F 

ＩＦコンサルティング合同会社 埼玉県 狭山市祇園4-62 公栄ビル802

ＮＩＣＥクリーニング　新狭山店 埼玉県 狭山市新狭山2-14-10 

株式会社ナガネ 埼玉県 狭山市新狭山2-7-5 

かなやま音楽アカデミー 埼玉県 狭山市中央1-28-8 

ムサシノクリーニング　マルエツ入間川店 埼玉県 狭山市中央2-1-1 マルエツ入間川店1F

有限会社さやま典礼 埼玉県 狭山市中央4-6-8 

野口自動車工業　株式会社 埼玉県 狭山市入間川3145-4 

昭和オートサービス　株式会社 埼玉県 狭山市北入曽685番地 

style 埼玉県 熊谷市柿沼617-1 

森田住宅設備機器株式会社 埼玉県 熊谷市久下1675 

明治熊谷宅配センター 埼玉県 熊谷市広瀬248-3 

株式会社　くまがやれっかー 埼玉県 熊谷市今井803 

株式会社関東総業 埼玉県 熊谷市上川上1028-2 

秋保　株式会社 埼玉県 熊谷市石原163-5 

株式会社　末広不動産 埼玉県 熊谷市筑波2-14 

関東住宅サービス株式会社　熊谷支店 埼玉県 熊谷市中央2丁目453 

ロータスケンエイ 埼玉県 熊谷市中奈良748 

散骨社 埼玉県 戸田市美女木2-5-23 2F

アイワセレモニー 埼玉県 戸田市美女木2-5-23 アイワホール

Custom Auto M 埼玉県 戸田市美女木5-18-1

巻き爪にわやま 埼玉県 幸手市惣新田2324-1

合同会社KTMX 埼玉県 幸手市大字惣新田2324-1 

屋根・外壁塗装の専門店　塗替え本舗 埼玉県 幸手市中1-15-7 小森谷ビル１Ｆ

行田自動車教習所 埼玉県 行田市持田2313-5 

永沼クリーニング 埼玉県 行田市谷郷2-8-36 

仁屋 埼玉県 行田市北河原557-1 

有限会社石川富男商店 埼玉県 行田市和田133-1 

いいの動物病院 埼玉県 鴻巣市人形1-1-3 

有限会社　小林電気商会 埼玉県 鴻巣市吹上富士見1丁目7番9号 

明治吹上宅配センター 埼玉県 鴻巣市吹上本町5-6-5 

ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ＆ＳＣＨＯＯＬ　ＴＲＵＬＬＹ 埼玉県 鴻巣市本町4-3-28 鴻巣駅前ビル2-B

関東ホームズ 埼玉県 鴻巣市本町8-10-17 4F

株式会社　花やさん　Ｔフローリスト 埼玉県 坂戸市三光町2-4 

Beauty works aroma 埼玉県 坂戸市千代田3-11-6 第3原マンション103号

すこやか畳 埼玉県 坂戸市大字戸宮490-5 

株式会社ケイアシスト 埼玉県 坂戸市鶴舞4-21-1 

リーフ株式会社 埼玉県 坂戸市島田91-3 

花やさんTフローリスト　アクロスプラザ坂戸店 埼玉県 坂戸市日の出町5-30 

ココ・ペッツタウン三郷店 埼玉県 三郷市さつき平1-1-1 

有限会社二戸自動車工業　三郷工場 埼玉県 三郷市下彦川戸764-7 

三郷自動車教習所 埼玉県 三郷市花和田385番地 

ウオッチタウン　ららぽーと新三郷店 埼玉県 三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷店　2F

らく楽　三郷中央店 埼玉県 三郷市谷口624 

ＳＴＡＲＫ　ＰＬＡＣＥ 埼玉県 三郷市中央1-13-9 

ＳＴＡＲＫ　ＣＯＦＦＥＥ 埼玉県 三郷市中央1-14-2 三郷中央におどりプラザ1F

米のこくまん 埼玉県 志木市中宗岡5-17-6 

ＰＩＶＯＴ　春日部店 埼玉県 春日部市下柳420-1 イオンモール春日部内　2F　区画№3028

カープロ 埼玉県 春日部市金崎443-1

株式会社　武蔵自動車 埼玉県 春日部市小渕1156番地10 

（車）　ぴっかぴか堂 埼玉県 春日部市水角125 

大栄興産株式会社 埼玉県 春日部市増富754 
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白鳥輪業 埼玉県 春日部市大枝680-5 

有限会社　シライ建装 埼玉県 春日部市大衾277番地53 

有限会社高陽一級建築士事務所 埼玉県 春日部市谷原新田2043-6 

マリガヤ　春日部本店 埼玉県 春日部市中央1-11-3 ムツミプラザビル204号

エスペニア　春日部店 埼玉県 春日部市中央1-13-1 イトーヨーカドー2F

ラ・サンセリテ　春日部店 埼玉県 春日部市中央1-13-1 イトーヨーカドー2F

ＭｕｊＡＲＴ　ＲｏｏＭ 埼玉県 春日部市中央8-3-43 ニュー春日部101

有限会社三嘉 埼玉県 春日部市東中野7-4 

アンソレイユ　春日部店 埼玉県 春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部

いとや 埼玉県 春日部市粕壁東1-21-10 大作ビル２Ｆ

株式会社こんの　春日部営業所 埼玉県 春日部市不動院野2647-1 

株式会社鈴や商事　東部センター 埼玉県 春日部市豊野町1-22-18 

有限会社　粟生田自動車工業所 埼玉県 所沢市宮本町2-4-9 

株式会社所沢セレモニー 埼玉県 所沢市元町24-7 元町第一ビル１階

株式会社協榮式典 埼玉県 所沢市小手指台37-6 

ぴえーる洋菓子店 埼玉県 所沢市小手指町1-10-12 

新井園本店　小手指北口店 埼玉県 所沢市小手指町1-15-5 

株式会社　新倉不動産 埼玉県 所沢市東所沢1丁目1番地6 

株式会社　光ホーム　東所沢店 埼玉県 所沢市東所沢和田1-1-3 

株式会社鈴や商事　所沢南センター 埼玉県 所沢市南永井849-3 

ウオッチタウン　所沢店 埼玉県 所沢市日吉町12-1 西武所沢4F

株式会社　二上家 埼玉県 所沢市北原町936-5 

株式会社パートナー 埼玉県 所沢市北野1-23-15 

ガラスエッチング工房　ルナプランニング 埼玉県 所沢市北野1-8-29 

株式会社ＴＲＩＮＥ 埼玉県 所沢市林2-430-1 

理容ナカバヤシ 埼玉県 所沢市和ケ原1-114-30 

トモプロ株式会社　埼玉営業所 埼玉県 上尾市瓦葺1161-1 

ロン・都　まるひろ上尾店 埼玉県 上尾市宮本町1-1 1F

フロンティア建築工房 埼玉県 上尾市原市2238-5 

上尾コンタクト 埼玉県 上尾市上町1-1-15 市川ビル2階

カーコンビニ倶楽部　上尾店 埼玉県 上尾市上町2-11-15 

スリーエス企画　有限会社 埼玉県 上尾市大字原市596-4 

DTFドローン練習広場 埼玉県 上尾市中分2-291 Ｂ棟

ペンギンベーカリー上尾店 埼玉県 上尾市東町2丁目10-25 

お仏壇の日本堂　新座志木店 埼玉県 新座市東北2-24-17 

文字焼　ＫＩＮＴＡＲＯＵ 埼玉県 新座市東北2-31-3 ロイヤル花野１Ｆ－３

沖縄料理　島想い 埼玉県 新座市東北2-32-3 コープ野村志木101

株式会社　きくちライフサービス 埼玉県 新座市馬場1-11-15 

ライフポーター　ワタナベ引越センター 埼玉県 新座市堀ノ内1-6-44 新座営業所

金子自動車 埼玉県 新座市野火止6-3-15 

ＰＩＶＯＴ　深谷店 埼玉県 深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷店内　2F

Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ＭＯＡＮＡ 埼玉県 深谷市上柴町東5-5-14 アーバンEXE　101

明治深谷宅配センター 埼玉県 深谷市人見342-1 

柳自動車 埼玉県 深谷市石塚576 

株式会社　協栄不動産 埼玉県 深谷市東方町4丁目33番地1 

Musee 埼玉県 深谷市緑ケ丘13-21 

内野米穀 埼玉県 川越市かし野台1-15-1 

株式会社富士美建 埼玉県 川越市旭町1-10-12 2F

BLAZE 埼玉県 川越市下赤坂333-3 

有限会社　村川商会 埼玉県 川越市熊野町16-12 

株式会社　日本エコジニア 埼玉県 川越市古谷上5730-1 

ＭＩＬＫＹ　ＷＡＶＥ 埼玉県 川越市志多町17-2 

ダイワホーム株式会社 埼玉県 川越市小仙波町2丁目25番地2

e-cubeホームテクノ株式会社 埼玉県 川越市小中居991-1 

株式会社タジマ建装 埼玉県 川越市城下町15-1 

株式会社　小江戸 埼玉県 川越市新宿町6-3-5 株式会社エコーステーション内

本場・月島もんじゃ　金太郎　川越店 埼玉県 川越市新富町2-26-4 エスポワール川越　１Ｆ

ファッションクリーニングショップ ポプリン 仙波店 埼玉県 川越市仙波町2-17-7 
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有限会社　美光塗装 埼玉県 川越市大字下松原572-11 

日本メンテナンス株式会社 埼玉県 川越市的場946-3ウエルズ21的場台B

多摩液化ガス株式会社 埼玉県 川越市福田55-1 

並木造園株式会社 埼玉県 川越市木野目1590-1 

株式会社　ブリングアップ 埼玉県 川越市野田町1-7-5 

トラブル救急車 埼玉県 川越市脇田本町15-21 KJ3ビル　2F

アンソレイユ　イオンモール川口店 埼玉県 川口市安行領根岸3180 イオンモール川口店２F

美創　株式会社 埼玉県 川口市安行領根岸347 

畳屋くまちゃん　熊木畳本店 埼玉県 川口市栄町1-1-22 

有限会社　エーケイ防災設備 埼玉県 川口市芝下3-4-1 

株式会社monolith 埼玉県 川口市芝宮根町20－20 メゾンリコウ A202

かわい酒店 埼玉県 川口市芝西2-26-21 

テニスショップ　エムズ 埼玉県 川口市芝中田1-41-18 

ＪＵＳＴＩＣＥ　株式会社 埼玉県 川口市西新井宿485-3 

株式会社　塗装のミドリヤ 埼玉県 川口市西新井宿69 

生鮮市場ワンワン 埼玉県 川口市西川口1-9-8 

有限会社サービスセンター白備 埼玉県 川口市青木3丁目13番31号 

ＰＩＶＯＴ　川口店 埼玉県 川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川キャラ店内　3F

有限会社小林商店　ぷちショップこばやし 埼玉県 川口市朝日1-10-15 

村野福祉葬祭センター 埼玉県 川口市東川口6-18-5 

富士コンタクト　アリオ川口店 埼玉県 川口市並木元町1-79 アリオ川口1F

株式会社　ハナキュー 埼玉県 川口市北原台2丁目21番16号 

お仏壇の日本堂　川口店 埼玉県 川口市本町3-1-3 

マイスター　川口店 埼玉県 川口市本蓮1-5-8 

Pasta dining C-studio 埼玉県 川口市木曽呂274-2

株式会社　アドバンス 埼玉県 草加市栄町2-11-7 オオジマヤビル　1F

power on 埼玉県 草加市高砂1-12-35 

株式会社　ハウスクリニック　くら 埼玉県 草加市松江5-5-26 

有限会社　浅古自動車整備工場 埼玉県 草加市瀬崎3丁目18-1 

シャンドエルブ　草加ヴァリエ店 埼玉県 草加市氷川町1970 草加ヴァリエ２　１F

白馬亭セントラルキッチン 埼玉県 草加市両新田東町7-7

株式会社　ハシ塗装工業 埼玉県 大里郡寄居町大字牟礼1528-12 

和食厨房　元六庵 埼玉県 大里郡寄居町末野928 

長瀞ぽっぽ 埼玉県 秩父郡長瀞町長瀞487-3 

TAKIBIYA　秩父駅前店 埼玉県 秩父市宮側町4-3

孫悟空 埼玉県 秩父市上影森34 

リトルマーメイド　秩父店 埼玉県 秩父市上町1-5-9 

矢尾百貨店　食品SM 埼玉県 秩父市上町1-5-9 

ナチュラルファームシティ農園ホテル 埼玉県 秩父市大宮5911-1 

秩父錦　酒づくりの森 埼玉県 秩父市別所字久保ノ入1432 

有限会社　金子オート 埼玉県 朝霞市栄町１－５－１０ 

株式会社色武 埼玉県 朝霞市根岸台4-12-41 

食右衛門　北朝霞店 埼玉県 朝霞市西原1-5-12 ウイング北朝霞2Ｂ-3区画

串焼 一献　朝霞店 埼玉県 朝霞市浜崎1-8-9 

パソコミュ広場　あさか 埼玉県 朝霞市本町2-8-10 SKビル　1F

株式会社こんの　坂戸鶴ヶ島営業所 埼玉県 鶴ヶ島市脚折町1-17-12 

有限会社　ヨシダトランスポート 埼玉県 鶴ヶ島市三ツ木525-3 

アネックス・サカエヤ 埼玉県 鶴ヶ島市鶴ヶ丘71-2 

スズキユキオ療治院 埼玉県 東松山市高坂1021-2-101 

フォンターナ　東松山店 埼玉県 東松山市小松原町11-2 西友東松山店１Ｆ

Ｈｏｂｂｙ　ｐｌａｃｅ　るーく 埼玉県 東松山市箭弓町3-2-4 

Asshu hair 埼玉県 南埼玉郡宮代町中央3-11-16 

株式会社ＨＡＴＡホーム 埼玉県 日高市旭ケ丘729-24 

有限会社　ガレージ・エム・イー・ロードスター 埼玉県 日高市下鹿山265-6 

日本ジョイントシステム 埼玉県 日高市高萩643-1 ボナール松本1F

卓球ショップiruiru 埼玉県 入間市下谷ケ貫874-1 

カースポーツマインド　ノーティー 埼玉県 入間市宮寺1922-5 

株式会社TRUST 埼玉県 入間市宮寺699-3 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

宮岡自動車　株式会社 埼玉県 入間市鍵山2-9-26 

Feel 入間複合展示場 埼玉県 入間市小谷田1-11-37 

入間ガスサービス株式会社 埼玉県 入間市扇台1-5-25 

西海岸　入間店 埼玉県 入間市東藤沢3-5-2 グリーンガーデン武藤藤沢G棟1

株式会社　Ｃａｒ　Ｐｉｔ　福島 埼玉県 白岡市高岩464-2 

有限会社　ボディー・リメイク 埼玉県 八潮市新町68-1 

八潮自動車教習所 埼玉県 八潮市大字木曽根511 

エレクトリプル 埼玉県 八潮市鶴ケ曽根1753-17 

株式会社　大勝　八潮工場 埼玉県 八潮市木曽根694-1 

ＧＲＥＡＳＹ　ＫＩＤＳ 埼玉県 八潮市垳129-4 

有限会社青木葬祭 埼玉県 飯能市八幡町4-12 

ファーストレイト　ゴルフ練習場 埼玉県 比企郡ときがわ町大字五明428 

きみえセレモニーサービス 埼玉県 比企郡吉見町江和井1593-1 

ハウスクリーン楽々 埼玉県 比企郡小川町小川526-24 

ｙｅｓ美人風 埼玉県 比企郡小川町小川736-1 

有限会社　神部自動車鈑金塗装工場 埼玉県 比企郡小川町青山308-5 

関東住宅サービス株式会社　埼玉本社 埼玉県 比企郡川島町長楽613 

ZERO　STYLE 埼玉県 比企郡鳩山町松ケ丘1-2-3

富士コンタクト　ふじみ野店 埼玉県 富士見市ふじみ野東1-1-3 アスティールふじみ野イーステーション1Ｆ

田辺クリーニング 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地5-2-13 

和幸建築設計株式会社 埼玉県 北本市北本2-26 

フラワーショップ　ヤーミー 埼玉県 北本市北本3-177 

株式会社HINATA 埼玉県 本庄市児玉町児玉2497-1 マエカワビル1F

ホテル本庄 埼玉県 本庄市本庄1-1-8 

齋藤工業 埼玉県 蓮田市城762-6 

日本ハウスペイント株式会社 埼玉県 蕨市中央1-35-3

韓国惣菜金ちゃん 埼玉県 蕨市中央3-16-3 キャニオンマンション蕨101

ＭＡＲＩＮＥ　ＳＮＯＷ 埼玉県 蕨市塚越1-18-10 

有限会社　大原鈑金　いすみ店 千葉県 いすみ市日在1203 

岩井クリーニング店 千葉県 旭市ニ976-5 

海上中央自動車教習所 千葉県 旭市蛇園2864番地 

ワンステップ 千葉県 旭市鏑木867-1 

カーコンビニ倶楽部　酒々井店　有限会社　キープ 千葉県 印旛郡酒々井町本佐倉298-1 

ウオッチタウン　新浦安店 千葉県 浦安市入船1-4-1 イオン新浦安店3F

シャンドエルブ　浦安メトロピア店 千葉県 浦安市北栄1-13-1 浦安駅構内

エスペニア　浦安店 千葉県 浦安市北栄1-14-1 西友4F

Patisserie Un樹 千葉県 浦安市北栄1-3-27 

株式会社建翔 千葉県 我孫子市下ケ戸526-12 

Ｍ．Ａ．Ｗｏｒｋｓ 千葉県 我孫子市新木2653-1 

ハウスクリーニングはなちゃん 千葉県 我孫子市布佐平和台7-4-7 

有限会社武蔵野不動産 千葉県 我孫子市本町2-3-19 

株式会社リメイク 千葉県 我孫子市本町3-2-1 アビイクレーオ1階（イトーヨーカドー我孫子南口店）

株式会社若生塗装 千葉県 鎌ケ谷市初富728-6 

カーエステキング　ファンキー初富店 千葉県 鎌ヶ谷市初富848-120 

ふかやま鎌ケ谷斎場 千葉県 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-2-3 

株式会社清田 千葉県 鎌ケ谷市東初富6-9-32 

おそうじハピネスライフ 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央1-6-18-903 

スクールコラボ　鎌ヶ谷店 千葉県 鎌ケ谷市道野辺本町2-9-5 アーガイル１F

海の庭 千葉県 鴨川市小湊169 

鴨川館 千葉県 鴨川市西町1179 

鴨川ユニバースホテル 千葉県 鴨川市前原69 

潮騒リゾート鴨川 千葉県 鴨川市太海浜73-1 

蓬莱屋旅館 千葉県 鴨川市天津1376 

ベイツー 千葉県 館山市稲166-1 

有限会社山内六三郎商店 千葉県 館山市新宿14 

協豊自動車工業 千葉県 館山市湊427 

有限会社福田水道 千葉県 君津市外箕輪4-28-11 

神葉ヂーゼル　有限会社 千葉県 君津市外箕輪4-5-27 
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有限会社エンゼル 千葉県 君津市南子安8-18-18 

タニイチ塗料株式会社 千葉県 君津市北久保1-2-3 

柏屋もなか店 千葉県 香取市佐原イ569 

スバルショップ香取　高木自動車商会 千葉県 香取市小見川5581-2 

介護タクシー　人力車 千葉県 佐倉市王子台1-8-6 伊藤店舗　1階左

株式会社スリーエイトホーム 千葉県 佐倉市中志津1-36-2 

ハリカ　横芝光 千葉県 山武郡横芝光町横芝1390番地 

ロータス　マツオ 千葉県 山武市松尾町大堤262 

株式会社四葉建装 千葉県 四街道市めいわ2-6-10 

デントリペアショップ　バーテックス 千葉県 四街道市鹿放ケ丘123-9 

ウオッチタウンユニモちはら台店 千葉県 市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台　1F

内田時計店 千葉県 市原市牛久1223 

美容室フェロウズ 千葉県 市原市五井2792-1-103 

有限会社　総文堂 千葉県 市原市五井4874-1 

西海岸　千葉店 千葉県 市原市五井8907 

株式会社　東創プランニングサービス 千葉県 市原市山田橋2丁目3番地10 

バイクショップ　ウィンド　サプライ 千葉県 市原市糸久318-1 

石のよしおか 千葉県 市原市上高根345 

美容室ルーム 千葉県 市原市西国分寺台1-2-7 

株式会社マンザキ 千葉県 市原市中230-12 

株式会社中島商会　千葉支店 千葉県 市原市白金町4-58-1 

和食家　惣治郎 千葉県 市原市養老908-1 

ウオッチタウン　ニッケコルトンプラザ店 千葉県 市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ3F

ほろよいダイニング　ちどりあし 千葉県 市川市市川南1-4-21 

せんたくやニッタ　菅野店 千葉県 市川市菅野2-14-14 グリーンコーポ　101

せんたくやニッタ　本店 千葉県 市川市大和田3-20-12 

FLIP B AVEDA 千葉県 市川市南八幡4-7-12 ラ・パシフィックビル2F

ワクワク引越サービス 千葉県 市川市二俣673-2 Ｂ棟

The B 千葉県 市川市八幡2-16-7 本八幡ビル3F

大木自動車サービス 千葉県 市川市北方町4-1948-72 

クリーニングT＆H 千葉県 習志野市大久保1-23-17 花園ビル1F

アルファ２４　京成大久保店 千葉県 習志野市大久保1-24-1 大久保蜂谷ビル　3階

ＣＨＡＲＭＹ　津田沼店 千葉県 習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼店内　1F

せんたくやニッタ　津田沼店 千葉県 習志野市谷津1-18-47 ライオンズマンション第5津田沼　101

株式会社日新建設 千葉県 習志野市谷津5-5-2 

エスペニア　津田沼店 千葉県 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼店2F

飲み食い処　我が家 千葉県 松戸市栄町3-147-35 

らく楽　北松戸店 千葉県 松戸市栄町西5丁目1343-2 リヴェール栄218　101号

有限会社平和防水工業 千葉県 松戸市串崎新田182-14 

株式会社アテスエ 千葉県 松戸市幸田1-161 1F

カーコンビニ倶楽部　東松戸駅東口店 千葉県 松戸市紙敷879-1 

アンソレイユ　松戸店 千葉県 松戸市松戸1149-1 プラーレ松戸4F

ポポラマーマ　松戸西口店 千葉県 松戸市松戸1287-1 サントロペ松戸ビル2F

おおうち設備 千葉県 松戸市松戸新田121-1 胡録台ローヤルコーポ106

剣尚堂　徳成有限会社 千葉県 松戸市常盤平柳町2-23 

大人の駄菓子屋　新松戸店 千葉県 松戸市新松戸1-354-1 TOビル1F

有限会社　アーネストホーム 千葉県 松戸市六実2-33-1 

ホテルウェルコ成田 千葉県 成田市花崎町818-1 

成田エアポートレストハウス 千葉県 成田市成田国際空港内 

株式会社装新 千葉県 成田市大清水133-1 

ビューティパーラ　ＢＯＮ＆紫 千葉県 成田市中台6-1-2 中台ショッピングセンター内

三和総業　株式会社 千葉県 成田市東和田557 

河野プロパンガス有限会社 千葉県 千葉市稲毛区園生町139-5 

トイズキング千葉店 千葉県 千葉市稲毛区園生町451-4 

株式会社　センエー 千葉県 千葉市稲毛区黒砂2-12-11 

トモプロ株式会社　千葉営業所 千葉県 千葉市稲毛区山王町364-4 

株式会社キタミ　山王店 千葉県 千葉市稲毛区山王町58-11 

タニイチ塗料　千葉店 千葉県 千葉市稲毛区小深町105-5 
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FaB稲毛店 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-2-2 エヌズクワトロ２F

グランジュテ 千葉県 千葉市稲毛区緑町1-26-12 EMY-BLDG．N　101

有限会社　みすみ板金塗装工業 千葉県 千葉市花見川区三角町617-4 

株式会社　ゆたか畳 千葉県 千葉市花見川区三角町638-1 

E-CHIBAプロリフォーム 千葉県 千葉市花見川区瑞穂1-11-21-B 

エスペニア　幕張店 千葉県 千葉市花見川区幕張町4-417-25 イトーヨーカドー2F

アイエフテクノサービス　株式会社 千葉県 千葉市若葉区高品町151-2-516 

株式会社　アークス　若葉営業所 千葉県 千葉市若葉区大宮町3429-1 

FaB都賀店 千葉県 千葉市若葉区都賀3-5-5 寿ビル２F

カルペカンパニー 千葉県 千葉市若葉区都賀3-5-8 ハイレーゼ１F

Ｄｅｎｔ　ＭＡＸ　ＪＡＰＡＮ 千葉県 千葉市中央区星久喜町1115-2 

株式会社フレスコ　CS課 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1210-5 

西海岸　蘇我店 千葉県 千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO蘇我

小六茶屋 千葉県 千葉市中央区川崎町57-5

バルビエーレ名波 千葉県 千葉市中央区都町1-9-45 

本店カンガルー堂 千葉県 千葉市中央区富士見2-25-1 C-one

FaB千葉店 千葉県 千葉市中央区富士見2-5-15 塚本千葉第三ビルディング２F

かねたや家具　本部 千葉県 千葉市美浜区ひび野1-7 

ヘナのお店 千葉県 千葉市美浜区打瀬1-2-3 セントラルパークウェストＡ棟1Ｆ

PIVOT幕張新都心店 千葉県 千葉市美浜区豊砂1-1他 イオンモール幕張新都心

髪処 千葉県 千葉市美浜区幕張西2-7-11 ライオンズガーデン幕張プラザ1F

カーコンビニ倶楽部　おゆみ野店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南4-40 

株式会社平山ホーム 千葉県 千葉市緑区誉田町1-849-4 

ＺＥＲＯ１引越センター　千葉船橋支社 千葉県 船橋市夏見1-15-1 

船橋ラビット 千葉県 船橋市高瀬町66-3 

スクールコラボ　船橋店 千葉県 船橋市咲が丘3-19-9-1F 

ＰＩＶＯＴ　船橋店 千葉県 船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋　3F

船橋ジュニア体操クラブ 千葉県 船橋市習志野4-16-2 

高橋工務店 千葉県 船橋市松が丘3-49-2-303

珍来　松ヶ丘店 千葉県 船橋市松ヶ丘4丁目13番5号 田中ビル　1F

十河　株式会社 千葉県 船橋市西船4-25-6 

株式会社ハートフルホーム 千葉県 船橋市西船4丁目26-9 富士ビル２階

森のお花やさん　藤原店 千葉県 船橋市藤原3-36-1 

トウメイ株式会社 千葉県 船橋市藤原8-25-5 

有限会社　金杉自動車 千葉県 船橋市豊富町1475 

新日本料理　伸幸 千葉県 船橋市本町4-5-18 

有限会社　中村自動車 千葉県 大網白里市上貝塚364 

タニイチ塗料株式会社　大網営業所 千葉県 大網白里市清名幸谷52-3 

株式会社　三共消毒　千葉東支店 千葉県 中央区銀座2-2-2 ヒューリック西銀座ビル

銚子セレクト市場 千葉県 銚子市双葉町3-6 

和光設備　株式会社 千葉県 銚子市東芝町1番地の7 

株式会社　トラブルバスターズ 千葉県 東金市東岩崎5-6 ステップインC

ねむりの森ミカワヤ 千葉県 東金市東金1031 

いづいち 千葉県 南房総市和田町真浦17

銀座メガネコンタクト　柏店 千葉県 柏市旭町1-2-1 第11関口ビル1階

柏プラザホテル　本館・アネックス 千葉県 柏市旭町1-5-3 

とりいちず食堂　柏西口店 千葉県 柏市旭町1丁目10-17-1F

株式会社廣瀬工業 千葉県 柏市高田1013-57 

株式会社　タクミ 千葉県 柏市高柳1139-1 

整体院 Sunny Side 千葉県 柏市根戸467-184 

move　柏の葉店 千葉県 柏市若柴175 ららぽーと柏の葉2Ｆ

A＆F COUNTRY 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

Wagわん 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

柏の葉房の駅 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

idea 柏の葉T-SITE店 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

ベーカリー ペニーレイン 柏の葉店 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

THE MEAT DUTCH 柏の葉 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

shiroinu Cafe 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内
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サニーダイナー 柏の葉店 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

サラハウス 柏の葉T-SITE店 千葉県 柏市若柴227-1 柏の葉T-SITE内

ペンギンベーカリー柏の葉キャンパス店 千葉県 柏市十余二175-81

ロン・都　セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市大島田1-6-1 アリオモール1F

有限会社　シャイン 千葉県 柏市大島田456-2 

株式会社　グリーンホーム　柏本店 千葉県 柏市中央1-8-5 

株式会社トキタ工務店 千葉県 柏市中央2丁目3番4号 

サッカーショップKAMO　柏店 千葉県 柏市中央町2-11 寺田ビル１F

ダスキン　べリエール 千葉県 柏市藤ケ谷443

有限会社ＶｉVｉｔ美装 千葉県 柏市南増尾5-24-11 

株式会社日立柏レイソル 千葉県 柏市日立台1-2-50 

HOME ONE株式会社 千葉県 柏市柏7-5-57 ソフィアビル柏七番街401

ロータス東葛 千葉県 柏市布施149-3 

有限会社ミシマつり具店 千葉県 柏市北柏台2-4 

お住いのことなら　株式会社グローアップ 千葉県 白井市根1813-26 

カーエステキング　富士栄ＳＳ店 千葉県 白井市冨士101-5 

株式会社市原塗装工業 千葉県 八街市吉倉629-4 

ヘアサロンあさひ　勝田台店 千葉県 八千代市勝田台1-37-10 

リラクゼーションあさひ　勝田台店 千葉県 八千代市勝田台1-37-10 2F

青山畳店 千葉県 八千代市勝田台3-3-12 

株式会社　ナカジマ 千葉県 八千代市大和田新田1066 

ヘアサロンあさひ　八千代台店 千葉県 八千代市八千代台西1-6-3 

クリーニングラクーン 千葉県 八千代市八千代台東1-8-7 京美ビル１F

有限会社綿貫自動車サービス 千葉県 八千代市米本2436-45 

三井温熱　株式会社 千葉県 富里市日吉台3-36-1 

有限会社　今井設備工業／リフォーム工房いまい 千葉県 茂原市高師台3-6-16 

株式会社協和土地建物 千葉県 茂原市東部台2-10-1 

有限会社　大原鈑金　茂原店 千葉県 茂原市東部台2-1-20 

ティーエヌ蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市六ツ野八貫野2785-1 

CRAFT SHOP GOLF REMIX 千葉県 木更津市ほたる野4-19-1 

株式会社福山工業　本社 千葉県 木更津市高柳1-5-25

バイクサービス　木更津 千葉県 木更津市桜井新町1-6-4 

株式会社住協リフォーム 千葉県 木更津市清見台東3-18-1 サンシティ101

株式会社　アドヴァンス 千葉県 木更津市請西南3-1-3 

すだて実三丸 千葉県 木更津市中島2178 

ｅｐｍ不動産　株式会社 千葉県 木更津市東太田4-3-7 

龍宮城スパ・ホテル三日月 千葉県 木更津市北浜町1番地 

カーコンビニ倶楽部　川間店 千葉県 野田市岩名1076-4 

株式会社和堀住装 千葉県 野田市宮崎1-4 

Ｏｕｔｌｅｔ　ｓｈｏｐ　ヨシダ家具 千葉県 野田市桐ヶ作844 

カーファクトリーライズ 千葉県 野田市次木272-3 

株式会社ＲＩＺＥ塗装 千葉県 野田市七光台96-1 2F

デントリペア　T-STYLE 千葉県 野田市上花輪新町29-18 

株式会社あさひ葬祭 千葉県 野田市野田696-2 

金古住設工業株式会社 千葉県 流山市大字西深井311-2 

アンソレイユ　あきる野店 東京都 あきる野市秋川1-17-1 あきる野とうきゅう2Ｆ

株式会社　草花不動産 東京都 あきる野市草花3057-4 

natural  blessings 東京都 稲城市矢野口2239 

銀座メガネコンタクト　矢野口店 東京都 稲城市矢野口258-4 

トモプロ株式会社 南東京営業所 東京都 稲城市矢野口327-1 

やきとり一番 東京都 葛飾区亀有5-42-5 

頭金0円でも新車に乗れる！新車市場　水元店 東京都 葛飾区西水元5-12-8 

10分100円～100円レンタカー水元店 東京都 葛飾区西水元5-12-8 

コミックバスター青砥店 東京都 葛飾区青戸3-32-18 4.5F 

スーパーショップ　葛飾水元店 東京都 葛飾区東金町8-20-17 

株式会社三共消毒　葛飾営業所 東京都 葛飾区東新小岩1-11-6 

白石クリーニング 東京都 江戸川区上篠崎2-12-1 

フローリストＩＷＡＩＹＡ 東京都 江戸川区瑞江2-15-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

カーコンビニ倶楽部　Ｃａｒ１１０ 東京都 江戸川区船堀5-4-23 

スズキオート　江戸川 東京都 江戸川区谷河内1-19-11 

アジアンレストランマウンテン葛西店 東京都 江戸川区中葛西2-19-15 越川ビル1F

ドライクリーニング　ヒコタ 東京都 江戸川区東葛西7-20-30 

ラピスルージュ　葛西店 東京都 江戸川区東葛西9-3-3 アリオ葛西店２Ｆ

お仏壇のかわなべ 東京都 江戸川区東瑞江1-29-8 川辺ビル1階

株式会社ＫＩＨＡＣＨＩ 東京都 江戸川区東瑞江1-34-7-1F

岡本車輌　株式会社 東京都 江戸川区南葛西2-2-2 

ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 瑞江 東京都 江戸川区南篠崎町3-3-1 

なないろ保育園 東京都 江東区亀戸3-46-15 TPCビル2階

もんじゃ焼たあとる 東京都 江東区亀戸5-29-25 和久井ビル1F

西海岸ANCHORカメイドクロック店 東京都 江東区亀戸6-31-6 カメイドクロック3F

NADiff contemporary 東京都 江東区三好4-1-1 東京都現代美術館1F

白山湯 東京都 江東区枝川1-6-15 

株式会社　城東自動車整備　ホリデー車検　ベイ江東 東京都 江東区枝川2-11-5 

ポポラマーマ　南砂町SCスナモ店 東京都 江東区新砂3-4-31 南砂町SCスナモ店４F

move　南砂町店 東京都 江東区新砂3-4-31 南砂町ショッピングセンターSUNAMO　2F

おたからや大島店 東京都 江東区大島1-38-7 Kawade I 2F

メガネの明光堂 東京都 江東区富岡1-9-9 明光堂本社ビル1F

REBELLBE 豊洲店 東京都 江東区豊洲3-2-20

F.PARADE 東京都 港区高輪3-22-4 AIWAビル1F

魚がし日本一　ムスブ田町店 東京都 港区芝浦3丁目1-2 msb田町ステーションタワーS　1階　S104区画

富士コンタクト　新橋店 東京都 港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル2F

魚がし日本一　新橋駅前店 東京都 港区新橋3-21-10 オルバスビル１F

麻布旬彩和食　かすみ 東京都 港区西麻布3-2-32 

W EL CAMA BELLEZA 東京都 港区赤坂3-13-6 国際天野ビル6F

宅配弁当 京香 赤坂店 東京都 港区赤坂6-18-5 

ソフトバンク　本社店 東京都 港区東新橋1-9-1 東京汐留ビル　25F

ＲＡＸ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ表参道本店 東京都 港区南青山5-1-25 メゾン・ド・ラミア　6F

カーコンビニ倶楽部　天現寺サービスステーション 東京都 港区南麻布4-13-4 

株式会社　Ｇ．Ｆ．Ｇ 東京都 港区白金3-21-5 

浜松町リザベーションセンター 東京都 港区浜松町2-10-5 浜ビル　3階

銀座メガネコンタクト　麻布十番店 東京都 港区麻布十番1-5-9 

株式会社　フィード 東京都 港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル　8F

ベストワンクルーズ 東京都 港区六本木5-16-50 デュープレックス218

六本木蔦屋書店 The Lounge 東京都 港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ六本木けやき坂通り2F

魚がし日本一　西日暮里店 東京都 荒川区西日暮里5-21-3 

伊藤工事株式会社　サンズハウス 東京都 荒川区西日暮里5-2-19 

岡山ランドリー　戸倉店 東京都 国分寺市戸倉4-45-2 

廻転びっくり寿司　西国分寺店 東京都 国分寺市西元町2-16 

魚がし日本一 　nonowa西国分寺店 東京都 国分寺市西恋ケ窪2-1-18 ＪＲ西国分寺駅改札階

ポポラマーマ　西国分寺店 東京都 国分寺市泉町3-35-1 西国分寺レガ1階

岡山ランドリー　国立店 東京都 国立市北3-15-4 

アンソレイユ　三鷹店 東京都 三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル2F

岡山ランドリー　三鷹下連雀店 東京都 三鷹市下連雀9-2-11 

境交通　株式会社 東京都 三鷹市深大寺2丁目36番1号 

Ｈｕｍａｎ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 東京都 三鷹市牟礼1-5-6 

岡山ランドリー　三鷹牟礼店 東京都 三鷹市牟礼6-2-21 

WIRED TOKYO 1999 東京都 渋谷区宇田川町21-6 Qフロント　7F

うみきん　渋谷店 東京都 渋谷区宇田川町26-4 Lu82ビル4F

電光石火　渋谷センター街店 東京都 渋谷区宇田川町32-7 HULIC & New UDAGAWA 9F

IVY PLACE 東京都 渋谷区猿楽町16-15 

FOOD&COMPANY代官山T-SITE店 東京都 渋谷区猿楽町16-15 代官山T-SITE内

ボーネルンド代官山店 東京都 渋谷区猿楽町16-15 代官山T-SITE内

代官山モトベロ 東京都 渋谷区猿楽町16-15 代官山T-SITE内

江戸前びっくり寿司　恵比寿店 東京都 渋谷区恵比寿1-12-1 CRD恵比寿1stビル

NADiff a/p/a/r/t 東京都 渋谷区恵比寿1-18-4 NADiFF A/P/A/R/T1F

シロヤクリーニング　恵比寿店 東京都 渋谷区恵比寿3-2-1 ニューシティー恵比寿１F
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Bell Espace 東京都 渋谷区恵比寿西2-17-8 ITO代官山306

Ｍｉｇｎｏｎ 東京都 渋谷区恵比寿南1-2-6 サンポウ恵比寿ビル2F

株式会社Second・Life 東京都 渋谷区桜丘町12-5 桜丘Kビル5・6階

株式会社　桜丘住販 東京都 渋谷区桜丘町15-14 フジビル40　9F

クリーニング24　渋谷店 東京都 渋谷区桜丘町21-7 ライブリー渋谷桜丘101

BAR  KIZUKI 東京都 渋谷区渋谷1-8-5 グローリア宮益坂10F

MARUKA 渋谷店 東京都 渋谷区渋谷1丁目14－3 藤和宮益坂ビル

サクラ・フルール青山 東京都 渋谷区渋谷2-14-15 

西海岸Ruby’s　ラフォーレ原宿店 東京都 渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿内　B1F

＃FR2 東京都 渋谷区神宮前4-28-16 TX101ビル １階

#FR2　梅 東京都 渋谷区神宮前4-29-7 原宿V1ビル 1階

ＵＮｉＣＡＳＥ　東急プラザ表参道原宿 東京都 渋谷区神宮前4-30-3　5-B 東急プラザ表参道原宿

#FR2　HARAJUKU 東京都 渋谷区神宮前4-31-6 吉野ビル１F

JEAN CLAUDE BIGUINE　表参道店 東京都 渋谷区神宮前5-1-7 青山アロービル

西海岸ANCHOR 原宿店 東京都 渋谷区神宮前6-5-6 1F

味鮮　渋谷店 東京都 渋谷区神泉町9-7 野本ビル　1F

リアルクローズ神南店 東京都 渋谷区神南1-12-18 メゾン渋谷202

西海岸ANCHOR　渋谷店 東京都 渋谷区神南1-23-10 SHIBUYA109 3F

ブランドショップよちか恵比寿明治通り店 東京都 渋谷区東　2丁目21－8 プライムレジデンス渋谷店舗1

株式会社ガウラ 東京都 渋谷区東2-26-16 渋谷HANAビル401

銀座メガネコンタクト　恵比寿店 東京都 渋谷区東3-25-6 楠ビル1階

なみき化粧品店 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 

NADiff modern 東京都 渋谷区道玄坂2-24-1-B1F Bunkamura

RAX Medical Esthetic 渋谷道玄坂店 東京都 渋谷区道玄坂2-28-4 門ビル5階

富士コンタクト　渋谷店 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 関口ビル7F

魚がし日本一　渋谷道玄坂店 東京都 渋谷区道玄坂2-9-1 

トイズキング道玄坂店 東京都 渋谷区道玄坂2-9-10 松本ビル1F

生活協同組合　コープランド東京 東京都 渋谷区幡ヶ谷 1-5-4 大坂屋ビル2F

宅配弁当 京香 渋谷店 東京都 渋谷区鶯谷町7-11 

こがねや石材 東京都 小金井市前原町4-12-30 

Cafe 薫 東京都 小金井市本町4-3-5 

ＹＭゴルフスクール 東京都 小平市花小金井3-15-3 ニューロードグリーンゴルフ内

ムラヤマトソウ 東京都 小平市花小金井5-43-9 

岡山ランドリー　小平店 東京都 小平市学園西町3-30-18 スーパーいなげや内

テルメ小川 東京都 小平市小川町1-2494 

ＮＩＣＥクリーニング　小平本店 東京都 小平市小川東町5-18-33 

天乃家石材店　株式会社 東京都 小平市美園町2-1-1 

BAR DAITO 東京都 昭島市中神町1177

La Belle Vie　昭島店 東京都 昭島市田中町562-1 モリタウン本館1F

T works 東京都 昭島市美堀町2-9-30 

株式会社　カーライフサービス　多摩車両 東京都 昭島市美堀町4-3-1 

株式会社昭立造園 東京都 昭島市緑町3-19-23 

宅配弁当 京香 四谷店 東京都 新宿区愛住町13-1 

バンフー　トレーニングスクール 東京都 新宿区下宮比町2-29 飯田橋NKビル　1F

Ｖａｎｆｕ　Ｍｅｄｉａ　Ｓｔａｔｉｏｎ　飯田橋店 東京都 新宿区下宮比町2-29 飯田橋NKビル　2F

公共　新宿パーキング 東京都 新宿区歌舞伎町二丁目10番1号 

レディース向けアルパカニット専門店　アルパカワールド神楽坂 東京都 新宿区岩戸町19 一五屋ビル101

銀座メガネコンタクト　高田馬場店 東京都 新宿区高田馬場1-17-17 

アトム・スケート 東京都 新宿区高田馬場4-38-15 KSビル701

販促応援．ｃｏｍ　江戸川橋店 東京都 新宿区山吹町333番地 カーネワセダ

銀座メガネコンタクト　四谷三丁目店 東京都 新宿区四谷3-9-18 慶和ビル1階

move 新宿マルイ本館店 東京都 新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館6階

リアルクローズ新宿店 東京都 新宿区新宿3-32-10 T&Tビルディング6F

ザ　コスメティックテラス　ドレスコードルミネ新宿店 東京都 新宿区新宿3-38-2 

歌舞伎町の母　摩耶 東京都 新宿区新宿5-12-6-405 

ケン・ロックサービス 東京都 新宿区新小川町6-36 

魚がし日本一　ポルタ神楽坂店 東京都 新宿区神楽坂2-6-1 PORTA神楽坂102

青い鳥クリーニング　江戸川橋店 東京都 新宿区水道町4-13 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

魚がし日本一　新宿西口店 東京都 新宿区西新宿1-12-12 河西ビル１F

かどやホテル 東京都 新宿区西新宿1-23-1 

イーライフ水道サービス 東京都 新宿区西新宿6-8-1 

早稲田　金城庵 東京都 新宿区西早稲田1-18-15 

株式会社セイフティーリノベーション 東京都 新宿区西早稲田1-21-2 アス西早稲田南ウイング2F

東京エース免許センター 東京都 新宿区東五軒町6-1 内田ビル2階

株式会社リアルパートナー 大久保店 東京都 新宿区北新宿1-8-20 KOKORO 1F

銀座メガネコンタクト　阿佐ヶ谷店 東京都 杉並区阿佐谷北2-13-21 

ネットワーク水道センター 東京都 杉並区井草5-18-13 KIビル　4F

賃貸住宅サービスFC荻窪店 東京都 杉並区荻窪5-27-8 FCビル3階

株式会社　三都市アース旗の台店 東京都 杉並区下高井戸1-24-10 

cut space Seen. 東京都 杉並区久我山4-7-1 倉田ビル106

カーコンビニ倶楽部　カレストステーション宮前 東京都 杉並区宮前4-26-8 

シロヤクリーニング　芦花公園店 東京都 杉並区上高井戸1-19-2 

シロヤクリーニング　八幡山店 東京都 杉並区上高井戸1-8-23 ウッドワン101

ＩＮＡＺＵＭＡｃａｆｅ 東京都 杉並区天沼3丁目27-10 

新川屋酒店 東京都 杉並区浜田山4-32-4 

青い鳥クリーニング　阿佐ヶ谷店 東京都 杉並区本天沼2-41-14 

シロヤクリーニング　九品仏店 東京都 世田谷区奥沢6-11-7 田園コーポラス101

ｌｉｖＬｉｍ 東京都 世田谷区砧8-2-23 成城パークサイド　1Ｆ

シロヤクリーニング　経堂店 東京都 世田谷区宮坂3-19-22 

レイジープーチ（ペットサロン・ペット用品販売） 東京都 世田谷区給田3-1-17 BateauAir　1F

ESSENTIAL DOUBLE STANDARD CLOTHING 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

Snow Peak LIFE BIOTOPE STORE 二子玉川 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

POLA SQUARE FUTAKO 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

ＳＯＬＳＯ　ＨＯＭＥ　Ｆｕｔａｋｏ 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

モトベロ　二子玉川 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

ボーネルンド　二子玉川店 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

ＡＲＦＬＥＸ　ＴＡＭＡＧＡＷＡ 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

ＧＯＯＤ　ＭＥＡＬＳ　ＳＨＯＰ　二子玉川店 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

ハーマンミラーストア二子玉川 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

インスパイラル　二子玉川店 東京都 世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライスSC　二子玉川蔦屋家電内

やまのうち整骨院 東京都 世田谷区玉川3-20-11 

クリーニング２４　用賀店 東京都 世田谷区玉川台1-5-10 あか尾ビル１F

ｊ’ａｉｍｅ　ｌａ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ　駒沢 東京都 世田谷区駒沢2-40-2 EMハイツ駒沢　1F

おそうじ本舗　駒沢店 東京都 世田谷区駒沢3-24-21 

クリーニング　駒沢店 東京都 世田谷区駒沢3-26-1 福島ビル

Kudarti 東京都 世田谷区駒沢4丁目16-15 駒沢ビル1F

シロヤクリーニング　深沢店 東京都 世田谷区駒沢5-15-14 

ARROWS　桜新町 東京都 世田谷区弦巻3-12-14 

ちとせさつき濃 東京都 世田谷区桜丘2-27-14 さす吉ビル1F

有限会社　立花屋 東京都 世田谷区桜丘5-47-20 

クリーニング　桜新町駅前店 東京都 世田谷区桜新町1-15-1 チェリーハイム１F

クリーニング　SAKURA店 東京都 世田谷区桜新町2-10-16 泉ビル105

ルースター 東京都 世田谷区三軒茶屋2-15-14 ABCビル　B1F

シロヤクリーニング　三軒茶屋店 東京都 世田谷区三軒茶屋2-19-12 三軒茶屋グリーンマンション１F

LOCOTee 東京都 世田谷区若林3-17-3 

ma cherie 東京都 世田谷区若林3-17-3 

Roman Holiday 東京都 世田谷区松原1-38-27-303 

シロヤクリーニング　上馬店 東京都 世田谷区上馬1-10-17 

コロッケ西郷亭駒沢店 東京都 世田谷区上馬4-5-3 

coiffure　embellir 東京都 世田谷区上馬5-27-11 上馬ハイツ1F

かみのげ駅前整骨院 東京都 世田谷区上野毛1-25-7 

シロヤクリーニング　上野毛店 東京都 世田谷区上野毛1-27-13 牧田ビル１F

カバロ東京　本店 東京都 世田谷区上用賀2-4-18 コリーヌ馬事公苑3F

シロヤクリーニング　世田谷店 東京都 世田谷区世田谷1-15-10 宮崎ビル１F

クリーニング　上町店 東京都 世田谷区世田谷2-2-7 エクセレンスオオバ１F

シロヤクリーニング　松原店 東京都 世田谷区赤堤4-1-3 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

marmelo 東京都 世田谷区代沢2-36-30-101 

株式会社グローバルツアー 東京都 世田谷区代田3-34-17 

世田谷引越サービス 東京都 世田谷区大蔵5-3-9 

パティスリークレヨン 東京都 世田谷区等々力2-17-11 

クリーニング　等々力店 東京都 世田谷区等々力3-10-9 1F

シロヤクリーニング　尾山台店 東京都 世田谷区等々力4-12-14 

hair communication you 東京都 世田谷区南烏山5-34-15 

お茶のきり山 東京都 世田谷区南烏山6-3-16 ダイヤビル1F

賃貸住宅サービスFC千歳烏山店 東京都 世田谷区南烏山6-4-2 第二烏山ＫＳビル1Ｆ

銀座メガネコンタクト　千歳烏山店 東京都 世田谷区南烏山6-4-30 

美容室ジェイウォーク 東京都 世田谷区梅丘1-14-8 グレーステラ2F

マミークリーニング　梅ヶ丘店 東京都 世田谷区梅丘1-20-8　1F 

ヘアサロン　サンレオ 東京都 世田谷区梅丘1-9-9 金子ハイツ１F

Bistro LOCASA 東京都 世田谷区粕谷1-6-27 フジ１階

シロヤクリーニング　千歳烏山店 東京都 世田谷区粕谷4-21-13 

西海岸ANCHOR 下北沢２号店 東京都 世田谷区北沢2-11-3 

西海岸　ANCHOR　下北沢店 東京都 世田谷区北沢2-15-14 ビイルーム下北沢１Ｆ

西海岸Ruby’s 下北沢店 東京都 世田谷区北沢2-19-17 

魚待夢　いやおうなし 東京都 世田谷区北沢2-20-14 B1

ｍａｒｕｓａｎ＆ｗａｃｃａ 東京都 世田谷区北沢2-8-5 ANビル　3F

クリーニング２４　用賀東口店 東京都 世田谷区用賀2-38-7 カーサ白賀101

株式会社　光ホーム　清瀬店 東京都 清瀬市松山1-2-26 

ムサシノクリーニング　マルエツ清瀬中里店 東京都 清瀬市中里5-21-1 マルエツ清瀬中里店1F

多摩液化ガス株式会社 東京都 西多摩郡瑞穂町殿ケ谷458 

トモプロ株式会社　多摩営業所 東京都 西多摩郡瑞穂町二本木435-21 

Purse　日の出店 東京都 西多摩郡日の出町字三吉野桜木237-3 イオンモール日の出3F

フレンドリーフクヤ 東京都 西東京市 保谷町3-10-17

ロザージュジョリエ　ひばりヶ丘店 東京都 西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ2F

ＮＩＣＥクリーニング　ひばりが丘団地店 東京都 西東京市ひばりが丘2-8-11 

フォンターナ　田無店 東京都 西東京市田無町2-1-1 リヴィン田無店1F

魚がし日本一　エミオ田無店 東京都 西東京市田無町4-1-1 エミオ田無内

お米ひろば　野口屋 東京都 西東京市東町3-5-5 

アクアトライクリーニング 東京都 西東京市南町1-12-28 

アンソレイユ　河辺店 東京都 青梅市河辺町10-9-1 西友河辺店１Ｆ

有限会社三州屋酒店 東京都 青梅市河辺町7-12-9 

西海岸　青梅店 東京都 青梅市今井3-10-9 

大阪王将　青梅店 東京都 青梅市新町9丁目2054-2 

コスモホーム　青梅店 東京都 青梅市野上町3-23-2 

魚がし日本一　アトレ秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-17-6 

カードマックス秋葉原店 東京都 千代田区外神田3-15-6 秋葉原M2ビル３Ｆ

Ｔａｍ　Ｔａｍ　秋葉原店 東京都 千代田区外神田6-14-2 さかい末広ビル4F・5F

白馬亭丸ノ内 東京都 千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル本館B1

JEAN CLAUDE BIGUINE　丸の内 MY PLAZA店 東京都 千代田区丸の内2-1-1 MY PLAZA3F

宅配弁当 京香 神田店 東京都 千代田区岩本町2-9-2 

魚がし日本一　麹町店 東京都 千代田区麹町3-5-16 サンゴビル１F

株式会社　千代田エネルギー 東京都 千代田区神田紺屋町13番地 

加賀屋　水道橋店 東京都 千代田区神田三崎町3-6-1 

グランドセントラルホテル 東京都 千代田区神田司町2-2 

パソコン修理・データ復旧　御茶ノ水店　Ｇ・Ｏ・Ｇ 東京都 千代田区神田駿河台3-1-9 日光ビル　1F

株式会社マスターシップス 東京都 千代田区神田小川町3-8 神田駿河台ビル9F

水道住宅修理センター 東京都 千代田区神田美倉町9番 神田美倉町ビル　2F

クラシカル　カコ　帝国ホテルプラザ店 東京都 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ　3F

魚がし日本一 　霞ヶ関飯野ビル店 東京都 千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングＢ1Ｆ

ユアコンタクト　有楽町店 東京都 千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル4階

move 有楽町マルイ店 東京都 千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ7階

ｃｙｃｌｅ２４ｈ　綾瀬東駐輪場 東京都 足立区綾瀬3-11-6 

ｃｙｃｌｅ２４ｈ　綾瀬東駐輪場　（アマノ） 東京都 足立区綾瀬3-11-6 

有限会社　三盛自動車 東京都 足立区伊興本町2丁目3番22号 
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藤フットサルクラブ 東京都 足立区加平3-4-1 ウィステリアガーデン　3F

ウエトミ衣料 東京都 足立区江北6-3-3 

ダックス　足立店 東京都 足立区江北7-7-6 

株式会社フェイス 東京都 足立区鹿浜1-20-25 

株式会社　アドバンス・ネクスト 東京都 足立区鹿浜8-8-8 

エージーホーム 東京都 足立区鹿浜8丁目5-10 第2小宮ビル1F

きょくとう青い鳥クリーニング　マルエツ西新井店 東京都 足立区西新井2-26-16 

ポポラマーマ　北千住店 東京都 足立区千住3丁目-77 きたテラス202

富士コンタクト　ポンテポルタ千住店 東京都 足立区千住橋戸町1番13 

クリーンベース三共 東京都 足立区扇1-20-8 

株式会社　日本典礼 東京都 足立区谷在家2-1-16 

スクールショップサカタ 東京都 足立区竹の塚5-36-27 

きょくとう青い鳥クリーニング　マルエツ東和店 東京都 足立区東和1-29-8 マルエツストアー内

有限会社三田商店 東京都 足立区東和4-16-3 

きょくとう青い鳥クリーニング　マルエツ入谷店 東京都 足立区入谷1-26-15 

株式会社ナックス　入谷リサイクルステーション９９９ 東京都 足立区入谷9-9-9 

首藤自動車　株式会社 東京都 足立区保塚町1番14号 

株式会社アールズホールディングス 東京都 足立区六月2-13-8 

新東京救急センター 東京都 多摩市貝取1450 

ロザージュ　多摩センター店 東京都 多摩市落合1-44 イトーヨーカドー多摩センター丘の上プラザ２Ｆ

富士コンタクト　上野御徒町店 東京都 台東区上野1-20-10 風月堂本店ビル ６階

不動産価格保証株式会社 東京都 台東区上野2-11-13 池之端ビル８階

ぷちショップ　酒のこばやし上野店 東京都 台東区上野2-9-3 

UKーｍｏｂｉｌｅ 東京都 台東区上野3-3-6-1F 

黒工号上野店 東京都 台東区上野4-6-8 

株式会社五十君商店 東京都 台東区上野5-24-1 五十君ビル１階

move 上野マルイ店 東京都 台東区上野6-15-1 上野マルイ5Ｆ

コンフォートカラオケ　ＵＴＡＺＯＯ 東京都 台東区上野7-2-16　B1 

ほぐしや本舗RiRAKUFull　浅草店 東京都 台東区浅草１-19-10 東ビル2F

三井温熱 ケアシステム　浅草店 東京都 台東区浅草1-33-8 

浅草セントラルホテル 東京都 台東区浅草1-5-3 

まるごと北海道　国際通り店 東京都 台東区浅草2-11-5 大草ビル

浅草ホテル　和草 東京都 台東区浅草3-7-2 

一般社団法人ブライダルアライアンス 東京都 台東区台東1-9-4 松浦ビル5階

ランドリープレス穴守稲荷店 東京都 大田区羽田5-22-7 亀石ビル

シロヤクリーニング蒲田店 東京都 大田区蒲田3-17-12 

蒲田飲んべちゃん2部 東京都 大田区蒲田5-19-17 第5村上ビル3F

久が原アイコンタクト 東京都 大田区久が原5-17-8 

銀座メガネコンタクト　大森店 東京都 大田区山王2-2-7 

銀座メガネコンタクト　長原店 東京都 大田区上池台1-32-2 

バイシクルガレージ　轍 東京都 大田区西蒲田7-41-3 吉池ビル　102

ポポラマーマ　蒲田店 東京都 大田区西蒲田7-66-7 サンライズいよやビル2階

ザ　コスメティックテラス　タシロ東急プラザ蒲田店 東京都 大田区西蒲田7-69-1 

ダックス　大田店 東京都 大田区多摩川1-22-24 

株式会社こんの　東京営業所 東京都 大田区大森南4-10-27 

銀座メガネコンタクト　大森中央店 東京都 大田区大森北1-11-18 大森ハウス1階

銀座メガネコンタクト　大森2号店 東京都 大田区大森北1-17-2 大森センタービル1階

シロヤクリーニング　大森北店 東京都 大田区大森北2-9-14 二島ビル101

株式会社　オーケー管理 東京都 大田区池上8-5-2 日興パレス　101

株式会社　生活水道センター 東京都 大田区池上8-5-2 日興パレス　101

じてんしゃ屋はすぬま 東京都 大田区中央6-30-2 

クリーニングＣ＆Ｃ　雑色店 東京都 大田区仲六郷2-16-14 

ふるさと 東京都 大田区仲六郷2-42-4

クリーニングＣ＆Ｃ　七辻店 東京都 大田区東六郷1-9-5 

クリーニングＣ＆Ｃ　水門通り店 東京都 大田区東六郷2-11-7 

ランドリープレス　羽田店 東京都 大田区東糀谷2-14-17 

CASA メンテナンスサービス 東京都 大田区南千束1-2-21 

株式会社　東伸開発不動産 東京都 大田区萩中3丁目6番5号 
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リノ・ハピア株式会社 東京都 大田区北千束3-1-3 

株式会社　ニューエスト 東京都 大田区北馬込2-30-11 

シロヤクリーニング　御嶽山店 東京都 大田区北嶺町31-13 

クリーニングＣ＆Ｃ　武蔵新田店 東京都 大田区矢口1-15-3 

魚がし日本一　京橋エドグラン店 東京都 中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン地下１階

Ｋ－ＬＡＸ 東京都 中央区銀座1-4-9 銀座スワロービル　1階

銀座メガネコンタクト　銀座本店 東京都 中央区銀座2-11-10 第2銀座ヤマトビル1階

リアルクローズ銀座店 東京都 中央区銀座2-7-7 GINZA 2nd ave.1 B棟　1F

銀座メガネコンタクト　銀座三丁目店 東京都 中央区銀座3-11-18 眞帆ビル１階

アリストトリスト 東京都 中央区銀座3-8-12 銀座ヤマトビル　4F

KOKOIST Nail studio 東京都 中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル6F

ＭＡＲＵＫＡ　銀座本店 東京都 中央区銀座5-5-1 マツモトキヨシ銀座5THビル　6F

株式会社香蘭社 東京都 中央区銀座6-14-20 

JEAN CLAUDE BIGUINE　GINZA Le Grand 東京都 中央区銀座7-9-11 MONT BLANC銀座ビル5F

Lani Garden 東京都 中央区新富2-13-1 栄ビル3階

たべろ屋つきぢ　百八 東京都 中央区築地2-11-10 築地K１ビル　4階

魚がし日本一　八重洲仲通り店 東京都 中央区日本橋2-2-20 日本橋大善ビル１F

Ｊａｐａｒｉａ　Ｌｅｇｎａ 東京都 中央区日本橋本石町4-4-16 

sonna banana hacho-bori 東京都 中央区八丁堀2-15-5 

有限会社池田酒店 東京都 中野区江原町3-11-12 

ショップＦＲＩＥＮＤＳ 東京都 中野区江古田4-37-1 

鶏肉の神田染谷都立家政店 東京都 中野区鷺宮3-1-2 ハウスポートエデンA号

Ｆ１ショップ　シグナス 東京都 中野区中野5-52-15 ブロードウェイ　3F

ジャンクワールド　中野ブロードウェイ店 東京都 中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ1階

魚がし日本一 中野サンモール店 東京都 中野区中野5-64-8 

ダックス　中野店 東京都 中野区南台2-11-7 

カーコンビニ倶楽部　カレストステーション中野坂上 東京都 中野区本町2-46-4 

住まいる水道 東京都 中野区本町6-35-14 アダチビル　5F

有限会社　銀洋舎 東京都 中野区弥生町1-49-9 

宅配弁当 京香 西新宿店 東京都 中野区弥生町4-34-5 

江戸前びっくり寿司　つくし野店 東京都 町田市つくし野3-21-2 

有限会社信栄塗装 東京都 町田市旭町1-23-14 

Trimhouse zoo 東京都 町田市玉川学園1-21-21 

パティスリーインフィニティ 東京都 町田市玉川学園2-7-4 

ハウスクリーニング町田 東京都 町田市玉川学園3-31-11 ジュネスAOKI 103

お仏壇の日本堂　町田金森店 東京都 町田市金森1-3-3 

イマジン・アミティ 東京都 町田市原町田4-22-16 武藤ビル102

住む住む 東京都 町田市原町田4-3-6 ひじかたビル2Ｆ

La Belle Vie　町田店 東京都 町田市原町田4-4-2 

とんこつラーメン専門店　七志　町田店 東京都 町田市原町田6-18-17 東亜町田ビル3-１F

富士コンタクト　町田モディ店 東京都 町田市原町田6-2-6 町田モディ8F

西海岸ANCHOR　町田店 東京都 町田市原町田6-9-19 

お酒のぷちショップ　マインマート成瀬店 東京都 町田市小川2-7-1 

シロヤクリーニング　つくし野店 東京都 町田市小川4-16-6 1F

お仏壇の日本堂　町田駅前店 東京都 町田市森野1-11-15 

エスペニア　町田西友店 東京都 町田市森野1-14-17 西友3F

有限会社美舟寿し 東京都 町田市森野1-32-13 新光ビル1階

有限会社豊国屋商店 東京都 町田市森野1-36-8 ロータスヴィレッジ町田　1階

株式会社中西紙店 東京都 町田市森野2-25-13 

丸治屋せんべい店 東京都 町田市森野4-7-16 

シロヤクリーニング　南成瀬店 東京都 町田市成瀬が丘2-24-2 

有限会社　成瀬杉井植木 東京都 町田市西成瀬2-3-7 

ペリカン倶楽部　マルエツ町田鶴川店 東京都 町田市大蔵町443 

有限会社サービスコーナー　丸石 東京都 町田市鶴川6-7-4-107 

インド印度のカレー店　TIFFIN de CoCo 東京都 町田市能ヶ谷6-5-18 

隠れ家 東京都 町田市本町田2507-4-八-16-105 

有限会社浜名屋精肉店 東京都 町田市本町田2507-7 公社住宅　ハ13-102

サイクルセンター　ニシヤマ 東京都 町田市本町田2528 町田木曽団地ハ15-104
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メモリアル・オリイ 東京都 町田市本町田3450-12 

有限会社浜名屋精肉店　野津田店 東京都 町田市野津田町832-2 

銀座メガネコンタクト　仙川店 東京都 調布市若葉町2-1-1 川原ビル1階

仙川の美容室　Ｌａ．ＣＯＥＵＲ 東京都 調布市仙川町1-14-60 キクチビルファイブ　2Ｆ

共進倉庫　株式会社 東京都 調布市飛田給1-34-1 

ペリカン倶楽部　マルエツ飛田給店 東京都 調布市飛田給1-7-3 

アミューズランドモナコ　調布駅前店 東京都 調布市布田4-2-22 

日進自動車販売 東京都 東久留米市大門町2-6-8 

有限会社ウィズセレモニー 東京都 東久留米市東本町12-3 

ＰＩＶＯＴ　東久留店 東京都 東久留米市南沢5-17-62 イオンモール東久留店　3F　区画№302

アキラ塗装 東京都 東久留米市南町3-8-43 花小金井グリーンハイツ6-303

ＮＩＣＥクリーニング　東久留米本店 東京都 東久留米市八幡町1-6-15 

アンソレイユ　東久留米店 東京都 東久留米市本町3-8-1 イトーヨーカドー2F

やきとり　にしだ屋　久米川 東京都 東村山市栄町2-22-1 第2池田ビル　1F

合同会社うんすい宅建 東京都 東村山市本町1-15-41 アズロイヤル201

ＮＩＣＥクリーニング　東村山東口店 東京都 東村山市本町2-3-77 

岡山ランドリー　モア店 東京都 東大和市桜が丘3-44 

寳行生花株式会社 東京都 東大和市桜が丘4-318-35 

カレン 南青山店 東京都 南青山3-3-23 南青山MBDビル2F

ＰＩＶＯＴ　多摩平の森店 東京都 日野市多摩平2丁目4-1 イオンモール多摩平の森　3F

メガネハウス　多摩 東京都 日野市日野本町3-14-17 SKビル　1F

株式会社　リーデレカーネ 東京都 八王子市めじろ台2-70-9 

ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ　Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ 東京都 八王子市横山町22-4 

喜久屋 東京都 八王子市寺町39 

有限会社　ヤマシン工業 東京都 八王子市小宮町307-2 

有限会社　森たたみ店 東京都 八王子市上川町3417-1 

株式会社こんの　八王子営業所 東京都 八王子市石川町2802 

株式会社　小林自工 東京都 八王子市千人町4-10-7 

ダックス　八王子店 東京都 八王子市大和田町6-19-8 

たくみ葬祭 東京都 八王子市中野上町1-2-8 芦川ビル2F

学校法人平成学園高尾幼稚園 東京都 八王子市東浅川町515-5 

REBELLBE 南大沢店 東京都 八王子市南大沢2-207-1 

有限会社根来商店 東京都 八王子市北野町557-17 

日昭株式会社 西東京支店 東京都 八王子市北野町570-1 

株式会社C.S.FACTORY 東京都 八王子市鑓水2073-3 

お仏壇の日本堂　板橋大山店 東京都 板橋区幸町8-3 

青い鳥クリーニング　マルエツ四葉店 東京都 板橋区四葉2-2-22 

株式会社スカイアップ 東京都 板橋区常盤台1-67-5 ダイアパレス常盤台703

ポポラマーマ　エキアときわ台店 東京都 板橋区常盤台1丁目-43-1 3F

有限会社フジヤ 東京都 板橋区常盤台2-27-9 

ピタットハウス成増店 東京都 板橋区成増2-18-7 吉田屋ビル3F

カルガモ引越センター　株式会社 東京都 板橋区赤塚3丁目29番15号 

お仏壇の日本堂　練馬板橋店 東京都 板橋区赤塚新町3-8-23 

串焼 一献　大山店 東京都 板橋区大山町6-6 金子ビル１F

買取専門店 大吉 東武練馬店 東京都 板橋区徳丸3-1-3 第二石井ビル1階

青い鳥クリーニング　マルエツ板橋南町店 東京都 板橋区南町２１－1マルエツ板橋南町店

株式会社　三都市アース　戸越銀座店 東京都 品川区戸越1-15-13 

ペットコミュニティープラザ　大井競馬場前店 東京都 品川区勝島1丁目6番16号 

銀座メガネコンタクト　武蔵小山駅前店 東京都 品川区小山3-14-1 

銀座メガネコンタクト　武蔵小山アーケード店 東京都 品川区小山3-22-17 

銀座メガネコンタクト　武蔵小山本店 東京都 品川区小山3-25-3 

BPJ’目黒 東京都 品川区小山台1-33-9 

銀座メガネコンタクト　目黒店 東京都 品川区上大崎2-27-3 武本ビル1階

EREMENT 東京都 品川区西五反田1-17-7 Plaza square 五反田

銀座メガネコンタクト　五反田西口店 東京都 品川区西五反田1-30-2 ウイン五反田ビル

魚がし日本一　五反田店 東京都 品川区西五反田1-7-1 五反田プラグマGタワー106号

シロヤクリーニング　西五反田店 東京都 品川区西五反田3-13-12 

株式会社　小出不動産 東京都 品川区大井5-10-9 
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銀座メガネコンタクト　荏原町店 東京都 品川区中延5-7-2 

チェリー 東京都 品川区東五反田1-19-10 コアビル　1F

銀座メガネコンタクト　大崎店 東京都 品川区東五反田2-16-1 ザ・パークタワー東京サウス1階

銀座メガネコンタクト　五反田東口店 東京都 品川区東五反田2-2-16 

gicca池田山 東京都 品川区東五反田5-1-1 

KAGOO 東京都 品川区東五反田5-21-15 メタリオンOSビル2C

EREMENT33 東京都 品川区東五反田5-28-9 五反田第三花谷ビル5階

株式会社　三都市アース　中延店 東京都 品川区東中延2-7-15 

BPJ’s大森 東京都 品川区南大井3-29-10 1F

銀座メガネコンタクト　大森北口店 東京都 品川区南大井6-17-10 大森レインボービル1階

シロヤクリーニング　南品川店 東京都 品川区南品川2-17-14 コープ森101

シロヤクリーニング　戸越銀座店 東京都 品川区平塚2-11-12 スカイコート戸越銀座１F

株式会社　三都市アース 東京都 品川区豊町6-2-3 

宅配弁当 京香 品川店 東京都 品川区北品川2-20-19 

みずほアンテナ 東京都 品川区北品川5-9-15 渡辺コーポレーションビル5階

株式会社　ロマン 東京都 府中市四谷1-26-18 プランタン四谷　1F

Cinema Action 殺陣 東京都 府中市晴見町3-21-25 

カーコンビニ倶楽部　国立府中インターR20号店 東京都 府中市西府町5-15-1 

サロンドエミ 東京都 府中市天神町2-16-6 

オゾンクリーニングのきょくとう　分倍河原店 東京都 府中市美好町3-6-1 

ダックス　府中店 東京都 府中市府中町3-5-6 

グローリー　株式会社 東京都 武蔵村山市伊奈平6-4 

有限会社　アリーナ 東京都 武蔵村山市榎3-104-1 

株式会社ボナンザ 東京都 武蔵村山市三ツ藤3-12-1 

プライベートサロンNI～NA 東京都 武蔵村山市中央2-61-1 

株式会社アクアホーム 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 

賃貸住宅サービスFC吉祥寺ギャラリー 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-18-2 M-9吉祥寺ビル1Ｆ

お仏壇の日本堂　吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 

ＮＩＣＥクリーニング　武蔵境北口店 東京都 武蔵野市境1-15-16 

スマイルネット　株式会社 東京都 武蔵野市境2-2-23-2F 

株式会社　財建 東京都 武蔵野市中町1-10-7 

賃貸住宅サービスFC三鷹店 東京都 武蔵野市中町1-1-8 HN28ビル4F

コスモホーム 拝島店 東京都 福生市熊川1396 

アンティークダイニング　甘蔵 東京都 福生市福生1047 

Plants＆Flower GREENROAD 東京都 文京区根津1-26-5 朝日八重垣マンション104

ハーテック　パティオ 東京都 文京区大塚6-15-11 

トイズキング東京店 東京都 文京区湯島1-12-5 金子ビル1F

魚がし日本一 　池袋西口店 東京都 豊島区西池袋1-35-1 カドビル1F

マインスペース池袋北口店 東京都 豊島区西池袋1-43-9 アミューズ池袋ビル

ホテル　スタープラザ池袋 東京都 豊島区池袋2-10-2 

ララショップ 東京都 豊島区池袋2-48-8-102 

ホテル　ニュースター池袋 東京都 豊島区池袋2-61-6 

割烹　絆 東京都 豊島区池袋2丁目10-3 

ホテルオーエド 東京都 豊島区池袋2丁目68番5号 

株式会社辰巳 東京都 豊島区池袋本町2-29-16 

ＲＡＸ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　池袋店 東京都 豊島区東池袋1-11-4 大和ビル　8F

株式会社　ティー・アイ・エス 東京都 豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル　5F

富士コンタクト　池袋店 東京都 豊島区東池袋1-41-7 池袋東口ビル5F

宅配弁当 京香 池袋店 東京都 豊島区東池袋5-20-6 

有限会社樋口塗装 東京都 豊島区東池袋5丁目14番12号 

魚がし日本一　池袋東口店 東京都 豊島区南池袋1-22-4 

UNiCASE 池袋パルコ 東京都 豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ6F

株式会社　レンタルハウス 東京都 北区王子1-10-16 Y's2ビル2F

十喜蔵 東京都 北区中里1-5-5 保坂ビル　3F

賃貸住宅サービスFC押上スカイツリー前店 東京都 墨田区押上1-23-3 ムサシビル1F

ダックス　墨田店 東京都 墨田区亀沢4-25-4 

ほぐしや本舗RiRAKU Full 曳舟店 東京都 墨田区京島1-2-2 イーストコア3番館

インド＆タイ料理専門店　スリヤロイヤルガーデン錦糸町 東京都 墨田区錦糸3-2-1アルカイーストB1F



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

賃貸住宅サービスFC錦糸町ギャラリー 東京都 墨田区錦糸3-3-1 第一ハセガワビル1F

move　丸井錦糸町店 東京都 墨田区江東橋3-9-10 錦糸町丸井店　6F

ＵＮｉＣＡＳＥ　錦糸町パルコ 東京都 墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ6F

エーエス自動車　株式会社 東京都 墨田区八広5-23-9 

やわらぎ接骨院 東京都 墨田区墨田5-43-15 ふきハイツ1階

株式会社　大勝 東京都 墨田区立花3-10-11 

クリーニング　目黒店 東京都 目黒区下目黒5-3-12 FUJIMORIビル102

ブルーアース２１都立大 東京都 目黒区柿ノ木坂1-30-17 

シロヤクリーニング　都立大店 東京都 目黒区柿の木坂1-32-12 田沼ビル101

シロヤクリーニング　五本木店 東京都 目黒区五本木2-54-15 青木ビル１Ｆ

NADiff BAITEN 東京都 目黒区三田1-13-3 東京都写真美術館2F

クリーニング　目黒三田店 東京都 目黒区三田2-8-1 イリョーキ恵比寿ビルディング102

シロヤクリーニング　北自由が丘店 東京都 目黒区自由が丘1-22-4 

銀座メガネコンタクト 自由ヶ丘店 東京都 目黒区自由が丘1-3-11 JIYUGAOKA EY 105

Cathy's 東京都 目黒区自由が丘2-11-11 水谷ビル2F

JEAN CLAUDE BIGUINE　自由が丘駅前店 東京都 目黒区自由が丘2-11-5 

タイムレスコンフォート自由が丘店 東京都 目黒区自由が丘2-9-11自由が丘八幸ビル

I'm donut? 東京都 目黒区上目黒1-22-10 6号

RISE GATE ENGLISH 東京都 目黒区上目黒2-43-10 2F

銀座メガネコンタクト　中目黒駅前店 東京都 目黒区上目黒3-1-5 

シロヤクリーニング　上目黒店 東京都 目黒区上目黒5-25-7 クイーンズ上目黒102

株式会社　フラワーメッセージ　お花屋さん 東京都 目黒区鷹番2-15-8 

銀座メガネコンタクト　学芸大学店 東京都 目黒区鷹番3-5-1 

株式会社三共消毒　目黒営業所 東京都 目黒区中央町2-28-14 

クリーニング　都立大店 東京都 目黒区中根1-5-2 都立フードセンターB棟6区画

シロヤクリーニング　中町店 東京都 目黒区中町1-35-8 秋山ビル１F

クリーニング２４　中目黒店 東京都 目黒区中目黒2-8-17 マイキャッスル中目黒3

Oyster＆Aging Beef F.PARADE Life 東京都 目黒区目黒1-4-8 東レクビル4F

クリーニング２４　目黒本町店 東京都 目黒区目黒本町4-25-20 IG池の上ガーデンハイツ１F

株式会社　Ｔ’ｓ　コーポレーション 東京都 立川市一番町1-41-11 

アイダハウスクリーニングサービス 東京都 立川市一番町4-40-1 ワイズユーラク立川二番館６０１

ＫＡＮＥＫＯ　ＭＯＴＯＲＳ 東京都 立川市栄町2-34-8 

トイズキング立川店 東京都 立川市錦町5-19-22 

お仏壇の日本堂　立川店 東京都 立川市柴崎町2-11-20 

嵯峨きものアカデミー 東京都 立川市柴崎町2-2-16 福島ビル3F

岡山ランドリー　ファーレ店 東京都 立川市曙町2-34-7 

本棚珈琲　ノルテ店 東京都 立川市曙町2-42-1 

PURE PLACE banc 東京都 練馬区旭丘2-45-3 山喜ビル2Ｆ

銀座メガネコンタクト　中村橋店 東京都 練馬区貫井1-6-8 

hair salon soleil 東京都 練馬区関町南2-31-6 ブライトハイム102

ファッションクリーニング　ポプリン　武蔵関ショップ 東京都 練馬区関町北2-28-15 

立花建設株式会社 東京都 練馬区向山四丁目35番18号 

株式会社　MEIHOU 東京都 練馬区高松4-23-5 

銀座メガネコンタクト　桜台店 東京都 練馬区桜台1-4-11 ライオンズマンション桜台駅前1階

ファッションクリーニング　ポプリン　上石神井ショップ 東京都 練馬区上石神井1-12-9 

株式会社　田中物産 東京都 練馬区上石神井2-26-3 

Entertainment BAR SPARK 東京都 練馬区石神井町3丁目24-11 篠原ビル４階

Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｑｕｅｓｔ 東京都 練馬区大泉学園町5丁目8-20 セレッソ大泉学園　2F

華々 東京都 練馬区中村南1-27-20 1F 

フェリーチェ 東京都 練馬区中村南1-27-20 1F 

ラ　ベントゥーラ 東京都 練馬区中村南1-27-20 2F 

株式会社東宝ハウス練馬 東京都 練馬区東大泉1-27-22 光和ビル4階

ムサシノクリーニング　マルエツ南大泉店 東京都 練馬区南大泉5-30-10 マルエツ南大泉店1F

アニメラホテル 東京都 練馬区氷川台3-24-17 石野ビル1F

株式会社　花の共和国 東京都 練馬区豊玉北4-1-10 

はしもとフトンズ 東京都 練馬区豊玉北5-23-15 

銀座メガネコンタクト　練馬店 東京都 練馬区豊玉北6-1-7 メイゾン豊玉1階

宮ケ瀬Resort旅館 みはる 神奈川県 愛甲郡清川村宮ケ瀬940-16 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

株式会社　オーククリーン 神奈川県 綾瀬市小園802 

フォンターナ　綾瀬店 神奈川県 綾瀬市深谷中1-1-1 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター1F

エントリー　ダイビングスクール 神奈川県 綾瀬市大上3-14-3 

月あかり　伊勢原北口店 神奈川県 伊勢原市伊勢原1-3-17 

よろこび屋　伊勢原北口店 神奈川県 伊勢原市伊勢原3-1-1 

リノベスト 神奈川県 伊勢原市伊勢原4-635-1 ヤマキ第一ビル101

アンソレイユ　伊勢原店 神奈川県 伊勢原市桜台1-3-3 いせはらｃｏｍａ 2Ｆ

足立自動車 神奈川県 伊勢原市小稲葉2554-2 

REBELLBE　愛甲石田店 神奈川県 伊勢原市石田668-1 

鶏の巣 神奈川県 伊勢原市石田672-2 

建築グループJNG総合工事業　志組 神奈川県 横須賀市ハイランド2-15-1 

株式会社市川工務店 神奈川県 横須賀市衣笠町12-5 

クリーニングショップ・ゼロ　岩戸店 神奈川県 横須賀市岩戸2丁目1-1 

アイ・マスト 神奈川県 横須賀市根岸町4-12-1 

クリーニングショップ・ゼロ　佐原店 神奈川県 横須賀市佐原1丁目7-3 

有限会社　品川文化堂 神奈川県 横須賀市大滝町1丁目9番地 

クリーニングショップ・ゼロ　天神橋店 神奈川県 横須賀市追浜南町1-20 

エスペニア　追浜店 神奈川県 横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜2F

株式会社　湘南菱油瓦斯 神奈川県 横須賀市内川1-8-10 

ウオッチタウン　横須賀コースカ店 神奈川県 横須賀市本町2-1-12 Coaska Bayside Stores 3F

クリーニングショップ・ゼロ　野比店 神奈川県 横須賀市野比2-2-3 

フラワービレッジ 神奈川県 横浜市旭区今宿西町192 

ぷちショップ　酒のさかもと 神奈川県 横浜市旭区今宿南町1970 

LINK international 神奈川県 横浜市旭区上川井町192-1 

中野酒店 神奈川県 横浜市旭区上川井町2698 

神座商店 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰1-27-5 

エスペニア　二俣川店 神奈川県 横浜市旭区二俣川2-52-1 西友3F

オートガレージ　アスト 神奈川県 横浜市磯子区丸山2丁目2-11 大昭コーポ201

有限会社サカエ・グラスサービス 神奈川県 横浜市磯子区馬場町4-41 根岸三和プラザ

クリアコンタクト　大船店 神奈川県 横浜市栄区笠間2-14-1 セサミスポーツクラブビル　1F

モデルギャラリー　HIKO7 神奈川県 横浜市栄区笠間2-15-9 

ＴＥＡＭ－ＳＴＥＰ’Ｓ 神奈川県 横浜市栄区金井町161 

有限会社　三晃自動車 神奈川県 横浜市栄区田谷町1323 

お酒のぷちショップ釜利谷店 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東6-2-5 

ウオッチタウン　金沢八景店 神奈川県 横浜市金沢区泥亀1-27-1 イオン金沢八景店 3F

エスペニア　能見台店 神奈川県 横浜市金沢区能見台東3-1 イトーヨーカドー2F

銀座メガネコンタクト　トツカーナ店 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町16-1 トツカーナ3階

フォンターナ　戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町769-1 アピタ戸塚２Ｆ

ホームライフ　株式会社 神奈川県 横浜市戸塚区深谷町640-1 第三アサヒクリア　103

有限会社戸塚昇光社 神奈川県 横浜市戸塚区柏尾町543番地 

有限会社中村モーターサービス 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町45 

ウオッチタウン　港南台店 神奈川県 横浜市港南区港南台3-1-2 イオンフードスタイル港南台店2F

とんこつラーメン専門店　七志　港南台バーズ店 神奈川県 横浜市港南区港南台3-1-3 港南台バーズ3F

wonwon上大岡 神奈川県 横浜市港南区最戸1-20-10 フォーラム3-102

とんこつラーメン専門店　七志　上大岡店 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-18-5 mioka6F

かんてい局　横浜港南店 神奈川県 横浜市港南区日野5-23-21 

菊名ドライビングスクール 神奈川県 横浜市港北区菊名7-6-27 

エスペニア　綱島店 神奈川県 横浜市港北区綱島西2-8-1 イトーヨーカドー1F

銀座メガネコンタクト　綱島店 神奈川県 横浜市港北区綱島東1-7-20 

引越のプロスタッフ　横浜支店 神奈川県 横浜市港北区新羽町2073 

スター引越センター 神奈川県 横浜市港北区新羽町673-1 

株式会社　ビルコ 神奈川県 横浜市港北区新横浜1-14-20 光正第2ビル7F

ラグナスイート　新横浜 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-6-6 

株式会社　加瀬ハウジング 神奈川県 横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88　5F

株式会社横溝 神奈川県 横浜市港北区新吉田東3-46-12 ヨコミゾスクエア１F

とんこつラーメン専門店　七志　大倉山店 神奈川県 横浜市港北区大倉山3-1-3 大和地所大倉山駅前ビル1F

日吉自動車学校 神奈川県 横浜市港北区日吉6-13-3 

ジュエリーウォッチヒラタ　銀座パリス日吉店 神奈川県 横浜市港北区日吉6-5-3 ヒラタビル１Ｆ
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JEAN CLAUDE BIGUINE　横浜ベイクオーター店 神奈川県 横浜市神奈川区金港町1-10 ベイクオーター4F

株式会社RS 神奈川県 横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル5F

有限会社白浜工務店 神奈川県 横浜市神奈川区三枚町601-3 

有限会社山水 神奈川県 横浜市神奈川区七島町127 

株式会社三共消毒　エコセーフ事業部 神奈川県 横浜市神奈川区青木町1-10 ステラレジデンス横浜205号

フロックスエステート 神奈川県 横浜市神奈川区台町6-5 1F

フロックスローカルマーケット 神奈川県 横浜市神奈川区台町6-5 1F

東京西川チェーン石川屋ふとん店 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋1－10－11 

味の散歩道　田舎路 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和南2丁目35-3 

アシカ 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境10-5 

Cafe＆Bar Go 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境14-8-1-D ヴィラ三ツ境

レストラン風の音 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境159-10 

角よし 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境8-11 

ペットショップエンゼル　横浜本店 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷1-22-1 

居酒屋　やっとこ 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷3-7-16 

素肌をもっと美しく　プチART 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-11-1 

中華三十一番 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-7-5 

中華食堂　志藤 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-8-8-105 川口ビル第2

たまごcafeごはん 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-9-1 

有限会社香風苑 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4丁目9-16 

カーフィックスカワチ 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷5-39-3 

株式会社水明館 神奈川県 横浜市瀬谷区本郷2-14-1 

すみれ葬祭 神奈川県 横浜市瀬谷区本郷4-50-2 

魚がし日本一　みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーＡ１階

move　みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズみなとみらい3F

自転車修理店とんぷー 神奈川県 横浜市西区久保町20-5 

コスメティックテラス　ブルーストライプルミネ横浜店 神奈川県 横浜市西区高島2-16-1 

move　マルイシティ横浜店 神奈川県 横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜店　B2F

出世居酒屋いっすんぼうし　横浜東口店 神奈川県 横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル2階

お仏壇の日本堂　横浜桜木町店 神奈川県 横浜市西区桜木町5-26-7 

UCC COFFEE STAND TSUTAYAはまりん横浜駅店 神奈川県 横浜市西区南幸1-9 市営地下鉄横浜駅構内(地下1階)

コーヨープランニング　株式会社 神奈川県 横浜市西区楠町18-3 ダイドウビル　201

株式会社三共消毒　神奈川支店 神奈川県 横浜市西区平沼1-18-7-101 

Safari 神奈川県 横浜市西区平沼1-5-7 アーバンハイムA-101

富士コンタクト　横浜店 神奈川県 横浜市西区北幸1-1-5 渡辺ビル7F

宇宙棋院 神奈川県 横浜市西区北幸1-1－8 エキニア横浜　8F

月あかり　横浜駅前店 神奈川県 横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜2F

ＢＥＳＴ　株式会社 神奈川県 横浜市西区北幸2-10-33 マニュライフプレイス横浜ビル9F

クリーニング　あざみ野店 神奈川県 横浜市青葉区荏子田3-12-26 

ホーリースモーク 神奈川県 横浜市青葉区荏田町305-2 

とんこつラーメン専門店 七志 青葉台店 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘26-13

オートスピリット　青葉店 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町2046-1 

ウオッチタウン青葉台東急スクエア店 神奈川県 横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエアSouth－1本館　1F

シロヤクリーニング　あざみ野2号店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-12-1 

とんこつラーメン専門店　七志　たまプラーザ店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-4-6 美しが丘ルピナス1F

ティーエヌ　たまプラーザ店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-9-1 平野ビル301

エビン　あざみ野店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5-33-2 第三キングビル1F

株式会社長谷川商店 神奈川県 横浜市泉区下飯田町1756 

R建装 神奈川県 横浜市泉区下和泉5-17-10 

ロザージュ　立場店 神奈川県 横浜市泉区中田西1-1-15 イトーヨーカドー立場店２Ｆ

有限会社　アライ住設 神奈川県 横浜市泉区和泉が丘2丁目7-14 

タコス＆ダイニングバー　ワンズダイニング 神奈川県 横浜市中区元町1-13-5 ラビ元町２F

ＪＨ　Ｃａｆｅ 神奈川県 横浜市中区元町3-145-B1 

La Belle Vie　元町店 神奈川県 横浜市中区元町5-181 ラ・セルコート元町1F

ケセラセラ横浜 神奈川県 横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート７F

横浜環境保全　株式会社 神奈川県 横浜市中区山下町273 JPT元町ビル　2F

ランドリープレス横浜日ノ出町店 神奈川県 横浜市中区初音町1-23-1 アドリーム初音町103号

カーコンビニ倶楽部　スーパーショップ新山下店 神奈川県 横浜市中区新山下2-5-9 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

エルク美容室 神奈川県 横浜市中区諏訪町25 

X 神奈川県 横浜市中区長者町8-136-8 横浜エイトセンタービル１F14

REBELLBE　日ノ出町店 神奈川県 横浜市中区日ノ出町1-200 日ノ出サクアス1F

GOLDEN LOVE 神奈川県 横浜市中区福富町東通38-3 アントヒルビル８F

海老名畳店 神奈川県 横浜市中区本郷町3-67 

居酒屋横浜　すきずき 神奈川県 横浜市中区野毛町2-77-1

有限会社　福永商工 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡2-10-14 

合名会社　宮田家具店 神奈川県 横浜市鶴見区向井町1-30 

東海繊維　鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区向井町4-91-14 

新鶴見ドライビングスクール 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉2-7-1 

有限会社　花尚 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1-6-1-102 

フロックスローカルマーケット　マルシェ＆バー 神奈川県 横浜市鶴見区馬場2-6-41 L・Garden1F

フォンターナ　鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町2-1 西友2F

ココからラボ　尻手銀座 神奈川県 横浜市鶴見区矢向3-2-14 STビル1F

株式会社ムーバーズ 神奈川県 横浜市都筑区葛が谷14-23 

クリーニング２４　センター南店 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央21-12-101 

株式会社グッドライフ　営業本部 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央42-21 第2佐藤ビル5階

クリーニング24　港北東急SC 店 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 

西海岸　港北店 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 

モトベロ港北 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央6-1 サウスウッド1階

株式会社マキオコーポレーション　横浜店 神奈川県 横浜市都筑区牛久保1-2-5 プレミールすみれ1F

glass-D　横浜北店 神奈川県 横浜市都筑区折本町456-1 

maniacs STADIUM 神奈川県 横浜市都筑区川向町855-1 

トイズキング神奈川店 神奈川県 横浜市都筑区池辺町3598 

トモプロ株式会社　横浜営業所 神奈川県 横浜市都筑区池辺町3871 

まつえい畳店 神奈川県 横浜市都筑区池辺町4379 

シロヤクリーニング　鴨居店 神奈川県 横浜市都筑区池辺町4430 信誠ビル１Ｆ

江戸前びっくり寿司　センター北店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央1-32-5 

カーコンビニ倶楽部　港北ニュータウン店 神奈川県 横浜市都筑区仲町台4-8-20 

横浜ブランド買取家 神奈川県 横浜市都筑区北山田2-1-10 

シロヤクリーニング　港北店 神奈川県 横浜市都筑区北山田5-17-5 ヨークマート港北店内

株式会社　川上石材サービス 神奈川県 横浜市南区清水ヶ丘225 

Aoarashi 神奈川県 横浜市南区中里1丁目9-31中むらビル４F　E号室

有限会社　第一クリーニング商会 神奈川県 横浜市南区南太田4-6-7 

株式会社　佐野屋 神奈川県 横浜市南区別所中里台41番8号 

大衆酒場いっすんぼうし　天王町本店 神奈川県 横浜市保土ケ谷区神戸町4-3 サンフローラ1F

めろんぱん工房１５ベーカリー 神奈川県 横浜市緑区鴨居2-6-2 

クリーニング24　鴨居店 神奈川県 横浜市緑区鴨居町1-10-13 

とんこつラーメン専門店　七志　中山店 神奈川県 横浜市緑区中山1-7-11 ニューシティハイツ中山102

住まいのわ 神奈川県 横浜市緑区中山4-28-1 森ビル１階

クリーニング24　長津田店 神奈川県 横浜市緑区長津田4-9-7 

仁整体 神奈川県 海老名市上今泉2-11-39-1 

ラディシュ 神奈川県 海老名市上泉6-4-4 

株式会社新公建設 神奈川県 海老名市杉久保南1-7-20 103

La Belle Vie 海老名店 神奈川県 海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名2F

アンソレイユ　海老名店 神奈川県 海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名3F

西海岸ANCHOR　ビナウォーク海老名店 神奈川県 海老名市中央1-4-1 ビナウォーク５番館2F

合同会社不動産屋ＲＴコーポレーション 神奈川県 鎌倉市岡本1241-4 

move　大船ルミネウィング店 神奈川県 鎌倉市大船1-4-1　5F 5F

井上住器 神奈川県 茅ヶ崎市下寺尾1987-1 

La Belle Vie　茅ヶ崎ラスカ店 神奈川県 茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎　4F

株式会社ライトハウス 神奈川県 茅ヶ崎市幸町23-21 ブリーゼ茅ケ崎201

株式会社ジャパンリノベート 神奈川県 茅ヶ崎市小桜町3-21 湘南小桜シティ1F

C/QUEST&C-plus 神奈川県 茅ヶ崎市小和田2-16-36 赤松園ビル2F

小清水商会　茅ヶ崎斎場 神奈川県 茅ヶ崎市新栄町6-10 

株式会社　アリメント 神奈川県 茅ヶ崎市赤羽根389 

CURe 神奈川県 茅ヶ崎市菱沼1-7-40 

株式会社　フジプロ 神奈川県 茅ヶ崎市本宿11-52 
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株式会社TSC 神奈川県 厚木市旭町1-33-5 3F 本多ビル

株式会社　セイロモータース 神奈川県 厚木市岡田2-13-52 

株式会社Ｔｏｍ’ｓ Ａｕｔｏ 神奈川県 厚木市下依知1-9-7 

西海岸　厚木店 神奈川県 厚木市下荻野996-9 

株式会社ストレート 神奈川県 厚木市及川2-1-1 

トモプロ厚木ショールーム　conro cafe 神奈川県 厚木市妻田西1-31-40 松井産業第五ビル1階

トモプロ株式会社　神奈川西営業所 神奈川県 厚木市妻田西1-31-40 松井産業第五ビル2階

ILLGATE LIFE STYLE STORE 神奈川県 厚木市妻田東2-11-6 

有限会社　小嶋自動車 神奈川県 厚木市三田1-2-12 

オネスト・ワン　東名厚木店 神奈川県 厚木市酒井3184 

フォンターナ　本厚木店 神奈川県 厚木市泉町1-1 本厚木ミロード3F

お仏壇の日本堂　厚木店 神奈川県 厚木市泉町4-15 

ｙ’ｓ　ｓｔｙｌｅ 神奈川県 厚木市中依知76-1 

月あかり　本厚木店 神奈川県 厚木市中町2-7-11-1F オーイズミダイニングビル

株式会社大野建装 神奈川県 高座郡寒川町岡田1-21-13 ローズヒル1Ｆ

有限会社丸紀 神奈川県 座間市ひばりが丘5-7-14 

アンソレイユ　座間店 神奈川県 座間市広野台2-10-4 イオンモール座間１Ｆ

ファミールクリーニング　座間店 神奈川県 座間市入谷1-413-1 第10明智ビル1F

釣船　佐円丸 神奈川県 三浦市三崎2丁目19番4号 

有限会社三浦配管 神奈川県 三浦市初声町下宮田28番地 

クリーニングショップ プリレ 三浦海岸店 神奈川県 三浦市南下浦町上宮田3254-1 

ホテルクニミ　小田原 神奈川県 小田原市栄町1-10-11 

お仏壇の日本堂　小田原店 神奈川県 小田原市栄町1-14-10 

せきた　小田原店 神奈川県 小田原市栄町1-16-7 

アンソレイユ　ラスカ小田原店 神奈川県 小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原4F

＠－ｓｉａ 神奈川県 小田原市栄町1-2-1 小田原駅前ビル5F

うらめし屋　平じ 神奈川県 小田原市栄町1-2-9 第2マツガヤビル2F

人力ダイニング WABITO 神奈川県 小田原市栄町1-3-12 報徳ビル5F

スナック　木蓮 神奈川県 小田原市栄町1-4-4 4F NAKANIWAビル

Dining NICO 神奈川県 小田原市栄町1-4-9 

Mimpi 神奈川県 小田原市栄町2-4-27 清ビル1F

豚しゃぶしゃぶと創作料理　まいうー食堂 神奈川県 小田原市栄町2-6-12常見ビル1F

ma Beaute 神奈川県 小田原市栄町2-8-24 

フォンターナ　小田原EPO店 神奈川県 小田原市栄町2-9-39 EPO1F

bond family エポ小田原店 神奈川県 小田原市栄町2-9-39 EPO2F

ＤｏｇＳａｌｏｎ　ＡＴＬＡＮＴＩＳ 神奈川県 小田原市栄町3-21-4 TYビル　E102

CUT WORK 神奈川県 小田原市荻窪314-101 

株式会社華 神奈川県 小田原市栢山2817-2 

有限会社スドウ工営 神奈川県 小田原市鬼柳799-10 

三幸興業　株式会社 神奈川県 小田原市国府津2257-1 

ぷちショップ　なかい店 神奈川県 小田原市成田394-2 

西湘ペイント株式会社 神奈川県 小田原市扇町1-15-3 

有限会社近藤車体 神奈川県 小田原市扇町2丁目32番8号 

cuicui 神奈川県 小田原市前川155-1 JUNES小田原101-B

ホテルクニミ　鴨宮 神奈川県 小田原市前川183-13 

長一商店 神奈川県 小田原市曽我原181 

アリスクリーニング　ヤオマサ中町店 神奈川県 小田原市中町1-10 

SPOPIAシラトリ　小田原ダイナシティ店 神奈川県 小田原市中里208 ダイナシティWEST2階

スクールショップ　グンジンヤ 神奈川県 小田原市南鴨宮1-12-10 

株式会社リネックス 神奈川県 小田原市南鴨宮3-34-34 

酒のトキワ 神奈川県 小田原市板橋683 

Sea Green Cafe 神奈川県 小田原市柳新田53-10 

月あかり　秦野駅前店 神奈川県 秦野市今川町1-2-102 ポレスター秦野駅前

株式会社　みどりや 神奈川県 秦野市寿町6-6 

ハウスクリーニングの家キレイ 神奈川県 秦野市曽屋706-11 

株式会社ヨシオカ 神奈川県 秦野市堀西7-5 

冨士屋牛肉店 神奈川県 逗子市逗子2-6-23 ガーデンホーム逗子1階

クリアコンタクト　逗子店 神奈川県 逗子市逗子5-1-18 
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月あかり　逗子店 神奈川県 逗子市逗子5-2-47 

富士コンタクト　川崎店 神奈川県 川崎市駅前本町5-2 大星川崎ビル7F

シロヤクリーニング　宮崎台駅前店 神奈川県 川崎市宮前区宮崎1-9-5 

シロヤクリーニング　宮崎台店 神奈川県 川崎市宮前区宮崎5-14-52 

アンソレイユ　さぎ沼店 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼1-1 フレルさぎ沼3F

クリーニング　alaWash店 神奈川県 川崎市宮前区初山1-24-10-4 

株式会社　向ヶ丘自動車学校 神奈川県 川崎市宮前区菅生4丁目6番1号 

シロヤクリーニング　鷺沼店 神奈川県 川崎市宮前区土橋3-3-2 カーサ鷺沼１Ｆ

株式会社フェルディナス 神奈川県 川崎市宮前区東有馬5丁目34番12号 

とんこつラーメン専門店　七志　鹿島田店 神奈川県 川崎市幸区下平間144-48 ラフェスタビ ル1F

有限会社　菅原自動車鈑金 神奈川県 川崎市幸区小倉3丁目25-11 

銀座メガネコンタクト　鹿島田店 神奈川県 川崎市幸区新塚越201 ルリエ新川崎2階

おそうじ革命　川崎幸店 神奈川県 川崎市幸区南加瀬1丁目7-10 

シロヤクリーニング　溝の口店 神奈川県 川崎市高津区下作延2-9-33 コーポきじま１Ｆ

タナベエンジニアリング 神奈川県 川崎市高津区下作延3-21-18 

玉川自動車工業　株式会社 神奈川県 川崎市高津区下作延6-26-6 

シロヤクリーニング　梶ヶ谷店 神奈川県 川崎市高津区梶ケ谷3-1-15 

富士コンタクト　溝の口店 神奈川県 川崎市高津区溝の口2-7-27 マルテイビル5F

move　マルイ溝口店 神奈川県 川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口7F

魚がし日本一　エトモ溝の口店 神奈川県 川崎市高津区溝口2-1-1 

シロヤクリーニング　二子新地店 神奈川県 川崎市高津区二子1-7-17 リバーサイドマンション杉崎103

たかつ駅前東口整骨院 神奈川県 川崎市高津区二子4-2-3 

有限会社　花尚 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町8-12 ダイスビル　1F（銀座街）

ランドリープレス川崎観音店 神奈川県 川崎市川崎区観音1-184-7 サンクレスト

有限会社リカーショップ　京町セソール 神奈川県 川崎市川崎区京町2-24-2 

Ｌｕｃｅ　川崎 神奈川県 川崎市川崎区小川町8-1 第16平沼ビル１～3F

ANYTIME FITNESS 大師店 神奈川県 川崎市川崎区池上新町2-1-1 

ベニスクリーニング　島忠ホームズ川崎大師店 神奈川県 川崎市川崎区中瀬3-20-20 島忠ホームズ1F

GOLF BEST 神奈川県 川崎市川崎区東門前2丁目5-5 

シロヤクリーニング　よみうりランド店 神奈川県 川崎市多摩区西生田4-1-4 ファミール西生田

シロヤクリーニング長沢店 神奈川県 川崎市多摩区長沢4-25-5 

シロヤクリーニング　登戸店 神奈川県 川崎市多摩区登戸2701 スクエア2ビル 105

株式会社佐藤塗装店 神奈川県 川崎市多摩区枡形5-19-19 

銀座メガネコンタクト　武蔵小杉店 神奈川県 川崎市中原区小杉町3-239-2 

銀座メガネコンタクト　武蔵中原店 神奈川県 川崎市中原区上小田中4-3-18 

銀座メガネコンタクト　新丸子店 神奈川県 川崎市中原区新丸子町741 駅前ビル1階

スキンケアハウスみまつ 神奈川県 川崎市中原区新城1-15-9 

銀座メガネコンタクト　武蔵新城駅前店 神奈川県 川崎市中原区新城3-3-1 

銀座メガネコンタクト　武蔵新城店 神奈川県 川崎市中原区新城3-8-8 

モトスミコンタクト 神奈川県 川崎市中条区木月1-28-5 メディカルプラザD元住吉　4F

とんこつラーメン専門店　七志　相模原横山台店 神奈川県 相模原市中央区横山台1-1-15

有限会社　プログレス 神奈川県 相模原市中央区横山台1-13-11 

カービューティーパーク　相模原本店 神奈川県 相模原市中央区下九沢1086 

キタジマ自動車　株式会社 神奈川県 相模原市中央区上溝2233-1 

月あかり　JR相模原店 神奈川県 相模原市中央区相模原2-1-12 ﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜｰ相模原ｽﾃｰｼｮﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞ2F

住まいのなおし屋 神奈川県 相模原市中央区中央1-11-11-2F 

ゼストテニススクール 神奈川県 相模原市中央区中央6-2-1 

株式会社T-style 神奈川県 相模原市中央区田名5061-1 

トモプロ株式会社　相模原営業所 神奈川県 相模原市中央区田名塩田1-10-7 

glass-D　相模原店 神奈川県 相模原市南区鵜野森3-1-23 

アンソレイユ　相模原店 神奈川県 相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原ショッピングセンター2F

エスペニア　古淵店 神奈川県 相模原市南区古淵3-13-33 イトーヨーカドー2F

株式会社開成 神奈川県 相模原市南区若松5-20-6 レジョンドル若松１F-3

ペットショップエンゼル　相模原店 神奈川県 相模原市南区上鶴間本町9-46-15 

sakura company株式会社 神奈川県 相模原市南区相武台1-18-7 

株式会社　アイテリア　ナカムラ 神奈川県 相模原市南区相模台4-12-14 

アンソレイユ　相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター3F

大倉建設株式会社 神奈川県 相模原市南区相模大野8-15-8 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

エクシオホーム 神奈川県 相模原市南区東林間5-3-1 

合名会社　鈴木商店 神奈川県 相模原市緑区青山287 

有限会社柴田塗装 神奈川県 相模原市緑区二本松2-33-20 

株式会社絆 神奈川県 相模原市緑区二本松3-44-10 

大滝ホテル 神奈川県 足柄下郡湯河原町宮上750-1 

住吉屋　湯河原店 神奈川県 足柄下郡湯河原町門川497 

和の宿　華ごころ 神奈川県 足柄下郡箱根町強羅1320-883 

和心亭豊月 神奈川県 足柄下郡箱根町元箱根90-42 

お茶の間　酒房　MONTA 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原17-1 

ホテル河鹿荘 神奈川県 足柄下郡箱根町湯本688 

はこねツアーズ（箱根観光旅館協会） 神奈川県 足柄下郡箱根町湯本711 

箱根宮ノ下 華山 神奈川県 足柄下郡箱根町木賀1013-63 

アオヤ株式会社 神奈川県 足柄上郡開成町吉田島1521-8 

12マート 神奈川県 足柄上郡大井町金子1650 

三谷たたみ店 神奈川県 足柄上郡大井町金子1836-1 

トモプロ株式会社　小田原営業所 神奈川県 足柄上郡大井町金子462-1 

カーコンビニ倶楽部　西湘Ｓ．Ｃ 神奈川県 足柄上郡大井町上大井228 

MD table tennis life 神奈川県 大和市大和東1-9-24 山川ビル３F

お仏壇の日本堂　大和店 神奈川県 大和市大和東3-11-21 

ぷちショップ　宮村酒店 神奈川県 大和市中央4-1-3 

株式会社ライジング・サン 神奈川県 大和市中央林間西1-13-15 

メガネのアキ 神奈川県 大和市福田2-14-13 第３ダイエービル１F

ペットショップエンゼル　大和店 神奈川県 大和市福田5670 柴田ビル　1F

健康美爪 神奈川県 大和市柳橋1-21-17 

シオンドラッグ　大磯国府薬局 神奈川県 中郡大磯町月京3-25 

ＰＣ　Ｔｒｕｓｔ 神奈川県 藤沢市下土棚2404 

月あかり　湘南台店 神奈川県 藤沢市湘南台2-12-1 らうらうじ湘南台L棟2F

フロンティア設備 神奈川県 藤沢市菖蒲沢1192-21 

ＦＳ　ＡＵＴＯ　ドリーム店 神奈川県 藤沢市西俣野510番地 

トモプロ株式会社　県央営業所 神奈川県 藤沢市石川4-9-18 

La Belle Vie　湘南台店 神奈川県 藤沢市石川6-2-1 イトーヨーカドー2F

匠建築 神奈川県 藤沢市打戻3596-1 

エースクリーニング 神奈川県 藤沢市大鋸965-1 竹材ハイツ104

株式会社アクアプロワン 神奈川県 藤沢市大庭5404-3 クリーンブルー103

株式会社アクアホーム 神奈川県 藤沢市長後748-8ワイエムビル3F

インスパイラル　湘南T-SITE店 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 1号館1階

HARNEY&SONS 湘南T-SITE店 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 1号館1階

FOOD＆COMPANY 湘南T-SITE店 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 1号館1階

ＣＯＭ’Ｓ　Ｌｉｂｌｉ 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 1号館2階

ｍｉｎａ ｐｅｒｈｏｎｅｎ　ｋｏｔｉ 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

モトベロ　湘南 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

クラスカ　ギャラリー＆ショップ　”ドー” 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

パンとエスプレッソと 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

ベーシックアンドアクセント 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

Buriki no Zyoro 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階

葉山家具　湘南T-SITE店 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館2階

Lucy's Bakery & Kitchen 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 3号館1階

ＳＱＵＡＲＥ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ 神奈川県 藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 3号館1階

SPOPIAシラトリ　湘南藤沢店 神奈川県 藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢SC内

相洋指功整体 神奈川県 藤沢市渡内2-10-6 

SNAKERーhandicraftー革製品専門店 神奈川県 藤沢市渡内2-2-15-103 IDAハイツ

株式会社三共消毒　湘南営業所 神奈川県 藤沢市藤沢1003-8 

HANAYATA 神奈川県 藤沢市藤沢2丁目3-15 

ヴェルボックス 神奈川県 藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル　3階

KAINOS  SURF 神奈川県 藤沢市片瀬海岸2-8-17 

ぷちショップ　マインマート用田店 神奈川県 藤沢市用田617 

株式会社　服部商店 神奈川県 藤沢市立石4-2422 

アンソレイユ　大雄山店 神奈川県 南足柄市関本569 大雄山ヴェルミ２　2F
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せきた　岩原店 神奈川県 南足柄市岩原397-3 

総合リフォーム　タカマサ 神奈川県 平塚市横内3182-1 

ペンギンベーカリー平塚河内店 神奈川県 平塚市河内131-1

株式会社トラストグループ 神奈川県 平塚市幸町26-13 

月あかり　平塚店 神奈川県 平塚市紅谷町9-18 中島ビルB1F

有限会社　鳥仲商店 神奈川県 平塚市黒部丘2-3 

ワイザックス 神奈川県 平塚市上平塚6番33号 

湘南制服マルク 神奈川県 平塚市代官町33-1 

株式会社大雄　中原店 神奈川県 平塚市中原1-17-1 

株式会社大雄　追分店 神奈川県 平塚市追分6-3 

SPOPIAシラトリ　平塚店 神奈川県 平塚市東八幡3-2-6 

株式会社創新工業 神奈川県 平塚市南金目1766-1 

ボンドファミリー 神奈川県 平塚市宝町1-1 ラスカ平塚　2F

株式会社　マサキオートサービス 新潟県 燕市燕11番地 

ライセンス 新潟県 燕市笈ケ島1281-4 

フェミナ　ヒラハラ 新潟県 燕市地蔵堂本町2-1-21 

燕健友館　健和堂 新潟県 燕市中島1213 

大原自動車　株式会社 新潟県 燕市八王寺2365 

有限会社　小出自動車工業　本社工場 新潟県 魚沼市井口新田1013番地 

桜井輪店本店 新潟県 魚沼市一日市283-3 

有限会社　渡辺銅鉄店 新潟県 魚沼市四日町381番地1 

有限会社　三根山商会 新潟県 五泉市伊勢の川4-59 

有限会社五泉オート 新潟県 五泉市太田2-3-11 

ツールズ-アシスト 新潟県 五泉市土深475-2 

KOSHO 新潟県 五泉市本町2-1-9 五十嵐ビル3F

らぶじゃん 新潟県 佐渡市河原田諏訪町208-16 

株式会社パークドライ 新潟県 佐渡市窪田6-2 

しまふうみ　タリーズコーヒー店 新潟県 佐渡市市野沢82 

有限会社　金鋼自動車 新潟県 佐渡市上横山776-3 

プリモ両津 新潟県 佐渡市長江894番地1 

モビリティワールド 新潟県 佐渡市東大通821番地1 

ホリデー車検　佐渡 新潟県 佐渡市畑野甲672-1 

遠藤板金工業　有限会社 新潟県 三条市曲渕2丁目14番11号 

メンズショップサトウ 新潟県 三条市本町6丁目3番25号 

岡田自動車 新潟県 糸魚川市南寺島2-3-22 

有限会社　大勢 新潟県 十日町市高田町6ー1034ー1 

Purse十日町店 新潟県 十日町市字川端丑784-1 イオン十日町店内

北陸園芸　イチコ直江津店 新潟県 上越市下源入277-5 

新潟オートリサイクルセンター 新潟県 上越市下五貫野58-7 

コルトデリアンドカフェ＋トレンチタウン 新潟県 上越市五智1-14-35 イチコ直江津西店内

株式会社信越建工 新潟県 上越市港町2-4-14 

ウェステック資源リサイクルセンター　本社工場 新潟県 上越市三ツ屋町8-3 

口福の店　魚住かまぼこ店 新潟県 上越市春日新田5-21-15 

ロン・都　パティオ上越店 新潟県 上越市新光町1-5-2 

上越ヤクルト販売株式会社　直江津ゴルフ練習場 新潟県 上越市新光町3丁目17番3号 

北陸工業株式会社 新潟県 上越市石橋2丁目4番61号 

明治庵・あいかわ 新潟県 上越市大潟区雁子浜323-7 

世伸堂薬局 新潟県 上越市大潟区渋柿浜382-1 

上越マテリアル　株式会社 新潟県 上越市大字下名柄1618番地1 

あるるんの海 新潟県 上越市大道福田637 

カラオケアミューズメントライブワン 新潟県 上越市仲町3-1-4 

北陸園芸　イチコ高田南店 新潟県 上越市南本町2丁目15-1 

ＣＨＡＲＭＹ　上越店 新潟県 上越市富岡3457 イオン上越店内

協業組合　太陽自動車工業 新潟県 上越市福橋634-1 

きっちんやど本舗 新潟県 上越市木田三丁目7番20号 

株式会社イズミ　店舗営業所 新潟県 上越市頸城区下中島228-7 

新潟オートリサイクルセンター　下越 新潟県 新潟市下木戸560番地2 

ＰＩＶＯＴ　新潟南店 新潟県 新潟市江南区下早通柳田1-1-1 イオンモール新潟南店内　区画№304
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新潟市場サービス株式会社 新潟県 新潟市江南区西山830-23 

アーク引越センター　新潟支店 新潟県 新潟市上近江3-25-21 

フェルミエ 新潟県 新潟市西蒲区越前浜4501番地 

有限会社　永井鈑金塗装 新潟県 新潟市西蒲区柿島710 

ＣＨＡＲＭＹ　新潟西店 新潟県 新潟市西区小新字白鳥474 アピタ新潟西店　2F

株式会社満天　新潟西店 新潟県 新潟市西区西小針台2-4-1 

株式会社　ビューハウス　Sante de ToMo 新潟県 新潟市西区青山1-7-8 パレスビル１F

Purse青山店 新潟県 新潟市西区青山2-5-1 イオン新潟青山店内

ナカモト企画サービス 新潟県 新潟市西区内野町509 2F

吉田フローリスト 新潟県 新潟市中央区学校町通2-595-9 

カーコンビニ倶楽部　ロータススワロー 新潟県 新潟市中央区関新2丁目2-38 

株式会社ホームテック・旭 新潟県 新潟市中央区幸西2-1-7 

エーネイルサロン　プラーカ店 新潟県 新潟市中央区笹口1-1 

北越環境株式会社 新潟県 新潟市中央区山木戸1323-1 

有限会社桝幸酒店 新潟県 新潟市中央区女池1-2-2 

ｇｏｇｏＲパーツショップ　桜木店 新潟県 新潟市中央区女池2-2-10 

BLOOM shoe lounge 新潟県 新潟市中央区女池南3-5-1 S.H.S鳥屋野店内

日昭株式会社 新潟支店 新潟県 新潟市中央区鳥屋野148-1 

株式会社　鳥屋野不動産 新潟県 新潟市中央区鳥屋野2丁目13番22号 

エアーズカフェ　新潟駅前店 新潟県 新潟市中央区東大通1丁目1番1号 

アサヒアレックス　グループ 新潟県 新潟市中央区美咲町1-9-48 

株式会社オーミ 新潟県 新潟市中央区和合町3-7-15 コーポ八千代B号

ワイズスクウェア 新潟県 新潟市東区逢谷内6丁目11番20号 

有限会社扇弥商店 新潟県 新潟市南区月潟1524番地 

ゴルフショップ　ホープ 新潟県 新発田市荒町甲1518-2 

原宿シャイン　新発田店 新潟県 新発田市住吉町5-11-5 イオンモール新発田店内　2F

株式会社マルフヂ 新潟県 新発田市大手町2-7-10 

ペンギンベーカリー新発田店 新潟県 新発田市中曽根町645-1

有限会社　立川板金工業 新潟県 西蒲原郡弥彦村大字矢作246番地12 

クリーニング　わら竹　工場店 新潟県 村上市塩町11-16 

メガネのオガワ 新潟県 村上市坂町1752-1 

有限会社　ナカムラ自動車整備工場 新潟県 村上市上助渕1201-1 

大滝自動車工業　株式会社 新潟県 村上市仲間町639-46 

扇屋カフェ 新潟県 村上市田端町10-15 

中条グランドホテル 新潟県 胎内市東本町25-50 

ペンギンベーカリーアクロスプラザ長岡店 新潟県 長岡市沖田1丁目77

ホテルリバーイン 新潟県 長岡市宮関1-2-1 

ロン・都　長岡アークプラザ店 新潟県 長岡市古正寺町112-1 長岡アークプラザ南

株式会社　丸共 新潟県 長岡市高見町3039番地5 

ＰＩＶＯＴ　長岡店 新潟県 長岡市千秋2-278 リバーサイド千秋内　2F　区画№234

POPBOWL　長岡 新潟県 長岡市台町2-4-56 E・PLAZA　B1F

有限会社　小林車体 新潟県 長岡市飯塚2185-6 

有限会社　小出自動車工業　湯沢営業所 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字神立1443 

湯沢ニューオータニ 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字湯沢330 

ホテル双葉 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字湯沢419 

ビジネスホテル　ニューモンド 新潟県 南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-16 

サロン・プラーナ 新潟県 南魚沼市一村尾1092 

ABCストアー 新潟県 南魚沼市関838-2 

六日町自動車学校 新潟県 南魚沼市四十日3056 

有限会社明興電気 新潟県 南魚沼市新堀新田456-1 

原宿シャイン　六日町店 新潟県 南魚沼市六日町大字余川3100 イオン六日町店内　1F

POPBOWL　柏崎 新潟県 柏崎市茨目2-8-21 

ニイガタ・クリーンメタル株式会社 新潟県 柏崎市荒浜2-15-24 

有限会社　ノマタ酒店 新潟県 柏崎市西本町2-6-21 

株式会社　宮田才吉商店 新潟県 柏崎市大字藤井1509番地 

ＰＩＶＯＴ　柏崎店 新潟県 柏崎市東長浜町4-15 MEGAドンキ柏崎店内

明文堂書店朝日店 富山県 下新川郡朝日町沼保９０９－２ 

野末建築 富山県 滑川市七口1730 
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株式会社　ハリカ　魚津店 富山県 魚津市上村木1-1-5 

イシサキデンキ 富山県 魚津市文化町9-2 

氷見うどん美濃屋広小路店 富山県 高岡市丸の内1-7 

かざくら　高岡 富山県 高岡市宮脇町1003 インサイトビル1F・2F

メガネのツリ 富山県 高岡市中曽根2343 

富山GRNサンダーバーズ 富山県 高岡市長慶寺43 

有限会社　江畑自動車工業所 富山県 高岡市能町966-6 

アート・イブ 富山県 高岡市米島493 

道の駅　万葉の里　高岡 富山県 高岡市蜂ヶ島131-1 

有限会社　北林不動産管理 富山県 高岡市問屋町201 

有限会社　沖商店 富山県 高岡市問屋町40 

中島観光百貨店 富山県 黒部市宇奈月温泉383-1 

ドトールコーヒーショップ TSUTAYA BOOK STORE 小杉町店 富山県 射水市橋下条赤田６街区17

天然温泉　海王 富山県 射水市鏡宮361 

株式会社　富山県自動車教習所 富山県 射水市小島715 

魚源 富山県 射水市中央町6-1 

株式会社藤田商店 富山県 中新川郡上市町若杉3丁目18番地 

クリーニングの白光舎 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ砺波店 富山県 砺波市太郎丸3-69 1F

株式会社ヨネダ 富山県 南砺市荒木887-1 

おしゃれの店　ムカイ 富山県 氷見市中央町11-28 

ひみ水産　番屋街店 富山県 氷見市北大町25-5 

マツダオートザム　日興富山 富山県 富山市羽根102-1 

ドトールコーヒーショップ　TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店 富山県 富山市開1325 

ごんべい舎　アーバン店 富山県 富山市牛島町18番地7号 アーバンプレイス地下1階

日昭株式会社 富山支店 富山県 富山市黒崎111-1 

株式会社　スマイルリーフ 富山県 富山市黒崎295番地3 

マンガ倉庫　富山店 富山県 富山市黒崎66 

株式会社　あおい 富山県 富山市黒瀬369-1 

陽株式会社 富山県 富山市黒瀬北1丁目9-1 グレイスハイム503

富山自動車整備工業　株式会社 富山県 富山市四方荒谷2578番地2 

株式会社　タイト 富山県 富山市上冨居2-28-32 

株式会社　アルシアテック 富山県 富山市新屋162-5 

株式会社SYMPHONY　ヘアーイズム・アンズー 富山県 富山市新庄町3丁目7-29 

INSIST by RON MIYAKO  富山フェリオ店 富山県 富山市総曲輪3-8-6 総曲輪フェリオ3F

ｉＬＡＢＯ 富山県 富山市大泉東町2-8-5 

サン自動車　株式会社 富山県 富山市中島1丁目10-27 

株式会社　ｉｄｉｏｍ 富山県 富山市萩原498-9 

アーク引越センター　富山支店 富山県 富山市八日町243-15 

楠亭 富山県 富山市八尾町上新町2932-6 

山本自動車サービス 富山県 富山市豊若町3-9-19 

和菜酒　いちい 石川県 かほく市高松ウ1-8 

加賀　学び舎 石川県 加賀市山代温泉15区20-51

串焼居酒屋　喜楽めでた屋 石川県 加賀市山中温泉上原町7414 

エムジェイプチ　加賀店 石川県 加賀市上河崎町47-1 イオン加賀の里

黒川クリーニング社　アルプラザ津幡 石川県 河北郡津幡町北中条1-1 

ひまわりポンポン 石川県 河北郡内灘町字千鳥台4-1 コンフォモール内難

ＲＰＭ 石川県 河北郡内灘町大根布1-7

越山甘清堂　杜の里店 石川県 金沢市もりの里1-156 

ディルガ　杜の里店 石川県 金沢市もりの里1丁目70 イオン杜の里店

黒川クリーニング社　アルビス杜の里 石川県 金沢市もりの里3-170 

ちょい呑みダイニング貴 石川県 金沢市安江町11-40

香土 石川県 金沢市安江町15-44 

まるみ株式会社 石川県 金沢市駅西本町1丁目2番3号 

手技整体 慈(ちか) 石川県 金沢市額新保2-238-1 コーポ藤203

黒川クリーニング社　マルエー久安 石川県 金沢市久安2-282 

ヘア・クリニックWALK 石川県 金沢市久安5-252 小村ビル1F

株式会社桐工房 石川県 金沢市玉鉾5-1 

金石タクシー　株式会社 石川県 金沢市金石本町二 6 
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笠間仏壇　南大通り店 石川県 金沢市窪5-560 

黒川クリーニング社　マルエー元菊 石川県 金沢市元菊町276-1 

笠間仏壇　元町店 石川県 金沢市元町2-16-8 

アーク引越センター　石川支店 石川県 金沢市高畠3-237 

黒川クリーニング社　イータウン金沢 石川県 金沢市高柳町1-60-1 

ヘアデザインサロン２４６ 石川県 金沢市桜町19-19 

株式会社さくらCom 石川県 金沢市三池栄町156 

黒川クリーニング社　アピア　円光寺 石川県 金沢市山科3-3-2 

黒川クリーニング社　アルプラザ金沢 石川県 金沢市諸江町30-1 

整体院　恵み　金沢院 石川県 金沢市諸江町下丁59-1 クレセール102

黒川クリーニング社　金沢本店 石川県 金沢市諸江町上丁307-29 

黒川クリーニング社　マルエー小立野 石川県 金沢市小立野2-42-38 

笠間仏壇　西インター店 石川県 金沢市松島3-220 

有限会社　セイヨーサービス 石川県 金沢市新保本4丁目65番地20 

髪剪處　東金沢店 石川県 金沢市神宮寺2-30-1 湯けむり屋敷　和おんの湯　内

日昭株式会社 金沢支店 石川県 金沢市神野町東126番 

タルトタ 石川県 金沢市杉浦町17 

MIYABI 石川県 金沢市畝田東4-1101 

アプレック 石川県 金沢市西金沢新町189 

株式会社スペースシステムズ 石川県 金沢市西念4-19-6 

越山甘清堂　近江町店 石川県 金沢市青草町88 

黒川クリーニング社　アピア　泉が丘 石川県 金沢市泉が丘2-11-36 

株式会社　ツカモト 石川県 金沢市打木町東1329番 

テキサスハンズ 大桑店 石川県 金沢市大桑3-114 

黒川クリーニング社　アルビス大友 石川県 金沢市大友2-14 

髪剪處　金沢増泉店 石川県 金沢市中村町5-52 満天の湯　金沢店内

黒川クリーニング社　長町店 石川県 金沢市長町1-3-55 

ひらみぱん　移動販売店 石川県 金沢市長町1-6-11 

株式会社黒川クリーニング社　藤江北店 石川県 金沢市藤江北2-310 

街のお掃除屋さん　Ｃｒｅａｍ 石川県 金沢市藤江北2丁目27-1 

有限会社　アスワンホーム 石川県 金沢市入江2丁目26 

株式会社　トーケンリンク 石川県 金沢市入江3丁目25番地 

黒川クリーニング社 金沢八日市店 石川県 金沢市八日市5-482 

金沢東インター店／株式会社　ケイエムエス 石川県 金沢市疋田1-3 

黒川クリーニング社　彦三 石川県 金沢市彦三町2-12-24 

越山甘清堂　本店 石川県 金沢市武蔵町13-17 

黒川クリーニング社　泉が丘 石川県 金沢市伏見新町332 

黒川クリーニング社　アピア　伏見台 石川県 金沢市伏見台1-8 

黒川クリーニング社　アルプラフーズマーケット大河端 石川県 金沢市副都心北部大河端土地区画整理事業地8-1 

パラダイス・バー 石川県 金沢市片町1-11-5 ８億年ビル１F

漁師飯居酒屋　ＧＯＥＮ 石川県 金沢市本町2丁目7番1号 

ROUTE18 石川県 金沢市湊2-116-29 

個別指導塾Victory　金石本校 石川県 金沢市木曳野1-215 

能登　島宿せがわ 石川県 七尾市能登島向田町118-1-1 

加賀屋別邸　松乃碧 石川県 七尾市和倉町ワ部34 

黒川クリーニング社　小松本店 石川県 小松市一針町ロ35-1 

黒川クリーニング社　アルプラザ小松 石川県 小松市園町ハ23-1 

株式会社　石川ゴルフガーデン 石川県 小松市軽海町3-7-3 

酒つるしま 石川県 小松市城南町5 

個別指導塾Victory　小松日の出校 石川県 小松市日の出町2-138 

大杉屋ふとん店 石川県 小松市本折町72 

黒川クリーニング社　マルエー寺井 石川県 能美市寺井町た76 

有限会社　常橋モータース 石川県 能美市寺井町ロ166 

黒川クリーニング社　マルエー根上 石川県 能美市大成町ト15 

株式会社　オリエンタル　配車センター 石川県 白山市横町102番地1 

黒川クリーニング社　白山相木 石川県 白山市相木町2-2-41 

有限会社　FTO太磨 石川県 白山市鶴来知守町卯8-13 

有限会社福島工務店 石川県 白山市美川新町ヲ88 
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黒川クリーニング社　粟田 石川県 野々市市粟田2-80 

株式会社米屋 石川県 野々市市稲荷1-88 

黒川クリーニング社　アピア　御経塚 石川県 野々市市御経塚3-155 

ブレッドハウス・エピ 石川県 野々市市御経塚3-237 

浪漫遊　金沢本店 石川県 野々市市御経塚4-1 

黒川クリーニング社　アクロスプラザ野々市中央店 石川県 野々市市西部中央土地区画整理事業施工地区55街区

株式会社黒川クリーニング社　野々市扇が丘店 石川県 野々市市扇が丘551 

ぷちショップ　ナカジマ 石川県 野々市市太平寺3-11 中島ビル1F

有限会社ボデーショップ福久 石川県 野々市市堀内4-165 

ふがく堂 石川県 野々市市本町3丁目8-9 

イベントシェア株式会社 石川県 野々市市本町5丁目2-15 矢原歯科医院　別館2F

有限会社TAKANO 石川県 輪島市杉平町5-27-3 

黒川クリーニング社　バロー金津店 福井県 あわら市大溝3-4-14 

黒川クリーニング社　アルビス稲寄 福井県 越前市稲寄町26-7 

ｓｉｘ　ｆｏｕｒ　武生楽市店 福井県 越前市横市町28-14-1 武生楽市1F

黒川クリーニング社　楽市 福井県 越前市横市町34-5 

黒川クリーニング社　国高 福井県 越前市国高1-2-1 

黒川クリーニング社　ハーツたけふ 福井県 越前市芝原4-6-21 

ヘアーデザイン　リンク 福井県 越前市新町6字1-2 

黒川クリーニング社　シピィ 福井県 越前市新町7-8 

黒川クリーニング社　バロー武生 福井県 越前市日野美2-18 

黒川クリーニング社　バロー北日野 福井県 越前市畑町3-1-1 

モータリングうえき　株式会社 福井県 越前市八幡1丁目95-11 

黒川クリーニング社　デイジー 福井県 吉田郡永平寺町松岡窪25-1-1 

黒川クリーニング社　ピアゴ丸岡店 福井県 坂井市丸岡町一本田2-11-3 

トラックshop　NAKANO 福井県 坂井市丸岡町一本田福所22-10-1 

黒川クリーニング社　西里 福井県 坂井市丸岡町西里丸岡11-10 

黒川クリーニング社　丸岡 福井県 坂井市丸岡町東陽2-40-7 

黒川クリーニング社　イーザ 福井県 坂井市三国町三国東5-1-20 

黒川クリーニング社　ビッグマート春江 福井県 坂井市春江町江留下高道113-1 

黒川クリーニング社　アミ 福井県 坂井市春江町随応寺16-11 

黒川クリーニング社　春江本店 福井県 坂井市春江町随応寺20 

黒川クリーニング社 ハーツはるえ 福井県 坂井市春江町随応寺25-1 

株式会社ニッテ住宅 福井県 坂井市春江町中筋高田49 

五月ヶ瀬　春江総本店 福井県 坂井市春江町藤鷲塚40 

黒川クリーニング社　アルプラザ鯖江 福井県 鯖江市下河端町16字16-1 

黒川クリーニング社　神明 福井県 鯖江市三六町1-7-10 

黒川クリーニング社　住吉 福井県 鯖江市住吉町3-2-5 

黒川クリーニング社　ハーツ鯖江 福井県 鯖江市小黒町2-901 

美容館　ジュネス 福井県 鯖江市上河端町37-11 

仕事着屋　大事朗 福井県 鯖江市水落町8-4 

黒川クリーニング社　東陽 福井県 鯖江市川島町66-1-2 

マリージョゼ　鯖江店 福井県 鯖江市鳥羽3丁目6-9 

黒川クリーニング社　バロー東鯖江 福井県 鯖江市東鯖江1-603 

お好みハウス　セレネ 福井県 鯖江市日の出町1-18 

黒川クリーニング社　ビッグベリー北野 福井県 鯖江市北野町1-7-8 

ラフィーティアラ 福井県 鯖江市糺町44号28番地 

有限会社大同工務店 福井県 三方郡美浜町木野13-7-1 

黒川クリーニング社　美浜 福井県 三方郡美浜町木野21-5-1 

ギフト館　みやび 福井県 三方上中郡若狭町北前川29号1番地の1 

マリージョゼ　勝山店 福井県 勝山市元町1丁目905 

黒川クリーニング社　ハーツ若狭 福井県 小浜市遠敷9-501-12 

株式会社黒川クリーニング社　おばまSC店 福井県 小浜市四谷町20-10 

黒川クリーニング社　小浜 福井県 小浜市四谷町9-22 

黒川クリーニング社　かじ惣月見 福井県 大野市月美町4-8 

黒川クリーニング社　こぶし通り 福井県 大野市若杉町1301 

マリージョゼ　大野店 福井県 大野市中挟3丁目910-1 

kitchen&cafe　はなび 福井県 大野市東中町405 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）
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黒川クリーニング社　大野本店 福井県 大野市友江12-3-2 

株式会社　くるまや　レディース 福井県 大野市陽明町1丁目1402番地 

黒川クリーニング社　陽明 福井県 大野市陽明町3-905 

黒川クリーニング社　メルシ 福井県 丹生郡越前町中7-1-1 

黒川クリーニング社　西田中 福井県 丹生郡越前町東内郡1-140 

奥井海生堂　本社 福井県 敦賀市金ケ崎町9-10 

黒川クリーニング社　ハーツつるが 福井県 敦賀市若葉町1-1610 

マリージョゼ　敦賀店 福井県 敦賀市若葉町2-301 

黒川クリーニング社　若葉町 福井県 敦賀市若葉町2-705 

黒川クリーニング社　昭和町 福井県 敦賀市昭和町1-21-35 

寝創館タニグチ 福井県 敦賀市神楽1-2 

増井弘海堂 福井県 敦賀市神楽町1-1-12 

お料理　やまとも 福井県 敦賀市神楽町1-1-6 

中道源蔵茶舗 福井県 敦賀市神楽町1-1-8 

ブティック　Ｋ 福井県 敦賀市神楽町1-2-23 

御菓子司　森本 福井県 敦賀市神楽町1-2-23 

レディスファッション　プチ 福井県 敦賀市神楽町1-2-24 

Il y a Paris ヤッパリ 福井県 敦賀市神楽町1-2-33 

おもや鮮魚店 福井県 敦賀市神楽町1-3-14 

プリントショップ　クワナ 福井県 敦賀市神楽町1-3-22 

株式会社奥井海生堂 福井県 敦賀市神楽町1-4-10 

乃ん乃ん 福井県 敦賀市神楽町1-4-15 

ビューティーしまだ 福井県 敦賀市神楽町1-4-16 

おりや 福井県 敦賀市神楽町1-4-20 

CORESTE 福井県 敦賀市神楽町1-4-8 

赤ちゃん堂 福井県 敦賀市神楽町2-3-17 

御菓子処　あさみ 福井県 敦賀市神楽町2-6-21 

浅海分店 福井県 敦賀市神楽町2-6-8 

きもの庵　なご 福井県 敦賀市本町1-10-1 

新田珈琲 福井県 敦賀市本町1-11-3 

芳月堂 福井県 敦賀市本町1-7-36 

おりぶん 福井県 敦賀市本町1-8-24 

千田書店 福井県 敦賀市本町1-8-25 

黒川クリーニング社　敦賀本店 福井県 敦賀市野神48-5-2 

黒川クリーニング社　和久野 福井県 敦賀市和久野5-20 

黒川クリーニング社　ハニー南条 福井県 南条郡南越前町東大道12-25 

アーク引越センター　福井支店 福井県 福井市花堂中1-6-12 

黒川クリーニング社　ベル 福井県 福井市花堂南2-16-1 

ディルガ　開発店 福井県 福井市開発2丁目222 

黒川クリーニング社 ハーツ学園 福井県 福井市学園2-9-22 

黒川クリーニング社　ワッセ 福井県 福井市久喜津町52-57 

ディルガ　ワッセ店 福井県 福井市久喜津町52-6 パワーセンター　ワッセ内

黒川クリーニング社 御幸 福井県 福井市御幸3-9-21 

浪漫遊　福井店 福井県 福井市江守中町6-10-1 

黒川クリーニング社　高木中央 福井県 福井市高木中央2-2612 

お届け料理　四季彩 福井県 福井市高柳1-1704 

サンテラボ 福井県 福井市高柳1-406 

ディフィアート 福井県 福井市高柳町1丁目911 

黒川クリーニング社　ハニー麻生津 福井県 福井市今市町14-12 

黒川クリーニング社 若杉本店 福井県 福井市若杉1-3011 

黒川クリーニング社　城の橋 福井県 福井市手寄1-19-14 

黒川クリーニング社　パリオ 福井県 福井市松城町12-7 

黒川クリーニング社　ワイプラザ 福井県 福井市新保町7-9-1 

増谷石材工業株式会社 福井県 福井市清水町39-6-2 

黒川クリーニング社　フレンドタウン 福井県 福井市西開発2-101 

黒川クリーニング社　アルビス森田 福井県 福井市石盛町19-62 

とんかつ　かつ義 福井県 福井市大土呂町21号1-1 

洗濯王　四ツ居店 福井県 福井市大東1丁目5-25 
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ｓｉｘ　ｆｏｕｒ　エルパ店 福井県 福井市大和田2-1212 ラブリーパートナーエルパ１Ｆ

黒川クリーニング社　アピタ大和田 福井県 福井市大和田町2-1230 

山野愛子どろんこ美容福井 福井県 福井市中央1-1-25 JR福井駅プリズム店

黒川クリーニング社　駅前南 福井県 福井市中央1-22-4 

黒川クリーニング社　フリッパー長本 福井県 福井市長本町1001 

黒川クリーニング社　四ツ居 福井県 福井市南四ツ居1-10-17 

ひめ空間SUZUYA 福井県 福井市南四ツ居1-2-20 

黒川クリーニング社　クランデール二の宮店 福井県 福井市二の宮2-3-8 

仕事着屋　大事朗 福井県 福井市二の宮2-4-10 

黒川クリーニング社　ゲンキー二の宮店 福井県 福井市二の宮2丁目803-1 

黒川クリーニング社　バロー新田塚店 福井県 福井市二の宮5-18-32 

ホテル京福　福井駅前 福井県 福井市日之出1-18-1 

黒川クリーニング社 日之出 福井県 福井市日之出5-16-24 

黒川クリーニング社 板垣 福井県 福井市板垣2-1921-2 

ワーキングショップ　やまほ 福井県 福井市板垣3-1619 

洗濯王　板垣店 福井県 福井市板垣3丁目1323番地 

日昭株式会社 福井支店 福井県 福井市板垣3丁目1335 

黒川クリーニング社 MEGAドン・キホーテUNY福井店 福井県 福井市飯塚町11-111 

黒川クリーニング社　グルメ館江守 福井県 福井市舞屋町7-5 

黒川クリーニング社　町屋 福井県 福井市文京1-12-23 

黒川クリーニング社 文京5丁目 福井県 福井市文京5-14-39 

黒川クリーニング社　Aコープ堀の宮店 福井県 福井市堀の宮1-215 

鉄板焼と居酒屋のお店　七転び八起き 福井県 福井市明里町11-10 

黒川クリーニング社　ハーツ羽水 福井県 福井市木田3-2802 

黒川クリーニング社　和田東 福井県 福井市和田東2-1106 

越前　株式会社 福井県 福井市和田東2丁目1716番地 

黒川クリーニング社　Aコープやしろ 福井県 福井市渕2-1711 

株式会社　長田車体 山梨県 甲斐市篠原2172-2 

JINオートサービス 山梨県 甲斐市西八幡1951-9 

株式会社アルクス 山梨県 甲斐市富竹新田245-2 昭和土地ビル2号館１階

株式会社　大黒屋 山梨県 甲府市塩部2-2-28 

Patisserie TSUBO 山梨県 甲府市古上条町11-1 クライムマルヤマ102

原品自動車工業所 山梨県 甲府市向町394-2 

大進自動車工業　有限会社 山梨県 甲府市高畑2-8-8 

株式会社　近藤モータース 山梨県 甲府市住吉5丁目547の2 

Saikou株式会社 山梨県 甲府市小曲町15-1 

大進自動車工業　甲府大里店 山梨県 甲府市大里町126-1 

手打そば奥村本店 山梨県 甲府市中央4-8-16 

たこ焼・居酒屋　祭 山梨県 甲府市朝日4-7-11 

サンビルド　株式会社 山梨県 甲府市徳行3-15-1 

一休さんの開運堂 山梨県 甲府市徳行5-13-20 

株式会社富田 山梨県 上野原市上野原3261 

ＳＴＲＯＮＧ　ＳＴＹＬＥ 山梨県 中央市東花輪1634-1 

SPOPIAシラトリ甲府昭和店 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和内

HEB事業部 山梨県 笛吹市石和町井戸335-10

オネスト・ワン　石和店 山梨県 笛吹市石和町窪中島100-1 

ホテル平安 山梨県 笛吹市石和町川中島538 

株式会社　カネキ自動車 山梨県 都留市つる1-3-29 

有限会社　峡南環境サービス 山梨県 南アルプス市戸田916-18 

農家の店　大地　南アルプス店 山梨県 南アルプス市在家塚37-1 

丸善自動車工業　株式会社 山梨県 南巨摩郡身延町梅平2484番地 

山京・じゅぱんぐ 山梨県 南巨摩郡富士川町最勝寺1645 

道の駅　富士川 山梨県 南巨摩郡富士川町青柳町1655-3 

有限会社ティ．エム．ワークス 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6913-1 

ペンション　Ｚｏｚａｎ 山梨県 南都留市富士河口湖町大石2123-82 

トモプロ株式会社　山梨営業所 山梨県 韮崎市上ノ山外輪原3673-1 

山寺自動車工業　株式会社 山梨県 韮崎市本町4-5-11 

株式会社山立建設工業 山梨県 韮崎市龍岡町下條南割1053-6 
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富士山　海の家 山梨県 富士吉田市松山5丁目14番22号 

リカーステイションNADAYA 山梨県 富士吉田市上吉田3-13-18 

Grow　by　squares　corporation 山梨県 富士吉田市中曽根2-13-45 

巴屋クリーニング　エルサ安曇野店 長野県 安曇野市三郷温2716-1 

巴屋クリーニング　穂高１４７号店 長野県 安曇野市穂高1012 

巴屋クリーニング　西友穂高店 長野県 安曇野市穂高5626-1 

巴屋クリーニング　デリシア穂高店 長野県 安曇野市穂高801-1 

グリーンオート　安曇野 長野県 安曇野市穂高8415-1 

巴屋クリーニング　穂高西店 長野県 安曇野市穂高柏原2828-17 

クリーニングの巴屋　原信安曇野店 長野県 安曇野市豊科田沢6172 原信安曇野店内

巴屋クリーニング　西友豊科店 長野県 安曇野市豊科南穂高776 

マルヤマオートサービス　Bloom 長野県 安曇野市堀金烏川378-35 

巴屋クリーニング　ベイシア堀金店 長野県 安曇野市堀金烏川5142-1 

巴屋クリーニング　デリシア明科店 長野県 安曇野市明科中川手3986 

巴屋クリーニング　西友伊那竜東店 長野県 伊那市上新田2717 

オートパル伊那 長野県 伊那市上牧6404-1 

伊那ゴルファーズクラブ 長野県 伊那市西春近10702-1 

ロン・都　伊那店 長野県 伊那市西春近小出島区2356-1 

有限会社ハウスアシスト 長野県 伊那市西箕輪3900-71 

有限会社　池上輪店 長野県 伊那市中央4796 

カーコンビニ倶楽部　イースト伊那店 長野県 伊那市美篶9623-2 

株式会社　キタニ 長野県 伊那市福島320-1 

GLAMPING BASE enCamp 長野県 塩尻市金井638-1

巴屋クリーニング　広丘駅前店 長野県 塩尻市広丘原新田215-12 

巴屋クリーニング　デリシア塩尻東店 長野県 塩尻市広丘高出1537-2 

有限会社　ミムラオート 長野県 塩尻市広丘野村1792-43 

巴屋クリーニング　西友塩尻西店 長野県 塩尻市宗賀73-12 

巴屋クリーニング　大小屋店 長野県 塩尻市大小屋95-9 

有限会社広伸 長野県 塩尻市大門52-6 

ケイ・モータース 長野県 岡谷市長地御所1-5-12 

ショッピングランド　ナピカ 長野県 下伊那郡阿南町西條710番地 

にこにこぱん 長野県 下伊那郡阿南町富草4169-1 

ちのステーションホテル 長野県 茅野市ちの7020 

Seven Dogs 長野県 茅野市ちの横内2928-2 

トラストカーサービス諏訪店 長野県 茅野市玉川3230-12 

株式会社　イープラン 長野県 茅野市米沢3097-10 

有限会社森建築 長野県 茅野市本町西1-46 

オートパル駒ヶ根 長野県 駒ヶ根市東町9-11 

御菓子処　日野屋 長野県 佐久市岩村田3376-2 

農家の店　大地　佐久店 長野県 佐久市岩村田4469-1 

株式会社　平元商店　浅間工場 長野県 佐久市岩村田54-1 

ヒーリング・スペース・イマージュ 長野県 佐久市前山323-2 

ロン・都　佐久店 長野県 佐久市中込2824-9 

巴屋クリーニング　双葉町店 長野県 松本市宮田1-1 

巴屋クリーニング　桐店 長野県 松本市桐2-2-24 

巴屋クリーニング　デリシア桐２号店 長野県 松本市桐3-1233-1 

ブティック　カトレア 長野県 松本市元町1-1-30 マンションウィステリア 1階

巴屋クリーニング　西友元町店 長野県 松本市元町1-2-1 

巴屋クリーニング　西友笹部店 長野県 松本市笹部1-5-17 

カーコンステーション　ことぶき店 長野県 松本市寿南1-33-14 

カープラザ寿 長野県 松本市寿豊丘646-11 

巴屋クリーニング　寿北店 長野県 松本市寿北6-32-9 

巴屋クリーニング　デリシア庄内店 長野県 松本市出川1-1-2 

巴屋クリーニング　ネオパーク店 長野県 松本市出川2-3-1 

巴屋クリーニング　渚店 長野県 松本市渚3-10-38 

巴屋クリーニング　デリシア寿店 長野県 松本市松原42-13 

メモリアル仏壇　松本店 長野県 松本市新村2374-7 

プレミアホテルーCABIN－松本 長野県 松本市深志1丁目2-31 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

巴屋クリーニング　デリシア神林店 長野県 松本市神林5094-11 

巴屋クリーニング　イオンタウン松本村井店 長野県 松本市村井町南4-3-4 

宝石の館　一光堂 長野県 松本市中央1-3-9 

巴屋クリーニング　アルピコプラザ店 長野県 松本市中央1-7-23 丸山ビル1階

株式会社ニシマ 長野県 松本市島内3503 

巴屋クリーニング　西友島内店 長野県 松本市島内4164-1 

株式会社　クリーンライフ 長野県 松本市島立2237-44 

巴屋クリーニング　デリシア波田店 長野県 松本市波田4417-28 

リカーショップ　たかみや 長野県 松本市波田5712-240 

巴屋クリーニング　エクセル松本工場店 長野県 松本市平田東1-10-7 

ロン・都　南松本店 長野県 松本市平田東1-30-2 

株式会社　アルガオートサービス 長野県 松本市並柳2-1-18 

巴屋クリーニング　ツルヤ並柳店 長野県 松本市並柳2-411-1 

巴屋クリーニング　石芝店 長野県 松本市野溝西1-1-4 

群城 長野県 松本市和田8000-493 

株式会社　イナック 長野県 上伊那郡宮田村5339番地 

オートパル北部 長野県 上伊那郡辰野町大字伊那富9281-1 

有限会社　丸中産業 長野県 上伊那郡南箕輪村5609番地2 

オートパル南部 長野県 上伊那郡飯島町飯島154-3 

有限会社藤田屋酒店 長野県 上高井郡高山村牧1655-3 

有限会社オートスペース 長野県 上田市下之条730-1 

ロン・都　シューマート国分店 長野県 上田市国分80-6

生活サポート部 長野県 上田市材木町2-12-10 

つるや旅館 長野県 上田市鹿教湯温泉1374 

わんわん村　上田店 長野県 上田市住吉125-1 

株式会社　アンジェリーク上田インター店 長野県 上田市住吉271-8 明豊ビル1階

L&P Connection 長野県 上田市住吉54-1 2F 上田インタービル

Cucciao 長野県 上田市住吉54-1 2F 上田インタービル

L＆P　AUTO　FACTORY 長野県 上田市住吉585-3 

エキスパート珈琲　真田店 長野県 上田市真田町本原1013-1 

有限会社　永和自動車工場 長野県 上田市神畑154-2 

Cuore 長野県 上田市中央3-13-1-101 サンビル3

Dolce 長野県 上田市中央3-13-5 2F 中央ビル南

ロン・都　アリオ上田店 長野県 上田市天神3-5-1 アリオ上田２Ｆ

小柳産業　株式会社　リサイクルセンター丸子工場 長野県 上田市東内1472 

有限会社　川島モータース 長野県 埴科郡坂城町上五明692-1 

有限会社　諏訪冷熱 長野県 諏訪郡下諏訪町4359-11 

ぷちショップ　おおのだ酒店 長野県 諏訪郡下諏訪町中央通264-1 

ロン・都　下諏訪店 長野県 諏訪郡下諏訪町東赤砂4691-7 

リカーハウス　福寿屋 長野県 諏訪郡富士見町富士見3587-7 

ロン・都　諏訪赤沼店 長野県 諏訪市四賀1817 

ゑびや呉服店 長野県 須坂市東横町1266 

アーク引越センター　長野支店 長野県 千曲市稲荷山1851-1 

戸倉観世温泉 長野県 千曲市戸倉2087 

ホテル亀屋本店 長野県 千曲市上山田温泉1丁目37番地1 

巴屋クリーニング　ザ・ビッグ信濃大町店 長野県 大町市大町2978-1 

有限会社カワカミ園芸 長野県 大町市大町3684-1 

巴屋クリーニング　西友大町店 長野県 大町市大町4622-1 

黒部ビューホテル 長野県 大町市平2891番地2 

ロン・都　イオン中野店 長野県 中野市一本木252-1 イオン中野店2F

農家の店　大地　中野インター店 長野県 中野市立ケ花434-1 

花工房　花小町 長野県 中野氏大字吉田字大塚770番地3 

有限会社スドーガレージ 長野県 長野市稲田4-9-15 

きれいデパート 長野県 長野市稲里町下氷鉋1245-1 

ロン・都　北長野店 長野県 長野市吉田3-22-1 北長野ショッピングセンター2F

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｓａｕｎｔｅｒ 長野県 長野市吉田5-26-8 ナベヤコーポ　1F西

イーウイングオートリサイクル 長野県 長野市若穂川田3308番地 

有限会社　エンドレス・オート　長野 長野県 長野市小島田町1125-1 
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食いしん坊　かじや 長野県 長野市松代町松代929 

株式会社　小田切車体 長野県 長野市松代町東寺尾3178-1 

株式会社長野スター商会 長野県 長野市西町545 

株式会社鈴剛　長野営業所 長野県 長野市青木島町綱島751-34 

groom After Car Service 長野県 長野市川合新田3460-1 

カートップ川中島かどや商会 長野県 長野市川中島町原1287-3 

千歳屋本店 長野県 長野市川中島町原765-1 

Car Face Lily 長野県 長野市川中島町御厨2335-2 

株式会社マンモス 長野県 長野市川中島町御厨778-8 

ロン・都　川中島店 長野県 長野市川中島町御厨997 

カーコンビニ倶楽部　ＴＡＩＹＯ 長野県 長野市川中島町今里1065-11 

クラフト　プロ 長野県 長野市村山506-1 

直富商事　株式会社 長野県 長野市大字大豆島3397番地6 

イコールゼロ　株式会社 長野県 長野市大字大豆島4020番地3 

信州善光寺　薬王院 長野県 長野市大字長野元善町657 

ロン・都　シューマート東和田店 長野県 長野市大字東和田字前田沖933-1 

メモリアル仏壇　長野店 長野県 長野市大豆島5275 

株式会社　八光自動車 長野県 長野市中越1-10-3 

ロン・都ＭＩＤＯＲＩ長野店 長野県 長野市鶴賀（南千歳町）1-22-6 ファッションステーションミドリ2

ピュアハウスミドリ長野店 長野県 長野市鶴賀（南千歳町）1-22-6 ファッションステーションミドリ3F

ロン・都　東和田店 長野県 長野市東和田居村東沖515-2 

長野駅前酒場 長野県 長野市南千歳1-27-2 沢屋ビル　2F

JAPAN PAINT 長野県 長野市南千歳町878-5 グランヴィル南千歳二番館3階

ホテルＪＡＬシティ長野 長野県 長野市問御所町1221 

有限会社　三井金属 長野県 東御市田中656番地1 

農家の店　大地　東部店 長野県 東御市田中667-3 

レストラン　キャロット 長野県 東御市本海野1476 

有限会社ガレージハットリ 長野県 東御市和2461-1 

有限会社ホープ住設 長野県 東御市和7819-2 

巴屋クリーニング　サラダ街道店 長野県 東筑摩郡山形村360 

巴屋クリーニング　アイシティー店 長野県 東筑摩郡山形村7977 

農家の店　大地　松本山形店 長野県 東筑摩郡山形村字東原1722 

小海リゾートシティ・リエックス 長野県 南佐久郡小海町豊里5907 

明石佛壇店 長野県 飯山市飯山3011 

ロン・都　飯田座光寺店 長野県 飯田市座光寺4605 

ロータリー自動車　株式会社 長野県 飯田市上郷飯沼2126 

株式会社横井 長野県 飯田市大門町3862-6 

喰酔 三代目 長野県 飯田市中央通り1-13-1 

有限会社かつや呉服店 長野県 飯田市中央通り1-19 

ロン・都　イオン飯田店 長野県 飯田市鼎一色456 イオン飯田アップルロード店１Ｆ

巴屋クリーニング　西友松川店 長野県 北安曇郡松川村東川原5723-7 

巴屋クリーニング　ツルヤ池田店 長野県 北安曇郡池田町大字池田2855 

ホテル軽井沢エレガンス 長野県 北佐久郡軽井沢町旧軽井沢1314 

軽井沢書店　MOTOTECA 長野県 北佐久郡軽井沢町軽井沢（大字）1323 

PUBLIC 食堂 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1 軽井沢コモングラウンズ

SHOZO COFFEE KARUIZAWA 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1 軽井沢コモングラウンズ

aVin bio wine shop karuizawa 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1 軽井沢コモングラウンズ

OSOBAR 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1 軽井沢コモングラウンズ

RK DAYS 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1 軽井沢コモングラウンズ

白樺リゾート　池の平ホテル 長野県 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1596 

フラワーハート向陽 長野県 木曽郡上松町大字上松1978-2 

お掃除のいやし 岐阜県 羽島郡笠松町北及1735-1 コテージ松枝B棟

ペンギンベーカリー岐阜岐南町店 岐阜県 羽島郡岐南町上印食8-123-1 フォーカスポーカス1階

王の洞窟　岐南本店 岐阜県 羽島郡岐南町徳田西1-27 

ウェルカム・バスケット　岐阜支店 岐阜県 羽島郡岐南町平成2丁目2番地 

美容室ハッピー　竹鼻店 岐阜県 羽島市竹鼻町蜂尻22-1 

下呂温泉山形屋 岐阜県 下呂市湯ノ島260-1 

サンタの創庫　可児店 岐阜県 可児市坂戸418-2 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

株式会社Ks Art 岐阜県 可児市中恵土1596-1 

Ｇ＆Ｌよしだ 岐阜県 海津市平田町今尾東区1027 

リビングスタジオ・ラクラシエ（atoriパン工房本店） 岐阜県 各務原市鵜沼西町1-613-1 

橋本　リフォームスタジオ 岐阜県 各務原市鵜沼西町3-309 イオンタウン各務原鵜沼内

浪漫遊　各務原店 岐阜県 各務原市鵜沼川崎町2-196 

atoriパン工房蘇原店 岐阜県 各務原市蘇原野口町3-6-1 

美容室ハッピー　那加店 岐阜県 各務原市那加野畑町2-102 

BP MORIKEI 岐阜県 関市保明1631 

サンタの創庫　岐阜南店 岐阜県 岐阜市茜部菱野1丁目131-1 

株式会社ベルフェ 岐阜県 岐阜市加納菱野町24番地 

株式会社ときわや 岐阜県 岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37西棟1F

ウオッチタウンマーサ２１店 岐阜県 岐阜市正木中1-2-1 マーサ21　1F

コミックPaPa島店 岐阜県 岐阜市北島7-15-19 

株式会社ヴァンブラン 岐阜県 岐阜市又丸町畑32番地2 

サンタの創庫　岡本店 岐阜県 高山市岡本町2丁目46-6 

click!TAKAYAMA 岐阜県 高山市三福寺町８４７ 

サンタの創庫　新宮店 岐阜県 高山市新宮町1694-1 

和菓子処　福壽庵 岐阜県 高山市冬頭町229 

株式会社　ベンチャー 岐阜県 山県市岩佐1097-1 

東濃石油株式会社 岐阜県 瑞浪市寺河戸町1219-24 

株式会社　岐洗　瑞浪本社工場 岐阜県 瑞浪市和合町1丁目20 

イーエル・フレスコ 岐阜県 多治見市音羽町2-37-1 

フルハシEPO　株式会社　岐阜第一工場（多治見工場） 岐阜県 多治見市笠原町梅平3992番地1 

ティー・エス・ジィー　株式会社 岐阜県 多治見市若松町4丁目15-1 

Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｎａｔｕｒ 岐阜県 多治見市住吉町7-29-6 ファインビル住吉Ⅱ　203

マエダオート 岐阜県 多治見市上野町2丁目63番地 

イーエル・グランデ 岐阜県 多治見市太平町6丁目62-1 

亀田塗装 岐阜県 多治見市明和町三丁目1-162 

塗りかえ工房 岐阜県 大垣市加賀野4-91-1 

株式会社三田自動車工業 岐阜県 大垣市十六町618-1 

永楽屋 本店 岐阜県 大垣市新田町3-10 

カーコンビニ倶楽部　大垣北店 岐阜県 大垣市中川町1丁目63-3 

カラオケ　ＷａＩ　ＷａＩ 岐阜県 大垣市中野町1-44 

山口屋仏壇店　岐大店 岐阜県 大垣市中野町1-58 

山口屋仏壇店　本店 岐阜県 大垣市伝馬町106 

サンタの創庫　墨俣店 岐阜県 大垣市墨俣町墨俣1102-1 

ケイナンクリーン　株式会社　中津川支社 岐阜県 中津川市千旦林1173番地の1 

株式会社　岐洗　坂本店 岐阜県 中津川市千旦林1386番地の163 

サンタの創庫　土岐店 岐阜県 土岐市土岐津町土岐口字土井前1888 

株式会社匠建 岐阜県 不破郡関ケ原町大字関ヶ原1671番地の8 

ぷち　サカショウ 岐阜県 不破郡垂井町綾戸168 

サンタの創庫　大野店 岐阜県 揖斐郡大野町黒野39番地 

ぷちショップ　しおや 岐阜県 揖斐郡揖斐川町房島1242-2 

ぷちショップ　ようろう店 岐阜県 養老郡養老町石畑1157-2 

セレモニーホール白寿 静岡県 伊東市吉田1026-2 

有限会社建匠 静岡県 伊東市吉田752番地160

伊東総祭白寿ショールーム 静岡県 伊東市湯川1-11-11 

ビーチコミューンシンプルース 静岡県 伊東市湯川662-251 

香湯楼　井川 静岡県 伊豆の国市古奈43-2 

落合ハーブ園　伊豆月ケ瀬店 静岡県 伊豆市門野原226-1 

有限会社南豆浄化槽管理センター 静岡県 下田市敷根12-25 

かね吉　一燈庵 静岡県 賀茂郡河津町見高123-5 

茶房　ぱぴよん 静岡県 賀茂郡西伊豆町仁科384-1 

石廊館 静岡県 賀茂郡南伊豆町下賀茂204-2 

長田建設工業株式会社 静岡県 賀茂郡南伊豆町湊320-4 

季一遊 静岡県 賀茂郡南伊豆町湊902-1 

くわたか自動車 静岡県 掛川市下垂木2328番地2 

株式会社　中遠モータース 静岡県 掛川市葛川1126-5 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

くずかわ茶寮寅や 静岡県 掛川市葛川1177-2 

かきこや　仲町店 静岡県 湖西市新居町新居1498 

かきこや　入出店 静岡県 湖西市入出上白木327-1 

牧野自動車工業所 静岡県 湖西市鷲津454-1 

ロータスさいとう 静岡県 御前崎市佐倉2051-1 

ブルーミング 静岡県 御前崎市池新田5537-1 

有限会社　田代車輌整備工場 静岡県 御殿場市竃14番地の1 

フラワーハウスハセガワ御殿場本店 静岡県 御殿場市御殿場532-1 

株式会社アートビルド 静岡県 御殿場市新橋1289-590 

KIRARA 静岡県 御殿場市川島田167-3 

有限会社　米山モータース 静岡県 御殿場市川島田508-1 

ビジネスホテル千楽 静岡県 御殿場市川島田710-9 

ホテルクニミ　御殿場 静岡県 御殿場市二枚橋40-8 

ペットカット工房　犬小屋 静岡県 御殿場市竈7-4 林ハイツ201

ホテル昭明館 静岡県 三島市一番町11-4 

株式会社アスナロカン　三島広小路店 静岡県 三島市広小路町1番37号 

マコト自動車工房株式会社 静岡県 三島市松本318-1 

ときかわ　想々 静岡県 三島市新谷46-10 

株式会社ヤギシ 静岡県 三島市新谷70-3 

株式会社アスナロカン　三島店 静岡県 三島市西若町2-5-1F 三島シティープラザ

有限会社落合ハーブ園 静岡県 三島市谷田2297-348 

有限会社　高木自動車 静岡県 三島市中142-7 

スクールショップ　ミナミ 静岡県 三島市中田町7-21 

エスペニア　三島店 静岡県 三島市中田町9-30 イトーヨーカドー1F

全身もみほぐし　はっぴーたいむ三島店 静岡県 三島市南田町3-11 

三島市民体育館・温水プール 静岡県 三島市文教町2-10-57 

富士モータースポーツミュージアム　ファンテラス 静岡県 駿東郡小山町大御神645富士モータースポーツミュージアム３F

ウオッチタウンサントムーン柿田川店 静岡県 駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川　1F

SPOPIAシラトリ　黄瀬川店 静岡県 駿東郡清水町八幡6-1 

Ｃ２・ＢＩＳＥＮ 静岡県 駿東郡長泉町竹原２０１－１ 

沼津石材株式会社　沼津店 静岡県 沼津市下香貫前原1477-1 

家族葬祭　ファミューネ　下香貫ホール 静岡県 沼津市下香貫前原1478-7 

カラオケスナック ラランカラン 静岡県 沼津市高島町3-7 いやまビル2F

株式会社モリケン 静岡県 沼津市石川281-2 

沼津グランドホテル 静岡県 沼津市大手町3-6-12 

すみやグッディ　沼津店 静岡県 沼津市緑ケ丘2-5 

株式会社ウッドガード東海 静岡県 焼津市東小川7丁目13-4 

株式会社　倉嶋自動車商会 静岡県 焼津市八楠四丁目9番地の10 

五條クリーニング吉田店 静岡県 榛原郡吉田町神戸232-1 

フジ環境サービス株式会社 静岡県 榛原郡吉田町片岡2936-3 

ホテル　ジャストワン 静岡県 裾野市佐野94-1 

有限会社　ノア・マリーン 静岡県 静岡市葵区古庄3-9-19 

すみやグッディ　本店 静岡県 静岡市葵区呉服町1-3-14 YS静岡呉服町ビル　1F

オプティックコイズミ 静岡県 静岡市葵区呉服町2-7-1 

ららデリ 静岡県 静岡市葵区千代田6-30-25 

パソコン教室わかるとできる　すみや流通どおり校 静岡県 静岡市葵区千代田7-9-28 

SPOPIAシラトリ　静岡ジャンボ　ゴルフ・アウトドア館 静岡県 静岡市葵区東町66 1F

SPOPIAシラトリ　静岡ジャンボ店 静岡県 静岡市葵区東町66 2F

ますや 静岡県 静岡市駿河区みずほ1丁目25-8 

大阪王将　静岡下川原店 静岡県 静岡市駿河区下川原5-36 

快適工房　ウォーターレスキュー 静岡県 静岡市駿河区寿町16-29 

BIKE二番館 静岡県 静岡市駿河区小鹿418-5 

patisserie salut. 静岡県 静岡市駿河区谷田41-30 レイアップ谷田101

犬の専門店 HAPPY LIFE 静岡県 静岡市駿河区池田144-3 

Boulangerie Homi 静岡県 静岡市駿河区中田2丁目8-23-3 

すみやグッディ　ＳＢＳ通り店 静岡県 静岡市駿河区中田本町56-5 

大上自動車 静岡県 静岡市駿河区登呂4-26-18 

株式会社オートサービスシンエイ 静岡県 静岡市清水区庵原町98-1 
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G-home株式会社 静岡県 静岡市清水区永楽町12-3 

深沢米店 静岡県 静岡市清水区興津中町514-8 

宝石・時計の内山 静岡県 静岡市清水区銀座11-22 

ロン・都　ベイドリーム清水店 静岡県 静岡市清水区駒越北町8-1ベイドリーム清水1F

カーショップアクセル 静岡県 静岡市清水区江尻台町14-20 

株式会社　エー・シー・ピー商事 静岡県 静岡市清水区山原831番地の7 

フォンターナ　清水店 静岡県 静岡市清水区上原1-6-16 イオン清水1F

ゴルフパートナー清水店 静岡県 静岡市清水区上清水町3-27

有限会社　石井自動車整備工場 静岡県 静岡市清水区村松原1丁目3番20号 

こづか　株式会社　清水事業所 静岡県 静岡市清水区谷津町1-333-1 

ホテルときわ　駅南店 静岡県 静岡市清水区島崎町2番6号 

有限会社小松園 静岡県 静岡市清水区梅田町9-17 

おそうじ本舗清水庵原店 静岡県 静岡市清水区八木間町1702 

ブルテリアカフェ＆カー 静岡県 静岡市清水区北脇新田216-1 

SPOPIAシラトリ　袋井国本店 静岡県 袋井市国本2543－1 

乾モーター　株式会社 静岡県 島田市金谷猪土居2500-83 

環境のミカタ株式会社　藤枝工場 静岡県 藤枝市高柳2255番 

すみやグッディ　藤枝店 静岡県 藤枝市瀬戸新屋213-18 

SPOPIAシラトリ　藤枝店 静岡県 藤枝市築地575-1 

フラワーショップ　アンコール 静岡県 藤枝市田沼3丁目12-5 

熱海温泉湯宿一番地 静岡県 熱海市春日町1-2 

住吉屋　熱海本店 静岡県 熱海市渚町13-2 

モンテ・スミヨシ 静岡県 熱海市清水町1-14 

湯河原温泉　川堰苑　いすゞ 静岡県 熱海市泉266 

リアライズ・エステート 静岡県 熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル３F

株式会社　野末商店　稗原工場 静岡県 磐田市竜洋稗原603 

新車選び．ＣＯＭ 静岡県 浜松市西区伊左地町8822-2 

株式会社　ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ 静岡県 浜松市西区湖東町５８５０　２F 

株式会社インフィルプラス　浜松店 静岡県 浜松市西区志都呂2-41-3 

かきこや　舞阪店 静岡県 浜松市西区舞阪町浜田171 

有限会社　浜名クリ― 静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見6622-6 

株式会社　ヤマセ不動産 静岡県 浜松市中区曳馬5-24-33 

アンジェリカフェリーチェ浜松店 静岡県 浜松市中区佐鳴台1-6-3 

ホテルサウスガーデン　浜松 静岡県 浜松市中区砂山町325-30 

ホテルアセント　浜松 静岡県 浜松市中区砂山町353-1 

合同会社Life Works 静岡県 浜松市中区砂山町355-4 ハマキョウレックス浜松駅南ビル４階

ハマモト塗装店 静岡県 浜松市中区西伊場町30-25 

かきこや　早出店 静岡県 浜松市中区早出町1737 

はんこランド 静岡県 浜松市中区中央3丁目7番１　101号 ハーモニア新町　１Ｆ

フォーハノイsecond 静岡県 浜松市中区板屋町104-1 D'sTower 1F

アセントプラザ　浜松 静岡県 浜松市中区板屋町2-109 

有限会社　山岸石材店　浜松展示場 静岡県 浜松市天竜区船明2100-37-3 

株式会社　リサイクルクリーン 静岡県 浜松市天竜区二俣町二俣41 

SPOPIAシラトリ　浜松中央店 静岡県 浜松市東区上西町906 

株式会社　望月自動車商会 静岡県 浜松市東区神立町124-2 

飯田金物株式会社 静岡県 浜松市東区西ケ崎町728-1 

オートプラザドリーム 静岡県 浜松市東区中田町640-5 

チェンジ 静岡県 浜松市東区有玉南町566-1 

株式会社　オートサービス浜松 静岡県 浜松市南区金折町1417-30 

株式会社中部総合建設 静岡県 浜松市南区高塚町4779-12 

株式会社　三共 静岡県 浜松市南区田尻町203番地の1 

テクニカルショップ 静岡県 浜松市浜北区永島1339 

ウオッチタウンプレ葉ウォーク浜北店 静岡県 浜松市浜北区貴布祢1200 プレ葉ウォーク浜北　1F

有限会社　大池ボデー 静岡県 浜松市浜北区平口359番地 

GOOD－BUY 静岡県 浜松市北区新都田3-1-1 カインズホーム浜松都田テクノ店内

有限会社ミツイオートサービス 静岡県 富士宮市小泉1995 

有限会社　川崎自動車整備工場 静岡県 富士宮市小泉580番地 

月あかり　富士宮店 静岡県 富士宮市中央町3-9 柳屋ビル1F
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すみやグッディ　富士店 静岡県 富士市瓜島町79 

HOTEL NISHIMURA 静岡県 富士市永田町1丁目149 

ホテル24IN富士山 静岡県 富士市吉原3丁目13-1 

株式会社鈴剛 静岡県 富士市元町10-1 

株式会社　イーシーセンター 静岡県 富士市五貫島919番地 

きもの白かべ 静岡県 富士市御幸町4-6 

株式会社正興　本店 静岡県 富士市厚原328-28 

SPOPIAシラトリ　富士ジャンボ店 静岡県 富士市青葉町564 

有限会社ケイテックス 静岡県 富士市大淵2072-5 

長澤メタル株式会社 静岡県 富士市大野168-1 

有限会社小車自動車 静岡県 富士市南松野2766-3 

大阪王将　富士店 静岡県 富士市日乃出町37 

ホテルグランド富士 静岡県 富士市平垣本町8-1 

有限会社トシズ 静岡県 牧之原市堀野新田462-1 

おうち広場 愛知県 あま市下萱津九反田45 福田マンション101

株式会社美和建装 愛知県 あま市中橋明円51 

ベントマン　三好ヶ丘店 愛知県 みよし市三好ヶ丘緑3-1-4 

株式会社結絆HOME 愛知県 みよし市三好町新屋38番 

ペットショップWonBe 愛知県 愛西市諸桑町中江119-5 

正喜建築 愛知県 愛西市西保町西川原236-4 

株式会社柘植自動車和合 愛知県 愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷183 

時計倶楽部　ららぽーと愛知東郷店 愛知県 愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区13 ららぽーと愛知東郷2F

エスペニア　安城店 愛知県 安城市住吉町3-1-8 イトーヨーカドー安城店　1F

リフォームのフカツ・桜井店 愛知県 安城市小川町志茂326 

末広米穀店有限会社 愛知県 安城市末広町16-10 

株式会社山田商会 愛知県 一宮市奥町字蘇東90-1 

鈴木自動車　株式会社 愛知県 一宮市奥町字南目草27番地の1 

ウラタ建装株式会社 愛知県 一宮市音羽3-6-19 

有限会社山塗装店 愛知県 一宮市花池2丁目23-18 

和喫茶・ティラミス専門店　英圓（ハナブサエン） 愛知県 一宮市佐千原字屋敷100番 

美容室ハッピー　三条店 愛知県 一宮市三条字田畑15 

サイクルショップ　ポパイ 愛知県 一宮市住吉2丁目8-4 

治療院　野村 愛知県 一宮市森本1-24-19 シャトーすみよ2A

株式会社ヤマテック・グループ 愛知県 一宮市瀬部字漆山17番地1 

美容室ハッピー　瀬部店 愛知県 一宮市瀬部字流36-20 

角屋 愛知県 一宮市大宮2-5-16

Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ　パークホテル本館・新館 愛知県 一宮市大江2-8-10 

買取屋　一宮駅前店 愛知県 一宮市本町四丁目5-1

寺下設備 愛知県 一宮市木曽川町門間筋違52 

株式会社フィット 愛知県 一宮市木曽川町門間字西出31 

Rose Factory.net 愛知県 一宮市柚木颪字池ノ内30-1 

有限会社　服部モータース 愛知県 稲沢市矢合町内廻間1047 

ｃｌａｎｎ． 愛知県 岡崎市伊賀町3丁目23-4 

リサイクルフカツ　大樹寺店 愛知県 岡崎市井田西町6-15 

介護リフォーム本舗　岡崎店 愛知県 岡崎市稲熊町7-23 

リフォームのフカツ・稲熊店 愛知県 岡崎市稲熊町字3丁目105番地2 

アパマンショップ　岡崎南店 愛知県 岡崎市羽根北町3丁目1番地12 

塗装本舗 愛知県 岡崎市丸山町ハサマ37 

高橋自動車整備　株式会社 愛知県 岡崎市錦町1番地12 

リサイクルフカツ　岡崎南店 愛知県 岡崎市戸崎町越舞11-4 

有限会社ハヤック 愛知県 岡崎市戸崎町字牛転14-168 

ＳＴＩＴＣＨ 愛知県 岡崎市康生通東2-37 サンライズ康生　1B

Ts Field 愛知県 岡崎市細川町字石田61番地10 

岡崎オーワホテル 愛知県 岡崎市中岡崎町3番地7 

あらら’ｓ 愛知県 岡崎市天白町字郷西49 

垰（たお）塗装 愛知県 岡崎市日名南町17-7 レジャービル3-8

近藤塗装　株式会社 愛知県 岡崎市八帖北町20番地16 

リフォームのフカツ・美合店 愛知県 岡崎市美合新町10-4 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

柴田興業株式会社 愛知県 岡崎市美合町字五本松2-1 

ベンリー岡崎竜美丘店 愛知県 岡崎市明大寺町出口77-2 賛栄ビル１F

六名米穀店 愛知県 岡崎市六名3-4-11 

株式会社　クリンテック 愛知県 海部郡蟹江町学戸1丁目3番地 

柳澤塗装 愛知県 額田郡幸田町大字久保田字出口12-6 

きんばらスポーツ 愛知県 蒲郡市元町18-8 

リサイクルフカツ 蒲郡店 愛知県 蒲郡市竹谷町梅藪2-1 

台湾ラーメン 宴友夜 愛知県 蒲郡市竹谷町油井浜15-15 

焼焼亭　蒲郡店 愛知県 蒲郡市八百富町7-34 サンヨネ蒲郡店１階

有限会社ビソー環境 愛知県 蒲郡市浜町81 

ｉｉｂａ蒲郡 愛知県 蒲郡市平田町長根31-2 

ホールがまそう 愛知県 蒲郡市本町10-30 

アップルワールド　刈谷店 愛知県 刈谷市稲場町5丁目613番地 

株式会社　名古屋花壇　みなくる刈谷店 愛知県 刈谷市若松町2丁目101番地 みなくる刈谷1F

パークホテル刈谷 愛知県 刈谷市相生町2-8 

ナカバヤシ自動車工業　株式会社 愛知県 刈谷市東陽町4丁目24番地 

ホテーフーヅ刈谷店 愛知県 刈谷市南桜町2-56-1 アピタ刈谷店３階

ＳＢＫ 愛知県 岩倉市石仏町西浦906番地6 

犬山ミヤコホテル 愛知県 犬山市犬山東余坂35 

株式会社Yプランニング 愛知県 江南市力長町大当寺71 

ホテーフーヅ高浜店 愛知県 高浜市神明町8-20-1 T-ぽーと2F

有限会社　麻布 愛知県 春日井市下市場町4丁目17-3 

美容室ハッピー　高蔵寺店 愛知県 春日井市気噴町北1-120 

cafe ROXA 春日井店 愛知県 春日井市瑞穂通5-33 清水屋春日井店2F

大和エネルフ　株式会社 愛知県 春日井市瑞穂通6-17-1 

美容室ハッピー　味美店 愛知県 春日井市西本町1-10-11 

美容室ハッピー　春日井駅前店 愛知県 春日井市中央通1-78 

美容室ハッピー　勝川店 愛知県 春日井市柏井町3-43 

株式会社終楽 愛知県 春日井市白山町1丁目61-6 第18オーシャンプラザ2F

ランドリバー 愛知県 春日井市白山町6-12-20 

珈琲ブレイク　グランチェスターアリーナ前店 愛知県 小牧市間々原新田712 

珈琲ブレイク　グランチェスター本店 愛知県 小牧市郷中2-1 

FURUSHO小牧 愛知県 小牧市小牧原3-20 2F

株式会社　かめや 愛知県 小牧市小木東1丁目53番地 

RE-SQUARE BANUL 愛知県 小牧市小木東2-113 

ｅｃｏｏｓ 愛知県 小牧市小木東2丁目115/116 

株式会社一平 愛知県 小牧市常普請2-130 

ペンギンベーカリー小牧口店 愛知県 小牧市大字北外山字桜井765-1 

ホテーフーヅ小牧店 愛知県 小牧市堀の内3-15 アピタ小牧店２階

つくで自動車　有限会社 愛知県 新城市作手田原字米ノ43番地1 

カーコンビニ倶楽部　ＪＩＲＯ　株式会社　中村自動車 愛知県 新城市川田字本宮道48-1 

株式会社　後藤サービス工場 愛知県 瀬戸市陶原町3-11 

ペンギンベーカリー瀬戸苗場店 愛知県 瀬戸市苗場町134-1 

GOOD SERVICE 愛知県 清須市西枇杷島町地領1-15-11 

フルハシＥＰＯ　株式会社　愛知第５工場（清須） 愛知県 清須市西堀江西浦2417番地1 

美容室　ニコル 愛知県 西尾市伊藤町宮東19-1 

リフォームのフカツ・一色店 愛知県 西尾市一色町前野新田61-1 

焼焼亭　西尾下町店 愛知県 西尾市下町御城下23-1 シャオ1F

ホテーフーヅ西尾下町店 愛知県 西尾市下町御城下23-1 シャオ2F

フカツ買取センター 愛知県 西尾市寄住町洲田38番地 

リフォームのフカツ・西尾本店 愛知県 西尾市寄住町洲田38番地 

ヘアーサロン　テート 愛知県 西尾市高砂町9-2 

村井塗装 愛知県 西尾市斉藤町羽根戸18-1 

Lie-et.hair 愛知県 西尾市丁田町五助50-3 

Lie-et.hair　杢左店 愛知県 西尾市丁田町杢左2-5 

株式会社アイコン 愛知県 西尾市丁田町杢左39番地3 

ナガエ塗装　株式会社 愛知県 西尾市丁田町柳堂14-2 

美容室　アクトン 愛知県 西尾市徳次町宮廻2-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

リフォームのフカツ・米津店 愛知県 西尾市米津町宮浦31-6 

大府テクニカルセンター 愛知県 大府市共栄町8-13-1 

美容室　ポンドヘアー 愛知県 大府市中央町6-69 

白いオリーブ 愛知県 大府市桃山町２－２３－１ 森の家はなれ

扶桑自動車　株式会社 愛知県 丹羽郡扶桑町高雄字中郷71 

美容室ハッピー　扶桑店 愛知県 丹羽郡扶桑町柏森中島218-1 

In・bellir 愛知県 知多郡東浦町緒川旭23-1 

ホテーフーヅ武豊店 愛知県 知多郡武豊町西田崎24-1 ピアゴ武豊店３階

エスペニア　知多店 愛知県 知多市新知東町1-10-1 イトーヨーカドー1F

株式会社フジプロ 愛知県 知立市牛田町遠新切48 

株式会社眞弓不動産 愛知県 津島市越津町字こがね148番地 

ma faveur 愛知県 津島市今市場町4-14 

トゥジュール 愛知県 津島市今市場町4-14 3F

片付け整理パートナー 愛知県 津島市唐臼町当理13 

十方メモリアルホール 愛知県 田原市豊島町釜鋳硲81 

タケソウ 愛知県 東海市横須賀町一ノ割19番地 

ホテーフーヅ荒尾店 愛知県 東海市荒尾町山王前20 アピタ荒尾店2F

ウェルカム・バスケット　名東支店 愛知県 日進市赤池町屋下345番地1 

麺一　パワードーム半田店 愛知県 半田市乙川吉野町9 パワードーム半田内B１階

旭自動車　株式会社 愛知県 半田市住吉町4-90 

ホテーフーヅ成岩店 愛知県 半田市青山1-1-1 C-フェスタ3F

三蔵らーめん三郷店 愛知県 尾張旭市南原山町赤土324 KEIZ

リサイクルフカツ碧南店 愛知県 碧南市栄町2丁目3番 

住まいのSTORE　エイプラン 愛知県 碧南市千福町2-111-1 

トイレ専門店と水道屋のはせがわせつび 愛知県 碧南市中後町1-47 

快眠ひろば　綿桂 愛知県 碧南市天王町2丁目48番地 

小松屋袖ふる館 愛知県 豊橋市往完町郷社東97 

三吉自工　株式会社 愛知県 豊橋市下五井町茶屋前40-2 

エスペニア　豊橋店 愛知県 豊橋市花田町西宿無番地 カルミア3F

金助サン 愛知県 豊橋市菰口町1-58-1 

株式会社東交サービス 愛知県 豊橋市高洲町字長弦1番地 

クリーニングサイトー 愛知県 豊橋市曙町宮前61-3 

ルーミング豊橋 愛知県 豊橋市曙町南松原144番地1 

Tu・Cu・Ru株式会社 愛知県 豊橋市忠興1-8-4 

CAFE　Rainbow 愛知県 豊橋市東小浜町164-2 

Bar　Cafe　Zorion 愛知県 豊橋市南小池町166-2 

韓国料理居酒屋　辛韓　一宮店 愛知県 豊川市一宮豊82番地 

マカロンクリーニング ドン・キホーテ ユニー国府店 愛知県 豊川市国府町桜田3-1 

ＹＳＰ　豊川 愛知県 豊川市桜町2丁目7番地34 

PaPiTi　寿通店 愛知県 豊川市寿通2-13-1 

韓国料理居酒屋　辛韓　豊川店 愛知県 豊川市松久町1丁目50番地の1 

マカロンクリーニング　新栄町店 愛知県 豊川市新栄町3-28 

プロタイムズ東三河店 愛知県 豊川市新青馬町6-29 

PaPiTi　蔵子店 愛知県 豊川市蔵子2-9-1 

アイセット 愛知県 豊川市八幡町鐘鋳場250番地 

PaPiTi  豊川店 愛知県 豊川市末広通2-2-1 

フルハシＥＰＯ　愛知第六工場 愛知県 豊田市衣ケ原3丁目33番地 

アップルワールド　豊田店 愛知県 豊田市丸山町1丁目56番地3 

お茶の松南園　メグリアセントレ店 愛知県 豊田市喜多町1-140 メグリアセントレ店１Ｆ

トヨタセントラルゴルフ 愛知県 豊田市宮前町1丁目29番地1 

HOME CREATIONS 愛知県 豊田市挙母町5-28 

京屋 愛知県 豊田市御幸本町1丁目192番地 京屋ビル　2F

株式会社エムテックス 愛知県 豊田市高上1丁目10番地2 

ペンギンベーカリー豊田浄水店 愛知県 豊田市浄水町伊保原317-2 

ホーメイ・オート　株式会社 愛知県 豊田市日之出町1丁目4番地13 

Ｖｏｓｔｏｋ　Ｃａｆｅ 愛知県 豊田西町5-5 VITS豊田タウン　1F

リフォームのフカツ・前後店 愛知県 豊明市新栄町4丁目113-5 

株式会社　マイカー天白 愛知県 豊明市新田町吉池17-14 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ウオッチタウン　ららぽーとみなとアクルス店 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス

オンデーズ 蔦屋書店 名古屋みなと店 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス蔦屋書店内

果実びより　名古屋みなと蔦屋書店 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス蔦屋書店内

Cafe Rob Don mangione 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス蔦屋書店内

時計修理のMr.BOB 名古屋みなと蔦屋書店 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス蔦屋書店内

ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ 住まいの窓口 名古屋みなと店 愛知県 名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス別棟

株式会社七色　本社 愛知県 名古屋市港区小碓4-99 

カーコンビニ倶楽部　ヤスイ千年店 愛知県 名古屋市港区千年2-41-8 

よし乃六泉店 愛知県 名古屋市守山区志段味道光306 

OHAGI3 新守山店 愛知県 名古屋市守山区新守山2830 アピタ新守山店2階

美容室ハッピー　四軒家店 愛知県 名古屋市守山区森孝東1-104 

賃貸住宅サービスFC御器所店 愛知県 名古屋市昭和区阿由知通4-5 シェブランシュ1Ｆ

テニスショップ　ジャンクション 愛知県 名古屋市瑞穂区高田町3-15 杉浦ビル２F

合資会社備前屋商店 愛知県 名古屋市瑞穂区惣作町1-6 

株式会社　名古屋花壇 愛知県 名古屋市瑞穂区豊岡通3-33 

庄内橋自動車学校 愛知県 名古屋市西区稲生町6-42 

ルーセント歯科・矯正歯科 愛知県 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー　3F

便利屋　ツッくん 愛知県 名古屋市西区上橋町11-1 

酒の長蔵 愛知県 名古屋市西区城西4-26-18 

かんてい局　名古屋西店 愛知県 名古屋市西区新道1-1-1 

大昭工業　株式会社 愛知県 名古屋市西区清里町18番地 

株式会社コケナワ　本社 愛知県 名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3-9

株式会社グローバルサンアイ 愛知県 名古屋市西区名西一丁目6-13 テロソンマンション３階

カフェ　ローシャ　池下店 愛知県 名古屋市千種区覚王山通8-70-1 サンクレア池下　パレマルシェ池下店B1F

サロン　ド　リナージュ 愛知県 名古屋市千種区今池南33ー23 春岡ミユキ電化センター内

モトベロ星が丘 愛知県 名古屋市千種区星が丘元町14-25 星が丘テラス WEST 1F

株式会社スマートスペース 愛知県 名古屋市中区栄1丁目29-11 

ＵＮｉＣＡＳＥ　名古屋パルコ 愛知県 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館　地下１階

CUPPING ROOM @caffe bontain サカエチカ 愛知県 名古屋市中区栄3-4-6 

＃FR2　NAGOYA 愛知県 名古屋市中区栄3丁目23番地14号 山市ビル1階

Ｔｉｆｆａ　栄 愛知県 名古屋市中区栄5-4-26 イナガワビル1F

有限会社　わかくさ　丸の内中央店 愛知県 名古屋市中区丸の内1-11-14 

ラグナスイート　名古屋 愛知県 名古屋市中区錦3-12-13 

東京第一ホテル錦 愛知県 名古屋市中区錦3-18-21 

賃貸住宅サービスFC名古屋セントラルパーク店 愛知県 名古屋市中区錦3-5-13 尾国ビル1F

株式会社エスコ中部サービス 愛知県 名古屋市中区松原3丁目7-15 光葉ビル2F

リアルクローズ大須店 愛知県 名古屋市中区大須2-16-21 

中日典礼株式会社 愛知県 名古屋市中区平和2-1-1 

カフェ　ローシャ　本社店 愛知県 名古屋市中川区舟戸町4-21 

PET＆LIFE 愛知県 名古屋市中川区昭和橋通5-37 グレンパーク中島1F

ウェルカム・バスケット　名西支店 愛知県 名古屋市中川区新家2丁目104番地 

有限会社サン設備 愛知県 名古屋市中川区川前町153番地 

リアルクローズ太平通店 愛知県 名古屋市中川区太平通4-13 ヤマト太平ビル1F

中川営業所 愛知県 名古屋市中川区中郷4丁目15番地 

アングラーズ ショップ ライジング 愛知県 名古屋市中川区中島新町２丁目１６０７ 

本家かまどや横前店 愛知県 名古屋市中村区横前町100 

名古屋サミットホテル 愛知県 名古屋市中村区椿町5-5 

賃貸住宅サービスFC名古屋店 愛知県 名古屋市中村区椿町6-2 

珍串 愛知県 名古屋市中村区椿町6-9 エスカ地下街

トイズキング並木店 愛知県 名古屋市中村区並木1-307-1 

UNiCASE タカシマヤゲートタワーモール 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-3 名駅ＪＲゲートタワー７階

生活１１０番 愛知県 名古屋市中村区名駅１丁目1-1 ＪＰタワー名古屋１９階

イーエル・コレクション 愛知県 名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル　B1F

株式会社　名古屋葬典社 愛知県 名古屋市天白区梅が丘1-518 

ディスポーザー本舗 愛知県 名古屋市東区泉2丁目13-27 

ワインの家　ぶどう亭 愛知県 名古屋市東区東桜2丁目17-46 

有限会社　わかくさ　笠寺駅東口店 愛知県 名古屋市南区松城町2丁目44番の1 

田中モータース　有限会社 愛知県 名古屋市南区南野3丁目144番地 
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店名 都道府県 住所

賃貸住宅サービスFC金山店 愛知県 名古屋市熱田区波寄町25-1 名鉄金山ビル1F

有限会社板倉水道工業所 愛知県 名古屋市熱田区幡野町16-7 

SPA365 愛知県 名古屋市北区上飯田通1-19-2 東海ビル２Ｆ

東海典礼株式会社 愛知県 名古屋市名東区高針原2-1703 

クルオク名古屋インター店 愛知県 名古屋市名東区高針台一丁目110番地 

REPROZホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市名東区陸前町114 

株式会社　鈴木塗料店 愛知県 名古屋市緑区桶狭間南1807番地 

左京山歯科クリニック 愛知県 名古屋市緑区左京山449 

森動物病院 愛知県 名古屋市緑区相原郷2-1606 

エコセル 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字下汐田８９ 

ウオッチタウンヒルズウォーク徳重店 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ　1F

若戎酒造 三重県 伊賀市阿保1317 

オカモリ・サントレー 三重県 伊賀市平野西町71 

上野自動車学校 三重県 伊賀市野間233番地 

上食　伊勢営業所 三重県 伊勢市宇治今在家町65-4 

株式会社　南部清掃 三重県 伊勢市小俣町宮前26-2 

オートライフダッシュ 三重県 伊勢市小俣町元町1648-7 

元町珈琲　伊勢上地の離れ 三重県 伊勢市上地町774-6 

南勢オートリース株式会社 三重県 伊勢市東大淀町17-6 

旅荘　海の蝶 三重県 伊勢市二見町松下1693 

ハマヤリフォーム 三重県 員弁郡東員町城山1-50-4 

わが家のマイスター 桑名大山田店 三重県 桑名市松ノ木3-8-1 

株式会社鳥文 三重県 桑名市筒尾8-7-27 

株式会社福井装研 三重県 桑名市藤が丘7丁目502-3 

株式会社総本家新之助貝新 本店直売部 三重県 桑名市末広町46-1 

マルサン 三重県 桑名市和泉八の割394番地の1 

共和モータース 三重県 三重郡川越町豊田一色133-2 

アイケン 三重県 四日市市ときわ5丁目4番6号 

シェトワ白揚　文具館 三重県 四日市市安島2丁目4-9 

石井燃商株式会社 三重県 四日市市稲葉町2-7 

株式会社　平野塗装 三重県 四日市市小古曽2丁目27-25 小古曽ビル　1-A

万代書店四日市日永店 三重県 四日市市日永5丁目7-3 

株式会社四日市南自動車学校 三重県 四日市市釆女町340-1 

一般社団法人三重県住生活子育て支援機構 三重県 志摩市阿児町国府3677-3 

小坂井モータース 三重県 志摩市志摩町片田4291 

ごはん処　笑和 三重県 松阪市稲木町521-6 

フレックスホテル 三重県 松阪市中央町36-18

浪漫遊　松阪店 三重県 松阪市塚本町72-1 

きっする黒部 三重県 松阪市東黒部町天神1 

株式会社　紀州整備工場　松阪・多気店 三重県 多気郡多気町荒蒔456-1 

ペットホテル　サロン　ココ 三重県 多気郡明和町有爾中1553-5 

鳥羽グランドホテル 三重県 鳥羽市小浜町239-9 

戸田家 三重県 鳥羽市鳥羽1-24-26 

海鮮大和 三重県 鳥羽市鳥羽1-8-7 

山二造酢 三重県 津市阿漕町津興2650 

株式会社サカモト 三重県 津市雲出本郷町1805 

Cycle station Sky～サイクルステーションスカイ～ 三重県 津市久居射場町44 

株式会社　吉野興産 三重県 津市戸木町焼野5416-1 

株式会社ミナミ工務店 三重県 津市藤方1996-1 

株式会社こだま 三重県 津市藤方2251-1 

プロタイムズ津店 三重県 津市藤方2251-1 

株式会社住創 三重県 津市藤方2610-4 

堀川クリーニング　本店 三重県 津市藤方493-1 

株式会社DoAll 三重県 津市白塚町9961 

株式会社　中央　三徳堂 三重県 名張市夏見116-1 

フーリエ倶楽部　名張店 三重県 名張市希央台1-52 

有限会社リサイクルマルヒラ 三重県 名張市蔵持町原出1270-1 

株式会社　第一不動産販売 三重県 鈴鹿市桜島町7-16-3 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

MEN’S SHOP MON 三重県 鈴鹿市算所町926-31 

万代書店鈴鹿店 三重県 鈴鹿市西條町500-1 

カーコンビニ倶楽部　せいわ 滋賀県 栗東市辻473番地 

ワンシーエムパートナー 滋賀県 犬上郡多賀町大字川相161-1 

レストラン・ビジネスホテル　山水 滋賀県 甲賀市甲賀町大原市場345 

ほほえみライフ 滋賀県 甲賀市甲賀町大原市場9-1 ジョイショッピングセンター敷地内

甲陽興産　株式会社 滋賀県 甲賀市甲賀町大原市場922 

亀楽屋 滋賀県 甲賀市信楽町長野1248-1 

株式会社フジサワ建設 滋賀県 甲賀市水口町水口1590-1 

ARuru 滋賀県 甲賀市水口町虫生野中央37 

ガリバー　甲賀店 滋賀県 甲賀市水口町北脇510 

有限会社マエガワ 滋賀県 高島市マキノ町蛭口1358-1 

ヘアーファクトリーリュウ 滋賀県 高島市音羽413-1 

おしゃれサロンツジ 滋賀県 守山市木浜町1856-1 

Picnic 滋賀県 草津市渋川1-1-50 近鉄百貨店草津店4階

株式会社　sublime 滋賀県 草津市西渋川1-1-18 イーカムビル１F

おまかせ酒屋　草津・大路店 滋賀県 草津市大路1-1-1-112 エルティ932　1F

賃貸住宅サービスFC南草津店 滋賀県 草津市野路1-14-36-1 

想 of hair 滋賀県 草津市野路1丁目16-13 アメニティ南草津V  1F

株式会社ワークスタイル 滋賀県 草津市野路町6675-D 

有限会社本郷工業　草津工事管理本部 滋賀県 草津市野路東6-3-4 

ガレージ BOUNCE 滋賀県 大津市衣川1丁目2番8号

クリーニング専門店　はり松　仰木ノ里店 滋賀県 大津市仰木の里7丁目1-11 

M'S　AUTO 滋賀県 大津市今堅田2-7-17 

Car Life Support　RiSE　UP 滋賀県 大津市真野4-3-11 

マリオンクレープ大津テラス 滋賀県 大津市打出浜14-30 Oh!Me大津テラス２F

KEY’S CAFE  Oh!Me 大津テラス店 滋賀県 大津市打出浜14-30 Oh!Me大津テラス２F

アットスクール膳所教室 滋賀県 大津市打出浜14-30 Oh!Me大津テラス4F

株式会社木下カンセー 滋賀県 大津市大萱1丁目17-14松政ビル7階 

浜亭 滋賀県 大津市大萱7丁目8番20号 

おまかせ酒屋　瀬田店 滋賀県 大津市大萱一丁目14番5号 ファーストポケットビル1階－２

トラヤ　大津店 滋賀県 大津市中央3-2-5 

お酒のぷちショップ　浜大津店 滋賀県 大津市長等3-2-25 プレアール浜大津1F

米蔵人　谷米穀 滋賀県 大津市日吉台1丁目1-4 

仕出し処忠真 滋賀県 大津市比叡辻1-13-6 

有限会社　湖西自動車 滋賀県 大津市北比良356-1 

クリーニング専門店　はり松 滋賀県 大津市本堅田三丁目14-8 

びわ湖花街道 滋賀県 大津市雄琴1-1-3 

びわこ緑水亭 滋賀県 大津市雄琴6-1-6 

株式会社　ヨツイ 滋賀県 長浜市加田町2392 

有限会社北川自動車工業 滋賀県 長浜市森町370-1 

トラヤ　本店 滋賀県 彦根市銀座町5-4 

ヨシハラクリーニング　イオンタウン店 滋賀県 彦根市古沢町255-1 イオンタウン彦根

PLAZA IRIS 滋賀県 彦根市西今町933 

オートショップ　ハクイ 滋賀県 彦根市八坂町1860?4 

有限会社ヴィンテージ 滋賀県 米原市間田152－1 

car garden Bloom 京都府 亀岡市安町小屋場68-3 

内藤印刷株式会社 京都府 亀岡市西町39 

SMR2 京都府 京都市右京区花園伊町47-21 

ロザージュ　四条店 京都府 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー2F

京和ドライ株式会社 京都府 京都市右京区西院月双町101 

ジャック　京都 京都府 京都市右京区西院東貝川町85-1 

川津酒店 京都府 京都市右京区太秦下刑部町14 

ｏｄｅｔｔｅ　京都店 京都府 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620 COCON烏丸　1F

賃貸住宅サービスFC四条烏丸店 京都府 京都市下京区月鉾町37-1 

The KEYPOINT 京都府 京都市下京区三軒町552 カーサ高辻502号

株式会社シーアールエヌ（クラスモ本部） 京都府 京都市下京区四条通新町東入月鉾町52 イヌイ四条ビル8f

武中製菓株式会社　武保あられ 京都府 京都市下京区西七条西八反田町149-2 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）
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ＭＡＲＵＫＡ　七条店 京都府 京都市下京区西七条南衣田町78-3 

ＭＡＲＵＫＡ　ＷＡＴＣＨ 京都府 京都市下京区西七条北衣田町60 

賃貸住宅サービスFC京都駅前店 京都府 京都市下京区東塩小路町544-1 

ＭＡＲＵＫＡ　四条店 京都府 京都市下京区立売中之町100-2 

京都モダンテラス 京都府 京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都パークプラザ　2F

バイカル下鴨本店 京都府 京都市左京区下鴨本町4-2 

エスペニア　高野店 京都府 京都市左京区高野東開町16 イズミヤ2F

ヘアーメイク　ブープ 京都府 京都市左京区山端壱町田町14-1 2F

京都武道具 京都府 京都市左京区聖護院山王町25-19 

有限会社北尾石材 京都府 京都市左京区田中門前町67 

賃貸住宅サービスFC山科駅前店 京都府 京都市山科区安朱南屋敷町27 

ちきりやガーデン本社店 京都府 京都市山科区勧修寺閑林寺85-1 

DC-601.Inc 京都府 京都市山科区大宅神納町9 

バイカル山科店 京都府 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29番地 西口ビル１階

ブランドショップよちか京都本店 京都府 京都市上京区栄町364 ハウスセゾンビル1階

有限会社　ノムラモータース 京都府 京都市上京区仁和寺街道御前東入下竪町８６ 

東山堂西陣本店 京都府 京都市上京区中立売智恵光院東入新白水丸町451-1 

賃貸住宅サービスFC桂駅前店 京都府 京都市西京区桂野里町50-68 

Relax　高島屋洛西店 京都府 京都市西京区大原野東境谷町２丁目5-5 洛西タカシマヤ３F

ＭＡＲＵＫＡ　大宮店 京都府 京都市中京区錦大宮町115-3 NASビル1F

旅館こうろ 京都府 京都市中京区高倉通六角東入ル堀之上町114 

西海岸ANCHOR　京都店 京都府 京都市中京区新京極通鞘薬師下る東側町514ペルルビル1棟

賃貸住宅サービスFC西院駅前店 京都府 京都市中京区壬生西土居ノ内町21 山茶花1階

Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｎｔｏｎｉｏ 京都府 京都市中京区西ノ京星池町214番地 GROWLY　BLDG　2F

新都建設株式会社 京都府 京都市中京区西ノ京銅駝町43番地1 SHINTO御池ビル

Relax京阪三条北ビル店 京都府 京都市東山区三条大橋東入ル大橋町117 京阪三条北ビルB1F

株式会社吉富工務店 京都府 京都市南区吉祥院石原西町49番地 

アフターセンター　心 京都府 京都市南区久世高田町35番地3 

株式会社シティ・エキスプレス　久世事務所 京都府 京都市南区久世上久世町22-1 

カーコンビニ倶楽部　ショウワ 京都府 京都市南区久世川原町147 

片付け堂京都店 京都府 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町7番地 

ホテル　エルシエント　京都 京都府 京都市南区東九条東山王町13 

株式会社　山本清掃　京都クリアセンター 京都府 京都市伏見区横大路千両松町195番地 

株式会社　京都さかえ畳店 京都府 京都市伏見区下鳥羽上三栖町188 

ジャック　京都南 京都府 京都市伏見区下鳥羽長田町168 

エステサロン　美空 京都府 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町64 グランディール伏見305

賃貸住宅サービス伏見店 京都府 京都市伏見区京町3-171-1 

フォンターナ　醍醐店 京都府 京都市伏見区醍醐高畑町1-37 アル・プラザ醍醐２Ｆ

敷島住宅株式会社注文住宅事業部 京都府 京都市伏見区桃山町因幡103 

ちきりやガーデンMOMOテラス店 京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス１F

バイカル金閣寺店 京都府 京都市北区衣笠北天神森町40 

エスペニア　北野店 京都府 京都市北区北野下白梅町6-1 イズミヤ2F

大康建設 京都府 向日市寺戸町殿長25-6 

オートシステム 城陽店 京都府 城陽市奈島中島7-1 

ペットショップ　モリ 京都府 城陽市富野南清水58-2 

フォンターナ　大久保店 京都府 城陽市平川室木85 イズミヤ大久保2F

リトルマーメイド　ＴＳＵＴＡＹＡ精華台店 京都府 相楽郡精華町精華台3丁目12番4 

ピタットハウス長岡京店 京都府 長岡京市神足二丁目1-5 

株式会社カタヤマ時計店 京都府 南丹市園部町美園町6-12 

有限会社布安商店 京都府 南丹市園部町本町71 

引越のプロスタッフ 京都府 八幡市上津屋八丁27 

バイカル北くずは店 京都府 八幡市西山和気19-1 

有限会社　中原モータース 京都府 八幡市内里松ケ外２５－６ 

ぷちショップ西舞鶴店 京都府 舞鶴市寺内44-1 

有限会社ヨシオカ 京都府 舞鶴市倉梯町13-1 

株式会社朝衛 京都府 舞鶴市浜299 

プレザ　たいち 京都府 福知山市駅南町2丁目261 

株式会社オートセレクション福知山 京都府 福知山市荒河東町31 
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有限会社　日章モータース 京都府 福知山市字堀2140番地の3 

タケウチ建装 京都府 木津川市相楽神後原28-1 

大阪王将　木津川台店 京都府 木津川市吐師宮ノ前14-1 

とみやま米穀店 京都府 木津川市木津町西垣外31 

橋立ベイホテル 京都府 与謝郡与謝野町岩滝68 

いとゐ菓子舗 京都府 与謝郡与謝野町四辻739-6

賃貸住宅サービスNetWorkJR茨木店 大阪府 茨木市西駅前町4-37 

賃貸住宅サービスFC阪急茨木駅前店 大阪府 茨木市双葉町2-29 エスタシオン茨木1F

E-GATE　SHOP 大阪府 茨木市中河原町17-8 

株式会社丸十人形工房　羽曳野店 大阪府 羽曳野市尺度173 

株式会社コーワコスメティック販売 大阪府 河内長野市喜多町676-1 

ペットン　河内長野店 大阪府 河内長野市寿町2-10 

Relax南海河内長野店 大阪府 河内長野市本町29-9 南海「河内長野駅」改札内

焼き鳥とりぞう千代田店 大阪府 河内長野市木戸西町3-1-5 

LULUCAプラス 大阪府 河内長野市木戸東町6-1138-3 

ふとん工房　夢綿輔 大阪府 貝塚市橋本989 

かいづか旅行センター 大阪府 貝塚市地蔵堂74-2 イオン貝塚店　2F

サンライズイン 大阪府 貝塚市中町1-4 

トヨダ美容室 大阪府 貝塚市堤37-1 

りんくうホーム株式会社 大阪府 貝塚市脇浜1-13-11 

馬肉厨房ウマウマ 大阪府 貝塚市澤569-3 

お好み焼き鉄板焼きちっち 大阪府 岸和田市土生町1-4-17 マリンビル1F

株式会社　はまでん 大阪府 岸和田市流木町495 

アーラキッチン 大阪府 狭山市東野西2-836-3 

アウトドアベース　ソトアソ 大阪府 交野市私市山手3-1-14 1F 

美容室ガーランドドレッシング 大阪府 交野市私部西1-8-1 京阪交野ビル1階

日野屋 大阪府 交野市私部西2-3-15 

ハーツ建設株式会社 大阪府 交野市星田4-34-19 

ジュエルフジミ　高石店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

ワインショップ　きんぎょ 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

cook deli GOZEN　アプラたかいし店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

パン工房　BonGout 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

カステラ　銀装　アプラたかいし店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

かまどや　高石駅前店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

all day dining Hikari 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

copo　高石駅前店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

リアット！ アプラたかいし 店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

おしゃれ巧房　マツモト 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

はごろもがあでん 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

ミスタードーナツ　高石駅前 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 1階

Cliffhanger 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 2階

hanna 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 2階

セリア アプラたかいし店 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 2階

フードホール 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 2階

HUGOOD TAKAISHI 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 3階

アプラホール 大阪府 高石市綾園1丁目9番1号 アプラたかいし 3階

Riru-M 高石店 大阪府 高石市千代田1-10-30 ニューアメリカンプラザ１F

賃貸住宅サービスNetWorkJR高槻店 大阪府 高槻市芥川町1-7-3 

レンタサイクルマイケルJR高槻駅西口店 大阪府 高槻市芥川町2-2-26 

賃貸住宅サービスFC高槻駅前店 大阪府 高槻市城北町2-3-1 田村ビル1F

カーコンビニ倶楽部　タカコー 大阪府 高槻市川西町2丁目22-2 

ウェンズ株式会社 大阪府 高槻市日吉台六番町11-9 

スナック 千友 大阪府 堺市堺区翁橋町1-2-9 ジャンボプラザビル3F

Riru-M 堺店 大阪府 堺市堺区熊野町東1-2-1 肥塚ビル　１F

ａｑｕａｉｒ　ｆｏｎｔｅ 大阪府 堺市堺区熊野町東4-4-23 

ビストロ　ボアボアボア 大阪府 堺市堺区向陵西町4-12-46 

賃貸住宅サービスNetWork三国ケ丘店 大阪府 堺市堺区向陵中町2-6-10 

まち家カフェSacay 大阪府 堺市堺区甲斐町東1-2-18 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

泉州庵 大阪府 堺市堺区甲斐町東2-1-12 山之口商店街内

株式会社アールサービス 大阪府 堺市堺区甲斐町東6-1-4-510 

堺お土産・特産品館「堺に恋して」 大阪府 堺市堺区三国ヶ丘御幸通154 ジョルノ 1F

イタリアン酒場 Bitte 大阪府 堺市堺区市之町西1-1-6 

コリアンキッチン 秀彬 堺東店 大阪府 堺市堺区中瓦町1-4-7 

カラオケ304 堺東店 大阪府 堺市堺区中瓦町2-3-29 瓦町ウエノビル6-8F

プラザコンタクト　堺東店 大阪府 堺市堺区南花田口町2-1-18 新堺東ビル1F

コミット 大阪府 堺市堺区南瓦町1-21 宏昌センタービル1-21

Riru-M 堺東店 大阪府 堺市堺区北瓦町1-4-22 グランドプラザ５F

賃貸住宅サービスNetWork堺東店 大阪府 堺市堺区北瓦町2-1-20 

備長炭焼鳥 和鶏屋 堺東店 大阪府 堺市堺区北瓦町2-2-9 

賃貸住宅サービスNetWork鳳駅前店 大阪府 堺市西区鳳東町1-34-1 

馬刺屋 ホルホース 大阪府 堺市西区鳳東町3-250 

エスペニア　鳳店 大阪府 堺市西区鳳東町7-733 おおとりウイングス1F

イアス・ファミリースポーツクラブ深井本校 大阪府 堺市中区深井水池町3014 

カーコンビニ倶楽部　深井店 大阪府 堺市中区深井清水町3774番地 

和風Dining豚野郎 大阪府 堺市中区深井沢町3117 ハーフビル1F

Riru-M 深井店 大阪府 堺市中区深井沢町3143 アミューレット深井　1F

ペットン　泉北店 大阪府 堺市中区深阪4-12-10 

株式会社SPハウジング 大阪府 堺市中区土師町5-6-6 

ＬＵＬＵＣＡ　東山店 大阪府 堺市中区東山345 

ＭＯＫＵ 大阪府 堺市中区東山345 

オゾンクリーニングのきょくとう　毛穴店 大阪府 堺市中区毛穴町44-1 

焼バル　しーぴっぐ 大阪府 堺市東区草尾1443-4 

フジヤマドラゴン 北野田店 大阪府 堺市東区北野田48-1 

天ぷらとワインSARASHINA 大阪府 堺市東区北野田48-1 北野田第一ビル2F7号

創作ダイニングキッチンPePe 大阪府 堺市東区北野田48-1-1-3 

銀座メガネコンタクト　光明池店 大阪府 堺市南区鴨谷台2-2-1 サンピア２階

Relax光明池店 大阪府 堺市南区新檜尾台2-1-1 光明池駅改札横

キャルステージ 大阪府 堺市南区桧尾3957-1 

ＲＡＫＩＡ 大阪府 堺市南区原山台5-9-5 クロスモール　1F

イアス・ファミリースポーツクラブ泉ヶ丘校 大阪府 堺市南区和田東965-1 

BAR JOINT 美原本店 大阪府 堺市美原区小平尾16番地 1F

hair salon Sail 大阪府 堺市美原区真福寺182-1 

オートシステム 美原ロータリー店 大阪府 堺市美原区丹上214-1 

OPTION 大阪府 堺市美原区丹上246－1 

美原人酒場 大阪府 堺市美原区南余部161 

生もんや　千尋の道 大阪府 堺市美原区南余部161 

オートシステム 木材団地店 大阪府 堺市美原区木材通2-1-39 

Riru-M　中百舌鳥店 大阪府 堺市北区中百舌鳥町2-58 ライフステーションなかもず第２ビル　２F

賃貸住宅サービスNetWork中百舌鳥店 大阪府 堺市北区中百舌鳥町2丁51 リッツラムセス1F

メナードフェイシャルサロン fevrier seize 大阪府 堺市北区百舌鳥梅町1-16-2 ロイヤルオークなかもず107号

BAR JOINT 北花田店 大阪府 堺市北区北花田町4-89-1 

GYRE 堺店 大阪府 堺市北区北長尾町3-5-9 

ガーデニングプラザ　花らんど　四条畷店 大阪府 四条畷市雁屋南町27-7 

株式会社Tegot 大阪府 四條畷市楠公2丁目4-1 

Laughter Core 大阪府 守口市河原町10-15 テルプラザ　104

SABOTEN CLIMAX 大阪府 守口市橋波東之町3-4-3 

Bar467 大阪府 守口市佐太中町4-6-7 

味肴房　田 大阪府 守口市桜町2-23 

レディースサロン　エスポワール 大阪府 守口市桜町7-19 

株式会社新生興産 大阪府 守口市大久保町3-2-3 

有限会社ビューティサロンクジャク 大阪府 守口市八雲西町2-12-9 

大阪守口プラザホテル大日駅前 大阪府 守口市八雲東町2-82-35 

呑み食い処　匠や 大阪府 守口市竜田通2-5-3 

ぺっとはうすプーさん 大阪府 寝屋川市河北中町6-5 

ジュエリーユタカ 大阪府 寝屋川市香里新町21-23 

will 大阪府 寝屋川市香里新町7-3 天佑ビル１F　B号



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

タコタコカフェ 大阪府 寝屋川市香里南之町28-24 トーカンマンション111号室

ふぁにや 大阪府 寝屋川市香里南之町33-3 

Natural 和 dining わしん 大阪府 寝屋川市香里南之町33-6 

チャレンジ 大阪府 寝屋川市三井が丘4-12-3 

サイクルネット香里園店 大阪府 寝屋川市寿町50-22 

賃貸住宅サービス寝屋川店 大阪府 寝屋川市早子町13-11 

フローリストカミノ寝屋川店 大阪府 寝屋川市早子町23-2-104 

アトリエ木の箱 大阪府 寝屋川市池田東町9-9 石川マンション1F

barber HYATT 大阪府 寝屋川市田井西町19-8 山下ビル1F

ベーカリーカフェ　麦の大地 大阪府 寝屋川市東大利町12-24 

リラクゼーションＲＥＰＯＳ 大阪府 寝屋川市東大利町2-10-403 

からあげ専門店　真ごころ 大阪府 寝屋川市北大利町17-3 

Lucia 大阪府 寝屋川市本町5-37 本町ビル105

ニューコマンダーホテル 大阪府 寝屋川市木田町17-4 

ニューコマンダーホテル大阪＜寝屋川＞ 大阪府 寝屋川市木田町17-4 

美容室BACE 大阪府 吹田市円山町6-30 103

賃貸住宅サービスNetWorkJR吹田店 大阪府 吹田市元町5-23 

賃貸住宅サービスFC北千里店 大阪府 吹田市古江台4-2-9 ウイング北千里ビル１F

賃貸住宅サービスFC江坂ギャラリー 大阪府 吹田市江の木町1-1 ロイヤルエサカ1F

リラクゼーションサロン　アレーズ 大阪府 吹田市垂水町3-25-6 チサン第3江坂　502号

スタジオ　パレット 大阪府 吹田市千里山東1丁目16番7号 

Ｅｙｅライト 大阪府 摂津市東一津屋4-10 アトリウム南摂津　2Ｆ

株式会社創 大阪府 泉佐野市羽倉崎1-3-30-2F 

美・ｅｓｔｈｅ 大阪府 泉佐野市下瓦屋2-1084 泉佐野スポーツクラブ内

酒和酒話 大阪府 泉佐野市上瓦屋865-1 

株式会社和泉ホーム 大阪府 泉佐野市上町2-10-6 

C-ZEN有限会社 大阪府 泉佐野市大西1-10-5 C-ZEN泉佐野ビル4F

西海岸　泉佐野店 大阪府 泉佐野市中町3-6587-1 

やきとり家　はっかく　長滝店 大阪府 泉佐野市長滝1065-1 

カーピット車楽館 大阪府 泉佐野市鶴原1130-1 

焼鶏八角日根野 大阪府 泉佐野市日根野4274-1 

有限会社スペリオ 大阪府 泉大津市東雲町14-49 

有限会社ナカムラスポーツ 大阪府 泉大津市東豊中町1-10-11 

メナードフェイシャルサロン　熊取五門東店 大阪府 泉南郡熊取町五門東3-33-36 サンジミアーノ205

メナードフェイシャルサロン Chatte Mignonne 大阪府 泉南市新家3544-1 田園ハイツOKUDA202

株式会社ダイシン・リホーム泉南店 大阪府 泉南市樽井6-25-16 ピースビル2階

焼き鳥とりぞう狭山店 大阪府 大阪狭山市茱萸木5-505-1 

ペットン　狭山店 大阪府 大阪狭山市茱萸木6-923 

賃貸住宅サービスNetWork天王寺店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-2 1F

theSAEM あべのＱ’ｓモール 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール

賃貸住宅サービスNetWork西田辺店 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町5-16-3 

有限会社アサヒ建物サービス 大阪府 大阪市旭区新森5丁目4番31号 

レンタルBOX　Sarkomama 大阪府 大阪市旭区千林2-11-32 

チャリングクロス 大阪府 大阪市旭区千林2-12-32

トイズキング　大阪店 大阪府 大阪市旭区大宮4-6-9 SouthRiverOgura1F

賃貸住宅サービス弁天町店 大阪府 大阪市港区波除3-2-8-1階 

賃貸住宅サービスNetWorkあびこ店 大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-7-13 ロイヤルキタノ2F

BAR JOINT 長居店 大阪府 大阪市住吉区長居東4-2-6 農協ビル2F

ナナフク 大阪府 大阪市住吉区庭井2-20-10 

１００円クリーニングコインズ　南住吉店 大阪府 大阪市住吉区南住吉2-3-10-111 

Brunch-バル　Sin 大阪府 大阪市住之江区安立2-1-22 

めがね屋さんエストレーブ 大阪府 大阪市住之江区中加賀屋2-1-15 

賃貸住宅サービスFC玉出店 大阪府 大阪市住之江区粉浜西1-1-22 

賃貸住宅サービスFC京橋OBP前店 大阪府 大阪市城東区新喜多1-1-1 

賃貸住宅サービスFC城東ギャラリー 大阪府 大阪市城東区中央1-12-23 104

有限会社はうす工房 大阪府 大阪市生野区新今里7-13-17

韓ＳＨＯＰ 大阪府 大阪市生野区鶴橋2-8-9 

韓LOVE 大阪府 大阪市生野区桃谷3-10-6 
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ＳＡＭＩ　本店 大阪府 大阪市生野区桃谷3-7-18 

ＣＪアセット　株式会社 大阪府 大阪市西区新町2-3-8-8F 

有限会社巽産業 大阪府 大阪市西区北堀江4-17-3 

大阪市立靭地下駐車場 大阪府 大阪市西区靱本町2-1-29 

賃貸住宅サービスNetWork阿波座店 大阪府 大阪市西区靱本町3-8-14 

有限会社エイチ・アール 大阪府 大阪市西成区岸里東1-24-6-115 

千慕里庵 大阪府 大阪市西成区玉出中1-14-9 千慕里庵

味の関所　大よし 大阪府 大阪市西成区太子1-1-2 DAIICHI J＆Z  B1F

ASTEL 大阪府 大阪市西淀川区大和田3-3-8 

塚本自転車店 大阪府 大阪市西淀川区柏里2-10-1 

Ｂｉｋｅ　ｓｈｏｐ　桜 大阪府 大阪市西淀川区姫島4丁目22-16　1階 

ヘアースペース　ＨＡＮＡ 大阪府 大阪市大正区平尾3-15-9 

大阪市立安土町地下駐車場 大阪府 大阪市中央区安土町3丁目 丼池筋線道路下

レイヤーズスタジオ 大阪府 大阪市中央区瓦屋町2-14-9 

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＣＨＥＥＲ 大阪府 大阪市中央区高津２７６－１０－１００５ 

株式会社　帆風 大阪オフィス 大阪府 大阪市中央区高麗橋2-5-13 アカシヤビル1階

西海岸ANCHOR 心斎橋店 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-5-21 

UNiCASE 心斎橋パルコ 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5F

リアルクローズ心斎橋店 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-10-33 北炭屋ビル1

西海岸　ANCHORアメリカ村店 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-16-5 

Ｔｉｋａ 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-16-8 ビッグステップウェスト　2F

ZION 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-5-13 大津ビル1階

西海岸 Ruby’s アメリカ村店 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-8-10 

jolly clan2 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-8-19 マンハッタンレコードビル1階

jolly clan 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-11-15 

大阪市立谷町筋地下駐車場 大阪府 大阪市中央区谷町1丁目2丁目 府道大阪和泉泉南線　道路下

株式会社シンエイ　大阪本社 大阪府 大阪市中央区谷町2-4-3 アイエスビル９F

PINCTADA 大阪府 大阪市中央区谷町5丁目5番5号

味わいの路　大よし本店　北浜店 大阪府 大阪市中央区淡路町1-4-8 ホテルマイステイズイン　1F

INDesign株式会社 大阪府 大阪市中央区島町1-2-2 4階-7号

合同会社JCMG音楽スクール 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-11-13 グランドメゾン心斎橋303号室

賃貸住宅サービスNetWork上本町店 大阪府 大阪市中央区東平2-5-4 

賃貸住宅サービスNetWork道頓堀店 大阪府 大阪市中央区道頓堀2-2-6 

Relaxなんば南海通り店 大阪府 大阪市中央区難波3-1-18 南海通り商店街内

大阪市立法円坂第1ブロック駐車場 大阪府 大阪市中央区法円坂2丁目 

大阪市立法円坂第2ブロック駐車場 大阪府 大阪市中央区法円坂2丁目1 

片付け堂 大阪店 大阪府 大阪市鶴見区今津北3丁目3番13号 

株式会社　ジェイポート 大阪府 大阪市鶴見区今津北3丁目3番13号 

賃貸住宅サービス鶴橋店 大阪府 大阪市天王寺区下味原町1-15 1F

エース免許センター 大阪府 大阪市天王寺区寺田町2-2-7 エースビル　5F

大阪市立上汐地下駐車場 大阪府 大阪市天王寺区上汐4丁目 天王寺区第8601号線　道路下

トリミングハウス　フルフル 大阪府 大阪市天王寺区大道4-2-7 

ＵＮｉＣＡＳＥ　天王寺ミオ 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館　8F

賃貸住宅サービスFC都島店 大阪府 大阪市都島区善源寺町1-5-43 

賃貸住宅サービスNetWork京橋店 大阪府 大阪市都島区東野田町2-9-15 

創作キッチンあんじゅ 大阪府 大阪市東住吉区中野3-12-3 ドミール春光1F

プロスパーライフ　株式会社 大阪府 大阪市東成区大今里1丁目20番34号 

新築分譲の相信ホーム 大阪府 大阪市東成区大今里4-23-18 

賃貸住宅サービスFC阪急淡路駅前店 大阪府 大阪市東淀川区淡路4-2-11 

エバーレ旭屋 大阪府 大阪市東淀川区東淡路1-5-51 エバーレショッピングセンター

近江屋　高級クリーニング　株式会社 大阪府 大阪市東淀川区東淡路2丁目6番6号 

株式会社ジェニー 大阪府 大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館４F

自転車市場　新大阪店 大阪府 大阪市東淀川区東中島4-11-6 

鷺洲自転車店 大阪府 大阪市福島区鷺洲5-4-18 

賃貸住宅サービスNetWork野田阪神店 大阪府 大阪市福島区大開1-1-18 

株式会社　ハトウ印匠百華堂 大阪府 大阪市平野区加美鞍作1-8-1 

賃貸住宅サービスFC喜連瓜破店 大阪府 大阪市平野区喜連2-5-49 キューブ平野ビル1Ｆ

森酒店 大阪府 大阪市平野区西脇1-4-5 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ロールピュール 大阪府 大阪市平野区平野宮町1-1-2 

FURUSHO西梅田 大阪府 大阪市北区2-4-13　B1F 

ＮＳＥ貸会議室 大阪府 大阪市北区西天満２－６－８ 堂島ビルヂング　１Ｆ

大阪市立扇町通地下駐車場 大阪府 大阪市北区扇町1-1-20 

ホテル　エルシエント　大阪 大阪府 大阪市北区曽根崎1-2-7 

Relax大阪日興ビル店 大阪府 大阪市北区曽根崎2-11-8 大阪日興ビルB2F

スーパーマック　北新地店 大阪府 大阪市北区曽根崎新地1-7-17 myビル1F

賃貸住宅サービスFC梅田店 大阪府 大阪市北区太融寺町3-27 

ＡＩＤＥＡＬ　ＨＯＭＥ 大阪府 大阪市北区池田町1-55-1F 

カードショップ　ふらっと 大阪府 大阪市北区中津1-2-21 共栄ファイブビル601

ブルーコンシャス　株式会社 大阪府 大阪市北区中之島2丁目3番33号 大阪三井物産ビル　13F

グリルワイン　百 大阪府 大阪市北区中之島3-2-30 京阪渡辺橋駅　B1　MINAMO内

Relax天神橋2丁目南店 大阪府 大阪市北区天神橋2-4-9 天神橋筋商店街内

賃貸住宅サービスNetWork南森町店 大阪府 大阪市北区天神橋2丁目北1-5 

ウォーターネット　大阪本部 大阪府 大阪市北区天満1-26-3 

Relax大阪駅前第４ビル店 大阪府 大阪市北区梅田１－１１－４ 大阪駅前第４ビル　Ｂ１Ｆ

Hair　Room　esprit 大阪府 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビルB1F

占い館　アナスタシア 大阪府 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビルB2F

賃貸住宅サービスNetWork大阪駅前店 大阪府 大阪市北区梅田1-1-3-60 

Relax大阪駅前第2ビルB2店 大阪府 大阪市北区梅田1-2-2-B200 大阪駅前第2ビルB2F

LE GARAGE 梅田 蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

ＵＮｉＣＡＳＥ　ルクア大阪 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

うめだ時計宝石修理研究所 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

LIFULL HOME'S 住まいの窓口 梅田蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

Oh My Glasses TOKYO　梅田蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

靴磨き専門店　Burnish 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

バーン・ハナ　梅田蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

HARNEY & SONS 梅田蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

FURUSHO梅田 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9階

Ethical&SEA+m　梅田蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田3丁目1番3号 

宮原地下駐車場 大阪府 大阪市淀川区宮原3-5-1 

大阪西武消毒　株式会社 大阪府 大阪市淀川区三国本町1丁目3番16号 

Relax十三東口店 大阪府 大阪市淀川区十三東2-12-41 十三東駅前商店街内

賃貸住宅サービスFC阪急十三駅前店 大阪府 大阪市淀川区十三本町1-7-34 

Jade Cafe 大阪府 大阪市淀川区十三本町1-9-15 

十三駐車場 大阪府 大阪市淀川区新北野1-14-8 

新大阪　サニーストンホテル 大阪府 大阪市淀川区西中島-12-2 

賃貸住宅サービスFC西中島駅前店 大阪府 大阪市淀川区西中島4-2-26 1F

新大阪駅　南駐車場 大阪府 大阪市淀川区西中島5-13 

賃貸住宅サービスNetWork新大阪中央店 大阪府 大阪市淀川区西中島5-13-14 共栄新大阪ビル1F

新大阪駅　南第2駐車場 大阪府 大阪市淀川区西中島5-15 

賃貸住宅サービスFC塚本駅前店 大阪府 大阪市淀川区塚本2-23-10 

賃貸住宅サービスFC東三国店 大阪府 大阪市淀川区東三国5-1-1 

賃貸住宅サービスNetWorkなんばパークス前店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-2-12 

有限会社スカイハウジング 大阪府 大阪市浪速区敷津東3-3-16 サンウッドモリモト1階

ガーデニングプラザ　花らんど　本店 大阪府 大東市深野3-24-18 

アールエス　タイチ　本店 大阪府 大東市中垣内3-1-25 

賃貸住宅サービス住道店 大阪府 大東市浜町12-12 

Relax阪急池田ブランマルシェ店 大阪府 池田市栄町1-1 阪急池田ブランマルシェ1番館1F

ペットハウス　ポペット 大阪府 池田市栄町7-13 

株式会社　STAND LIFE 大阪府 池田市新町5-4 

賃貸住宅サービスFC阪急池田駅前店 大阪府 池田市菅原町6-13 

賃貸住宅サービス石橋阪大前店 大阪府 池田市石橋2-15-24 

カフェ・ハリー 大阪府 東大阪市永和2-1-30 

酒場　安仁屋 大阪府 東大阪市下小阪1-1-30 

株式会社ヤマト産業 大阪府 東大阪市加納3-8-12 

Bar＆Dining　LiNCUE 大阪府 東大阪市御厨南1-1-28 マーキュリーハイム飛田1F

株式会社　セイキコーポレーション 大阪府 東大阪市小阪1丁目10番31号 
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ESORA 大阪府 東大阪市小阪2-15-14 ミドービル108

賃貸住宅サービスNetWork瓢箪山店 大阪府 東大阪市昭和町3-2 竹菊合同ビル1Ｆ

ベスト引越サービス　大阪本社 大阪府 東大阪市新庄東6番27号 

戎交通　株式会社 大阪府 東大阪市森河内西1-3-15 

一人しゃぶしゃぶ専門店和顔施 大阪府 東大阪市足代新町4-12 テレビル1F

水協 大阪府 東大阪市大蓮南4-2-25 リーブハウス　301号

スリープライスショップ　布施店 大阪府 東大阪市長栄寺1-3-1 ポップアベニュー

ドライヘッドスパ専門店　HEAD MINT VIP 大阪府 東大阪市長田東2-2-1 木村第一ビル4F

賃貸住宅サービスNetWork布施店 大阪府 東大阪市長堂1-2-14 

居酒屋ちるどれん 大阪府 東大阪市長堂2丁目10-24-2F 

デザートカフェ トワニ 大阪府 東大阪市東石切町2-2-21 

板倉自動車株式会社 大阪府 東大阪市菱屋東3-1-1 

井上興産株式会社 大阪府 東大阪市瓢箪山町2-11 井上ビル401号室

呑兵衛たさき 大阪府 東大阪市瓢箪山町3-6 カワグチ瓢箪山ビル2F

賃貸住宅サービスNetWork藤井寺店 大阪府 藤井寺市藤井寺1-1-24 

マネケン　リノアス八尾店 大阪府 八尾市光町2-60 リノアス１階

冨森商店 大阪府 八尾市山本町3-2-14 

ラピス　株式会社 大阪府 八尾市小畑町2-33-13 

Flo 大阪府 八尾市跡部本町1-1-43 1F

Favorite Things 大阪府 八尾市跡部本町1-1-43 2F

岡田自動車株式会社 大阪府 八尾市竹渕3丁目22番地 

株式会社TKCS 大阪府 八尾市竹渕東1-148 

オークション会場仕入値販売のＣＵＫ 大阪府 八尾市東老原1-22 

レストラン＆カフェ　大楠公 大阪府 富田林市粟ケ池町2969-5 レインボーホール1F

焼き鳥とりぞう富田林店 大阪府 富田林市甲田3-3-34 

BAR PADLOCK 大阪府 富田林市新家2-12-35 

ヘアラボ　トアル 大阪府 富田林市須賀2-6-4 

ありすキッチンれすとらん 大阪府 豊中市蛍池東町2-4-5 

賃貸住宅サービスFC緑地千里ニュータウン店 大阪府 豊中市寺内2-13-1 緑地ステーションビル1F

Relaxせんちゅうパル店 大阪府 豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル3F

賃貸住宅サービスFC千里中央ギャラリー 大阪府 豊中市新千里東町1-4-3 

賃貸住宅サービスFC阪急曽根駅前店 大阪府 豊中市曽根東町3-2-6 曽根駅前ビルディング1F

賃貸住宅サービスFC豊中駅前店 大阪府 豊中市本町1-2-56 

有限会社　石のいがや 大阪府 豊中市夕日丘3丁目12番地5号 

カラダファクトリー　枚方Ｔ－ＳＩＴＥ前店 大阪府 枚方市岡東町12-1 サンプラザ1号館302号

モトベロ枚方 大阪府 枚方市岡東町12-1 枚方T-SITE ANNEX I 1F

ママのリフォーム 大阪府 枚方市岡東町12-1 枚方T-SITE ANNEX I 1F

ライフ枚方T-SITE店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE

プレミアムクロワッサン専門店「三」枚方T-SITE店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

KITANO ACE 枚方T-SITE店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

覚王山フルーツ大福 弁才天 枚方T-SITE店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

治一郎 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

verde CHIOSCO 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

The Grounds Baker 枚方T-SITE 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

L/u 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

洋食とカフェとバール　ハンバール 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

台湾甜商店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　1F

果実びより 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　2F

KANEKO OPTICAL 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　3F

LEAF　枚方T-SITE 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

marble SUD 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

向井化粧品店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

hair S.COEUR × Cu 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

caelum 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

さらさ 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　4F

ジーユー枚方T-SITE店 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　5F

HAPISTA 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　5F

食のつむぎ　梅の花 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　8F
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MEAL TOGETHER ROOF TERRACE 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　8F

恵比寿　京鼎樓 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　8F

AuRA 大阪府 枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE　8F

賃貸住宅サービス枚方店 大阪府 枚方市岡東町14-50 

江戸前びっくり寿司　枚方店 大阪府 枚方市岡東町18-23 枚方近畿ビル3F

メナードフェイシャルサロン　枚方岡東店 大阪府 枚方市岡東町21-5 ヒルイースト304

株式会社スマイリンク 大阪府 枚方市岡本町2-1 

La，Cafemeal 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ABCクラフト枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

セリア 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ムーンライト 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

チュチュアンナ　グランデ　枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

パレット枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ハニーズ枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

オンデーズ枚方店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

スマホスピタル　ビオルネ枚方店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

日野屋 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

レッツゴータイラ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

FLUFFY 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

フローリスト　カミノ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

たなかや 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

シルキードライ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

洋食　かりん 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

エルボーグ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

メガネサロン 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

エーワン 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

マルチュウ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ティオフジヤ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

おらが蕎麦 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ミサカ宝飾店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ビューティフェイス 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

たから弥 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ＫＵＲＡＷＡＮＫＡ 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

FOREST GREEN CREPE＆BAKE 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

Via Amoi 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ヘアカラー専門店　kirei 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ボディッシュ枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

フラーレン 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

FLUFFY 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ベルメゾンアウトレット 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

ポムの樹　枚方ビオルネ店 大阪府 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ

浜焼太郎　枚方宮之阪店 大阪府 枚方市宮之阪1-19-6 

メルシーヌ・ジャパン宮之阪店 大阪府 枚方市宮之阪1-20-3-105 

宝石のタカセ　マイリングスタジオ 大阪府 枚方市宮之阪1-20-3-107 

ふぐ料理西京家 大阪府 枚方市宮之阪1-20-7 

ベントステーション宮之阪 大阪府 枚方市宮之阪2-14-35 

レンタルBOX　Sarkomama 大阪府 枚方市宮之阪2-3-8 グリーンハウス103号

創作和膳　うえだ 大阪府 枚方市宮之阪3-1-24 

キルトモナミ 大阪府 枚方市宮之阪3-6-1 

フラワーショップ花ゆたか 大阪府 枚方市宮之阪4-1-17 有馬ビル103号

枚方石材　枚方生花 大阪府 枚方市禁野本町1-2-1 

KCSセンター枚方院 大阪府 枚方市禁野本町1-5-15 有馬パレス禁野１０２

有限会社　枚方松原 大阪府 枚方市御殿山町5-31 

Cucina Fratello 大阪府 枚方市香里園町5-20 

株式会社フォワードBHL 大阪府 枚方市桜丘町18－1 

YSP枚方南 大阪府 枚方市出口3-1-1 

たかばしラーメン枚方店 大阪府 枚方市新町1-2-10 枚方テイクスリービル１F

BAR de Moo 大阪府 枚方市川原町8-12-22 2F



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

旬感食楽　あすなろ 大阪府 枚方市船橋本町2-32-4 

Cafe＆Dining Y 大阪府 枚方市走谷2-31-1 BOUCLIER HIRAKATA 2F

セントラルヴィレッジ株式会社 大阪府 枚方市村野東町51-21 

アート・アライ 大阪府 枚方市大垣内町2-17-2 

pan de シャンボール 大阪府 枚方市大峰南町15-28 

賃貸住宅サービスFCくずは店 大阪府 枚方市町楠葉1-4-5 

医療法人松徳会　くにみが丘メディカルフィットネス倶楽部 大阪府 枚方市津田山手1-19-1 

メンズスタジオBe・gin 大阪府 枚方市天之川町2-35 エクセル天之川102

信建ホーム株式会社 大阪府 枚方市田口1-60-3 B-4 

陽だまりcafe 大阪府 枚方市東山2-13 

からふるカフェ 大阪府 枚方市楠葉朝日1-6-3 

バイカルくずは店 大阪府 枚方市楠葉朝日2-12-10 

de lusso 大阪府 枚方市楠葉並木2-22-10 長沢ビル１Ｆ

ダイワプランニング 大阪府 枚方市牧野下島町16-21 

ミヤハウジング 大阪府 枚方市牧野阪1-16-5 

ほぐし処楽や　牧野店 大阪府 枚方市牧野阪2-5-13-106 

株式会社　丸天酒店 大阪府 枚方市牧野阪2-5-23 

丸天商事　株式会社 大阪府 枚方市牧野阪2-7-38 

InfiLL Hair＆spa 大阪府 枚方市養父丘1-24-6 多田ハイツ101

カーテクノジャパン　箕面店 大阪府 箕面市今宮3-3-18 

岡本事務所　有限会社 大阪府 門真市小路町26-7 

フォンターナ　門真店 大阪府 門真市新橋町3-1-101 イズミヤ門真店1F

サイクル工房 大阪府 門真市大倉町21-10 

馬肉ダイニング ポニーテイル 大阪府 和泉市室堂町427-4 

タカ工業株式会社 大阪府 和泉市太町223-31 

新日本ミュージック和泉府中本店 大阪府 和泉市府中町1-6-9 

igloo 大阪府 和泉市府中町4-21-18 

株式会社　サンエー自動車 大阪府 和泉市伏屋町1-1-13 

ペリカン倶楽部　ライフガーデン潮芦屋店 兵庫県 芦屋市海洋町8番1号 

FURUSHO芦屋 兵庫県 芦屋市船戸町1-31 モンテメールE402

RelaxJR芦屋店 兵庫県 芦屋市船戸町4-1 ラポルテ本館2階

come come ashiya 兵庫県 芦屋市茶屋之町1-12

賃貸住宅サービスFC伊丹駅前店 兵庫県 伊丹市西台1-3-5 サンハイツ1F

株式会社　あたらし 兵庫県 伊丹市西野5丁目165-1 

株式会社　さかえ畳店 兵庫県 伊丹市北園3丁目31番1号 

ピュアハートキッズランド　パークタウン加古川ミーツテラス 兵庫県 加古川市加古川町寺家町269-1 

ニッケパークボウル 兵庫県 加古川市加古川町寺家町269-1 

カルディコーヒーファーム　ニッケパークタウン加古川店 兵庫県 加古川市加古川町寺家町269-1 ニッケパークタウン　ミーツテラス1F

株式会社長田武修堂　加古川店 兵庫県 加古川市平岡町新在家909-4 1F-A

有限会社　ティーズクラブ 兵庫県 加古川市平岡町中野621-1 

ロザージュｂｙアンソレイユ 兵庫県 加古川市別府町緑町2 アリオ加古川2階

アンソレイユ　アリオ加古川店 兵庫県 加古川市別府町緑町2 アリオ加古川店2F

キューまる　加東店 兵庫県 加東市南山三丁目１５番地２ 

DOOR hair works 兵庫県 高砂市阿弥陀町阿弥陀2335-1 

有限会社　スナガワオート 兵庫県 高砂市中筋2丁目4番12号 

Ｃａｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＦＲＩＥＮＤＳ 兵庫県 高砂市米田町米田1145-2 

vipit 兵庫県 三田市三輪1-13-32 

酒井塗装 兵庫県 洲本市中川原町厚浜849 

シーズンライフ株式会社 兵庫県 小野市古川町642-1 

ホワイト急便　板宿店 兵庫県 神戸市須磨区前池町2-7-2 

Relaxモルティたるみ店 兵庫県 神戸市垂水区神田町1-20 MOLTIたるみ東館1F

西海岸　神戸店 兵庫県 神戸市垂水区名谷町字前田987-1 ウインドバレー名谷

ＨＡＩＲ＆ＦＡＣＥ　ＬＡ・Ｐｉｓｈ 兵庫県 神戸市西区押部谷町栄93 

エスペニア　西神戸店 兵庫県 神戸市西区竜が岡1-21-1 イズミヤ2F

ウオッチタウン西神プレンティ店 兵庫県 神戸市西区糀台5-2-3 西神プレンティ一番館　1F

神戸　西神オリエンタルホテル 兵庫県 神戸市西区糀台5-6-3 

ホワイト急便　下山手店 兵庫県 神戸市中央区下山手通7-6-15 

Relax三宮・花時計前駅店 兵庫県 神戸市中央区御幸通8丁目 地下鉄海岸線　三宮・花時計前駅改札前
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Bistrot UESHIMA 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-4-9 ウエシマ本社ビル1F

Ｂｒａｎｄ　Ｌａｂｏ 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-8-1 さんプラザ1F　116号

Relax三宮センタープラザ店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザB1F

リラクゼーションサロン　ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目9-1-045 

とれとれ海鮮　浜の大将 兵庫県 神戸市中央区相生町4丁目2-24 サザン神戸品川　102

ホワイト急便　二宮店 兵庫県 神戸市中央区二宮町4-9-26 

賃貸住宅サービスFC三宮ギャラリー 兵庫県 神戸市中央区北長狭通2-5-6 

株式会社長田武修堂　長田店 兵庫県 神戸市長田区御屋敷通6-2-12 

ホワイト急便　新長田店 兵庫県 神戸市長田区若松町5-1-1 

ホワイト急便　阪急御影店 兵庫県 神戸市東灘区御影2-19-16 

ホワイト急便　阪神御影南店 兵庫県 神戸市東灘区御影本町2-15-27 

ホワイト急便　甲南本通店 兵庫県 神戸市東灘区甲南町3-3-26 

ホワイト急便　本山南店 兵庫県 神戸市東灘区本山南町5-2-28 

ホワイト急便　本庄町店 兵庫県 神戸市東灘区本庄町1-16-18 

ホワイト急便　六甲道店 兵庫県 神戸市灘区永手町3-2-13 鈴木ビル１Ｆ

ホワイト急便　弓木町店 兵庫県 神戸市灘区弓木町4-3-2 ラ・トウール六甲

株式会社ビル管理システム 兵庫県 神戸市灘区城内通4-2-31 

ホワイト急便　ラ・ムー神戸灘店 兵庫県 神戸市灘区新在家南町3-1-1 

賃貸住宅サービスFC六甲道ギャラリー 兵庫県 神戸市灘区森後町2-1-12 

メガネの望月 兵庫県 神戸市灘区赤坂通7-2-5 

有限会社KNI 兵庫県 神戸市灘区大石東町4-5-24 

川井自動車　株式会社 兵庫県 神戸市灘区琵琶町2丁目1-9 

ホワイト急便　摩耶工場店 兵庫県 神戸市灘区味泥町8-26 

賃貸住宅サービスFC兵庫駅前ギャラリー 兵庫県 神戸市兵庫区羽坂通4-2-10 

ホワイト急便　兵庫駅南店 兵庫県 神戸市兵庫区駅南通1-2-38 

ホワイト急便　荒田店 兵庫県 神戸市兵庫区荒田町2-15-14 

株式会社関西住宅設備 兵庫県 神戸市兵庫区三川口町3-2-34 

ホワイト急便　ひよどり台店 兵庫県 神戸市北区ひよどり台南町2-7 

星和高原ゴルフセンター 兵庫県 神戸市北区星和台5丁目7-4 

有馬御苑 兵庫県 神戸市北区有馬町1296 

欽山 兵庫県 神戸市北区有馬町1302-4 

月光園　游月山荘 兵庫県 神戸市北区有馬町318 

月光園　鴻朧館 兵庫県 神戸市北区有馬町318 

マエジマ自動車　福崎店 兵庫県 神崎郡福崎町西冶41-2 

賃貸住宅サービスFC西宮甲子園口店 兵庫県 西宮市甲子園口2-1-6 

ホテルヒューイット甲子園 兵庫県 西宮市甲子園高潮町3-30 

オゾンクリーニングのきょくとう　甲東園店 兵庫県 西宮市甲東園1-5-35 

賃貸住宅サービスFC西宮北口店 兵庫県 西宮市甲風園1-7-9 

有限会社　ムーブメント 兵庫県 西宮市山口町下山口1640-2 

賃貸住宅サービスFC阪神西宮店 兵庫県 西宮市産所町4-8 村井ビル1F　103号

マツオカクリーニング　西宮店 兵庫県 西宮市小松南町3-1-5 

アンソレイユ　西宮店 兵庫県 西宮市池田町11-1 フレンテ西宮1F

西宮理数伸学舎 兵庫県 西宮市津門大塚町7-27 

FURUSHO苦楽園 兵庫県 西宮市南越木岩町6-12 2F

Seria　西宮薬師町店 兵庫県 西宮市薬師町2-38 

リトルマーメイド西宮薬師町店 兵庫県 西宮市薬師町2-38 

TSUTAYA　Conditioning　西宮薬師町店 兵庫県 西宮市薬師町2－38 TSUTAYA西宮薬師町店内

料理旅館　鹿久居荘　赤穂 兵庫県 赤穂市さつき町35-5 

株式会社桜建築工房 兵庫県 赤穂市加里屋中洲4-39 

リラクゼーション掌　-TANAGOKORO- 兵庫県 赤穂市加里屋中洲6-38 

呑海楼 兵庫県 赤穂市御崎131 

潮彩きらら　祥吉 兵庫県 赤穂市御崎2の8 

大黒自動車 兵庫県 赤穂市中広1519-3 

有限会社和高住宅 兵庫県 赤穂市中浜町11-23 

Relaxベルフローラ・かわにしウエスト店 兵庫県 川西市栄町20-1 ベルフローラ・かわにしウエスト2F

賃貸住宅サービスFC川西駅前ギャラリー 兵庫県 川西市栄町21-25 2F

北播ドライビングスクール 兵庫県 多可郡多可町中区牧野143-11 

前川建築株式会社 兵庫県 丹波市山南町和田267 
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オートライフ上山 兵庫県 丹波市春日町黒井338-1 

ダイハツ　春日 兵庫県 丹波市春日町多利1820 

ミツヤ丸 兵庫県 淡路市育波1521-1 

酒のKAWANO 兵庫県 淡路市志筑1521-1 

有限会社　朝来整備 兵庫県 朝来市岩津376-1 

山岡水道工業株式会社 兵庫県 南あわじ市広田広田311 

賃貸住宅サービスFCJR立花店 兵庫県 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館101

RelaxJR立花店 兵庫県 尼崎市七松町1-3-1 フェスタ立花南館2F

賃貸住宅サービスFC阪神尼崎店 兵庫県 尼崎市昭和南通3-26-1 

立花自転車店 兵庫県 尼崎市上ノ島町3丁目6-6 プレアデス1階

OACS株式会社 兵庫県 尼崎市水堂町4-15-11 

丸正運送株式会社 兵庫県 尼崎市大庄川田町48 

トイズキング兵庫店 兵庫県 尼崎市大西町3丁目17番11号 

賃貸住宅サービスFC JR尼崎店 兵庫県 尼崎市長洲本通1-3-2 

賃貸住宅サービスFC園田店 兵庫県 尼崎市東園田町9-48-1 園田阪急プラザ108B

賃貸住宅サービスFC塚口店 兵庫県 尼崎市南塚口町1-1-16 

ガッツワークス 兵庫県 尼崎市浜田町4丁目66-1 

賃貸住宅サービスFC武庫之荘店 兵庫県 尼崎市武庫之荘1-2-11 1F

きもの　利久 兵庫県 尼崎市武庫之荘2-21-15 

ぷちショップ　みずかみ酒店 兵庫県 尼崎市武庫之荘本町3-15-8 

道の駅 山陰海岸ジオパーク 浜坂の郷 兵庫県 美方郡新温泉町栃谷57 

カラオケ304 姫路店 兵庫県 姫路市駅前町304 

中谷自動車　株式会社 兵庫県 姫路市花田町一本松62番地2 

イタリア食堂　ピエーノ　ディ　ソーレ 兵庫県 姫路市広畑区小松町1-5 

鳥処　鳥鳥鳥 兵庫県 姫路市城見町44 

有限会社タイセイエステート 兵庫県 姫路市青山3丁目36-7

トレカセブン大津店 兵庫県 姫路市大津区西土井285-1 

和幸メガネ 兵庫県 姫路市辻井6-10-5 

宝石岩盤サロン　あははのは 兵庫県 姫路市東辻井1-9-30 城西シティ彦和　201

Relaxビエラ姫路店 兵庫県 姫路市南駅前町125 VIERRA姫路1F

萬福 兵庫県 姫路市豊沢町169 第一かしの木ビル1階

株式会社　リライフ 兵庫県 姫路市北原288-1 

夢乃井 兵庫県 姫路市夢前町前之庄187 

ペンギンベーカリー姫路野里店 兵庫県 姫路市野里576-1 

きもの利久　宝塚店 兵庫県 宝塚市旭町2-3-15 

ＳＭＣマーケット 兵庫県 宝塚市安倉中2-4-8

ティールームエメラルド 兵庫県 宝塚市安倉南1-22-1 井上ビル１F

株式会社　萩野自動車工業所 兵庫県 宝塚市小浜2-1-24 

フォーユー　コンタクトレンズ 兵庫県 宝塚市南口2-5-30 バイオレットビル　2F

賃貸住宅サービスFC阪急宝塚店 兵庫県 宝塚市南口2-5-33 

ｕｎ　Ｐｅｒｒｏ 兵庫県 宝塚市野上1-2-8 

有限会社　オレンジ 兵庫県 豊岡市出石町福住1168 

ホテル金波楼 兵庫県 豊岡市瀬戸1090 

株式会社　奥城崎シーサイドホテル 兵庫県 豊岡市竹野町竹野字賀嶋4 

仏壇の十松屋 兵庫県 豊岡市中央町5-41 

株式会社　丸西モータース 兵庫県 豊岡市日高町鶴岡333-2 

酒のまつばら 兵庫県 豊岡市日高町日置23-15 

有限会社　ボディショップ貞本 兵庫県 明石市魚住町清水72-1 

ホテルキャッスルプラザ 兵庫県 明石市松の内2丁目2番地 

ナカトスポーツ 兵庫県 明石市西新町1-6-10 

Relaxビエラ大久保店 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通1-3-1 VIERRA大久保2F

明石キャッスルホテル 兵庫県 明石市大明石町1丁目8-4 

但馬オート　株式会社 兵庫県 養父市八鹿町八木2454-1 

株式会社　田村オート 兵庫県 養父市薮崎677-1 

ヘアーサロン　アンファン 奈良県 橿原市今井町1-2-7 

賃貸住宅サービスＦＣ大和八木店 奈良県 橿原市内膳町5-2-33 中和八木ビル1Ｆ

ONE  DRIVE 奈良県 生駒郡三郷町立野南2-17-5 

賃貸住宅サービスFC生駒店 奈良県 生駒市元町1-3-20 
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BANSO 奈良県 生駒市北新町2-4 MOIビル　1F

オートシステム 大和郡山店 奈良県 大和郡山市横田町610 

トドロキボウル 奈良県 大和郡山市白土町218-4 

Relaxパラディ学園前店 奈良県 奈良市学園北1-10-1 パラディ学園前1（北館）3F

バイカル学園前店 奈良県 奈良市学園北1-14-8 

ピアノ　奈良蔦屋書店 奈良県 奈良市三条大路1-691-1 2F

中川政七商店 奈良蔦屋書店 奈良県 奈良市三条大路1-691-1-1F 奈良蔦屋書店

賃貸住宅サービスFCＪＲ奈良駅前店 奈良県 奈良市油阪地方町11 

肉よし　真美ケ丘店 奈良県 北葛城郡広陵町馬見中4-1 エコールマミ1F

かつらぎ・ドライブイン 和歌山県 伊都郡かつらぎ町笠田東150-1 

はなさか・ドライブイン 和歌山県 伊都郡高野町花坂602-1 

株式会社NEXT RENOVATION 和歌山県 岩出市高瀬84-2 岩出N・Dビル　401号室

and c 和歌山県 岩出市根来826-1 

たか接骨院 和歌山県 岩出市根来956-7 

Kitchen 和歌山県 橋本市高野口町応其92 

ショップ　ハシモト 和歌山県 橋本市市脇5-118-5 

きたの自動車 和歌山県 御坊市薗453-1 

花ご坊 和歌山県 御坊市湯川町小松原541 

進物専門店　宮本 和歌山県 御坊市藤田町藤井1977-1 

サンシャインホテル 和歌山県 新宮市井の沢9-13 

花いろどりの宿　花游 和歌山県 東牟婁郡太地町太地常渡2906 

かつうら御苑 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19 

双葉自動車 和歌山県 日高郡印南町島田2154-5 

ヘアメイク　プラスワン 和歌山県 有田郡有田川町下津野1028-2 

花フローレ 和歌山県 有田市新堂10 オークワ箕島店内

T・CRAFTヤマトシ株式会社 和歌山県 和歌山市粟367-28 

10分100円～100円レンタカー和歌山インター店 和歌山県 和歌山市栗栖821-1 

頭金0円でも新車に乗れる！株式会社ビップオート 和歌山県 和歌山市栗栖821-1 

中国酒家くうくう 和歌山県 和歌山市元寺町2-13 

タキガワメガネ 和歌山県 和歌山市元博労町36 シャインビルフクシマ１F

Neo Discus 和歌山県 和歌山市広瀬通丁1-15 

SANDOYA 和歌山県 和歌山市七番丁11-1 

有限会社紫香庵 和歌山県 和歌山市七番丁11-1 アラスカビル1F

Cafe de Ballon 和歌山県 和歌山市太田1-11-13 OEビル1階

トラスト 和歌山県 和歌山市直川784-6 

ロックホーム株式会社 和歌山県 和歌山市島橋東ノ丁1-47 

海鮮れすとらん　勘八屋 和歌山県 和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山 2F

アムール 和歌山県 和歌山市南桶屋町10 

プラザコンタクト　和歌山店 和歌山県 和歌山市美園町5-12-1 水了軒ビル2階

はーとぼっくす工房 和歌山県 和歌山市布施屋729 

むすび家 和歌山県 和歌山市福町28 ハウスブルーネ101

Panasonic リフォームClub　有限会社　カインド 和歌山県 和歌山市福島563 

ナルミ楽器店 和歌山県 和歌山市本町2-10 

をぐらや 和歌山県 和歌山市本町2-6 

山下時計店 和歌山県 和歌山市本町3-31 

ANTHOROGIE 和歌山県 和歌山市本町3-34 

Lindo 和歌山県 和歌山市万町25 フューチャー本町103

花山温泉薬師の湯 和歌山県 和歌山市鳴神574 

餃子と日本酒　ひよ里 和歌山県 和歌山市友田町3-26 パークハイツ城東101

ダックス　倉吉店 鳥取県 倉吉市海田東町431 

学校法人　鳥取県自動車学校 鳥取県 倉吉市西倉吉町137 

株式会社田淵金物　叶店 鳥取県 鳥取市叶338-1 ファームマート内　株式会社田淵金物

有限会社アセスメントカンパニー 鳥取県 鳥取市港町62-3 

鳥取市道の駅西いなば気楽里 鳥取県 鳥取市鹿野町岡木280-3 

ダックス　鳥取店 鳥取県 鳥取市商栄町283-1 

ＭＡＤＯショップ　鳥取中央店 鳥取県 鳥取市二階町1丁目208-2 

片付け堂　倉吉琴浦店 鳥取県 東伯郡琴浦町八幡174-1 

株式会社新藤 鳥取県 東伯郡三朝町大字山田197番地1 
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カットハウス遊美 鳥取県 東伯郡湯梨浜町田後1460-30 

ゴルフスクエア　フレンド 鳥取県 米子市河崎91 

魚ろばた　海座 鳥取県 米子市角盤町1-152-1-2-3 

LOVER　of　NAILS　米子店 鳥取県 米子市角盤町1-174 

有限会社はなつばき 鳥取県 米子市角盤町1－174 

ジンギスカン　焼肉ジンジン 鳥取県 米子市角盤町1－174 

ELINA 鳥取県 米子市角盤町1－174 

高橋商店 鳥取県 米子市角盤町1-176 

マム・アンジェリカ 鳥取県 米子市角盤町1－176　2階 

フードスタジオ　カクバン 鳥取県 米子市角盤町1-27 

ヘアーズギャラリー 鳥取県 米子市角盤町1-27 

アースファミリー米子 鳥取県 米子市角盤町1-27-10 

カフェ　ブージーズ 鳥取県 米子市角盤町1－27－10　2階 

酒恵浪漫亭　凡 鳥取県 米子市角盤町1-27-15 

株式会社ジョイアーバン 鳥取県 米子市角盤町1-27-6　3階 アルファビル

JU米子高島屋 鳥取県 米子市角盤町1-30 

GOCHI 鳥取県 米子市角盤町1-30 GOOD BLESS GARDEN 1F

ON　THE　TABLE 鳥取県 米子市角盤町1-30 GOOD BLESS GARDEN 1F

9inz 鳥取県 米子市角盤町1-30 GOOD BLESS GARDEN 2F

米子マンガミュージアム 鳥取県 米子市角盤町1-30 GOOD BLESS GARDEN 3F

GOOD BLESS GARDEN Sauna ＆Stay 鳥取県 米子市角盤町1-30 GOOD BLESS GARDEN 5F

天ぷら　元禄 鳥取県 米子市角盤町1-59-3 

たこ秀 鳥取県 米子市角盤町1-60 

ブティック　ルック 鳥取県 米子市角盤町1-72 

niki 鳥取県 米子市角盤町1-72-3

麺処　想 鳥取県 米子市角盤町1-73　101 アクティビル

美容室 JIB 1st 鳥取県 米子市角盤町1-73　2F アクティB

居酒屋　がく 鳥取県 米子市角盤町1丁目27-9 

角盤町商店街振興組合 鳥取県 米子市角盤町1丁目27番地6 

とり料理　さんぽう 鳥取県 米子市角盤町1丁目72番地 

長田茶店　岩倉町本店 鳥取県 米子市岩倉町30 

Chukaiコムコムスクエア 鳥取県 米子市四日市町127-1 ローズセントラルビル1階

ココナス 鳥取県 米子市四日市町129 

おむすび三休 鳥取県 米子市上福原5-5-83

株式会社K＆Sコーポレーション 皆生通店 鳥取県 米子市上福原5丁目5-79 

TASHIRO YONAGO 鳥取県 米子市長砂町51-1 

岡田酒店 鳥取県 米子市東町196 

インテリアショップホバート 鳥取県 米子市東福原3-9-9 

アースサポート　株式会社　鳥取支店 鳥取県 米子市東福原5丁目5番10号 

トータルケアサロン　aile 鳥取県 米子市日野町65-4 

CUT　SHOP　ch.2 鳥取県 米子市冨士見町2丁目127 

株式会社　ハッピーガスフォーラム 鳥取県 米子市米原1丁目12番23号 

ハウスドゥ　米子店 鳥取県 米子市米原7-15-27 

居酒屋　招福 鳥取県 米子市明治町199 

居酒屋　太平記 鳥取県 米子市明治町271 

ダックス　米子店 鳥取県 米子市両三柳309 

株式会社福山工業　隠岐出張所 島根県 隠岐郡西ノ島町美田2232

有限会社　大東自動車整備工場 島根県 雲南市大東町新庄290-2 

有限会社小林建設　家創工房　小林 島根県 雲南市木次町山方1133-58 

カーコンビニ倶楽部　出雲中央店 島根県 出雲市高岡町441 

ｓａｉ　ＴＡＳＨＩＲＯ 島根県 出雲市高岡町9-1 

ハウスドゥ　出雲店 島根県 出雲市渡橋町3-2 

ホリデー車検　出雲 島根県 出雲市灘分町1163-1 

片付け堂 出雲店 島根県 出雲市白枝町1185-1 

ダックス　出雲店 島根県 出雲市平野町636-1 

株式会社　太陽水道工事 島根県 松江市学園南１－１６－６ 

ナマステ・ガネーシャ　松江店 島根県 松江市学園南2-5-23 

やきとり　おおしま 島根県 松江市山代町475-1 
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たしろ　春日 島根県 松江市春日町640-3 

株式会社　金見工務店 島根県 松江市上乃木2丁目18-1 

有限会社　城北ドライ 島根県 松江市西川津町3231 

有限会社　桂月堂 島根県 松江市天神町97 

有限会社　スピードモーター商会 島根県 松江市東出雲町錦新町7丁目7-7 

株式会社　丸加石材工業 島根県 松江市東出雲町出雲郷557番地2 

ダックス　松江店 島根県 松江市東津田町488 

AR TASHIRO 島根県 松江市乃白町薬師前3-3 さんさんビル1F

アースサポート　株式会社 島根県 松江市八幡町882番地2 

パティスリー・キュイール 島根県 松江市片原町107 

CERO たしろ 島根県 松江市末次本町44 

片付け堂奥出雲店 島根県 仁多郡奥出雲町下横田1652-1 

ホテル松尾 島根県 浜田市黒川町4185 

ボウルJAC 島根県 浜田市浅井町1508-5 

みずほ楽器 島根県 浜田市浅井町1585 

一丸タクシー株式会社 岡山県 井原市岩倉町352-1 

双葉車輌　株式会社 岡山県 岡山市中区下260-1 

倉田卓球センター 岡山県 岡山市中区倉田321-1 

ママさんイーカット岡山雄町店 岡山県 岡山市中区雄町266-1 

ダックス　岡山東店 岡山県 岡山市東区宍甘352 

ＭＲ建装 岡山県 岡山市東区松新町137-11 ヴェッセルＡ201号

ナマステ・ガネーシャ　上道店 岡山県 岡山市東区上道北方730 

株式会社ウッディワールドのざき 岡山県 岡山市東区西大寺新地166-1

イーカット岡山西大寺店 岡山県 岡山市東区西大寺南1-2-5 

えこわん 岡山県 岡山市南区浦安本町67-4 

Cute family house 岡山県 岡山市南区泉田1-8-36 

お宝発見　岡山店 岡山県 岡山市南区当新田121-1 

片付け堂 岡山店 岡山県 岡山市南区藤田1438-10 

やくだち隊 岡山県 岡山市南区藤田1438-10 

藤クリーン株式会社　リサイクルセンター 岡山県 岡山市南区藤田1664-8 

お好み焼きレストランベル 岡山県 岡山市南区藤田651-7 

山陽新聞　岡山住宅展示場 岡山県 岡山市南区藤田673 

Like Family 岡山県 岡山市南区藤田888-4 

ドアーズ　岡山西口店 岡山県 岡山市北区駅元町31-1-2 WITHblg 3F

R Baker 岡山駅前店 岡山県 岡山市北区駅前町1丁目8番18号 ICOTNICOT 2F

イーカット岡山津高店 岡山県 岡山市北区横井上83-3 

コロリス自転車 岡山県 岡山市北区岡南町2丁目6-48 

HAIR Tleu'i 岡山県 岡山市北区下伊福本町2-10 

カンコーショップ岡山 岡山県 岡山市北区下石井1丁目1-3 日本生命岡山第2ビル新館　1F

株式会社ウッドヴェル 岡山県 岡山市北区下石井2-1-18 ORIX岡山下石井ビル9F

くばの心 岡山県 岡山市北区下中野1230-6 

イーカット岡山白石店 岡山県 岡山市北区久米388-1 

Baqueratta 岡山県 岡山市北区京橋町6-19-2 

トライフープ岡山　グッズ販売所 岡山県 岡山市北区厚生町3-1-15 岡山商工会議所ビル616

DECO HAIR frappe 岡山県 岡山市北区幸町5-21-1F 

大熨商店 岡山県 岡山市北区舟橋町5番2号 

スパイス王国　岡山十日市店 岡山県 岡山市北区十日市西町1-14 

ドアーズ　岡山中央店 岡山県 岡山市北区清輝橋1丁目4-17 FOREVER　CENTER　BLD.

住協ウインテック株式会社 岡山県 岡山市北区大内田763-2 

ドアーズ　本店 岡山県 岡山市北区辰巳1番地104 FOREVER　BLD.　1F

イーカット岡山岡北店 岡山県 岡山市北区中井町2-2-7 2F

京のきもの　紀久屋　岡山本店 岡山県 岡山市北区表町1-7-33 

岡山駅前　居酒屋　鳥食べ放題　とりえもん 岡山県 岡山市北区平和町5-29 西川グリーンパーク2階

有限会社ナカダヤ 岡山県 岡山市北区奉還町3-12-2 

株式会社G・Gカンパニー 岡山県 岡山市北区北方2丁目3-34-2 

ドアーズ　岡山駅前店 岡山県 岡山市北区本町3-1 

HONMACHI 290 BAR 岡山県 岡山市北区本町5-10 岡本ビル2階

岡山　個室バル　4階のイタリアン　磨屋町 岡山県 岡山市北区磨屋町7-1 ゴリラビル4階



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ダックス　岡山西店 岡山県 岡山市北区問屋町19-101 

ナマステ・ガネーシャ　ラ・ムー大安寺店 岡山県 岡山市北区野殿東町1-55 

山陽新聞旅行社 岡山県 岡山市北区柳町2-1-1 山陽新聞社本社ビル

有限会社いろは屋 岡山県 加賀郡吉備中央町下加茂27 

株式会社　スズキランド　笠岡中央 岡山県 笠岡市笠岡5640番地2 

大西畳工業 岡山県 笠岡市十一番町11-45 

株式会社　西山モータース 岡山県 笠岡市小平井3280番地1 

株式会社　松田自動車 岡山県 笠岡市生江浜2061-3 

西海岸　笠岡店 岡山県 笠岡市富岡114-4 （コムプラザ笠岡内）

ヘアーサロン原野 岡山県 玉野市木目1345-5 

ママドライ駅前店 岡山県 高梁市旭町1306 複合施設1F

福島商店 岡山県 新見市大佐田治部1679-3 

西海岸　真庭店 岡山県 真庭市上河内1133-1 

牧山モータース 岡山県 真庭市上水田3007 

Life style shop Pot 岡山県 真庭市惣188-1 

コスメティック　ラン 岡山県 赤磐市下市473 イズミ山陽店　1F

イーカット倉敷笹沖店 岡山県 倉敷市笹沖1274-1 

2．Resort@笹沖 クレイバー 岡山県 倉敷市笹沖572-5 

有限会社ぷちショップ　文林堂 岡山県 倉敷市山地79-1 

シャン　コスメディア 岡山県 倉敷市児島駅前2-27 パティオ　1F

Ｄress＆ArtＮail　Amie 岡山県 倉敷市児島駅前2-35 トピア　1F

西海岸　倉敷店 岡山県 倉敷市児島下の町2-1576-108 

カルタス瀬戸内 岡山県 倉敷市児島小川1-31-1 

株式会社ウィンロード 岡山県 倉敷市児島上の町3-14-6 

倉敷マスカット自動車学校 岡山県 倉敷市松島1109 

ナマステ・ガネーシャ　倉敷店 岡山県 倉敷市新田2884-6 

倉敷真備店 岡山県 倉敷市真備町川辺88-1 

ラフ　コスメティックス 岡山県 倉敷市神田2-13-1 ニシナ　神田店

イーカット倉敷水島店 岡山県 倉敷市水島高砂町3-11 

イーカット倉敷西阿知店 岡山県 倉敷市西阿知町999-3 

株式会社倉敷プリント 岡山県 倉敷市西中新田314番地13 

ナマステ・ガネーシャ　水島店 岡山県 倉敷市中畝2-12-36 

ダックス　倉敷店 岡山県 倉敷市中島1387-5 

イーカット倉敷中島店 岡山県 倉敷市中島2236-1036 

くるま買取専門店 岡山県 倉敷市中島2370-29 

一品料理・うどん居酒屋　ふじ心 岡山県 倉敷市鶴形1-4-4 

京のきもの　紀久屋　倉敷店 岡山県 倉敷市北浜町8-68-26 

有限会社立龍美掃 岡山県 倉敷市祐安916-1 

お宝発見　津山店 岡山県 津山市河辺字853-1 

ナマステ・ガネーシャ　津山国分寺店 岡山県 津山市国分寺11-1 

ナマステ・ガネーシャ　津山店 岡山県 津山市小田中1857-2 

京のきもの　紀久屋　津山店 岡山県 津山市吹屋町21 アイふきや東棟　2F

株式会社　廃棄物センター 岡山県 津山市二宮870 

有限会社川政商店 岡山県 備前市日生町日生241-73 

片付け堂美作店 岡山県 美作市巨勢369-1 

有限会社モーターショップ安本 岡山県 和気郡和気町日笠上17番地 

有限会社　東栄自動車 広島県 安芸郡熊野町初神2丁目8-8 

ぷちショップ　花房屋 広島県 安芸郡坂町横浜西1-6-6 

株式会社ルームプラス 広島県 安芸郡府中町本町5-13-2 

業務用食品スーパー　岩国店 広島県 岩国市麻里布町7-11-10 

カイロプラクティック　やわらぎ 広島県 呉市焼山中央2-2-19 

ビジネスホテル　ごとう＠NET 広島県 呉市中央1-4-25 

大之木ダイモ　住宅事業部 広島県 呉市中央3-8-21 

ホームセンター　TAK 広島県 呉市中央3-8-21 

ＤＳＳ　呉中通店 広島県 呉市中通1丁目1番1号 

ビリー・ザ・キッド　呉店 広島県 呉市中通り4丁目11-17 

ミートゥー　ゆめタウン呉店 広島県 呉市宝町5-10 ゆめタウン呉店3F

株式会社タイヨー 広島県 広島市安芸区船越南5-11-1 
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ビリー・ザ･キッド　矢野店 広島県 広島市安芸区矢野西1-34-20 

白道会館 広島県 広島市安芸区矢野東1丁目6番3号 

ミートゥープラス　イオンモール広島祇園店 広島県 広島市安佐南区祇園3-2-1-1F 

お好み焼き　鉄板焼き　おこてつ 広島県 広島市安佐南区沼田町伴5652-1 

ビリー・ザ・キッド　大町店 広島県 広島市安佐南区大町東3-11-10 

いっちょう　中筋店 広島県 広島市安佐南区中筋三丁目6-17 

ビリー・ザ・キッド　祇園店 広島県 広島市安佐南区長束1-2-15 

ばくだん屋　八木店 広島県 広島市安佐南区八木1-26-27 

ロン・都　ラクア緑井店 広島県 広島市安佐南区緑井5-22-1 天満屋広島緑井2F

ビリー・ザ･キッド　緑井店 広島県 広島市安佐南区緑井6-2-15 

有限会社クリーニングショップたはら　あさひが丘店 広島県 広島市安佐北区あさひが丘2-2-34 

西海岸　広島店 広島県 広島市安佐北区深川5-30-38 

いっちょう　高陽店 広島県 広島市安佐北区落合南2-2-1 2F

ビリー・ザ・キッド　五日市店 広島県 広島市佐伯区五日市中央2-1-3 

ばくだん屋　五日市店 広島県 広島市佐伯区千同2-1-62 

ＧＡＲＡＧＥ　Ｉ－ＭＡＸ 広島県 広島市西区庚午南1丁目35-28 

ラーメン我馬　三篠本店 広島県 広島市西区三篠町3丁目22-4 フレア21　1F

広島T-SITE　イベント 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

キッチンプロデュース　サンビー　広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

中川政七商店 広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

リンツショコラブティック＆カフェ広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

マルゴデリ 広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

SAMO COFFEE 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ラフィネ　LECT広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

UN DEUX PLANTS 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

イーオン　広島T-SITE校 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

田頭茶舗 LECT店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ドゥ・セー　広島T-SITE 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

山城屋酒店＆CAFE ISOROQ 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ｍａｒｕｎｉ　ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

LA・JOLLA HALE 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

北野エース　広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ソフトバンク広島T-SITE 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

LIVING HOUSE. 広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

果実びより　広島レクト店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ショウダイ ビオ ナチュール 広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

生活の木　広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

JINS　広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2-1-45 LECT広島T-SITE内

ダックス　広島中央店 広島県 広島市西区南観音6-8-23 

占いサロン　るみなりえ 広島県 広島市中区基町11-5 和光紙屋町ビル1F

ばくだん屋　土橋店 広島県 広島市中区堺町2丁目1-3 

レ・モーリア美容室紙屋町店 広島県 広島市中区紙屋町2-2-6 サンモール横

STUDIO FLEX 広島県 広島市中区紙屋町2-3-20-6F 

株式会社富士不動産販売 広島県 広島市中区舟入南1-10-20 

ばくだん屋　新天地店 広島県 広島市中区新天地2-12 トーソク新天地ビル

ミートゥープラス　シャレオ店 広島県 広島市中区大手町1丁目　地下街西通り414号 

賃貸住宅サービスFC八丁堀店 広島県 広島市中区鉄砲町8-15 フィエルメンテ1階

オリエンタルホテル広島 広島県 広島市中区田中町6-10 

多山文具　本通ヒルズ店 広島県 広島市中区本通8-23 本通ヒルズ3F

西海岸ANCHOR 広島店 広島県 広島市中区立町2-4 サンタックビル1F

ビリー・ザ・キッド　流川店 広島県 広島市中区流川町5-17 

ばくだん屋　流川店 広島県 広島市中区流川町6-1 千成屋ビル1F

ビリー・ザ･キッド　愛宕店 広島県 広島市東区愛宕町8-26 

西海岸　フォレオ広島東店 広島県 広島市東区温品1-3-2 フォレオ東広島１Ｆ

株式会社　ナカガワ 広島県 広島市東区牛田南1-8-18 

株式会社恵実 広島県 広島市東区若草町6-14 第2新原ビル1階

カーコンビニ倶楽部　開栄自動車工業　曙店 広島県 広島市東区曙4-2-32 

ビリー・ザ・キッド中山店 広島県 広島市東区中山東1-1-15 
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ミートゥープレミアムエステティック 広島県 広島市東区二葉の里3丁目5-7 グラノード広島2F

業務用食品スーパー　宇品店 広島県 広島市南区宇品西2丁目7-26 

INSIST by RON MIYAKO　ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島2F

ミートゥープラス　ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区皆実町2丁目8-17 ゆめタウン広島3F

フードグラン　ニチエー　EKICITY広島店 広島県 広島市南区松原町 3-1-1 

イーオン　エキシティ広島校 広島県 広島市南区松原町 3-1-1 エディオン蔦屋家電3F

verde CHIOSCO　エディオン蔦屋家電店 広島県 広島市南区松原町3-1-1 

LE GARAGEエディオン蔦屋家電店 広島県 広島市南区松原町3-1-1 エキシティー広島1F

ばくだん屋　松川町店 広島県 広島市南区松川町2-25 

ナヒロ 広島県 江田島市大柿町大原481 

ミートゥー　フジグラン三原店 広島県 三原市円一町1丁目1-7 フジグラン三原店1F

片付け堂世羅店 広島県 三原市久井町坂井原10253番地6 

有限会社　グリーンアース 広島県 三原市久井町坂井原253 

ミートゥー　三次店 広島県 三次市十日市東1-2-43 ヴァインケラービル2F

株式会社　三次衛生工業社 広島県 三次市東酒屋町1394-1 

株式会社　原田自動車鈑金塗装 広島県 世羅郡世羅町大字本郷906-2 

西海岸　東広島店 広島県 東広島市高屋町杵原1776 

ミートゥープラス　フジグラン東広島店 広島県 東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島2F

カーコンビニ倶楽部　コトブキ 広島県 東広島市西条町寺家5490 

ビリー・ザ・キッド　西条店 広島県 東広島市西条町寺家友松4717 

有限会社サンブルーサン 広島県 東広島市西条町大沢1140 

ダックス　東広島店 広島県 東広島市西条町土与丸435 

とんぼ 広島県 東広島市西条町土与丸4-650-2 

株式会社廿日市クリーナー 広島県 廿日市市下平良2-1-10 

ミートゥープラス　ゆめタウン廿日市店 広島県 廿日市市下平良2丁目2-1 ゆめタウン廿日市店2F

宮島包ヶ浦自然公園 広島県 廿日市市宮島町1195 

スズキアリーナ廿日市　本店　車検の速太郎 広島県 廿日市市宮内382 

オートプラン 広島県 廿日市市平良1丁目5-46 

博多ラーメン味の蔵　尾道店 広島県 尾道市栗原町8553-1 

株式会社　岡田建設 広島県 尾道市向東町8885番地18 

有限会社オオタ産業 広島県 尾道市東尾道15-17 

株式会社　アイ・デジット 広島県 府中市上下町上下1004-3 

ナマステ・ガネーシャ　駅家店 広島県 福山市駅家町倉光140-1 

有限会社カーテック 広島県 福山市加茂町大字下加茂28-3 

プラスエフ 広島県 福山市高西町4-3-61 TSUTAYA啓文社福山西店

スズキアリーナ　福山中央 広島県 福山市三吉町５－６－３５ 

toi，toi，toi 広島県 福山市曙町3-30-3 

カーコンビニ倶楽部　ネットウェーブ 広島県 福山市曙町4丁目3-2 

天霧　松永店 広島県 福山市松永町5-5-25 

エリーゼ 広島県 福山市沼隈町草深1981-1 ハローズ沼南店内　エリーゼ

有限会社　三吉鈑金塗装工業 広島県 福山市新涯町2丁目6-18 

寝具のこだま 広島県 福山市新市町戸手133-5 

株式会社佐藤石工苑 広島県 福山市新市町新市1255-2 

有限会社　オートセンターエーワン 広島県 福山市神戸町新徳田245 

株式会社　かこ川商店 広島県 福山市神南辺町南636-1 

カットサロンピープル　神辺店 広島県 福山市神辺町十三軒屋152-1 

有限会社生必クリーナー 広島県 福山市神辺町川南1349-1 

カーコンビニ倶楽部　ピュアオート 広島県 福山市神辺町川北1107-7 

株式会社　車のタンチ 広島県 福山市神辺町大字下竹田499番地の4 

博多ラーメン味の蔵 サファ 福山本店 広島県 福山市瀬戸町山北300 

天霧　瀬戸店 広島県 福山市瀬戸町山北512 

西海岸　福山店 広島県 福山市瀬戸町大字山北300 

カーコンビニ倶楽部　Ｒａｐｐｙ 広島県 福山市南蔵王町2丁目10番11号 

ミートゥープラス　ゆめタウン蔵王店 広島県 福山市南蔵王町5丁目9-18 ゆめタウン蔵王3F

ミートゥープラス　ゆめタウン宇部店 山口県 宇部市黒石北3-4-1 ゆめタウン宇部店2F

カーテクノワダ 山口県 宇部市寿町1丁目2-20 

ビジネスホテル新川 山口県 宇部市上町1丁目5-4 

株式会社エコプラン 山口県 下関市綾羅木本町7-17-13 
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メガネのヨネザワ　下関東駅店 山口県 下関市羽山町4-1 

株式会社　カラトクリーニング　後田店 山口県 下関市後田町5丁目1-14 

株式会社飛鳥会館 山口県 下関市山の田本町17番10号 

カーショップイーグル 山口県 下関市松屋東町2-2-6 

有限会社清水左官店 山口県 下関市大坪本町45-12 

ミートゥー　シーモール下関店 山口県 下関市竹崎町4-4-8 シーモール下関　専門店街3F

西海岸　下関店 山口県 下関市長府江下町2-5 

ライス＆ミルク上村 山口県 下関市彦島江の浦町3-5-12 

株式会社　カラトクリーニング　幡生口店 山口県 下関市武久町1丁目41-1 

有限会社　ハヤシ装飾 山口県 下松市青柳1丁目1番35号 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン下松店 山口県 下松市中央町21-3

ミートゥープラス　ゆめタウン下松店 山口県 下松市中央町21-3 ゆめタウン下松4F

株式会社ヴィーテック 山口県 下松市望町4-1-5 

有限会社　藤井自動車板金塗装 山口県 岩国市室の木町1-5-20 

ミートゥー　ゆめタウン南岩国店 山口県 岩国市南岩国町1丁目20-30 ゆめタウン南岩国店2F

株式会社　大島商会 山口県 熊毛郡田布施町大字別府1690-1 

ヘアースタジオ髪工房 山口県 熊毛郡田布施町大字麻郷3035-24 

株式会社　エイコー 山口県 光市中島田2丁目19番地1号 

メガネのヨネザワイオン光店 山口県 光市木園1756－1 イオン光1F

メガネのヨネザワ　サンパークあじす店 山口県 山口市阿知須4825番地1 

湯田自動車学校 山口県 山口市葵2丁目4-55 

オゾンクリーニングのきょくとうファディ山口店 山口県 山口市維新公園5-2-11 

石川石材店 山口県 山口市吉田2257 

マンガ倉庫　山口店 山口県 山口市吉敷下東3丁目3番10号 

株式会社山口県小郡自動車学校 山口県 山口市小郡下郷768 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン山口店 山口県 山口市大内御堀1302-1 

ミートゥー　ゆめタウン山口店 山口県 山口市大内千坊6丁目9-1 ゆめタウン山口店2F

株式会社　ＴＡＭＡＲＵ 山口県 山口市大内問田3丁目23-23 

Happy Wan 山口店 山口県 山口市大内矢田南1-1-1 

SARA　山口店 山口県 山口市道場門前2-2-5 

エクストールイン山陽小野田厚狭駅前 山口県 山陽小野田市厚狭1丁目36-4 

SARA　徳山店 山口県 周南市若宮町2-26 

木本商事株式会社 山口県 周南市代々木通り1-10 

メガネのヨネザワ　イオンタウン周南久米店 山口県 周南市大字久米2867 

東洋ボデー　株式会社 山口県 周南市大字栗屋786-8 

リユースブランドMEDAKA 山口県 周南市二番町2丁目4124-5 ホワイトビル1F

オゾンクリーニングのきょくとう防府マーシー店 山口県 防府市寿町2-16 

メガネのヨネザワ　イオン防府店 山口県 防府市中央町1-3 

エミアス　防府支店 山口県 防府市八王子2丁目3-6 三洋興産ビル　1F

内海漁具店 山口県 柳井市新市沖2番11号 

モリオート　有限会社 徳島県 海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷144-1 

ヤングドライ　キョーエイ国府店 徳島県 徳島市国府町早淵字池久保41-1 

有限会社富田洋品店 徳島県 徳島市佐古五番町2-20 

ホワイト急便　ヤングドライ佐古六番町店 徳島県 徳島市佐古六番町5-1 

洗濯一番　西新浜店 徳島県 徳島市西新浜2-3-62 

ホワイト急便　ヤングドライ　川内ヤングドライ工場前 徳島県 徳島市川内町平石夷野45-3 

ホワイト急便　ヤングドライ徳島工場前店 徳島県 徳島市南末広町1-5 

リブライフホームズ株式会社 徳島県 徳島市南矢三町2-1-68 

ホワイト急便　ヤングドライmac矢三店 徳島県 徳島市南矢三町3-5-43 

ホワイト急便　ヤングドライ二軒屋店 徳島県 徳島市二軒屋町2-17 

洗濯一番　八万店 徳島県 徳島市八万町弐丈36 

ホワイト急便　ヤングドライ　コスモス城北高校前店 徳島県 徳島市北田宮4丁目812-1 

洗濯一番　松茂店 徳島県 板野郡松茂町広島中ハリ3-1 

ヤングドライ　キョーエイ北島店 徳島県 板野郡北島町江尻小分18 

洗濯一番　北島店 徳島県 板野郡北島町鯛浜原35-2 

洗濯一番　藍住店 徳島県 板野郡藍住町東中富字長江傍示42 

板野鮮魚店 徳島県 板野郡藍住町矢上字西10-1 

萬坊 徳島県 板野郡藍住町矢上字西160-92 
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有限会社　ハリカ　徳島穴吹店 徳島県 美馬市穴吹町三島字小島875-7 

ピカ1洗濯　石井店 徳島県 名西郡石井町石井字石井661-1 

ドリームガレージ 香川県 さぬき市津田町鶴羽2291-25 

せいけつ家族店 香川県 綾歌郡宇多津町浜八番丁122-1 

ヤングドライ　トマト店 香川県 観音寺市坂本町7-11-27 

ホワイト急便　ヤングドライ観音寺中央店 香川県 観音寺市植田町字東下1717-1 

ホワイト急便　ヤングドライ　マルヨシ観音寺店 香川県 観音寺市植田町南原1017 

ヤングドライ ピカソこんぴら街道店 香川県 丸亀市綾歌町栗熊西字窪田913-1 

ホワイト急便　ヤングドライ郡家店 香川県 丸亀市郡家町2050-1 

有限会社　行成建材 香川県 丸亀市郡家町2384番地の2 

ホワイト急便　ヤングドライ　フジ丸亀店 香川県 丸亀市川西町南1280-1 

香音 香川県 丸亀市大手町3-11-10 

洗濯No.1　丸亀店 香川県 丸亀市中府町1-6-20 

ヤングドライ　ハローズ善通寺店 香川県 丸亀市中府町2-7-8 

ナマステ・ガネーシャ　丸亀店 香川県 丸亀市田村町962-1 

ホワイト急便　ヤングドライ飯山店 香川県 丸亀市飯山町川原870-1 

ゲストハウス瀬戸音十庵 香川県 高松市庵治町5983-1

ゴールデンタイム高松 香川県 高松市瓦町2-1-7 

TAKAMATSU 290 BAR 香川県 高松市丸亀町6-1 フェスタ1ビル2階

有限会社　大成造園 香川県 高松市鬼無町佐藤589-2 

片付け堂高松店 香川県 高松市香川町川東下1854-1 

株式会社Kagamihara 香川県 高松市三谷町4870-1 

夕凪の湯HOTEL花樹海 香川県 高松市西宝町3-5-10 

ホテル川六　エルステージ高松 香川県 高松市百間町1-2 

リュウマンホールディング　株式会社 香川県 高松市林町2138-1 

ホワイト急便　ヤングドライ川津店 香川県 坂出市川津町3645-1 

ホワイト急便　ヤングドライ坂出店 香川県 坂出市入船町1-1-8 

ホワイト急便　ヤングドライ　ラ・ムー店 香川県 坂出市入船町2-1-8 

ヤングドライ　高瀬店 香川県 三豊市高瀬町下勝間2444-1 

中西自動車 香川県 三豊市財田町財田上4079-1 

山一商会 香川県 三豊市豊中町上高野1975-16 

ホワイト急便　ヤングドライ　マルナカ豊中店 香川県 三豊市豊中町本山甲944 

洗濯一番　詫間店 香川県 三豊市詫間町松崎2780-507 

ヤングドライ ピカソ詫間店 香川県 三豊市詫間町詫間6781-2 

ホワイト急便　ヤングドライ丸亀工場前店 香川県 善通寺市金蔵寺町1061-１ 

ホワイト急便　ヤングドライ　マルヨシ善通寺店 香川県 善通寺市上吉田町8-8-3 

ホワイト急便　ヤングドライ　マルヨシまんのう店 香川県 仲多度郡まんのう町吉野下212 

ホワイト急便　ヤングドライ多度津店 香川県 仲多度郡多度津町京町5-31 

日昭株式会社 四国支店 香川県 東かがわ市引田1665-1 

オートマックス　本店 香川県 東かがわ市落合122-1 

ワークハウスセーラー松前店 愛媛県 伊予郡松前町西古泉278-1 

株式会社　ライジングソリューションズ 愛媛県 伊予市下三谷725-1 

ブックランド宇和島店 愛媛県 宇和島市弁天町３丁目1-1 

永井双輪 愛媛県 今治市松木165-1 

トランク　ヘア　デザイン 愛媛県 今治市常盤町8-3-18 

美容室　Wish 愛媛県 今治市野間甲1208-7 

ホワイト急便　ヤングドライ車deクリーニング寒川店 愛媛県 四国中央市寒川町426-1 

ヤングドライ　フジグラン川之江 愛媛県 四国中央市妻鳥町1136-1 

ホワイト急便　ヤングドライ川之江工場前店 愛媛県 四国中央市妻鳥町加地家769-2 

ヤングドライ　フジ三島 愛媛県 四国中央市三島中央1-1-15 

ヤングドライ　フジ川之江 愛媛県 四国中央市川之江町1920-1 

小泉家具　有限会社 愛媛県 松山市萱町1-4-7 

株式会社えるく 愛媛県 松山市千舟町3-3-8 

ＢＳアクアビューティー 愛媛県 松山市束本2丁目12番26号 

株式会社MCM 愛媛県 松山市竹原4丁目10-31 

株式会社　ホテル椿館 愛媛県 松山市道後鷺谷町5-32 

片付け堂松山店 愛媛県 松山市南吉田町2384-1 

ワークハウスセーラー松山店 愛媛県 松山市南江戸3-3-17 
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ミッキークリーニング　マック畑寺店 愛媛県 松山市畑寺4丁目220-3 

ミッキークリーニング　マック富久店 愛媛県 松山市富久町430-2 

スカイパークレンタカー 愛媛県 松山市北吉田町1018-1 

有限会社愛車工房 愛媛県 松山市余戸西3丁目10-46 

カフェ　グラート（cafe grato） 愛媛県 松山市余戸東5-3-7 

ホワイト急便　ヤングドライ横水店 愛媛県 新居浜市横水町1-8 

ホワイト急便　ヤングドライ駅西店 愛媛県 新居浜市坂井町1-7-46 

ヤングドライフジ新居浜駅前店 愛媛県 新居浜市坂井町2-3-8 

新せんたく館 愛媛県 新居浜市寿町1-50 

ヤングドライフジ店 愛媛県 新居浜市新須賀町2-10-7 

ホワイト急便　ヤングドライ西の土居店 愛媛県 新居浜市西の土居町1-7-1 

ヤングドライ山根店 愛媛県 新居浜市西連寺町2-6-30 

ホワイト急便　ヤングドライ新居浜工場前 愛媛県 新居浜市泉宮町3-3 

Cre de La paix 愛媛県 新居浜市船木甲4339-3 

ヤングドライ　中萩店 愛媛県 新居浜市中萩町1-37 

洗濯一番　川東店 愛媛県 新居浜市東雲町2-3-10 

ヤングドライフジ本郷店 愛媛県 新居浜市本郷1-2-41 

株式会社　イナミコーポレーション 愛媛県 西条市ひうち6番地12 

ホワイト急便　ヤングドライ喜多川店 愛媛県 西条市喜多川369-6 

クイックカット　西条店 愛媛県 西条市玉津465-1 フジ玉津店内

株式会社さんぱつ仕事人　西条店 愛媛県 西条市古川甲323-1 

洗濯一番　朔日市店 愛媛県 西条市朔日市296 

洗濯一番　三津屋店 愛媛県 西条市三津屋東37-2 

ヤングドライマルナカ東予店 愛媛県 西条市周布191 

大屋でんき株式会社 愛媛県 西条市西田甲590番地2 

養老の瀧 西条店 愛媛県 西条市大町1641-2 

ヤングドライ横黒店 愛媛県 西条市大町534-1 

株式会社　マーク住研 愛媛県 西条市大町704-1 

エクストールイン西条駅前 愛媛県 西条市大町771-1 

ひらのゴルフパーク300 愛媛県 大洲市平野町野田乙708-1 

ワークハウスセーラー重信店 愛媛県 東温市野田1-30-3 

保内ボウル 愛媛県 八幡浜市保内町宮内1-5-1 

オリジンクリスタル 高知県 香南市野市町西野1986 

株式会社四国不動産 高知県 高知市愛宕2丁目20-12 

クランビー 高知県 高知市愛宕町1-9-3 竹田ビル2Ｆ

クリスタルカーネオ 高知県 高知市旭町2-32 旭ビル31号室

有限会社　城東自動車 高知県 高知市一宮南町1丁目13番11号 

八剣伝　横内店 高知県 高知市横内467-1 

有限会社グランドワークス 高知県 高知市横浜新町5-31-2 

お宝市場　満Ｑ 高知県 高知市葛島2-332-2 

八剣伝　朝倉店 高知県 高知市鴨部891-5 MTビル1F

株式会社　ＣＨＦ 高知県 高知市鴨部上町7-13 

高知県立武道館 高知県 高知市丸ノ内一丁目8-3 

高知県立弓道場 高知県 高知市高そね12番1号 

高知県立県民体育館 高知県 高知市桟橋通2丁目1番53号 

宮地自動車工業　株式会社 高知県 高知市春野町東諸木208 

株式会社K-1GARAGE 高知県 高知市春野町東諸木443番地1 

春野総合運動公園 高知県 高知市春野町芳原2485番地 

株式会社セントカーズ 高知県 高知市大津甲522 

三代目ときやま商店 高知県 高知市中久万238-4 高知蔦屋書店1F

サブウェイ　中万々店 高知県 高知市中万々809 

ヤツデ・ファクトリー株式会社 高知県 高知市朝倉己1152-99 

ブライトパークホテル 高知県 高知市追手筋1-5-13 

ウェルカムホテル　高知 高知県 高知市追手筋1-8-25 

高知整体療院 高知県 高知市東雲町2-11 

はりまや橋　寿し柳 高知県 高知市南はりまや町1-2-20 

ライフスタイルショップ　CARNA 高知県 高知市南久保10-26 

芋屋金次郎　卸団地店 高知県 高知市南久保14-25 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

Red clover 高知県 高知市南久保15-38 PLACE air

コマドリ卸団地店 高知県 高知市南久保9-6 

自然派薬膳カレー　ゆうき堂 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

いちごいちえ 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

MARU雑貨 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

カルディコーヒーファーム　高知蔦屋書店 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

デュロックマン56 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

まんしゅう　高知蔦屋書店 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

OSEWAYA 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

Haulea by RT 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

イソップの台所 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

natural care HIGAKI 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

マルゴデリ高知蔦屋書店 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

UN DEUX PLANTS 高知県 高知市南御座6-10 高知蔦屋書店内

アイユート 高知県 高知市南御座7-36号 

made snooze 高知県 高知市南御座7-40 

大阪王将　高知南川添店 高知県 高知市北川添20番28号 

株式会社　酒井建設 高知県 高知市薊野北町1丁目8番41号 

京のきもの　紀久屋　四万十店 高知県 四万十市具同3193-1 四万十ショッピングガーデン内

有限会社　仙頭車輛 高知県 室戸市吉良川町丙250-1 

酒の館くにさわ清水店 高知県 土佐清水市汐見町23-11 

有限会社　住吉モータース 高知県 南国市篠原1778番地の2 

株式会社　ＰＲＯ　ＴＥＣＨ　タケチ 高知県 南国市十市1627-5 

有限会社中村自動車整備工場 高知県 南国市大そね甲317-1 

メガネのヨネザワ　ゆめマートうきは 福岡県 うきは市吉井町千年153 

メガネのヨネザワ　吉井店 福岡県 うきは市吉井町大字生葉624-1 

メガネのヨネザワ　遠賀店 福岡県 遠賀郡遠賀町松の本2-19-25 

ランドリープレス海老津店 福岡県 遠賀郡岡垣町海老津駅前13-2 

高松産業株式会社　ホームライフ事業部 福岡県 遠賀郡水巻町猪熊10-2-25 

西海岸 桂川店 福岡県 嘉穂郡桂川町大字寿命89-4 

メガネのヨネザワ　宮ノ陣店 福岡県 久留米市宮ノ陣3丁目2-32 

西海岸　久留米店 福岡県 久留米市国分町1613-1 

志賀ガス株式会社 福岡県 久留米市寺町84 

塚本商店 福岡県 久留米市城島町城島243 

ジュンズオプティカル 福岡県 久留米市諏訪野町1762-27 

マンガ倉庫豆津バイパス店 福岡県 久留米市大石町262-2 

MAISON BLANCHE ANNE 福岡県 久留米市天神町8 リベール2F

FROM HEART 福岡県 久留米市天神町8 リベール2F

あけぼのや 福岡県 久留米市田主丸町田主丸432

マンガ倉庫　久留米店 福岡県 久留米市東合川6丁目1番15号 

GALERIE ANNE ANNEX 福岡県 久留米市東町26-19 

GALERIE ANNE 福岡県 久留米市東町26-6 

GALERIE ANNE SALON 福岡県 久留米市東町26-6 ギャルリーアンネ３階

久留米ホテル　エスプリ 福岡県 久留米市東町339 

株式会社　花畠自動車整備工場 福岡県 久留米市藤光町108-1 

メガネのヨネザワ　サンリブ久留米店 福岡県 久留米市野中町1411-1 

メガネのヨネザワ　久留米上津店 福岡県 久留米市野伏間1-5-21 

ANNE KURUME CITY PLAZA 福岡県 久留米市六ツ門町8-1 久留米シティプラザ8番街区1F

株式会社　来島自動車 福岡県 宮若市長井鶴204番地2 

オゾンクリーニングのきょくとう　古賀中央店 福岡県 古賀市中央3-2-5 

SARA Beauty Sight 古賀店 福岡県 古賀市舞の里3-15-5 

西海岸　行橋店 福岡県 行橋市行事2丁目11-15 

メガネのヨネザワゆめタウン南行橋店 福岡県 行橋市北泉3-3-3 

有限会社　新生モータース 福岡県 糸島市荻浦496-2 

メガネのヨネザワ　前原美咲が丘店 福岡県 糸島市荻浦497-1 

ペットサロン・メイプル 福岡県 糸島市高田4-1-1 

トリミングサロン　ダンドゥビ 福岡県 糸島市波多江駅北3-22-8 

メガネのヨネザワ　くりえいと宗像店 福岡県 宗像市くりえいと1-5-3 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ふじいコンタクト 福岡県 宗像市くりえいと2-3-6 

ランドリープレス　くりえいと宗像店 福岡県 宗像市くりえいと2丁目4-30 

オゾンクリーニングのきょくとうマックスバリュくりえいと宗像店福岡県 宗像市くりえいと3-3-20 

グローバルアリーナ　ショップ楡の森 福岡県 宗像市吉留46-1 

グローバルアリーナ　グリーングラスベーカリー 福岡県 宗像市吉留46-1 

グローバルアリーナ　和食さくら 福岡県 宗像市吉留46-1 

グローバルアリーナ　レストランGAクラブ 福岡県 宗像市吉留46-1 

メガネのヨネザワ　トリアーダ宗像店 福岡県 宗像市光岡284 

西海岸　宗像店 福岡県 宗像市大字王丸字出口427-6 

株式会社リフォームイレブン 福岡県 宗像市田熊1-4-20 

金沢屋　宗像店 福岡県 宗像市名残1033 

株式会社　お掃除でつくるやさしい未来 福岡県 春日市一の谷1-135 

視力屋　めがね物語 福岡県 春日市紅葉ケ丘東3-93 

フォンターナ　春日店 福岡県 春日市春日5-17 ザ・モール春日1F

ランドリープレス昇町店 福岡県 春日市昇町3-218 

shampoo house PEACE DOG 福岡県 春日市上白水1311-72 豊洲ビル1F

SARA Beauty Sight 春日店 福岡県 春日市惣利1-1-1 

美容室　えむあーる 福岡県 春日市惣利1-56 トラスト５号

ステップハウス 福岡県 春日市惣利2-48 

コッペリア 福岡県 春日市白水ケ丘5-68 

西海岸　春日店 福岡県 春日市平田台１丁目140 

メガネのヨネザワ　イオン小郡店 福岡県 小郡市大保字弓場110 

ヨネザワコンタクト　宇美店 福岡県 糟屋郡宇美町宇美4-1-3 

フルバック 福岡県 糟屋郡宇美町光正寺1-2-1 

SARA Beauty Sight 志免店 福岡県 糟屋郡志免町志免中央3-5-26 

ｇｒｏｏｍｉｎｇ　ｇａｒｄｅｎ 福岡県 糟屋郡志免町志免中央4-11-17 

メガネのヨネザワ　志免店 福岡県 糟屋郡志免町志免中央4-7-26 

OASIS CLOTHING 福岡県 糟屋郡志免町田富1-1-1

博多引越本舗 福岡県 糟屋郡志免町別府3-13-3 

SARA 新宮店 福岡県 糟屋郡新宮町新宮東3-13-17 

マンガ倉庫  太宰府店 福岡県 太宰府市青葉台3-26-13 

ＴＨＥ　アルカディア太宰府 福岡県 太宰府市大字内山470-1 

有限会社　総販 福岡県 大川市一木727-1 

メガネのヨネザワ　大川市役所通店 福岡県 大川市大字郷原577-1 

西海岸　大川店 福岡県 大川市大字三丸1489-1 

スタードッグス　大牟田店 福岡県 大牟田市旭町2-28-1 ゆめタウン大牟田　別館

アンソレイユ　大牟田店 福岡県 大牟田市旭町2-28-1 ゆめタウン大牟田2F

メガネのヨネザワゆめタウン大牟田店 福岡県 大牟田市旭町2-28-1 ゆめタウン大牟田店1F

有明コンタクト 福岡県 大牟田市船津町450-1 

西海岸　大牟田店 福岡県 大牟田市倉永1006 

メガネのヨネザワ　大牟田吉野店 福岡県 大牟田市大字吉野950-1 

メガネのヨネザワ　イオンモール大牟田店 福岡県 大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田ショッピングセンター　1F

ヨネザワコンタクト　下大利店 福岡県 大野城市下大利1-4-20 オリエンタル山繁ビル　1F

オゾンクリーニングのきょくとう瓦田１丁目店 福岡県 大野城市瓦田1-14-35 

オゾンクリーニングのきょくとう日の浦店 福岡県 大野城市上大利4-6-27 

ワイ・プラス　大野城南ヶ丘店 福岡県 大野城市緑ケ丘3-18-13 

クリーニングしらとり　椎田ルミエール店 福岡県 築上郡築上町東八田136-1 

西海岸　筑後店 福岡県 筑後市熊野171-3 

ホテルアベニュー筑後 福岡県 筑後市山ノ井松原213-1 

HYGGE　ヒュッゲメガネコンタクト 福岡県 筑後市前津60－1 

メガネのヨネザワ ゆめモール筑後店 福岡県 筑後市前津土地区画整理事業区域内１０画地 

ピュアコンタクト 福岡県 筑後市大字長浜2360-2 

パンカフェ　ル・パン 福岡県 筑後市長浜2052-1 アクセス第7ビル　1F・2F

ランドリープレス　那珂川店 福岡県 筑紫郡那珂川町今光2丁目68-1 

福翊株式会社 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄2-124 

まんかい 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄8-136 

PEACE DOG 福岡県 筑紫野市永岡948-1 

有限会社創光リサイクル 福岡県 筑紫野市岡田3-10-3 
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ドトールコーヒーショップ　シュロアモール筑紫野店 福岡県 筑紫野市原田836-6 

松尾米穀　有限会社 福岡県 筑紫野市紫1-25-2 

HAIR MAKE Jerme 福岡県 筑紫野市石崎1-10-7 塚原ビル　1F

寝具インテリア　やない 福岡県 筑紫野市二日市中央3-7-3 

メガネのヨネザワ　筑前店 福岡県 朝倉郡筑前町依井492-1 

ホテルグランスパアベニュー 福岡県 朝倉市甘木1677-2 

マンガ倉庫　甘木店 福岡県 朝倉市甘木252-1 

オゾンクリーニングのきょくとうマックスバリュ直方新入店 福岡県 直方市大字下新入字上中曽根508-7 

10分100円～100円レンタカー福岡田川店 福岡県 田川郡川崎町大字田原1158-1 

頭金0円でも新車に乗れる！有限会社エフテック 福岡県 田川郡川崎町大字田原1158-1 

株式会社ケンタツ 福岡県 田川市大字伊田2738-2 

Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｇｕｒｕｓ 福岡県 那珂川市五郎丸3-5-10 

オゾンクリーニングのきょくとう那珂川工場店 福岡県 那珂川市今光1-62 

ＢｏｏＢｏｏ．ｃｏｍ 福岡県 那珂川市今光6-66-1 

ダイユー工業 福岡県 那珂川市上梶原51-185 

やきとり東洋 福岡県 那珂川市片縄1丁目141 

オゾンクリーニングのきょくとうダイソー片縄店 福岡県 那珂川市片縄西5-3-22 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン八女店 福岡県 八女市蒲原988-28 ゆめタウン　1F

川口金水園 福岡県 八女市黒木町本分1134-1 

メガネのヨネザワ　八女店 福岡県 八女市大字大島73-2 

ドトールコーヒーショップ　八女店 福岡県 八女市大島182-1 

マンガ倉庫 飯塚店 福岡県 飯塚市楽市770-1 

川筋 福岡県 飯塚市吉原町9-10 

メガネのヨネザワ　飯塚幸袋店 福岡県 飯塚市大字幸袋464-1 

ヨネザワコンタクト　油山店 福岡県 福岡市城南区東油山1-2-22 

有限会社　渡辺モータース 福岡県 福岡市城南区飯倉1-7-21 

オゾンクリーニングのきょくとう　ペリカン倶楽部　レッドキャベツ友丘店福岡県 福岡市城南区友丘2-3-8 

三興バルブ継手　株式会社　西営業所 福岡県 福岡市西区愛宕1丁目16の28 

メガネのヨネザワ　今宿店 福岡県 福岡市西区横浜1-28-1 

西海岸　今宿店 福岡県 福岡市西区横浜１丁目28-4 

カレン　木の葉モール橋本店 福岡県 福岡市西区橋本2-27-2 木の葉モール橋本2Ｆ

SARA Beauty Sight 九大学研都市店 福岡県 福岡市西区女原北7-8 

ランドリープレス　石丸店 福岡県 福岡市西区石丸3-38-14 

西海岸　福岡伊都店 福岡県 福岡市西区徳永北12-19

メガネのヨネザワ　ウエストコート姪浜店 福岡県 福岡市西区内浜1-7-3 

ランドリープレス 福重店 福岡県 福岡市西区福重5－4－7 

メガネのヨネザワ マリナタウン店 福岡県 福岡市西区豊浜3-1-10 イオンマリナタウン2F

カレン　伊都店 福岡県 福岡市西区北原1-9-7 Y’sガーデン伊都2Ｆ

陽風　居座家屋　はるき 福岡県 福岡市西区姪の浜3-25-3 

オゾンクリーニングのきょくとう姪浜4丁目店 福岡県 福岡市西区姪の浜4-13-20 

はちのぱん 福岡県 福岡市西区姪浜駅南2-25-43 

オゾンクリーニングのきょくとう賀茂工場店 福岡県 福岡市早良区賀茂3-3-4 

オゾンクリーニングのきょくとう　ペリカン倶楽部　レッドキャベツ干隈店福岡県 福岡市早良区干隈2-42 

メガネのヨネザワ　イオン原店 福岡県 福岡市早良区原6-27-52 

１００円クリーニングコインズ　荒江店 福岡県 福岡市早良区荒江2丁目12-1 吉正ビル　1Ｆ

hair room Gurico 福岡県 福岡市早良区高取1-6-10 

クリーニングのペリカン倶楽部　西新南店 福岡県 福岡市早良区城西3-22-31 

クリーニングのペリカン倶楽部　西新店 福岡県 福岡市早良区西新1-8-16 

賃貸住宅サービスFC西新店 福岡県 福岡市早良区西新1-9-19 

クリーニングのペリカン倶楽部　西新パレス店 福岡県 福岡市早良区西新2-221-3 西新パレスビル内

西海岸ANCHOR　西新店 福岡県 福岡市早良区西新4-9-23 立花ビル　1階

クリーニングのペリカン倶楽部　テングッドシティ店 福岡県 福岡市早良区祖原1-1 

株式会社　髙岡 福岡県 福岡市早良区早良6-14-14 

shodai bio nature 飯倉本店 福岡県 福岡市早良区飯倉2-9-39 尾形ビル1階

キッズスタジオＭＡＲＭ 福岡県 福岡市早良区野芥2-1-63 

ランドリープレス警固店 福岡県 福岡市中央区警固2-13-21 

ランドリープレス　港店 福岡県 福岡市中央区港1丁目2-18 ディーウイング　ハーバービュータワー1F

steak lounge Ren 煉 今泉店 福岡県 福岡市中央区今泉1-18-25 季離宮上2F



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

賃貸住宅サービスFC西鉄天神店 福岡県 福岡市中央区今泉1-21-6 ジェンテビル1F

株式会社フェイス 福岡県 福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠606

カレン　天神本店 福岡県 福岡市中央区今泉１丁目１１－５ ロクラス今泉 8F

ウオッチタウン　笹丘店 福岡県 福岡市中央区笹丘1-28-74 イオンスタイル笹丘店1F

コア　フュール・シェヴー 福岡県 福岡市中央区小笹5-5-20 

株式会社ランドバンクシステム 福岡県 福岡市中央区大濠公園2-35 THE APARTMENT80

ペリカン倶楽部大手門３丁目店 福岡県 福岡市中央区大手門3-8-17 

＃FR2　Fukuoka 福岡県 福岡市中央区大名1-1-3 石井ビル1階　101-B号室

SARA BEAUTY × LIFESTYLE 福岡県 福岡市中央区大名1-15-33 福岡セントラルビル2F

オーシャンブルー　福岡店 福岡県 福岡市中央区大名1-3-32 ラ・コルテ大名６F

エクセレントアイラッシュ　福岡店 福岡県 福岡市中央区大名1-3-32 ラ・コルテ大名６F

西海岸ANCHOR　大名店 福岡県 福岡市中央区大名１丁目12-5 アぺゼビル1F

カーノトゥモロー 福岡県 福岡市中央区大名2-3-3 ラピスラズリ205

ペリカン倶楽部　地行店 福岡県 福岡市中央区地行2-1-7 

IDEAL 植物生活 oniduka-style 福岡県 福岡市中央区地行浜2-2-1 MARK IS福岡ももち TSUTAYA BOOKSTORE内

ＵＮｉＣＡＳＥ　ラシック福岡天神 福岡県 福岡市中央区天神 2-1-1 福岡三越　B1F

さばえめがね館　福岡天神地下街店 福岡県 福岡市中央区天神2 天神地下街西5番街

ＵＮｉＣＡＳＥ　福岡パルコ 福岡県 福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ　3F　306区画

西海岸Ruby’s 福岡パルコ店 福岡県 福岡市中央区天神2-11-1 本館４階

メガネのヨネザワ 天神地下街店 福岡県 福岡市中央区天神2丁目 天神地下街東10番街043区画

西海岸Ruby’ｓ 西通り店 福岡県 福岡市中央区天神2丁目61 

アトリエ　鏡絵 福岡県 福岡市中央区天神3-9-10-401 

株式会社三森屋電気ビル店 福岡県 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル本館Ｂ1Ｆ

module渡辺通り店 福岡県 福岡市中央区渡辺通2-8-12 リンデン東薬院1F

えそら天神　カイロプラクティック 福岡県 福岡市中央区渡辺通5-24-30 東カン福岡第一ビル4階

オゾンクリーニングのきょくとう平尾１丁目店 福岡県 福岡市中央区平尾1-13-25 国泰ビル１Ｆ

ランドリープレス平尾1丁目店 福岡県 福岡市中央区平尾1-9-2 ティ・ファインズ平尾　101

平尾コンタクト店 福岡県 福岡市中央区平尾2-19-15 

ボタニカルガーデン・バイ・モデュール 福岡県 福岡市中央区平尾4-10-27 

クリーニングの洗光舎　六本松４２１店 福岡県 福岡市中央区六本松4-2-1 六本松421　1F

住吉酒販　六本松421店 福岡県 福岡市中央区六本松4-2-1 六本松421　2F

日野出　株式会社　福岡青果市場店 福岡県 福岡市東区みなと香椎3丁目1番1号-104号 

ペリカン倶楽部　サトー和白店 福岡県 福岡市東区塩浜1-1-19 

メガネコンタクトのアイ・アンド・アイ 福岡県 福岡市東区香椎駅前1-7-1 

Back stage 福岡県 福岡市東区若宮5-1-19-102 

ダブルエーピー 福岡県 福岡市東区若宮5-16-48 

カレン　福岡東店 福岡県 福岡市東区松崎1-7-1 カレンビル1Ｆ

ハサミ研ぎサービスのミナガワ 福岡県 福岡市東区大岳3-1-22 

ヘアタイム８８ 福岡県 福岡市東区箱崎5-11-10 

リトルマーメイドTSUTAYA和白店 福岡県 福岡市東区和白2-11-35 TSUTAYA和白店

メガネのヨネザワ　和白店 福岡県 福岡市東区和白3-1-5 

福岡住販売株式会社 福岡県 福岡市南区塩原1-16-13-104 

ランドリープレス　清水店 福岡県 福岡市南区清水3丁目24-36 

メガネのヨネザワ　長住店 福岡県 福岡市南区西長住2-27-13 

ランドリープレス　大橋店 福岡県 福岡市南区大橋1-20-10 

カレン　大橋店 福岡県 福岡市南区大橋1-9-14 常盤ビル4Ｆ

HAIR RESORT CHISEI 福岡県 福岡市南区大橋2-24-12 

株式会社　別大興産　日赤通り高宮店 福岡県 福岡市南区大楠3丁目4番5号 ESTRELA大楠1階

ペットサロン　puppet 福岡県 福岡市南区平和1丁目2-18 

ランドリープレス野間店 福岡県 福岡市南区野間1-15-3 アミューゼ南高宮101

メガネのヨネザワ　老司店 福岡県 福岡市南区老司4-1-45 

住まいるレスキュー隊 福岡県 福岡市博多区井相田2丁目8番15号 

三興バルブ継手　株式会社　本社 福岡県 福岡市博多区石城町12-1 

西海岸　空港店 福岡県 福岡市博多区大井2-3-2-1 

湾岸市場 福岡県 福岡市博多区築港本町13-6 

合同会社スマート 福岡県 福岡市博多区東公園2番8号 

飛鳥レンタカー 福岡県 福岡市博多区東那珂3丁目11番15号 

ホテル日航福岡 福岡県 福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

賃貸住宅サービスFC博多シティ店 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-27-24 博多田中ビル1Ｆ

株式会社　別大興産　博多筑紫口店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街4番8号 ユーコウビル

カレン　博多店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋ビル８Ｆ

宣翔物産 ホテルクリオコート博多 赤らく 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5番3号 

宣翔物産 ホテルクリオコート博多 フロント 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5番3号 

宣翔物産 ホテルクリオコート博多 エルテ 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5番3号 

宣翔物産 ホテルクリオコート博多 円坐・長屋 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5番3号 

move　博多マルイ店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階

株式会社サニックス　HS事業本部 福岡県 福岡市博多区博多駅東2-1-23-6F 

美容室　ヴィヴィアン 福岡県 福岡市博多区博多駅南4-9-1 ファーストいずみビル　103号

ペリカン倶楽部　レッドキャベツ駅南 福岡県 福岡市博多区博多駅南6-9-7 

株式会社　イノウエ塗料産業 福岡県 福岡市博多区半道橋1丁目11-8 

トイズキング九州店 福岡県 福岡市博多区比恵町16-24 

株式会社　豊自動車　カーバックス店 福岡県 福岡市博多区豊2-4-63 

メガネのヨネザワ　福津店 福岡県 福津市宮司1-1-7 

１００円クリーニングコインズ　福間店 福岡県 福津市宮司1丁目2番11号 

たたみの秋吉　福間店 福岡県 福津市手光南1-4-20 

カレン　イオンモール福津店 福岡県 福津市日蒔野6-16-1 イオンモール福津店1Ｆ

ｂｌｏｃ 福岡県 豊前市赤熊1419-22 

メガネのヨネザワ　イオン戸畑店 福岡県 北九州市戸畑区汐井町2-2 

麺家天狗　イオン戸畑SC店 福岡県 北九州市戸畑区汐井町イオン戸畑SC内 

ランドリープレス　戸畑Ｔ－ＢＯＸ店 福岡県 北九州市戸畑区牧山新町1-21 

ランドリープレス高須南店 福岡県 北九州市若松区高須南8-101 

ランドリープレス ひびきの入口店 福岡県 北九州市若松区小敷ひびきの3-4-1 

ランドリープレス　北方店 福岡県 北九州市小倉南区北方1-7-39 

Ｇｏｏｄ　Ｄｏｇ　Ｌｉｆｅ　Ｂ－ｏｎｅ 福岡県 北九州市小倉北区宇佐町1丁目12-15 大賀ビル101

カレン　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区京町1-5-10 ヴィアーレ京町2Ｆ

mymakura　セントシティ小倉店 福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1 COLET/I'm　8F

西海岸　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区京町3丁目1-1 セントシティ5F

エステサロン　CoCo 福岡県 北九州市小倉北区黒住町24-18 

R and another stories 福岡県 北九州市小倉北区紺屋町2-5 

ランドリープレス上到津店 福岡県 北九州市小倉北区上到津4-7-7 

ホルモン専門店　ＲＹＵＥＮ 福岡県 北九州市小倉北区鍛冶町1-8-15 

ランドリープレス　中津口店 福岡県 北九州市小倉北区中津口1-10-45 

株式会社あい営繕 福岡県 北九州市小倉北区白萩町5-20-101 

ランドリープレス　小倉片野店 福岡県 北九州市小倉北区片野4丁目16-22 

ランドリープレス　木町店 福岡県 北九州市小倉北区木町1丁目5-5 

ランドリープレス　緑ヶ丘店 福岡県 北九州市小倉北区緑ケ丘1-15-1 

キーパープロショップくじら2号　引野店 福岡県 北九州市八幡西区引野2-12-36 

カーコンビニ倶楽部　キースト八幡店 福岡県 北九州市八幡西区永犬丸5-1-21 

オーナーズ・ホーム 福岡県 北九州市八幡西区下畑町13番7号 

BIKE PIT　庄 福岡県 北九州市八幡西区割子川1-3-6 

ギフトプランナーズストア　セグ 福岡県 北九州市八幡西区穴生4-8-31 

マンガ倉庫　本城店 福岡県 北九州市八幡西区御開3-32-15 

とんぼ 福岡県 北九州市八幡西区黒崎2-6-16 TOビル　１Ｆ

呉服の友美苑 福岡県 北九州市八幡西区三ケ森3-14-5 

mymakura イオンタウン黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区西曲里町3-1 

カーコンビニ倶楽部　八幡則松店 福岡県 北九州市八幡西区則松5丁目10-38 

メガネのヨネザワ　ゆめモール柳川店 福岡県 柳川市三橋町蒲船津地内34街区29画地 

ＬＯＯＶ 福岡県 柳川市三橋町大字藤吉513-1 柳川ショッピングモール内

西海岸　柳川店 福岡県 柳川市城隅町11-2 

メガネのヨネザワ　柳川本町店 福岡県 柳川市本町37-2 

株式会社　やましげ 佐賀県 伊万里市新天町向坂口2-5 

メガネのヨネザワ　伊万里八谷搦店 佐賀県 伊万里市二里町八谷搦字一本松1093 

金新産業株式会社 佐賀県 伊万里市立花町字浦山1000-105 

大正屋 佐賀県 嬉野市嬉野町下宿乙2276-1 

メガネのヨネザワ　嬉野店 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿字鷹ノ巣乙1201-1 

レストランぎゅう丸　本店 佐賀県 嬉野市嬉野町大字不動山丙3872 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

メガネのヨネザワ　江北店 佐賀県 杵島郡江北町大字山口1354-1 

サイクルセンター　七田 佐賀県 佐賀市駅前中央一丁目14-20 

メガネのヨネザワ　佐賀本店 佐賀県 佐賀市下田町1-22 

クルマ買取　ベリーベリー 佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字荻野2492-6 

佐賀スズライト販売　株式会社 佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字扇町2490番地 

西海岸　佐賀開成店 佐賀県 佐賀市開成5-13-36 

有限会社　オートリフレッシュセンター　田渕塗装 佐賀県 佐賀市久保泉町下和泉158-1 

メガネのヨネザワ　イオン佐賀大和店 佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺3535　1F 

クリーンライフ大和店 佐賀県 佐賀市大和町東山田2822-1 

メガネのヨネザワ　鍋島森田店 佐賀県 佐賀市鍋島町森田416－1 古賀眼科内

テクノホーム　株式会社 佐賀県 佐賀市兵庫町大字藤木1番地1 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北5丁目14-1 ゆめタウン佐賀　2F

西海岸　佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北6-5-37 

メガネのヨネザワ　南佐賀店 佐賀県 佐賀市木原3-17-27 

湯楽庵 佐賀県 三養基郡みやき町白壁4049-34 

理容　ナカシマ 佐賀県 三養基郡みやき町簑原2040-1 

花の伊東 佐賀県 鹿島市大字高津原3588番地15 

メガネのヨネザワ　鹿島バイパス店 佐賀県 鹿島市大字高津原3670-1 

メガネのヨネザワ　鹿島ピオ店 佐賀県 鹿島市大字高津原4326 ショッピングタウンピオ　1F

ひかりクリーニング 佐賀県 鹿島市大字山浦甲58-1 

メガネのヨネザワ　バニーズ三日月店 佐賀県 小城市三日月町久米1295-2 

メガネのヨネザワ　吉野ヶ里店 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町吉田17-1 

近藤花店 佐賀県 西松浦郡有田町中の原1-3-5 

有田コンタクトレンズ 佐賀県 西松浦郡有田町南原甲641-6 

スタードッグス　鳥栖本店 佐賀県 鳥栖市轟木町1049-1 

ペリカン倶楽部　蔵上店 佐賀県 鳥栖市蔵の上町4-3-3 

メガネのヨネザワ　鳥栖店 佐賀県 鳥栖市本町2-33-3 

メガネのヨネザワ　唐津市役所前店 佐賀県 唐津市弓鷹町1510-8 

めん処り庵 佐賀県 唐津市鏡4590 

辻薬店　本店 佐賀県 唐津市呉服町1825-2 

西海岸　唐津店 佐賀県 唐津市山本高原1531-1 

唐津瓦斯　株式会社 佐賀県 唐津市神田2329 

和夢塗装 佐賀県 唐津市千々賀1105-1

メガネのヨネザワ　和多田大土井店 佐賀県 唐津市和多田大土井2-76 

婦人服ふとんの店　フルカワ 佐賀県 武雄市山内町三間坂甲13945-1 

有限会社　外尾自動車 佐賀県 武雄市山内町大字宮野23562-1 

１００円クリーニング　マックスバリュ武雄店 佐賀県 武雄市朝日町甘久字丁ノ坪1276番地 

メリーランド　タケオボウル 佐賀県 武雄市朝日町大字甘久1331番地 

メガネのヨネザワ　武雄店 佐賀県 武雄市武雄町昭和104 

有限会社　武雄コンタクトレンズ 佐賀県 武雄市武雄町昭和159 

１００円クリーニング　ダイレックス武雄店 佐賀県 武雄市武雄町大字昭和108番地 

有限会社　山田花屋 佐賀県 武雄市武雄町大字昭和4-5 

ふとんの丸正 佐賀県 武雄市武雄町武雄5731-1 

クリーニングショップ　みね 長崎県 雲仙市吾妻町大木場名60-2 

メガネのヨネザワ　五島シティモール店 長崎県 五島市吉久木町731 五島シティモール　2F

ムック・ハウス佐世保店 長崎県 佐世保市卸本町24-1 

メガネのヨネザワ　佐世保本山店 長崎県 佐世保市下本山町1530-3 

マンガ倉庫広田店 長崎県 佐世保市広田町3-38-46 

Cafe Harvest Kitchen 長崎県 佐世保市高天町6-1 Cubeビル　2F

有限会社ユニエース 長崎県 佐世保市指方町26-2 

メガネのヨネザワ　京坪店 長崎県 佐世保市松川町4-10 

タイムタイムさせぼ五番街店 長崎県 佐世保市新港町2-1 させぼ五番街2F

エクセレントアイラッシュ佐世保店 長崎県 佐世保市新港町2-1 させぼ五番街テラスゾーン１F

オーシャンブルー　佐世保店 長崎県 佐世保市新港町2-1 させぼ五番街テラスゾーン１F

アンソレイユ　大塔店 長崎県 佐世保市大塔町14-2 イオン大塔ショッピングセンター2F

マンガ倉庫大塔店 長崎県 佐世保市大塔町1734-1 

メガネのヨネザワ　佐世保日宇店 長崎県 佐世保市日宇町2689-1 

辻酒店 長崎県 佐世保市日野町1180-2 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

メガネのヨネザワ　佐世保日野店 長崎県 佐世保市日野町888 LaLaプレイス佐世保内

有限会社辛島商店 長崎県 佐世保市白岳町1509-25 

メガネのヨネザワ　佐世保四ヶ町店 長崎県 佐世保市本島町4-28 

Noir 長崎県 佐世保市湊町5-27 ハピネス湊202

玉城商店 長崎県 松浦市御厨町里免312-3 

エクセレントアイラッシュ　時津店 長崎県 西彼杵郡時津町左底郷1832-1 MrMax内

オーシャンブルー 時津店 長崎県 西彼杵郡時津町左底郷1832-1 MrMax内

メガネのヨネザワ　時津日並バイパス店 長崎県 西彼杵郡時津町日並郷1320-24 

メガネのヨネザワ　イオン時津店 長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷751-5 イオン時津店　1F

お肉のカーニバル 長崎県 西彼杵郡長与町嬉里郷538-7 

ゆりの温泉 長崎県 西彼杵郡長与町高田郷2289-2 

メガネのヨネザワ　イオンタウン長与店 長崎県 西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 イオンタウン長与

オーシャンブルー長与店 長崎県 西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 イオンタウン長与内

株式会社こおり不動産 長崎県 大村市宮小路3丁目1338 インテリジェント昭和ビル102

西海岸　大村店 長崎県 大村市古賀島108-3 

メガネのヨネザワ　イオン大村店 長崎県 大村市幸町1-1 イオン大村ショッピングセンター1F

エスペニア　大村店 長崎県 大村市幸町25-200 イオン大村ショッピングセンター2Ｆ

メガネのヨネザワ　大村空港通店 長崎県 大村市桜馬場1-440-1 

マンガ倉庫　大村店 長崎県 大村市桜馬場1丁目241-1 

ヨネザワコンタクト　大村インター店 長崎県 大村市小路口町244-12 

株式会社　浪漫ワークス 長崎県 大村市東三城町7-9 フジビル　1F

レストランぎゅう丸　大村店 長崎県 大村市富の原2-514-1 

天晴会館　株式会社　為永 長崎県 大村市片町92 

株式会社ビバホーム 長崎県 長崎市栄町4-17 

アンソレイユ　夢彩都店 長崎県 長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都1F

五島産業汽船 長崎県 長崎市元船町17-3 長崎港ターミナルビル

uta 長崎県 長崎市桜馬場1-2-4-1Ｆ 

Ｈａｉｒ　Ａｓａｎｔｅ・ｓａｎａ 長崎県 長崎市住吉町2-14-2Ｆ 

Ｎａｉｌｓｈｏｐ　ＨｏｎｅｙＢｅｅ 長崎県 長崎市住吉町3-20-1Ｆ 

NICO 長崎県 長崎市住吉町6-3 

長崎自動車　株式会社　モーターサービス部 長崎県 長崎市小瀬戸町809-14 

ｆｌａｓｈ 長崎県 長崎市小峰町3-11-1Ｆ 

ムック・ハウス南長崎店 長崎県 長崎市新小が倉2-6-10 

メガネのヨネザワ　フレスポ深堀店 長崎県 長崎市深堀町1丁目145-24 フレスポ深堀内

ｎａｔｕｒａｌ＋　清水町店 長崎県 長崎市清水町11-1-1Ｆ 

シーウエストゴルフクラブ 長崎県 長崎市西海町2527 

メガネのヨネザワ　長崎住吉店 長崎県 長崎市千歳町4-7-１F

アンソレイユ　チトセピア店 長崎県 長崎市千歳町5-1 チトセピア２Ｆ

masiro 長崎県 長崎市鍛冶屋町6-3-1F 

ｎａｔｕｒａｌ＋　築町店 長崎県 長崎市築町3-24 

ｅ－ｈａｉｒ　ｃｏ．　住吉本店 長崎県 長崎市中園町8-13-1F 

寺田家 長崎県 長崎市田中町279-43

CAFE de LOG 長崎県 長崎市田中町279-43

オーシャンブルー　長崎店 長崎県 長崎市銅座町14-9 ICNビル６F

エクセレントアイラッシュ　長崎店 長崎県 長崎市銅座町14-9 ICNビル６F

さばえめがね館　長崎店 長崎県 長崎市浜町7-15 

メガネのヨネザワ　浜町店 長崎県 長崎市浜町7-8 マツオ第二ビル

大和屋　Cafe萌華 長崎県 長崎市万屋町1-13-1F 

クローバー 長崎県 長崎市万屋町5-38 西川家ビル2階

有限会社協和自動車工業所 長崎県 長崎市鳴見町260-5 

ぎゅう丸　みらい長崎ココウォーク店 長崎県 長崎市茂里町1-55 ココウォーク　4F

ドトールコーヒーショップみらい長崎ココウォーク店 長崎県 長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク　5F

西海岸　長崎店 長崎県 長崎市葉山1-6-10 

メガネのヨネザワ西友道の尾店 長崎県 長崎市葉山1-6-10 

エスペニア　道ノ尾店 長崎県 長崎市葉山1-6-10 西友道の尾2Ｆ

株式会社松本仏檀店 長崎県 島原市山寺町丙443-1 

有限会社必勝堂ビクトワール 長崎県 島原市新町1-488 

島原自動車学校 長崎県 島原市梅園町丁2870 
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メガネのヨネザワ　イオン島原店 長崎県 島原市弁天町1丁目7080-1 

Hardwere Shop IMPACT 長崎県 島原市北安徳町丁3077-1 

メガネのヨネザワ　島原店 長崎県 島原市北門町1562-2 

クリーニングショップみね　有明店 長崎県 島原市有明町湯江丙4-3 

mignon 長崎県 東彼杵郡波佐見町小樽郷863-1 

とら屋クリーニング 長崎県 南島原市口之津町甲2163-20 

服美人 長崎県 南島原市深江町甲164-1 

みなんめキッチン 長崎県 南島原市北有馬町甲1414-8 

メガネのヨネザワ　イオン有家店 長崎県 南島原市有家町山川135-1 1F

ムック・ハウス佐々店 長崎県 北松浦郡佐々町須崎免498-4 

マンガ倉庫佐々店 長崎県 北松浦郡佐々町本田原免80-1 

株式会社　かんこう自動車学校 長崎県 諫早市栗面町280番地 

長崎笑屋　諫早店 長崎県 諫早市幸町7-27 

メガネのヨネザワ　イオンタウン諫早西部台店 長崎県 諫早市大さこ町300番 

メガネのヨネザワ　東諫早店 長崎県 諫早市長野町1481-1 

阿蘇の司　ビラパークホテル 熊本県 阿蘇市黒川1230 

メガネのヨネザワ　阿蘇店 熊本県 阿蘇市蔵原832-1 ホームワイド敷地内

メガネのヨネザワ　イオンモール宇城店 熊本県 宇城市小川町河江1-1 イオンモール宇城　1F

有限会社　小川ホンダ販売 熊本県 宇城市小川町江頭86 

BPJ’s宇城 熊本県 宇城市松橋町久具751-1 2F

メガネのヨネザワ　松橋店 熊本県 宇城市松橋町松橋891 

里永製畳 熊本県 宇城市豊野町糸石2022 

メガネのヨネザワ　宇土松原交差店 熊本県 宇土市新松原町151-3 

メガネのヨネザワ　宇土店 熊本県 宇土市南段原町11-7 

ヘアメイク＆ガーデンスパ　ローズマリー 熊本県 菊池郡菊陽町光の森2-8-10 

さばえめがね館熊本　ゆめタウン光の森店 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森店本館2F

メガネのヨネザワ　ゆめタウン光の森店 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1 ゆめタウン光の森店本館　2F

JINS　熊本菊陽店 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼2746 TSUTAYA菊陽店

大阪王将　菊陽店 熊本県 菊池郡菊陽町津久礼2191-3 

メガネのヨネザワ　大津店 熊本県 菊池郡大津町室173-1 

メガネのヨネザワ　菊池店 熊本県 菊池市隈府498-6 

リサイクルストア　style+ 熊本県 菊池市隈府757-1 

ドレスエステ　ロッキー菊池店 熊本県 菊池市大琳寺267 

菊池コンタクト 熊本県 菊池市片角258-1 

メガネのヨネザワ　菊池キャニオン店 熊本県 菊池市片角290 

メガネのヨネザワ　サンロード免田店 熊本県 球磨郡あさぎり町免田東1253-1 サンロード免田店内

メガネのヨネザワ　イオン錦店 熊本県 球磨郡錦町西字打越715-1 

ロッジ山小屋 熊本県 球磨郡五木村甲4917-1

有限会社　アイエス 熊本県 玉名郡長洲町清源寺765-2 

西海岸　南関店 熊本県 玉名郡南関町下坂下2531 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン玉名店 熊本県 玉名市亀甲字長畑134番 

メガネのヨネザワ　玉名築地店 熊本県 玉名市築地305-1 

kome ＆ craft こめ屋 熊本県 玉名市立願寺875-5 

メガネのヨネザワ　アミュプラザくまもと店 熊本県 熊本市西区春日3－15－26 アミュプラザ熊本5F

メガネのヨネザワ　上熊本店 熊本県 熊本市西区上熊本2-15-22 

シロヤのクリーニング　本社店 熊本県 熊本市西区上熊本2-6-7 

メガネのヨネザワ　西廻りバイパス店 熊本県 熊本市西区上代1丁目21-21 

ブーランジェリーパ・パン　TSUTAYA田崎店 熊本県 熊本市西区田崎2-340-23 

メガネのヨネザワ　ゆめマート田崎店 熊本県 熊本市西区田崎2丁目5-1 

株式会社KAWARYO九州 熊本県 熊本市西区田崎本町10-4 

頭金0円でも新車に乗れる！有限会社誠自動車商会 熊本県 熊本市西区島崎2-3-8 

10分100円～100円レンタカー熊本島崎店 熊本県 熊本市西区島崎2-3-8 

パティスリークオーレ三年坂 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

ネネチキン　熊本下通店 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

エックスモバイル熊本三年坂店 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

＠cosme store / 熊本三年坂 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

カルディコーヒーファーム　蔦屋書店熊本三年坂店 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

ビジネスレザーファクトリー熊本店 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通
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店名 都道府県 住所

And coffee Brewers 熊本県 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通

エクストールイン　熊本銀座通 熊本県 熊本市中央区下通1-9-8 

メガネのヨネザワ　下通り店 熊本県 熊本市中央区下通1丁目3番6号 

株式会社　ＬＣＳ 熊本県 熊本市中央区国府1-23-9 

エクストールイン　熊本水前寺 熊本県 熊本市中央区出水1丁目6-16 

STAND 熊本県 熊本市中央区出水7-680-1 

カレン　熊本店 熊本県 熊本市中央区上通町5-46 上通りイーストンビル3Ｆ

メガネのヨネザワ　本店 熊本県 熊本市中央区水前寺6-1-38 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン大江店 熊本県 熊本市中央区大江3-2-40 

HOTEL CARNA A 熊本県 熊本市中央区中央街4-20 

sanldk studio 熊本県 熊本市中央区南熊本2-12-15 アーバン・ビルド３ １F

アトリエ・シゲスミス 熊本県 熊本市中央区南熊本3-13-12 

シロヤのクリーニング　上通中央店 熊本県 熊本市中央区南坪井町1-11 

Yesmart 熊本店 熊本県 熊本市中央区本荘町726-1 

熊本ミルクティー　琴平店 熊本県 熊本市中央区本荘町726-1 

メガネのヨネザワ　日赤通り店 熊本県 熊本市東区月出8-1-8 

熊本ミルクティー　健軍店 熊本県 熊本市東区健軍1丁目27-10 

リサイクルマート　熊本戸島店 熊本県 熊本市東区戸島西2丁目5-27 

西海岸　熊本店 熊本県 熊本市東区戸島西4-2-89 

ホワイト急便　さくらの森店 熊本県 熊本市東区桜木6-6-1 

And Coffee Brewers さくらの森店 熊本県 熊本市東区桜木6丁目6-1 

メガネのヨネザワ　健軍店 熊本県 熊本市東区若葉1-2-3 

メガネのヨネザワ　ゆめタウンサンピアン店 熊本県 熊本市東区上南部2-2-2 ゆめタウンサンピアン　2F

つたやクリーニング 熊本県 熊本市東区新外2-3-20 

スタードッグス　熊本店 熊本県 熊本市東区長嶺西3-1-1 

洗濯工房ラスカル 熊本県 熊本市東区長嶺東7-11-48 

車検のシモムラ 熊本県 熊本市東区長嶺東7丁目11-40 

カーコンビニ倶楽部　長嶺戸島店 熊本県 熊本市東区長嶺南5-3-5 

吉村商店 熊本県 熊本市東区保田窪5-1-16 

メガネのヨネザワ　近見店 熊本県 熊本市南区近見8-1-1 

株式会社エバーフィールド 熊本県 熊本市南区城南町舞原195-22 

メガネのヨネザワ　ゆめタウンはません店 熊本県 熊本市南区田井島1丁目2-1 ゆめタウンはません　1F

よしかわクリーニング 熊本県 熊本市南区田井島2丁目9-14 

株式会社田崎自動車工業 熊本県 熊本市南区南高江6-2-36 

信商 熊本県 熊本市南区白藤1-8-10 

株式会社富野建装 熊本県 熊本市南区平田1丁目14-19 草野ビル205

株式会社プログラント 熊本県 熊本市北区弓削6-27-19 

タイヘイテクノス　株式会社　ソリューション事業部 熊本県 熊本市北区高平3丁目43番-11号 

ドレスエステ　ロッキー植木店 熊本県 熊本市北区植木町133-1 

道の駅　すいかの里　植木 熊本県 熊本市北区植木町岩野160-1 

園木商店 熊本県 熊本市北区植木町岩野266-12 

メガネのヨネザワ　植木店 熊本県 熊本市北区植木町滴水441 

カーコンビニ倶楽部　武蔵ケ丘光の森店 熊本県 熊本市北区武蔵ケ丘2-4-10 

メガネのヨネザワ　武蔵ヶ丘店 熊本県 熊本市北区武蔵ヶ丘3-14-10 

メガネのヨネザワ サンリブ清水店 熊本県 熊本市北区麻生田3-1-1 

ラスカル　ランドリーラウンジ店 熊本県 熊本市北区麻生田4-2-40 

メガネのヨネザワ ゆめタウンシティモール店 熊本県 荒尾市緑ケ丘1-1-1 

アンソレイユ　荒尾店 熊本県 荒尾市緑ケ丘1-1-1ゆめタウンあらお2F

メガネのヨネザワ　合志店 熊本県 合志市幾久富1656-31 

ヨネザワむさしコンタクト 熊本県 合志市幾久富1909-545 

株式会社　城北 熊本県 合志市須屋1939 

エムショップ 熊本県 合志市須屋2745-4 

メガネのヨネザワ　菊南店 熊本県 合志市須屋707-1 

マルシェ・オ・パン 熊本県 合志市豊岡1900番地38 

大住美容室本店 熊本県 山鹿市古閑1286-3 

メガネのヨネザワ　鹿本店 熊本県 山鹿市鹿本町御宇田663-2 

メガネのヨネザワ　山鹿店 熊本県 山鹿市中825 

ぷちショップ　山鹿店 熊本県 山鹿市南島942-2 
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ククルレンタカー　熊本空港営業所 熊本県 上益城郡益城町大字杉堂938-30 

And Coffee Brewers 嘉島店 熊本県 上益城郡嘉島町上島2232 

メガネのヨネザワ　イオンモール熊本店 熊本県 上益城郡嘉島町上島2232-2116　2F 

メガネのヨネザワ　嘉島店 熊本県 上益城郡嘉島町鯰1816-1 

株式会社　たたみ工房　福島 熊本県 上益城郡御船町滝川123 

株式会社オートメカニカル 熊本県 上益城郡御船町辺田見927-1 

ぷちショップ　ＲＩＣ　ひらの 熊本県 上益城郡甲佐町糸田1944-2 

ビジネスホテル天草 熊本県 上天草市大矢野町中4302-1 

川島屋2号橋店 熊本県 上天草市大矢野町中4476-2 

総合リサイクル　ムックプラス 熊本県 人吉市下林町209-1 

球磨サイクルセンター 熊本県 人吉市上林町1413-1 

メガネのヨネザワ　人吉バイパス店 熊本県 人吉市相良町1-1158-1 

メガネのヨネザワ　人吉レックス店 熊本県 人吉市宝来町1293 

合資会社一期崎畳店 熊本県 水俣市昭和町1-3-14 

メガネのヨネザワ　水俣店 熊本県 水俣市昭和町2-49 

カラオケバスター水俣店 熊本県 水俣市百間町2-52-3 

ヨネザワコンタクト　イオン天草店 熊本県 天草市亀場町食場後山下740 イオン天草　1F

ショップつるど 熊本県 天草市倉岳町浦1339 

本渡大江自動車工場 熊本県 天草市大浜町2-34 

メガネのヨネザワ　本渡店 熊本県 天草市南新町7-17 

有限会社渡辺自動車 熊本県 天草市楠浦町10210-4 

ぷちショップ　つのだ 熊本県 八代市横手本町7-2 

マンガ倉庫　八代店 熊本県 八代市沖町3989-1 

メガネのヨネザワ　八代海士江店 熊本県 八代市海士江町下毛2947 

藤本酒店 熊本県 八代市鏡町宝出2 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン八代店 熊本県 八代市建馬町3-1 

アンソレイユ　八代店 熊本県 八代市建馬町3-1 ゆめタウン八代 2Ｆ

メガネのヨネザワ　八代松江店 熊本県 八代市松江町新開505 

島石油　八代田中町店 熊本県 八代市田中町前田28-1 

ワイナリーレストラン　朝霧の庄 大分県 宇佐市安心院町下毛828番地2 

メガネのヨネザワ　宇佐店 大分県 宇佐市辛島時岡36-2 

メガネのヨネザワ　サンリブ臼杵店 大分県 臼杵市大字江無田266-5 

酒のチャップリン　臼杵店 大分県 臼杵市大字市浜1107-1 

杵築自動車学校 大分県 杵築市大字日野2893 

メガネのヨネザワ　サンリブ杵築店 大分県 杵築市北浜665－618 サンリブ杵築店

メガネのヨネザワ　佐伯店 大分県 佐伯市中村東町8-40 

メガネのヨネザワ　コスモタウン佐伯店 大分県 佐伯市鶴岡西町2-134 

メガネのヨネザワ　日出店 大分県 速見郡日出町本町2952－5 

ケイジー彩工社 大分県 大分市永興2115番地の12 

パッケージプラザ都留　大分店 大分県 大分市王子中町8-2 

メガネのヨネザワ　米良バイパス店 大分県 大分市下郡南4-2-19 

道の駅　のつはる 大分県 大分市下原1717番地の1 

ペイント大分 大分県 大分市皆春168-22 

クロノス　パークプレイス大分店 大分県 大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分　2F

メガネのヨネザワ　イオン高城店 大分県 大分市高城西町28-1 

ビューシック・クギミヤ　津留店 大分県 大分市今津留3－4－30 おかだ眼科1F

有限会社　エフ・ケイメカニック 大分県 大分市三佐6丁目2-21 

CIELO CAFE 大分県 大分市神崎蟹喰62-8 

株式会社麻生塗装 大分県 大分市星和台1-8-1 

メガネのヨネザワ　鶴崎店 大分県 大分市西鶴崎3-5-12 

日本料理うを清 大分県 大分市千代町4-3-8 

酒のチャップリン　大在店 大分県 大分市大在浜2-5-1 ファミール大在1F

メガネのヨネザワ　南大分店 大分県 大分市大字羽屋字太田202-1 

マンガ倉庫　大分東店 大分県 大分市大字皆春字内門604 

西海岸　大分店 大分県 大分市大字田尻228-1 

マンガ倉庫　大分わさだ店 大分県 大分市大字田尻85-1 

エクセレントアイラッシュ大分店 大分県 大分市中央町1-3-10 

オーシャンブルー　大分店 大分県 大分市中央町1-3-10 
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メガネのヨネザワ　大分中央店 大分県 大分市中央町2-3-19 

スズキ　アリーナ　トムキャット大南 大分県 大分市中戸次5187-1 

Night zoo＆HIRO.軽食 大分県 大分市都町3-2-30 中山第５ビル5F 503

メガネのヨネザワ　津留店 大分県 大分市東津留1-6-11 

株式会社プロバイド 大分県 大分市南鶴崎3-1-1 プリンス岸本ビル201号

ビーラインファシリティーズ株式会社 大分県 大分市府内町3-4-20 大分恒和ビル1階

三国志茶迎館 大分県 大分市毛井６３５番地１ 

メガネのヨネザワ　竹田店 大分県 竹田市大字拝田原字六反759-1 

有限会社中津葬儀社 大分県 中津市永添344-10 

メガネのヨネザワ　イオンモール三光店 大分県 中津市三光佐知1032 イオンモール三光　2F

有限会社　ウィング 大分県 中津市上如水1637-1 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン中津店 大分県 中津市蛭子町3-99 ゆめタウン中津　1F

西海岸　日田店 大分県 日田市玉川町3-674-1 

オーシャンブルー　日田店 大分県 日田市元町11-1 

ホテル　ソシア 大分県 日田市元町17番3号 

プラザホテル　フジノイ 大分県 日田市元町19番27号 

ａｕｎｔ　ｈｏｎｅｙ 大分県 日田市城町1丁目424-2 

メガネのヨネザワ　日田インター店 大分県 日田市清岸寺町1153-20 

有限会社　カードクター・フカミ 大分県 日田市大字友田10番地の1 

有限会社肉のふじや 大分県 日田市田島1-7-42 

メガネのヨネザワ 日田店 大分県 日田市本町10-5 

西海岸　別府店 大分県 別府市若草町11-134 

ＧＡＨＡＭＡ　ｔｅｒｒａｃｅ 大分県 別府市上人ケ浜町5-32 

潮騒の宿　晴海 大分県 別府市上人ヶ浜町6番24号 

有限会社　東和交通工業所 大分県 別府市石垣東3丁目7番4号 

鈴電 大分県 別府市扇山13ー1 

おかたの湯 大分県 別府市大字鶴見2046-3 

メガネのヨネザワ　別府鶴見店 大分県 別府市大字鶴見2878 

株式会社しまだ 大分県 別府市大字鶴見字砂原129番地3 

ビューシック・クギミヤ　荘園店 大分県 別府市東荘園4－1 

メガネのヨネザワ　ゆめタウン別府店 大分県 別府市楠町382-7 

パッケージプラザ都留　別府店 大分県 別府市楠町7-31 

眺望の宿しおり 大分県 別府市別府市大字南立石2218-5 

ビューシック・クギミヤ　別府本店 大分県 別府市北浜1－1－19 ほっとストリートやよい

ビューシック・クギミヤ　トキハ別府店 大分県 別府市北浜2－9－1 トキハ別府店1F

メガネのヨネザワ　豊後高田店 大分県 豊後高田市大字高田2272-1 

酒のチャップリン三重店 大分県 豊後大野市三重町赤嶺1552 

メガネのヨネザワ　フレスポ豊後大野店 大分県 豊後大野市三重町赤嶺字大宮田2032 

メガネのヨネザワ　イオン挾間店 大分県 由布市挾間町北方77 イオン挟間1F

京町コンタクト 宮崎県 えびの市向江字岩次261 

株式会社日中商事　延岡店 宮崎県 延岡市瀬之口町2-2-15 

メガネのヨネザワ　延岡日の出店 宮崎県 延岡市日の出町1-24-9 

西海岸　宮崎店 宮崎県 宮崎市吉村町寺の下甲2299-1 

PC専門店　カルドマン 宮崎県 宮崎市吉村町平塚甲1893-21 

さばえめがね館　宮崎店 宮崎県 宮崎市橘通西3-10-32 5F

日高本店 宮崎県 宮崎市橘通西3丁目10番24号 

からあげ屋KUROMARU 橘通店 宮崎県 宮崎市橘通東3-2-8 文化ストリート入口

ヨネザワコンタクト　若草通り店 宮崎県 宮崎市橘通東3丁目4-36 

日高本店プロショップ 宮崎県 宮崎市橘通東3丁目4-6 

株式会社日中商事　宮崎店 宮崎県 宮崎市橘通東4-5-25 1F

青山会館 宮崎県 宮崎市源藤町東田535-3 

as-u for hair 宮崎県 宮崎市広島1-3-6 杉田ビル1F

メガネのヨネザワ　宮崎赤江店 宮崎県 宮崎市恒久字今出874-4 

ＳＵＮ　ＩＴＯＭＩＹＡ・糸美屋　江平店 宮崎県 宮崎市江平東町7-18 

有限会社田中屋ドライ 宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂3621 

calmiii 宮崎県 宮崎市小松3157-9 

mymakura イオンモール宮崎店 宮崎県 宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎

カレン　イオンモール宮崎店 宮崎県 宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎2Ｆ



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

ＳＵＮ　ＩＴＯＭＩＹＡ　神宮店 宮崎県 宮崎市神宮西2-258 

マンガ倉庫  加納店 宮崎県 宮崎市清武町加納乙240番地1 

メガネのヨネザワ　清武加納店 宮崎県 宮崎市清武町加納乙470 

メガネハウス　清武 宮崎県 宮崎市清武町船引224-1 

大阪王将　宮崎青葉店 宮崎県 宮崎市青葉町110-1 

株式会社　ふじもと美誠堂 宮崎県 宮崎市大字小松1425 

メガネのヨネザワ　宮崎大塚店 宮崎県 宮崎市大塚町宮田2928-1 

美空間コーディネート協会 宮崎県 宮崎市大塚町宮田3005-9 

ネネチキン 宮崎大塚台店 宮崎県 宮崎市大塚町池の内1127-7 

良菜健房　一帆 宮崎県 宮崎市大坪町寺山大迫3154-9 

有限会社　花ビラ 宮崎県 宮崎市大島町原ノ前1445-202 

メガネのヨネザワ　宮交シティ店 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ

カルディコーヒーファーム 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

Ｌｉｌｙ（リリー） 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

サックスバー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ＫＬＯＫＡ（クローカ） 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

エラシースポット 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

みやざきサンクスマーケット 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

靴のテヅカ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

grove 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ブレッドハウス　イミル 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

シューラルー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ミスタードーナツ　宮交シティショップ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

エステール 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ＰＩＮ－ＵＰ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ハビタ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

パティスリー　エス・サンク 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ピッカーニャ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　1階

ポポラマーマ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ウエストリバー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

トロワピリエ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ＣＯＣＯ　ＬＯＮＤ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ａｄｉｋ（アディック） 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ＲＯＯＭ（ルーム） 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

お好み焼き　とん平 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

味のガンジス 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

T’s collection 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

イルーシー300 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

糸美屋　宮交シティ店 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

福満楼 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

セーラクルー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ママイクコ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

クローズキャッスル 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

アヴェニュー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

顔見世ファミリー 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

ハリカショップ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

Ｚｏｆｆ 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　2階

みしん市場　宮交シティ店 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　3階

テゲバジャーロ宮崎 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ　3階

Seria　宮交シティ店 宮崎県 宮崎市大淀4-7-20 イオン南宮崎3F

茶月譚 宮崎県 宮崎市大淀4-7-30 イオン南宮崎2F

ambience 宮崎県 宮崎市大淀4-7-30 イオン南宮崎2F

ＴＯＭＡＴＯ　ＲＡＭＥＮ　あうわ 宮崎県 宮崎市大淀4-7-30 イオン南宮崎2F

ペットフレンドぱぴとすず 宮崎県 宮崎市中村東3丁目6-8 

片付け堂 宮崎店 宮崎県 宮崎市田野町乙9471-4 

マンガ倉庫住吉買取店 宮崎県 宮崎市島之内7315-4 

メガネのヨネザワ　宮崎住吉店 宮崎県 宮崎市島之内字井手下7315-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

株式会社盛和 宮崎県 宮崎市日ノ出町65-1 

メガネのヨネザワ　宮崎平和台店 宮崎県 宮崎市矢の先町78-5 

ビックバンズ 宮崎県 宮崎市柳丸町153 

ヨネザワコンタクト　浮之城店 宮崎県 宮崎市柳丸町238 

宮崎電力株式会社 宮崎県 宮崎市老松2-2-22 

たかなべギョーザ 宮崎県 児湯郡高鍋町高鍋町657 

美肌脱毛・ネイル・美顔専門店　Princess You 宮崎県 児湯郡高鍋町高鍋町705-10 2F

村田靴店 宮崎県 児湯郡高鍋町上江8083 

ぐらんま茶寮 宮崎県 児湯郡高鍋町大字蚊口浦1-20 

カレーカフェ靜 宮崎県 児湯郡高鍋町大字蚊口浦15-5 

津久見屋果實店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町658-1 

炊き餃子　喜八郎 (?八郎) 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町705 トンネル横丁南館1号

ギャラリーBAR侑 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町705-10 1F

ヘアースタジオchic 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町737 

赤ちゃん堂 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町741 

Frank 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町860-3 

鶏専家　一本気 宮崎県 児湯郡高鍋町大字高鍋町900-1 

株式会社山椒茶屋　高鍋店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字持田5544-4 

餃子の馬渡　ママンマルシェたかなべ店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字持田俵橋5654-1 

ＧＳＴ　Ｇｏｌｆ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔａｋａｙａｍａ 宮崎県 児湯郡高鍋町大字南高鍋7026-1 

藤原牧場　やまんうえのお肉屋さん 宮崎県 児湯郡高鍋町大字南高鍋7572-1 

株式会社高鍋電化センター 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋1091 

RIZE　CYCLE 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋1091-1 

メガネの明視堂 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋1349 

メガネのヨネザワ　高鍋店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋2476 

長谷川だんご 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋3495-1 

餃子の馬渡 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋5180 

中国料理　樹樹 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋5209 

旬魚菜　だいこんや 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋5217 

レストランYamamomo 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋5224 

ホテル四季亭 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋5224 

株式会社内田生花店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋765 

有限会社福岡生花店 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋782-5 

DON　DON 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋811-2 

ベーカリーCafe風々々 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋998番地1 

有限会社衣料の米田 宮崎県 児湯郡高鍋町中町636 

たかなべカフェ 宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋1366-1 TSUTAYA高鍋店内

高鍋パソコン教室 宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋4483-1 

有限会社吉野建設 宮崎県 児湯郡新富町大字新田16358-5 

アイショップ吉田店 宮崎県 児湯郡川南町川南14382-2 

メガネのヨネザワ　小林店 宮崎県 小林市大字堤西ノ原2926-4 

メガネのヨネザワ　西都店 宮崎県 西都市大字妻字平田1653-1 

メガネのヨネザワ　タイヨー都城店 宮崎県 都城市下長飯町256-1 タイヨー都城店　1F

マンガ倉庫　都城店 宮崎県 都城市吉尾町840番地 

メガネのヨネザワ　都城広原店 宮崎県 都城市広原町20-4-1 

万代不動産　株式会社 宮崎県 都城市妻ケ丘町3街区14号 

お仏壇の佛心堂 宮崎県 都城市上町6-20 

マルエイ自動車サービスセンター神之山店 宮崎県 都城市神之山町1927-9 

mymakura イオン都城店 宮崎県 都城市早鈴町1990 イオン都城　2F

株式会社田中精肉店 宮崎県 都城市蔵原町10-6 

太信鉄源　株式会社 都城支店 宮崎県 都城市都北町5082-1 

カレン　都城店 宮崎県 都城市年見町7-12 

都城ロイヤルホテル 宮崎県 都城市北原町1106-48 

はざま牧場のお肉と野菜館 宮崎県 都城市野々美谷町1936-1 

アイショップ神門店 宮崎県 東臼杵郡美郷町南郷神門988-5 

メガネのヨネザワ　日向財光寺店 宮崎県 日向市大字財光寺953-1 

マンガ倉庫　日向店 宮崎県 日向市日知屋14798-1 

メガネのヨネザワ　イオンタウン日向店 宮崎県 日向市日知屋古田町61-1 
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メモリアル日南 宮崎県 日南市星倉5930 

メガネのヨネザワ　日南平野店 宮崎県 日南市中平野3-1-1 

メガネのヨネザワ　串木野店 鹿児島県 いちき串木野市曙町121 

ロータス留盛 鹿児島県 いちき串木野市大里5014 

HARVEST 鹿児島県 阿久根市晴海町8-2 

有限会社クリーンショップエース　阿久根店 鹿児島県 阿久根市赤瀬川字塚本1282-1 

ヨネザワコンタクト　あくね店 鹿児島県 阿久根市本町127 

有限会社クリーンショップエース　三笠店 鹿児島県 阿久根市脇本字客ノ脇841-3 

リユースワン　マンガ倉庫加治木店 鹿児島県 姶良市加治木町木田159-2 

けんこうタタミ・フスマ店　加治木店 鹿児島県 姶良市加治木町木田2079-6 

株式会社　マエカド 鹿児島県 姶良市西餅田558-1 

メガネのヨネザワ イオンタウン姶良店 鹿児島県 姶良市西餠田264-1 

あいらぐまのパン屋さん　姶良店 鹿児島県 姶良市西餠田290-1 Aコープあいら店内

メガネのヨネザワ　姶良バイパス店 鹿児島県 姶良市西餠田500-3 

ユーミーネット　姶良店 鹿児島県 姶良市西餠田556 

mymakura イオンタウン姶良店 鹿児島県 姶良市東餠田336 イオンタウン姶良店2F

メガネのヨネザワ　タイヨー大口店 鹿児島県 伊佐市大口里801-1 

有限会社奄美マイカーセンター 鹿児島県 奄美市名瀬浦上1288-133 

ツタエ自動車 鹿児島県 奄美市名瀬小浜町22-4 

屋久島トラック有限会社 鹿児島県 熊毛郡屋久島町安房429 

ヘアアンドエステ　センス 鹿児島県 熊毛郡南種子町中之上2912-2 

﨑本自動車整備工場 鹿児島県 薩摩郡さつま町船木1116 

mymakura 宮之城店 鹿児島県 薩摩郡さつま町船木57-3 

メガネのヨネザワ　川内中郷店 鹿児島県 薩摩川内市中郷2-2-9 

メジャーバッティングセンター 鹿児島県 薩摩川内市中郷5丁目118-1 

プレジール薩摩川内店 鹿児島県 薩摩川内市平佐町1691-5 

mymakura 川内店 鹿児島県 薩摩川内市平佐町1935番地1 

メガネのヨネザワ　プラッセだいわ川内店 鹿児島県 薩摩川内市矢倉町4213-1 

メガネのヨネザワ　志布志店 鹿児島県 志布志市安楽6108-1 

竹下タタミ・ふすま店 鹿児島県 志布志市志布志町安楽121-11 

アマミズ葬祭 鹿児島県 志布志市志布志町安楽2035-1 

アイショップ志布志北店 鹿児島県 志布志市志布志町帖5564 

株式会社谷口海産　直売店 鹿児島県 志布志市志布志町帖6650-1 

アイショップＪＡあおぞら西部店 鹿児島県 志布志市有明町野神3604-2 

指宿フェニックスホテル 鹿児島県 指宿市十二町4320 

メガネのヨネザワ　指宿店 鹿児島県 指宿市東方字中田口田10801-3 

川添自動車整備工場 鹿児島県 鹿屋市串良町岡崎1834-18 

しもかりや酒店 鹿児島県 鹿屋市串良町下小原3156 

メガネのヨネザワ　鹿屋札元店 鹿児島県 鹿屋市札元2-3675-8 

プレジール鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市寿4-1-5 

マンガ倉庫　鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市寿8丁目11-714-2 

有限会社　迫自動車鈑金塗装 鹿児島県 鹿屋市上野町4764-2 

メガネのヨネザワ　鹿屋朝日店 鹿児島県 鹿屋市朝日町9-20 

メガネのヨネザワ 伊敷ニュータウン店 鹿児島県 鹿児島市伊敷台1-23-1 

あいらぐまのパン屋さん　伊敷店 鹿児島県 鹿児島市伊敷台2-27-2 Aコープ伊敷店内

株式会社大村自動車商会 鹿児島県 鹿児島市宇宿2-13-30 

株式会社　神戸自動車 鹿児島県 鹿児島市宇宿2-29-2 

メガネのヨネザワオプシアミスミ店 鹿児島県 鹿児島市宇宿2-3-5 

西海岸　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市宇宿2丁目2-18 スクエアモール鹿児島宇宿2Ｆ

有限会社 はなとも生花店 鹿児島県 鹿児島市下荒田3-37-20 

メガネのヨネザワ　吉野店 鹿児島県 鹿児島市吉野町3073-2 

有限会社上水流酒店 鹿児島県 鹿児島市吉野町3095-12 

スマイルハウス坂口工務店 鹿児島県 鹿児島市郡元2-18-10 1004

デンタルセレクトショップ　SMILEY'S 鹿児島県 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ4F

株式会社学舎　学進館　坂之上本校 鹿児島県 鹿児島市坂之上4丁目4-16 

あいらぐまのパン屋さん　桜ヶ丘店 鹿児島県 鹿児島市桜ケ丘4-1-13 Aコープ桜ヶ丘店内

リュネメガネコンタクト 鹿児島県 鹿児島市山下町7番8号 

中山コンタクト　オプティカルセブン 鹿児島県 鹿児島市山田町1641-1 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

株式会社　YRC 鹿児島県 鹿児島市山田町685 

天文館　質舗 鹿児島県 鹿児島市山之口町12-28 

フラワーハウス　花千里 鹿児島県 鹿児島市紫原5丁目21-1 メゾンドール水口　102

mymakura 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市住吉町9-1 

ユーミーネット　鹿児島南店 鹿児島県 鹿児島市小松原1丁目4-8 

マンガ倉庫　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市小松原1丁目6番7号 

メガネのヨネザワ　ニシムタ鴨池店 鹿児島県 鹿児島市真砂本町2421-863 外3筆

hair ondiina 鹿児島県 鹿児島市西千石町12-8 天神堂ビル1F

あいらぐまのパン屋さん　谷山店 鹿児島県 鹿児島市西谷山1-5 おいどん市場谷山館内

ホテル　ユニオン 鹿児島県 鹿児島市西田2-12-34 

カレン　鹿児島中央駅店 鹿児島県 鹿児島市西田2-21-21 ダイムビル2 7Ｆ

ブランジェール　まつもと店 鹿児島県 鹿児島市石谷町1920-3-2 Aコープまつもと店内

西海岸 ANCHOR センテラス天文館店 鹿児島県 鹿児島市千日町1-28 2F

居酒屋　ゆ　6号店 鹿児島県 鹿児島市千日町3-12 有限会社中原レジャー産業ビル　1Ｆ

居酒屋　ゆ　２号店 鹿児島県 鹿児島市千日町7-1 第3宮内ビル　1F

大阪王将　草牟田店 鹿児島県 鹿児島市草牟田2丁目2-3 

株式会社学舎　学進館　谷山校 鹿児島県 鹿児島市谷山中央8丁目22-19 

ウオッチタウン 鹿児島ライカ店 鹿児島県 鹿児島市中央町19-40 Li-Ka1920 3F

ペイント．ｃｏｍ　ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ 鹿児島県 鹿児島市中央町5-28 1F

メガネのヨネザワ　中山店 鹿児島県 鹿児島市中山2-48-10 

株式会社学舎　学進館　中山校 鹿児島県 鹿児島市中山町835-8 

さばえめがね館　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市中町10-4 丸新ビル　1Ｆ

天文館果実堂 鹿児島県 鹿児島市中町3-4 

mymakura 東開店 鹿児島県 鹿児島市東開町8-9 

メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店 鹿児島県 鹿児島市東千石町14-2 

とろり天使のわらびもち　天文館店 鹿児島県 鹿児島市東千石町3-26 三幸ビル102

水族館の果実堂 鹿児島県 鹿児島市本港新町3-1 いおワールドかごしま水族館内２階

メガネのヨネザワ　フレスポ与次郎店 鹿児島県 鹿児島市与次郎1丁目11-1 フレスポジャングルパーク　1F

メガネのヨネザワ　谷山和田店 鹿児島県 鹿児島市和田1-23-1 

プレジール出水店 鹿児島県 出水市向江町2-36 

有限会社坂元畳工業 鹿児島県 出水市高尾野町下高尾野331-1 

株式会社ベストサポート 鹿児島県 出水市高尾野町下高尾野331-1 

有限会社クリーンショップエース　本社 鹿児島県 出水市高尾野町江内3203-1 

メガネのヨネザワ　出水店 鹿児島県 出水市緑町11-24 

ロータスイトウ 鹿児島県 西之表市西之表14408 

有限会社おかどめ 鹿児島県 西之表市西之表7386-1 

メガネのヨネザワ　ニシムタ岩川店 鹿児島県 曽於市大隅町月野2455 

クリーニングはまだ 鹿児島県 曽於市末吉町上町4-5-8 

シマ電気空調設備 鹿児島県 大島郡龍郷町戸口639-10 

有限会社　坂元モータース 鹿児島県 大島郡龍郷町中勝2392-1 

メガネのヨネザワ　加世田店 鹿児島県 南さつま市加世田東本町9-2 

mymakura 加世田店 鹿児島県 南さつま市加世田内山田243 

アイショップ大坂店 鹿児島県 南さつま市金峰町大坂6315-1 

有限会社塗木葬祭 鹿児島県 南九州市知覧町郡17643-1 

南薩観光株式会社 鹿児島県 南九州市知覧町郡5500 

メガネのヨネザワ　伊集院店 鹿児島県 日置市伊集院町郡2-25 

ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｃａｌｍａ 鹿児島県 日置市伊集院町妙円寺1-72-1 

メガネのヨネザワ　枕崎店 鹿児島県 枕崎市桜木町418 

メガネのヨネザワ　国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央1-27-8 ライフガーデン国分内

ブランジェール　国分店 鹿児島県 霧島市国分福島樋之本1727 Aコープ国分西店内

ユニバーサルハウス 鹿児島県 霧島市国分野口西23-4 

偉大なる発明　霧島店 鹿児島県 霧島市国分野口東8-40 TSUTAYABOOKSTORE 霧島店1F

プレジール霧島店 鹿児島県 霧島市国分野口東8-41 

ユーミーネット　霧島店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1089-1 

mymakura イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229 オン隼人国分店　1Ｆ

メガネのヨネザワ　イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229 隼人国分サティ店内　1F

GIVE LIFE 霧島市の車屋さん 鹿児島県 霧島市隼人町真孝1157 

お菓子工房のひまり 沖縄県 うるま市安慶名2-4-15 



【街のお店】キャンペーン対象店舗一覧（2023年2月28日時点）

店名 都道府県 住所

和洋菓子の店　ふくや 沖縄県 うるま市安慶名443番地 

有限会社　中部三共電機 沖縄県 うるま市江州370-1 

有限会社おおば　与勝店 沖縄県 うるま市勝連南風原4077-10 

メガネ一番　サンエー与勝シティ店 沖縄県 うるま市勝連南風原5111 サンエー与勝シティ店内1Ｆ

日昭株式会社 沖縄支店 沖縄県 うるま市勝連南風原5192-38 

居酒屋　天狗　上江洲店 沖縄県 うるま市上江洲6-1 

メガネ一番　石川店 沖縄県 うるま市石川1-14-1 イオンタウン石川内

＆color plus eyelash 沖縄県 うるま市石川東恩納603-12-2 

cut club HEART 沖縄県 うるま市赤道279 安里ビル1Fー右

浦添自動車　株式会社 沖縄県 浦添市安波茶3-5-5 

Smile pot 沖縄県 浦添市伊祖2-4-1 

インターネットカフェ　イージュ 沖縄県 浦添市伊祖4-10-2 ライフピア友　1F

蛸入洞 沖縄県 浦添市屋富祖4-4-3 小野ビル1F

ASA-ART WORKS 沖縄県 浦添市宮城5-6-13 ラフィーネ宮城405号

メガネ一番　浦添店 沖縄県 浦添市宮城6-1-21 1F

有限会社　沖縄クリーン工業 沖縄県 浦添市字沢岻1173番地 

シュターク本店 沖縄県 浦添市城間3-5-1 

株式会社　第二波之上自動車学校 沖縄県 浦添市勢理客1丁目5番1号 

ジョイカル　浦西店 沖縄県 浦添市西原6丁目1番6号 

UNiCASE沖縄 ・浦添パルコシティ 沖縄県 浦添市西洲3丁目1-1 パルコシティ２F

株式会社　琉信ハウジング　浦添支店 沖縄県 浦添市前田2-6-1 

株式会社財全エステート 沖縄県 浦添市仲西3丁目15番5号 財全GROUP・BLD

有限会社　沖縄紙業 沖縄県 浦添市当山1-12-2 

GARDEN 沖縄県 浦添市当山2-8-5 フレンドハウス翼　102号

株式会社　儀保ペイント商会 沖縄県 浦添市内間3丁目20番1号 

ヘアー＆エステ　アレグリア 沖縄県 浦添市内間4-18-7　1F 

株式会社グリット 沖縄県 浦添市牧港1-11-18 

ホームセンターさくもと浦添店 沖縄県 浦添市牧港1-61-18 

エッカ石油　株式会社 沖縄県 浦添市牧港5-3-2 

株式会社　琉球補聴器　中部店 沖縄県 沖縄県沖縄市上地1-13-1 

宝石のテルヤ 沖縄県 沖縄市久保田1-11-1 

株式会社　琉信ハウジング　中部支店 沖縄県 沖縄市古謝津嘉山町1番5号 

有限会社おおば　胡屋店 沖縄県 沖縄市胡屋4-14-31 

有限会社おおば　泡瀬店 沖縄県 沖縄市高原5-17-13 

白バラ　あわせアニバーサリー店 沖縄県 沖縄市高原5-9-28 

有限会社　東海不動産 沖縄県 沖縄市高原5丁目19番1号 

ランコントレ 沖縄県 沖縄市室川2-1-11 ランコントレ1F

パンダ無線グループ 沖縄県 沖縄市松本5-18-12 

コザ自動車　株式会社　サービスセンター 沖縄県 沖縄市松本5丁目13番15号 

GRANDiA 沖縄県 沖縄市松本887-1 102

メガネ一番　中の町店 沖縄県 沖縄市上地1-11-3　1F 

メガネ一番　中の町コンタクトセンター 沖縄県 沖縄市上地1-11-3 2F

K-auto 沖縄県 沖縄市上地2-12-7 

有限会社嶺住宅設備 沖縄県 沖縄市池原1丁目15-3 

ホームセンターさくもとコザ店 沖縄県 沖縄市南桃原4-28-1 

メガネ工房　美里店 沖縄県 沖縄市美原1-1-14 メゾン小城　1Ｆ

メガネ一番　美里店 沖縄県 沖縄市美原3-22-11 

コザ自動車　株式会社 沖縄県 沖縄市美里6丁目2番5号 

ヘアークリエイション　ライズ+ルアナ 沖縄県 沖縄市泡瀬1-1-32 1F

メガネ工房　泡瀬店 沖縄県 沖縄市泡瀬4-25-12 シティガーデン1F

ヒカリKitchen 沖縄県 沖縄市与儀3-21-20 マンション伊波103号

有限会社　ゆいまーる水道 沖縄県 宜野湾市愛知3-2-17　1F 

メガネ一番　宜野湾愛知店 沖縄県 宜野湾市愛知45 

メガネ一番　宇地泊店 沖縄県 宜野湾市宇地泊701 

株式会社　浜里不動産 沖縄県 宜野湾市我如古2-11-1 

メガネ一番　補聴器センター 沖縄県 宜野湾市宜野湾1-5-13 

沖縄不動産ＧＯＩＮＧ株式会社 沖縄県 宜野湾市宜野湾1-9-29 

有限会社　日研住宅 沖縄県 宜野湾市宜野湾3－3－10 
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株式会社琉信ハウジング　宜野湾支店 沖縄県 宜野湾市字大謝名90番地3Link58 201-202号室

有限会社琉匠　宜野湾支店 沖縄県 宜野湾市上原1-25-9 

株式会社長堂材木店 沖縄県 宜野湾市上原2-5-6 

琉球トータル引越サービス有限会社 沖縄県 宜野湾市新城1-12-6 

美容室ポプリ 沖縄県 宜野湾市真栄原1-11-2 

エステROOM　a.m 沖縄県 宜野湾市真志喜1-3-1 B201

カレン　沖縄宜野湾店 沖縄県 宜野湾市真志喜2-18-1 コモンズビル2　2Ｆ

HAIR　Eagle 沖縄県 宜野湾市普天間1-28-12 

てるや花店 沖縄県 宜野湾市普天間2-12-10 

マーチ株式会社 沖縄県 宜野湾市普天間2-46-13 

有限会社伊沢商会 沖縄県 宮古島市平良下里618-5 

セレモニー　いずみ 沖縄県 宮古島市平良下里906-10 いずみ会館

株式会社ミカタ 沖縄県 宮古島市平良字下里2139 

おもちゃのＢＡＮＢＡＮ 沖縄県 宮古島市平良字西里1003-1 2F 

株式会社　琉球補聴器　宮古店 沖縄県 宮古島市平良字西里383 

ロータス　東和オート 沖縄県 宮古島市平良字西里894-2 

株式会社JOY SPORTS 沖縄県 宮古島市平良字西里973-1 

美容室　ときわ 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根875-6 

株式会社しもさと商会 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根880 

有限会社下地商事 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根添1166-597 

北琉笑店　いころ 沖縄県 宮古島市平良西里146 

メガネ一番　宮古店 沖縄県 宮古島市平良西里973-1 

ぷちショップ　マルイストアー 沖縄県 国頭郡伊江村川平467 

居酒屋　恩納まつり 沖縄県 国頭郡恩納村字冨着507 

Afro×Jam 沖縄県 国頭郡国頭村字奥間2040-55 

ネイルサロン　AKUA 沖縄県 糸満市糸満1981-1 南海ホテル1F

有限会社　糸満自動車学校 沖縄県 糸満市糸満2278 

Nail&Hair PinkRose 沖縄県 糸満市字糸満1547-2 1F 

K'sベース 沖縄県 糸満市字米須192

株式会社國吉商店 沖縄県 糸満市西崎町5-1-2

メガネ一番　サンエー糸満しおざきシティ店 沖縄県 糸満市潮崎2-2 サンエー糸満しおざきシティ店内

株式会社　琉球補聴器　糸満店 沖縄県 糸満市潮崎町2丁目1番地の12 South K　101

サンピア　ことぶき 沖縄県 糸満市潮平588-1 

おおしろ酒店 沖縄県 石垣市字石垣157-2 

株式会社ビッグオート 沖縄県 石垣市字登野城1050-3 

GO★NAIL 沖縄県 石垣市新栄町25-9 1F

Jupiter 沖縄県 石垣市新川2357-16 メゾンサンセットビュー2-A

有限会社　アイランドボディサービス 沖縄県 石垣市真栄里440-15 

メガネ一番　八重山店 沖縄県 石垣市真栄里544-1 

株式会社　琉球補聴器　石垣店 沖縄県 石垣市石垣416-27 

有限会社　桃原建材 沖縄県 石垣市大川433-1 

株式会社フタバオートサービス 沖縄県 石垣市大浜1351-3 

陸運総合株式会社 沖縄県 石垣市登野城1395-2 

タイヤハウス マルキュー 沖縄県 石垣市登野城869-1 

宮良自動車整備工場 沖縄県 石垣市登野城869-5 

ブルーマリン石垣 沖縄県 石垣市浜崎町2-4-10 

有限会社　徳里住建 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納525－8 

メガネ一番　サンエー西原シティ店 沖縄県 中頭郡西原町嘉手苅130 サンエー西原シティ店内1Ｆ

ＡＶＡＮＴＩ 沖縄県 中頭郡西原町字上原94番地の1 

HAIR　Capa 沖縄県 中頭郡西原町字棚原178-1 

メガネ一番　読谷店 沖縄県 中頭郡読谷村大木460-1 

サンノリー　北谷店 沖縄県 中頭郡美浜2-8-1 

HAIR　lala+ 沖縄県 中頭郡北谷町桑江617-5 

株式会社　マルイ 沖縄県 中頭郡北谷町字宮城1-412 

ベイエリア　シュターク 沖縄県 中頭郡北谷町美浜3-5-10 

コミックバスター　北谷店 沖縄県 中頭郡北谷町北前1-1-13 

有限会社おおば　北谷店 沖縄県 中頭郡北谷町北谷1-3-9 

さんぱつやグッドボーイ 沖縄県 中頭郡北谷町北谷1丁目5-4 
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ＯＫＩＮＡＷＡ　ＧＲＥＥＮ　ＬＯＤＧＥ 沖縄県 中頭郡北谷町北町236-7 

ヘアーサロン　ロヂーナ 沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場278-2 

有限会社おおば 沖縄県 中頭郡北中城村美崎266 

株式会社興和工機　南風原本店 沖縄県 島尻郡南風原町兼城605 

株式会社琉信ハウジング　南風原支店 沖縄県 島尻郡南風原町兼城717-6 

株式会社　ふじ産業　本社 沖縄県 島尻郡南風原町字新川560番地 

神里タタミ 沖縄県 島尻郡南風原町神里721-1 

天龍自動車 沖縄県 島尻郡南風原町大名188-1 

ザ シークレットガーデン 沖縄県 島尻郡南風原町津嘉山1322 エレガントKY102

鶴亀堂　津嘉山店 沖縄県 島尻郡南風原町津嘉山1338-3 

Hair Salon Siesta 沖縄県 島尻郡八重瀬町屋宜原123-6 ウィステリア2　101

新城公民館 沖縄県 島尻郡八重瀬町字新城857 

手づくりゆびわ物語沖縄　ル・マリアージュ 沖縄県 島尻郡八重瀬町東風平920-3 

あいうえお運転代行 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原2732-3 

美容室しゅくる 沖縄県 島尻郡与那原町板良敷119-1 米須アパート101

株式会社　プロ・パティー 沖縄県 那覇市おもろまち4-10-9 

シャンゼ　おもろ 沖縄県 那覇市おもろまち4-12-1 

レキオス倶楽部 沖縄県 那覇市おもろまち4-19-16 

ＳＵＢＷＡＹ　那覇新都心店 沖縄県 那覇市おもろまち4-2-8 

T’s style Coffee 那覇新都心店 沖縄県 那覇市おもろまち4-2-8 

ティーエヌ　TSUTAYA那覇新都心店 沖縄県 那覇市おもろまち4-2-8 TSUTAYA那覇新都心店2F

スマイルファクトリー　那覇新都心店 沖縄県 那覇市おもろまち4-2-8 TSUTAYA那覇新都心店駐車場

株式会社不動産ステーション沖縄 沖縄県 那覇市安謝2-6-20 スカイピア新都心2-Ａ号室

株式会社　琉球補聴器　本店 沖縄県 那覇市安里1丁目8番13号 

森の音楽館　那覇・安里校 沖縄県 那覇市安里3-14-10 1F

グランドキャビンホテル那覇小禄ラウンジ 沖縄県 那覇市宇栄原1-27-1 

豚ホルモン　我那覇焼肉店 沖縄県 那覇市久茂地2-11-16 花ビル2F

ショールーム＆流通センター 沖縄県 那覇市具志2-2-8 

株式会社島袋ガス 沖縄県 那覇市三原2-1-34 

フィールドキッチン 沖縄県 那覇市三原3-18-32 

那覇総合ガス株式会社 沖縄県 那覇市識名1246-5 

iphone修理アイサポ　首里店 沖縄県 那覇市首里久場川町2-122-1 TSUTAYA首里店内

T’s style coffee　首里りうぼう店 沖縄県 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう　1F

ＳＵＢＷＡＹ　首里りうぼう店 沖縄県 那覇市首里久場川町2-122-1 首里りうぼう　1F

メガネ一番　首里店 沖縄県 那覇市首里石嶺町2-5-7 

ｈａｉｒ　ｄａｓｈｕ 沖縄県 那覇市首里汀良町2-21-2　1Ｆ 

スポーツクラブ・イーズ 沖縄県 那覇市首里末吉町3-45-1 

株式会社　沖縄ヤマハ　サービスセンター 沖縄県 那覇市曙1-8-10 

フィッシング王国　サンノリー２ 沖縄県 那覇市曙1丁目14-22 

有限会社　高蔵住宅 沖縄県 那覇市小禄414-3 コートヴィレッジ奥武山101

ホテル　タイラ 沖縄県 那覇市松山1-14-13 

ライブスポット　アパッチ 沖縄県 那覇市松山1-34-3 カクテルプラザ　6F

ソルヴィータホテル那覇 沖縄県 那覇市松山2-17-17 

株式会社　琉信ハウジング　本店 沖縄県 那覇市松山2-3-12 

メガネ一番　一日橋店 沖縄県 那覇市上間275-1 

nail＆eyelash　Irie 沖縄県 那覇市真嘉比1-16-8 リアン・ケイ101

Hair ＆ Relaxation Malulu 沖縄県 那覇市真地352-1 田島アパート101

株式会社白石 沖縄県 那覇市西1丁目19番1号 

沖縄ガスショールーム　ＹＯＵ－ＫＵｒＵ 沖縄県 那覇市西3-13-2 

カレン　沖縄小禄店 沖縄県 那覇市赤嶺1-1-3 みたのビル３Ｆ

玉宮ユニフォーム 沖縄県 那覇市泉崎1-4-14 

豚しゃぶ専門店 我那覇豚肉店 沖縄県 那覇市前島1-1-1 石嶺ビル1F

株式会社昭美堂 沖縄県 那覇市楚辺2-25-33 

エスパーナ　バーベキュー広場 沖縄県 那覇市辻3-2-1 

T’s style Coffee 波の上ビーチ店 沖縄県 那覇市辻3-2-1 コスタビレッジエスパーナ１Ｆ

波之上ゴルフ 沖縄県 那覇市辻3-2-13 

サラダボウル 沖縄県 那覇市辻3-4-1 

ＳＵＢＷＡＹ　波の上ビーチ店 沖縄県 那覇市辻3丁目2-1 
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わくわくキッズランド 沖縄県 那覇市辻3丁目2番1号 

琉球新報社 沖縄県 那覇市天久905 

琉球新報社（データ用） 沖縄県 那覇市天久905 

カードスタジアム小禄店 沖縄県 那覇市田原1-3-1 TSUTAYA小禄店内

メガネ一番　小禄店 沖縄県 那覇市田原1-4-1 サンヒルズ田原1F

きらび住宅　株式会社 沖縄県 那覇市田原1-4-5 

iPhone修理アイサポ 小禄店 沖縄県 那覇市田原1丁目3-1 TSUTAYA小禄店内

美容室イブ 沖縄県 那覇市田原2-8-11 コーポ原102号室

deep 沖縄県 那覇市田原4-8-9 シティーハイツ愛莉１Ｆ

上江洌自動車整備工場 沖縄県 那覇市田原98番地 

ホットストア株式会社 沖縄県 那覇市泊2-1-18 Ｔ＆Ｃ泊ビル４階

アニヤデンキ 沖縄県 那覇市泊2丁目16番2号 

イロカライフ 沖縄県 那覇市牧志1-2-15 右店舗

PORTA AND GATE 沖縄県 那覇市牧志2-16-19 第二ワコーマンション105号

沖縄水族館 沖縄県 那覇市牧志3-19-20 1Aフレンズビル

メガネ一番　那覇新都心店 沖縄県 那覇市銘苅2-4-18 

株式会社レカム沖縄 沖縄県 那覇市銘苅2-5-14 コンフォート石山2nd

街クリーン　株式会社 沖縄県 南城市玉城字前川1188 

津波古公民館 沖縄県 南城市佐敷字津波古144 

メガネ一番　豊見城店 沖縄県 豊見城市高安317-1 

ホームセンターさくもととよみ店 沖縄県 豊見城市根差部710 

嘉手苅モータース 沖縄県 豊見城市字我那覇434-1 

大宝建設　株式会社 沖縄県 豊見城市字真玉橋274-3 赤嶺ビル　206

スイートレンタカー 沖縄県 豊見城市字名嘉地121 

water shop LIFE　とよみ店 沖縄県 豊見城市真玉橋327 フィエスタdeアスル1-6

沖縄ポーターサービス 沖縄県 豊見城市真玉橋327 フィエスタdeアスル1-6

KAN’s 沖縄県 豊見城市瀬長174-6 ウミカジテラス25

株式会社　琉信ハウジング　豊見城支店 沖縄県 豊見城市豊見城470番地3 

株式会社　ふじ産業　豊崎営業所 沖縄県 豊見城市豊崎3-23 

株式会社興和工機　豊見城支店 沖縄県 豊見城市名嘉地133 

株式会社大成美健興業 沖縄県 豊見城市名嘉地250 バイパスビル206号

やんばるキッチンいちの屋 沖縄県 名護市伊差川19-1 

マツダオートザム　北部 沖縄県 名護市宇茂佐1607 

有限会社フレッシュミート　がなは 沖縄県 名護市宮里1410-1 

居酒屋２１ 沖縄県 名護市宮里453-12 

メガネ一番　名護店 沖縄県 名護市宮里7-21-16 

株式会社　琉球補聴器　名護店 沖縄県 名護市宮里875-1 

株式会社　ふじ産業　北部営業所 沖縄県 名護市字為又1219-351 

mieux7+ 沖縄県 名護市大中1-19-27　102 

居酒屋　楽笑 沖縄県 名護市大中1-4-4 

コインランドリー　どるふぃん 沖縄県 名護市東江4-6-17 ニューナカヤ　101

株式会社　琉信ハウジング　名護支店 沖縄県 名護市東江5-5-35 

上原クリーニング　イオン名護店 沖縄県 名護市名護4472 

ホームセンターさくもとなご店 沖縄県 名護市名護4513 


