
◆北海道

店舗名 店舗住所

ユニークジーンストア 北海道札幌市豊平区中の島 ２条２丁目１－１

ユニークセコンド 北海道札幌市豊平区中の島 ２条２丁目１－１ステーションビル１Ｆ

株式会社末広ボデー 北海道旭川市 末広１条９丁目１－２９

美瑛選果 北海道上川郡美瑛町 大町二丁目６番２９号

ＲＡＮＧＥ　ＬＩＦＥ 北海道標津郡中標津町 東五条南１丁目一番地２階

ＡＲＴＩＳＭ 北海道旭川市 １条通７丁目４３-４０　Ａｓｈビル１Ｆ

ノースキャスト 北海道札幌市白石区 本通４丁目北１－１７

チトセレンタカー 北海道千歳市美々 ７５８－２１５

ＬＩＮＫＳ 北海道札幌市西区琴似一条 ７丁目３－２７

一吉漢方薬局 北海道札幌市厚別区厚別南 ２－５－１サンホームプラザ１階

カービューティープロ 北海道札幌市豊平区月寒東一条 １７－４－２９

写真工房ぱれっと　函館店 北海道函館市昭和 １丁目２９-７・昭和タウンプラザＡ館２Ｆ

ａｉｍ　札幌店 北海道札幌市北区北八条西 ３丁目３２・８・３スクエア北ビル１Ｆ

カーレンタル北海道 北海道千歳市 真々地４丁目９－１

ｔｗｏ７　ｃａｒ　ｍａｉｎｔｅ 北海道札幌市白石区東米里 ２０５８番地９３

豊平動物病院 北海道札幌市白石区栄通 ６丁目４－１５ＩＤＳビル

保険サービス 北海道稚内市栄 ５－８－１３

ａｔｅｌｉｅｒ　ＺｉＺｉ 北海道札幌市北区新琴似八条 １丁目２－５・宮崎建設ビル１階

ホテルヌプカ 北海道帯広市西二条南 １０丁目２０番３号

ホテル水明閣 北海道余市郡余市町山田町 ６８７

野村佛檀店札幌店 北海道札幌市東区北十九条東 七丁目３－３０

有限会社アスク・スポーツ 北海道札幌市豊平区 平岸七条１４丁目２－１５

ＭＯＯＮＬＯＩＤ 北海道上川郡当麻町六条東 ４丁目１－７

アクトレス 北海道函館市 宮前町２番１２号

ホテル美し乃湯温泉 北海道士別市大通東 １７丁目３１４３番地２１５

ペット霊園やすらぎの丘 北海道札幌市西区 小別沢７９－１

ＬｅｓｓＨｉｇａｓｈｉｋａｗａ 北海道上川郡東川町 南町１－１－６

◆青森県
店舗名 店舗住所

快眠・ギフトショップ　みぞぐち 青森県十和田市稲生町 １５番１７号

◆岩手県
店舗名 店舗住所

ほんご動物病院 岩手県一関市 萩荘金ヶ崎４９－１

山人－ｙａｍａｄｏ－ 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２地割 ７１ー１０

＠ビジネスホテル一関 岩手県一関市三関字桜町 ７３－１

ｒｅｖｅ 岩手県盛岡市長橋町 １６－２５

メガネのファミリーズ 岩手県盛岡市 中ノ橋通１－５－１９

ｂｅａｎ’ｓ 岩手県花巻市 西大通り２－１３－１

◆宮城県
店舗名 店舗住所

セオサイクル仙台宮城野店 宮城県仙台市宮城野区 銀杏町３９－９

ＶＯＬＣＯＭ　ＳＥＮＤＡＩ 宮城県仙台市宮城野区福室 １－２－６０

Ｄｅｖｅｌｌｏｐｅ． 宮城県仙台市青葉区中央 ２－７－１５ＭＵＳＥビル２Ｆ

株式会社ベルエキップ 宮城県仙台市泉区桂 １－１－１

ＴＨＥ　ＡＲＭＹ　ＧＹＭ　仙台 宮城県仙台市青葉区一番町 １－１１－２０・近江ビル１Ｆ

スリープショップまくら屋 宮城県仙台市青葉区 栗生４－５－３　ＮＳビル１Ｆ

株式会社Ｖｉｃａｍｏ 宮城県仙台市宮城野区原町 ５－５－３５熊谷ビル１０３

大好ききもの二幸 宮城県柴田郡柴田町西船迫 １－１－１１

ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏ　Ａ．Ｂｅ 宮城県仙台市青葉区一番町 ４丁目５－４０おの万一番町ビル５Ｆ

ＳＨＩＣＨＩＮＯ　ＨＯＴＥＬ 宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜 館下７５－６５

ＰＯＳＨ 宮城県仙台市青葉区一番町 ３－８－１・ラ・ベルヴィビル・３Ｆ

ＵＮＩＴｃｏｍｐｌｅｘ名取店 宮城県名取市田高 字南９－１

◆秋田県
店舗名 店舗住所

Ｌｏｔｕｓ 秋田県秋田市 東通２－１４－４

キャッスルファーサロン 秋田県秋田市 中通１－３－５秋田キャッスルホテル

和布倶や 秋田県秋田市 中通２丁目１－３６

ペットパーティ金鳥園 秋田県秋田市八橋新川向 ２－１５

牛玄亭厨房 秋田県秋田市八橋イサノ 二丁目２-１



◆山形県
店舗名 店舗住所

富士スポーツ本店 山形県尾花沢市新町 １－４－３４

◆福島県
店舗名 店舗住所

住空間ファクトリー　ゼン 福島県会津若松市 西七日町４－１０

会津酒楽館 福島県会津若松市 白虎町　１

ピンキーウエスト 福島県福島市太田町 ８－１５

Ｈａｉｒ　Ｓｐｉｒｉｔ　ａｎｘ 福島県郡山市中町 ７－１７

Ｓｐａｌｉｂｕｒ 福島県須賀川市仲の町 ８４イオンタウン内

ブティック　ナトゥーラ 福島県郡山市桑野 ２－１７－１２・Ｊ＆Ｃビル１Ｆ

ホテル西山南相馬店 福島県南相馬市原町区旭町 二丁目４９番地

ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ若葉 福島県福島市 霞町１０－３４

◆茨城県
店舗名 店舗住所

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｂｅｅｌ 茨城県水戸市元吉田町 ２２９－２スカイヒルズ元吉田１Ｆ

ＭＩＮＤＳ　ＴＨＥＴＡ 茨城県神栖市深芝 ２６６４－１

ヘアメイクＡＯ　Ｈａｎａｌｅ 茨城県古河市雷電町 ９－４０

ふれあい動物病院 茨城県守谷市 けやき台３－９－１

メンズヨシワラ 茨城県龍ケ崎市 川原代町６１８９－１

ＫＩＭＯＮＯ２１舞ん 茨城県つくば市 二の宮２－１７－６

◆栃木県
店舗名 店舗住所

有限会社ケージクラス 栃木県宇都宮市簗瀬町 １９３５－２

有限会社ケージクラス 栃木県宇都宮市岩曽町 ８４８－２

フェスティカサーキット栃木 栃木県栃木市 柏倉町１２７５-１

那須高原　鉄板焼の宿　菊 栃木県那須郡那須町高久甲 ５３９９－１８

鍵のレスキュー　宇都宮支社 栃木県宇都宮市平塚町 ３０６－２

ＷＨＩＴＥ　ＮＯＴＥ 栃木県那須郡那須町 高久乙５９４－８１

◆群馬県
店舗名 店舗住所

ｈａｉｒ　Ｄｏ　ｐｏｊａ 群馬県富岡市 宇田４８８－３

イースト 群馬県高崎市 南大類町１１７１－２

ブティック　ビン 群馬県太田市東本町 ３４－２５

スタジオ　リンク 群馬県前橋市川原町 １－４７－１１

クイーン堂シューズ 群馬県桐生市 本町４－７４

ｕｍｂｒｅｌｌａ 群馬県前橋市小相木町 ３８８－１

セレクトショップＴＩＵＲＦ 群馬県高崎市 通町１８

ＡＲＣＨＥＴＹＰＥ 群馬県伊勢崎市宮子町 ３４５９－１

ツキオカ写真館 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田 ２３３８-２

スニーカーショップ　ミスチーフ 群馬県伊勢崎市 宮子町３４０６－３

◆埼玉県
店舗名 店舗住所

きものこすぎ 埼玉県熊谷市 上之１７８９-６

朝霞のちいさな鍼灸整骨院 埼玉県朝霞市 本町２－１－７パークハイム朝霞１階

セオサイクル上尾店 埼玉県上尾市 春日２－１２－４

北欧家具ｔａｎｕｋｉ 埼玉県東松山市 上唐子１０８３

車検のコバック　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区 城南３－３－７

たなかじま家具店 埼玉県熊谷市 広瀬４９０－１

ヘアメイク　サンクエスト 埼玉県朝霞市 本町２－１２－１７

ヘアメイク　サンクエスト 埼玉県富士見市 東みずほ台２－６－１４

ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔＡｓｉａｇ 埼玉県さいたま市南区白幡 ３－１０－１１・細渕ビル２０１

車検のコバック春日部イオン前店 埼玉県春日部市下柳 １０５４

有限会社入曽写真館 埼玉県狭山市水野 ４５６－５

株式会社　近江屋 埼玉県蕨市 北町２－９－２９

ＢＡＮＡＮＡ　ＢＲＯＷＮ 埼玉県川越市南通町 １４－３三番町ハウス１０１

ＳＬＡＭ　さいたま店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 ３－２－２－２Ｆ

スマイルフォトスタジオ 埼玉県入間市東町 １丁目２－３

アトリエファゴ　所沢店 埼玉県所沢市日吉町 ９-１１ナガヌマビル・２階

アトリエファゴ　小手指店 埼玉県所沢市小手指町 一丁目３８番地の１２

Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｎｅ 埼玉県さいたま市浦和区高砂 １－１０－１８浦和ファーストビル３，４Ｆ

大東ガスエネライフサービス 埼玉県志木市本町 ６－１６－４９志木コーポラス１階



Ｓｗｅｅｔ　Ｌａｓｈ 埼玉県さいたま市大宮区大門町 ２－２２－１ＴＡｉＧＡビル４Ｆ

ＲＡＧ新座駅前店 埼玉県新座市野火止 ５－２－５７リリーベル新座駅前１０１

シンリフレッシュビューティーサ 埼玉県さいたま市大宮区宮町 ２－１０・大宮シンテイビル３Ｆ

ヘアアンフィル 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 ２５－２８ＴＭビル２Ｆ

鍵のレスキュー　さいたま支社 埼玉県さいたま市西区内野本郷 ６１７－８９メゾン宮原１０１

ケニーズ　ファミリー　ビレッジ 埼玉県飯能市上名栗 ３１９６

ＳＨＩＭＴＯ　ＳＴＯＲＥ 埼玉県川口市芝園町 ３－１１－１０２

ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ａｎｇｅｌ 埼玉県川越市岸町３丁目 ４－２０

プロショップ　キリヤマ 埼玉県川口市 領家１－２０－１０

Ｓｅｐｉａｇｅ　ｔｒｏｉｓ 埼玉県朝霞市仲町 ２－２－４４・３Ｆ

ｓｅｐｉａｇｅ　ｕｎ 埼玉県新座市東北 ２－３１－１５・４Ｆ

Ｓｅｐｉａｇｅ　ｄｅｕｘ 埼玉県志木市本町 ５－２４－６－２Ｆ

美容室　サロンドルイス 埼玉県飯能市本町 ９－１０池辺ビル１階

◆千葉県
店舗名 店舗住所

アプラ　新松戸本店 千葉県松戸市 新松戸５－１４９

葛西屋呉服店 千葉県松戸市 本町８－４

ＢＲＡＨ　ｅ　ｋｏｍｏ　ｍａｉ 千葉県千葉市稲毛区小仲台 ６－１４－６高田ビル２Ｆ

Ｄｉｖｅ　Ａｗａｒｄ 千葉県習志野市津田沼 １－２－２２小倉ビル４Ｆ

Ｆｉｋａ（フィーカ） 千葉県松戸市新松戸 ２－２０関ビル６Ｆ

ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＡＮＮＡ 千葉県旭市イ １７４２－１

Ｌａｇｏｏｎｈａｉｒ 千葉県鎌ケ谷市 新鎌ケ谷１－７－３０新鎌ヶ谷センタービル２Ｆ　Ｌａｇｏｏｎｈａｉｒ

ｂｌｏｏｍ　八千代緑が丘 千葉県八千代市緑が丘 ４丁目２－６

＃ｔａｇ 千葉県柏市柏 １-４-２７柏第一ビル５Ｆ

トップランク船橋 千葉県船橋市東船橋 ２－２１－１

テニスショップラフィノ船橋店 千葉県船橋市 夏見１－９－２９

ＵＮＩＴＹ 千葉県柏市 柏３－９－２０エクセラモンピエース２０２

ＶＩＬＬＡ 千葉県柏市 柏２－８－９千葉スカイビル４Ｆ

Ｇｏｓｓｉｐ　ｈａｉｒ 千葉県柏市 中央町５－２１穂高第一ブラザーズ柏２０３

ＮＩＦＴＹ 千葉県船橋市 本町１－１２－２２タカナミビル３－２０１

ＳＦＩＤＡ 千葉県松戸市 新松戸１－４８２　新松戸森谷ビル５Ｆ

大畑金物店 千葉県八街市八街に ６１－９

芽ぐみ整骨院 千葉県木更津市請西南 ２－２７－１・イオンタウン内

エイペックス 千葉県千葉市稲毛区小仲台 ６－４－１３・エイペックスビル

タイヤセブン　木更津店 千葉県木更津市潮浜 ２－１－１０

鍵のレスキュー　千葉支社 千葉県千葉市稲毛区長沼町 ２５２－１

ｓｔ．ｖａｌｌｅｙ　ｈｏｕｓｅ 千葉県柏市柏 ３－５－７オークビル１０１号

亀山温泉ホテル 千葉県君津市豊田 ６５

ｂｌｏｏｍ　千葉ニュータウン 千葉県印西市草深 ９４０－４

美容室そうだすい 千葉県船橋市湊町 １－２１－１９

株式会社カービューティーアイア 千葉県市川市 田尻１－３－９

株式会社　武藏屋 千葉県佐倉市 井野１５５８－５７

石毛呉服店 千葉県銚子市飯沼町 １-２５

◆東京都
店舗名 店舗住所

Ｏｐｕｓ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 東京都江東区 亀戸６－５７－２０　ＦＵＪＩＳＡＫＩ　ＫＡＭＥＩＤＯ東口ビル３Ｆ

美容室ＭａｓｈＵｐ 東京都大田区 西蒲田７－４８－１１　一二三堂ビル２階

ビジネスイングランドール府中 東京都府中市 紅葉丘２－１３－３

ｍｉｄｉ 東京都世田谷区 等々力５－６－６マークヒルズ等々力１Ｆ

エクイップ 東京都世田谷区 成城６－１３－１ＹＵＫＩＯ成城ビル

羽根木動物病院 東京都世田谷区 代田４－１０－２４代田プライムコート１Ｆ

Ｌ’ｈｅｕｒｅｕｘ 東京都豊島区 東池袋１－３２－２小川ビル２Ｆ

アンドフェブ 東京都杉並区高円寺南 ４－８－７－１Ｆ

ＡＵＱＷＡ 東京都世田谷区奥沢 ５－４０－７ジュア自由が丘２Ｆ

素肌美人 東京都練馬区東大泉 １－２７－２２　光和ビル３０１

株式会社　東京正武堂 東京都品川区東五反田 ５－２２－３３・ＴＫ池田山ビル１０１号

ｈａｉｒ－ｍａｋｅ－ｍｏｃｃａ 東京都世田谷区 豪徳寺１－２３－１８

コスメチック真美 東京都江戸川区船堀 １－１－５１

キッズセカンズ 東京都世田谷区 瀬田１丁目２２番１９号瀬田モンドビル１Ｆ

Ｎａｉｌ　ａｏ．三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋 １－１６－８コルティーレ世田谷２０６

ＦｉｓｈＰｈｏｔｏ 東京都世田谷区深沢 ７－９－８若林ハウスＡ

プレゼンス　ブレインズ 東京都世田谷区 北沢２－２６－９－２Ｆ

ｐｏｔａｍｕ 東京都中野区 東中野４－６－５　山手ビル１０１

ＳＥＰＴＩＳ 東京都世田谷区 三軒茶屋一丁目４１番１３号

ヘアメイク　サンクエスト 東京都板橋区 中板橋２０番７号

Ｒｅｌａｃｉｏｎ 東京都葛飾区亀有 ５－２０－１１ＹＳビルド２０２

ヘアールームエンヴィー 東京都豊島区東池袋 ４－８－８ロイヤルガーデン

スキューバプロショップ大井町 東京都品川区東大井 ５－１４－１６糸日谷ビル２０２



アブティール 東京都墨田区太平 ２－５－７ＫＯＷＡ３ビル３階

Ｋａｌｏｎ　ｈａｉｒ 東京都世田谷区 奥沢五丁目２０番１１号

ＹＳＰ杉並北 東京都杉並区高円寺北 ４－４２－５

アームズクロージングストア 東京都目黒区 祐天寺２-１２-１　ＰＬＡＺＡ　Ｕ　２０２

メイストーム 東京都杉並区 高円寺北１-４-５ラポール高円寺１０２号

Ｈａｉｒｅｓｔｈｅ　ＨＡＡＡＴ 東京都豊島区南池袋 ２－２７－６池袋ＣＯＡＳＴビル６Ｆ

ＦＩＬ　ｂｅａｕｔｅ 東京都目黒区祐天寺 ２－１４－１０ＫｕｋａｉＴｅｒｒａｃｅ祐天寺Ａｎｎｅｘ１Ｆ

Ｍｅｒｓｅａ＆Ｃｏ．二子玉川 東京都世田谷区玉川 ３－２０－１０メリス玉川Ｐａｒｔ２－２０２号

Ａｍａｎ　ｈａｉｒ 東京都武蔵野市 吉祥寺南町１－１１－３－２Ｆ－Ｂ

ダイビングスクールＪＤＡ 東京都大田区 東矢口１－１５－２２

スタジオファン 東京都豊島区西池袋 ３－２６－５ニューマツモトビル５階

ＶＩＶＩＤ 東京都目黒区自由が丘 ２－５－６フラッツ自由が丘２０５

フォトスタジオ　プライム 東京都八王子市中野上町 ２－２９－７

Ｏｐｓｉａ 東京都墨田区業平 ３－７－１５－１０１

ＳＬＯＷ　ｂｙ　ｏｐｓｉａ 東京都墨田区京島 １－６－６－１１２－２

ｃｏｌｏｒｌｏｖｅｒ自由が丘２ 東京都目黒区自由が丘 ２－１７－１２　ハウス自由が丘２階

春の空 東京都調布市仙川町 ２－１７－１０－１Ｆ

Ｒａｎｃａ 東京都墨田区太平 １－３１－７

エビナ 東京都調布市佐須町 ５－３－１０

Ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏｆａｍ 東京都目黒区青葉台 １－１５－８

ｍａｒｒｙ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町 ２－２－７プラザオギノ３０３

しぶたに矯正歯科 東京都世田谷区野沢 ２－６－１８

エステティックＴＡＭＩＫＩ 東京都目黒区自由が丘 ２－１３－２スカイプラザ自由が丘９０２号室

スタンリーズ目黒店 東京都目黒区目黒 ４－１０－６鈴木ビル１階

ほぐし＆リラックス町田中央通り 東京都町田市原町田 ４－２－８ワコービル３階

ペットサロンＷＩＳＨ 東京都江東区東陽 ６－２－１３ＭＦＰＲコート木場公園１Ｆ

リフレス 東京都品川区東大井 ５－１９－９東大井アーバンハイム２階

髪師ｋｅｎｊｉｒｏ 東京都江戸川区西葛西 ３－４－１５－シャルマンクレール１０１

ユーロスポルト 東京都江戸川区篠崎町 ７－１５－１６

ＳＵＰＥＲＣＯＯＬ／ＲＩＣＯ． 東京都町田市小山町 ９２８－９

リーガルキャブ 東京都あきる野市 雨間５８２番地５

美容室トライベッカ 東京都武蔵野市吉祥寺南町 １－１１－１１武蔵野ビル１階

ＴＡＩＧＡ 東京都台東区上野 ３－２２－３ジイドビル６Ｆ

ｈａｉｒｓａｌｏｎＬＯＣＯＣＯ 東京都日野市多摩平 ２－５－３・豊田パールハイツ１０２

Ｈｕｌａ　ｈａｉｒ 東京都世田谷区新町 ２－３－１１・ｆｌａｔ－Ｍ・Ｂ１Ｆ

ａｕｒｕｍ 東京都世田谷区北沢 ２－２４－６北口ビル３Ｆ

フードアンドカンパニー学芸大学 東京都目黒区鷹番 ３－１４－１５

ＴＡＹＡ　　江古田店 東京都練馬区栄町 ２９番１号

ＬＩＦＥＳＴＹＬＥＯＲＤＥＲ 東京都目黒区下目黒 １－１－１０

ＬＡＴＴＥＳＴｂｉｋｅ 東京都目黒区下目黒 ２－２１－２４ハイツ第二目黒１階

ネイルジョルナーレ二子玉川店 東京都世田谷区玉川 ３－１－５カメリアコート二子玉川２Ｆ

ぷちショップこばやし上野店 東京都台東区上野 ２－４－７

ｆｅｌｉｃｅ 東京都福生市加美平 １－６－２３

ヤマヒロ車検の速太郎三鷹店 東京都三鷹市牟礼 ６－２４－１７

ＮＯＢＭＡＬＥ 東京都足立区千住 １－２４－５・本橋ビル４Ｆ

ｒｕｃｈｅ 東京都杉並区西荻北 ３－４１－１２栗原ビル１階

ａｌｔｉｎｏ 東京都国分寺市南町 ２－１６－２１富士ビル２階

ＦＥＬＩＣＩＴＡ 東京都西東京市ひばりが丘北 ４－１－２９ＳＣＥＮＡひばりが丘２Ｆ

魚菜屋なかむら 東京都大田区新蒲田 １丁目９－１４

ＬｉｅＮ 東京都世田谷区北沢 ３－１０－１７ハイムモリタ１０１号

碧明会　大沢眼科・内科 東京都豊島区東池袋 ３丁目１－１サンシャイン６０ビル７Ｆ

美容室ファーナ 東京都大田区鵜の木 ２－１５－５鵜の木ガーデン２１－３階

水のレスキュー 東京都品川区平塚 ２－６－１３スバルビル７Ｆ

鍵のレスキュー 東京都品川区平塚 ２－６－１３スバルビル７Ｆ

ＭＯＬＲＥＶＥ 東京都豊島区池袋 ２－４０－１３－２４０池袋ビル６Ｆ

ＬＵＦＦＩＮＥ 東京都豊島区東池袋 １－９－５清水ビル５Ｆ

ペルシャンロード　自由が丘 東京都目黒区自由が丘 １－２６－８・フリーダムビル一階

Ｆａｓｃｉｎａ 東京都豊島区池袋 ２－４０－１３－２４０池袋ビル３Ｆ

ｓｔｕｄｉｏＳＴＯＲＹ 東京都目黒区緑が丘 １－１２－１３

ｍｉＬｏｖｅ 東京都世田谷区三軒茶屋 １－３５－３谷澤店舗１Ｆ

Ｋｉｎｅｍａｔｏ 東京都葛飾区鎌倉 ３－２８－１２－１Ｆ

かしわぐら整足院　足の痛み整体 東京都大田区田園調布 ２－５０－１２ガゼボ田園調布１０２

大森ペット霊堂 東京都大田区大森東 ２－１－１

ガレージ　モーリス 東京都目黒区八雲 ３－２６－９

ＨＯＳＨＩＮＯ 東京都台東区東上野 ４－１３－９・Ｒｏｕｔｅ８９・３Ｆ

１００２ｍｉｌｌｅ 東京都武蔵野市吉祥寺南町 １－１１－３いづみビルＢ１Ｆ

ＴＲＡＤ 東京都世田谷区玉川 ３－２０－４グランフォレ１Ｆ－Ａ号室

ほぐし＆リラックス町田店 東京都町田市森野 １－３９－１５三ノ輪ビル森野７Ｆ

１００１ｍｉｌｌｅ 東京都武蔵野市吉祥寺南町 ２－１１－１８清水ビル１Ｆ

ｉＰｈｏｎｅ修理工房 東京都豊島区 東池袋１－４２－１２パークビル５Ｆ

鍵のＮｏ．１ロック２４ 東京都品川区豊町 ６－２４－１７ＮＢ中延２０１



Ｎｉｇｈｔ　ｆｌｉｇｈｔ 東京都福生市福生 ２２１３－１ベルハンドヴィラ２１１号室

ｋｅｅｐ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇ 東京都目黒区自由が丘 ２－１２－１９－３４１ビルイースト３Ｆ

ひらまめ写真館 東京都葛飾区亀有 ４－３３－１２

リチェルカーレ駒沢店 東京都目黒区東が丘 ２－１３－３３エトワール東が丘１階

ｈａｉｒｓａｌｏｎＴｒａｖｉｓ 東京都墨田区太平 ４－６－１６クレストコート錦糸町１Ｆ

ｃｏｃａ 東京都武蔵野市吉祥寺本町 １－８－２北辰吉祥寺ビル１階

武藏屋　中野本店 東京都中野区 南台２－２４－１１

リオネットセンター城南大井町店 東京都品川区 東大井５－１１－４

ＴＡＩＬＯＲ　ＫＩＴＡＨＡＲＡ 東京都豊島区 南長崎１－２－４

ＵＧペットアトラスタワー中目黒 東京都目黒区 上目黒１－２６－１　中目黒アトラスタワー１０６

ルミックスデザインスタジオ 東京都台東区 千束３－２３－１１

Ｓｅｐｉａｇｅ　ｓｉｘ 東京都板橋区成増 ２－１７－１８・２Ｆ

Ｏｎｄｉｎｅ　三軒茶屋店 東京都世田谷区太子堂 ２－１４－６スペーシア三軒茶屋弐番館１Ｆ

◆神奈川県
店舗名 店舗住所

アルフペットクリニック 神奈川県川崎市川崎区 鋼管通１－１１－１２

ＲＯＳＳＯ 神奈川県横須賀市 湘南国際村１－１－１

古福庵町田店 神奈川県相模原市南区上鶴間 ２－８－１

ＬＯＫＫＩ 神奈川県川崎市中原区 今井南町４６４－１エスコートレジデンス１０１

かんだ接骨院 神奈川県川崎市高津区末長 ３－６－２３大久保ビル１Ｆ

ＲＥＮＡＴＡ 神奈川県川崎市川崎区小川町 ３-２

ＨＡＰＰＹ　ＢＲＡＮＤ 神奈川県横浜市中区 石川町二丁目６２番ＮＩＣビル１０１号

ＺＹＸＧＥＲ 神奈川県川崎市幸区柳町 ２４－１・ＦｉｎＳ・ＣＲＯＳＳ・ｋａｗａｓａｋｉ６０１

ちん里う本店 神奈川県小田原市栄町 １－２－１駅前ビル１階

脱毛サロンＨＡＲＮＥＹＳ 神奈川県川崎市中原区 上丸子八幡町８１８ＣＩＴＹＨＯＵＳＥＩＳＯ３０１

森のあかり 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 １００１－４１

Ｈｏｎｅｙ　Ｇｒａｃｅ 神奈川県川崎市幸区鹿島田 ２－１－２８・鹿島田セントラルマンション１０５

Ｒｅｇａｌｏ 神奈川県川崎市多摩区登戸 ２１７４

さかい別邸 神奈川県厚木市中町 ４－２－４・Ｆビル１階

丸富オート販売 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ６－１－２２

ａｒａｂｌｅ　ｓｏｉｌ 神奈川県横浜市神奈川区栄町 １０－３５ザ・ヨコハマタワ－ズ・サウスコ－ト１Ｆ

レンタルバイク横浜 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 １－１６－８

クッキー・ナッツスタジオ 神奈川県川崎市川崎区境町 １１－２１－１０Ｆ

ＴＨＥ　ＵＳＡ　ＳＵＲＦ 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 四丁目３番２６号

カウンターアトラクション 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 ５－８－２３鵠沼パークハウス１階

野毛ホルモンビル　大夢 神奈川県横浜市中区野毛町 ２－７８－１

ＥＶＡＮＣＨＯ 神奈川県三浦郡葉山町 一色１７６１-１

Ｅｍｂｅｌｌｉｒ横浜店 神奈川県横浜市西区高島 ２-１-１８ロワール横濱１階

Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＡＤＥ 神奈川県茅ヶ崎市新栄町 １３－６・殿木ビル３Ｆ

ＷｅＢａｓｅ鎌倉 神奈川県鎌倉市由比ガ浜 ４－１０－７

ＳＰＬＥＮＤＯ 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 １２－８ＮＫ１０１

ＫＯＫ 神奈川県藤沢市南藤沢 ８－１Ａ１０３

車屋呉服店 神奈川県横浜市南区 大岡２-２１-１３

よしいけ動物病院 神奈川県横浜市神奈川区 三ツ沢下町３－２５－１０１

アリサ動物病院 神奈川県平塚市 東真土１－７－１５グランシャリオ１０５　１０６

ロータス　サトウ 神奈川県横浜市戸塚区 平戸町９６４

アクアビジョン　ムサシコスギ 神奈川県川崎市中原区 小杉町３－１３０１－３Ｆ

ミニハウスディベロップメンツ 神奈川県厚木市 中依知１８０－１

ユーフォニカ 神奈川県横浜市都筑区仲町台 １－３３－１９

Ｒ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 神奈川県逗子市逗子 １－６－５フジビル３階

◆富山県
店舗名 店舗住所

お宿いけがみ 富山県魚津市 北山６８４

美容室デジール 富山県富山市向新庄町 １丁目５－１２

登山用品のオクトス　富山店 富山県富山市婦中町笹倉 ７７－１

ＫＵＲＯＢＵＴＡレンタカー 富山県富山市窪本町 １５－４１

にのみやペットセンター 富山県富山市 総曲輪４-７-６



◆石川県
店舗名 店舗住所

ＳＫＡＮＤＡ 石川県金沢市 竪町１２

ＰｈｏｔｏＣｒｅａｔｅＧＡＬＡ 石川県金沢市 古府１－２２２

マリー・アン 石川県金沢市武蔵町 １６－４２・レスティ１Ｆ

ツエーゲン金沢　ファンクラブ 石川県金沢市示野町 西２

Ｏｄｉｅｒ 石川県金沢市 戸水１－４９６オリーブテラスＢ棟２号

エンブレムステイ　金沢 石川県金沢市尾張町 １－２－８

登山用品のオクトス　金沢店 石川県金沢市近岡町 ３５８・大阪屋ショップ近岡店内

パズフォト 石川県金沢市八日市 ４丁目３６８・ケーロクコーポ１０１

有限会社アスピラ 石川県金沢市 香林坊２丁目１２－３８　諸江ビル１階

◆福井県
店舗名 店舗住所

リーガルシューズ　福井店 福井県福井市 大手３－５－１０　イワナガビル１Ｆ

松井家具 福井県福井市 春山２－１６－１

ミタカスタジオ 福井県敦賀市木崎 ６－７－９

ＡＮＴＥＬＯＰＥ 福井県福井市 松城町１２－７パリオ２階

日産プリンス福井販売　幾久店 福井県福井市 幾久町１０－３

日産プリンス福井販売　空港店 福井県坂井市 春江町随応寺２１－５３－１

日産プリンス福井販売　武生店 福井県越前市 芝原３－５－２９

日産プリンス福井販売　福井店 福井県福井市 今市町５４－１

サンデーマウンテン 福井県坂井市春江町針原 ２０－１－１

いなば動物病院 福井県坂井市丸岡町猪爪 ２丁目３０１

Ｅｌｐａｒａｉｓｏ 福井県福井市成和 ２－６１３－２

Ｌｉｇｈｔ　Ｐｌａｎｅ 福井県福井市 松城町１２－７　パリオ２階

◆山梨県
店舗名 店舗住所

ＬＯＮＧＴＥＭＰＳ 山梨県富士吉田市下吉田 ３－１２－５４

古湯坊源泉館 山梨県南巨摩郡身延町 下部４５

Ｍｔ．Ｆｕｊｉ　ＬＯＣＡＬ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 ３６３１－２

Ｃｌｏｕｄ９ 山梨県甲府市中央 ４丁目８－８甲府中央マンション１０２

美肌工房ＳＡＴＯＳＨＩＹＡ 山梨県甲府市 朝日５－６－１１

着物乃塩田 山梨県南アルプス市 小笠原３７９

◆長野県
店舗名 店舗住所

ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＯ 長野県松本市 大手一丁目３番２９号

澤村屋呉服店 長野県飯田市 知久町一丁目２２番地

ＡＲＣ長野店 長野県長野市 若里３－１０－３８

スタンダードスタイル 長野県松本市 平田東３－１－１２

ＯＮＴＡＤＥ 長野県松本市 中央２－４－１５

シナプシス 長野県長野市 北石堂町１３９１－１

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

中尾山温泉　松仙閣 長野県長野市篠ノ井小松原 ２４７５

ライジングフィールド軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町 長倉２１２９

美容室オリーブ 長野県佐久市 佐久平駅北１７－２

ボックスオーク 長野県松本市中央 １－２０－２７

◆岐阜県
店舗名 店舗住所

株式会社サカエ屋 岐阜県可児市広見 ２００７－１

ｕｎｄｅｒｂａｒ 岐阜県岐阜市 金宝町一丁目１５番地２

れあ歯科クリニック 岐阜県瑞穂市十九条 ３３５－１

職人の店　岐阜店 岐阜県岐阜市下土居 ２－８－１



◆静岡県
店舗名 店舗住所

ゴルフショップメルサ 静岡県浜松市東区 豊町１９２９－１ドリームショットゴルフクラブ内

パームスクラブ 静岡県島田市 日之出町３-７

株式会社海遊社 静岡県賀茂郡南伊豆町 湊８９８番地の２

一ノ瀬動物病院 静岡県焼津市 東小川１丁目３－１７

ＡＲＣ 静岡県静岡市葵区 鷹匠３－１－１３　鷹匠スカイコーポ　１Ｆ

ＡＲＣ中田店 静岡県静岡市駿河区 中田本町６－１

アーク浜松可美店 静岡県浜松市南区若林町 ９５１－４

エメロード 静岡県浜松市中区田町 ３２９－３７

レンタル着物マイン静岡店 静岡県静岡市葵区 鷹匠１－２－２

アーク細島店 静岡県浜松市中区 細島町６－６カワ清林京ビル１０５号

ｃｏｌｏｒｓ 静岡県静岡市葵区伝馬町 ８－１サンローゼビル２Ｆ

小木曽商店　本店 静岡県下田市 二丁目９－３０

エコスタイル鴨江店 静岡県浜松市中区鴨江 ３－７０－２３

丸高名産店 静岡県熱海市田原本町 ４－１

浅岡家具センター 静岡県沼津市原町中 ２丁目１４－３０

アーク沼津店 静岡県沼津市通横町 ８－９マキヤ御成橋ビル１階

楽多厨房 静岡県静岡市葵区千代田 ６－３０－２５

パラフィールド 静岡県熱海市下多賀 １５０７－１

サンコーレンタカー　静岡駅南 静岡県静岡市駿河区稲川 ２－１－２８

ｅｍｂｅｌｌｉｒ 静岡県静岡市葵区七間町 ７ー８セブンセンタービル１ＦーＢ

石廊館 静岡県賀茂郡南伊豆町 下賀茂２０４－２

ＦＩＸ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ 静岡県浜松市南区 中田島町１６６９－１

◆愛知県
店舗名 店舗住所

和の美あつみ 愛知県瀬戸市栄町 １４番地

めがねＣｒａｆｔ 愛知県半田市 青山３－２５－１０　Ｃｒａｆｔ内

メガネ２１尾張一宮店 愛知県一宮市 奥町字田畑２３-２メガネ２１

スズキゴルフ 愛知県半田市 柊町五丁目１２番地７

レストランバーＥｎ 愛知県名古屋市中区錦 三丁目１３－２１－５１０錦ビル地下一階

Ｗｈｉｔｅｎｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ 愛知県名古屋市中区 栄３－８－１２０杉本ビル４Ｆ

アプンティート 愛知県名古屋市東区葵 一丁目１４番２０号Ｅｓｔｙ・Ｍａｉｓｏｎ・ＡＯＩ・１３０１

花菱 愛知県豊田市久保町 ３－２７－５

ｂｌｉｓｓ　ＵＯＭＯ 愛知県名古屋市中区 栄５－２８－１９アルティメイトタワー栄Ｖ２Ｆ

ＲｏｏｍｉｅЯｏｏｍ 愛知県名古屋市守山区上志段味 山ノ田１０３１－１

ＡＳＴＩＥＲ 愛知県名古屋市昭和区滝川町 ４７－４９ＧＲＵ１Ｆ

Ｐ－Ｓｔａｇｅ 愛知県名古屋市中区錦 ２－１５－７

ＴＡＢＯＯ．Ｋ 愛知県名古屋市中村区名駅 四丁目４番１８号泰生ビル４階

寝窓工房ユーキ 愛知県江南市 高屋町清水１０１番地

ダイネーゼプロショップ名古屋 愛知県名古屋市中区 千代田１－５－１１

カトレヤ 愛知県豊田市御幸本町 １－１７４・カトレヤビル２階

株式会社ホソイワールド 愛知県岡崎市日名南町 １８－１１

ｍｏｄｉｍｏ 愛知県名古屋市中村区 椿町８－３丸一駅西ビル１０階

ＢＯＴＡＮＩＵＭ 愛知県名古屋市中区 栄３－３１－６　ロイヤルビル４Ｆ

化粧品　遊 愛知県小牧市 郷中１－１９９

株式会社メイプル社 愛知県日進市 赤池２－１０１　ＭＡＰＬＥ　ＢＬＤＧ　３Ｆ

ｍｕｒｍｕｒｅ 愛知県西尾市永吉 ３丁目８１グランドビル永吉１Ｆ－４

Ｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐ　ＪｅＬｅ 愛知県一宮市宮地 ２－１０－７

ＢＵＳＨ水広店 愛知県名古屋市緑区水広 ３丁目７１６

みずのかぐ 愛知県名古屋市守山区守山 １－１－１８

ｔｉｔｉａｎ　ｂｙ　ＩＺＡ 愛知県名古屋市中村区名駅 ２－２８－３・ＯＡビル２階

ＺＵＣＣＯＴＴＯ 愛知県名古屋市西区枇杷島 ３－２６－１１

プラージュプラス 愛知県知多市大草字四方田 ７７－１

マンマカフェ 愛知県名古屋市昭和区塩付通 ２－２０メイフェア塩付１階

ＢＯＭＢＲＡＳＩＬ 愛知県豊橋市 中岩田５－５－１２

ａｈｅａｄ 愛知県名古屋市西区八筋町 ２４山伸ビル１Ｆ-Ｃ

ＳＰＩＣＥ 愛知県名古屋市天白区野並 ３－４１５－１グローリアン野並１階

キーステーション 愛知県知立市牛田町裏新切 ２２－１

アーク春日井店 愛知県春日井市篠木町 １丁目４０－１河口ビル１階１０２号室

ＳＩＤＥＣＡＲ 愛知県刈谷市山池町 ５－１１５

シューズ・ボナンザ 愛知県名古屋市西区名駅 ２－２７－６名古屋プライムセントラルパーキング１Ｆ

ＳＣＯＲＰＩＯ 愛知県名古屋市中川区柳森町 １８０７

ハイファイ堂 愛知県名古屋市中区大須 ３－１４－３７

セレクトショップ　キリ 愛知県一宮市丹陽町 五日市場字屋敷１１３－１

ｍｍｆ 愛知県名古屋市昭和区白金 ２－１４－５

ムータ・マリン　りんくう 愛知県常滑市りんくう町 ３－６－１・ＮＴＰマリーナりんくう・マリーンプラザ内

鍵のレスキュー　名古屋支社 愛知県名古屋市西区幅下 ２丁目４－２オートテクジャパンビル１Ｆ



ビラ．デル．ソル　ｍａＲｅ 愛知県長久手市喜婦嶽 ２１１番地

Ｍ．ｗｉｓｈ名古屋駅前店 愛知県名古屋市中村区名駅南 １丁目２５－２レジャック３階

セルーバ 愛知県名古屋市中区 栄３丁目２５－２７

ｎｅｃｃｏ 愛知県名古屋市千種区 池下町２－１７セピア２１７－２Ｆ

ＲＹＳ 愛知県名古屋市中区 錦２－２－２４

イトウ写真館 愛知県津島市 天王通２-７

アリサ動物病院 愛知県豊橋市井原町 １３-１

Ｈｅｐ 愛知県豊田市 御幸本町１－１７１　Ｙ'ｓ　ＢＬＤ　２Ｆ

きもの　やまなか 愛知県名古屋市中区 錦２丁目１１番６号

マイファミリークリニック蒲郡 愛知県蒲郡市 中央本町６番７号

Ｇ－ＣＬＯＳＥＴ 愛知県名古屋市千種区末盛通 ５－２４－１本山プラザ２Ｆ

◆三重県
店舗名 店舗住所

オークス 三重県津市 西丸之内２５－１３

Ｌｅ　Ｓｈｅｃｋ　ｈａｉｒ 三重県津市 西丸之内７－１３

ルシードスタイルアンディアーモ 三重県四日市市 波木町２８２－１

◆滋賀県
店舗名 店舗住所

大津創寫舘 滋賀県大津市 唐崎１－１６－２２

ＯＳＡＹＡ 滋賀県蒲生郡日野町 小井口　６４ー３８

ペットショップいっぷく 滋賀県湖南市吉永 ３６６－１

ｋｏｋｏｃｈｉ 滋賀県長浜市元浜町 １９－２３

岡喜本店　精肉店 滋賀県蒲生郡竜王町山之上 ５２９４

◆京都府
店舗名 店舗住所

ビーパックス京都店 京都府京都市右京区 西京極北衣手町６０

ｋｏｌｍｅ　ｋｙｏｔｏ 京都府京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町 ８９－１

丹波ワインハウス 京都府船井郡京丹波町 豊田千原８３

株式会社マヒア 京都府京都市下京区 大坂町３９２　豊栄ビル３０２号

ＭＡＲＩＥＮＡＩＬＳ三条通り店 京都府京都市中京区 富小路通り三条上る福長町１０４

ＤＯＮＯＢＡＮ－ＫＹＯＴＯ 京都府京都市中京区 円福寺前町２６８－３

ウィザードスポーツ 京都府京都市西京区上桂東ノ口町 １４８

フォトスタジオ　ファンズ 京都府福知山市堀今岡 ６ゆらのガーデン内

レンブラント 京都府京都市中京区 石橋町４２９ココストア御池ビル２階

きもの京小町 京都府京都市下京区 玉津島町２９６

ＣＯＬＯＮＹ京都北山店 京都府京都市北区 上賀茂畔勝町９８－２

ｍｏｔｉｏｎ 京都府京都市上京区 河原町通丸太町東入俵屋町４６３ー８エレガント鴨川Ａ棟１Ｆ

Ｃｒｏｕｋａ 京都府福知山市 堀今岡６ゆらのガーデン・ｃｒｏｕｋａ

株式会社公長齊小菅 京都府京都市中京区中島町 ７４

ＳＴＡＲ　Ｊ’ａｉｍｅ 京都府京都市中京区帯屋町 ５７４－２０５

スマホスピタル京都河原町店 京都府京都市下京区真町 ８８－３・ユーイットウ池善ビル２階

鍵の１１０番救急車　京都支社 京都府京都市南区西九条開ケ町 ２４－１メゾンドイッセイ東寺１０２

株式会社ホスタ 京都府京都市南区八条源町 ４４－２８

ＶＵＢＥＵＲ　ＡＷＡＹＵＫＩ 京都府京都市東山区八坂新地末吉町 ８８番地１ロイヤルビル祇園４Ｆ

男のきもの　えいたろう屋 京都府京都市中京区御倉町 ７９文椿ビルヂング１階

ハートアップ亀岡 京都府亀岡市 追分町馬場通２７番地の１

ポプラ亀岡店 京都府亀岡市 荒塚町２丁目１－１

株）平安オート 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町 ２２番地

ダース 京都府京都市下京区笹屋町 ２７０

◆大阪府
店舗名 店舗住所

ＶＯＣＥ 大阪府堺市北区 中百舌鳥町６-１０１２-１

靴工房　笑足 大阪府河内長野市 西之山町１０－３２

ウキウキ倶楽部　泉ヶ丘 大阪府堺市南区 和田東３２９番２

フォトスタジオナカニシ 大阪府大阪市住吉区長峡町 ５－１６

ｍｉｕ 大阪府箕面市 船場西３－５－２２バリュウコート弐番館１階

ＬＲネイルサロン 大阪府大阪市北区 梅田１－２－２大阪駅前第２ビル　２階　１８－１号

あとりえ　月の庭 大阪府摂津市 千里丘１－１２－２７　マイセルビル２Ｆ

ロックワークオレンジ 大阪府大阪市淀川区西中島 ３－１２－１９ＡＭＧビル１Ｆ

エムジェイディーバ　ショップ 大阪府大阪市西区北堀江 １-２０-１３-７Ｆ

スマートコンタクト天王寺店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 １－５－３６アベノセンタービル地下２階

コンタクトレンズギャラリー江坂 大阪府吹田市豊津町 ９－１５日本興業ビル５階

タケヤシティ店 大阪府泉大津市 旭町１８－３　いずみおおつＣＩＴＹ　１Ｆ

ＤＵＣＡＴＩ　大阪イースト 大阪府東大阪市 荒本北３－２－９

ＫＨＡＩＲ 大阪府大阪市北区堂島 ２－１－３６クニタビル３Ｆ



ダイネーゼ　ディストア大阪 大阪府大阪市西区 新町１－２－１３新町ビル１階１０５号

スマホスピタル 大阪府大阪市北区芝田 ２－１－３梅仙堂ビル３１０

ｈａｉｒ　ａｔｔｉｃ 大阪府東大阪市 長堂２－２－９パウゼ布施１Ｆ

ｒｅｆｏｒｍａ梅田店 大阪府大阪市北区芝田 １－１０－８・山中ビル７Ｆ

酵素浴えん　梅田店 大阪府大阪市北区 梅田２－４－７桜橋ニコービル４Ｆ

買取りまっくす　なんば店 大阪府大阪市浪速区難波中 ２丁目２－２２

ＢＭＢ 大阪府大阪市北区中津 １－１２－１１メロディーハイム中津２番館１１０５号

アムルーズ美容外科クリニック 大阪府大阪市福島区福島 ７丁目４－１７ＡＲＫビル４階

ＢｅｌｌｅＣｏｕｐｅｓ天王寺店 大阪府大阪市天王寺区 悲田院町９－２１猪木ビル５Ｆ

帝塚山ハウンドカム 大阪府大阪市住吉区万代 ３－２－１

わたなべ皮フ科・形成外科 大阪府八尾市 北本町一丁目３番５号

Ｍｉｌｉａｌ 大阪府大阪市鶴見区鶴見 ３－５－３３ベルフォレスト鶴見１Ｆ

北摂池田メモリアルパーク 大阪府池田市中川原町 １７－１２

大阪生駒霊園 大阪府四條畷市上田原 １３６６番地

スマイルコンタクト大阪駅前店 大阪府大阪市北区梅田 一丁目３番１号大阪駅前第１ビルＢ２階

株式会社花音会員様友の会 大阪府茨木市 畑田町１５－２６

Ａｌｔｏｐｉｎｏ 大阪府大阪市西区 北堀江１－１０－２　クレストギザ１Ｆ

ブルーム　ヘッドショップ 大阪府豊中市蛍池東町 ２－６－３－２Ｆ

竜のしっぽ大阪梅田店 大阪府大阪市北区芝田 ２－３－２３メイプルビル芝田２Ｆ

ＬＡＶＡＦＬＯＷ彩都店 大阪府茨木市彩都やまぶき ２－１－１０彩都類ビル２Ｆ

ＮＥＸＴ５１　三国ヶ丘店 大阪府堺市堺区向陵中町 ４丁４－４

ジャイアントストア堺 大阪府堺市北区長曽根町 ５４５－２５・１Ｆ

ＰＵＺＺＬＥ　ＳＡＬＯＮ 大阪府大阪市西区北堀江 １－２２－４ＨＯＲＩＥＬＵＸ１００２

業務レンタカー 大阪府寝屋川市下神田町 ２７番１号

睡眠考房まつい 大阪府大阪市大正区泉尾 １－４－１

Ｃｈａｍｐ瓢箪山 大阪府東大阪市神田町 ９－１８

Ｐａｓｓｉｏｎ　茨木店 大阪府茨木市舟木町 １８－１ザエルビアータ２Ｆ

スマホスピタル天王寺店 大阪府大阪市阿倍野区旭町 １－１－９・ヨドノビル５０２

スマイルコンタクト 大阪府大阪市東淀川区瑞光 一丁目１１番３号エムステーションビル４階

スマートコンタクト大阪駅前店 大阪府大阪市北区梅田 １丁目２番２号大阪駅前第２ビル地下２階

ｎｉｔｅｎｓ 大阪府大阪市住吉区千躰 １－４－３４・２Ｆ

スキー工房ヒグチ 大阪府大阪市西成区南津守 ６－８－２

鍵のレスキュー　大阪支社 大阪府大阪市西区南堀江 １－４－１０川西湊町ビル２Ｆ

買取りまっくす　日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋 ５－１２－２

一犬猫病院 大阪府大阪市北区長柄西 ２－８－１８メゾンエルミタージュ１Ｆ

ＡＮＴＩＱＵＡＴＲＥＥＣＡＦＥ 大阪府和泉市はつが野 ３－１３－４

Ｆｏｒｉａ 大阪府吹田市五月が丘南 ９－５

ＭＡＲＴＥ　ＯＳＡＫＡ 大阪府大阪市西区南堀江 １－１１－８ルーブルコート南堀江３０１

ＰＲＩＭＡＧＩＥ 大阪府大阪市西区北堀江 １－７－９クアドラ北堀江８階

ＲＧＢｇａｒａｇｅ 大阪府大阪市福島区福島 ６－９－１５・北一ビル一階

Ｃｈａｍｐ花園店 大阪府東大阪市吉田 １－１－２６

ＢＯＷ　＆　ＡＲＲＯＷ 大阪府大阪市北区鶴野町 ２－３０

東洋鍼灸研究院　一心堂 大阪府大阪市北区梅田 １－１－３大阪駅前第三ビル２Ｆ

ＧＡＲＡＧＥ　ＶＩＮＴＡＧＥ 大阪府大阪市鶴見区 浜４－２０－４

ｈａｉｒ’ｓ　ＫＥＩ－ＴＩＥ 大阪府大阪市阿倍野区 阪南町２－７－２５

◆兵庫県
店舗名 店舗住所

ＢＯＲＢＯＳＳ 兵庫県姫路市亀井町 ４７

Ｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐ　ＡＩＬＡ 兵庫県芦屋市 松ノ内町２－２ビーブル・エスポワール１０１

Ｍ苦楽園 兵庫県西宮市獅子ケ口町 ３－３

ゴルフインパクト　尼崎店 兵庫県尼崎市 尾浜町３－３１－１３

アンジュール 兵庫県宝塚市旭町 １丁目４－３８ローズハイツＡ－１

やぎ楽器　姫路店 兵庫県姫路市市川橋通 ２丁目２７

Ｌｅ　ｃａｓａ 兵庫県西宮市 甲東園１－５－３９・１Ｆ

サント・アン 兵庫県三田市南が丘 ２丁目７番１０号

ＣＬＯＴＨ＋ＣＲＯＳＳ 兵庫県姫路市元塩町 ６６虹色アパートメント１Ｆ

いまだ内科クリニック 兵庫県三田市武庫が丘 ７－７－４Ｍ’ｓ２－２階

スマホスピタル西宮北口店 兵庫県西宮市北口町 １－２・ＡＣＴＡ西宮東館１階１０１号室

中央自動車工業 兵庫県姫路市延末 ２５６

株式会社　東郷 兵庫県姫路市花田町上原田 １４－１

ヴィテスオンボディーズ 兵庫県三田市富士が丘 ２－７コープ左隣

ブルームヒーロー 兵庫県尼崎市東園田町 ４－９２－３

Ｓｃｈｏｎ 兵庫県尼崎市長洲本通 ２－１－１９小林ビル２階

ＢＲＥＡＫＥＳ 兵庫県西宮市甲子園三保町 ６－３

ジョイランド 兵庫県丹波市 氷上町大崎１６４

羅紗や 兵庫県加西市 北条町北条２８－１

きもの利久 兵庫県尼崎市 武庫之荘２－２１－１５

趣味のきもの　えり新 兵庫県姫路市 呉服町４５



◆奈良県
店舗名 店舗住所

コンタクトレンズギャラリー王寺 奈良県北葛城郡王寺町 久度２－３－１　りーべる王寺西館２階　Ｂ－２０１

サムソン＆デリラ　香久山店 奈良県橿原市膳夫町 ５３５－３

イヴァンピークヘア 奈良県奈良市小西町 １９マリアテラスビル３階

Ｙｏｓｅｍｉｔｅ 奈良県橿原市葛本町 １４７－３

Ｃｈａｍｐ　登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町 ３０３５

◆和歌山県
店舗名 店舗住所

株式会社丸十家具 和歌山県有田郡有田川町 天満２０

グランホテル 和歌山県新宮市緑ケ丘 ２丁目３番１７号

南紀シーマンズクラブ 和歌山県東牟婁郡串本町串本 ６３０

◆鳥取県
店舗名 店舗住所

ガレリア 鳥取県鳥取市今町 ２丁目１０３

ｎａｂｉｋａ 鳥取県米子市四日市町 ４６

ｇｒｅｅｎｉｃｈｅ 鳥取県米子市 四日市町４５番地

◆島根県
店舗名 店舗住所

シーエルタイヤ 島根県松江市学園 １丁目１８番地７

◆岡山県
店舗名 店舗住所

Ｐｒｉｍａｒｙ 岡山県倉敷市 水江１４１０－１

Ｒｉｌｉｅ 岡山県岡山市北区南方 ２－８－２５大三ビル１Ｆ

Ｈａｉｒ　Ｃｒａｆｔ． 岡山県岡山市北区問屋町 １１－１０１－２Ｆ・高木ビル

軽モール 岡山県倉敷市児島田の口 ７２－５

ももスキンケアクリニック 岡山県岡山市北区中山下 １-８-４５・ＮＴＴクレド岡山ビル９Ｆ

ｈａｉｒｓｐａｃｅＳｙｒｕｐ 岡山県岡山市北区出石町 １－２－５ロイヤルシャトー１Ｆ

ｂｅｖｒｏｓｗｏｍｅｎｓ 岡山県岡山市南区 新保１６０２

エルガルディ 岡山県岡山市北区 野田２－７－６

◆広島県
店舗名 店舗住所

ＴＲＡＮＳＩＴ 広島県広島市中区 中町５－２３　２Ｆ

サルトリパーロ 広島県広島市中区 中町８－１８　広島クリスタルプラザ３Ｆ

広島ペット霊苑 広島県安芸郡熊野町 新宮１１５７０－１

きものサロン　あかねや 広島県広島市佐伯区 五日市中央５－１－１

ｎｉｃｏＲ 広島県広島市中区小町 ７－２

株式会社　Ｒｉｃａｒｏ 広島県広島市南区宇品西 ５－１１－１アーバンビューフェアーパーク

ｃｏｒｔｅ． 広島県広島市安佐北区落合南 １－２－１６

Ａｒｍｏｎｉａ 広島県広島市中区富士見町 １６－２２　ロアール富士見町１０１

ＣＡＳＣＯ　ＲＯＳＳＯ 広島県広島市南区猿猴橋町 ６－１２隠岐商店ビル１階

Ｅｐｉ・ｐｈａｎｙ 広島県広島市中区八丁堀 １２－３ＫＩＴＡＹＡＭＡビル２０１

ＬＵＣＹ　ＬＵＥ 広島県広島市中区袋町 ２－１０

鍵のレスキュー　広島支社 広島県広島市南区出汐 ３丁目４－１スカイヒルズ出汐２Ｆ

ｃｏｒｔｅ．ｈａｉｒ 広島県広島市南区段原 ３－２０－１９

ＲａｍｏｕｒＴ 広島県広島市中区鉄砲町 ８－１５八重洲ビル７Ｆ

メンズ倉庫　上安店 広島県広島市安佐南区 上安１－２０－１４

ＳＥＢＩＲＯＹＡ． 広島県広島市中区 本通１－１９　ＳＥＢＩＲＯＹＡ．

◆山口県
店舗名 店舗住所

株式会社バギー 山口県岩国市 多田１丁目１０４－１

ＣＨＩＴＯＳＥ 山口県周南市花畠町 ６－３

株式会社ＴＡＭＡＲＵ 山口県山口市大内問田 ３丁目２３－２３

９ＭＬＧ　ＢＹ　ＣＨＩＴＯＳＥ 山口県周南市横浜町 ９－８



◆徳島県
店舗名 店舗住所

テーブル工房　ｋｉｋｉ 徳島県板野郡北島町 高房字百堤外３５－１

ＬＯＶＥＬＹ 徳島県名西郡石井町 高川原字天神５４４－１

南海ゴルフ　徳島店 徳島県徳島市 南出来島町１丁目３１番

◆香川県
店舗名 店舗住所

きものサロン桂 香川県高松市 松縄町１０６７－１９

ｃｉｒｃｕｓ 香川県高松市 茜町４－１２

西部製綿株式会社 香川県観音寺市 豊浜町箕浦甲２４２４番地

マ・シェリ 香川県高松市松縄町 １１３３－８スプリームビル１０２

南海ゴルフ　高松店 香川県高松市 上福岡町２０５９－９

Ｐｅｅｋａ－Ｂｏｏｙａｈ 香川県高松市 北浜町４－１０

ベルドンナ 香川県高松市 郷東町５０２－１７

ＧＩＭＭＩＣＫ 香川県高松市塩上町 ２－２－２管納ビル１Ｆ

ｃｈｉｍｅ 香川県観音寺市吉岡町 ７７０－１・ｃｈｉｍｅ

鍵のレスキュー　高松支社 香川県高松市太田下町 ２４２９－１ハイツ安田１Ｆ

ワープ 香川県高松市 瓦町１－１０－５

◆愛媛県
店舗名 店舗住所

ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＧＲＡＣＥ 愛媛県新居浜市 新須賀町３ー２ー３２

きもの処結城屋 愛媛県松山市 湊町４－８－６

フジカワ銀天街本店 愛媛県松山市 湊町４丁目６番地９号

サルトヴォーチェ 愛媛県松山市 桑原５－９－４１

スタジオ松山 愛媛県伊予郡砥部町 麻生２４４－１

株式会社フリーク 愛媛県松山市和泉北 ３丁目１２－１０

宝泉坊ロッジ 愛媛県西予市 城川町高野子６４

ｈｅｒｉｔａｇｅ 愛媛県松山市 三番町３－６－８高橋ビル１Ｆ東

ＩＮＳＩＳＴ 愛媛県松山市三番町 ２－３－５ＣＩＥＬ'ＢＬＤ１Ｆ

ニコニコレンタカー松山空港店 愛媛県松山市南吉田町 １１５４－４

ハリカ大洲店 愛媛県大洲市東大洲 １１８

ＩＲＩＥ 愛媛県松山市湊町 ３－７－１１朝日ビル２Ｆ

◆高知県
店舗名 店舗住所

木村どうぶつ病院 高知県高知市 前里２９４－１

イセヤ 高知県高知市本町 ２－１－３６

ビジネスホテル　ダイワ 高知県香美市土佐山田町東本町 １－５－１

◆福岡県
店舗名 店舗住所

アウトレット家具や姫 福岡県北九州市八幡西区 陣原１－２－１２

オルタナティブヘアーギャラリー 福岡県北九州市小倉北区馬借 １－４－１７

ＳＯＴＴＯ 福岡県春日市 惣利５－１６

キースト八幡店 福岡県北九州市八幡西区永犬丸 ５－１－２１

Ｄｒｅｓｓｗｅｌｌ 福岡県北九州市小倉南区朽網東 ６－３６－１５－１Ｆ

アルフェクトイオン大野城店 福岡県大野城市錦町 ４－１－１イオン大野城２Ｆ

ＡＲＫ　ＢＬＵＥ　ＨＯＴＥＬ 福岡県北九州市小倉北区紺屋町 １２－１６

ａｍｏｎ　Ｈ　＆Ｄ　小倉駅前店 福岡県北九州市小倉北区京町 ２－４－２７

うめね呉服店 福岡県北九州市小倉北区 室町２－３－１０

◆佐賀県
店舗名 店舗住所

株式会社サクセス 佐賀県武雄市 山内町宮野２４７６５－３８

Ｃｉｒｃｌｅ 佐賀県佐賀市開成 ２－７－１３

◆長崎県
店舗名 店舗住所

アッシュ・エフ 長崎県長崎市 古川町６番３７号



◆熊本県
店舗名 店舗住所

阿蘇の司ビラパークホテル 熊本県阿蘇市 黒川１２３０番地

五車堂本店 熊本県熊本市西区春日 ２丁目１－１２

ＨＡＰＰＹ　ＴＩＭＥ　ＤＩＲＥ 熊本県八代市鏡町上鏡 １１５０

◆大分県
店舗名 店舗住所

ウィング 大分県中津市上如水 １６３７－１

フィルドール 大分県大分市京が丘南 一丁目８５９番地６

レプマート 大分県豊後大野市 三重町内山１５３－１２

◆宮崎県
店舗名 店舗住所

有限会社　黒木自動車 宮崎県日向市財光寺 尻無川１８２１－１

ＣＯＬＬＥＣＴ　ＳＴＯＲＥ 宮崎県宮崎市橘通東 ３－３－１２ポールスタービル１階

◆鹿児島県
店舗名 店舗住所

インテリアサロンふたつき 鹿児島県鹿児島市 伊敷台３－１１－８

スタジオハマヤオプシアミスミ店 鹿児島県鹿児島市宇宿 ２－３－５オプシアミスミ２階

◆沖縄県
店舗名 店舗住所

牧港ペットクリニック 沖縄県浦添市 牧港２－４９－１

佐久本洋服店 沖縄県那覇市 田原２－７－１

ＣＡＲＤＢＯＸ北谷店 沖縄県中頭郡北谷町 美浜１５－６８ドラゴンパレス２Ｆ

ＷＡＬＫＥＲ 沖縄県那覇市 松尾２－２－１０

Ｋａｙａｋ八重山工房 沖縄県石垣市 大川２７０ー１南から２番目

Ｋ－ＧＡＲＡＧＥ 沖縄県豊見城市 田頭１８６－１０

合同会社ＢＩＧＨＯＬＩＤＡＹ 沖縄県宮古島市 平良狩俣４１０３－１５

ディーズパルス沖縄 沖縄県那覇市曙 ２－２６－６タカダ曙マンション１Ｆ

陸運総合株式会社 沖縄県石垣市 登野城１３９５－２

ｃｈｅｒｉｅｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 沖縄県那覇市牧志 １－３－３４シティパルＫ２Ｆ

ドクターマーチン沖縄 沖縄県中頭郡北谷町字美浜 ９番地１デポアイランドビルＤ館１階

ＧＵｌｌｉｖｅｒレンタカー 沖縄県沖縄市宮里 １－１－１

稲福酒販 沖縄県石垣市 美崎町７－１１

アクアレンタリース 沖縄県那覇市 具志３－２７－９

おみやげ本舗仲宗根家 沖縄県石垣市大川 ２１９番地

スノーボールコンドミニアム 沖縄県国頭郡金武町屋嘉 ７７

ＤｉｖｉｎｇＳｃｈｏｏｌ海講座 沖縄県石垣市 川平１２８７－９７

プライム・スクーバ石垣 沖縄県石垣市 真栄里３４５－９

オーガニック市場てんぶす 沖縄県沖縄市 比屋根２－２－８

ヒートスポーツレンタカー 沖縄県那覇市赤嶺 １－１１－１４アリエッタ１０１号室

Ｓｏｕｔｈ　ｔｏ　Ｓｏｕｔｈ 沖縄県浦添市伊奈武瀬 １丁目３－５

ダイブパラッパ 沖縄県石垣市 登野城２１０番地１０

ＭＡＧＡＣＨＡＢＡＲＵ 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊 ２４９８


