
＊取り扱いを中止された店舗があります。欄外に掲載しておりますのでご確認ください。

事業所名 住所

茜浜 カレーハウスCoCo壱番屋 習志野市茜浜2-2-1スターマックス新習志野SC2階

カットオンリークラブMrMax新習志野店 習志野市茜浜2-2-1ミスターマックス新習志野SC1階

シュープラザ新習志野店 習志野市茜浜2-2-1ミスターマックス新習志野ＳＣ２階

マックハウスS,S,F 習志野市茜浜2-2-1ミスターマックス新習志野SC２階

マツモトキヨシ　ハイパーモールメルクス新習志野店 習志野市茜浜2-2-1ミスターマックス新習志野ＳＣ内

はなまるうどん 習志野市茜浜2-2-2ミスターマックス新習志野ＳＣ内

VITA  CAFÉ 習志野市茜浜2-1-1ミスターマックス新習志野SS2階

ガスト習志野スーパービバホーム店 習志野市茜浜1-1-1

芝園 オートバックス海浜幕張店 習志野市芝園2-6-5

秋津 ゆいまーる習志野介護老人福祉施設 習志野市秋津3-5-1

ゆいまーる習志野ショートステイサービスセンター 習志野市秋津3-5-1

ゆいまーる習志野デイサービスセンター 習志野市秋津3-5-1

ゆいまーる習志野グループホーム 習志野市秋津3-5-1

ゆいまーる習志野日中一時支援 習志野市秋津3-5-1

セイワ習志野ショートステイサービスセンター 習志野市秋津3-5-3

セイワ習志野デイサービスセンター 習志野市秋津3-5-3

セイワ習志野介護老人福祉施設 習志野市秋津3-5-3

セブンイレブン新習志野店 習志野市秋津3-6-1

㈲森登志夫畳店 習志野市秋津4-8-9

香澄 メンズヘアーサロン　ＡＫＩＲＡ 習志野市香澄2-6-35

更科　京屋 習志野市香澄4-5-1

ワイズマート香澄店 習志野市香澄4-5-1

㈲長谷川青果 習志野市香澄5-6-9

奏の杜 奏の杜中央整骨院・鍼灸院 習志野市奏の杜1-3-1Ｓａｎｋｏｏ　Ｍｉｎａｍｉ103号

イオンバイク奏の杜 習志野市奏の杜1-3-21

ファミリーマート習志野奏の杜店 習志野市奏の杜1-3-40　グリシーヌユイット1階

くすりの福太郎津田沼南口店 習志野市奏の杜1-12-3ＭＦビル１階

ダイソー奏の杜　フォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

プラスワン奏の杜フォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

サンキューカット津田沼奏の杜フォルテ店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

ばんからフォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

モスバーガーフォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

ホワイト急便新吉田(株) 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

ペットの専門店コジマフォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

眼鏡市場　奏の杜店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ
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(株)サンドラック津田沼南口 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

東京靴流通センター奏の杜フォルテ店 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ

CRACCa ITALIAN 習志野市奏の杜2-4-1

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ習志野奏の杜南店 習志野市奏の杜2-4-1

セオサイクル津田沼奏の杜店 習志野市奏の杜3-12-8

谷津 津田沼会議室 習志野市谷津1-13-15　みずほビル3階

hair make FIKA 習志野市谷津1-13-15　みずほビル2階

津田沼ドレミ整体院 習志野市谷津1-13-15　みずほビルグランド1階

ジリオーラ津田沼店　 習志野市谷津1-10-9えび屋ビル１階

パティスリー　ﾗ･ｼｪｰﾙ 習志野市谷津1-11-11

㈱ヨシキスポーツ 習志野市谷津1-13-17

ファミリーマートおおくぼ津田沼店 習志野市谷津1-14-1

谷津薬局 習志野市谷津1-14-2

つぐみ薬局 習志野市谷津1-14-2

フレッシュネスバーガーモリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼B1階

角上生鮮市場 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼B1階

グランドルチェ 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼B1階

レオニダス　モリシア 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼B1階

洋服の青山津田沼南口モリシア店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

ブックオフコーポレーション㈱ 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

リフレーヌ　モリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

メガネのアイガン　モリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

TSUTAYA　津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

㈱ジーンズメイト　モリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

㈱エービーシーマートモリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼1階

ニトリデコホームモリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼2階

トモズモリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼2階

鎌倉パスタ　モリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼2階

カットビースタイル　モリシア津田沼店 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼2階

彩茶房 習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼レストラン棟9階

銀座アスター津田沼賓館 習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼レストラン棟１１階

医療法人社団泰照会コスモス歯科クリニック 習志野市谷津1-17-28

名池工務店 習志野市谷津1-5-3

医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 習志野市谷津1-9-17

せんたくやニッタ津田沼店 習志野市谷津1－18－47　ライオンズマンション第五101

ジョナサン谷津店 習志野市谷津2-2-22

ミートショップ　ハローマザーズ 習志野市谷津3-1-2　武内ビル103

サンエトワール谷津パーク店 習志野市谷津3-12-36ヤングビル1階

南房商店 習志野市谷津4-3-13

ＡＳＡ津田沼南部 習志野市谷津4-3-17

㈲池田屋 習志野市谷津4-4-13

インテリア海保 習志野市谷津4-4-15

谷津駅前整骨院 習志野市谷津4-4-15

シュエット 習志野市谷津4-4-16ペルル谷津駅前1階

ぱんの樹 習志野市谷津4-4-17



ちよだ鮨　谷津店 習志野市谷津4-4-19

HAiR TALK（ヘアートーク） 習志野市谷津4-4-20

INDIAN RESTAURANT SHANTI 谷津店 習志野市谷津4-5-12

ローソン習志野谷津店 習志野市谷津4-6-31

イズミヤ企画㈲ 習志野市谷津4-5-18

お食事処　轍　WADACHI 習志野市谷津4-5-19

銀のひつじ 習志野市谷津4-5-20

谷津商店街協同組合 習志野市谷津4-5-22

日本調剤谷津薬局 習志野市谷津4-6-19

京成フラワー（京成フラワー谷津店） 習志野市谷津4-6-22

くすりの福太郎谷津駅前店 習志野市谷津4-6-22

HAiR TAIK I's（ヘアートーク　アイズ） 習志野市谷津4-6-25　加藤谷津ビル２階

ゼフィロス 習志野市谷津4-6-27

リペアショップ　ノア 習志野市谷津4-6-27

ラーメンホウライ 習志野市谷津4-6-28

　金のうさぎ 習志野市谷津4-6-28

(株)シェアーコーポレイション 習志野市谷津4-6-29

天久 習志野市谷津4-6-30

和みダイニング胡桃 習志野市谷津4-6-30

居酒屋　鈴之助 習志野市谷津4-6-31

hair ROSE 習志野市谷津4-6-32

十割そば　なかや 習志野市谷津4-6-32

ヨネヤタバコ店 習志野市谷津4-6-33

菓匠　あかね家 習志野市谷津4-6-33

～ならしのクラフトビール～むぎのいえ 習志野市谷津4-6-33K&Y時遊館1階

Café　螢明舎 習志野市谷津4-6-34

串特急谷津店 習志野市谷津4-6-35

焼肉弁当　まるはん 習志野市谷津4-8-45

㈲ル・パティシエ　ヨコヤマ 習志野市谷津4-8-46

(株)ヨークマート谷津店 習志野市谷津4-8-5

ローソン習志野谷津ソフトタウン前店 習志野市谷津4-8-50

芳の 習志野市谷津5-13-6

藤畳店　㈲藤 習志野市谷津5-28-5

谷津米店 習志野市谷津5-32-20

ヘアーメイクダンデイ 習志野市谷津5-3-36

藤建(株) 習志野市谷津5-40-37

ブティック　ひまわり 習志野市谷津5-4-10

Da　Alfredo 習志野市谷津5-4-11

ふるだて接骨院 習志野市谷津5-4-12

すし善 習志野市谷津5-4-6

プルミエ 習志野市谷津5-4-7ファースト谷津ハイツ1-101

茶茶 習志野市谷津5-4-8

A-Tan Segunda 習志野市谷津5-5-10

さくら書店 習志野市谷津5-5-13

季節料理　あきた 習志野市谷津5-5-15

酒楽 習志野市谷津5-5-3　B1



ダンデイエンタープライズ㈲ 習志野市谷津5-5-4

ダンディ本舗 習志野市谷津5-5-4

谷津せんべい 習志野市谷津5-5-6

レシード 習志野市谷津7-10-3

ロイヤルホスト津田沼駅前店 習志野市谷津7-7-1

くすりの福太郎　Loharu津田沼店 習志野市谷津7-7-1　

ダイソー　ロハル津田沼店 習志野市谷津7-7-1　3階

㈱誠心堂薬局 習志野市谷津7-7-1-108

㈱石橋楽器店津田沼店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼3階

津田沼南歯科 習志野市谷津7-8-27松屋ビル２階

ドコモショップ津田沼店 習志野市谷津7-8-1

マツモトキヨシ谷津店 習志野市谷津町1-8

袖ヶ浦 小児科・アレルギー科　中山クリニック 習志野市袖ヶ浦1-12-8

㈲セイワメディカル 習志野市袖ヶ浦1-29-2-151

㈲朱泉 習志野市袖ヶ浦1-8-13

ビッグ・エー習志野袖ヶ浦団地店 習志野市袖ヶ浦3-5-1

パン工房　Ｂell 習志野市袖ヶ浦3-5-2-106

ヤックスドラッグ津田沼薬局 習志野市袖ヶ浦3-5-3

(株)習志野ガス設備工業 習志野市袖ヶ浦3-5-3-2

津田沼 ペリエ津田沼(一部使用できない店舗があります） 習志野市津田沼1-1-1

マツモトキヨシメッツ津田沼店 習志野市津田沼1-1-1

日高屋　津田沼駅南口店 習志野市津田沼1-1-1

もつ焼坊っちゃん津田沼店 習志野市津田沼1-2-14

もつ焼坊っちゃん新津田沼店 習志野市津田沼1-3-11昭和第三ビル2階

ハウスオブローゼ 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　1階

ポニークリーニング 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　1階

合鍵・靴修理　プラスワン 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　1階

プラス・デ・モード 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　2階

かやま 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　2階

すぎた 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　2階

セプドール 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　2階

洋服の青山 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　3階

ブックマルシェ 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　4階

ザ・ダイソー 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　4階

平安堂 習志野市津田沼1-10-30 イトーヨーカドー津田沼　4階

和真メガネ 習志野市津田沼1-10-30イトーヨーカドー津田沼　6階

リラックスサロン　ＦＵ－ 習志野市津田沼1-10-30イトーヨーカドー津田沼　6階

家族亭 習志野市津田沼1-10-30イトーヨーカドー津田沼　7階

サイゼリア 習志野市津田沼1-10-30イトーヨーカドー津田沼　7階

プラス・ワン 習志野市津田沼1-10-30イトーヨーカドー津田沼　8階

カットオンリークラブ新津田沼店 習志野市津田沼1-10-34

ロッテリア津田沼店 習志野市津田沼1-10-34

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ新京成ＳＴ新津田沼改札内店 習志野市津田沼1-10-35

セブンイレブン新京成ＳＴ新津田沼店 習志野市津田沼1-10-35



マツモトキヨシ新津田沼駅前店 習志野市津田沼1-10-40　ダイワビル

ココカラファイン津田沼駅前店 習志野市津田沼1-11-4JPT津田沼ビル1階

ジョナサン津田沼駅前店 習志野市津田沼1-11-4JPT津田沼ビル2階

しゃぶ葉津田沼駅前店 習志野市津田沼1-11-4JPT津田沼ビル5階

フレックス津田沼 習志野市津田沼1-11-20　松栄ビル5階

デニーズ津田沼駅前店 習志野市津田沼1-1-1JR東日本ホテルメッツ津田沼3階

くまざわ書店津田沼店 習志野市津田沼1-1-1ホテルメッツ津田沼4階

くいもの屋 わん 津田沼店 習志野市津田沼1-2-1 十三ビル　4階

セブンイレブン津田沼駅北口店 習志野市津田沼1-2-22小倉ビル1階

シーボン津田沼店 習志野市津田沼1-2-8はまゆうパスタビル4階

ローソン習志野津田沼一丁目店 習志野市津田沼1-12-4

PeToMo　（物販） 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

ペテモビューティープラス（トリミング） 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

カメラのキタムラ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

ポニークリーニング 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

菓匠ささや 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

プロプレステージュ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

中華101 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

カルディコーヒーファーム 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

ハートブレッドアンティーク 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

ビタミンプラス 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

口福堂 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

たまごやとよまる 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

HANA-YA 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

SHIROKU Express 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

京樽 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

すし三崎港 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

珈琲館 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

うす皮五右衛門 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

とんかつ和幸売店 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

日本一 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

築地銀だこ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

海鮮三崎港 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

はなまるうどん 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

すき家 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

長崎ちゃんぽん　リンガーハット 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

幸楽苑 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

サブウェイ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

いきなりステーキ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

サーティーワンアイスクリーム 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

フードボートカフェ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼1階

タリーズコーヒー 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

BLOOM 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

GAIN　GARAGE 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

ジュエリーツツミ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

Green parks　topic 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階



グローブ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

MINISO 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

ハッシュ　アッシュ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

HANAGOROMO 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

tip top + pocket 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

ikka 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

キャラカブ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

アスビー 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

セリア 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

タワーレコード 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

マジックミシン 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

Riat 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

はんこ・印刷の大谷 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

つめきゅーと 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼2階

マクドナルド 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

メガネのアイガン 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

エースコンタクト 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

未来屋書店 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

リフレッシュ 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

おひつごはん四六時中 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

とんかつ和幸 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

大戸屋 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

鹿鳴軒 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

鎌倉パスタ　DINING 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

台湾点心房 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

TAYA 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

スタジオアリス 習志野市津田沼1-23-1　イオンモール津田沼3階

日高屋　新津田沼店 習志野市津田沼1-3-11　昭和第三ビル

河内屋 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼１階

スパゲッティバジリコ 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼１階

スターバックスコーヒー 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼２階

TAYA 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼２階

JINS 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼２階

キュアデート 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼２階

ハニーズ 習志野市津田沼1-3-1　ミーナ津田沼４階

ABC-MART 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼４階

大きいサイズのお店　フォーエル 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼4階

MODE　OFF 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼5階

ＡＯＫＩ　 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼５階

ザ・ダイソー 習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼7階

小林税務会計事務所 習志野市津田沼1-5-5津田沼ｊハイツ706

ドコモショップ津田沼北口店 習志野市津田沼1-2-13 OKビル3Ｆ

くいもの屋 わん 津田沼店 習志野市津田沼1-2-1　十三ビル4F

あづま理容室 習志野市津田沼2-4-20

ポーラ ザ ビューティー　津田沼店 習志野市津田沼2-5-12

BROWN SOUND COFFEE 習志野市津田沼2-8-11



そば処　巴屋 習志野市津田沼3-1-9

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京成津田沼駅前店 習志野市津田沼3-6-38

㈱加藤新聞舗　YC津田沼南部 習志野市津田沼3-9-7

ローソン津田沼三丁目店 習志野市津田沼3-707-1

日高屋　京成津田沼店 習志野市津田沼4-10-33清水ビル１階

庄や京成津田沼店 習志野市津田沼4-10-34金子ビル１・２階

植草ふとん店 習志野市津田沼4-9-19

普段着ワイン酒場ワイガヤ 習志野市津田沼4-1-22

中華ダイニング　志福楼 習志野市津田沼5-1-8

まりも整骨院鍼灸院 習志野市津田沼5-11-8-001

たばこの店　吉野 習志野市津田沼5-10-10

グッドフェイス菜の花 習志野市津田沼5-10-5

レストランキャラバンサライ 習志野市津田沼5-14-5

海鮮　たか丸　 習志野市津田沼4-9-16

MICHIYA 習志野市津田沼5-10-9

カレーハウスＣｏＣo壱番屋京成津田沼駅前店 習志野市津田沼5-11-12

くしきゅう京成津田沼店 習志野市津田沼5-11-8　土屋ビル1階

御菓子司　梅むら 習志野市津田沼5-12-1

メガネ＆コンタクト スリーエー 習志野市津田沼5-12-12

所司一門将棋センター 習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼4階

植草洋品店 習志野市津田沼5-12-12サンロードビル１階

マル靴店フットケアサービス 習志野市津田沼5-12-12サンロードビル１階

フラワーハウスメリー 習志野市津田沼5-12-12サンロードビル１階

中国料理　タケちゃん 習志野市津田沼5-12-12サンロードビル3階

リバティーハウス　ガロ 習志野市津田沼5-12-12サンロードビル3階

㈱東武ストア津田沼店 習志野市津田沼5-12-4

コクミン習志野店 習志野市津田沼5-14-4

㈱寿々本 習志野市津田沼5-2-23

遠山サイクル 習志野市津田沼5-3-31

コクミン習志野南店 習志野市津田沼5-5-24

不二家ファミリーチェーン津田沼店 習志野市津田沼5-6-14

スナック夢 習志野市津田沼5-9-6

セブンイレブン津田沼店 習志野市津田沼6-13-9

ＡＳＡ習志野 習志野市津田沼6-2-13

ヘアーサロン　ニシダ 習志野市津田沼6-2-15

創菓旬彩　新月 習志野市津田沼6-2-3

手作りおかずの店KAWAI 習志野市津田沼6-2-3

三松屋 習志野市津田沼6-3-19

(株)三市商店 習志野市津田沼7-17-2

藤崎 ㈲田久保電気商会 習志野市藤崎4-1-47

オランダ家　津田沼店 習志野市藤崎2-2-8

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ習志野藤崎６丁目店 習志野市藤崎6-20-19

鷺沼 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ習志野鷺沼 習志野市鷺沼1-14-28

㈲習志野新生舎 習志野市鷺沼1-17-18



（合）Mandarn 習志野市鷺沼1-2-6

ファミリーマート習志野鷺沼店 習志野市鷺沼1-6-3

ヘアーサロン　レッツ 習志野市鷺沼3-3-17

千葉スズキ販売スズキアリーナ習志野 習志野市鷺沼3-18-15

更科　京屋 習志野市鷺沼3-18-19

アタック習志野鷺沼 習志野市鷺沼4-2-22サンシティー津田沼101

鷺沼久保木畳店 習志野市鷺沼4-2-4

ハニー薬局 習志野市鷺沼台1-8-13

ぱんやPasso 習志野市鷺沼台3-13-6

廣瀬大典税理士事務所 習志野市鷺沼4-13-4

バーミヤン習志野鷺沼店 習志野市鷺沼4-1-3

安楽亭　幕張インター店 習志野市鷺沼5-5-45

大久保 アップル鍼灸整骨院 習志野市大久保1-3-21-1F

大久保園（マルエツ大久保駅前店） 習志野市大久保1-11-20

ル・パティシエ　ヨコヤマ 習志野市大久保1-1-34

スターカフェ 習志野市大久保1-16-13

㈲習志野スポーツ 習志野市大久保1-16-11

カットオンリークラブ大久保駅前店 習志野市大久保1-16-13

(株)サカエヤ 習志野市大久保1-16-15

ノースファーム 習志野市大久保1-16-18

桂香 習志野市大久保1-16-18

ＣＡＦＥ　ＭＡＲＵＫＡ 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ２階

都築わたふとん店 習志野市大久保1-16-8

名取ふとん店 習志野市大久保1-18-11

カットスタイルラボ大久保店 習志野市大久保1-18-12

トレスカフェ 習志野市大久保1-18-9ライズインハウス101

ビッグエコー京成大久保駅前店 習志野市大久保1-21-12　ニューTKビル

花のたけこう 習志野市大久保1-22-14

ミスタードーナッツ京成大久保駅前ショップ 習志野市大久保1-23-1

桂林餃子　満足　 習志野市大久保1-23-11

ステーキ共和国大久保大使館 習志野市大久保1-23-11　１階

味四川　四川ダイニング 習志野市大久保1-23-11　2階

ブティックアングレース大久保店 習志野市大久保1-23-16

メガネの和光 習志野市大久保1-23-17

マハロ 習志野市大久保1-24-.2

かをり本丸 習志野市大久保1-24-16ラカーサピッコラ

日高屋　京成大久保店 習志野市大久保1-24-3

Vicolo Jewels 習志野市大久保1-27-1

ファミリーマート大久保一丁目店 習志野市大久保1-27-3

習志野薬局（ナラシノ薬局） 習志野市大久保1-28-1

ドンレミーアウトレット千葉店 習志野市大久保1-28-3　佐久間ビル1F

こころカイロプラクティック療院 習志野市大久保1-28-3佐久間ビル２階

大久保商店街協同組合 習志野市大久保1-28-5

美容室　Ｖｅｒｉｔｅ 習志野市大久保1-28-7

㈱紅谷商店 習志野市大久保1-29-9



海鮮旬菜ojima 習志野市大久保1-29-12

リヨン　ミエル 習志野市大久保1-3-16

張替酒店 習志野市大久保1-9-8

習志野メガネセンター 習志野市大久保1-18-10

らーめん　大○虎　京成大久保店 習志野市大久保1-18-12

ペペルモコ 習志野市大久保1-20-19

龍翔堂　千葉大久保店 習志野市大久保1-16-15

石田税務会計事務所 習志野市大久保1-26-17-302

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ習志野大久保店 習志野市大久保2-1-1

パソコンハウス＆スクールゆめ工房 習志野市大久保2-1-1セナクール熊倉1-Ｂ

㈲熊倉商店 習志野市大久保2-1-7

レストラン　バロック 習志野市大久保2-1-17　丸山ビル103

お好み焼　おさ村 習志野市大久保2-4-1-101

㈲花衛門 習志野市大久保2-4-7

大和屋書店㈲ 習志野市大久保3-11-19

ヒキタ 習志野市大久保3-11-20

心地よいメガネmomo 習志野市大久保3-11-20

ビッグ・エー　習志野大久保店 習志野市大久保3-12-17

マナカ時計店 習志野市大久保3-12-21

宍倉豆富店　㈲宍倉清商店 習志野市大久保3-13-12

本格ジンギスカンの店　ひつじん 習志野市大久保3-15-1

大久保園（本店） 習志野市大久保3-15-3

理容すずらん 習志野市大久保3-15-5

旬菜処　たけ 習志野市大久保3-7-15

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京成大久保店 習志野市大久保4-10-13

ココス習志野大久保店 習志野市大久保4-11-23

落花生の下田園 習志野市大久保4-15-15

信州手打ちそば処　くるみ庵 習志野市大久保4-2-1　メゾン都築1F

美肌工房アイリス 習志野市大久保4-2-7

ティーズ 習志野市大久保4-3-12

ASA津田沼東部 習志野市大久保4-8-5

くすりの福太郎　大久保ゆうロード店 習志野市大久保1-17-11

tata et pupula 習志野市大久保1-28-9

PANDA TEA タピオカ専門店 習志野市大久保1-28-9

グラッチェガーデンズ習志野大久保店 習志野市大久保1-15-11

本大久保 セオサイクル大久保店 習志野市本大久保1-5-8　１階

くすりの福太郎　大久保駅前店 習志野市本大久保2-10-23

習志野ガス大久保センター(株) 習志野市本大久保2-10-25

更科　そば店 習志野市本大久保3-3-21

海神亭 習志野市本大久保3-3-8

川城スポーツ 習志野市本大久保3-7-17

松葉寿し 習志野市本大久保3-9-1

(有)久保木畳店 習志野市本大久保3-9-3

電器のムラヤマ 習志野市本大久保4-16-1

カトランベーカリー 習志野市本大久保4-16-6



ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京成大久保駅南店 習志野市本大久保5-1-21

手打ちそば　くにじ 習志野市本大久保5-3-16

屋敷 生活協同組合コープみらいミニコープ屋敷店 習志野市屋敷2-3-8

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ習志野屋敷店 習志野市屋敷4-1-8

ローソン習志野屋敷店 習志野市屋敷4-3-15

新栄 山崎クリーニング 習志野市新栄1-9-27

花咲 桂林餃子　満足　幕張本郷店 習志野市花咲1-3-24

東習志野 ブレーメン習志野 習志野市東習志野2-10-3

光陽電気 習志野市東習志野2-1-17

㈲いろは文具 習志野市東習志野2-1-18

㈲三協ドライセンター 習志野市東習志野2-20-2

Smart Kitchen 習志野市東習志野3-1-23

Hair Salon MIKI 習志野市東習志野3-1-23

ウェルシア薬局㈱ウェルシア薬局習志野実籾店 習志野市東習志野3-1-24

パン工房　ジェンティ 習志野市東習志野3-1-25

㈱アオキ書店 習志野市東習志野3-1-26

秀鮨 習志野市東習志野3-1-4

あいづや酒店 習志野市東習志野3-8-5

エービン実籾店 習志野市東習志野4-1-32

細野質店 習志野市東習志野4-1-7

デニーズ東習志野店 習志野市東習志野5-12-23

ミニストップ東習志野５丁目店 習志野市東習志野5-30-3

マルキ建築金物専門店 習志野市東習志野5-8-16

イオンバイクイオンタウン東習志野 習志野市東習志野6-7-8

菓子工房　アンジェ 習志野市東習志野6-10-3

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東習志野６丁目店 習志野市東習志野6-15-21

矢崎商店 習志野市東習志野6-17-4

三ツ矢エミタスタクシー 習志野市東習志野6-19-14

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東習志野店 習志野市東習志野6-5-19

カットビースタイル　イオンタウン東習志野店 習志野市東習志野6-7-8　イオンタウン東習志野１階

ユニクロ東習志野店 習志野市東習志野7-1

ドラッグセイムス東習志野店 習志野市東習志野7-1-151

メガネハット東習志野店 習志野市東習志野8-1-7

㈲廣瀬公貴商店 習志野市東習志野8-19-2

ローソン東習志野店 習志野市東習志野5-12-19

バーミヤン東習志野店 習志野市東習志野8-1-13

実籾 幸　杏 習志野市実籾 3-1-1

おしゃれハウス　ポポ 習志野市実籾1-4-1

和料理　蜻蛉 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ1階

レオニダス実籾店 習志野市実籾1-7-10

㈲時田 習志野市実籾2-2-16



東邦自動車(株) 習志野市実籾2-41-26



キリン住宅(株) 習志野市実籾2-41-30

ミルトス 習志野市実籾2-12-37

バーバー永持 習志野市実籾2-15-31

トキタ産業(株) 習志野市実籾2-2-1

美容室ルシール 習志野市実籾2-2-8

稲生理容店 習志野市実籾2-5-39

（有）キヘイキャピタル 習志野市実籾2-5-5

ガスト実籾店 習志野市実籾2-4-10

風呂敷屋　実籾店 習志野市実籾3-2-7

グランマシュ 習志野市実籾3-3-1

トリミングサロン・ラム 習志野市実籾3-3-3

すがた歯科クリニック 習志野市実籾3-3-3

ビューティーサロンシマ 習志野市実籾3-4-15

太閤 習志野市実籾3-1-1

タンドリー 習志野市実籾3-1-2

ハイボールバー シルナージュ 習志野市実籾3-1-2

一聚丸 習志野市実籾3-1-2

もんじゃ焼き　永吉 習志野市実籾3-1-4

(株)東光不動産 習志野市実籾3-1-6

久保歯科 習志野市実籾3-2-1

白洋舎実籾店 習志野市実籾3-2-4

㈱コウトウ 習志野市実籾3-2-5

(有)花友 習志野市実籾3-2-7

(株)ベストホーム 習志野市実籾3-3-10

未来タウン(株) 習志野市実籾3-3-2

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ実籾店 習志野市実籾4-1-1

鳥昭 習志野市実籾4-1-1

松利 習志野市実籾4-1-1　真壁ビル104

パソコン教室クエスト 習志野市実籾4-1-1真壁ビル3階301-B

とれぴち漁港 習志野市実籾4-1-9　１階

司園 習志野市実籾4-2-3

香取畳工業 習志野市実籾4-21-10

カミヤホーム 習志野市実籾4-23-5

キャンディポット 習志野市実籾4-24-13

ポッポラーメン 習志野市実籾4-24-6

ヘアー・サロン　ポパイ 習志野市実籾4-24-7

F's Limit 習志野市実籾4-3-1

ビッグ・エー　習志野実籾店 習志野市実籾4-3-11

hair design RISE 習志野市実籾4-3-14

くくる整骨院・針灸院 習志野市実籾4-3-15

藤田屋洋品店 習志野市実籾4-3-16

くすりの福太郎実籾２号店 習志野市実籾4-3-3

(株)石原商店 習志野市実籾4-35-14

フレッシュたなか 習志野市実籾4-3-9

夢庵　実籾店 習志野市実籾4-3-3

マヤ　ラベイユ 習志野市実籾4-4-1



58GOPPA！hair design 実籾店 習志野市実籾4-4-1アルフラット103

㈱サクライスポーツ 習志野市実籾4-4-6

らーめん柊 習志野市実籾4-5-14

桜井慶商店 習志野市実籾4-5-3

不二家実籾店 習志野市実籾4-5-6

まちのほぐしやさん 習志野市実籾4-7-12

唐揚げ専門店やまだ商店 習志野市実籾5-1-1

なかだ文具店 習志野市実籾5-1-2

花スタジオ 習志野市実籾5-1-3

ワイズマート実籾店 習志野市実籾5-2-1

モト・メンテ 習志野市実籾5-23-14

有限会社別井新聞舗 習志野市実籾5-23-28

肉一精肉店 習志野市実籾5-3-17

大久保園（実籾店） 習志野市実籾5-3-24

とりのぜん一鳥 習志野市実籾5-3-24

フロッグフロッグ 習志野市実籾5-3-25

アクア 習志野市実籾5-4-19-3F

E+PLACE ENGLISH&CAFÉ 習志野市実籾5-5-14　第二白鳥ビル1F

ひょうたん 習志野市実籾5-8-6

伊太そば 習志野市実籾5-8-8

グレートアジア 習志野市実籾5-8-8

カットスタジオWIN 習志野市実籾5-9-29

総栄建設 習志野市実籾5-9-28

美鶴堂 習志野市実籾5-23-16

おおぜき写真館 習志野市実籾4-5-6

芝ちゃん。 習志野市実籾5-23-9

実籾本郷 JA千葉みらい農産物直売所しょいか～ご習志野店 習志野市実籾本郷34-1

アピール株式会社 習志野市実籾本郷7-24

その他 とくし丸 移動スーパー

トモズ津田沼パルコ店 船橋市前原西2-18-1津田沼パルコB館B1F

ご利用できなくなった店舗

マクドナルド新習志野ミスターマックス店 習志野市茜浜2-1-1ミスターマックス新習志野SC

㈱ファミリーマート京成津田沼駅構内店 習志野市津田沼3-1-1


