さいたま市緑区
※店舗の状況によってはご利用いただけない場合もありますので、店員の方にご確認をお願いいたします。
※このリストは事務局に到達した時点でのものです。すでに閉店や移転している場合もありますので、あらかじめご了承ください。

雪山堂 本店
浦和中央自動車教習所
がくぶち屋の雪山堂 浦和美園店
おおまき整体院
ゆうなみ工房
kitchen+bar=870
デイサービス おがわさん家 さいたま大間木店
セイバーズ 街の整備やさん
治療院 健
梅の店 東浦和店
ミセスハート 大間木店
リフォームのカネマサ
elu picot
（個人）齊藤タクシー
フィールド＆マウンテン 本部
まめちゃば さいたま大間木店
株式会社マイディア 本社
PAINT GARAGE 匠工房
Bamboo
ラックスオートモービル 上野田店
村瀬自動車興業
（有）堀江モータース
ライフビジュー
ｓｏｉｅ
ココロパン
インド料理サティヤム
hair a.i.m
きしざわ整骨院
ユウアイグループ ホワイト急便道祖土店
有限会社 ライフ写真
わせだスポーツ鍼灸治療院
ドリアン・ペットサービス
mama fuwari
菊水舎 芝原店
花だより
久兵衛屋 東浦和
あんばい
ユーカーショップ サン
ユウアイグループ ホワイト急便芝原3丁目店
ＴＥＡＲ
一成アフターサービス
トヨタレンタカー 浦和美園駅前店
エフェケバブ
浦和みどり整骨院
グローシックゴルフ倶楽部
クライミングシルバーコンサルティング
Hair room Ricco
Lailaih
南欧食堂 マードレ
荒井テーラー
日乃出鮨
仲谷接骨院
YDC DANCE STUDIO 浦和校
マミークリーニング サミット大田窪店
有限会社伸西フラワー サミット太田窪店
オートエキスパート
美容室シャン
門脇輪店
HAIRSTYLE
エテルナ株式会社 イオン浦和美園店
サングリーン イオン浦和美園店
スカット 大門店
u̲nail
WHILL's 西京屋 周
インペリアルサーフ

大崎 2562-1
大字大崎 910
大字大崎2562-1
大牧 1336-11 東宏第２ビル一階
大牧 1430-8
大間木 2-25-29
大間木 3-3-6
大間木 180-3
大間木 393-49 101
大間木 457-11
大間木 518-1
大間木1539-11
大間木1539-11
大間木1545
大間木1767-1
大字大間木 105
大字大間木 830-1
上野田 106-1
上野田 150-1
上野田 360-1
上野田 513
大字上野田 485
玄蕃新田 593-1
道祖土 1- 9-4
道祖土 1-23-12
道祖土 1-27-10
道祖土 3- 4-8
道祖土 3- 5-20
道祖土 3- 5-20
道祖土 3- 5-20
道祖土 3- 7-1
道祖土 3-17-2
道祖土 4-21-1
芝原 1-1-1
芝原 1-1-1
芝原 1-5-7
芝原 2-3-3
芝原 3-1-7
芝原 3-2-6
芝原 3-30-11
芝原 3-32-27
下野田 531-14
下山口新田 1175-2
太田窪 1-15-1 １F
太田窪 1-19-12
太田窪 1-21-6
太田窪 1-26-27
太田窪 3- 1-16
太田窪 3- 1-16
太田窪 3- 2-4
太田窪 3- 3-3
太田窪 3- 3-4
太田窪 3-10-29 太陽商事ビル３Ｆ
太田窪 3-16-1
太田窪 3-16-1 サミットストア太田窪店 2階
太田窪 3-9-2
太田窪29-13
大字大門 1593-1
大字大門 2579-7
大字大門 3710 1F
大字大門 3710 1F
大門 80-5
大門 752-1F
大門 1476-8
大門 1650-1
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Y.K PIANO FACTORY
麺屋稀水 大門店
HOTEL GRASSINO URBAN RESORT
メモリアルパーク天空の杜
やまと石材 さいたま営業所
BURNISH
お好み焼きKANSAI さいたま市緑区大門店
イチヨンプラス イオンモール浦和美園店
あみやき亭 浦和美園店
Ｍ＆Ｊ ＡｕｔｏＳｅｒｖｉｃｅ
カットハウスＴＯＭＩＮＡＧＡ
児童デイサービス福祉サービス パートナーズ連
児童デイサービス おひさま
大川家具 東浦和店
ビーウィッチ
ジョニーズキッチン
カレーハウスCoCo壱番屋 浦和中尾店
環境未来株式会社
YC東浦和
チーズケーキング エフ
スーパーダイハル
オフィスプランサンオー
カイロプラクティックArancia felice
Deep Happiness
吉通貿易 東京生活館 クイズゲート浦和店
ドッグサロンファミーユ
浦和菜館
大問屋さいたま店
バンギャオ
Food Village
a.kara
ｎｕａｇｅ
ＦｌｏｗｅｒＳｈｏｐＡｓｓｉｓｔ
ＣＵＢＥ・ｈａｉｒ・ｆａｃｔｏｒｙ
アットイーズ 東浦和店
パンカフェギー
ナイスクリーニング 東浦和店
ドッグサロン ワンドリーム
有限会社 日動クリーニング
蕎の花
ゆるり治療院
もんじゃ・お好み焼わいず わいず浦和店
でんきランド東浦和
すしの花匠 浦和店
中丸ストアー
関根石材 浦和店
TAK
（有）太田自動車工業
クリーニング ナチュラル
有限会社川上薬店
ベンリーさいたま原山店
タイヤサービスアシスト浦和
タイヤセレクト 浦和
アトリエシロー
銀座まるかんハッピー店
美容室ラアール
東京西川チェーン加納屋
KID'S GARAGE NEXT
加藤丑松商店
salon de sion
（株）総合自動車整備センター
maykus
有限会社 ライフ写真
轟屋
Hair Studio Leaves 原山店
台湾食堂パイクー屋 桃園
セレモニー 駒場ホール
クリーニングオリジナル 原山店

大門 1679
大門 1746-10
大門 1865-1
大門 1991-3
大門 2017-1
大門 2733-1
大門 2864-6
大門 3710 イオンモール浦和美園 2F
大門内野 4455
寺山 846-2
大字中尾 190-3
大字中尾 299-1
大字中尾 299-1
大字中尾 333-3
大字中尾 554-1
大字中尾 666-26
大字中尾 795-1
大字中尾 827-14
大字中尾 884
大字中尾 970-19
大字中尾 1508-3
大字中尾 1555-1
大字中尾 1718-1
大字中尾 2086-3
大字中尾字不動谷3720 1-4区画
中尾 98-7
中尾 109-4
中尾 110-2
中尾 1454-1
中尾 1831
中尾 2322-2
中尾 291-1 フィオーレ扇１Ｆ
中尾 291-1
中尾 299-1
中尾 333-3 1F
中尾 365-1 1階
中尾 550-1
中尾 574ー2
中尾 970-22
中尾 980-5
中尾1600-2
中尾1627-5
中尾2077
中尾2119-1
中尾2259
中野田 1033
中野田 1251-2
大字南部領辻 3698
原山 1- 3-4
原山 1- 6-1
原山 1- 6-5
原山 1-10-22
原山 1-12-17
原山 1-28-23
原山 1-30-1
原山 1-33-20
原山 2- 2-11
原山 2- 6-4
原山 2-21-20
原山 2-23-27
原山 2-32-19
原山 2-33-8
原山 2-35-8
原山 3- 6-15
原山 3- 9-17
原山 3- 9-17
原山 3-11-20
原山 3-14-18
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ドッグサロン ミーアンドピー
古民家カフェ 藍
ゴトークリーニング ドンキ原山店
room & room 浦和原山店
海野会計事務所 本店
花月接骨院
株式会社アートアーク 一級建築士事務所
イタリアンリストランテ さるうて Salute
平城苑 寛雅亭 浦和店
彩たまwebサポート
ダスキン浦和東 サービスマスタ
Repose
バーバー サンファン
居酒屋来居夢
Keicoco Beauty and Nails
087 cafe&bistro 東浦和店
炭火焼鳥酒家 浅草寿三丁目 東浦和店
PATISSERIE CABO
ビッグボーイ 東浦和
フロンティアキッズ つばき保育園
トータルプランニング川島物産
メガネのワコー 東浦和店
ハンサムClassic 東浦和店
株式会社スカット 東浦和駅前店
セオサイクル東浦和店
BRAVE
東浦和たんぽぽ鍼灸院
彩懐石 東浦和高砂 東浦和店
EternalBlaze
やきとり鳥蔵
ペットサービスPono
カントリー雑貨 オレンジホーム
ta*so
クリーニング ラメール 東浦和店
晃工製作所
Hair Studio Leaves 東浦和店
PABOLO PABULO
クリスタルヴィーナス
ユウアイグループ ホワイト急便井沼方店
有限会社伸西フラワー サミット東浦和店
サンコー サミット東浦和店
Vic Dry 本店
大人のリフレッシュ空手体操
ユウアイグループ ホワイト急便東浦和３丁目店
旬彩酒楽 toRoすけ
Natur nail salon
（株）モンパルレ
有限会社東宏不動産
EYE BEAUTY SALON Ale 東浦和
串と餃子と屋台料理 55酒場
うしの家
東浦和整骨院
大阪七輪 大阪七輪
本格中華 華や 東浦和店
楓の音
トリミングサロン ベルフルール
カースマイル
米と灯油の店 澤利喜商店
焼肉八山
サイクルショップ大牧
ウィスターリア 美容室
Rose Tree Style
LIP-Lipps （リップリップス）
ＭＹ ｄｏｕｂｌｅ
カレーハウスCoCo壱番屋
FuuTea
スタジオエッグ
鮮魚と炉端の居酒屋 魚吉鳥吉

原山 3-18-9
原山 3-20-9
原山 4- 3-3 ドンキホーテ原山店 B1
原山 4- 3-3
原山 4- 6-21
原山 4- 6-3
原山 4-17-19
原山 4-24-23
原山 4-30-14
馬場 1-23-14
馬場 2- 3-12
馬場 2-15-10
馬場 2-47-2
東浦和 1- 1-1
東浦和 1- 5- 8
東浦和 1- 5-11
東浦和 1- 6-16
東浦和 1- 6-17
東浦和 1-11- 2
東浦和 1-13- 5
東浦和 1-13-12
東浦和 1-14-5
東浦和 1-15-1 東浦和MYビル1F
東浦和 1-15-8
東浦和 1-15-8
東浦和 1-20-1
東浦和 1-20-18
東浦和 1-21-1
東浦和 2- 4-3
東浦和 2- 5-7
東浦和 2-18-6
東浦和 2-18-6
東浦和 2-22-1
東浦和 2-22-1
東浦和 2-26-1
東浦和 2-44-2
東浦和 2-46-12
東浦和 2-49-8
東浦和 2-49-8
東浦和 2-51-26 サミットストア東浦和店 1F
東浦和 2-51-26 1F
東浦和 2-69-2
東浦和 2-70-1 昭誠会
東浦和 3- 3-7 カーサエルマーナ１F
東浦和 3-23-3
東浦和 4- 1-1 安藤ビル1F
東浦和 4- 1-16 東宏ビル2F
東浦和 4- 1-17 東宏ビル５ １Ｆ
東浦和 4- 1-24 EXビルⅢ301号室
東浦和 4- 1-26 ＥＸビル1Ｆ
東浦和 4- 5-1
東浦和 4- 7-6
東浦和 4- 8-8
東浦和 4- 8-9
東浦和 4-12-7
東浦和 4-12-7
東浦和 4-12-8
東浦和 4-27-1
東浦和 4-27-2
東浦和 4-27-6
東浦和 4-27-6
東浦和 4-30-6
東浦和 4-32-18
東浦和 4-32-18
東浦和 5- 1-11
東浦和 5- 9-26
東浦和 5- 9-26
東浦和 5-10- 2
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農家の居酒屋 煉 東浦和
CraftBeer Bar BRONX
Ｖａｌｅｎｔｉ 東浦和店
創作居酒屋津
カットサロンGINZA 東浦和店
美容室 you-na
クリーニングオリジナル 東浦和ロッカー
クリーニングオリジナル 東浦和店
さくらや 東浦和店
自然食品マーケット グリーンフーズ
スナック マリモ
丸花
地中海料理 ムラーノ
FANTASISTA13
接骨院東浦和
十勝甘納豆本舗 東浦和店
ホームクリエイト
イズミ石油株式会社
ユウアイグループ ホワイト急便東浦和７丁目店
Jeweler Rin
横山ユニフォーム
Hairスリーク
Papagallo e Topo
プロローグ
SHAN E PUNJAB
メイドインインディア
クラブネイス体操教室 東浦和校
Huanola (フウアノーラ)
aiueo : cake studio
弓削田くるま屋 さいたま尾間木店
Happy Colors
エバーグリーンオートファースト
合資会社 Make Space Balloon Shop ALOHAS
ジョリーパスタ 浦和大門
エバーグリーンオートサービス工場
トラットリア エストポルトーネ
美園どうぶつ病院
ボディーショップウチヤマ
プライベートエステサロン蔭彪
Ohana with
中国料理 桃花園
齋藤社労士行政書士事務所 齋藤事務所本部
TRUX Japan (トラックスジャパン）
二八蕎麦 一貴
クリーニングオズ
やさいや
K&K design
e-工房 浦和美園店
Ｃｉｎｑ
PET DINING
ユウアイグループ ホワイト急便浦和美園店
アークエンタープライズ
フットボールパーク 浦和美園店
こだわりとんかつ かつ敏 浦和美園店
星の子プロダクション イオンモール浦和美園店
ダックス 仙台牛タンゆう助 浦和美園店
As-meエステール クーキイオンモール浦和美園
ソフトバンク イオンモール浦和美園
株式会社ナカザワ ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝNEOｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園店
バケット イオンモール浦和美園店
満寿家
(株)サンユーさいたま
めがねのノン 浦和美園店
レストランスエヒロ館 浦和美園店
橋本屋 浦和店
プロペイント 本社
チャーミークリーニング マミーマート三室山崎店
Total Beauty Salon LUANA

東浦和 5-10-10 S．Tビル１F
東浦和 5-11- 9 榎本ビル2F
東浦和 5-11-10 早川ビル３Ｆ
東浦和 5-11-10 早川ビル1F
東浦和 5-12-3 新和ビル1F
東浦和 5-15-3
東浦和 5-15-3
東浦和 5-15-3
東浦和 5-15-9
東浦和 5-15-9
東浦和 5-17-32
東浦和 5-27-2
東浦和 6- 9-2
東浦和 6- 9-3 東浦和グルメ館
東浦和 6- 9-4 ヒルトップ102
東浦和 6-30-7
東浦和 7- 2-13
東浦和 7- 5-4
東浦和 7- 6-8 1Ｆ
東浦和 7- 9-26
東浦和 7-31-1
東浦和 7-32-18 春栄ビル
東浦和 7-32-4 細井ビル
東浦和 7-41-15
東浦和 7-43-7
東浦和 7-43-7
東浦和 9- 4-7
東浦和 9-18-36
東浦和 9-18-41
東浦和 9-20-13
東浦和 9-20-31
東大門 2-2-12
東大門 2-2-14
東大門 2-2-16
東大門 2-2-25
東大門 2-22-2
東大門 3- 2-5
東大門 3- 4-16
東大門 3- 9-1
東大門 3-15-10
松木 2- 9-1
松木 2-10-3
松木 3-11-2
松木 3-11-3
松木 3-11-4
間宮 450-8
大字間宮 660-4
美園 1-11-1 カインズホーム浦和美園店内1F
美園 3-10-15
美園 4-1-2-2
美園 4-13-8
美園 4-17-6
美園 4-20-2
美園 5-46-9
美園 5-50-1 2階
美園 5-50-1 イオンモール浦和美園３階フードコート
美園 5-50-1 イオンモール浦和美園３Ｆ
美園 5-50-1 イオンモール浦和美園2F
美園 5-50-1
美園 5-50-1
美園 6- 5-5
美園 6- 5-8
美園 6- 9-11
美園 6-11-8
三室 199-1
三室 2101-3
三室 366-2
三室 437-6
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くまの子倶楽部保育園 三室本館
ママズスマイル 浦和三室店
メナード化粧品ミムロマキ代行店
GARDEN cafe Plus1
ヘアーメイクアンジェ
セオサイクル 浦和三室店
三室グリーンゴルフ
ShellyNAIL
名倉堂 浦和三室接骨院
UTSK
焼肉 彩食韓
京之助カイロ整体院
アクト
厚澤食堂
ガレージイガラシ
sweetʼs cafe ohana
(個人)深谷タクシー
コサカ自動車販売株式会社
毎日新聞 領家販売所

三室 496-1
三室 815-28
三室 817-4
三室 895-10
三室 981-14
三室 1209-8
三室 1280
三室 1508-1
三室 2459-57 岡崎ビル 1F
大字三室 815-28
大字三室 1198-1
大字三室 1294-2 C区画
大字三室 2400-8
大字三室 2458
大字三室 字西宿 1203-3
宮本 1-16-4
宮本 2-19-23
山崎 1-12-15
山崎 1-19-15
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