
（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

九州ラーメン　友理 食べる ma-icca(まぁーいっか） 食べる クラブ橘〜たちばな〜 食べる

中国料理　東洋　木更津店 食べる ビータスカフェ 食べる
ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
洋食 ｶﾒﾘｱ/ﾗｳﾝｼﾞ ｼｴﾙﾌﾞﾙｰ

食べる

JapaneseDining　RAZZ 食べる 木更津東口　庭鶏 食べる ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
和食 山里/鉄板焼 さざんか/中華 桃花林

食べる

さぬきうどん やまや 食べる ラウンジ　シュシュ 食べる ポポラマーマ木更津店 食べる

クロワッサン木更津ワシントンホテル店 食べる 山将 食べる 松葉寿司 食べる

四季味宴席　たく 食べる すなっく　宇 食べる パティスリー風見鶏 食べる

クロワッサン木更津店 食べる 俺の焼肉 食べる 闘魂らぁめん 食べる

中華レストラン彩鳳 食べる はなや 食べる 中華料理　龍門 食べる

桜龍（おうりゅう） 食べる エクセレントラウンジ　ミューズ・女神 食べる FAVORITE 　BAR　エリア 食べる

レストラン　さぼーる 食べる かずさ炭焼ステーキ　照葉樹 食べる 竹岡屋 食べる

落花生工房かずさ屋 食べる 寿司竹 食べる ごはん処　みなと屋 食べる

一幸 本店 食べる LandS  Cafe  Konoha 食べる ひゃくらい 食べる

木更津ワシントンホテル　レストラン 食べる 潮そば  まる仁 食べる 中国ラーメン　栄 食べる

活き活き亭　富士見店 食べる 和（なごみ）dining　彦一 食べる ホテル割烹　いづみ 食べる

ADDICTION（アディクション） 食べる hanahaco  BENTO 食べる 木更津の煖 食べる

焼鳥　おず 食べる ほっともっと　木更津本郷店 食べる 矢那屋　～木更津駅前店～ 食べる

ジョリ　ラパン 食べる モカトラカフェ 食べる 自家焙煎コーヒーブラジル屋 食べる

アジアンダイニング RomAsia 食べる 東屋 食べる コーヒーレストラン椿 食べる

一幸 ほたる野店 食べる 居酒屋MITA 食べる 大衆酒場　せんべろ 食べる

活き活き亭　金田店 食べる 合同会社房総山業 食べる なべや 食べる

パティスリー　ティアレ 食べる いちかわ 食べる カフェラッテ 食べる

とんかつ　かつしげ 食べる キッチンカー   aloha 食べる 珈琲専門店　ブレンド 食べる

いせもと  cafe 食べる ricochet 食べる current　cafe 食べる
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

木更津KiSARA(キサラ） 食べる イーデンカフェ 食べる 味香色 食べる

ReverseCafe
（リバースカフェ）

食べる 君寿司 食べる 地のもんや　まるみ 食べる

としまや弁当　新宿店 食べる 南国酒場　かりゆし 食べる 富食堂 食べる

囲炉裏酒場　炭人（スミンチュ） 食べる Lounge  sis 食べる マクロビオテック料理　リセス・K 食べる

茶屋のモンド 食べる かもめ食堂 食べる 西山家 食べる

せんねんの木 factory＆cafe 食べる 高木製菓 食べる 肉酒場 食べる

２９BAL（木更津ニクバル） 食べる 綾部商店 食べる ピッツェリア　スクデット 食べる

グルメ酒家　鳥勝 食べる Cucina.ys（ｸｯﾁｰﾅ ｲｰｽ） 食べる bar　torico（バートリコ） 食べる

柳月 食べる Curry&Cafe　ちょいす。 食べる かげやん 食べる

ファーマーズカフェ 食べる パティスリー　サン・ドニ 食べる 房総族　 食べる

かりんとう饅頭の長崎堂 食べる Pizza&Gelato　窯蔵 食べる かき氷屋　黒毛和牛 食べる

お食事処　お富さん　太田店 食べる まきばのアイス 食べる 蘇洲 食べる

Kee's Diner (キーズダイナー) 食べる 鮨　かねた 食べる 茂寿司 食べる

菓匠　梅月庭　清見台本店 食べる 焼肉DINING大和　木更津金田店 食べる Financier　Party　木更津 食べる

八天堂きさらづ 食べる 明治牛乳　桜井販売所 食べる おやじの台所　もぐもぐ 食べる

ラケル木更津店　モカ 食べる 酒処　ゆらん 食べる むげん 食べる

コーヒーレストランモンシェリー 食べる Jazz & Dining きまぐれうさぎ 食べる cucina　Ragazza　Carina 食べる

手打ち蕎麦・割烹　うた屋 食べる わだぱん 食べる くまちゃんち 食べる

Natural Cafe+Shop hanahaco 食べる KURKKU  FIELDS  CHIFFON 食べる シディーク 食べる

PIZZA  DINING  JOYs  木更津店 食べる KURKKU  FIELDS  DINING 食べる 生そば　安兵衛 食べる

ごくりっ 食べる KURKKU  FIELDS  BAKERY 食べる 琥晴（こはる） 食べる

洋食とワイン　ブッフルージュ 食べる 房総旬菜　いち吉 食べる お食事処　むけさん 食べる

そば処　竹家 食べる Cafe&Studio SMILE 食べる カフェ　プルメリ 食べる

となりのいえ 食べる 必勝 食べる 木更津ラーメン　大輝 食べる
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

すき焼き しゃぶしゃぶ 田園 食べる オステリア　レガーレ 食べる キッチン   PaPan 食べる

おいしい薬膳 AriHa café 食べる イタリア料理　ブォーナフォルトゥーナ 食べる 房総　丼丸 食べる

木更津焼きそば 食べる 食事処　かなめ 食べる THE  COFFEE 食べる

オーシャンテーブルカフェ 食べる からあげ田中亭 食べる パスタ食堂　源七 食べる

ひぼし屋　木更津本店 食べる 喫茶　ギオン 食べる 木更津丿貫 食べる

グローバルキッチン１９８２ 食べる casse-tete 食べる 居酒屋自由者 食べる

吟米亭　浜屋　木更津西口店 食べる くうろん 食べる ラムンスロード 食べる

吟米亭　浜屋　文京店 食べる お富さん　富士見店 食べる 農家レストラン Cafe やさまる 食べる

吟米亭　浜屋　朝日店 食べる 中華料理　華連 食べる 鮨一 食べる

フランス伝統菓子　エル・プランタン 食べる Pergolato (ペルゴラート） 食べる 焼き鳥　聡 食べる

鮨・和食  こ よ う 食べる NINE 食べる 福のじ 食べる

四季旬菜　いろり 食べる クロワッサン　羽鳥野みなのば店食べる 民芸茶屋　松本庵 食べる

ひととわ 食べる タパス・アット・デリ 食べる ワインバルBON 食べる

やきとり  SASUKE 食べる 蟹工船　袖ヶ浦店 食べる レストラン　くあとろ 食べる

１０  PEN 食べる 木更津ホルモン 食べる パティスリー　アザレ 食べる

魚や７７ 食べる さかなやくろ　木更津東口店 食べる 珈琲専科　蘭豆 食べる

東口・まるしぇ　 食べる さかなやくろ　木更津西口店 食べる ともの家 食べる

yakitori　Roof 食べる 魚問屋　さかなやくろ 食べる インド・スリランカレストラン　サマナラ 食べる

中華食堂 金龍 食べる はいから弁当 食べる 蕎麦香房　むさしや 食べる

宝家 食べる １分おむすび 食べる ほっともっと　木更津長須賀店 食べる

炭火・牛たん　一心亭 食べる パプリカ 食べる 秋元菓子舗 食べる

山麓　本店 食べる 日本料理　たかはし 食べる 焼肉DINING大和　木更津店 食べる

鶏若丸 食べる cafe＆bar  satoa 食べる コーヒーショップレストラン　トルー　文京店 食べる

夜カフェ イタリアン カフカ 食べる 居酒屋　蘭 食べる カフェ　ド　ルウパン 食べる

上総食材　カフカ 食べる
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

ゆかいなさかな 買う 株式会社　サイトウ教材 買う 有限会社 イノエム自動車商会 買う

メディアBOX  カメラのコバヤシ 買う CLEAR  ONE 買う 有限会社水野スポーツ 買う

イシバシ薬品 買う 高浦モータース 買う 有限会社和歌電機工業所 買う

ベイラインカーズ 買う ボディーリペアー  S.S.T 買う （株）セント 買う

エクリュ 買う 有限会社　竹内商店 買う 紅雲堂書店 買う

ハート・コミュニケート 買う 君津ビジネスサービス株式会社　大和田店 買う 有限会社中川デンキ 買う

厚生水産株式会社　富士見営業所 買う 川田教材 買う アカサカオート有限会社 買う

フラワーステージ 買う Plug-in　いしい木更津店 買う Bee  Concierge 買う

ラケットショップ・ウィーヴ 買う コカゴオート 買う CDS  ワタナベ請西南店 買う

写楽館 買う Plug-in　いしい畑沢店 買う 農事組合法人上望陀 買う

仏壇の松本 買う 木更津市場株式会社 買う コスメブティック　サラビア 買う

すず陶  木更津店 買う 株式会社石田陶器 買う 有限会社国際自動車商会 買う

有限会社冨士モータース 買う クボタ自動車 買う 中央自動車販売株式会社 買う

有限会社GRACE 買う 有限会社　佐久間農機店 買う Honda  Cars　木更津南　木更津南インター店 買う

木更津魚市場 買う 伊勢元酒店 買う はぎの洋品店 買う

PanoramaCraft
（パノラマクラフト）

買う 人形の昇月 買う フラワープロデュース 買う

みずの洋品店 買う オプトマックス  アイベル 木更津店 買う 有限会社川慶酒店 買う

ふるやま 買う 株式会社　イシワタ 買う 手作りジャム工房 ～iPPO～ 買う

リサイクルハウス　A to Z 買う あんとわーぷ 買う セブン‐イレブン　木更津祇園店 買う

有限会社江沢電器 買う Double  Roxer 買う セブン‐イレブン　清見台東３丁目店 買う

洋品・呉服・学生衣料　いとう 買う 株式会社　畳deCo物 買う セブン-イレブン 木更津新田２丁目店 買う

化粧品＆エステ　シャロン 買う Azure☆moon 買う セブン-イレブン 木更津請西平川店 買う

請西東のお花屋さん　「FLOWERS」 買う 山津屋 買う セブン-イレブン 木更津請西東２丁目店 買う
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

ムサシヤ請西東店 買う Mash-up 買う セブン-イレブン 木更津東太田２丁目店 買う

関東自動車工業株式会社　大久保工場 買う たたみや 買う セブン-イレブン木更津３丁目店 買う

関東自動車工業株式会社　潮浜工場 買う サムソンオート 買う セブン‐イレブン木更津金田店 買う

コンドー楽器木更津本店 買う SUDO東太田店 買う セブン‐イレブン木更津金田東店 買う

スーパーマーケット吉田屋岩根店 買う 東清ショッピングセンター 買う セブン‐イレブン木更津駅東口店 買う

キッチン在来 買う 双葉商会 買う セブン‐イレブン木更津幸町店 買う

有限会社　平野商会 買う フラワーショップ　ありはら 買う セブン‐イレブン木更津朝日１丁目店 買う

フラワーショップ　わだ 買う auショップ木更津ほたる野 買う セブン-イレブン 木更津江川店 買う

コミュニティマーケット　ベアーズ 買う 木更津市鎌足桜保存会 買う セブン‐イレブン　木更津真舟店 買う

Kifura（きふら） 買う 高橋テレビ店 買う セブン‐イレブン　木更津中里店 買う

KISARAZU　GARAGE   買う あさひや 買う セブン‐イレブン　木更津桜井店 買う

有限会社ケービーエス商事  木更津店 買う モトヨシ　フォトスタジオ 買う セブン‐イレブン　木更津高柳３丁目店 買う

有限会社　潮見自動車工業 買う すず陶　うつわ館 買う セブン‐イレブン　木更津高柳南店 買う

有限会社　溝口園芸 買う アイベル　本店 買う テレショップＭ　木更津ケータイ館 買う

かずさスモーク（kazusa-smoke） 買う 有限会社関東リース 買う セブン‐イレブン　木更津国立工専前店 買う

有限会社KUGE 買う フィッシングキャット 買う セブン‐イレブン　木更津清見台２丁目店 買う

株式会社マイルド 買う 岩崎物産有限会社 買う セブン‐イレブン　木更津清見台３丁目店 買う

Fukuneko 買う 紳士服　婦人服　ふじ 買う セブン‐イレブン　木更津岩根店 買う

株式会社　木更津モーター商会 買う 小川漁網商店 買う セブン‐イレブン　木更津瓜倉店 買う

紳士服・学生服　ひらの 買う はんこSHOP  木更津店 買う セブン‐イレブン木更津下郡店 買う

カヤギサイクル 買う KURKKU  FIELDS  CHARCUTERIE 買う セブン‐イレブン木更津文京１丁目店 買う

古川薬局 買う
iPhone 修理 総務省登録修理業者
 iCracked 木更津

買う ローソン　木更津桜井店 買う

ののま自然農園 買う 大一木更津青果株式会社 買う ローソン　木更津新田３丁目店 買う
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

鈴木肉店 買う 株式会社エビス薬局　いわね店 買う ローソン　木更津富士見３丁目店 買う

stitch（スティッチ） 買う ヒロ薬局　木更津店 買う ローソン　木更津請西東四丁目店 買う

協和自動車有限会社 買う アイ薬局　ほたる野店 買う ローソン　木更津祇園２丁目店 買う

フラワーショップ華美 買う JA木更津市　自動車係 買う ローソン　木更津東中央２丁目店 買う

伊藤自動車工業有限会社 買う JA木更津市　生活館 買う ローソン　木更津中尾店 買う

JBK　Farm 買う ＦＳ  カスミ  イオンタウン木更津朝日店 買う ローソン　木更津清見台東店 買う

有限会社森山モータース 買う 根本洋品店 買う ローソン　木更津八幡台三丁目店 買う

ビューティサプライマックス 買う オサノ手芸店 買う デイリーヤマザキ  木更津駅前 買う

カーサービスイシイ 買う 有限会社  武道 買う デイリーヤマザキ　日本製鉄君津店 買う

アオイストアー 買う drop by　(ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾊﾞｲ） 買う 有限会社矢那川自動車工業所 買う

有限会社　精美堂印房 買う イワキ　イオンタウン木更津　朝日店 買う ボディーセンターオオツカ 買う

中川海苔店　本店 買う 花結実　花工場 買う 丸福鮮魚店 買う

中川海苔店　焼海苔工場直売所 買う GOLDEX　mobile 買う スーパー富分　清見台店 買う

フラワーショップ花林 買う サイクルショップ　ピーナッツ 買う 株式会社然藺 買う

東京ベイプラザホテル 暮らす スズキ理容室　喫茶よか 暮らす ヘアーサロン　YOU 暮らす

木更津ワシントンホテル　フロント 暮らす アパマンショップ木更津店 暮らす Ricca  hair 暮らす

日東交通株式会社　木更津営業所観光係 暮らす クダカ整体院 暮らす 税理士渡辺事務所 暮らす

木更津市観光案内所 暮らす 社会福祉法人　みどりの風 暮らす 司法書士　進藤由子 事務所 暮らす

芸者置屋　若寿 暮らす たなか整骨院 暮らす 植草司法書士事務所 暮らす

かずさファーマーズマーケット 暮らす 畑沢南歯科クリニック 暮らす L☆s 暮らす

オークラアカデミアパークホテル 暮らす 株式会社　冨田屋商店 暮らす バーバーショップ　クロカワ 暮らす

エザワフルーツランド 暮らす 合同会社 みやま創作所 暮らす ヨガスタジオ　muku 暮らす

宗教法人　高蔵寺 暮らす Mommy's  BEAUTY  ABOVE 暮らす ワタナベメディアプロダクツ株式会社 暮らす
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

クラスペディア　空と大地の丘　森本農園暮らす ヘアーアンドメイク　ウィッテム 暮らす 木更津商工会議所 暮らす

木更津芸寮組合　千代松 暮らす サラ動物クリニック 暮らす 有限会社勝企画 暮らす

房総いいねスタンプラリー 暮らす ペットハウスベル清見台 暮らす 株式会社らづワークス 暮らす

NPO 法人一粒舎 のらり・くらり 暮らす 床屋　KOBORI 暮らす 名入れのアミコム 暮らす

木更津芸寮組合　若美 暮らす ヨガヴィシュタ 暮らす 株式会社新昭和リビンズ 暮らす

ゲームセンター　イスカンダル木更津店 暮らす 有限会社　ナラモト印刷 暮らす 長谷部歯科医院 暮らす

オフィス大輝エンターテイメント 暮らす epm不動産株式会社 暮らす 有限会社石井電気工業 暮らす

孫の手ブルーベリー園 暮らす 特定非営利活動法人　木更CoN 暮らす 株式会社ポップスター 暮らす

ブルーベリーファーム　かがやき 暮らす Nデザイン  エステ 暮らす セレモニーイシイ 暮らす

くれいんひるず 暮らす ハナダ電機技術工業 暮らす MR.ラッセル英会話教室 暮らす

ブルーベリー　ノムさん 暮らす 木更津合同タクシー 暮らす AROSS hair 暮らす

KURKKU  FIELDS 暮らす FITNESS & SPA   RAFIT 暮らす 株式会社ウェッジホーム 暮らす

道の駅木更津　うまくたの里 暮らす ビューティーサロン　Belle  Fleur 暮らす よつば整骨院　 暮らす

宮川丸 暮らす 木更津市市民活動支援センター 暮らす 株式会社アドヴァンス 暮らす

だがしカフェTamaribu 暮らす 木更津市金田地域交流センター 暮らす はなよめ学校 暮らす

スパ三日月龍宮城 暮らす 整体院とりうみ 暮らす 房総メディカルクリニック歯科 暮らす

龍宮城スパホテル三日月　富士見亭 暮らす 木更津市役所　市民課　＊ 暮らす まんねん床 暮らす

龍宮城スパホテル三日月　龍宮亭 暮らす Doors 暮らす 株式会社アクアエステート木更津 暮らす

富士見亭売店 暮らす 木更津港まつり実行委員会　事務局 暮らす オリジナル不動産株式会社 暮らす

お祭りランド売店 暮らす かずさ地区木材組合 暮らす ドッグ＆猫カフェ　WONE  MAKE 暮らす

内田クリーニング 暮らす 木更津市役所　地方卸売市場 暮らす アニマルクリニック美咲ヶ丘 暮らす

須永整骨院 暮らす 森のくま整骨院 暮らす UNIkA  HAIR　design 暮らす

木更津東邦病院 暮らす トップサイドスポーツガーデン 暮らす カナディアン　ランゲージ　スクール 暮らす
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

岩井整骨院 暮らす サンライズ接骨院 暮らす 犬のとこや　POCHI 暮らす

㈱新明（MADOショップ木更津清川店） 暮らす トータルボディメイクサロンELBIS 暮らす 内房整形外科クリニック 暮らす

アイデザインファクトリー株式会社 暮らす 株式会社コウセイ 暮らす ravie　（ラヴィ） 暮らす

染めの花澤 暮らす 輝望 暮らす 房総メディカル第2クリニック歯科 暮らす

板垣クリーニング店 暮らす 写夢美容室 暮らす 房総メディカルクリニック　内科、皮膚科 暮らす

あらいぐまこばやし（小林ランドリー） 暮らす 信和産業株式会社 暮らす  八剱八幡神社 暮らす

ヘアーサロン　スズキ 暮らす 株式会社ニヤテクノ 暮らす オーシャンサイドガーデン株式会社 暮らす

あきよし歯科医院 暮らす 渡辺よしくに後援会 暮らす 株式会社　十全社 暮らす

結婚相談所　アイマリッジ 暮らす トリミングサロンCHAKRA 暮らす 東日本法務行政書士事務所 暮らす

かずさエフエム83.4MHz 暮らす 株式会社アイ・クリエイト 暮らす 小春日和デイサービスセンター 暮らす

木更津杏林堂 暮らす MY・ALL 暮らす 有限会社大帝都市 暮らす

株式会社エノモト防災工業 暮らす 仁・幸夢店 株式会社 暮らす グリーン理容室 暮らす

きよかわ動物病院 暮らす ジェスクラブ 暮らす ヤマグチ　ライフクリエイト株式会社 暮らす

関東新聞販売株式会社 暮らす 木更津商工会議所青年部 暮らす カット倶楽部　マスターシュ 暮らす

(株)黒田不動産鑑定 暮らす みなとまち木更津推進協議会 暮らす 松本  司法書士事務所 暮らす

協和電子印刷株式会社 暮らす 危機管理課 　駅前庁舎＊ 暮らす ひよこ治療院 暮らす

株式会社鈴木電気管理事務所 暮らす 市民課　駅前連絡所＊ 暮らす 中村医院 暮らす

美容室　シャングリラ 暮らす 中央公民館 　駅前庁舎＊ 暮らす Lamiuelle　ラミュエル 暮らす

エルシオンKISARAZU 暮らす 市民税課 　朝日庁舎＊ 暮らす 木更津市火葬場 暮らす

エステティックサロン　ドゥネール 暮らす 市民活動支援課 　朝日庁舎＊ 暮らす 社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 暮らす

エステティックサロン　サラ 暮らす 都市政策課 　朝日庁舎＊ 暮らす able　有限会社エイブル 暮らす

株式会社オモットエージェンシー 暮らす 市街地整備課 　朝日庁舎＊ 暮らす 有限会社新栄産業 暮らす

株式会社イーエーディワークス 暮らす 住宅課　朝日庁舎＊ 暮らす フラ　オ　カ　マープナヘレ 暮らす
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

木更津相続サポートセンター 暮らす 管理用地課　朝日庁舎＊ 暮らす アイビューティーセンター 暮らす

リラクゼーションサロン　ほぐりら 暮らす 市民課　富来田出張所＊ 暮らす kukka 暮らす

岩崎石油有限会社 暮らす 市民課　金田出張所 ＊ 暮らす 風空歯科 暮らす

有限会社マイホームタカハシ 暮らす 市民課　鎌足出張所 ＊ 暮らす 君津中央病院売店 暮らす

税理士法人竹本会計事務所 暮らす 市民課　中郷出張所 ＊ 暮らす モンクルール美容室 暮らす

株式会社　共進社 暮らす 市民課　岩根連絡所 ＊ 暮らす 木更津木材株式会社　ネット事業部 暮らす

Laleur（ラルール） 暮らす 市民課　清見台連絡所 ＊ 暮らす 株式会社キミツ鐵構建設 暮らす

理容　リボン 暮らす 市民課　畑沢連絡所 ＊ 暮らす 株式会社たくみ工房 暮らす

LUNETTES　HAIR 暮らす 市民課　八幡台連絡所 ＊ 暮らす FLASH  HAIR  DRESSER 暮らす

小松歯科クリニック 暮らす 市民課　波岡連絡所 ＊ 暮らす イエローサブマリン 暮らす

つぼやサウナ 暮らす 環境管理課 ＊ 暮らす スタジオ・オプティ 暮らす

有限会社ガレージ・ケイ 暮らす  まち美化推進課  計量棟＊ 暮らす 本澤税理士事務所 暮らす

めぐみの家 暮らす  まち美化推進課  管理棟 ＊ 暮らす 街のリフォーム屋さん 暮らす

整体院Tirati 　Su　ーティラティスー 暮らす  郷土博物館金のすず ＊ 暮らす ル・レーヴ 暮らす

デイサービスセンターとう花 暮らす 市街地整備課 西口駐車場＊ 暮らす ヘアーサロン　サイトー 暮らす

NPO法人ならでは 暮らす 富来田公民館 ＊ 暮らす Beauty Salon EST（ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ ｴｽﾄ） 暮らす

安西司法書士事務所 暮らす 岩根公民館 ＊ 暮らす ワンディクリーナース本店 暮らす

司法書士増本巧事務所 暮らす 鎌足公民館 ＊ 暮らす ワンディクリーナース朝日店 暮らす

株式会社ブレーメン 暮らす 中郷公民館 ＊ 暮らす 有限会社豊田 暮らす

司法書士　長谷川　圭　事務所 暮らす 文京公民館 ＊ 暮らす もりがく事務所 暮らす

バーバーショップ　たかさか 暮らす 八幡台公民館 ＊ 暮らす 株式会社福士工務店 暮らす

AZRRI  (アズリー) 暮らす 東清公民館 ＊ 暮らす 鹿島商店 暮らす

美容室  Mirei 暮らす 清見台公民館 ＊ 暮らす 美容室　シェーン 暮らす
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（令和３年７月６日時点）

加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ 加盟店名 カテゴリ

株式会社印東不動産鑑定 暮らす 畑沢公民館 ＊ 暮らす 理容室　ISHII 暮らす

林畳店 暮らす 岩根西公民館 ＊ 暮らす 株式会社カクイチ 暮らす

日新建設株式会社木更津営業所 暮らす 西清川公民館 ＊ 暮らす 放課後等　デイサービス　Jump 暮らす

山口朋昭　土地家屋調査士事務所 暮らす 波岡公民館 ＊ 暮らす 綜和熱学工業株式会社 暮らす

のぞみ整骨院 暮らす 桜井公民館 ＊ 暮らす 泰龍堂薬局 暮らす

ピコロキッズクラブ 暮らす 富岡公民館 ＊ 暮らす TOKOYA  SENSUI 暮らす

ベビーフォトスタジオ　ミルフルール暮らす サロン・エナ 暮らす AROSS Flip 暮らす

有限会社　カメヤマ水管工業 暮らす  スポーツ振興課  市民体育館 ＊ 暮らす Nail Salon  -CORAL- 暮らす

木更津雑貨と癒しのお店　Bon　Marche+暮らす スポーツ振興課　木更津市営江川総合運動場＊ 暮らす 学童 ザリガニクラブ 暮らす

アーク太陽不動産 暮らす  スポーツ振興課  市営野球場 ＊ 暮らす 木更津ギター教室 暮らす

平野司法書士事務所 暮らす  スポーツ振興課  弓道場 ＊ 暮らす ナチュラルリズム ファスティングサポート暮らす

池田理容室 暮らす  スポーツ振興課  江川陸上競技場 ＊ 暮らす エステティックサロン輝～KIRARA～ 暮らす

税理士法人　新日本 暮らす  社会福祉課  木更津市民総合福祉会館＊ 暮らす はるえな  整体  整骨院 暮らす

税理士法人桜頼パートナーズ会計藤谷事務所 暮らす  高齢者福祉課  老人福祉センター ＊ 暮らす 吉川ダンスマテリアル 暮らす

嶋津司法書士事務所 暮らす  環境管理課  木更津市霊園 ＊ 暮らす Lamp 暮らす

株式会社　真舟建装 暮らす  市街地整備課  小櫃堰公園管理事務所 ＊ 暮らす ヘアーサロン　ヨシダ 暮らす

 生涯学習課 木更津市立少年自然の家キャンプ場 暮らす
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