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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

東京ス－プカレ－ チャハヤ総本店 足立区 一ツ家１－２２－１８　西尾ビル　１Ｆ　１０
１ 飲食店

珈琲館足立一ツ家店 足立区 一ツ家２－１４－２ 飲食店

アストロプロダクツ 足立店 足立区 一ツ家３－１ ショッピング

かつや 足立一ツ家 足立区 一ツ家４－１－２２ 飲食店

和味 伸々 足立区 中央本町２丁目８－１０ 飲食店

ショッピングサユリ 足立区 中央本町４－１３－１３ ショッピング

焼肉工房オグリ 足立区 伊興４－１－２４　ハイムシライ１Ｆ 飲食店

hairsalonsadal 足立区 伊興４－４－２５ サービス

すし銚子丸竹の 店 足立区 伊興本町２－５ 飲食店

ベニースーパー佐野店 足立区 佐野２－２７－１０ ショッピング

炭焼 牛兵衛 足立区 佐野２－３２－１２　２Ｆ 飲食店

ふくちゃん 足立区 保塚町１５－６　保塚マンション１Ｆ 飲食店

すし銚子丸保木間店 足立区 保木間１－２１－６ 飲食店

鮮魚酒場牛鬼 足立区 保木間２－１１－１０　エグゼ渕江　１Ｆ 飲食店

ピザハット竹の 店 足立区 保木間２－１１－２　保木間二丁目ビル ショッピング

ゆうりん 足立区 保木間３－１８－５ ショッピング

パーツワン足立店 足立区 保木間３－３７－１２ ショッピング

鮨処にわ 足立区 保木間４－５０－１６ 飲食店

中国料理天府 足立区 入谷１－１－１１ 飲食店

剣寿司 足立区 入谷４－１０－２４ 飲食店

ワークショップミスミ 足立区 入谷４－３－１３　ワークショップミスミ ショッピング

焼肉平城苑足立入谷店 足立区 入谷９－２－１５ 飲食店

ワークランド西新井店 足立区 六月１－１６－１０　日吉第一ビル　１Ｆ ショッピング

國貞 足立区 六木４－４－１ ショッピング

珍来 六町店 足立区 六町４－４－１４ 飲食店

炭火やきとりとさか六町店 足立区 六町４－４－３５　サンライズ六町　２Ｆ 飲食店

アトリエマイ北千住店 足立区 千住１－１９－８　今井ビル１Ｆ サービス

ar 北千住店 足立区 千住１－２０－９　ＴＹビル１Ｆ サービス

ISM 足立区 千住１－２１－７　龍ビル　１Ｆ サービス

龍苑 足立区 千住１－２１－７　龍ビル　２Ｆ 飲食店

ピロースタンドイプノスキタセンジュ 足立区 千住１－２１－９ ショッピング

マメココロ北千住本店 足立区 千住１－２７－１ 飲食店

GOODNEIGHBORS北千住店 足立区 千住１－２９－２ サービス

さかなや別邸 足立区 千住１－３１－１２ 飲食店
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Cafe わかば堂 足立区 千住１－３１－８ 飲食店

ダイニング山崎 足立区 千住１－３２－２ 飲食店

BOSSA BURGER 足立区 千住１－３３－４　２Ｆ 飲食店

千住ホルモン 足立区 千住１－３３－９　イトウビル１Ｆ 飲食店

タピ・ルージュ 足立区 千住１－４－１　東京芸術センター２０Ｆ 飲食店

とんとん 足立区 千住１丁目３３－１　 飲食店

アストリア北千住店 足立区 千住２－２２ ショッピング

キネズシ 足立区 千住２－３０ 飲食店

Limo 足立区 千住２－３０ サービス

美容室Gimick 足立区 千住２－３４　大久保ビル　７Ｆ サービス

さかなさま北千住本店 足立区 千住２－３７　ロイヤルハイツ白根２Ｆ 飲食店

赤から 北千住店 足立区 千住２－３９　ＴＣＣビル　３Ｆ 飲食店

書店ぶっくらんど 足立区 千住２－４３ ショッピング

大阪焼肉ホルモンふたご北千住店 足立区 千住２－４８－２　染谷ビル１Ｆ 飲食店

かつや 北千住西口 足立区 千住２－５５ 飲食店

良記餃子軒 足立区 千住２－５５ 飲食店

大江戸 北千住店 足立区 千住２－５５　小池ビル　１Ｆ 飲食店

Neolive sango 足立区 千住２－６　吾亦紅　１Ｆ サービス

NailBreak！lilia 足立区 千住２－６１　ビックリヤ西口ビル　４Ｆ サービス

焼肉京城北千住店 足立区 千住２－６２ 飲食店

英鮨　北千住店 足立区 千住２－６２ 飲食店

北千住肉寿司 足立区 千住２－６５　五十嵐ビル　１Ｆ 飲食店

ベニシア 足立区 千住３－２　長沼ビル　１Ｆ サービス

千住しげ 足立区 千住３－３１　第二武田ビル　５Ｆ 飲食店

KHB 足立区 千住３－３６　桝屋ビル１Ｆ 飲食店

Abby’s 足立区 千住３－４　佐藤ビル　１Ｆ サービス

elu 足立区 千住３－５　第二小寺ビル　２Ｆ サービス

握りの一歩 足立区 千住３－５２－１ 飲食店

ヒゲタコス 足立区 千住３－５６　コーポ高橋１Ｆ 飲食店

スーパーたなか三丁目店 足立区 千住３－５７－２ ショッピング

agirhair 北千住 足立区 千住３－６５　アンコアール　１Ｆ サービス

ココネイル 足立区 千住３－７０　花椿ビル２Ｆ サービス

pejite 足立区 千住３－７５ サービス

かいだんのうえ 足立区 千住３－７６　コーポ池田　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

3 / 8

[東京都東京都]



KICHIRI 北千住 足立区 千住３－７７　きたテラス　４Ｆ 飲食店

博多炉ばた焼やまや 北千住店 足立区 千住３－９２　北千住マルイ　９Ｆ 飲食店

越後そばおひつ御飯凛や 足立区 千住３－９２　北千住丸井　１Ｆ　ミルディス
フ－ドコ－ト 飲食店

呑酒場　ウル虎 足立区 千住３丁目３１－１５　第二武田ビル３Ｆ 飲食店

韓国焼肉炙りな 足立区 千住３丁目５８　 飲食店

市場食堂さかなや 足立区 千住４－１１－６ 飲食店

カフェ 寛味堂 足立区 千住４－２０－１　２Ｆ 飲食店

板垣 足立区 千住５－６－７ 飲食店

びっくりドンキー 北千住店 足立区 千住中居町１７－２０　マルアイビル　２Ｆ 飲食店

Adatto北千住 足立区 千住中居町１８－１０　野中ビル　１Ｆ サービス

きく鮨 足立区 千住仲町１８－１１　田中仲町ビル　１０３ 飲食店

oceano 足立区 千住仲町１８－８　石戸ビル　１Ｆ サービス

まじ満 足立区 千住仲町４０－１　 飲食店

株式会社モトハラ 足立区 千住元町１－１３ ショッピング

HAIRRESORTAi 足立区 千住旭町１１－７　第二平野ビル サービス

jewel 足立区 千住旭町２４－９ サービス

TANAKA旭町本店 足立区 千住旭町２６－１４ ショッピング

味問屋　明日香　千住店 足立区 千住旭町２７－１ 飲食店

イニー 足立区 千住旭町３－１１　リッチビル　３Ｆ サービス

ReMix北千住店 足立区 千住旭町３－８　ビックリヤ東口駅前ビル１Ｆ サービス

grandage 足立区 千住旭町３４－１５　ハイツアネックス　１Ｆ サービス

Aguhairjuju北千住 足立区 千住旭町３４－１７　１Ｆ サービス

Lond avenir 足立区 千住旭町３５－１７　クレール北千住　３Ｆ サービス

スーパーたなか駅前店 足立区 千住旭町３９－９ ショッピング

Neolive mimo 足立区 千住旭町４－１１　西村ビル　２Ｆ サービス

プロケアアイラッシュ北千住店 足立区 千住旭町４０－２１　三原堂ビル１Ｆ サービス

炭火焼干物定食 しんぱち食堂 北千住店 足立区 千住旭町４０－２７　ビックリヤ旭町ビル　１
Ｆ 飲食店

Z－ONE東町店 足立区 千住東２－４－１３ ショッピング

くまざわ書店 千住大橋店 足立区 千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住　１Ｆ ショッピング

0652 GPfwポンテポルタ千住 足立区 千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住　１Ｆ ショッピング

地産マルシェ 千住大橋店 足立区 千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住　１Ｆ ショッピング

ハニーズポンテポルタ千住店 足立区 千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住　２Ｆ ショッピング

シャイニー千住大橋店 足立区 千住橋戸町１－１３　千住大橋ポンテグランデ
東京 サービス

しずく 千住魚河岸酒場 足立区 千住橋戸町１３　大森ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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蕎麦遊膳 松鈴 足立区 南花畑２－２７－９ 飲食店

海鮮居酒屋つっち〜 足立区 南花畑２丁目１０－９　スールフロール六町１
Ｆ 飲食店

オフハウス 足立南花畑店 足立区 南花畑４－１９－６ ショッピング

炭火焼肉平城苑一頭や亀有店 足立区 大谷田１－１９－１８ 飲食店

えんらく環七梅島店 足立区 島根１ー９－５ 飲食店

ゆず庵 足立島根店 足立区 島根２－１６－１９ 飲食店

作業服 廣瀬 足立店 足立区 平野２－８－１ ショッピング

焼肉問屋バンバン五反野店 足立区 弘道１－２５－２　なみえコーポ１Ｆ 飲食店

TIKADEVI 足立区 弘道１－４－１５　第２弘道プラザ１０１ 飲食店

スエヒロ館　扇店 足立区 扇１－５５－２３ 飲食店

スピリチュアルカウンセラ－カラ 足立区 扇3-23-5　グリーンガーデン扇102号室 ショッピング

美容室qupito 足立区 新田３－１８－５　高橋ビル　１Ｆ サービス

ダルトン 足立区 東伊興１丁目７－９　ヘアサロンダルトン サービス

ステーキの館 花もよう 足立区 東保木間１－２４－２３　グリーンマンション 飲食店

とんでん 花畑店 足立区 東保木間１－２６－１８ 飲食店

焼肉せんりゅう 保木間店 足立区 東保木間１－３－４ 飲食店

がってん寿司綾瀬店 足立区 東和１－５－１ 飲食店

かつ敏綾瀬店 足立区 東和１－５－１ 飲食店

焼肉よし 足立区 東和５－９－２２－１０１ 飲食店

（有）昇莉夢 本店 足立区 東綾瀬１－１８－２０ ショッピング

ステーキThe高橋 足立区 東綾瀬１－２１－１２ 飲食店

炭火焼肉　ばんり　綾瀬店 足立区 東綾瀬１－２５－５ 飲食店

コシジ洋菓子店 足立区 東綾瀬２－１５－５ ショッピング

アトリエマイ東口店 足立区 栗原１－６－２０　寺ビル　１Ｆ サービス

アクティブニシアライテン 足立区 栗原１－６－２２ サービス

焼肉力 足立区 栗原３－１４－２ 飲食店

鮨よし 足立区 梅島１－１０－１２　片倉ビル１Ｆ 飲食店

焼肉百済 足立区 梅島１－７－１０ 飲食店

どんどん　梅島店 足立区 梅島２－３５－１３ 飲食店

モードオフ西新井駅東口店 足立区 梅島３－３１－１２ ショッピング

パティスリーラヴィアンレーヴ 足立区 梅島３－６－１６ 飲食店

寿司達屋 足立区 梅島３丁目２２－９　コーポオオダテ１０１ 飲食店

カリブ 食品宝島 足立区 梅田６－９－１６ ショッピング

ル・パラディー 足立区 梅田７－３６－３ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鹿浜 道具屋 足立区 椿２－３－４ ショッピング

かつや 足立江北 足立区 江北３－３５－１１ 飲食店

とんでん 江北店 足立区 江北３－３７－１９ 飲食店

ドンドンダウンオンウェンズディ足立江北店 足立区 江北３－３７－２０ ショッピング

かき沼酒店 足立区 江北５－１２－１２ ショッピング

麺場田所商店足立江北店 足立区 江北５－４－１０ 飲食店

ウエトミ衣料2 足立区 江北６－３－２ ショッピング

ウエトミ衣料 足立区 江北６－３－３ ショッピング

すし屋赤兵衛 江北店テイクアウト 足立区 江北７－２７－１ 飲食店

すし屋赤兵衛 江北店イートイン 足立区 江北７－２７－１ 飲食店

安楽亭　足立入谷店 足立区 皿沼１－２２－９ 飲食店

餃子太郎吉 足立区 竹の１－４０－１５　庄栄ビル　１Ｆ　Ｂ 飲食店

アクティブ竹ノ 店 足立区 竹の５－８－３ サービス

イデアアンシア 足立区 竹の６－１５－１　ウィングス竹の　２Ｆ サービス

炭火焼・酒処やきや 足立区 竹の塚１－２５－１９ 飲食店

食肉問屋直営 元祖おもに亭 焼肉店 竹ノ塚本店 足立区 竹の塚１－４０－１５　庄栄ビル２Ｆ 飲食店

焼肉ヒロ 竹ノ塚店 足立区 竹の塚１丁目３０－１５　竹市第一ビル　２Ｆ 飲食店

串揚げDining円 足立区 竹の塚２－８－２６ＭＫビル１Ｆ その他

すし屋赤兵衛 竹ノ 塚本店 足立区 竹ノ塚３－１０－１２ 飲食店

DIAMOND MOON 足立区 竹の塚５－１８－４　リバティ竹ノ塚１Ｆ サービス

東京ガスライフバル足立・埼玉東 竹ノ塚店 足立区 竹の塚５－２－６ ショッピング

焼肉万里 竹の塚店 足立区 竹の塚５－８－１　第一清水ビル　１Ｆ 飲食店

美容室SLOW 足立区 竹ノ塚５丁目１９－１３ サービス

から揚げの天才　竹ノ塚店 足立区 竹の塚６－１１－１　Ｔ・キューブ　Ａ１号室 飲食店

良記本店 足立区 竹の塚６－１４－５　第２古川ビル１Ｆ 飲食店

アトリエMAI竹ノ塚 足立区 竹の塚６－１５－６ サービス

和食処　英美 足立区 竹の塚６－４－４－１０１ 飲食店

牛繁 竹ノ塚店 足立区 竹の塚６－７－１４　竹ノ塚コーポ三愛 飲食店

Agu．hair zukka 竹の塚店 足立区 竹の塚６－８－１６　ベアフルート　２Ｆ サービス

スーパーブックス竹ノ塚駅前店 足立区 竹の塚６丁目９－１ ショッピング

POURVOUS 足立区 竹の塚７－８－５　第２コーポクリーンライト サービス

やきとり家 すみれ 綾瀬店 足立区 綾瀬２－２３－３　石橋ビル　１Ｆ 飲食店

BRAVE綾瀬店 足立区 綾瀬２－２３－５ サービス

寿司・肴処石だ屋 足立区 綾瀬２－２４－１３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヨシダフローリスト 南口店 足立区 綾瀬２－２６－１ ショッピング

ショッピングサカエ 足立区 綾瀬２－３９－１１ ショッピング

石渡 足立区 綾瀬２－４０－３ ショッピング

やきとり大吉　綾瀬店 足立区 綾瀬２丁目３７－１　 飲食店

するが綾瀬店 足立区 綾瀬３－１－３０ ショッピング

山下書店綾瀬東口店 足立区 綾瀬３－１－３２ ショッピング

焼肉せんりゅう 綾瀬店 足立区 綾瀬３－１６－７ 飲食店

Aguhairhalca綾瀬 足立区 綾瀬３－１７－１４ サービス

クレドガーデン 綾瀬店 足立区 綾瀬３－２２－１９　第六鳥塚ビル１Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご綾瀬店 足立区 綾瀬４－６－１０ 飲食店

DIORIS 足立区 綾瀬４－７－１　ＭＴビル　６Ｆ サービス

焼肉平城苑綾瀬本店 足立区 綾瀬５－１－２ 飲食店

遊食屋 楽 足立区 綾瀬６－５－７ 飲食店

ラ－メンロッジ 足立区 綾瀬７－２３－８ 飲食店

アストロプロダクツ 足立舎人店 足立区 舎人１－１９－８ ショッピング

有限会社サカエヤ金物店 足立区 舎人１－９－１０ ショッピング

Proudia.Nails. 足立区 舎人２－９－１ サービス

炭火焼肉舎人 足立区 舎人５－１３－３　大駒ビル　２Ｆ 飲食店

生鮮市場さんよう 足立区 西保木間２－１８－１６ ショッピング

サワヤ総本店 足立区 西保木間３－１－１８ ショッピング

安楽亭足立加平店 足立区 西加平１ー１－１ 飲食店

ワーカーズショップハジメ足立店 足立区 西加平２－１－３ ショッピング

焼肉山河 西新井店 足立区 西新井１－２０－２０　シャトルＯＮＥ 飲食店

幸寿司 足立区 西新井１－３６－８ 飲食店

そば和み 足立区 西新井１－５－１　中田ビル　１０２ 飲食店

ろばた焼つきじ西新井大師店 足立区 西新井１丁目１－１０　清水ビル１Ｆ 飲食店

イルカフォ－ネ 足立区 西新井５－３３－７ 飲食店

すし銚子丸西新井店 足立区 西新井６－４３－１１ 飲食店

土屋鞄製造所 本店 足立区 西新井７－１５－５ ショッピング

田奈加 足立区 西新井７－４－６ 飲食店

ピザハット西新井店 足立区 西新井本町２－２２－６　アミュージェ西新井
　１Ｆ ショッピング

生焼きホルモン元家 足立区 西新井本町２－７－７ 飲食店

vis hair＆beauty 足立区 西新井栄町１－１７－１　パサージオ西新井　
２Ｆ サービス

ル・ララドゥ 足立区 西新井栄町１－１８－３３　レコシティグラン
デ１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ar西新井店 足立区 西新井栄町２－３－４ サービス

CRED GARDEN 足立区 西新井栄町２－４－５ サービス

ネイル グラマラス 足立区 西新井栄町２－４－５ サービス

宝鮨 足立区 西竹の塚１－１１－２ 飲食店

割烹 一心 足立区 西竹の塚１丁目１２－９　共栄ビル１０６ 飲食店

yaso 足立区 西竹の塚２－１１－６ サービス

マナルトネイル 足立区 西竹の塚２‐６‐４　フィルド白井１Ｆ サービス

Greeze 足立区 西綾瀬２－７－６　野尻ハイム　１０１ サービス

焼肉 釜山 足立区 西綾瀬２－８－８ 飲食店

すし銚子丸綾瀬店 足立区 谷中１－１－７ 飲食店

パティスリ－ アンプリル 足立区 谷中１－５－３　パ－クサイド新家　１Ｆ ショッピング

ブックスページワン北綾瀬店 足立区 谷中２－５－１６ ショッピング

七輪房　北綾瀬店 足立区 谷中４－９－１７ 飲食店

牛繁五反野店 足立区 足立３－９－７　１Ｆ 飲食店

亀戸焼肉ホルモン木じま五反野店 足立区 足立４－３８－１０　はるテラス　１Ｆ　西 飲食店

住吉書房五反野店 足立区 足立４－５７－１ ショッピング

焼肉光林 足立区 関原２－２８－４ 飲食店

J ewel L ash 足立区 青井３－３４－１０　フローレスアオイ２０２ サービス

コダト生花 足立区 青井３丁目３４－１０ ショッピング

（株）アキテック商事 本店 足立区 青井５－９－３ ショッピング

七輪房足立青井店 足立区 青井６－２５－６ 飲食店

ペコペコ 鹿浜店 足立区 鹿浜１－６－８ 飲食店

からやま足立鹿浜店 足立区 鹿浜２－１－２ 飲食店

七輪房鹿浜店 足立区 鹿浜３ー１－８ 飲食店

ピッツェリア　フォルノ 足立区 鹿浜６－３４－１８ 飲食店

炭火焼肉済州 足立区 鹿浜７－１１－１２ 飲食店

炭火焼肉 牛匠 足立区 鹿浜７－７－９　鹿浜ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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