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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

牛たん大好き焼肉はっぴぃ 上板橋店 板橋区 上板橋２－３１－１　比留間ビル　１Ｆ 飲食店

クオリス 上板橋店 板橋区 上板橋２－３１－１５　比留間書店ビル　２Ｆ サービス

Y’Scafe 板橋区 上板橋３－１０－１ 飲食店

ヘアメイクサンクエスト 中板橋店 板橋区 中板橋２０－７ サービス

Rinoa’ala 板橋区 仲宿４７－９ サービス

（有）矢崎書店 板橋区 仲宿５６－１６ ショッピング

リセエンヌ・ティナ 板橋区 仲宿６０－１１ ショッピング

qualite 板橋区 仲宿６２－１　ハイタウン１Ｆ サービス

パステルデザートときわ台店 板橋区 前野町３－１５－１５ 飲食店

cafe　de　cuore 板橋区 前野町３丁目２５－２　 飲食店

焼肉きんぐ 板橋前野町店 板橋区 前野町６－１０－６　２Ｆ 飲食店

Blossom常盤台南口店 板橋区 南常盤台１－２９－３　常盤松ビル　１０１ サービス

串焼処 宮しろ 板橋区 南常盤台１－２９－６ 飲食店

美容室 スタジオ エスパス 板橋区 南常盤台２－１５－２－１０２ サービス

焼肉いっしん 板橋区 南常盤台２－２－３　プラザときわ台　２Ｆ 飲食店

アンケヴィーノ！ 板橋区 南常盤台２－６－１　リヴェールときわ台Ｂ ショッピング

DEEP HAIR DRESSING 板橋区 向原３－１０－７　アルス小竹向原　１０３ サービス

クリオロ 本店 板橋区 向原３－９－２　サントスビル　１Ｆ 飲食店

ヘアーサロン デ フォーエバー ルークス 板橋区 坂下１－１－１２ サービス

Rhyme 板橋区 坂下２－１５－１２ サービス

焼肉山河蓮根店 板橋区 坂下２－１５－１３　荒井ビル　１Ｆ 飲食店

安楽亭　坂下店 板橋区 坂下３－３４－１ 飲食店

ナオチーノ 板橋区 大山東町１６－４ 飲食店

Restaurant Padma 板橋区 大山東町１６－５　コスモ和光８－１Ｆ 飲食店

大山ホルモン 板橋区 大山東町２３－６ 飲食店

はんこ屋さん21大山店 板橋区 大山東町２４－１２　イタリアコーポ　１０２ ショッピング

焼鳥 彦 板橋区 大山東町２５－１７　ベルドミールパイン　１
０１号室 飲食店

お好み焼もんじゃ味どり 板橋区 大山東町５２－１３　オーナーズビルド大石１
Ｆ 飲食店

Wine厨房tamaya大山 板橋区 大山東町５８－８　大山新世ビル１Ｆ－Ａ 飲食店

とれたて村 板橋区 大山町２７－９ ショッピング

ブロッサム大山店 板橋区 大山町４－２ サービス

メディアライン大山店 板橋区 大山町４－４ ショッピング

ミックヘア＆メイク 大山店 板橋区 大山町４０－３ サービス

Joli＆D大山店 板橋区 大山町４７－５　１Ｆ ショッピング
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海鮮・旬菜料理和匠 板橋区 大山町６－２ 飲食店

とんかつ・豚しゃぶ・創作料理 銀扇 板橋区 大山町６－９ 飲食店

イタリアンレストランPlurale 板橋区 大山金井町４１－１１　ＮＫコ－ポ１Ｆ 飲食店

リフレッシュサロンアルバ 板橋区 大谷口上町２－４　北村ビル　１Ｆ サービス

hairCALIDAD 板橋区 宮本町２－３　クレア板橋本町　１Ｆ サービス

Light House 板橋区 宮本町２－９　今西ビル１Ｆ 飲食店

タイヤショップ イウラ 板橋区 宮本町３４－７ ショッピング

魚菜酒房「樽見」 板橋区 小茂根１－１０－１７　タルミビル　１Ｆ 飲食店

特選和牛焼肉やなか 板橋区 小茂根１－２８－１１　ハマノハイツ１Ｆ 飲食店

かつや 板橋小茂根 板橋区 小茂根２－２２－７ 飲食店

DE　LA　NATURE 板橋区 常盤台１－１－１ 飲食店

焼肉 高麗亭 板橋区 常盤台１－５－７　山口ビル　２Ｆ 飲食店

ビストロ&カフェ·ラ·ノブティッ 板橋区 常盤台１丁目７－８　ソレイユ常盤台１０６ 飲食店

Lブロッサム 板橋区 常盤台２－５－４ サービス

カッチャトーレ 板橋区 常盤台３－２３－７ 飲食店

ル　トレフル 板橋区 常盤台４－１０－６　ラシクラス平和公園２　
１Ｆ 飲食店

GITA 板橋区 常盤台４－１２－７ サービス

星乃珈琲店　上板橋店 板橋区 常盤台４－３２－４　２Ｆ 飲食店

たなか中板橋店 板橋区 弥生町３５－６ ショッピング

ニクビッタ 板橋区 徳丸１丁目７－１２　シ－ルドＢ１Ｆ 飲食店

磯のがってん寿司エキア東武練馬店 板橋区 徳丸２－２－１４ 飲食店

中国料理水晶楼 板橋区 徳丸２－３－１　徳丸スクエア１Ｆ 飲食店

コミックバスター東武練馬店 板橋区 徳丸３－１－２４　むさしやビル　２Ｆ 飲食店

大吉 東武練馬店 板橋区 徳丸３－１６－２ 飲食店

ブロッサム東武練馬店 板橋区 徳丸３－１８－１５　第二北野ビル　１Ｆ サービス

さかうえのポチャ 板橋区 志村１－３２－３２　渡辺ビル　１０１ 飲食店

M＆PS 志村坂上店 板橋区 志村１－３３－１３ サービス

やきにくさがみ苑 板橋区 志村１－３４－１ 飲食店

美容室 Lien 志村坂上店 板橋区 志村１－３４－１４ サービス

ヴィザヴィ志村坂上店 板橋区 志村１－３４－１６ サービス

ピアンタ志村坂上店 板橋区 志村２－３－２ 飲食店

和洋ダイニング酒ラフ 板橋区 志村２丁目２－５ 飲食店

ヘアーサロン デ フォーエバー 板橋区 志村３－１０－１０－１０３ サービス

炭火焼肉 神楽 板橋区 志村３－２０－１　１Ｆ エンターテイメン
ト

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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焼肉 炉漫亭 板橋区 志村３－２５－７　ゾ－ン市川ビル２ 飲食店

菜彩厨房 板橋区 成増１－１５－６　メルヘンビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉まうみ成増本店 板橋区 成増１－２４－８ 飲食店

ブロッサムANNEX成増店 板橋区 成増１－２８－１３　塩住　１Ｆ サービス

Aguhaircalin成増 板橋区 成増２－１０－７　ドール・ボナール成増　２
Ｆ サービス

美容室パームパム 成増店 板橋区 成増２－１２－８　五曠第一ビル　４Ｆ サービス

点心惣菜kasei 板橋区 成増２－１３－１ ショッピング

日本橋屋長兵衛 EQUiA成増店 板橋区 成増２－１３－１ 飲食店

成増寿し常 板橋区 成増２－１３－１　ＥＱＵＩＡ（エキマ）成増
内 飲食店

レミルフォイユ ドゥ リベルテ 成増店 板橋区 成増２－１３－１　ＥＱＵＩＡ成増３Ｆ ショッピング

隠れ菴 忍家 成増プライム店 板橋区 成増２－１５－１８　成増プライム　６Ｆ 飲食店

自遊空間成増店サインレス 板橋区 成増２－１５－１８　成増プライム　７Ｆ 飲食店

焼肉問屋バンバン成増店 板橋区 成増２－１８－５　橋本ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

かつや 成増 板橋区 成増２－２０－２　いずみ屋ビル　１Ｆ 飲食店

有）コットンハウス 板橋区 成増２－２３－１ ショッピング

美容室 スリーク 板橋区 成増２－２３－２　ツインピークス　１Ｆ サービス

SALON ohana 板橋区 成増２－２６－１０　１Ｆ サービス

成増 道具屋 板橋区 成増２－５－２ ショッピング

ブロッサム成増店 板橋区 成増３－１３－１　アリエス　Ｂ１Ｆ サービス

Mocha 板橋区 成増３－４１－１７　ハイツビゴラス　１０１ サービス

西遊記　成増店 板橋区 成増３丁目４１－１４　 飲食店

七輪炭火焼肉七代目やまと 板橋区 本町１４－１２ 飲食店

力士料理くらち　板橋本店 板橋区 本町２６－３ 飲食店

焼肉 高麗 板橋区 本町３６－１９ 飲食店

時楽 板橋区 本町３６－９　板橋本町アーバンライフ１０１ 飲食店

とんでん 志村小豆沢店 板橋区 東坂下１－５－５ 飲食店

板橋 道具屋 板橋区 東山町２８－６ ショッピング

アトム板橋東山店 板橋区 東山町３１－１３東山電気 ショッピング

すし銚子丸板橋東新町店 板橋区 東新町１－３８－１３ 飲食店

ワークマックス 板橋区 東新町１－３８－１５　十一屋ビル１０１ ショッピング

魚がし寿司 板橋店 板橋区 板橋１－１２－７ 飲食店

ヴィザヴィ板橋店 板橋区 板橋１－１３－６　１Ｆ サービス

焼肉市場げんかや板橋店 板橋区 板橋１－１３－７　高山ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairflor板橋 板橋区 板橋１－１３－８　協立コーポレーション第三
ビル　４Ｆ 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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肉問屋直営焼肉肉一 板橋区 板橋１－２４－１ 飲食店

牛三 板橋区 板橋１－２５－１ 飲食店

kautiitabashi 板橋区 板橋１－３２－８　グレイス　１０４ サービス

ブックスページワン 板橋区 板橋１－４８－１５ ショッピング

珈琲館新板橋店 板橋区 板橋１－４８－１７　第二協立コーポレーショ
ンビル　１Ｆ 飲食店

Cocorokara 板橋区 板橋１－４９－２　アンドウビル　１Ｆ サービス

樽本寿司 板橋区 板橋１－４９－９－１０３ 飲食店

和可奈 板橋区 板橋１丁目１０－９　長沢ビル１Ｆ和可奈 飲食店

韓国料理アーラリ 板橋区 板橋１丁目２０－２　１Ｆ 飲食店

リプル 板橋区 板橋１丁目２７－６　サンパレス２０１ サービス

ピアンタ仲宿 板橋区 板橋３－１０－５ 飲食店

レストランせんごく 新板橋店 板橋区 板橋３－２７－１９ 飲食店

レストランオオタニ 板橋区 熊野町４７－８ 飲食店

酒道庵 阿部 板橋区 蓮根１－１－１ ショッピング

美容室Lien蓮根本店 板橋区 蓮根２－１－３　メゾン・エヌ　１Ｆ サービス

焼肉ダイニング りょう 板橋区 蓮根２－１８－２９ 飲食店

ヘアカラーカフェ蓮根店 板橋区 蓮根２－１９－５－１０１ サービス

RIGARETH HAIR 板橋区 蓮根２－２１－５　計良ビル１０１ サービス

中華料理 和唐 板橋区 蓮根２－２９－１ 飲食店

美容室Lien 蓮根駅前店 板橋区 蓮根２－３１－２７ サービス

地産マルシェ 蓮根駅前店 板橋区 蓮根２－３１－２９ ショッピング

よし邑 板橋区 蓮根２丁目１９－１２ 飲食店

平井花店 板橋区 蓮沼町１９－３ ショッピング

プレミアムヘアプラス 板橋区 蓮沼町２２－３ サービス

肉焼亭うしのすけ 板橋区 蓮沼町２２－８　 飲食店

串屋さぶろく 板橋区 蓮沼町８－１　志村電気ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼きにくさが壱 板橋区 赤塚１－１０－４ 飲食店

Barber A l＇aise 板橋区 赤塚１－８－２　星光堂ビル１Ｆ サービス

二葉鮨 板橋区 赤塚１－９－１４ 飲食店

焼肉 山陽 板橋区 赤塚２－２－１８ 飲食店

美容室ヒップポトス 板橋区 赤塚２丁目１－１４入山ビル２Ｆ サービス

SOLFA 板橋区 赤塚２丁目２－８－１２ サービス

三光堂 板橋区 赤塚２丁目５－１３ ショッピング

芝蘭　板橋店 板橋区 赤塚新町３ー３－２０ 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

5 / 6

[東京都東京都]



amie by afloat 板橋区 高島平１－２８－１０　ウエストハイツ高島平
　１０１ サービス

Ben＆Ben 西台店 板橋区 高島平１－３１－１１　武蔵野マンション１０
５ ショッピング

焼肉牛亭高島平店 板橋区 高島平１－３８－１１ 飲食店

すし銚子丸高島平店 板橋区 高島平２－１－２ 飲食店

レストラン フットレスト 板橋区 高島平２－２２－１１ 飲食店

新都アジア物産 高島平店 板橋区 高島平２－２８－１－１０６ ショッピング

ファーマーズショップ「にりん草」 板橋区 高島平３－１２－２０ ショッピング

若松屋酒店 板橋区 高島平５－５３－２ ショッピング

剣閣 板橋区 高島平７－３２－５ 飲食店

ヘアーサロン デ フォーエバー クレール 板橋区 高島平８－１９－１５　ドミール田中１Ｆ サービス

ヘアーサロン デ ルミック 板橋区 高島平８－４－２　プラザタカシマビル４Ｆ サービス

焼肉レストラン仁川 板橋区 高島平８－９－１－１０１　グリーンコーポ高
島 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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