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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

味ノマチダヤ 中野区 上高田１－４９－１２ ショッピング

コーノ新井薬師店 中野区 上高田５－４５－７ ショッピング

Lian富士見台店 中野区 上鷺宮４－１６－７　１Ｆ サービス

串カツ田中 中野坂上店 中野区 中央１－３２－５　三宝ビル 飲食店

STEAK＆BARAitalykitch 中野区 中央１－３５－６　リッチフィールド１Ｆ 飲食店

鮨たじま中野坂上店 中野区 中央１－３８－１　住友中野坂上ビル 飲食店

すし処おさえ 中野区 中央１丁目４３－１３　神名ビル１Ｆ 飲食店

hair make lea 中野区 中央２－１－２ サービス

炭火焼専門食処白銀屋中野坂上 中野区 中央２－１－６　コーポムサシヤ　１Ｆ 飲食店

やさいど 中野区 中央２－２－３５　Ｂ１Ｆ 飲食店

藤小西 中野区 中央２－２－９ ショッピング

でぶろく魚類中野坂上店 中野区 中央２－８－３　ピュア中野坂上１Ｆ 飲食店

ワイン＆ダイニングトレビス 中野区 中央３－２２－１ 飲食店

中国料亭　天祥 中野区 中央４－１－１ 飲食店

オジャンドン 中野区 中央４－１－２１ 飲食店

旬彩和膳左がわ 中野区 中央４－１－６　新中野ビル　１０６ 飲食店

居酒屋 もんし 中野区 中央４－１－７ 飲食店

焼肉食道かぶり 中野区 中央４－２－１３　日興マンション１Ｆ 飲食店

讃岐のおうどん 花は咲く 中野区 中央４－６－１２　新中野マンション　１Ｆ 飲食店

Voice 中野区 中央４丁目８－４内田ビル１階 サービス

柴田屋酒店本店 中野区 中央５－３－１１　柴ビル　１Ｆ ショッピング

ピアンタ中野 中野区 中野２－２９－１５ 飲食店

呑来醍 中野区 中野２丁目２６－１０ナカムラビル３Ｆ 飲食店

Cloenakano 中野区 中野３－２８－２２　サンフローレ　１Ｆ サービス

MUTO coffee roa 中野区 中野３－３４－１８ 飲食店

rex 中野区 中野３－３４－３－１０３、１０５　住研コー
ポ サービス

PROGRESS 中野店 中野区 中野３－３４－３２　凱旋ビル　２Ｆ サービス

LAVIE 中野区 中野３－３５－５ 飲食店

中野 青二才 中野区 中野３－３５－７　松井ビル　１Ｆ 飲食店

ワイン蔵BANKAN 中野区 中野３－３５－８ 飲食店

レンガ坂スペインバル Siono 中野区 中野３－３６－３　１Ｆ 飲食店

BISTRO TRUNK 中野区 中野３－３６－４ 飲食店

手しおごはん玄 中野店 中野区 中野３－３６－４　深野ビル　１Ｆ 飲食店

フラワ-サロン ル·ブ-ケ 中野区 中野３丁目２３－２３ サービス
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にぬふぁ星 中野区 中野３丁目３４－１６　林ビル１Ｆ 飲食店

ディーズ 中野区 中野４－１－１　中野サンプラザＭＢＦ ショッピング

ブックファースト 中野店 中野区 中野４－３－１ ショッピング

らこっとサンクオーレ店 中野区 中野４－３－１　中野サンクオーレ　１Ｆ ショッピング

TRATTORIA　IL　FORNELLO 中野区 中野４－７－２　ＳＨビル１Ｆ 飲食店

ジェイーコ 中野店 中野区 中野５－１－１　ドアーズ中野　１Ｆ ショッピング

ブックオフ 中野早稲田通店 中野区 中野５－２４－２０ ショッピング

第二力酒蔵 中野区 中野５－３２－１５ 飲食店

ZEST 中野店 中野区 中野５－３２－７　駿河ビル２Ｆ サービス

居酒屋赤ひょうたん 中野区 中野５－３６－５ 飲食店

魚せん 中野店 中野区 中野５－３６－６ 飲食店

七輪焼肉 日本代表 中野区 中野５－４９－６ 飲食店

スープカレーGARAKU 中野店 中野区 中野５－５０－３　ＫＩＮＧビル 飲食店

NOON 中野区 中野５－５０－６　アオバビル　２Ｆ サービス

リサイクルブティックABC中野店 中野区 中野５－５１－３ ショッピング

ベティーロード 中野区 中野５－５２－１５　ブロードウェイ　３Ｆ ショッピング

インテリア雑貨クレソン 中野区 中野５－５２－１５　ブロードウェイＢ１ ショッピング

まんだらけ 中野店 中野区 中野５－５２－１５　ブロードウェイセンター ショッピング

大黒屋時計館中野店 中野区 中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ　１
５６ ショッピング

銀座NJTIME ブロードウェイ店 中野区 中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ　３
Ｆ ショッピング

明屋書店 中野ブロードウェイ店 中野区 中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ　３
Ｆ ショッピング

ロボットロボット3号店 中野区 中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ２Ｆ ショッピング

TonarinoZingaro 中野区 中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ４４
５－１ ショッピング

ボディシークレットガーデン 中野区 中野５－５２－１５－９６　ブロードウェイＢ
１ ショッピング

英鮨　中野北口店 中野区 中野５－５３－４ 飲食店

鮨 青山 中野店 中野区 中野５－５３－５　マガザン中野　１Ｆ 飲食店

肉匠 上野 中野区 中野５－５４－６　永瀬共同ビル　１Ｆ 飲食店

レインボー中野 中野区 中野５－５５－１６ 飲食店

ミンミン中野店 中野区 中野５－５５－１７　平井ビル１Ｆ 飲食店

塩ホルモンさとう 中野区 中野５－５５－７ 飲食店

ボナペティートパパ中野店 中野区 中野５－５６－１０　第９８東京ビル　１Ｆ 飲食店

黒猫メイド魔法カフェ 中野区 中野５－５６－１１ 飲食店

炭火酒房食楽 中野区 中野５－５６－１４ 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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真希　中野北口店 中野区 中野５－５６－１６ 飲食店

炙谷　中野店 中野区 中野５－５６－２　オスカービル 飲食店

Meet Meats 5バル 中野区 中野５－５６－９ 飲食店

BROWN nakano 中野区 中野５－５７－５　マルヤビル　２０１ サービス

焼肉家族中野店 中野区 中野５－５７－９　第二三京ビル　１Ｆ 飲食店

魚がし鮨　分店 中野区 中野５－５８－１　中野まるひるビル　１Ｆ 飲食店

とりいちず中野北口店 中野区 中野５－５９－１１ 飲食店

ホルモン焼肉縁中野店 中野区 中野５－５９－１４ 飲食店

ダイワ靴店 中野店 中野区 中野５－５９－７ ショッピング

しゃぶしゃぶどん亭　中野店 中野区 中野５－５９－８　湯澤ビル　２Ｆ 飲食店

はねあげ中野店 中野区 中野５－５９－９　第２湯澤ビル　１Ｆ 飲食店

えん屋 中野北口店 中野区 中野５－６０－１５　岩間ビル　１・２Ｆ 飲食店

日本料理さくら亭 中野区 中野５－６０－２　ライオンズプラザ中野１０
４ 飲食店

韓国名菜李苑 中野区 中野５－６０－２　ライオンズプラザ中野１０
６ 飲食店

角打ち割烹 三才 中野区 中野５－６０－２　ライオンズプラザ中野１Ｆ 飲食店

フジヤカメラ 中野区 中野５－６１－１ ショッピング

フジヤカメラ 用品館 中野区 中野５－６２－９　ＭＫビル　２Ｆ ショッピング

AUBEhairbell中野店 中野区 中野５－６５－６　山和ビル　７Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご 中野店 中野区 中野５－６５－６　山和ビル３　２Ｆ 飲食店

Premiermodelsbystree 中野区 中野５－６６－３　東京木村ビル４Ｆ サービス

タパス＆タパス　中野店 中野区 中野５－６７－６　ビジネスハイツ中野　２Ｆ 飲食店

もっつん本店 中野区 中野５－６８－１６　岡本ビル　１Ｆ 飲食店

ビアンカ・マーレ中野店 中野区 中野５－６８－９　岸田ビル　４０２ サービス

陸蒸気　本店 中野区 中野５ー５９－３ 飲食店

酒場ぷらっと 中野区 中野５丁目３５－１４　オリーブビル１Ｆ 飲食店

イエロ-ビ-ム 中野区 中野５丁目５２－１５　ブロ－ドウェイＢ１ ショッピング

梅家 中野区 中野５丁目５８－６　 飲食店

beFRESH 中野区 中野６丁目１５－１２　 飲食店

三宝丼丸　野方店 中野区 丸山２丁目２０－１　笹生ビル１Ｆ 飲食店

海花 中野区 南台２－１０－５ 飲食店

MIRUCObyKURAKU 中野区 南台２－２９－３ サービス

焼肉未来台所 中野区 南台２－２９－３－１０３ 飲食店

武蔵屋中野本店 中野区 南台２丁目２４－１１　 ショッピング

Candy 方南町 中野区 南台５－２５－６ 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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ピザハット中野南台店 中野区 南台５－２６－６　プチリジェール　１Ｆ ショッピング

タベルナ パパ 中野区 弥生町１丁目１１－５　コーポひまわり１００
号 飲食店

鳥正 中野区 弥生町１丁目４２－６　１Ｆ 飲食店

焼肉やっぱ。 中野区 弥生町２－１９－１６　弥生ペガサスビル　２
Ｆ 飲食店

中野新橋ホルモン良ちゃん 中野区 弥生町２－２７－６　大橋ビル 飲食店

いつわ書店 中野新橋店 中野区 弥生町２－２７－９ ショッピング

串揚げ たけはら 中野区 弥生町２－２９－２　青山秋山ビル１Ｆ 飲食店

meat．meet 中野区 弥生町２－３１－１６　プリウス中野新橋　１
Ｆ 飲食店

bourangerie LEBOIS 中野区 弥生町２－５２－４－１０１ ショッピング

SALON　DE　BEAUTE 中野区 弥生町３丁目２７－８　レジデンス中野１０１ サービス

rubis hair 中野区 弥生町４－２２－２　高原ビル　１Ｆ サービス

ホルモン焼道場蔵中野富士見町店 中野区 弥生町５－２６－９　富士見町ビル　１Ｆ 飲食店

ミツミネ 本社 中野区 弥生町６－１０－１１ ショッピング

IWANNAGOHOMECONCENT 中野区 新井１－２３－２３ サービス

Sakurayama果房 中野区 新井１－３０－６ ショッピング

やきとり大吉新井薬師前店 中野区 新井１－３５－１３　ベルルミエール薬師　１
Ｆ 飲食店

ピザハット中野新井店 中野区 新井１－３９－４　ニッコーハイツ　１Ｆ ショッピング

牛繁中野店 中野区 新井１－８－７ 飲食店

BLESS 中野区 新井１－９－４　Ｓ－ＦＩＴ中野ビル　２Ｆ 飲食店

カードショップ竜星のPAO中野店 中野区 新井１－９－４　フィルパーク　５Ｆ ショッピング

貝やしるひ 中野区 新井１丁目２－１１　ｉｓｔビル－１０１ 飲食店

自然食糧品店ビーンズ 中野区 新井２－７－１０ ショッピング

Amoroso 中野区 新井２丁目３９－１１　 サービス

キャピック ナカノ 中野区 新井３－３７－２ ショッピング

トラットリア レモンガーデン 中野区 本町１－１－４ 飲食店

炙りや なかむら 中野区 本町１－２５－９　小倉ビル 飲食店

海鮮と地酒の店 ま心 中野区 本町１－２９－１３ＣＨビル１Ｆ 飲食店

キャンティ・ピエトラ 中野区 本町２－２９－１３　パラッツォ・ピエトラ　
２Ｆ 飲食店

手しおごはん玄 中野坂上店 中野区 本町２－４８－９　中野坂上ダイヤハイツ　１
０６ 飲食店

焼鳥なべちゃん 中野区 本町３－１２－１０ 飲食店

Dem Kebab 中野区 本町３－３－４　メトロ中野新橋マンションＡ
館　１Ｆ　０１号 飲食店

牛繁新中野店 中野区 本町４－３０－２５　林ビル　１Ｆ 飲食店

一口餃子あっしゅ 中野区 本町４－３５－１０　渡辺ビル　１０１ 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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ワインバー ヒロユキ フジモリ 中野区 本町４－４４－１５　高橋ビル２　２Ｆ 飲食店

aneacafe中野新橋店 中野区 本町５－３－８　中野新橋ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼肉あっしゅ 中野区 本町５－３２－５　大鉄ビル１Ｆ 飲食店

ギラコモアサヒ 中野区 本町５－３８－１１ ショッピング

バ－バ－チェリ－クラブ 中野区 本町５－４８－１２－１０５ サービス

居酒屋かんじ 中野区 東中野１－３５－１　はりまビル　２Ｆ 飲食店

東中野太樹苑 中野区 東中野１－４５－９　宮原ビル２Ｆ 飲食店

北の富士 中野区 東中野１－５０－４　日進ビルＢ２ 飲食店

HairOrang 中野区 東中野１－５８－１６ サービス

N°4 中野区 東中野１丁目３６－３　深澤ビル１階 サービス

キャラヴァン・サライ 中野区 東中野２－２５－６　１Ｆ 飲食店

焼肉 kan 東中野店 中野区 東中野２－２６－３　リオン東中野ビル 飲食店

焼肉JIN 中野区 東中野３－１－１　寛栄ビル　３Ｆ 飲食店

晴れ時々パン中野店 中野区 東中野３－１４－１　グリ－ンビル　１Ｆ ショッピング

LA PETITE MARCHE 中野区 東中野３－２－７　ＭＯＥＴ　１Ｆ 飲食店

業務スーパー石黒 東中野店 中野区 東中野３－２０－１０ ショッピング

リサイクルティファナ東中野店 中野区 東中野３－９－１０ ショッピング

ブックオフ 東中野店 中野区 東中野３－９－２１ ショッピング

fukkahair 中野区 東中野３丁目１－４　ラ・春秋ビル１Ｆ サービス

Luce 中野区 東中野４－１６－１２　アドリアーノ　１Ｆ サービス

かるび焼御殿極 中野区 東中野４－２５－５　三越東中野マンション１
Ｆ 飲食店

晴れときどきtententen 中野区 東中野４－２６－１０　メゾンド市川　１０２ 飲食店

古着屋haikara 東中野店 中野区 東中野４－３－１　ヤナセビル１Ｆ ショッピング

gout－temps 中野区 東中野４－３－４　東屋ビル　１Ｆ 飲食店

HAIRLOUNGEART 中野区 東中野４－４－１　ポレポレ坐　６Ｆ サービス

ブロッサム東中野店 中野区 東中野４－４－３ サービス

Jige東中野店 中野区 東中野４－４－３　山内ビル 飲食店

Switch 中野区 東中野４－４－３　山内ビル　１Ｆ　Ａ サービス

BASEMENT 中野区 東中野４－４－５　東中野アパートメンツ ショッピング

スパゲッティハウス モーゼ 中野区 東中野４－４－５　東中野アパートメンツ　１
Ｆ 飲食店

ネイルサロンステラステラ 中野区 東中野４－６－５　山手ビル サービス

potamu 中野区 東中野４－６－５　山手ビル　１０１ サービス

メッカオブヘアー 中野区 東中野４－９－２６　キクヤビル１Ｆ サービス

名登利寿司 中野区 東中野５－１７－７ 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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地産マルシェ 小滝橋店 中野区 東中野５－２５－６ ショッピング

焼肉慶州 中野区 東中野５－３－３ 飲食店

メイズ 中野区 東中野５－５－８　Ｔ．Ｍビル　１Ｆ サービス

Hasta　Luego 中野区 東中野５丁目９－１　シャロ－ム東中野１０５ 飲食店

牛繁新井薬師前店 中野区 松が丘１－１－１７　１Ｆ　第二半田ビル 飲食店

炭火焼肉 肉真 中野区 松が丘１－３２－１１ 飲食店

菓匠清閑院 新井薬師店 中野区 松が丘２－４－１８ 飲食店

MINI新宿サービスセンター 中野区 江原町２－２８－１０ ショッピング

DIDsince320 中野区 江原町２－２９－１３　１Ｆ サービス

ロートンヌ中野店 中野区 江原町２－３０－１ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　江古田店 中野区 江原町３－１８－１　花ビル２　２Ｆ 飲食店

吉野寿司 中野区 江原町３－３１－１　吉野ビル１Ｆ 飲食店

売店 オアシス 中野区 江古田３－１５－２　総合東京病院内 ショッピング

ホルモン焼道場蔵 中野区 沼袋２－２９－７　伊藤ビル 飲食店

スーパー松本 中野区 沼袋２－３２－１０ ショッピング

BAZZSTORE沼袋店 中野区 沼袋３－４－１８　沼袋三丁目ビル　２Ｆ ショッピング

美容室m－fleck 中野区 沼袋４－２９－１８　杉村ビル　１Ｆ サービス

太陽 中野区 沼袋４－３０－１７　１Ｆ 飲食店

東京ガスライフバル中野北 中野区 沼袋４－３８－１１ ショッピング

タイヤセレクト中野哲学堂 中野区 沼袋４－３８－１６ ショッピング

渦巻き鳥 中野区 白鷺１丁目３０－７　第２寿々喜ビル１Ｆ 飲食店

LUSSO 中野区 若宮３－１７－７　関根ビル２Ｆ サービス

バルめし山田 中野区 若宮３－２２－１　サンライト若宮　１Ｆ 飲食店

スイス・ドイツ菓子こしもと 中野区 若宮３－３９－１３　プランソレイユ店舗Ｂ 飲食店

ハーレーダビッドソンシティ 中野店 中野区 野方４－４２－９ ショッピング

和食居酒屋みつぼし 中野区 野方５－２３－７－１０３ 飲食店

東京ひよこ 中野店 中野区 野方５－２５－４ 飲食店

美容室ラジャ・グー野方店 中野区 野方５－２８－７ サービス

焼肉酒場 牛膳 中野区 野方５－３－１　野方ＷＩＺ　２Ｆ 飲食店

はた書店 中野区 野方５－３１－６ ショッピング

ジュピター 野方店 中野区 野方５－３３－２ ショッピング

メンズサロンエクシア 中野区 鷺宮１－３０－１３ サービス

株式会社中央フラワー 鷺ノ宮店 中野区 鷺宮３－１５－４ ショッピング

Kaming 中野区 鷺宮３－１５－９　ミゾグチハイム　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

7 / 8

[東京都東京都]



メンズサロンエクシア ブラト 中野区 鷺宮３－１７－５　大勝ビル　２Ｆ　Ａ号 サービス

ほるもん善 中野区 鷺宮３－３２－６ 飲食店

伊勢勇 中野区 鷺宮３－３５－３ ショッピング

KOTONACOFFEE 中野区 鷺宮３丁目１８－７　澤栗ビル１Ｆ 飲食店

焼肉おもに亭 鷺宮店 中野区 鷺宮４－２－１９　マルトミビル　２Ｆ 飲食店

美容室ラジャ・グー鷺宮店 中野区 鷺宮４－４－２３　１Ｆ サービス

安楽亭　鷺宮店 中野区 鷺宮６ー２８－３１　第２武蔵台ハイツ　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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