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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区以外］

▼ あきる野市
▼ 三宅島三宅村
▼ 三鷹市
▼ 八丈島八丈町
▼ 八王子市
▼ 国分寺市
▼ 国立市
▼ 多摩市
▼ 大島町
▼ 小平市
▼ 小笠原村
▼ 小金井市

▼ 府中市
▼ 新島村
▼ 日野市
▼ 昭島市
▼ 東久留米市
▼ 東大和市
▼ 東村山市
▼ 武蔵村山市
▼ 武蔵野市
▼ 清瀬市
▼ 狛江市
▼ 町田市

▼ 神津島村
▼ 福生市
▼ 稲城市
▼ 立川市
▼ 羽村市
▼ 西多摩郡奥多摩町
▼ 西多摩郡日の出町
▼ 西多摩郡檜原村
▼ 西多摩郡瑞穂町
▼ 西東京市
▼ 調布市
▼ 青梅市
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

西多摩会館レストランカラタチ〔本 あきる野市 菅生７１６ 飲食店

秋川渓谷瀬音の湯　レストラン あきる野市 乙津５６５ 飲食店

燈々庵 あきる野市 小川６３３ 飲食店

黒茶屋 あきる野市 小中野１６７ 飲食店

ステーキのどん　秋川店 あきる野市 秋川４－１６－１ 飲食店

高倉町珈琲 あきる野店 あきる野市 秋留５－１－３ 飲食店

寿庵 忠左衛門 あきる野市 五日市６４ 飲食店

たか瀬 あきる野市 山田５０８－６ 飲食店

鮨武 あきる野市 野辺３９４－１０ 飲食店

秋川国際マス釣場 あきる野市 養沢１３１１ 飲食店

ステーキハウス ジョージ あきる野店 あきる野市 秋川１－１４－９　石井ビル 飲食店

焼肉市場 明月館 あきる野店 あきる野市 油平５４ 飲食店

近藤醸造 あきる野市 山田７３３－１ ショッピング

経済センターマイム あきる野市 二宮８１８－１ ショッピング

秋川ファーマーズセンター あきる野市 二宮８１１ ショッピング

五日市経済センターあいな あきる野市 高尾３－１ ショッピング

パークショッピングセンター 舘谷店 あきる野市 舘谷２４１ ショッピング

正大ストア 三宅島三宅村 神着１８２３ ショッピング

グリーンテラス　松本楼 三鷹市 新川６－２０－２　杏林大学医学部付属病院内　外来棟　６Ｆ 飲食店

粋キッチンスタジオ＆カフェ 三鷹市 井の頭５丁目２１－１６　 飲食店

はふや洋品店 三鷹市 下連雀３丁目３２－６　 ショッピング

ヘアサロン タカスギ 三鷹市 井の頭３丁目１５－１３ヘアサロンタカスギ サービス

カフェ　麦わらぼうし 三鷹市 下連雀１－１－８３ 飲食店

七輪房　三鷹井口店 三鷹市 井口１－２３ 飲食店

ステーキのどん　三鷹店 三鷹市 新川２－８－１９ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　三鷹店 三鷹市 新川２－１１－１ 飲食店

真希　三鷹店 三鷹市 下連雀３－３５－６ 飲食店

御狩野そば店 三鷹市 大沢６－３－２５ 飲食店

鉄板焼 loji 三鷹市 下連雀３－１５－９ 飲食店

旬鮮和食 季節の詩 三鷹市 下連雀３－３３－１７　グラシアス三鷹　１０７号 飲食店

虎坊 三鷹市 上連雀２－３－５　吉野ビル１Ｆ 飲食店

そば酒肴 多加はし 三鷹市 下連雀３－４３－３１　多加はしＢＬＤ．　１Ｆ 飲食店

寿しふく 三鷹市 下連雀３－２３－１０ 飲食店

ラ・メーラ 三鷹市 下連雀３－３３－２　レクセル三鷹　２Ｆ 飲食店

仙川寿司 三鷹市 新川４－９－３ 飲食店

ボッテガンテ 三鷹市 下連雀３－３８－７ 飲食店

SIDEWALK STAND 井の頭 三鷹市 井の頭３－３１－１５ 飲食店

TORETATEkichen 三鷹市 下連雀３－２３－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店

すしの新富 三鷹市 下連雀３－１５－１８－１０１　エクセル三鷹 飲食店

魚の四文屋 三鷹店 三鷹市 下連雀３－２７－１１　クレールミハラ　２Ｆ 飲食店

カフェ・ド・ルポ 三鷹市 新川６－２０－２　杏林大学医学部付属病院外来棟６Ｆ 飲食店
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

すし銚子丸三鷹店 三鷹市 下連雀３－４－１１ 飲食店

すし銚子丸三鷹新川店 三鷹市 新川２－１４－１６ 飲食店

自遊空間三鷹店 三鷹市 野崎２－９－１　マインマート東八野崎店　２Ｆ 飲食店

ピッツェリア マルデナポリ 三鷹店 三鷹市 井口３－４－３４ 飲食店

Cultiver 三鷹市 下連雀３－１－２７ 飲食店

えん屋 三鷹店 三鷹市 下連雀３－２７－９　ニューエミネンス　２Ｆ 飲食店

焼肉家かず 三鷹市 下連雀３－３８－１６　スマートパークミタカ２０１ その他

どんどん 三鷹中原店 三鷹市 新川５－１２－１７ 飲食店

李朝園 三鷹市 下連雀１－１２－１１ 飲食店

牛繁三鷹店 三鷹市 下連雀３－２８－２１ 飲食店

焼肉きんぐ 三鷹野崎店 三鷹市 野崎３－４－７ 飲食店

hairmakeHaLE 三鷹市 下連雀３－４４－４　下田ビル１Ｆ サービス

クシタニ 三鷹店 三鷹市 野崎４－８－３３ ショッピング

ALBA HAIR RESORT 三鷹市 下連雀３－１５－１８　ＫＡＩＳＥＲ三鷹フロント　２Ｆ サービス

STARS’ 三鷹市 上連雀１－１－５　三鷹ロイヤルハイツ　１０３ サービス

CUT － INN － SOLE 三鷹店 三鷹市 下連雀３－２６－１２　Ｂ１Ｆ サービス

美容室プカシェル三鷹台店 三鷹市 井の頭２－１５－２　グレゴリープレイス１Ｆ サービス

ヘアー＆メイク ヒューラ 三鷹店 三鷹市 下連雀３－１６－２０　１Ｆ サービス

理髪一番 三鷹店 三鷹市 下連雀３－２４－７　平嶺ビル　２Ｆ サービス

ハニーズ 三鷹店 三鷹市 下連雀３－３５－１ ショッピング

コットンハウス アヤ 三鷹店 三鷹市 下連雀３－２５－８ ショッピング

建築金物館 野崎店 三鷹市 野崎２－２２－１２ ショッピング

山田文具店 三鷹市 下連雀３－３８－４　三鷹産業プラザ１Ｆ ショッピング

LOWS 三鷹店 三鷹市 井口３－４－２６ ショッピング

東京ガスライフバル 武蔵野 三鷹市 新川６－１１－７ ショッピング

島田屋 三鷹市 中原４－４－４ ショッピング

田中園芸 三鷹市 牟礼７－１－３８ ショッピング

トリアノン三鷹店 三鷹市 下連雀４－１－２ 飲食店

新晴園 三鷹市 新川１－１３－２６ ショッピング

デイリーズ 三鷹市 下連雀４－１５－３３　三鷹プラザ２Ｆ ショッピング

ジュリアン 三鷹市 下連雀３－２１－２３ ショッピング

Boulangerie hiro 三鷹市 上連雀９－１－８　リバ－サイド川瀬　１Ｆ 飲食店

地産マルシェ 三鷹店 三鷹市 下連雀４－１６－６　三成ビル　１Ｆ ショッピング

いい菜＆ゼスト 三鷹店 三鷹市 下連雀３－３５　三鷹コラル　Ｂ１Ｆ ショッピング

やさい村 三鷹市 下連雀３－６－２５　坂本ビル　１０１ ショッピング

魁力屋三鷹大沢店 三鷹市 大沢５－２－２５ 飲食店

三鷹緑化センター 三鷹市 新川６－３０－２２ ショッピング

こだわりや三鷹店 三鷹市 下連雀３－３５－１　三鷹コラル　１Ｆ ショッピング

鮨芳 三鷹市 深大寺２－２１－２ 飲食店

美容室 Michi 三鷹市 下連雀３－２８－２３　三鷹センター２Ｆ サービス

SWITCH 三鷹 三鷹市 下連雀４－１５－３３　三鷹プラーザ日生三鷹マンション２Ｆ ショッピング
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

山本酒店 三鷹市 下連雀４－１６－１８ ショッピング

PIZZAPARADISO 八丈島八丈町 大賀郷４９８１－１ 飲食店

伊豆七島焼酎専門店 有限会社山田屋 八丈島八丈町 三根１９５２－１ ショッピング

小沢電気 八丈島八丈町 三根３６３ ショッピング

中村商店 八丈島八丈町 大賀郷１２５１ ショッピング

ミニミニ店 八丈島八丈町 中之郷３３７６ ショッピング

あさぬま大賀郷店 八丈島八丈町 大賀郷２３７０－１ ショッピング

あさぬま商店末吉店 八丈島八丈町 末吉９１０ ショッピング

雨森商店 八丈島八丈町 三根３５３ ショッピング

中川商店 八王子市 横山町１１－１２　 ショッピング

Taste　of　Tibet 八王子市 長房町５５１－５　 飲食店

宝島 24　八王子店 八王子市 東町１１－４　八王子光ビル４Ｆ・５Ｆ 飲食店

鉄板焼もとまち 八王子市 東町１３－１２　八王子ＯＭビル地下１階 飲食店

乃り竹 八王子市 楢原町３８６－１　 飲食店

レストラン　レジェ 八王子市 兵衛１丁目２５－５　ソレイユ 飲食店

ステーキ　和 八王子市 宇津木町６６３－１　 飲食店

炉端焼あじこや 八王子市 東町６－２　天安ビル２Ｆ 飲食店

天狗飯店 八王子市 初沢町１２２７－４　高尾名店街２Ｆ 飲食店

爺々婆々の手料理　山の神 八王子市 南浅川町４０６８　 飲食店

魚菜亭 八王子市 堀之内３丁目３０－２０　 飲食店

エルバレンシアーノ 八王子市 明神町４丁目２－１０　八厚ビルＢ１Ｆ 飲食店

RESTAURANT 団欒 八王子市 散田町３丁目７－１７　レ・ファミーユ１０２ 飲食店

南米ペルー料理 MISKY 八王子市 明神町３丁目１１－１３ 飲食店

ネイルサロン サラマンダラ 八王子市 横山町２５－９ツカキスクエア５０１号室 サービス

インテリアメイクマン 八王子市 山田町１６８９－７ ショッピング

本格中華 北野食堂 八王子市 打越町３４５－２京王北野マンションＡ１０７ 飲食店

CONA 八王子店 八王子市 中町６－６－１１　八王子ＰＡＸビル　１Ｆ 飲食店

プレナコーヒー 八王子市 横山町２２－１０　Ｔ２ビルディング　１Ｆ 飲食店

うかい鳥山 八王子市 南浅川町３４２６ 飲食店

和幸八王子堀之内店 八王子市 堀之内３－３－２７ 飲食店

安楽亭　八王子椚田店 八王子市 椚田町３６５－４ 飲食店

安楽亭　八王子中野上町店 八王子市 中野上町４－２２－１８ 飲食店

安楽亭　八王子大和田店 八王子市 大和田町１－２２－２ 飲食店

安楽亭　八王子上柚木店 八王子市 上柚木１８１６－３ 飲食店

割烹　むら山 八王子市 三崎町１－１０ 飲食店

シーン 八王子市 明神町４－７－１５ 飲食店

ステーキのどん　東浅川店 八王子市 東浅川町５０６－３ 飲食店

鉄板料理　かわむら 八王子市 三崎町５－２２　シフォス・ＥＫ　１Ｆ 飲食店

ステーキハウス　ジョージ 八王子市 中野山王２－８－９ 飲食店

八王子　うかい亭 八王子市 暁町２－１４－６ 飲食店

うかい　竹亭 八王子市 南浅川町２８５０ 飲食店
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

とうふ屋うかい　大和田 八王子市 大和田町２－１８－１０ 飲食店

鶯啼庵 八王子市 尾崎町１２９ 飲食店

カンティーナ 八王子市 東町８－１　田中ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

八王子エルシィ 八王子市 八日町６－７ 飲食店

天一坊堀之内店 八王子市 堀之内３－２９－４ 飲食店

鮨小山 八王子市 中町６－５　新井ビル　１Ｆ 飲食店

多馥 八王子市 東町１２－１４　青木ビル３Ｆ 飲食店

リストランテ ヴィアマーレ 八王子市 東町１－４　森村ビル２Ｆ 飲食店

鮨千成 八王子市 横山町２－９－１０１ 飲食店

和処　かわむら 八王子市 三崎町５－７　理光ビル　１Ｆ 飲食店

凛や八王子南口店 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子３Ｆ 飲食店

海苑 八王子市 台町３－３－５ 飲食店

串焼き Bar はまる家 八王子市 堀之内３－３６－１　ダイケンブライト１０３ 飲食店

PIEMONTE 八王子市 明神町４－８－１３　ＳＩＣビル　１Ｆ 飲食店

レストランオコジュ 八王子市 松木１５－５ 飲食店

手打そば車家 八王子市 越野３－１０ 飲食店

鮨処海えん 八王子市 小比企町４８０－１　サニーヒルいそま１０２ 飲食店

グレコ 八王子市 東町６－２　天安ビル　３Ｆ 飲食店

ファイン 八王子市 北野町５４６－１０　江添ビル１Ｆ 飲食店

鮨いなほ 八王子市 子安町１－２－２　川和ビル１Ｆ 飲食店

いろりの里 高尾山名主 ごん助 八王子市 南浅川町４０６８ 飲食店

酒場 Entry 八王子市 中町１０－３ 飲食店

だるま家 八王子市 越野２１－３４ 飲食店

キャナリィ・ロゥ八王子店 八王子市 鑓水２－１７５ 飲食店

平家の郷・八王子館 八王子市 長沼町１０７６ 飲食店

すき焼 しゃぶしゃぶ 二角 八王子市 横山町７－１ 飲食店

いろり焼 ひな鳥山 八王子市 上柚木１６０２－４ 飲食店

高倉町珈琲八王子店 八王子市 高倉町６－３ 飲食店

ミートダイニングゴッサム 八王子市 越野１０－９ 飲食店

京王高尾山温泉 極楽湯 お食事処 八王子市 高尾町２２２９－７ 飲食店

GARDEN HOUSE SALUTE 八王子市 石川町１２０－５ 飲食店

高尾山 FuMotoyA 八王子市 高尾町２２４１ 飲食店

越後そば 弥彦 八王子市 平岡町２４－３ 飲食店

けいの家八王子みなみ野店 八王子市 兵衛１－１－１０ 飲食店

眞一館宇津木亭 八王子市 宇津木町８８９ 飲食店

Brasserie BASEL 八王子市 明神町３－２０－６　ファ－ストスクエアビル　１Ｆ 飲食店

No．8 八王子市 東町１－１１ 飲食店

奥芝商店 八王子片倉城 八王子市 片倉町１１９－１ 飲食店

独楽寿司 八王子店 八王子市 鑓水２－１７５－２ 飲食店

独楽寿司 楢原店 八王子市 楢原町３９７ 飲食店

独楽寿司 八王子オクトーレ店 八王子市 旭町９－１　八王子オクトーレ 飲食店
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B － RIVERGratie 八王子市 横山町８－９ 飲食店

酔仙楼 八王子市 みなみ野１－２－１ 飲食店

B － RIVER 八王子市 子安町４－２－４ 飲食店

サブウェイ サザンスカイタワー八王子店 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子　１Ｆ 飲食店

サブウェイ パオレ南大沢店 八王子市 南大沢２－２　パオレ南大沢　４Ｆ 飲食店

サブウェイ ぐりーんうぉーく多摩店 八王子市 別所２－５６　ぐりーんうぉーく多摩　１Ｆ 飲食店

黒三宝 八王子市 明神町３－３－１５ 飲食店

ヴォーノ・イタリア八王子店 八王子市 中野町３０５２－４ 飲食店

与作 八王子市 東町１２－１６　岡崎ビル３Ｆ 飲食店

なか安本店 八王子市 暁町１－３６－６ 飲食店

東海大八王子カフェコア 八王子市 石川町１８３８ 飲食店

すし銚子丸多摩 NT 店 八王子市 松木５１－５ 飲食店

すし銚子丸八王子店 八王子市 台町３－１３－４ 飲食店

すし銚子丸日野店 八王子市 高倉町５４－２ 飲食店

とんでん 八王子散田店 八王子市 散田町５－１５－５ 飲食店

スターバックス コーヒー 八王子市 旭町９－１ 飲食店

餃子酒場 八王子店 八王子市 旭町６－４　キャッスルビル　１Ｆ 飲食店

南大沢 ホルモン 八王子市 南大沢２－２　パオレビル　４Ｆ 飲食店

焼肉 ドラ 八王子市 三崎町４－１０　千成ビル　２Ｆ 飲食店

や台ずし 八王子中町 八王子市 中町１２－８　いそぬまビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 八王子南口町 八王子市 子安町１－９－６　ＳＫビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 八王子横山町 八王子市 横山町２３－２ 飲食店

や台ずし 西八王子南口町 八王子市 台町４－４７－３ 飲食店

居酒屋串亭 八王子市 中町１０－５ 飲食店

焼肉炭華 八王子市 山田町１６８９－２　第二石井ビル 飲食店

焼肉平城苑寛雅亭八王子店 八王子市 滝山町１－５６３ 飲食店

串屋横丁 西八王子駅前店 八王子市 千人町２－３－１０　磯間ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 山雅 八王子市 子安町１－２５－１　第一田代ビル 飲食店

牛匠 炭火 八王子市 中町３－１２　三田ビル１Ｆ 飲食店

和牛焼肉龍神 八王子市 三崎町５－３　プライマリーコート１Ｆ 飲食店

焼肉大関 八王子市 子安町１－２９－１　１Ｆ　Ｂ 飲食店

焼肉牛皇北野庵 八王子市 北野町５３６－１１ 飲食店

焼肉牛皇石川庵 八王子市 石川町５１５－３ 飲食店

焼肉 藤吉郎 八王子市 東町３－８　１Ｆ 飲食店

水炊き・焼鳥とりいちず酒場八王子駅前店 八王子市 旭町７－５ 飲食店

肉の山本 八王子市 本町２－５ 飲食店

肉匠坂井 八王子堀之内店 八王子市 堀之内３－３０－１０ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご八王子店 八王子市 東町１０－６　三吉ビル東町　１Ｆ 飲食店

焼肉恭や 八王子市 三崎町９－１１　ホームマックスＢＬＤ　１Ｆ 飲食店

やきにくレストラン 101 八王子市 川町８４３－１ 飲食店

牛伝 八王子石川町店 八王子市 石川町２０９７－２ 飲食店
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炭火焼肉まんてん 八王子市 横山町１４－７ 飲食店

焼肉きんぐ 八王子松木店 八王子市 松木５１－１１ 飲食店

スタジオ・ジャン パート 2 八王子市 南大沢３－９－５－１０９ サービス

ヘアリゾート ジャン 八王子市 南大沢２－２　パオレ　４Ｆ サービス

カービューティープロ アゲイン 八王子市 越野１－９ ショッピング

HAIR ＆ MAKE Seek 八王子市 旭町１２－１８　ひのき八王子ビル　１Ｆ サービス

HAIR ＆ MAKE ars 八王子市 中町３－１０　第三今泉ビル　２Ｆ サービス

コクボモータース 八王子市 元横山町１－１４－２ ショッピング

ホンダドリーム 八王子 八王子市 堀之内２－１０－９ ショッピング

アストロプロダクツ 多摩八王子店 八王子市 越野２２－７ ショッピング

タイヤガーデン 南大沢店 八王子市 南大沢１－２３－３ ショッピング

スタイリッシュスペース リズ 八王子市 千人町２－１９－２０ サービス

JINO － hairdesign － 八王子市 中町８－９　ソシアルエイトプリンス　１Ｆ サービス

ノアーズアーク 八王子市 東町１－５　森村ビル　１Ｆ サービス

Smile hair 八王子店 八王子市 横山町３－１２　森川ビル　１Ｆ サービス

クレッシェンド 八王子市 横山町６－６　Ｐｅｒｔｅ サービス

marry 八王子店 八王子市 明神町４－６－３　みつげんビル　５Ｆ サービス

Smilehair 京王八王子店 八王子市 明神町４－１－２－１０３ サービス

キュアラ美 八王子市 新町１－７　パ－ルツリ－　３Ｆ サービス

ル・ジャルダン八王子店 八王子市 横山町９－１７ サービス

ヘアーメイクアルフレド 八王子市 南大沢２－３０　サザンウインズ南大沢１Ｆ－１０２－ｂ区画 サービス

eMu 八王子市 横山町１１－３　大黒ビル１Ｆ サービス

ZEST 八王子店 八王子市 東町１０－４　ＨＫビルディング１Ｆ サービス

美容室 TIME 八王子北店 八王子市 明神町４－１１－９ サービス

AUBEhachioji 八王子市 旭町６－５　ＰＡＸビル２　２Ｆ サービス

ケアフィ－ル 八王子市 明神町４－１－２２　入山ビル　１Ｆ サービス

Camino Hair Design 八王子市 子安町１－２５－１ サービス

シエル 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子　３Ｆ サービス

ルーナ 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子　３Ｆ サービス

ブラッキー八王子店 八王子市 旭町６－１２　旭星ビル３Ｆ サービス

OF － HEARTS 八王子みなみ野店 八王子市 大船町１００９　アクロスプラザ八王子大船Ａ－３ サービス

サエラミュゼ 八王子市 別所２－１　ＶＩＡ長池３Ｆ サービス

ROCCO 八王子市 子安町１－２４－５　デラパン子安ビル１Ｆ サービス

ROMEO 八王子市 東町８－２　豊泉２号ビル　２Ｆ サービス

Beaunation 八王子市 横山町９－１５　８０８ビル５Ｆ サービス

Shalu 八王子 八王子市 中町６－４　ｎｔｃｏｕｒｔ　２Ｆ サービス

キコリ 八王子市 子安町１－３２－５ サービス

Silky 八王子市 上柚木２－９－４　２Ｆ サービス

Beifall 八王子市 堀之内３－４－１３ ショッピング

MODE K’s 八王子店 八王子市 明神町４－６－１３　八王子アリーナビル　２Ｆ サービス

ダッシングディバ南大沢店 八王子市 南大沢２－１－６　フレンテ南大沢　３Ｆ サービス
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ROCCO 八王子市 明神町２－２０－４　アイディーコート サービス

BLiCC 八王子市 みなみ野３－１１－２３ サービス

ベーカリー＆カフェ KOGUMA 八王子市 梅坪町２８０－１ 飲食店

フィットハウス 東京八王子店 八王子市 鑓水２－１７５－７ ショッピング

うさぎや 八王子 八王子市 三崎町４－１４ ショッピング

ハニーズ 八王子楢原店 八王子市 楢原町９５２－１　コピオ楢原　１Ｆ ショッピング

くまざわ書店 八王子店 八王子市 旭町２－１１ ショッピング

くまざわ書店 西八王子店 八王子市 千人町２－２０－３ ショッピング

くまざわ書店 イトーヨーカドー八王子店 八王子市 狭間町１４６２－１　イトーヨーカドー八王子店　３Ｆ ショッピング

くまざわ書店 八王子南口店 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子　１Ｆ ショッピング

ムラウチホビー 八王子店 八王子市 大和田町５－９－７ ショッピング

ガレージオフ 八王子堀之内店 八王子市 堀之内２－１０－６ ショッピング

ペットエコ 多摩 本店 八王子市 別所２－３７－１ ショッピング

京王アートマン 京王八王子店 八王子市 明神町３－２７－１　京王八王子ショッピングセンター ショッピング

ささら屋東京八王子店 八王子市 高倉町３４－３ 飲食店

ぐるぐる大帝国 八王子店 八王子市 下柚木２－３－１２ ショッピング

東匠 八王子市 寺町２９－５ ショッピング

メルシーフラワー元八王子店 八王子市 元八王子町３－２２２３－６ ショッピング

ガーデン メッセ 八王子市 北野町５９２－１ ショッピング

株式会社メルシーフラワー散田店 八王子市 散田町５－１７－２　グランドール散田　１Ｆ ショッピング

はんこ屋さん 21 八王子店 八王子市 明神町４－１－２　ストーク八王子１０５ ショッピング

PAO 堀之内店 八王子市 別所１－１－１０ ショッピング

カードショップ竜星の PAO 八王子店 八王子市 東町１３－１２ ショッピング

つるのフラワー 八王子市 本町２６－７ ショッピング

JA 八王子 経済センターふれあい市場 八王子市 大和田町５－１５－３ ショッピング

JA 八王子 園芸センター 八王子市 犬目町４７８－２ ショッピング

金子園北野店 八王子市 打越町３３５－１　京王リトナード北野　１Ｆ ショッピング

ヒノデン 八王子市 八日町６－２ ショッピング

どら焼きまかな 八王子市 横山町９－１３ 飲食店

ともえや大和田本店 八王子市 大和田町４－２７－４　ともえビル　１Ｆ ショッピング

パティスリーメゾンドゥース 八王子市 南大沢２－２０６－９ 飲食店

ブックオフ 20 号西八王子店 八王子市 千人町３－１８－２４ ショッピング

アイアンハート ザ ワークス トーキョー 八王子市 宇津木町７３３－１９ ショッピング

ガーデンズマルシェ 八王子市 松木１５－６ ショッピング

ぶ－る・ぶ－る・ぶらんじぇり 八王子市 横山町１６－５ ショッピング

かつや八王子大和田店 八王子市 大和田町５－３１－２０ 飲食店

かつや八王子南大沢店 八王子市 松木３１－２１ 飲食店

中央大学生協 売店 八王子市 東中野７４２－１ ショッピング

リカーマウンテン八王子店 八王子市 三崎町５－４　Ｕポートビル２１ ショッピング

カネマン片倉店 八王子市 片倉町７２１－４ ショッピング

業務スーパー 高倉店 八王子市 高倉町５０－６ ショッピング
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業務スーパー 八王子店 八王子市 長沼町１３０５－１３ ショッピング

業務スーパー 寺田店 八王子市 寺田町２４６ ショッピング

業務スーパー 四谷店 八王子市 大楽寺町５０７－２ ショッピング

業務スーパー 田町店 八王子市 田町２－５ ショッピング

八王子店 シモダディスカウントセンター 八王子市 元本郷町４－４－１９ ショッピング

一澤 八王子市 別所１－１－６ 飲食店

EYELASHES SPA マリユドゥ 八王子市 明神町４－７－１５　シティレジデンス８０３ サービス

洋食とバル zumi 国分寺市 本町３丁目８番－１７　 飲食店

居酒屋一休　国分寺店 国分寺市 本町２丁目１１－５　矢野ビル２Ｆ 飲食店

四季彩酒庵　和多花 国分寺市 本町２丁目３－７　師岡ビル２Ｆ・３Ｆ 飲食店

安楽亭　西国分寺店 国分寺市 西元町２－９－１２ 飲食店

九州料理二代目もつ鍋わたり 国分寺市 本町２－１２－５　梅の家ビル　２Ｆ 飲食店

治鮨 国分寺市 本町４－１２－１　山金国分寺ビル　１Ｆ 飲食店

六左衛門 国分寺市 並木町２－５－２ 飲食店

GIAPPOLI 国分寺市 本町３－５－１５　ＭＤｓｅｑｕｅｎｃｅ１Ｆ 飲食店

天ぷら 山下 国分寺市 光町１－３９－２１　マーキュリーマンション２Ｆ 飲食店

柳寿司 国分寺市 本町４－１－１８　柳屋ビルディング　１Ｆ 飲食店

MARZO 国分寺市 光町１－３８－２７ 飲食店

KBJ KITCHEN 国分寺市 南町２－１８－３　国分寺マンション　１０２ 飲食店

武蔵野茶房国分寺店 国分寺市 南町３－２０－３　丸井ファミリー国分寺　５Ｆ 飲食店

egggcafe 国分寺店 国分寺市 本町２－１２－４　ユ－リ－ビル　３Ｆ 飲食店

カフェスロー 国分寺市 東元町２－２０－１０ 飲食店

河崎屋 国分寺市 本町３－１１－１６　小坂ビル１Ｆ エンターテイメント

焼肉工房但馬屋 国分寺市 南町３－９－２５ 飲食店

焼肉山水 1 号店 国分寺市 本町３－５－１４　寿ビル２Ｆ 飲食店

焼肉山水 3 号店 国分寺市 本町３－５－１４　寿ビル１Ｆ 飲食店

串焼芳一 国分寺市 西恋ヶ窪２－３－１ 飲食店

コクブンジ 肉バル tetsuo 国分寺市 南町２－１６－２０　米沢ビルＢ１Ｆ 飲食店

串焼きスタンド猿子 国分寺市 本町３－１０－１６ 飲食店

焼肉いのうえ 国分寺 国分寺市 本町２－１４－３　５Ｆ 飲食店

ホルモン焼道場蔵国分寺店 国分寺市 本町３－４－７　武蔵ビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼かぐら 国分寺市 本町３－５－５　アリガトウビル 飲食店

ブリリアント・ルア国立店 国分寺市 光町１－３８－１５ サービス

mirai 国分寺市 南町２－１８－６　ライオンズマンション国分寺駅前　１Ｆ サービス

fiori 国分寺市 南町３－８－１７　ＴＨＲＯＵＧＨ　１Ｆ サービス

APPLAUZEN 国分寺市 光町１－３９－１９ サービス

Neon 国分寺市 南町２－１７－５　恵ビル　２Ｆ サービス

美容室 TIME 国分寺店 国分寺市 戸倉１－８－４３　千歳サンライズ　１Ｆ サービス

AUBEhairshine 国分寺店 国分寺市 本多１－５－２　ラ・パラッツィーナ　１Ｆ サービス

HeadSpa ＆ Privatemirai 国分寺市 南町２－１８－６　ライオンズマンション　Ｂ１Ｆ サービス

green room 国分寺市 本町３－８－２０　サワダビル１０１ サービス
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BASSA 国分寺店 国分寺市 本町２－７－２　ハウスアメニティビル　１Ｆ サービス

Anthem 国分寺市 本町３－９－１５　ＩＭビル１Ｆ サービス

ILINA 国分寺市 南町３－１３－４　南国分寺ハイツ　１０１ サービス

シェリル国分寺 国分寺市 本町３－９－１０　ボンプランタン２０１ サービス

MODEK’s 国分寺店 国分寺市 本町２－１０－１　アイプラザ　３Ｆ サービス

ブリス 国分寺市 本町４－３－１６　サンクレストビル　１Ｆ サービス

PROGRESS 国分寺店 国分寺市 本町２－２３－６　千代鶴ビル　１Ｆ サービス

ルモンド 国分寺市 南町３－２２－３１　南ビル　１０２ サービス

はんこ屋さん 21 国分寺店 国分寺市 本町２－１２－３　こやまビル　１０１ ショッピング

パティスリーイチリン国立店 国分寺市 西町３－３１－１ 飲食店

国立花園 国分寺市 本町４－１３－９ ショッピング

パティスリーリブレゾン 国分寺市 本町２－９－８　サンヴェール国分寺エスタシオン１０６ 飲食店

ピザハット国分寺店 国分寺市 本多２－１－２１　ＡＬＩＣＥ国分寺ビル　１Ｆ ショッピング

吉田スーツ 国分寺市 南町３－１１－２ ショッピング

綿半ホームエイド 国分寺店 国分寺市 日吉町３－３－９ ショッピング

国分寺ファーマーズ・マーケット 国分寺市 東恋ヶ窪４－２３－８ ショッピング

abeille 国分寺市 本町２－３－８　ベルハイツ２３８－１Ｆ サービス

理容エルモ 国分寺市 西恋ヶ窪４－３０－２７ サービス

三代目けむり家　猿吉 国分寺市 西恋ケ窪２－６－３－２Ｆ 飲食店

新井家具店 国立市 富士見台１丁目８－２　 ショッピング

Crisp　Clasp 国立市 中１丁目４－６４　 飲食店

インド料理　マナカマナ　国立店 国立市 中１－１０－５　国立金水ビル　１Ｆ 飲食店

Casa di Camino 国立市 東１－１４－２２　ハイム１１４　１Ｆ 飲食店

中一素食店・健福 国立市 中１－１９－８　２Ｆ 飲食店

レストラン セゾニエ 国立市 東４－１－４８　鈴木ビル１Ｆ 飲食店

高倉町珈琲 国立店 国立市 東１－１６－１７　ポポロショッピングセンター　２Ｆ 飲食店

焼肉どーだ 国立市 富士見台１－１６－８　セクション７ 飲食店

居酒屋とむ 国立市 東１－１５－２２　国立サニ－ビル　３Ｆ 飲食店

千丑茶屋 国立市 谷保７１８１ 飲食店

le ciel 国立市 中１－１０－３２　キューブ国立３Ｆ 飲食店

鮨割烹 羽月 国立市 東１－１－１９　メゾンベール国立１Ｆ 飲食店

齊藤 国立市 東１－７－１１　森田ビルＢ１Ｆ 飲食店

リストランテ国立文流 国立市 東１－６－３０　パティオマグノリア１Ｆ 飲食店

サブウェイ 国立富士見台店 国立市 富士見台１－５－６ 飲食店

鍋一 国立市 中１－１０－３９　方園ビル 飲食店

ピエトロバルコーネ国立店 国立市 富士見台３－１４－１ 飲食店

焼肉レストラン 三千浦 国立市 谷保５２１－３ 飲食店

居酒屋ぶちえらい 国立市 中１－９－２８　貳壹九ビル２Ｆ 飲食店

PORE PORE 国立市 富士見台１－２６－１５ サービス

ジャン・クロード・ビギン国立店 国立市 中１－９－８　第七叶ビル　２Ｆ サービス

アトリエ JD 国立市 東１－６－２３ サービス
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メリアバイアトリア国立店 国立市 東１－１－２９　第二いちやまハイツ　２Ｆ サービス

SOL 国立市 中１－８－１８　ロイヤルヒルズ国立１Ｆ サービス

Re － hair do 国立市 富士見台２－３１－１１ サービス

AUBEHAIR 国立店 国立市 東１－１４－１４　３Ｆ サービス

Burney Fields 国立市 中１－７－９１ サービス

ヘアーコスメ MOMO 国立市 中１－９－１７ サービス

ペピーズヘアー国立東旭通り店 国立市 東２－５－１　轟ビル　１Ｆ サービス

ペピーズヘアー国立西富士見通り店 国立市 西２－２１－２８　イケノビル　１Ｆ サービス

Dears 国立店 国立市 中１－１８－３５　国立ヒルズ　Ｂ１Ｆ サービス

AZURE 国立市 中１－９－２８　貮壹九ビル　４Ｆ サービス

ハニーズ 国立店 国立市 東１－１６－１７　ポポロ国立　１Ｆ ショッピング

広島屋富士見台店 国立市 富士見台１－７ ショッピング

株式会社中央フラワー 国立ガーデン店 国立市 中１－１６－３１ ショッピング

株式会社中央フラワー 国立北口店 国立市 北１－６－１４ ショッピング

いふがお 国立駅前店 国立市 中１－８－２９　西山ビル西側店舗 ショッピング

SAKE BOUTIQUE SEKIYA 国立市 中１－９－３０ ショッピング

リサイクルブティック ABC 国立店 国立市 東１－１５－２４ ショッピング

レ・アントルメ国立 国立市 東２－２５－５０ 飲食店

元町ロココ 国立店 国立市 中１－９－６１　ブランコ商店街 ショッピング

あひるの家 国立市 東１－１５－４４ ショッピング

かつや国立府中インター店 国立市 泉５－１５－４ 飲食店

からやま国立府中インター店 国立市 谷保６２０－１ 飲食店

三浦屋 国立店 国立市 北１－５－８　くにたちの杜プラース壱番館　１Ｆ ショッピング

ビューネーションパティオ 国立市 西２－１２－２８　グランデベーニ２Ｆ サービス

メンズヘアードーズ 国立市 富士見台１－７－１－１１０ サービス

MORECLOSET 国立市 東１－１－３０　駅前マンション国立　１０１ ショッピング

やきとり　え多か 多摩市 落合１丁目１６－１８　 飲食店

熟成肉 LAB　Butchers 多摩市 鶴牧３－２　ブリリア多摩センターＧ棟　１Ｆ 飲食店

安楽亭　多摩永山店 多摩市 乞田６２２ 飲食店

ウブリアーコ 多摩市 関戸４－４－１　ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘１０２ 飲食店

和食とお寿司のお店水神 多摩市 落合１－３８　マグレブパーキングビル　２Ｆ　Ｂ 飲食店

レストラン神谷 多摩市 関戸４－５－４　２Ｆ 飲食店

ピチコラージョ 多摩市 一ノ宮２－１１－１８　桜ヶ丘センタービル２Ｆ 飲食店

ウン・ベシート 多摩市 永山１－１－７　ブリエール永山　１Ｂ 飲食店

旭鮨総本店桜ヶ丘本館 多摩市 桜ヶ丘４－３５－２ 飲食店

旬鮮たくま 多摩市 落合１－７－１２　ライティングビル　４Ｆ 飲食店

独楽寿司 永山店 多摩市 乞田１３２３－１ 飲食店

ハウスリーク 多摩市 落合６－１２－１０ 飲食店

焼肉ダイニング花衣苑 多摩市 落合１－９－６　山の手ビル２Ｆ 飲食店

肉菜工房うしすけ 多摩市 落合２－３３　クロスガーデン多摩　３Ｆ－３－Ｄ４ 飲食店

トッシュ 多摩市 永山２－１６－１ サービス
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Seibu 多摩市 落合１－２６－１ サービス

アルチザン 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア２Ｆ サービス

ChouChoubyu － realm 多摩市 一ノ宮３－１－１２　持田ビル　１Ｆ サービス

アートラッシュ多摩センター 多摩市 落合１－４７　ニューシティ多摩センタービル　１Ｆ サービス

bellino hair 多摩市 一ノ宮２－１２－６　一の宮Ｓビル　２Ｆ サービス

ELEN 多摩市 落合１－９－９　多摩クレイドゥルビル サービス

DanjoBi 多摩センター店 多摩市 落合１－４１－１　マグレブＷＥＳＴ　１Ｆ サービス

ufu hair 多摩市 唐木田１－１－７　プラザ唐木田１Ｆ サービス

BRUNA 多摩市 一ノ宮３－１－１９　ビッツビル　２Ｆ サービス

223beautysalon 多摩市 関戸４－７２　ヴィータ聖蹟桜ヶ丘　２Ｆ　３Ｂ サービス

Three． 多摩市 落合１－３３－３　ガーデンコート多摩センター　１０１ サービス

サエラデモード 多摩市 鶴牧１－２４－１　新都市センタービル２Ｆ サービス

サンクドゥサエラ 多摩市 落合１－４６－１　ココリア多摩センター４Ｆ サービス

nailsQoo 多摩市 一ノ宮１－２３－１０　第二角屋ビル２Ｆ サービス

GREENROOM 多摩市 関戸４－１０－１１　バトーラヴォワールＤ サービス

LienbyProduce 多摩市 諏訪１－９－２　リラハイツ ’　９１－１０１ サービス

AUBEHAIRnico 多摩市 関戸１－１１－３　桜ヶ丘プラザビル　３Ｆ サービス

COLOURJACQUES 永山 多摩市 永山１－３－３　プラザ永山１０３ サービス

PROGRESS 聖蹟桜ケ丘店 多摩市 東寺方１－１－１０　センチュリー聖蹟桜ケ丘　１０５ サービス

ハニーズ多摩センター店 多摩市 落合１－４６－１　ココリア多摩センター　３Ｆ ショッピング

小山商店 多摩市 関戸５－１５－１７ ショッピング

蔦屋書店 多摩永山店 多摩市 貝取１－２５－１ ショッピング

東京風月堂 グリナード永山店 多摩市 永山１－４ 飲食店

菅波ミュージックサロン多摩 多摩市 落合１－４６－１　ココリア多摩センター　４Ｆ ショッピング

京王アートマン多摩センター店 多摩市 落合１－１０－１　京王多摩センターＳＣ　２Ｆ ショッピング

東京ガスライフバル南多摩株式会社 多摩市 鶴牧１－２６－２ ショッピング

JA 東京南 多摩支店 多摩市 関戸６－１１－１ ショッピング

日本一多摩センター店 多摩市 落合１－１１－２　小田急マルシェ多摩センター　２Ｆ ショッピング

Un Grand Merci 多摩市 唐木田１－５４－１８　ルミエール唐木田１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん 21 聖蹟桜ケ丘店 多摩市 一ノ宮３－４－６ ショッピング

全日食チェーン貝取団地店 多摩市 貝取４－２－２－１０１ ショッピング

自遊空間多摩センター店サインレス 多摩市 落合１－３９－２　マグレブビル　５Ｆ 飲食店

（有）紅屋 大島町 元町１－１３－８ ショッピング

LIFETOWN やすとく 大島町 元町地の岡６５－５８ ショッピング

大島ストア 大島町 元町北の山１３９－１ ショッピング

さむかわ食賓館 大島町 元町馬の背２６２－１３ ショッピング

がっつりステ－キ一ツ橋学園精肉店 小平市 学園東町１丁目４－３４　 飲食店

サクラカンパニ - 小平市 花小金井５丁目４９－１ サービス

ラ・フォンターナ花小金井店 小平市 花小金井１－８－２ 飲食店

安楽亭　小平店 小平市 学園東町４４８－２ 飲食店

銀座コージーコーナー　花小金井店 小平市 花小金井１ー１０－５ 飲食店
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平家の郷小平館 小平市 小川町１－２５２７ 飲食店

喜楽鮨 小平市 学園東町１－８－４ 飲食店

橙や 小平本店 小平市 美園町２－２－８　エスペランサ小平　１Ｆ 飲食店

弥左衛門 小平市 大沼町４－５０－２７ 飲食店

香港屋小平店 小平市 美園町２－２－２６　１Ｆ－Ｂ 飲食店

小平ダイニング 小平市 美園町１－３３－１　小平駅前ショッピングセンター 飲食店

ポポラマーマ 花小金井店 小平市 花小金井１－８－５　清川第三ビル　２Ｆ 飲食店

egggcafe 小平市 鈴木町１－４６６－１６ 飲食店

すし銚子丸花小金井店 小平市 花小金井３－１３－５ 飲食店

ゆず庵 花小金井店 小平市 花小金井４－３２－８ 飲食店

焼肉きんぐ 小平店 小平市 上水本町２－８－２ 飲食店

中国料理 同心居 小平市 花小金井南町２－１７－２１ 飲食店

牛繁花小金井店 小平市 花小金井１－１－１３　花小金井駅前ビル　２Ｆ 飲食店

魚力海鮮寿司 花小金井店 小平市 花小金井１－１０－５ 飲食店

炭火焼肉凱旋門 小平市 花小金井４－３３－１ 飲食店

焼肉レストランコチカル 小平市 小川町１－７５－４ 飲食店

けゐとく苑 小平市 小川町１－９７９ 飲食店

焼肉いのうえ 花小金井店 小平市 花小金井１－１－１１　エメラルドビル２Ｆ 飲食店

とりいちず酒場花小金井北口店 小平市 花小金井１－１０－８　２・３Ｆ 飲食店

ホルモン焼道場蔵小平店 小平市 津田町１－１６－１１ 飲食店

焼肉ダイセン 小平市 天神町２－１０－１ 飲食店

BASSA 花小金井店 小平市 花小金井１－１－６　ビレッジリバービル　１Ｆ サービス

PROGRESS 小平小川店 小平市 小川町１－９２４ サービス

リファインヴェール小川店 小平市 小川西町４－１５－８　第三アークビル　１０４ サービス

J．PROUD 小平市 美園町１－１５－１０　第三諫早ビル　１０２ サービス

salondeaikamu 小平市 学園西町２－１４－５　愛花夢ビル　１Ｆ サービス

ヘアーサロンアージェ 小平市 小川西町２－２５－８ サービス

seibu プラザ店 小平市 美園町１－６－１　グリ－ンプラザビル　２Ｆ サービス

Re － Bell 小平市 美園町２－９－５　村野ビル　１Ｆ　西側 サービス

宗家源吉兆庵 小平小川町店 小平市 小川町２－１１９５ 飲食店

東京ガスライフバル北多摩 小平店 小平市 仲町４４５－１ ショッピング

小金井 道具屋 小平市 花小金井２－１－１　ルミネール花小金井　１Ｆ ショッピング

株式会社 スズカメ 小平市 小川町２－１２７８－９ ショッピング

ビアードパパ 花小金井店 小平市 花小金井１－１０－５　西武花小金井駅内 飲食店

ファクトリーギア 東京ウエスト店 小平市 花小金井３－２７－３０ ショッピング

鈴木園 小平市 仲町５２２ ショッピング

フランス菓子 ル・セル 小平市 小川町２－１１８９－１９ 飲食店

クローゼット 小平市 花小金井１－１－１０ ショッピング

有楽製菓東京工場直営店 小平市 小川町１－９４ ショッピング

かつや 花小金井 小平市 花小金井南町１－１７－４ 飲食店

焼肉キャンプ 小平市 小川町１－４０４－１１５ 飲食店
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天平庵小平店 小平市 鈴木町１－２０９－１１ 飲食店

小平ファーマーズ・マーケット 小平市 小川町２－１８２７ ショッピング

バーモス 小平市 仲町５５－４ ショッピング

洋風居酒屋 CHARA 小笠原村 父島字東町 飲食店

JA 東京島しょ 小笠原父島支店直売所 小笠原村 父島東町 ショッピング

燻薫～ kunkun ～ 小金井市 東町４丁目３７－２３　星川ビルＤ号 飲食店

リストランテ大澤 小金井市 貫井南町１－２５－４ 飲食店

スエヒロ館　小金井店 小金井市 貫井南町１－１１－１ 飲食店

幸寿司駅前店 小金井市 本町５－１２－１２　オークビルＢ１Ｆ 飲食店

ジャノメキッチンじざい 小金井市 本町１－１９－４ 飲食店

和花 小金井市 本町１－５－１２　朝日パリオ小金井ハイツ 飲食店

レストラン TERAKOYA 小金井市 前原町３－３３－３２ 飲食店

すし銚子丸武蔵小金井店 小金井市 本町５－５－４ 飲食店

溶岩焼肉フジビーフ 小金井市 本町５－１８－５　第五十五東京ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥ツン 小金井市 本町５－１８－５－１・２Ｆ 飲食店

空時計 小金井市 緑町５－２１－１６　メゾンドカマラド　１Ｆ サービス

ZELE エッセンス 小金井市 本町２－６－９　チェレスタＴ小金井　１Ｆ サービス

ZELESOCOLA 武蔵小金井 小金井市 本町６－２－３０　ＳＯＣＯＬＡ武蔵小金井クロス　２Ｆ サービス

iRie 小金井市 緑町５－６－５　ラシ－ネ武蔵小金井 サービス

モンテヴェルデ 小金井市 本町５－１９－７　マノワール武蔵野１Ｆ サービス

レコファン武蔵小金井駅前店 小金井市 本町５－１１－２　ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵小金井駅前店　４Ｆ ショッピング

くまざわ書店武蔵小金井北口店 小金井市 本町５－１１－２　ＭＥＧＡドンキホーテ　Ｂ１Ｆ ショッピング

東京ガスライフバル 西武蔵 小金井市 前原町５－６－９ ショッピング

パティスリー トム 小金井市 本町５－７－２５　ｓｏｒａｉｒｏ　１０３ 飲食店

和菓子処ならは 小金井市 本町１－１０－５　レジデンスＡＲ１Ｆ 飲食店

フルール メサージュ 武蔵小金井店 小金井市 本町６－２－３０ ショッピング

ピザハット東小金井店 小金井市 梶野町５－３－３４　桜１２３レジデンス ショッピング

からやま小金井前原店 小金井市 前原町１－８－３ 飲食店

かつや小金井前原店 小金井市 前原町１－７－２ 飲食店

小金井ファーマーズ・マーケット 小金井市 中町４－１６－２２ ショッピング

三浦屋武蔵小金井店 小金井市 本町６－１４－２８　プラウドタワー　１Ｆ ショッピング

酒の柏屋 府中市 緑町２丁目１２－２１　 ショッピング

脇町珈琲 府中市 本町２丁目２０－４４　 飲食店

cafe　MUSASHIYA 府中市 若松町１丁目１－４　ライトルヴェ１Ｆ 飲食店

東京いちごカフェ 府中市 美好町３丁目１６－２　 飲食店

chakura　fuchu　Hair　S 府中市 晴見町３丁目１－９　 サービス

サーバジア・カフェ府中小柳店 府中市 小柳町１丁目１－３　メゾンキャンファウトリー北側店舗 飲食店

鮨割烹　たちばな 府中市 本町２丁目２０－５２　 飲食店

すしダイニング鈴音 府中市 宮町１丁目３４－２　サンスクエアビル１Ｆ 飲食店

大国自動車工業株式会社 府中市 新町３丁目１４－５ サービス

スシ武 府中市 白糸台６丁目５８－７ 飲食店
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安楽亭　府中浅間町店 府中市 浅間町４－６－３ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　府中店 府中市 白糸台３－２３－１ 飲食店

ラケル　府中ル・シーニュ店 府中市 宮町１－１００　ル・シーニュ　１Ｆ 飲食店

割烹 秋与し 府中市 西府町３－３５－３ 飲食店

いし川 府中市 美好町１－１４－３ 飲食店

日本料理三松本店 府中市 宮町１－１１－７ 飲食店

レストランカンターロ 府中市 浅間町１－２　府中の森 飲食店

鮨なか田 府中市 八幡町１－３－１２ 飲食店

竜の鮨 府中市 宮西町１－１８－６ 飲食店

Wine Terrace Yume 府中市 宮町２－４－２　１Ｆ店舗 飲食店

勇鮨 府中市 緑町３－１７－１５　ニュースター東府中１Ｆ 飲食店

肉もつ土穂本店 府中市 府中町１－６－６　英和ビル　Ｂ１ 飲食店

Bekkio 府中市 宮西町３－２２－１ 飲食店

麻辣房 府中市 宮町１－１００ル・シーニュ１－１０－１０ 飲食店

回転寿司たいせい府中本店 府中市 宮町１－１００　ル・シーニュ　１Ｆ 飲食店

カフェオレンジブーツ 府中市 宮町１－１００　ル・シーニュ５Ｆプラッツ内 飲食店

イタリア料理を食べに行こう 府中市 宮町１－９－１２　ハイランド　１Ｆ 飲食店

いきなりステーキ 府中駅前店 府中市 宮町１－１００ 飲食店

バッカナリア 府中市 府中町２－７－１　イーストビル　２Ｆ 飲食店

東寿司 府中市 清水が丘３－２４－１　東寿司 飲食店

寿々屋 府中市 是政５－７－２５　ラベーラ是政　１Ｆ 飲食店

BADASS 府中市 宮西町３－８－５　リブマックス　Ｂ１Ｆ 飲食店

平次のおうどん 府中市 緑町３－３－１　ヴェールメゾン府中　１Ｆ 飲食店

府中肉流通センター 府中市 宮西町４－４－１　宮西コープ　１Ｆ 飲食店

やきとり山長 総本店弐階 府中市 府中町１－６－３　２Ｆ 飲食店

焼肉伊万里府中店 府中市 宮西町１－１１－１　１Ｆ 飲食店

魚トの神 府中市 府中町１－８－１２　キャッスルプラザ府中　２０１ 飲食店

焼肉きんぐ 府中店 府中市 寿町２－４－１０ 飲食店

焼肉家かず府中店 府中市 宮西町２－１２－１　フィルパーク府中　２Ｆ 飲食店

焼肉ジュジュハット府中南口店 府中市 宮西町２－４－１５　秋元ビル　２Ｆ 飲食店

スタディ東京 府中市 若松町２－２７－２２ ショッピング

A － big 府中市 若松町２－１５－１ ショッピング

pit 府中市 寿町１－１－１１　１Ｆ サービス

キングスベリ－ ユナイテット 府中市 寿町１－８－８ サービス

アプローズ 府中市 寿町１－６－３ サービス

ヘアーブルー 府中市 府中町１－２８－７　１０１ サービス

al．ni．co 府中市 府中町１－２８－４　１Ｆ サービス

ラルーエ 府中市 宮町１－３５－６　キクチビル　１Ｆ サービス

Seasons 季の香府中 府中市 宮町１－５０　くるる　３Ｆ サービス

ヘアメイクパッセージマリーナ 府中市 府中町２－３－４ サービス

AUBEhairclarus 府中店 府中市 府中町２－６－１　プラウド府中セントラル９ サービス
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nagomi 府中市 若松町１－３７－１２　スプリングビル　１Ｆ サービス

nono 府中市 宮町１－１１－２　六社堂ビル　１Ｆ サービス

LUCEFUCHU 府中市 緑町１－１－１　カサヴェルデ　１０１ サービス

Hear Put 府中市 宮町１－２２－１　１Ｆ サービス

シーズンズマムズ府中店 府中市 宮町１－１００　ル・シーニュ　４Ｆ－４－３－３区画 サービス

OSP ichi cura hai 府中市 宮町１－３４－１８　ＣＡＳＡ藤井　１０１ サービス

ヘアデザインセレンディピティ 府中市 宮町１－２０－１９　エクセルハイツ府中１Ｆ サービス

パティスリーウルソン府中店 府中市 新町１－６７－８ 飲食店

BEER HOUSE KEN 府中市 宮町２－３－８ ショッピング

AMERICAN HOLIC 武蔵府中ル・シーニュ店 府中市 宮町１－１００ ショッピング

有限会社柏屋 府中市 緑町２－１２－２１ ショッピング

ワークショップナックル府中店 府中市 緑町２－７－１－１０１ ショッピング

田中屋 府中店 府中市 栄町２－１１－６　堀田ビル　１Ｆ ショッピング

ガレージデコ府中四谷店 府中市 四谷５－２３－１２　２Ｆ ショッピング

Y ショップ 航空自衛隊府中基地 府中市 浅間町１－５－５ ショッピング

ジェノワーズぷらりと店 府中市 府中町１－３－６　京王府中ＳＣ　２Ｆ 飲食店

ミスターワッフル 京王府中店 府中市 府中町１－３－６　ぷらりと京王府中東　２Ｆ 飲食店

くりこ 京王府中店 府中市 府中町１－３－６　京王府中駅　２Ｆ 飲食店

菓子工房 リュバン 府中市 本町１－９－１４ 飲食店

シェトスヤマザキ府中店 府中市 寿町１－６－３　むら木ビル ショッピング

リュヌシアン   ブーランジェリー 府中市 緑町３－１８－８　１Ｆ ショッピング

マインズショップ多磨店 府中市 白糸台１－１１－１０ ショッピング

e － kitchen くるる店 府中市 宮町１－５０　くるる　１Ｆ ショッピング

和光 府中店 府中市 西原町１－２－１ ショッピング

業務スーパー 府中本宿店 府中市 本宿町４－２８－３ ショッピング

新島ストア 新島村 本村５－７－１２ ショッピング

新島マルマンストアー 新島村 本村５－５－１０ ショッピング

はやしや洋品店 日野市 日野本町７丁目２－９　 ショッピング

PIT　TSURUOKA 日野市 多摩平１丁目４－９－１０３　 ショッピング

里やま 日野市 旭が丘３丁目２－２４　 飲食店

七輪房　日野店 日野市 日野１３２２－１ 飲食店

安楽亭　百草園店 日野市 百草２６６－５ 飲食店

スエヒロ館　日野店 日野市 上田１１８－１ 飲食店

うなぎ藤田 日野市 多摩平３－７－４ 飲食店

焼肉彩苑モランボン 日野市 高幡１５４ 飲食店

H．P．STYLE Kitchen 日野市 日野本町４－６－７　２Ｆ 飲食店

HUGHUGCAFE’ 日野市 程久保３－３６－９　京王あそびの森ＨＵＧＨＵＧ　２Ｆ 飲食店

有限会社 そば処開運そば 日野市 高幡１４９ 飲食店

とんでん 日野店 日野市 日野１５１８ 飲食店

日野寿司 日野市 日野台２－１６－１ 飲食店

焼肉レストランアンクルチャップ 日野市 多摩平７－２１－１９ 飲食店
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や台ずし 豊田駅北口町 日野市 多摩平２－３－１８ 飲食店

ロバーツ日野店 日野市 日野本町３－１１－１０　中村興産ビル　３Ｆ サービス

ハニーズ 京王高幡店 日野市 高幡１２８－５　京王高幡ＳＣ　３Ｆ ショッピング

NOCE 日野橋店 日野市 日野１１０６－５ ショッピング

金子園高幡不動店 日野市 高幡１２８－５　京王高幡ＳＣ　１Ｆ ショッピング

ともえや万願寺店 日野市 石田２－９－１９ ショッピング

京王アートマン 高幡店 日野市 高幡１２８－５　京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ ショッピング

日本橋屋長兵衛 万願寺店 日野市 万願寺４－３２－１ 飲食店

スーパーヤマザキ 百草店 日野市 百草９９９ ショッピング

ピザハット東八王子店 日野市 多摩平４－１－１４ ショッピング

からやま日野 日野市 上田４３ 飲食店

JA 東京みなみ「みなみの恵み」 日野市 万願寺６－３１ ショッピング

株式会社食品の店おおた多摩平店 日野市 多摩平６－１２－１１ ショッピング

株式会社食品の店おおた 高幡不動店 日野市 高幡１００２－６ ショッピング

株式会社食品の店おおた 日野駅前店 日野市 大坂上１－３２－５　エトワール渡辺ビル ショッピング

株式会社食品の店おおた 神明店 日野市 神明２－１６－７ ショッピング

ブティック ライラック 豊田店 日野市 多摩平１－４－１５　ダイマルビル　１Ｆ ショッピング

割烹 豊年 日野市 落川１０６２－１ 飲食店

ボクらの食卓 日野市 ７－２－１７ 飲食店

酒選料理　弥生亭 昭島市 朝日町１丁目１１－５　 飲食店

ラファーロ 昭島市 武蔵野３丁目２－５１　 飲食店

OSTERIA　BAR　TONY 昭島市 昭和町２－５－３　昭島センタービル　１Ｆ 飲食店

森寿司 昭島市 朝日町４－１－３０ 飲食店

がってん寿司昭島店 昭島市 つつじが丘１－１－１４ 飲食店

ビゴーラ 昭島市 松原町４－１２－２０　フィルパーク拝島駅前３Ｆ 飲食店

とんでん 昭島店 昭島市 昭和町３－１１－１２ 飲食店

焼肉 カヤ 昭島市 田中町２－２４－１　サンライズビル１Ｆ 飲食店

やきとり処 一八 昭島市 昭和町２－２－１２ 飲食店

焼肉べこ六 昭島本店 昭島市 昭和町１－１４－１４ 飲食店

ホルモン焼道場蔵昭島店 昭島市 昭和町２－７－１１　リベルテ昭島　１Ｆ 飲食店

ステーキ べこ六 MEAT IMPACT 昭島市 昭和町２－２－１３　ボヌール　１Ｆ 飲食店

美容室アニー 昭島市 中神町１１８６－１　メゾンカルム　１Ｆ サービス

コクピット 昭島 昭島市 宮沢町３－３－１８ ショッピング

アストロプロダクツ 昭島店 昭島市 福島町３－１３－７ ショッピング

ハーレーダビッドソン昭和の森 昭島市 田中町５８４－１４ ショッピング

スマイルメーカー 昭島市 昭和町４－８－２１　シティーハイツ１Ｆ サービス

HONEY by chord 昭島市 昭和町１－１４－１９　大貫ビル　１Ｆ サービス

FLAT 昭島市 玉川町１－１－１１　ステラ東中神１Ｆ サービス

井上書店 昭島市 松原町１－３－１ ショッピング

からやま昭島 昭島市 つつじが丘１－１－９ 飲食店

かつや 東京昭島 昭島市 拝島町１－８ 飲食店
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マルフジ 昭島市役所通り店 昭島市 田中町１－３０－１ ショッピング

マルフジ 東中神店 昭島市 玉川町４－５－１ ショッピング

魚力市場 昭島市 松原町１－７－５ ショッピング

開花 昭島市 玉川町１－１－１５　エハラビル２Ｆ 飲食店

焼肉成 東久留米市 新川町１丁目３－６　セイジュプレイス２０２ 飲食店

東久留米クラフトダイニング 東久留米市 本町１－３－２０　１Ｆ　ヤマサビル 飲食店

川松 東久留米市 前沢１－６－１０ 飲食店

すし小島 東久留米市 滝山４－１－４０ 飲食店

Bistro Coin 東久留米市 本町２－２－４ 飲食店

鈴亭 東久留米市 新川町１－３－３２ 飲食店

志乃 東久留米市 本町２－５－２ 飲食店

あみやき亭 東久留米店 東久留米市 野火止１－３－３ 飲食店

焼肉グルメ 296 東久留米店 東久留米市 本町１－３－９　リバーウエストビル　１Ｆ 飲食店

とりいちず酒場東久留米店 東久留米市 東本町５－３ 飲食店

ブロッサム東久留米店 東久留米市 本町１－３－１　東久留米本町ビル　２Ｆ サービス

モトハウスアルファ 東久留米市 下里５－３－３ ショッピング

タイヤガーデン 東久留米店 東久留米市 下里１－９－２４ ショッピング

PROGRESS 東久留米店 東久留米市 東本町５－２８　ペルテたけうち サービス

UnderGround 東久留米市 東本町１５－６　ブランシール第二東久留米　１０６ サービス

髪工房 東久留米市 本町１－４－５０　エクスパンション　２Ｆ サービス

BASSA 東久留米店 東久留米市 本町１－３－１１　ワイズエメリール東久留米　１Ｆ サービス

ハニーズクルネ店 東久留米市 野火止１－３－３　東久留米ＳＣクルネ　２Ｆ ショッピング

二本の剣 東久留米市 前沢４－６－２ ショッピング

ブックセンター 滝山 東久留米市 滝山５－１２－３ ショッピング

野崎書林 東久留米市 本町１－３－１ ショッピング

ブックオフ 東久留米前沢店 東久留米市 中央町４－１４－３５ ショッピング

オフハウス東久留米店 東久留米市 本町３－９－１５　第二プレミール東久留米 ショッピング

鶏むら 東久留米店 東久留米市 東本町１－８　エミオ東久留米 ショッピング

東京ガスライフバル西東京 東久留米店 東久留米市 南沢５－１－１ ショッピング

トーカイ 東久留米店 東久留米市 下里２－１４－１２ ショッピング

VINTAGE BRAND TOKYO 東久留米市 下里７－６－１　１Ｆ ショッピング

（株）肉のカワベ 東久留米市 下里５－１２－１２ ショッピング

スーパーヤマザキ東久留米東口店 東久留米市 東本町１－１５ ショッピング

スーパーヤマザキ 滝山店 東久留米市 滝山４－１－４０ ショッピング

かつや 東久留米 東久留米市 南町２－５－１６ 飲食店

JA 東京みらい 東久留米支店 東久留米市 八幡町３－９－３ ショッピング

マルフジ 東久留米店 東久留米市 幸町５－３－２１ ショッピング

ヴェルジェ小平店 東久留米市 柳窪２－８－１６ ショッピング

ヘアーサロンさくま 東久留米市 前沢４－２３－１６ サービス

Pokito　a　Poko 東大和市 清水３丁目８００－６　 ショッピング

ミカド 東大和市 南街２丁目５－１０ ショッピング
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そば処　清川 東大和市 高木３－４１３ 飲食店

七輪房　東大和店 東大和市 清水６－１１０８－１ 飲食店

ステーキのどん　東大和中央店 東大和市 中央２－８７３－６ 飲食店

やきとり処 忠歩 東大和市 向原６－１２０１－９　ＫＭＤビル　１０３号 飲食店

すし銚子丸東大和店 東大和市 中央１－５５０－１ 飲食店

焼肉じゃいあん 東大和市 向原６－１２０１－９　ＫＭＤビル１Ｆ 飲食店

ホルモン焼道場蔵東大和店 東大和市 南街４－２０－１　メイトビル　１Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 東大和店 東大和市 芋窪５－１１３６－３ 飲食店

ヘアープロデュース キューブ 東大和市 桜が丘４－３４１－１２ サービス

SUNNYDAY 東大和市 向原６－１１６７－３ サービス

イディア・ノブ BASSA 東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１　ザ・マーケットプレイス東大和内 サービス

チバ美容室 東大和市 南街５－８８－８ サービス

HAIRMAKEPRESENTSFINO 東大和市 向原３－２－１５　エステートワン　１Ｆ サービス

くまざわ書店 東大和店 東大和市 桜が丘２－１４２－１　イトーヨーカ堂東大和店　２Ｆ ショッピング

プロストック東大和店 東大和市 蔵敷３－８６５－１ ショッピング

宮鍋製茶本店 東大和市 高木３－２２０ ショッピング

宮鍋製茶マーケットプレイス東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１ ショッピング

パティスリー・モン・プレジール東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１　マーケットプレイス内１Ｆ 飲食店

ぶんぐまる東大和店 東大和市 仲原４－２１－１０ ショッピング

農産物直売所みどりっ子仲原店 東大和市 仲原４－１１－１ ショッピング

ブックスタマ 東大和店 東大和市 仲原４－２－４ ショッピング

かつや 東大和 東大和市 仲原３－１－７ 飲食店

牛料理にくや 東村山市 栄町２丁目３０－９　 飲食店

じじの鉄板焼 東村山市 栄町２丁目３０－９　２Ｆ 飲食店

居酒屋　一休 東村山市 栄町９－３２晃正プラザビル地下１Ｆ 飲食店

Bar&Dining 氣ゴコロ 東村山市 栄町２丁目１０－３　久米川システムビル ２Ｆ 飲食店

デリ＆ブレッド　ヴィ・ド・フランス秋津店 東村山市 秋津町５－７－８ 飲食店

KitchenKEIJI 東村山市 栄町２－３１－１　竹田ビル１Ｆ 飲食店

東村山ロフトダイニング 東村山市 野口町１－１－４ 飲食店

ロートンヌ秋津店 東村山市 秋津町５－１３－４ 飲食店

政寿し 東村山市 栄町２－２０－３７ 飲食店

明月館 東村山市 栄町２－２１－８　２Ｆ 飲食店

やきとりむらやま久米川店 東村山市 栄町２－９－５ 飲食店

串かつでんがな秋津店 東村山市 秋津町５－７－８　秋津駅南口店舗　１Ｆ 飲食店

魚武 東村山市 栄町２－２９－６　アドバンス１９ビル 飲食店

炭火串焼和楽 東村山市 栄町１－５－１３ 飲食店

焼肉レストラン八坂あら川 東村山市 栄町３－１１－３１ 飲食店

クレオヘアー久米川サロン 東村山市 栄町３－４－３３　ハイツアライ１Ｆ サービス

Orange Cracker 東村山市 栄町１－３－１０　クレストＫ　３Ｆ サービス

Chorule 東村山市 萩山町１－３０－４ サービス

PROGRESS 東村山店 東村山市 本町２－１７－７　モラード東村山駅前　１Ｆ サービス
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作業服の廣瀬 東村山店 東村山市 富士見町３－２９－５ ショッピング

ブーランジェリーノブ秋津本店 東村山市 秋津町５－８－２７　ウィステリア　１Ｆ 飲食店

シャモア洋菓子店 東村山市 栄町２－３７－８－１０４　都営第四アパート 飲食店

JA 東京みらい 東村山支店 東村山市 本町１－１６－５ ショッピング

綿半スーパーセンター東村山店 東村山市 恩多町２－２８ ショッピング

株式会社食品の店おおた 久米川店 東村山市 栄町２－２１－８ ショッピング

hair design Urizun 東村山市 本町２－６－１８　ＹＳビル１Ｆ サービス

創作和食籠る 武蔵村山市 三ツ藤１丁目６７－８　 飲食店

DanaChula 残堀店 武蔵村山市 残堀５－１３１－３－１０５ 飲食店

どんどん　武蔵村山店 武蔵村山市 中央１－１１７－１ 飲食店

高倉町珈琲 武蔵村山店 武蔵村山市 本町１－７０－２ 飲食店

とんでん 武蔵村山店 武蔵村山市 学園２－３０－１ 飲食店

焼肉 べこ六 武蔵村山店 武蔵村山市 榎２－８３－２ 飲食店

パーツオフ 武蔵村山店 武蔵村山市 三ツ藤３－１１－８ ショッピング

ライコランド MOTO GEAR 東京 武蔵村山市 榎３－２３－１ ショッピング

宿萬 武蔵村山市 伊奈平５－４１－１ ショッピング

農産物直売所みどりっ子村山店 武蔵村山市 本町１－２－１ ショッピング

からやま武蔵村山 武蔵村山市 三ツ藤２－８－２ 飲食店

かつや武蔵村山店 武蔵村山市 岸１－１６－１ 飲食店

中央店 シモダディスカウントセンター 武蔵村山市 中央１－７－１ ショッピング

三ッ木店 シモダディスカウントセンター 武蔵村山市 三ツ木３－９－２ ショッピング

ヴィレッジヴァンガードダイナー吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２丁目２０－１　ＴＹビル２Ｆ 飲食店

串煮込み　マルニ 武蔵野市 吉祥寺南町２丁目１６－１　 飲食店

laia 武蔵野市 吉祥寺本町１丁目１２－１３　センチュリ－ホ－ム吉祥寺ビル２Ｆｌａ サービス

寿司銀 武蔵野市 吉祥寺南町４丁目３－１３　１０３ 飲食店

居酒屋一休　武蔵境店 武蔵野市 境１丁目１５－６　朝日フリーディオＢ１ 飲食店

鮨と肴こばやし 武蔵野市 吉祥寺本町１丁目２３－７　沢村ビル２Ｆ 飲食店

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶあじと本店 武蔵野市 御殿山１－５－５　島崎ビル　２Ｆ 飲食店

築地玉寿司　吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－２３－１　ＫＳ２３ビル　１Ｆ 飲食店

日本料理　瑞鳳 武蔵野市 関前２－４－４ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　武蔵野店 武蔵野市 八幡町３－７－８ 飲食店

ファンキー 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－３ 飲食店

うな鐵 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２１ 飲食店

ラ・ベファーナ　吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１０－１１ 飲食店

タパス＆タパス　吉祥寺駅前店 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１５　吉祥寺ホワイトハウス　２Ｆ 飲食店

韓食苑 恭楽亭 武蔵野市 中町１－１７－１　金村ビル１～２Ｆ 飲食店

ニライカナイ　本家 武蔵野市 吉祥寺本町１－２３－７　沢村ビル　１Ｆ 飲食店

丿貫 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－８　レモンビル　２Ｆ 飲食店

ラ・クレアトゥーラ 武蔵野市 吉祥寺本町１－９－１０　ファミリープラザビル　３Ｆ 飲食店

レモンドロップ　本店 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－８　レモンビル　１Ｆ 飲食店

ラケル　吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１８－３　サニーシティ吉祥寺ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店
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シャッターズ吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１９－８ 飲食店

トスカーナ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－１３　ＴＮコラムビル　２Ｆ 飲食店

吉祥寺　翠蘭 武蔵野市 吉祥寺本町１－９－１０　Ｂ１ 飲食店

竹寿し 武蔵野市 吉祥寺南町２－６－１　尾崎ビルＢ－１ 飲食店

Y．YBAR 武蔵野市 吉祥寺本町１－２５－４ 飲食店

Cafe ＆ BarKOYASUKE 武蔵野市 御殿山１－４－２０　Ｓａｌｉｒ１０２ 飲食店

すき焼いせや 武蔵野市 御殿山１－２－１　いせや吉祥寺Ｂ－１Ｆ 飲食店

五色そばほさか 武蔵野市 吉祥寺南町１－４－１　井の頭ビルＢ１Ｆ 飲食店

KHUCHAI 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－７　君山店舗２Ｆ 飲食店

ナマステカトマンズ 武蔵野市 吉祥寺本町２－１１－７　横瀬ビルＢ１Ｆ 飲食店

キャンティー・セテ 武蔵野市 吉祥寺南町１－１１－３　いづみビル　１Ｆ 飲食店

イル・キャンティー　吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町２－６－１　尾崎ビル　１Ｆ 飲食店

the passion 武蔵野市 吉祥寺南町１－１７－１０　Ｆ＆Ｗビル２Ｆ 飲食店

リストランテイマイ 武蔵野市 吉祥寺本町２－１９－４ 飲食店

BARZEBEC 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－９　ＦＳビルＢ１Ｆ 飲食店

吉祥寺スパイラル 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－１３　１Ｆ 飲食店

和食 日なた 武蔵野市 中町１－２５－１０　岡本ビル　１Ｆ 飲食店

立飲ビストロ Ryo 武蔵野市 吉祥寺南町１－１７－９ エンターテイメント

ELMO 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺南町１－８－１０　エクセレンス吉祥寺　１０２ 飲食店

吉祥寺 PIZZA ＆ WINEESOLA 武蔵野市 吉祥寺南町１－６－３　吉祥寺東急インＢ１Ｆ 飲食店

八十八夜 武蔵野市 御殿山１－２－１　吉祥寺御殿山デュープレックスリズ　２Ｆ 飲食店

パスタ＆ワインとれたて食堂 武蔵野市 中町１－１９－２０　アソルティ三鷹Ｂ１Ｆ 飲食店

らすぷーる 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１６　コビスエフエフ　Ｂ１ 飲食店

eclat 武蔵野市 吉祥寺本町２－２４－１　キューブ　Ｂ１ 飲食店

千代谷 武蔵野市 吉祥寺本町１－２３－３　とみふくビル 飲食店

デサリータ ベトナムフレンチ 武蔵野市 御殿山１－２－１　吉祥寺御殿山デュープレックスリズ　１Ｆ 飲食店

ど韓 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１　原田ビル２Ｆ 飲食店

吉祥寺三うら 武蔵野市 吉祥寺南町１－１７－１　プレジール２Ｆ 飲食店

バ－ルボガ 武蔵野市 吉祥寺本町１－１３－６　１Ｆ 飲食店

やきとり門傳吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺北町１－１０－２２　ベルハイム吉祥寺　１０７ 飲食店

nomuno 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－１２－１０　西友吉祥寺店内 飲食店

はらへった 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－３１－６　ムサシノ第一ビル１Ｆ 飲食店

OYSTER LOVER’S 武蔵野市 吉祥寺南町１－９－９　吉祥寺じぞうビル　１Ｆ 飲食店

ウッドベリ－ズマルシェ 武蔵野市 吉祥寺本町１－２０－１４　クスミビル　１Ｆ 飲食店

ウッドベリ－ズ本店 武蔵野市 吉祥寺南町１－４－１　井の頭ビル　１Ｆ 飲食店

L’atelier du gout 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－９　ルミナス吉祥寺１Ｆ－Ｂ 飲食店

SITAL 三鷹店 武蔵野市 中町１－１７－２　２Ｆ 飲食店

天ぷら 花れ 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－１２　サンタフェ　Ｂ１－Ｃ 飲食店

野方ホープ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１８－３　サニーシティ吉祥寺ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

PEP 武蔵野市 吉祥寺本町１－３４－２　ＫＳ－３ビル　２Ｆ 飲食店

志乃ざき 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町２－２５－１０　１Ｆ 飲食店



22 / 46

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

広島お好み焼 恋鯉 武蔵野市 吉祥寺本町１－２０－３　吉祥寺パーキングプラザＢ１Ｆ 飲食店

和ビストロ TORETATE 武蔵野市 中町１－９－３　さとみビル１Ｆ 飲食店

BistroHUTCH 武蔵野市 吉祥寺本町２－１７－３　本町ハウス１Ｆ 飲食店

TrattoriaCICCIO 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－９　ルミナス吉祥寺１Ｆ 飲食店

鮨漁火料理吉祥寺ふじ本 武蔵野市 吉祥寺南町４－４－１２　米田店舗１ 飲食店

味乃宮川 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－２４　ＳＲ吉祥寺 飲食店

CatCafe てまりのおしろ 武蔵野市 吉祥寺本町２－３３－２　吉祥寺プティット村 飲食店

レストラン ランサーン 武蔵野市 吉祥寺本町１－３２－９　モトハシビル　２Ｆ 飲食店

Premieretage 武蔵野市 吉祥寺本町２－２１－１０　モミジビル３　２Ｆ 飲食店

香港贊記茶餐廳吉祥寺ファースト店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１４　山水ビル１Ｆ 飲食店

アロハヴィ－ナス 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－１ 飲食店

CAFE ＆ WEDDING22 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－６　グラニコビルＢ１Ｆ 飲食店

玉屋吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－３４－２　ＫＳビル　１Ｆ 飲食店

ウィズパディ 武蔵野市 吉祥寺本町２－１１－９　プラタタカハシビル１Ｆ 飲食店

ヴィネリアハーヴェスト 武蔵野市 吉祥寺本町２－１０－２　田中ビルＢ１Ｆ 飲食店

Le Bon Vivomt 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－５ 飲食店

TEA HOUSE はっぱ 武蔵野市 吉祥寺本町２－３３－２　吉祥寺プティット村 飲食店

029 吉祥寺食堂 武蔵野市 吉祥寺東町１－６－１　入江ビル１Ｆ 飲食店

BistroTALKBACK 武蔵野市 吉祥寺本町２－２４－６ 飲食店

レストランドスガトス 武蔵野市 吉祥寺本町２－３４－１０ 飲食店

アムリタ食堂 武蔵野市 吉祥寺本町２－１７－１２ 飲食店

ブラッスリーエディブル 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２１ 飲食店

天下寿司 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－３　三河屋ビル　１Ｆ 飲食店

大江戸 武蔵境店 武蔵野市 境１－２－２ 飲食店

Cafe アーグ 武蔵野市 吉祥寺南町１－１８－２３ 飲食店

季節料理なか美 武蔵野市 吉祥寺本町１－２６－１　１Ｆ 飲食店

串家物語 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－３０　ダイヤパレス吉祥寺　２Ｆ 飲食店

鮨寿兆 武蔵野市 吉祥寺本町１－１３－６　古谷ビル　１Ｆ 飲食店

ラコタ 武蔵野市 吉祥寺本町１－２２－１０　寿々木ビル　１Ｆ 飲食店

割烹黒ねこ 武蔵野市 吉祥寺南町２－６－１ 飲食店

ライブコーヒー 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町２－３－１０ 飲食店

クルン・サイアム吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２４　小島ビル　Ｂ１ 飲食店

SCHMATZ 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－２－２　ルルビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

肉割烹しんしん 武蔵野市 中町２－１３－２７ 飲食店

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶあじと 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－４　三河屋ビル　２Ｆ 飲食店

立ち寿司横丁吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－１－１　１・２Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－２　ミッシェル開発公社第二ビル　２Ｆ 飲食店

国産牛焼肉食べ放題肉匠坂井 武蔵野桜堤店 武蔵野市 桜堤３－３６－４ 飲食店

錦城苑 武蔵野市 吉祥寺本町１－３０－１４ 飲食店

寿香苑あまつぼ 武蔵野市 吉祥寺本町１－２９－６　伊千兵衛ビル３Ｆ 飲食店

吉祥寺魚金 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１６　サンク吉祥寺ビルＢ１Ｆ 飲食店
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吉祥寺魚秀 武蔵野市 吉祥寺本町１－２３－６　１Ｆ 飲食店

魚真吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－８　ＹＫビル２Ｆ 飲食店

魚秀禅 武蔵野市 吉祥寺南町２－５－４　仁愛ビルＢ１Ｆ 飲食店

肉寿司 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－２５－４　平田ビル　１Ｆ 飲食店

吉祥寺焼肉洞 武蔵野市 吉祥寺本町１－９－９　２Ｆ 飲食店

李朝園 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２　コスモビル　４Ｆ 飲食店

吉祥寺焼肉いのうえ 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１０　第八十五東京ビル　３Ｆ 飲食店

焼鳥山もと 武蔵野市 中町１－１９－８ 飲食店

焼鳥しょうちゃん吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－２３－３　とみふくビル　１Ｆ 飲食店

焼き鳥屋 てら 武蔵野市 吉祥寺南町１－５－１１　丸善ビル２Ｆ 飲食店

やきとり処 Katsu 武蔵野市 吉祥寺本町２－４－５ 飲食店

炭火焼鳥煙確堂 武蔵野市 境南町２－４－１４　平石ビル１Ｆ－Ａ 飲食店

焼肉 KAYA 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－１２　Ｓａｎｔａ　Ｆｅ　Ｂ１－Ｄ 飲食店

やきとり井の頭さかもと 武蔵野市 吉祥寺南町１－３－３　吉祥寺南口ビル１０１ 飲食店

鉄板焼 一鐡 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－７　グランデール吉祥寺ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

餃子酒場 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－５－３　吉祥寺ピアット　Ｂ１Ｆ 飲食店

北海道海鮮・ラムしゃぶ 38 ふ頭 B 突堤 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１０　第八十五東京ビル　５Ｆ 飲食店

肉山の一階 武蔵野市 吉祥寺北町１－１－２０　藤野ビル　１Ｆ 飲食店

牛たんうしすけ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－９　Ｆｓビル　３Ｆ 飲食店

餃子酒場 吉祥寺北口店 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－７　原田ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉や 武蔵野市 吉祥寺１－１０－４　古城会館３Ｆ 飲食店

ホルモン焼道場 蔵 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－２５　吉祥寺第二マーブルビル　２Ｆ 飲食店

築地銀だこ大衆酒場 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－５－４　Ｐ－ＡＮＮＥＸ　１・２Ｆ 飲食店

炭火焼肉 秋 武蔵野市 境２－２－８ 飲食店

魚吟 武蔵野市 吉祥寺南町２－８－８　２Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町４－７－２４ 飲食店

肉山吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺北町１－１－２０　藤野ビル　２Ｆ 飲食店

PANOLA 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－４　コスモス吉祥寺ビル　１Ｆ サービス

cofy 武蔵野市 吉祥寺本町２－１６－１２　三次ビル　２～３Ｆ サービス

NORA KICHIJOJI 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１８　ジョージフォーラムビル　４Ｆ サービス

mine 武蔵野市 吉祥寺本町１－９－１０　レインボービル　４Ｆ サービス

松本平太郎美容室 吉祥寺パート 5 武蔵野市 吉祥寺本町１－１３－１　イタヤビル　３Ｆ サービス

松本平太郎美容室 吉祥寺本店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２　池田ビル　３Ｆ サービス

lieu de PARTIL 武蔵野市 吉祥寺本町４－１４－２　鈴木マンション　１Ｆ サービス

mannish 北町店 武蔵野市 吉祥寺北町４－１３－４ サービス

フィール 武蔵野市 吉祥寺本町２－１７－２　マリオンワン　１Ｆ サービス

プランドゥヘアーリップル 武蔵境南口店 武蔵野市 境南町２－８－５　１Ｆ サービス

HAIR ＆ MAKESeek 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－３　ダイヤガイビル　５Ｆ サービス

SOL 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－７　トヨタビル　２・３Ｆ サービス

hair Cenote 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－１　アソルティ吉祥寺　２Ｆ サービス

HairRic 南口店 武蔵野市 境南町２－７－２１　ダイアパレス武蔵境　１－２０３ サービス
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ラッシェルプレジール 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－７　グランデール吉祥寺　３Ｆ サービス

クリュウゲート 武蔵野市 吉祥寺南町２－８－２　トーホーパレス吉祥寺　１０１ サービス

BiBidelight 武蔵野市 吉祥寺本町１－２２－５　サンウッド吉祥寺フラッツ　１０２ サービス

Liru ＆ WISH 武蔵野市 吉祥寺本町２－４－６　Ｈ－スクエア吉祥寺　１Ｆ サービス

nero 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－３　横田ビル　Ｂ１Ｆ サービス

アランスミシ－吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－４　Ｃａｍｉｎｉｔｏ　３Ｆ サービス

ORINAS 武蔵野市 中町１－２２－５　ＳｔｕｄｉｏＡｐａｒｔｍｅｎｔＫＥＮ１Ｆ サービス

THE BEAUTY ROOM 武蔵野市 吉祥寺本町２－１０－１２　コリドール吉祥寺　２Ｆ サービス

go s go 〔e〕 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－７　吉祥寺プラザ　２Ｆ サービス

marry 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２－７　プラザオギノ サービス

Sorcier 武蔵野市 吉祥寺本町２－１７－１２　藤彩ビル　２Ｆ サービス

ヘアーメイクバース 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１５　ホワイトハウスビル　４Ｆ サービス

LUDLOW BROS 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１０　Ｋｉｃｈｉｊｏｊｉ　ｅｘ　２Ｆ サービス

アンアミ吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－３　ＬＩＢＥＲＴＥ　ＴＯＫＹＯ　ＢＬＤ．３Ｆ サービス

melgina 武蔵野市 吉祥寺本町２－３１－２８　吉祥ビル２Ｆ サービス

Paige by Neolive 武蔵野市 吉祥寺本町２－２６－１０　テル吉祥寺　２Ｆ サービス

ZEST 三鷹店 武蔵野市 中町１－１９－２　矢島ビル１Ｆ サービス

ZEST 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１２－１３　アトムビル１Ｆ サービス

AUBE kichijoji 武蔵野市 吉祥寺本町１－１８－２　Ｍ９ビル　６Ｆ サービス

acvoo 武蔵野市 吉祥寺本町１－３２－２　吉祥寺サンビルディング　１Ｆ サービス

alotta 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１７－７ サービス

Ail 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－１２　Ｓａｎｔａｆｅ　２－Ａ サービス

aivee 武蔵野市 吉祥寺本町２－７－１３　レディーバードビル２Ｆ サービス

1001mille 武蔵野市 吉祥寺南町２－１１－１８ サービス

ヘア－スペ－スハ－フム－ン 武蔵野市 吉祥寺本町２－２８－８ サービス

Salon Optics 武蔵野市 吉祥寺東町１－４－２４　アネックスパ－ト２ サービス

PAINT 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺北町３－７－１４ サービス

LUA by aivee 武蔵野市 西久保１－３－１０　シュエット武蔵野２Ｆ サービス

Star Style 武蔵野市 吉祥寺本町２－２－３　藤野ビル　３０１ サービス

FACES hair lounge 武蔵野市 吉祥寺東町１－１１－２０　Ｏａｋ吉祥寺１Ｆ サービス

ネイルサロンエトワール吉祥寺店 武蔵野市 御殿山１－２－４ サービス

BARTY 武蔵野市 吉祥寺本町２－１０－７　Ｋ－２１０７ビル　３Ｆ サービス

AUBEHAIRAZUL 武蔵野市 吉祥寺南町１－１－９　ＦＳビル　２Ｆ サービス

Clear 武蔵野市 吉祥寺本町３－６－１２　１Ｆ サービス

メイクアップバー 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－７　プレジオ吉祥寺４０１ サービス

milesbyTHE’RA 武蔵野市 吉祥寺本町１－１－１２　第三公社ビル　３Ｆ サービス

ネイルサロン Anthurium 武蔵野市 中町１－１５－８　メゾンド武蔵野　２０２ サービス

b － BALANCE 武蔵野市 吉祥寺南町２－８－２　トーホーパレス吉祥寺 サービス

little 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺南町１－５－３　吉祥寺ＰＩＡＴＴＯ　６Ｆ サービス

イリオス Personal 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１０－４　古城会館ビル６Ｆ サービス

Belle 吉祥寺 武蔵野市 御殿山１－２－３ サービス



25 / 46

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

TRIUMPH TOKYO 武蔵野市 吉祥寺南町５－３－１８ ショッピング

mito 武蔵野市 吉祥寺南町２－２０－６　エターナルコート吉祥寺　１Ｆ サービス

Sylph 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－１２　ＳａｎｔａＦｅ　１－Ｄ サービス

ヘア・メイク ファースト 武蔵野市 吉祥寺本町１－１０－３　古城ビル５Ｆ サービス

レイラバイアフロート 武蔵野市 吉祥寺本町１－１３－１０　アミノビル　７Ｆ サービス

Maison Magnifique 武蔵野市 吉祥寺東町１－１８－１ サービス

hair Virgo 武蔵野市 吉祥寺本町２－３４－１３　ラフォレグリ　１Ｆ サービス

hairmakeflencia 武蔵野市 中町１－１０－５　荒井ビル２Ｆ サービス

COLO 武蔵野市 吉祥寺本町１－３２－１１　高村ビル　Ｂ１Ｆ サービス

BARBER cotch 武蔵野市 吉祥寺北町３－５－２０　パルハイツ　１０２ サービス

KEEN 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－１２－９　ユニゾ吉祥寺ビル　Ｂ１ サービス

emis 武蔵野市 吉祥寺本町２－１１－８　横山ビル　５Ｆ サービス

melt 武蔵野市 吉祥寺本町２－７－８　ＣＯＡＮＯＲＴＨ　２Ｆ サービス

ZEST PARK 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－９　高田ビルＢ１F サービス

soko 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－１７　ドミール長沢西テナント サービス

Lond 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－７　ＫＯＭＯＲＩビル　２Ｆ サービス

ロバーツヘアー 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－２　若松ビル　１Ｆ サービス

ulu 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１６－１７　ウエストサードアレイ サービス

MAISON 武蔵野市 吉祥寺本町２－７－８　ＣＯＡＮＯＲＴＨビル　１Ｆ サービス

美容室マニッシュ 三鷹駅前店 武蔵野市 中町１－１－８　ＮＨ２８ サービス

MODEK’sRISE 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－６　ＧＲＡＮＩＣＯビル　２Ｆ サービス

BiBi international 武蔵野市 吉祥寺南町１－１１－１１ サービス

La Lilas Mauve 武蔵野市 吉祥寺南町１－１０－１１　スペシフィービル　３Ｆ サービス

hair Stola 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－７　グランデール吉祥寺ビル　１Ｆ サービス

PROGRESS 吉祥寺店 武蔵野市 御殿山１－４－１３　吉祥寺ＫＢビル　２Ｆ サービス

atelie OONO 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－１１ サービス

クロード・モネ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１６－１８　フォーラム　１～３Ｆ サービス

BRINGbysnowdrop 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－１２　ＭＵビル　１Ｆ サービス

loretta 武蔵野市 吉祥寺南町２－１０－１６　ユニアスコスモエイト　１Ｆ サービス

riko 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－９　ルミナス吉祥寺　４Ｆ サービス

パティスリーウルソン武蔵境店 武蔵野市 境２－２３－８ 飲食店

うさぎや 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－７ ショッピング

吉祥寺 ウエスタン 武蔵野市 吉祥寺本町１－１－３ ショッピング

Prim 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１３ ショッピング

原宿シカゴ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－６　Ｂ１ ショッピング

ダイワ靴店 吉祥寺 1 号店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１５－２ ショッピング

ル・ヴィラージュ 武蔵野市 吉祥寺本町２－１５－３２　カールライツビル ショッピング

イエスタデー クロス 武蔵野市 御殿山１－３－７ ショッピング

アトリエ ニキティキ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２８－３ ショッピング

株式会社リュードゥリュー 武蔵野市 吉祥寺東町１－１１－１８　Ｍビル　４０１号 ショッピング

マリオネット吉祥寺ローズナード店 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－４ ショッピング
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マリオネット大正通り店 武蔵野市 吉祥寺本町２－８－１　早川ビル　１Ｆ ショッピング

A．P．C．吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－５　三松第三ビル ショッピング

山野楽器 サウンドクルー吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－７　吉祥寺ＭＨビル　１Ｆ ショッピング

マリメッコ 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－２１－９ ショッピング

ブックス ルーエ 武蔵野市 吉祥寺本町１－１４－３ ショッピング

八重洲ブックセンターイトーヨーカドー武蔵 武蔵野市 境南町２－３－６　イトーヨーカドー武蔵境店西館　５Ｆ ショッピング

ナチュラル ランドリー 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－１５　武蔵野カントリーハイツ　１０８ ショッピング

シャワーパーティー吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１－７　吉祥寺ＤＭビル　１Ｆ ショッピング

プチバトーブティック吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１０－７　Ｋ－２１０７Ｂｌｄｇ ショッピング

おこわ米八 エミオ武蔵境 武蔵野市 境南町２－１－１３　エミオ武蔵境 ショッピング

AC ワイン 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１６　コピスＦＦ　Ｂ１ ショッピング

オートフィッツ靴店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１７－２　エスフラッツ１Ｆ ショッピング

ビルケンシュトック 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－３－４ ショッピング

ミニワン 武蔵境 エミオ店 武蔵野市 境南町２－１－１３ 飲食店

ラコステ 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－１０ ショッピング

榎本園芸 武蔵野市 関前３－４１－１７ ショッピング

山利屋吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－２－５ ショッピング

パタゴニア東京・吉祥寺 武蔵野市 御殿山１－５－６　ＮＥＳＴ ショッピング

マーブルシュッド吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－１５－１０７ ショッピング

ネストローブ 吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－６　１Ｆ ショッピング

花蔵 武蔵野市 境１－１０－１３　フレグランス武蔵野　１Ｆ ショッピング

evameva 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－７　グランデール吉祥寺　１０３ ショッピング

リンツショコラカフェ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－１４ 飲食店

Billboard 武蔵野市 吉祥寺本町２－３３－１１　高田マンション　１Ｆ ショッピング

ファッションヴィレッヂ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－３－１ ショッピング

フラップ 武蔵野市 吉祥寺南町１－１６－１１ ショッピング

STEPS 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２－１０　ＭＵＲＡＴＡビル ショッピング

SEEK ＆ FIND 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－２　リッツ　１Ｆ ショッピング

coca 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－２　北辰吉祥寺ビル　１Ｆ ショッピング

サファリ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１６－１１　メゾンなないＣ－１Ｆ ショッピング

retore 武蔵野市 吉祥寺本町２－４－１６　１Ｆ－Ｂ ショッピング

プリスティン吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－５　スプリングハウス１０３ ショッピング

mic 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－７　トヨタビル１Ｆ ショッピング

ビッチーノアレイ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１６　ホワイトハウスビル　１０５ ショッピング

PATRICKLABOKICHIJOJI 武蔵野市 吉祥寺本町２－１５－１　ＦＵＪＩＫＡＷＡＢＬＤＧ．　１０１ ショッピング

江口洋品店・江口時計店 武蔵野市 吉祥寺本町１－３４－１１ ショッピング

吉祥寺 SKIT 武蔵野市 吉祥寺南町１－１８－１　１Ｆ ショッピング

吉祥寺ウエスタン 武蔵野市 吉祥寺本町１－１－３ ショッピング

UQ スポット吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－７　島田ビル　１Ｆ ショッピング

スピングルムーヴ ステイジ 01 武蔵野市 吉祥寺本町２－４－１８　ミドリインタービル　１Ｆ ショッピング

オー・ファン・パレ 武蔵野市 吉祥寺北町２－２－１４　堀内ビル　１Ｆ 飲食店
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エスプリ・ドゥ・パリ 武蔵野市 中町３－５－１２ 飲食店

リサイクルティファナ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１２－５ ショッピング

MUSEUMOFYOURHISTORY 吉 武蔵野市 吉祥寺本町２－３３－５　平井ビル　１Ｆ ショッピング

リサイクルブティック ABC 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１８－１ ショッピング

ココナッツディスク吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２２－４ ショッピング

ガーニッシュ 武蔵野市 吉祥寺本町４－１－２ ショッピング

リビングハウス コピス吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－５　コピス吉祥寺Ｂ館　３Ｆ ショッピング

ノンブルアンペール吉祥寺路面店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１０－４　曙商店店舗Ａ ショッピング

Orfeo 武蔵野市 吉祥寺南町１－８－１１　２Ｆ ショッピング

有限会社船木園 武蔵野市 境南町１－２５－３ ショッピング

バルバリ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１３－１　サンミビル ショッピング

マーブル吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－８ ショッピング

ニューヨークジョーエクスチェンジ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１５－１４ ショッピング

ORTR 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１５－１　トクタケビル１Ｆ ショッピング

ビアードパパの作りたて工房武蔵境店 武蔵野市 境南町２－３－６　イトーヨーカドー西館　１Ｆ 飲食店

LIBERTE 東京本店 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－３ 飲食店

NOCE 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町２－２４－１ ショッピング

KAJA 武蔵野市 吉祥寺本町２－２－８ ショッピング

ROL 武蔵野市 吉祥寺本町１－２６－１ ショッピング

ライラック 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１５ ショッピング

レオニダス吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－４－１６ 飲食店

エルベシャプリエ吉祥寺 武蔵野市 吉祥寺本町２－１４－１　ｋａｋｉｎｏｋｉ　１Ｆ ショッピング

SIGMA 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１５－７ ショッピング

有限会社金子印店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１３－４ ショッピング

高知屋 武蔵野市 吉祥寺本町２－２５－７ ショッピング

グリーングルメ エミオ武蔵境 武蔵野市 境南町２－１－１３　エミオ武蔵境　１Ｆ ショッピング

ジークレフ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１４ ショッピング

地産マルシェ 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－３２－６　トーシンフェニックス吉祥寺クアトロ　１Ｆ ショッピング

グルッペ吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺東町１－２５－２４ ショッピング

Harmonia Sajilo 武蔵野市 吉祥寺本町２－２８－３　吉祥寺ＫＭＮビル　１Ｆ ショッピング

こころダイニング吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１０－５　吉祥寺公園通りビル ショッピング

ピザハット吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町４－６－３　グランドール吉祥寺　１Ｆ ショッピング

MOTHERS 吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺南町１－１５－１４　グランメゾン吉祥寺　２Ｆ 飲食店

MOTHERS EPEE 武蔵野市 吉祥寺南町１－１０－４　１Ｆ 飲食店

TRIVANDRUM 武蔵野市 吉祥寺南町１－１５－６　１Ｆ 飲食店

鶏陣 武蔵野市 境南町２－１－１３　エミオ武蔵境　１Ｆ ショッピング

武蔵野新鮮館 武蔵野市 西久保１－１８－１０ ショッピング

三浦屋 コピス吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－５　Ｂ１Ｆ ショッピング

ビューティーマニア 武蔵野市 境１－５－６　アリビオしろがね　１Ｆ サービス

kokochi － salon 武蔵野市 境南町２－１３－３　ラビアン武蔵境Ｂ１F サービス

エステサロン チェルシーグリーン 武蔵野市 吉祥寺本町２－２０－９　Ｋ ’ ｓハウス２０２ サービス
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WORD 武蔵野市 吉祥寺本町２－２８－１ ショッピング

フローリストアルティザン 武蔵野市 吉祥寺本町３－２１－１２　光ビル１Ｆ ショッピング

ZOOTIE 武蔵野市 吉祥寺本町２－２６－１２　クノス吉祥寺　１０２ ショッピング

MARVELCROSSbyFUKUYA 武蔵野市 吉祥寺本町１－７－９ ショッピング

プリミ・バチ 武蔵野市 吉祥寺南町１－２１－１　井の頭パークサイドビル２Ｆ 飲食店

カプリチョーザコピス吉祥寺店 武蔵野市 吉祥寺本町１－８－１６　コピス吉祥寺Ａ館Ｂ１Ｆ 飲食店

UNE ATTACHE 武蔵野市 吉祥寺本町１－１１－２１三協第三ビル３Ｆ サービス

ステーキのどん　清瀬店 清瀬市 下清戸３－９１６－１ 飲食店

中国料理 同心居 清瀬市 元町１－１－２０ 飲食店

旬菜魚 hiro 清瀬市 元町１－１３－７ 飲食店

とんでん 清瀬店 清瀬市 野塩４－１０４－１ 飲食店

牛繁清瀬店 清瀬市 松山１－９－４ 飲食店

ヘアポートリファイン清瀬店 清瀬市 松山１－２７－８　ファーストアオキビル　１Ｆ サービス

ブーランジェリーソガ 清瀬市 下清戸４－７７２－３ 飲食店

JA 東京みらい 清瀬支店 清瀬市 中里３－８９２－７ ショッピング

Hair　LAPIS 狛江市 和泉本町１丁目５－２　ベルハイツ狛江１０４ サービス

須田サイクル 狛江市 岩戸北３丁目１４－２４　 ショッピング

和幸ニトリ狛江店 狛江市 岩戸南２－４－３　１Ｆ 飲食店

サイゴン狛江店 狛江市 和泉本町１－３－１ 飲食店

リバーサイゴン 狛江市 東和泉３－１０－７ 飲食店

鮨たかはし 狛江市 和泉本町４－１０－９　１Ｆ 飲食店

堀口珈琲 狛江店 狛江市 和泉本町１－１－３０ 飲食店

焼肉食道園 狛江市 猪方３－２３－３　大木ビル　１Ｆ 飲食店

ジャックポット狛江 狛江市 和泉本町１－１－５　狛江市役所庁舎内 飲食店

komaecafe 狛江市 中和泉１－２－１ 飲食店

THE BACKYARD CAFE 狛江市 東和泉１－２１－６　ヘ－ベルＫ　１Ｆ 飲食店

すし銚子丸狛江店 狛江市 和泉本町３－９－３ 飲食店

炭火焼肉ナカフジ 狛江市 東和泉１－１８－８　タカラビル２Ｆ 飲食店

焼肉きんぐ 狛江店 狛江市 東和泉１－３４－２８ 飲食店

クリップヘアー 狛江市 東和泉３－６－５　ロイヤル多摩川　１Ｆ サービス

TRICO 狛江 狛江市 中和泉１－２－７　白井ビル　１０１ サービス

セラヴィ狛江店 狛江市 元和泉１－１－２　エコルマ２－１Ｆ サービス

Quesera sera 狛江市 東和泉４－３－７　ウェルスティビル　１０１ サービス

サンメリー 狛江店 狛江市 元和泉１－２－２ 飲食店

パティスリーアノー狛江店 狛江市 和泉本町３－３－２５　サンミッシェル２　１Ｆ 飲食店

有限会社秋元商店 狛江市 駒井町３－３４－３ ショッピング

SO MANY YEARS コマエテン 狛江市 元和泉１－２－２ ショッピング

Y ショップ狛江ひのでや店 狛江市 元和泉１－１４－１９ ショッピング

ピザハツト狛江西野川店 狛江市 西野川１－１６－５　ウエストスクエア　１０３ ショッピング

マインズショップ狛江店 狛江市 東和泉１－２－１９ ショッピング

トップニューヤヒロ 和泉多摩川店 狛江市 東和泉４－２－２ ショッピング
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ユニフォームスタジオ狛江店 狛江市 東和泉１－３０－１４ サービス

KICHIRI 町田店 町田市 原町田６－９－８　ＡＥＴＡ町田　３Ｆ 飲食店

ラフィーネ 町田市 森野１丁目３３－１８　クレール森野５０３ サービス

デコワークス 町田市 南成瀬１丁目２－１　 ショッピング

THE　餃子 MAN　103 町田市 原町田６丁目２６－１４　１Ｆ 飲食店

CAFE　＆　DINER　88 町田市 本町田２５０７－４　町田木曽住宅ハ１６－１０４ 飲食店

LaSaisonNishiyama 町田市 原町田４丁目１７－１　クリーンハイツ町田１ＦＣ号 飲食店

韓国家庭料理さらん 町田市 木曽西４丁目１－５　 飲食店

ヤキニクヤサン町田店 町田市 忠生３丁目１－１ 飲食店

創作中華　清の 町田市 原町田４－７－２ 飲食店

和幸　多摩境店 町田市 小山ヶ丘２－３－６ 飲食店

七輪房　鶴川店 町田市 大蔵町２１０３ 飲食店

安楽亭　町田成瀬店 町田市 西成瀬２－４７－１４　バインビレッジ成瀬　１Ｆ 飲食店

安楽亭　町田森野店 町田市 森野５－１６－２ 飲食店

ステーキのどん　町田店 町田市 根岸町１０１１－１ 飲食店

スエヒロ館　鶴川店 町田市 能ケ谷町１－８－３ 飲食店

つくし坊 町田市 つくし野２－２６－４　東急第三ビル　１Ｆ 飲食店

ニライカナイ　町田店 町田市 原町田４－５－９ 飲食店

オールドヒッコリー境川 町田市 木曽西１－２－３２ 飲食店

平家の郷・町田館 町田市 小山ヶ丘１－３－１ 飲食店

本家鮨忠 町田市 鶴間３－１３－３ 飲食店

鉄板たかはし 町田市 森野１－３５－７ 飲食店

街角グラス 町田市 森野１－３５－４ 飲食店

焼肉一楽 町田市 原町田６－１１－１３　ホンタマビルＢ１Ｆ 飲食店

すし処久満喜 町田市 原町田６－１７－３　クマキビル２Ｆ 飲食店

シーダイニングリアン 町田市 原町田３－２－６　ＴＭビルＢ１ 飲食店

日本料理さ蔵 町田市 常盤町３３３１ 飲食店

ノースアンジュ日本閣 町田市 相原町１００８ 飲食店

やきとり本舗 風見鶏 町田市 南成瀬４－１－１９　芳成ビル　１Ｆ 飲食店

ボンボネーラ 町田市 森野６－６６－１　フローラ森野　１０２ 飲食店

お好み焼き わらえる 町田市 原町田４－４－２　昌興ビル　２Ｆ 飲食店

ルーチェ 町田市 原町田２－２－５　オードリービル１０１ 飲食店

鮨・地魚あら井 町田市 原町田６－２４－４　１Ｆ 飲食店

Abbot’sChoice 町田店 町田市 森野１－３７－１０　田中ビル１Ｆ 飲食店

Beare 町田店 町田市 中町１－１－４　大黒屋１０ビル３Ｆ 飲食店

焼肉志も川 町田駅前店 町田市 原町田６－１７－３　久満喜ビル　１Ｆ 飲食店

魚河岸 美舟 町田市 森野１－３２－１３　新光ビル　１Ｆ 飲食店

TRATTORIATERRAMAGICA 町田市 原町田６－１５－２　サマディビレッジ１Ｆ 飲食店

町田 肉寿司 町田市 原町田６－１１－７　竹宵ビル 飲食店

割烹蒲焼八十八 町田店 町田市 原町田４－６－１１　櫻粋館Ａ 飲食店

モニカ＆アドリア－ノ 町田市 原町田６－１１－１６　ツブラアダチビル　１Ｆ 飲食店
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アレグロ コン ブリオ 町田市 原町田４－６－１２　２Ｆ 飲食店

リストランテ ミ ディ－カ 町田市 玉川学園２－１－１ 飲食店

そば処くに作 町田市 森野１－２７－１１ 飲食店

すし志も川 町田市 原町田６－１７－１　藤ビル　２Ｆ 飲食店

ゆるり。酒槽 町田市 原町田６－２１－１７ 飲食店

海賊バル ジーニーズ 町田市 森野１－３５－８ 飲食店

EVEMACHIDA 町田市 原町田６－７－８　４Ｆ 飲食店

onewld 町田市 原町田３－２－９　エルムビル１Ｆ 飲食店

うなぎ 流木 町田市 根岸町１００８－２０　リリーハイツ　１Ｆ 飲食店

やきにくまめ牛 町田市 原町田６－７－８　２Ｆ 飲食店

Set Lip 玉川学園店 町田市 玉川学園７－５－４　堀ビル２Ｆ 飲食店

atri 町田市 中町１－５－３　ＣＬＡビル２Ａ 飲食店

さかい珈琲町田多摩境店 町田市 小山ヶ丘５－１－２ 飲食店

うどん屋 開都 町田市 相原町２１８０－１ 飲食店

寿司厨房六山 町田市 能ヶ谷６－１－６ 飲食店

讃岐うどんかいと 町田市 野津田町２４１３－１ 飲食店

紅高梁 総本店 町田市 金井町６０　１Ｆ 飲食店

木乃蔵 町田市 原町田６－２６－１４　内田フォルム第一ビル２Ｆ 飲食店

Trattoria ＆ Bar Over 町田市 玉川学園２－２１－３７　小田急マルシェ　１Ｆ 飲食店

マチダイナー 町田市 原町田６－１１－１４　菊甚ビル　２０１ 飲食店

すし銚子丸町田店 町田市 森野３－１６－１ 飲食店

ピーナッツカフェ スヌーピーミュージアム 町田市 鶴間３－１－１　パークライフ 飲食店

とんでん 南成瀬店 町田市 南成瀬４－２－１６ 飲食店

吾照里 町田店 町田市 原町田６－１１－１７ 飲食店

天忠 町田市 中町１－３－４ 飲食店

お好み焼本舗多摩境店 町田市 小山ヶ丘２－７－１ 飲食店

ゆず庵多摩境店 町田市 小山ヶ丘２－７－１ 飲食店

AFURI 南町田グランベリーパーク 町田市 鶴間３－４－１　グランベリーパークセントラルコートＧ　１０３ 飲食店

焼肉ライク 町田北口店 町田市 森野１－３９－１８ 飲食店

魚ます 町田店 町田市 原町田４－３－６　土方ビル　Ｂ１ 飲食店

焼肉市場げんかや 町田店 町田市 原町田４－６－１　２Ｆ 飲食店

焼肉ホルモンやしち 町田市 金森東１－１１－４１ 飲食店

居酒屋いる 町田市 原町田６－２０－１８　ヤマダイビル２Ｆ 飲食店

串べえず町田店 町田市 原町田４－４－５　平野屋第３ビル 飲食店

焼肉ホルモン神田商店 町田市 原町田６－２１－１８　アネックス町田１Ｆ 飲食店

串兵衛町田店 町田市 原町田６－１１－６ 飲食店

やきとり処 大舞 町田本店 町田市 原町田３－９－１　メゾン及川　１Ｆ 飲食店

久留米やきとりいちころ町田 町田市 原町田６－１７－３　冨田ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉一頭両騨町田本店 町田市 森野１－９－１８　プリマコスモ　１Ｆ 飲食店

赤から町田南口店 町田市 原町田６－１１－７　風月堂ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

やきにくやさん 町田店 町田市 忠生３－１－１ 飲食店
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魚晴 町田市 原町田６－２９－４　寺田ビル　１Ｆ 飲食店

闘牛門 別邸 和ノ牛 町田市 原町田４－１６－１８ 飲食店

焼肉一頭両騨 新館 町田市 原町田６－１８－１３　サニーサイド　Ｂ１Ｆ 飲食店

とりいちず酒場町田中央通り店 町田市 原町田４－５－８－Ｂ１ 飲食店

がブリチキン。町田中町店 町田市 中町１－１６－１４ 飲食店

焼肉ここから町田店 町田市 原町田６－１１－１６ 飲食店

ヒットスタジオ 町田市 鶴川４－８－５　スザキビル　１０２ サービス

ウイングスガーデン 町田市 能ヶ谷１－６－９　神興アルファビル　３０１ サービス

プラスウイング 町田市 能ヶ谷１－４－１２　ネストナカミゾ　２Ｆ サービス

minabyONE’s 町田市 森野１－３４－１２ サービス

タイヤ館 町田 町田市 木曽西２－１４－１４ ショッピング

ネイルサロン シャネイル 町田市 原町田６－１７－７　サークビル　４Ｆ サービス

Hair ＆ MakeneutralArch 町田市 森野１－３４－１６　太陽ビル　２Ｆ サービス

ヘアリゾートディアリウム 町田市 原町田４－１２－１９　ネオマイム町田　１Ｆ サービス

タイヤセレクト町田 町田市 玉川学園４－２１－２７ ショッピング

hairsaloonmaia 町田 町田市 原町田１－２－３　アーベイン平本１０２ サービス

株式会社 Luce 町田市 能ヶ谷２－１２－１　ソレイユビル　２Ｆ サービス

Irie 町田市 原町田１－２－９　小林ビル　４Ｆ サービス

Fuente 町田市 森野１－１１－９　ＭＫＫビル１Ｆ サービス

dot． cross 町田市 原町田６－２０－１９　ＳＴビル　４Ｆ サービス

aroot more 町田市 森野１－１９－５　光ビル　Ｂ１Ｆ サービス

arto 町田店 町田市 原町田６－１５－１３　町田東口駅前ビル　５Ｆ サービス

hair salon dot． 町田市 森野１－１３－１　Ｑ ’ Ｓビル　３Ｆ サービス

unique by KENJE 町田市 原町田４－９－１６　原町田日本堂ビル サービス

TEMPO 町田市 原町田６－２６－９　喜字文ビル　１Ｆ サービス

dot．plus 町田市 原町田６－２１－２８　仁泉堂ビル　４Ｆ サービス

Lico Hair 町田市 原町田６－２７－１６　ヴァレイシャス１Ｆ サービス

K：R 鶴川 町田市 能ヶ谷２－５－８　リベルテ・リッツ　１・２Ｆ サービス

mid 町田市 中町１－１５－１１　Ｕ＆Ｅビル　１Ｆ サービス

monohair 町田市 中町３－４－３　ＥＭ ’ Ｓマンション　１０１ サービス

shalu 町田 町田市 森野１－３６－８　ロータスヴィレッジ町田　１Ｆ サービス

美容室 TIME 町田南店 町田市 原町田１－１６－５　小松ビル　１Ｆ サービス

アルファーガーデン本店 町田市 原町田６－１７－１　藤ビル　３Ｆ サービス

Aguhaircandy 町田 町田市 原町田６－２１－１ サービス

Lib 町田市 原町田６－２４－１０　プレステ－ジ２　１～２Ｆ サービス

Clip Clap 町田市 能ヶ谷１－３－１　ブランピエ－ル弐番館　１０１ サービス

Nailsalon SOARE 町田市 原町田６－２９－４　寺田ビル　４－Ｃ サービス

タイヤ館 多摩境 町田市 小山町１１８６－４ ショッピング

Monan 町田市 原町田６－１３－９　ミューズビル　２Ｆ サービス

イリオス町田店 町田市 原町田６－２０－１３　ヤマダイビル５Ｆ・６Ｆ サービス

Neolive capu 町田市 原町田６丁目２１－２４　松沢ビル　２Ｆ サービス
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artslita 町田市 森野１－１９－１５　森ビル　２Ｆ サービス

ヘアーワークスクリエイション 町田市 鶴間３－２－２ サービス

アルゴー美容室トリトン 町田市 玉川学園２－１－３０ サービス

アイラッシュ Tokyo 町田エスペランサ店 町田市 原町田４－１－８　ヤンビル　４Ｆ サービス

Palette 町田市 原町田１－２－９　小林ビル３０１ サービス

atelierBlueMagic 町田市 原町田６－１０－３　リンズパークビル２Ｆ サービス

エクセル美容室 町田市 玉川学園７－８－３　ＭＹプラザ　１Ｆ サービス

color kitchen 町田店 町田市 原町田４－１０－１９　ソフィア町田タワーギャラリー　１Ｆ サービス

Anphi 南町田 町田市 小川７－１－４６ サービス

jam 町田市 原町田４－９－１６　町田第一ビル２Ｆ ショッピング

マチダベッカリー 町田市 原町田６－１０－１９　１Ｆ 飲食店

ブラウニー 町田市 成瀬が丘２－２８－２ 飲食店

ハニーズ 多摩境店 町田市 小山ヶ丘６－１－１０　ミスターマックス町田多摩境ＳＣ　１Ｆ ショッピング

オカダヤ 町田店 町田市 原町田６－１０－７ ショッピング

宝永堂 町田市 原町田６－１－１７ ショッピング

さかや栗原 町田店 町田市 南成瀬１－４－６ ショッピング

リカーポート蔵家 町田市 木曽西１－１－１５ ショッピング

DAMAGE DONE 町田市 森野１－３９－１７　大ビル　２Ｆ ショッピング

RAWDRIP MACHIDA 町田市 森野１－３９－１７　大ビル　１Ｆ ショッピング

FURLA グランベリーパーク 町田市 鶴間３－４－１　グランベリーパークＣ１０２区画 ショッピング

ワーク 21 町田市 木曽東４－２－８ ショッピング

久美堂 四丁目店 町田市 原町田４－９－８　サウスフロントタワー町田　１Ｆ ショッピング

久美堂 本町田店 町田市 本町田９９６ ショッピング

久美堂 本店 町田市 原町田６－１１－１０ ショッピング

チャコット 町田店 町田市 原町田４－１１－１３　天野ビル　２Ｆ ショッピング

リカーランドトップ 3 町田店 町田市 根岸２－３２－６ ショッピング

マツヤマ レディス館 町田市 原町田４－４－５ ショッピング

ゲーマーズ 町田店 町田市 原町田４－５－８　町田レガロビル　２Ｆ ショッピング

宗家源吉兆庵 町田根岸店 町田市 根岸１－７－１５ 飲食店

東京ガスライフバル 町田 町田市 中町２－１５－１４ ショッピング

銀座あけぼの忠生店 町田市 忠生１－２－１ 飲食店

成城風月堂 玉川学園前店 町田市 玉川学園７－５－４ 飲食店

TREDICI 町田市 中町１－１８－２　Ｗｏｏｄｂｅｌｌ３－Ｂ ショッピング

長峰製茶株式会社 町田根岸店 町田市 根岸１－１３－１９ ショッピング

キャトル成瀬台店 町田市 成瀬台３－２５－１５ 飲食店

富澤商店 本店 町田市 原町田４－４－６ 飲食店

作業服流通センター小野路店 町田市 小野路町２４１９－１ ショッピング

PROSHOP 和光町田街道店 町田市 小山町８２５－３ ショッピング

ヴェリィヴェリィ 森野店 町田市 森野３－１５－２２　フードワン１Ｆ ショッピング

金子園町田店 町田市 原町田６－１０－２ ショッピング

金子園根岸店 町田市 根岸２－１８－１　アメリア町田根岸店　１Ｆ ショッピング
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金子園成瀬店 町田市 南成瀬１－２－１　成瀬駅前ハイツ　１Ｆ ショッピング

東京無限堂オフィス館 町田市 南町田５－１２－５６ ショッピング

東京無限堂厨房館 町田市 南町田５－１２－５６ ショッピング

クラスティーナインターファニチャー 町田市 鶴間８－１１－１２ ショッピング

福田屋人形店 町田店 町田市 原町田６－１８－１３ ショッピング

エスポアなかのや 町田市 原町田６－２０－１０　中野屋ビル１Ｆ ショッピング

スーパーヤマザキ 鶴川店 町田市 鶴川６－７－２ ショッピング

クロイツェル 町田市 成瀬台２－１６－２ ショッピング

季四十舎 町田市 原町田４－３－６－１ ショッピング

魚河岸中與商店南町田店 町田市 鶴間３－４－１　グランベリーパーク内 ショッピング

かつや町田鶴川店 町田市 野津田町８２６ 飲食店

かつや町田忠生店 町田市 忠生１－２７－１ 飲食店

JA 町田市 アグリハウスみなみ 町田市 金森４－５－３ ショッピング

JA 町田市 アグリハウスさかい 町田市 相原町６７５ ショッピング

JA 町田市 町田支店経済課 町田市 森野２－２９－１５ ショッピング

JA 町田市 アグリハウス鶴川 町田市 大蔵町４３８－１ ショッピング

JA 町田市 アグリハウス忠生 町田市 忠生３－７－１８ ショッピング

リカーマウンテン町田東口店 町田市 原町田６－１７－１　藤ビル　１Ｆ ショッピング

業務スーパー 町田図師店 町田市 図師町１３４４－１ ショッピング

業務スーパー 町田小山店 町田市 小山町９６１－２ ショッピング

業務スーパー町田南大谷店 町田市 南大谷１８４－１ ショッピング

株式会社食品の店おおた 町田木曽店 町田市 本町田２５０７－７ ショッピング

北海道うまいもの館 ぽっぽ町田店 町田市 原町田４－１０－２０　ぽっぽ町田　１Ｆ ショッピング

A コープ藤の台店 町田市 本町田３４８６－１－５４ ショッピング

SEPIACAFE 町田市 原町田４－４－５　平野屋第３ビル 飲食店

霜月亭 町田市 野津田町１０４２ 飲食店

OSTERIA UCCELLO 町田市 原町田５－５－６　ブリューエントプラッツ１０１ 飲食店

すし処 金太郎 町田市 原町田４－６－８　スペランツァ町田３Ｆ－Ａ 飲食店

HAIR CREATION fan． 町田市 中町１－５－９　Ｍ ’ ｓ　ｓｑｕａｒｅ１Ｆ サービス

グリュン シューズガーデン 町田市 成瀬が丘２－２９－８－１－Ａ ショッピング

サクラモト 町田市 森野１－１９－２０　小田急バス町田ビル　２Ｆ ショッピング

スマートクロージングストア 町田店 町田市 原町田４－２－４　ハイストーンビル　１Ｆ ショッピング

炉端 美藏 町田市 原町田６－１５－１１　十弐番館３階 飲食店

トラットリア　ベアーレ　町田 町田市 中町１－１－４大黒屋１０ビル３Ｆ 飲食店

SBS　TOKYO　町田店 町田市 森野１－３６－９ サービス

スーパー丸伴 神津島村 1445 ショッピング

麺処しんすけ 福生市 福生１１０３　 飲食店

鮨和二号店 福生市 福生８８７－７　富士見ビルＡ 飲食店

Daidokoro － Bar　あおや 福生市 福生１０４３－１　キョーワパレス１ＦＢ 飲食店

ステーキのどん　福生店 福生市 牛浜４３－１ 飲食店

幸楽園 福生市 熊川１０１８ 飲食店



34 / 46

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［東京都 23区外］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

きみ竹 福生市 加美平３－３４－１７ 飲食店

SAKURA 福生市 東町１４－３　１Ｆ 飲食店

マイクス横田店 福生市 加美平２－３－１　コーポ第一秋峰３ 飲食店

IndianRestaurantMAHA 福生市 福生２２１８－４ 飲食店

イタリアントマトカフェジュニア西友福生店 福生市 東町５－１　西友福生店　２Ｆ 飲食店

鰻・天ぷらくぼた 福生市 福生９１０ 飲食店

dana chula 福生市 福生２２７１－１ 飲食店

石川麦酒 株式会社 福生のビール小屋 福生市 熊川１ 飲食店

レストラン甘蔵 福生市 福生１０４７ 飲食店

や台や 福生駅西口町 福生市 本町１３６－２　Ｍ・Ｃ福生ビル 飲食店

や台ずし 福生駅西口町 福生市 本町１３６－２　Ｍ・Ｃ福生ビル 飲食店

あみやき亭 福生店 福生市 福生９６５ 飲食店

焼肉明月館福生店 福生市 加美平３－１４－１０ 飲食店

焼肉 万蔵 福生市 北田園１－１３－１ 飲食店

炭火やきとり火の鳥牛浜編 福生市 牛浜１２５ 飲食店

Iggyhairdesign 福生市 本町７５ サービス

Hair × Cafe KUMA 福生市 本町６６　１Ｆ サービス

美容室 TIME 福生店 福生市 本町１４２　福田屋ビル　２Ｆ サービス

Hair ＆ makeDOT 福生市 福生１０４６　ＫＨスパイラルビル　１Ｆ サービス

ブックス タマ 福生店 福生市 福生１０７６ ショッピング

福生整骨院 福生市 本町５８　メゾンドヌール山崎　２Ｆ　福生整骨院内 ショッピング

みのりかわ PROHANDS 福生市 加美平１－２６－３ ショッピング

ブックオフ 福生店 福生市 武蔵野台２－３１－３　イーストビレッジ　１Ｆ ショッピング

夕陽の T シャツ 福生市 福生２２１５　大久保ビル　１Ｆ ショッピング

福生支店直売所 福生市 本町１６ ショッピング

5．11 TKY 福生市 熊川１０７２ ショッピング

RAYdyLIEONSHARE 福生市 福生二宮２４７６－６　辺河ビル　１Ｆ ショッピング

ブティック トコ 福生市 東町１１－１ ショッピング

シュトゥーベンオータマ 福生市 福生７８５ ショッピング

三ッ木屋酒店 福生市 志茂７９ ショッピング

トーカイ 西友福生店 福生市 東町５－１　西友福生店パート２　１Ｆ ショッピング

石川酒造（株）酒世羅 福生市 熊川１ ショッピング

LiquorBaseFussa 福生市 福生９６３ ショッピング

ピザハット福生店 福生市 熊川９７５－１　プラシード輝　１Ｆ ショッピング

株式会社福生ハム 福生市 福生７８９ ショッピング

かつや 福生 福生市 志茂４４－３ 飲食店

マルフジ 福生店 福生市 武蔵野台１－９－８ ショッピング

マルフジ 熊川南店 福生市 熊川１５８－１ ショッピング

宮寺タイヤ商会 福生市 福生２２５４　Ｍタワー　２Ｆ ショッピング

ヨコタ無線センター 福生市 福生２２１２ ショッピング

コーチャンフォー　若葉台店　マルシェ 稲城市 若葉台２丁目９－２　 ショッピング
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福寿庵 稲城市 矢野口１１０９　福寿庵ビル 飲食店

和幸　アクロスプラザ若葉台店 稲城市 若葉台２－８ 飲食店

伝説のステーキ屋 稲城店 稲城市 大丸９１７－１ 飲食店

高倉町珈琲 若葉台店 稲城市 若葉台１－５５　アクロスプラザ東　１Ｆ 飲食店

NiNiGi CAFE 稲城市 矢野口３０４－５　丸弘ビル　２・３Ｆ 飲食店

ウリカフェ 稲城市 矢野口２１９２－２　石黒ビル　５号室 飲食店

やきとり無難 稲城市 矢野口２７３－９ 飲食店

サエラクワトロ 稲城市 若葉台２－４－３　若葉台新都市センタービル２Ｆ サービス

ドルフィン 稲城市 東長沼３１０９　ガーデンピア樹光１０５ サービス

COLOURJACQUES 若葉台 稲城市 若葉台１－５５　アクロスプラザ若葉台東１Ｆ サービス

コーチャンフォー 若葉台店 ミュージック 稲城市 若葉台２－９－２ ショッピング

SRC 紺屋 稲城市 東長沼１９６５ ショッピング

Cake Factory Whip 稲城市 百村１４６４－１２ 飲食店

トーカイ 三和稲城店 稲城市 向陽台３－８－１　三和稲城店　１Ｆ ショッピング

スーパーヤマザキ 平尾店 稲城市 平尾３－１－１ ショッピング

かつや稲城矢野口店 稲城市 矢野口３１８ 飲食店

コーチャンフォー 若葉台店 書籍 稲城市 若葉台２－９－２ ショッピング

コーチャンフォー 若葉台店 文具 稲城市 若葉台２－９－２ ショッピング

リサイクルセンターアールワン 稲城本店 稲城市 矢野口１２２３－１ ショッピング

appui 立川市 錦町１丁目５－３１　１Ｆ サービス

OAK 立川市 曙町２丁目１６－１　ＴＡＣＨＩＫＡＷＡＧＡＬＥＲＡ 飲食店

GOOD ＆ BADTIMES 立川市 錦町１丁目５－２５　秋庭ビル１Ｆ 飲食店

炭とワインビビ立川本店 立川市 錦町２丁目３－３１　伊藤ビル１Ｆ 飲食店

RoseBerryJu 立川市 砂川町６丁目４２－２６ サービス

アタカ 立川市 錦町２丁目１－３２明代ビル１０３ 飲食店

Don Che- 立川市 錦町１丁目３－９ 飲食店

cafesov 立川市 柴崎町２－３－３　ライフソースビル　１Ｆ 飲食店

安楽亭　立川店 立川市 栄町３－６－２ 飲食店

安楽亭　立川錦町店 立川市 錦町３－２－３ 飲食店

どんどん　立川店 立川市 幸町２－２５－５ 飲食店

スエヒロ館立川日野橋店 立川市 錦町５－１９－１２ 飲食店

福八 立川市 曙町２－２１－５ 飲食店

BAR KILN 立川市 柴崎町３－７－２２　高田ビル２Ｆ 飲食店

あら井鮨総本店 立川市 曙町１－３０－１３ 飲食店

しゃぶしゃぶあじと立川店 立川市 錦町２－１－１０　岩沢ビルＢ１Ｆ 飲食店

パスタビーノハシヤ 立川市 柴崎町２－１－６　エルタワータチＢ１Ｆ 飲食店

SHRAVAN 立川市 錦町２－１－８　グリーンビルＢ１Ｆ 飲食店

立川すえひろ 立川市 柴崎町３－１１－７　エルレーヴ立川１Ｆ 飲食店

近江源助 立川市 曙町２－３－１　立川パールインビル３Ｆ 飲食店

イルキャンティ　ノルド 立川市 曙町２－１０－１２ 飲食店

goat 立川市 柴崎町２－２－１３　ＦＫＫ立川柴崎町ビル　３Ｆ 飲食店
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イル・ピアットオチアイ 立川市 柏町４－６３－８ 飲食店

串焼き＆鉄板酒場 HALBAR 立川市 柴崎町３－１０－５　ＦＭビル　１Ｆ 飲食店

ウエストエンド 立川市 曙町２－７－１０　井上ビルＢ１Ｆ 飲食店

レストランサヴィニ 立川市 曙町２－７－１０　井上ビル２Ｆ 飲食店

akaricafe 立川市 曙町２－４２－２３　アーバンライフ立川　１Ｆ 飲食店

Italian ＆ WineBar GB 立川市 柴崎町３－６－２３　ＬＸビル　６Ｆ 飲食店

ステーキ＆しゃぶしゃぶ粋 North 立川市 曙町２－２２－５　ＩＩビル２Ｆ 飲食店

U －！ 立川市 曙町２－１８－６ 飲食店

鮨きたむら 立川市 錦町２－１－１１ 飲食店

薪釜屋 ciao 立川市 柏町３－８－１ 飲食店

洋菓子のプルミエ－ル 立川市 西砂町１－３６－１１ 飲食店

鉄板や倫 立川市 錦町２－１－１０　コ－トド－ル　２～３Ｆ 飲食店

街カフェ COCOON 立川市 富士見町１－２６－１０　コミュニティビル安庵　２Ｆ 飲食店

Pizzeria YUICIRO ＆ A 立川市 曙町１－３０－２１　立川井上ビル１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ 観 たちかわ 立川市 高松町３－１９－２　１Ｆ 飲食店

Dod 立川市 錦町１－５－６　サンパークビル１０２ 飲食店

CONA 立川店 立川市 柴崎町３－７－２４　ＭＹビル　１Ｆ 飲食店

Brut 立川市 曙町２－１２－１５　立川金水ビル　２Ｆ 飲食店

本棚珈琲 ノルテ店 立川市 曙町２－４２－１　パークアベニュー　３Ｆ 飲食店

アジアテック 立川店 立川市 曙町２－１１－２ 飲食店

MM ランド立川店 立川市 柴崎町３－４－１０　ミナミビル４Ｆ 飲食店

有限会社天ぷら岡本 立川市 曙町２－５－１９　ジュピタルビル２Ｆ 飲食店

チ－ズ＆ワイン Le．Lien 立川市 柴崎町２－２－２６　入船ビル　６Ｆ 飲食店

やきとりの玉屋 立川市 高松町３－１３－２２ 飲食店

海の家波音 立川市 曙町２－１４－１９　１Ｆ 飲食店

テパトモカ 立川市 高松町３－１４－１３　ボヌール立川 飲食店

Bistroflatcafe 立川市 錦町１－３－８　第２ＭＫビル 飲食店

レストランマユール 立川市 曙町２－１６－６　テクノビル１Ｆ 飲食店

中国料理 五十番 立川市 錦町１－４－５ 飲食店

紅矢 立川北口店 立川市 曙町２－５－１７　Ｓ＆ＴＩＴＯＨＢＬＤ　２Ｆ 飲食店

中華食堂 壱徹らーめん 立川市 柴崎町６－１２４－１ 飲食店

サンフジ 立川市 幸町２－３－５ 飲食店

ブラッスリーアミカル 立川市 柴崎町２－３－１３ 飲食店

キャフェ クリムト 立川市 曙町２－５－１ 飲食店

メディアカフェポパイ 立川店 立川市 柴崎町３－６－２　アレアレアビル　５Ｆ 飲食店

すし銚子丸立川店 立川市 錦町５－１９－１６　アミティ日野橋 飲食店

錦寿司 立川市 錦町１－１９－１７ 飲食店

とんでん 立川栄町店 立川市 栄町３－２５－２ 飲食店

天ぷら わかやま 立川市 曙町２－２２－２３　木村ビル３Ｆ 飲食店

OLD NEW DINER 立川市 錦町１－８－５　イーグル立川　１０１ 飲食店

インカメラコンテラッツァ 立川市 柴崎町３－７－１４　植源ビル　２Ｆ 飲食店
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インカメラポルタ 立川市 柴崎町３－７－１４　植源ビル　１Ｆ 飲食店

海鮮魚力 立川南口店 立川市 柴崎町３－６－６　ＴＳＪビル　２Ｆ 飲食店

厳選和牛焼肉松剛 立川市 曙町２－１４－２３　１Ｆ 飲食店

立川 ホルモン 立川市 曙町２－１７－５　杉田ビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 立川錦町 立川市 錦町２－１－２２ 飲食店

や台ずし 立川曙町 立川市 曙町２－３１－１５　日住金立川ビル 飲食店

炭火焼肉家和 立川市 曙町２－１４－１０　マルヤサンカクビル２Ｆ 飲食店

やきとり家 すみれ 立川店 立川市 柴崎町３－７－２４　山三第一ビル　２Ｆ 飲食店

原始炭焼まる秀 立川市 曙町２－２２－２３　木村ビルＢ１Ｆ 飲食店

とり鉄立川店 立川市 曙町２－１１－７　立川リージェントビル　１Ｆ 飲食店

焼肉大幸園立川店 立川市 錦町１－１－１５　１Ｆ 飲食店

炭火やきとり 十兵衛 立川市 錦町１－１－１４　上野ビル２Ｆ 飲食店

個室居酒屋 家偉族 立川本店 立川市 曙町２－７－１９　ＭＡビル　２Ｆ 飲食店

やきとり処 大舞 立川店 立川市 曙町２－２２－５　ＩＩビル　１Ｆ 飲食店

焼肉いのうえ 立川 立川市 曙町２－１５－２１　尾崎ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

旬菜炭焼玉河 立川市 曙町２－１４－３２ 飲食店

焼肉酒場すみびや 立川市 曙町２－５－１７　Ｓ＆ＴＩＴＯＨＢＬＤ４Ｆ 飲食店

魚トの神 立川 立川市 柴崎町２－２－２６　入船ビル　５Ｆ 飲食店

焼肉べこ六 ホルモン舗 立川南口店 立川市 錦町１－３－１２　やな瀬ビル　１Ｆ 飲食店

ホルモン焼肉・盛岡冷麺　道 立川市 錦町１－５－２４　コアライブビル１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥あら 立川市 柴崎町２－１１－１　ウノビル１Ｆ 飲食店

焼肉家かず 立川市 錦町３－１－８　ヒイルパークス立川錦町 飲食店

串ぼうず 立川市 高松町３－１３－１　ザンパータ　１０１ 飲食店

とりいちず立川店 立川市 錦町２－１－５　梅林ビル 飲食店

肉バルアモーレ 立川市 曙町２－７－２０　カメヤビル　５Ｆ 飲食店

ホルモン焼道場蔵立川南口店 立川市 錦町２－１－３３　ミキビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 べこ六王道 立川店 立川市 錦町１－３－１２　斉藤ビル 飲食店

焼肉ハウス 暖家 立川市 柴崎町３－６－２３　ＬＸビル　７Ｆ 飲食店

焼鳥かもしや 立川市 柴崎町２－３－３　林ビル　１Ｆ 飲食店

es 立川市 錦町１－３－１０　ミヨシビル　２Ｆ サービス

フラン ヘアー アート 立川市 柴崎町２－３－３　ライフソースビル　４Ｆ サービス

ZEST CRES 立川市 錦町１－３－２９　鴨志田ビル　２Ｆ サービス

松本平太郎美容室 立川店 立川市 曙町２－３－１　パールインビル　５Ｆ サービス

Juice 立川市 錦町１－２－１３　中島ビル　２Ｆ サービス

美容室 グラッツィエ 立川市 錦町２－１－１７　井上ビル　１Ｆ サービス

NEWTON 立川市 柴崎町３－５－２１　井上ビル　１Ｆ サービス

BAROQUE 立川市 柴崎町２－３－１８　条川ビル　１Ｆ サービス

HAREKE ルーピディア 立川市 柴崎町３－６－３０ サービス

クレッシェンドルナ 立川市 柴崎町３－９－２４ サービス

spica 立川市 曙町１－１３－１２　やぶ砂ビル　４０１ サービス

marry 立川店 立川市 曙町２－３－２　高柳ビル　７Ｆ サービス
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Keen 立川市 柴崎町２－６－３　まるごビル　２Ｆ サービス

Y’shome 立川市 錦町１－１－２３　東京都酒造会館ビル　１－Ａ サービス

Lien 立川市 錦町１－３－１０　三好屋ビル　３Ｆ サービス

ｃｏｃｏｒｏｉｒｏ 立川市 柴崎町２－１４－２６－１０１ サービス

merrow man 立川市 柴崎町２－６－３　まるごビル　３Ｆ サービス

MARCIE 立川市 柴崎町２－３－３　エイティエイト　１０２ サービス

MARQhair 立川市 錦町２－１－１３　枝窪ビル　１Ｆ サービス

Chlom 立川市 錦町２－１－２６－５０２　ＮＢｕｉｌｄｉｎｇ サービス

D’na 立川市 曙町１－１２－２２　コトブキビル　１Ｆ サービス

Ange 立川市 柴崎町２－１－６　エルタワータチ１Ｆ サービス

ZEST 立川南口店 立川市 柴崎町２－２－１　ＫＳビルＢ１Ｆ サービス

Hair ＆ Make ZEST bis 立川市 柴崎町３－１－７　南口ビル２Ｆ サービス

ファストネイル 立川店 立川市 錦町１－３－２０　マツシマビル　４Ｆ サービス

AUBEhairlachic 立川店 立川市 曙町２－１８－１７　町田ビル　５Ｆ サービス

PROGRESS 立川若葉店 立川市 若葉町３－２５－７ サービス

La luce 立川市 曙町２－１２－２　横川ビル　４Ｆ サービス

RUE5 立川市 柴崎町２－１－９　中島ビル　２Ｆ サービス

Lacisa 立川市 錦町１－５－２６　コ－ポ鳥海　１Ｆ サービス

ディア－ズ立川 2 号店 立川市 錦町１－４－７　初雁ビル　Ｂ１Ｆ サービス

美容室 drops 立川市 一番町５－３－５－１０１ サービス

La fith hair 立川店 立川市 柴崎町３－６－５　五十嵐ビル　５Ｆ サービス

ブラッキー立川店 立川市 曙町２－１０－１０　五光曙ビル３Ｆ サービス

HAREKE33St 立川市 緑町４－５　寿屋ビル　２０３ サービス

HAIR ＆ MAKESeeknext 立川市 柴崎町３－７－２４　ＭＹビル　Ｂ１ サービス

Wave Room 立川市 錦町１－３－２４　ソーシンビル　５Ｆ サービス

Londleglise 立川市 曙町２－１０－１２　レイジャルバルミュール　２Ｆ サービス

RAYS 立川市 柴崎町３－９－７　多摩川実業ビル　２Ｆ サービス

L － HUBTOKYO 立川市 柴崎町３－５－２７　ＹＭビル　３Ｆ サービス

メンズオンリーサロン創 立川市 曙町２－１２－１３　甘利ビル　２Ｆ サービス

ROBERTS 立川 立川市 錦町１－８－１４　鈴木ビル　１０２ サービス

MODEK’s ／ Diva 立川店 立川市 曙町２－８－２９　村野ビル　１Ｆ サービス

ハレケメリディッシュ 立川市 曙町２－５－１７　イノタケビル　６Ｆ サービス

ヘアー＆メイク ヒューラ 立川店 立川市 柴崎町３－１０－１０　ＴＹビル立川　１Ｆ サービス

emme 立川市 錦町２－２－３　今井ビル　４Ｆ サービス

ZEST PLUS 立川市 柴崎町３－７－２４　ＭＹビル　４Ｆ サービス

秀光人形 立川砂川店 立川市 砂川町２－４１－８ ショッピング

コトブキヤ 立川本店 立川市 緑町４－５　壽屋ビル ショッピング

ホマレヤ 本店 立川市 柴崎町２－４－１５　ほまれ屋本社ビル　１Ｆ ショッピング

三田花店本店 立川市 錦町２－５－２５ ショッピング

カードショップ竜星の PAO 立川店 立川市 曙町 2-11-2 フロム中武 5 階 ショッピング

フルコンプ立川南口店 立川市 柴崎町３－４－１４　霧島ビル２Ｆ ショッピング
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楽器奏庫立川店 立川市 錦町２－１－７　古川ビル　１Ｆ ショッピング

WARHAMMERSTORE 立川 立川市 曙町２－１８－１８　５Ｆ ショッピング

アンの工房 立川幸町店 立川市 幸町２－１７－４　ソノベビル１Ｆ 飲食店

ガーデンアンドクラフツ 立川市 錦町６－２３－１８ ショッピング

珈琲夢職人 立川市 羽衣町２－２７－１２ ショッピング

ムサシノ商店 立川店 立川市 曙町１－１５－１　谷ビル　３Ｆ ショッピング

吉岡太一 立川市 曙町２－２２－２２　木村ビルＺｗｅｉ　１Ｆ 飲食店

MOTHERS オリエンタル 立川市 曙町２－８－５　シネマシティ　１Ｆ 飲食店

MOTHERS 立川南口店 立川市 柴崎町２－２－１　ＫＳビル　１Ｆ 飲食店

MOTHERS 立川 カンテラ 立川市 柴崎町２－２－１　ＫＳビル　１Ｆ 飲食店

CAFE de CRIE 立川北口大通り 立川市 曙町２－７－１７　丸井・井上共同ビル　１Ｆ 飲食店

かつや立川北口店 立川市 曙町２－２－２５　タクロスビル　１Ｆ 飲食店

みのーれ立川 幸町店 立川市 幸町１－１４－１ ショッピング

ファーマーズセンター みのーれ立川 立川市 砂川町２－１－５ ショッピング

アミカ立川店 立川市 錦町５－１９－１３ ショッピング

F．あら井 立川市 錦町１－６－１７ 飲食店

海乃華 立川市 曙町２丁目３－１　立川パールインビル２Ｆ 飲食店

中国飯店 百嘉園 立川市 高松町２－２２－２ 飲食店

Deli ＆ Cafe54 羽村市 栄町３丁目３－３　ＳＡＫＵＲＡモール２Ｆ 飲食店

安楽亭　羽村店 羽村市 栄町２－１０－１ 飲食店

ステーキのどん　羽村店 羽村市 小作台５－１９－３ 飲食店

大衆割烹花水木 羽村市 小作台１－２７－２　石田ビル１Ｆ 飲食店

魚粋亭 羽村市 小作台３－２２－２　カナモリビル１Ｆ 飲食店

アジアン ダイニング＆バ－ アラテ 羽村市 栄町１－３－１１ 飲食店

とんでん 羽村店 羽村市 神明台１－１０－６ 飲食店

炭火焼肉屋さかい 羽村店 羽村市 緑ヶ丘１－５－１３ 飲食店

魚吉本店 羽村市 小作台１－１２－１２ 飲食店

リファイン羽村店 羽村市 五ノ神１－１２－８　ロマネスク島田　１Ｆ サービス

Chord 羽村市 小作台１－６－１　福島ビル　１Ｆ サービス

pullfull 羽村市 神明台１－２７－１７　松崎ビル　１Ｆ サービス

スパレジェンド 羽村市 五ノ神４－１－８　日芳ビル　１Ｆ サービス

Jewel Line 羽村市 小作台１－７－３　東海ビル３Ｆ サービス

Chord seventh 羽村市 五ノ神４－１４－５　サン・シティビル　１Ｆ サービス

シャンプー アルファ 羽村市 五ノ神１－８－９　小野ビル　２Ｆ サービス

羽村市農産物直売所 羽村市 羽加美１－３２－１ ショッピング

自然派野菜直売所ベジベジ 羽村市 五ノ神１－１－５ ショッピング

ブティック ミナ 羽村市 五ノ神４－１２－５ ショッピング

有限会社ときわ堂 羽村市 五ノ神１－１２－１０ ショッピング

ブックスタマ 小作店 羽村市 栄町１－３－１１ ショッピング

かつや 羽村 羽村市 小作台５－２８－７ 飲食店

マルフジ 羽村店 羽村市 羽東１－２１－２８ ショッピング
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ambrosia 羽村市 富士見平１－１５－１０ サービス

アースガーデン 西多摩郡奥多摩町 白丸３６１－１ 飲食店

古里経済店舗 西多摩郡奥多摩町 小丹波５６－２ ショッピング

日の出経済センターぐりむ 西多摩郡日の出町 大久野１７－２ ショッピング

ショッピングストアかあべえ屋 西多摩郡檜原村 ４６３番地イ ショッピング

ネクストギア 西多摩郡瑞穂町 殿ヶ谷９４３－２ ショッピング

ペッパーランチ ジョイフル本田瑞穂店 西多摩郡瑞穂町 殿ヶ谷４４２ 飲食店

果汁工房果琳 ジョイフル本田瑞穂店 西多摩郡瑞穂町 殿ケ谷４４２　ジョイフル本田瑞穂店２Ｆ 飲食店

居酒屋 一発 西多摩郡瑞穂町 箱根ヶ崎東松原１２ー８ 飲食店

青梅産業 西多摩郡瑞穂町 箱根ヶ崎東松原６ー２４ ショッピング

ラグステーション 西多摩郡瑞穂町 武蔵５２ ショッピング

スーパーナカムラ 西多摩郡瑞穂町 二本木６６８－２ ショッピング

瑞穂店 シモダディスカウントセンター 西多摩郡瑞穂町 長岡１－１－２ ショッピング

muuu 西東京市 ひばりが丘北４丁目１－２９　栄屋ビル１Ｆ 飲食店

和牛焼肉　幸 西東京市 田無町３丁目１１－１２　 飲食店

grazioso 西東京市 田無町４丁目２８－１４　 飲食店

炭火焼鳥 Dining 灯 西東京市 富士町４丁目１５－８　グリーンハウス１Ｆ 飲食店

安楽亭　田無店 西東京市 芝久保町４－１５－２４ 飲食店

安楽亭　田無北原店 西東京市 北原町１－１－２７ 飲食店

フォルクス　田無店 西東京市 芝久保町３－１－４６ 飲食店

武蔵野食堂 西東京市 田無町４－３－１３ 飲食店

墨花居 田無店 西東京市 田無町４－２４－１　Ｋ－ｈｏｕｓｅ３　１Ｆ 飲食店

和ダイニング奏 西東京市 ひばりが丘北３－２－３　グリーンコーポ１０２ 飲食店

鉄板焼ステーキ花瑠音 西東京市 谷戸町３－２７－２４　ひばりヶ丘プラザ２Ｆ 飲食店

ダイニングバーハレノヒキッチン 西東京市 ひばりが丘北４－１－３１　２Ｆ西尾ビル 飲食店

寒舎 西東京市 谷戸町２－１５－１２　愛和ビルＢ１Ｆ 飲食店

TARO ＆ HANAKO 西東京市 ひばりが丘北４－３－３０　ひばりヒルズ　１Ｆ 飲食店

一軒屋ダイニング 西東京市 田無町４－２－１６ 飲食店

味和い処 かっぱ屋 西東京市 富士町４－１４－１５　メイプルガーデン　１Ｆ 飲食店

や台ずし 東伏見北口駅前町 西東京市 富士町４－１７－７　片井木ビル 飲食店

や台ずし ひばりヶ丘駅前町 西東京市 ひばりが丘北４－３－４ 飲食店

焼肉屋成龍 西東京市 富士町４－１５－４　第二竹内ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼鳥チキチキ 西東京市 田無町４－２８－１６　平和ビル 飲食店

あみやき亭 田無店 西東京市 田無５－６－１５ 飲食店

やきとり家すみれ ひばりが丘店 西東京市 ひばりが丘北３－３－１９ 飲食店

ホルモン焼道場蔵田無店 西東京市 田無町４－２８－１４　田無第二マーブルビル　Ｂ１ 飲食店

居酒屋 魚太郎 ひばりが丘店 西東京市 谷戸町３－２７－９　ＪＣビル　２Ｆ 飲食店

焼肉 ホルモン亭 西東京市 柳沢３－１－５　テラス鳳　１Ｆ 飲食店

やきとり門福 西東京市 ひばりが丘北３－６－５　Ｍ＆Ｓビル　１Ｆ 飲食店

PROGRESS ひばりヶ丘店 西東京市 ひばりが丘北３－５－１９　鎌田ビル　２Ｆ サービス

Blossom ひばりケ丘店 西東京市 ひばりが丘１－４－３　ケイアイビル　１Ｆ サービス
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ハーレーダビッドソンシティ西東京店 西東京市 田無町１－８－２６ ショッピング

髪 ing 本店 西東京市 東町４－１－５ サービス

美容室 ヘアードール 西東京市 田無町３－１－１６　矢ケ崎ビル２Ｆ サービス

Luxury BARBER Kaming 西東京市 東町３－４－７ サービス

b・h 西東京市 田無町５－１－１３ サービス

フラウ柳沢店 西東京市 保谷町３－２５－１１ サービス

hairsalonMALLOW 西東京市 ひばりが丘北４－３－２９　ニシムラビル２Ｆ サービス

PROGRESS 田無店 西東京市 田無町２－９－９ サービス

FELICITA 西東京市 ひばりが丘北４－１－２９　ＳＣＥＮＡひばりが丘　２Ｆ サービス

カラーカット専門店 Aluf 西東京市 緑町３－５－２４　アベハイツ　１０１ サービス

リップ 西東京市 東町４－１５－１４　ユ－ハイツ　１０１ サービス

PALAN 田無北口店 西東京市 田無町２－１０－２　ル－スタ－田無　３Ｆ サービス

hairmakeBIZEN 本店 西東京市 東伏見２－４－６　高橋イ－ストビル　２Ｆ サービス

Leaf 西東京市 南町５－８－１２　ア－バンパ－ク　１Ｆ サービス

Aguhaircutty ひばりヶ丘 西東京市 ひばりが丘北３－３－１９　第五並木ビル　２Ｆ サービス

Aguhairtaster 保谷 西東京市 東町３－５－５　イーストファイブビル　２０１ サービス

オダ屋 西東京市 田無町１－４－６ ショッピング

株式会社旭製菓田無店 西東京市 田無町４－２６－８ 飲食店

博文堂書店 田無店 西東京市 田無町４－２８－１７　田無マーブルビル ショッピング

花豊 西東京市 富士町４－１３－２５　シーリン東伏見　１Ｆ ショッピング

旭製菓 本社工場 直売店 西東京市 泉町５－１６－３ 飲食店

旭製菓 ひばりヶ丘北口店 西東京市 ひばりが丘北４－３－３０　ひばりヒルズ　１Ｆ 飲食店

中央フラワー 田無北口店 西東京市 田無町４－２－１１　オリエス指田ビル ショッピング

東京ガスライフバル西東京 田無店 西東京市 向台町６－１－９ ショッピング

宮脇書店 東京田無店 西東京市 西原町３－３－１２ ショッピング

ESPOA はせがわ 西東京市 ひばりが丘１－４－２９ ショッピング

三浦屋 東伏見店 西東京市 富士町４－１３－２５ ショッピング

くらきや 西東京市 保谷町３－１１－２３ ショッピング

あぶり亭 西東京市 ひばりが丘北４－２－２３ 飲食店

株式会社ふくや洋品店 西東京市 保谷町３－１０－１７ ショッピング

LuxurySalonWish 調布市 国領町４丁目１５－３４　Ｗｉｓｈ サービス

PIVOT　SPOT 調布市 仙川町１丁目４８－１　ぴぽっと仙川 飲食店

炉端　調風 調布市 布田１丁目２１番地２　 飲食店

鶏冠 調布市 布田２丁目４６－１４　瓜田ビル１Ｆ 飲食店

広味坊飯点飯店 調布市 仙川町１丁目２５－４　シティハウス仙川１Ｆ 飲食店

水神苑 調布市 深大寺元町５－１０－３ 飲食店

スエヒロ館　調布店 調布市 国領町５－３７－２ 飲食店

スエヒロ館　調布国領店 調布市 国領町５－３８－５ 飲食店

神戸屋レストラン　成城店 調布市 入間町１－３４－１６ 飲食店

神戸屋レストラン　調布ケ丘店 調布市 調布ヶ丘２－１５－１ 飲食店

ジャクソンホール 調布市 布田１－３－１　イエローストーンビル　１Ｆ 飲食店
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すしの磯春 調布市 仙川町１－２１－２６　第３マンションウエスト１０３ 飲食店

大衆割烹・うなぎ三進 調布市 仙川町１－１４－２０ 飲食店

竹乃家 調布市 多摩川５－３１－１ 飲食店

そば石はら仙川店 調布市 仙川町２－２１－４ 飲食店

SALVATORECUOMO ＆ BAR 仙川 調布市 仙川町１－５０－２　ブロードスクエア仙川　１Ｆ 飲食店

ラージャ調布店 調布市 小島町１－３４－１　エクレール調布１Ｆ 飲食店

洋食屋クリスマス亭 調布市 上石原１－３２－６ 飲食店

CAFEBunS 調布市 布田１－４５－６ 飲食店

イルキャンティ　調布店 調布市 布田３－１９－８ 飲食店

麺飯坊無双 調布市 国領町４－３５－２　マンション国領　Ａ－１１ 飲食店

LARGO 調布市 仙川町１－２５－２－１０６ 飲食店

チュナチュドン 調布市 八雲台２－１１－２１ 飲食店

DonBravo 調布市 国領町３－６－４３ 飲食店

バーアンドダイニンググズ 調布市 国領町４－９－６　矢ヶ崎ビル　３Ｆ 飲食店

牛たん処い志井調布銀座店 調布市 小島町１－３４－１８ 飲食店

焼肉いち 調布市 布田１－４９－２ 飲食店

トラットリア ティモ 調布市 布田３－１７－８ 飲食店

焼肉いわい 調布市 布田１－４４－２　ＦＲＡＮＫ　１・２Ｆ 飲食店

焼肉 SHUN 調布市 小島町１－１７－４　えの木ビル１２３　２Ｆ 飲食店

松葉茶屋 調布市 深大寺元町５－１１－３ 飲食店

仙川鯉寿司 調布市 西つつじヶ丘４－５２－２１ 飲食店

鯉寿司調布店 調布市 富士見町２－９－１７　ハイムＭ＆Ｓ１Ｆ 飲食店

ちよだ 調布市 布田１－２１－７ 飲食店

ピッツェリアクラフト 調布市 緑ヶ丘２－６８－２ 飲食店

KICKBACKCAFE 調布市 若葉町２－１１－１ 飲食店

スイスレストラン SaintBernard 調布市 仙川町１－１３－２３　ＬＵＮＡ仙川１Ｆ 飲食店

siphony coffee 調布市 仙川町３－２－１　ドエル仙川別館　２Ｆ　店舗 飲食店

焼鳥一灯 調布市 布田４－５－２１　原ビル　２Ｆ 飲食店

猿田彦珈琲 アトリエ仙川 調布市 仙川町１－４８－３ 飲食店

Sengawa Poire 調布市 仙川町１－４７－１４　カワタケオークビル　２・３Ｆ 飲食店

菜っ屋 調布市 西つつじヶ丘３－３０－７　ストーンヒル　１Ｆ 飲食店

仙川食堂ジョージ 調布市 仙川町１－１８－１４　フレンテ仙川Ｂ１Ｆ 飲食店

中国料理渝園 調布市 布田１－４１－１　菊屋ビル　８Ｆ 飲食店

VANSAN 調布店 調布市 布田１－２－１ 飲食店

洋食屋あじゅーる 調布市 上石原２－３０－２０ 飲食店

天ぷら季節料理 天はる 調布市 国領町３－１－３８　ココスクエア　２Ｆ 飲食店

すし銚子丸調布店 調布市 布田６－１－１ 飲食店

深大寺白金亭 調布市 深大寺東町４－１６－１ 飲食店

ローカルインディア仙川店 調布市 仙川町１－５０－２　ブロードスクエア仙川　１Ｆ 飲食店

えん屋 調布北口店 調布市 小島町１－３５－３　濱の家ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 あかべこ 調布市 仙川町２－２１－１３ 飲食店
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牛たん処い志井 調布市 布田２－１－３ 飲食店

やきとり処い志井 東口店 調布市 布田１－４５－５ 飲食店

調布食肉センター 調布市 下石原２－４６－１ 飲食店

もつやき処い志井 本店 調布市 布田１－３６－１０ 飲食店

あみやき亭 調布店 調布市 下石原２－６１－１ 飲食店

もつやき処い志井 国領駅前 調布市 国領町１－４４－５８　国領熊王ビル 飲食店

焼肉ほれぼれ 調布市 西つつじヶ丘３－２５－１ 飲食店

居酒屋 鳥清 調布市 菊野台１－２０　２１Ｆ 飲食店

やきとり処い志井 Thirdgene 調布市 仙川町１－２４－１ 飲食店

日本熟成ホルモン 調布市 布田１－３４－２ 飲食店

調布牛タンいろ葉 調布市 布田１－３６－１０ 飲食店

とり衛門仙川店 調布市 仙川町１－１０－１９ 飲食店

焼肉きんぐ 仙川店 調布市 仙川町３－１７－４ 飲食店

ヘアメイクアンリ仙川店 調布市 仙川町３－４－１　いなげやショッピングセンター仙川店　１Ｆ サービス

アトリエ JD 調布店 調布市 国領町４－３５－２ サービス

パッセージ調布北口店 調布市 布田１－２５－４　メインビル調布　１Ｆ サービス

パッセージ調布南口店 調布市 小島町２－４１－１ サービス

ARO 調布店 調布市 布田１－２５－２ サービス

ARO つつじヶ丘店 調布市 東つつじヶ丘１－１－７ サービス

Barbershop バナナドラゴン 調布市 国領町８－１－５０ サービス

Rubina 調布市 仙川町１－１８－７　ＵＮＯビル　２Ｆ サービス

hair PRIER 調布市 布田３－１－９　エルスミラン　１Ｆ サービス

feel kab 調布市 仙川町３－１－２２　仙川ツインビル　３Ｆ サービス

Log 調布市 仙川町１－１５－６５　ｓｏｌａｔｉｏ（ソラティオ）　１Ｆ サービス

ヘアメイク パッセージ 仙川店 調布市 仙川町１－１５－５１　丸藤ビル　１・２Ｆ サービス

ミワリー Part1 調布市 菊野台１－９－７ サービス

ANDEW 調布市 布田２－５１－１０　トービル調布　１Ｆ サービス

hairsalon role 調布市 布田１－２６－１２　ダイアパレス１０７ サービス

ヘアサロン iroha 調布市 調布ヶ丘１－２８－７ サービス

フェリシア 調布市 仙川町１－１４－５４　第五十九東京ビル　３Ｆ サービス

ZELE 仙川店 調布市 仙川町１－４８－１　ピポット仙川　２Ｆ サービス

Hair・Make COMHEARES 調布市 布田１－２２－２　ルミネックス調布　１Ｆ サービス

HAIR MAKE BONO 調布市 布田１－５２－１２　ファベルハラシン　１Ｆ　Ｂ サービス

Neolive terrace 調布市 仙川町１－２７－２４　Ｋ２ビルディング　１・２Ｆ サービス

OPERA 調布市 仙川町１－２７－４０　グレースサクシード　１Ａ サービス

AUBEhairbeve 調布市 布田１－３７－１５　清水ビル　５Ｆ サービス

OF － HEARTS 仙川店 調布市 仙川町１－１８－２５　第一富沢ビル　２Ｆ サービス

ミスタ－タイヤマン三鷹店 調布市 深大寺東町８－１５－６ ショッピング

Charme 調布 調布市 小島町１－３３－１１　開国館ビル　５０１ サービス

Mauna 調布市 仙川町１－１１－１６　ハラダビル　２Ｆ サービス

Hair atelier naitre 調布市 西つつじヶ丘３－２７－１６　石井ビル　１０１ サービス
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Rene 調布市 小島町１－９－３　１Ｆ サービス

Alicebyjewel 調布市 布田４－１９－１１　楓ビル　２Ｆ サービス

hair ＆ smile Piment 調布市 若葉町３－１０－５　ルーブル若葉町　１０１ サービス

Trico 仙川 調布市 仙川町１－１６－１２　パナテラス　２０１ サービス

ヘアメイクスタジオ アビール 調布市 布田５－１－１　アルソス調布南　１Ｆ サービス

LViNAhairsalon 調布市 小島町３－６０－５　コーポ華　１Ｆ サービス

aira 調布市 仙川町１－１１－１７　２Ｆ サービス

Aguhairttysark 調布 調布市 小島町３－９２－１１　大成ビル　２Ｆ サービス

eim hair liam 調布市 布田２－２８－５　コーポ調布　１Ｆ サービス

epi 調布市 上石原２－２３－２０　ヴェラ芝生　１Ｆ サービス

the STANDARD 調布市 仙川町１－１２－５　１Ｆ サービス

サロンドナチュール 調布市 菊野台１－２０－２ サービス

OLGA 調布市 布田４－５－２１　原ビル　Ｂ１Ｆ サービス

Biyo － bu 調布市 小島町１－１２－７　小笠原ビル　３０１ サービス

MODEK’s 調布店 調布市 布田４－１９－１０　桐畠ビル　３Ｆ サービス

ハニーズ 仙川店 調布市 仙川町１－５０－１　パール仙川３　１Ｆ ショッピング

スイス堂 調布市 仙川町１－１３－１３ ショッピング

勝文堂 調布市 小島町１－３８－１　パルコ　２Ｆ ショッピング

KEYUCA 仙川店 調布市 仙川１－４７－１４ ショッピング

書原 つつじヶ丘店 調布市 西つつじヶ丘３－３７－２ ショッピング

くまざわ書店 国領店 調布市 国領町８－２－６４　イトーヨーカドー国領店　３Ｆ ショッピング

EURO SPORTS 味の素スタジアム店 調布市 西町３７６－３　味の素スタジアムポケットガーデン内 ショッピング

フランスベッド販売 南関東支店 調布市 菊野台１－２－１　２Ｆ ショッピング

EX・Factory 調布市 緑ヶ丘２－６８－２ ショッピング

鬼太郎茶屋 深大寺店 調布市 深大寺元町５－１２－８ ショッピング

東京ガスライフバル 調布狛江 調布市 調布ヶ丘２－４－５ ショッピング

1687 GP ＋ p 島忠ホームズ仙川店 2F 調布市 若葉町２－１－７ ショッピング

深大寺オーキット 調布市 深大寺北町５－１５－３ ショッピング

ウインク佐野 調布市 国領町２－５－１５ ショッピング

ユニフォームスタジオ〔チョウフテン〕 調布市 西つつじヶ丘４－１７－１８ ショッピング

グリーンホビー 調布市 佐須町１－２０－１８ ショッピング

EACHFANPASTRY 調布市 下石原１－４３－７　１４３７コーポ　１Ｆ 飲食店

Burlywood 仙川店 調布市 仙川町１－１５－５３　セピアビル　１Ｆ ショッピング

DUBARRY 仙川店 調布市 仙川町１－１６－１１　亀井ビル　１Ｆ ショッピング

リサイクルブティック ABC 仙川町店 調布市 仙川町１－１６－３ ショッピング

Aime party ＆ gift 仙川 調布市 仙川町１－１３－７　山田ビル　１Ｆ ショッピング

Patisserie reinette 調布市 仙川町１－２４－１　仙川アベニュー 飲食店

真光書店 調布市 布田１－３６－８ ショッピング

Kaja スタジオ＆ファクトリー 調布市 深大寺元町２－５－２ ショッピング

南蛮屋樹調布店 調布市 布田２－１６－２　ストゥリ－ムエクセレント ショッピング

ウイスタリア 調布市 東つつじヶ丘２－９－１ ショッピング
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不二家コンフェクショナリ－ 調布市 菊野台１－３３－３　キテラタウン調布　Ｂ１Ｆ ショッピング

肉のタナベ 調布市 国領町３－８－１５　くすのき団地５号棟－１２２ ショッピング

Monter Mignon 調布市 仙川町１－２１－２６ ショッピング

アンテナショップ新鮮屋 調布市 小島町１－３４－１１ ショッピング

マインズショップ調布サウスゲートビル店 調布市 小島町２－４８－２６ ショッピング

みなとや 調布市 飛田給２－１４－１６ ショッピング

ブティック ライラック 仙川店 調布市 仙川町１－１２－１４ ショッピング

シュシュシャンブル 調布市 仙川町１－１１－３　メリーライフ仙川　１０１ ショッピング

足道楽つつじヶ丘店 調布市 西つつじヶ丘３－３４－２　乙黒ビル　１Ｆ ショッピング

はんこ屋さん 21 つつじケ丘店 調布市 西つつじヶ丘２－１６－８ ショッピング

飛行島 調布市 布田４－４－８　間橋ビル　１Ｆ ショッピング

きり山 青梅市 御岳本町１３８－６　 飲食店

ビストロシンペイ 青梅市 新町３丁目２３－１２ 飲食店

井中居 青梅市 藤橋２－３２ 飲食店

安楽亭　青梅新町店 青梅市 新町５－５－１０ 飲食店

フォルクス　青梅店 青梅市 新町８－２１－４ 飲食店

紅葉屋 青梅市 御岳山１５１ 飲食店

薪釜屋 YOSHIZO 東青梅 青梅市 勝沼１－２７－５ 飲食店

がってん寿司青梅店 青梅市 東青梅３－２３－８ 飲食店

土肥亭 青梅市 新町５－４５－１ 飲食店

なか安青梅店 青梅市 新町３－１７－１０ 飲食店

とうふ遊び豆らく 青梅市 沢井２－７４８ 飲食店

とんでん青梅河辺店 青梅市 野上町４－１－５ 飲食店

大龍軒 千ヶ瀬店 青梅市 千ヶ瀬町４－３１３－２ 飲食店

焼肉しゃぶしゃぶいのうえ 小作店 青梅市 新町３－１０－１ 飲食店

ジンギスカン七福 青梅市 千ヶ瀬町４－３１３－２　ＭＦビル２Ｆ 飲食店

美容室ビビ 青梅市 東青梅２－１４－３１ サービス

アストロプロダクツ 青梅店 青梅市 新町４－２１－５ ショッピング

Hair Salon adoa 青梅市 河辺町１０－１２－４１ サービス

プラセール 青梅市 河辺町５－１１－７ サービス

ヤサカ 青梅家具館 青梅市 新町４－２１－７ ショッピング

セイントニコラス 青梅市 河辺町１０－１０－３　サンライズイトウビル　１Ｆ ショッピング

宏川屋酒店 青梅市 勝沼１－２７ ショッピング

ベルミラン 青梅店 青梅市 本町１３０－１ ショッピング

カシコシュ青梅新町店 青梅市 新町５－１－１ ショッピング

ビッグウッド青梅店 青梅市 新町９－２０１８－２　ダイソー　２Ｆ ショッピング

作業服流通センター青梅店 青梅市 新町８－２９－３ ショッピング

PAO 青梅店 青梅市 新町５－４－６ ショッピング

清流ガーデン 澤乃井園 青梅市 沢井２丁目７７０ ショッピング

POD － KIVA 青梅店 青梅市 河辺町１０－３－１１ ショッピング

かつや青梅河辺店 青梅市 師岡町４－１３－６ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

かすみ直売センター 青梅市 新町２－２８－１９ ショッピング

グリーンセンター 青梅市 梅郷３－９３０－１ ショッピング

マルフジ 千ヶ瀬店 青梅市 千ヶ瀬町３－４００ ショッピング

マルフジ 東青梅店 青梅市 東青梅２－１４－２ ショッピング

株式会社金子商店 青梅市 東青梅４－１３－１１ ショッピング




