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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

焼肉レストラン金剛山 杉並区 上井草１－３１－２　金剛ビル１Ｆ 飲食店

AOYAGI 杉並区 上井草２－３５－７ 飲食店

aller・a 杉並区 上井草３－３１－１６　クイーンレジェンド　
２Ｆ サービス

彩鶏上井草 杉並区 上井草３－３２－５　ＭＹビル　１Ｆ 飲食店

京風もつ鍋お豆腐もつ吉 杉並区 上荻１－１０－４　廣瀬ビル１Ｆ 飲食店

studio ett 杉並区 上荻１－１０－５　荻窪ＳＧビル　６Ｆ サービス

荻窪 カメラのさくらや 杉並区 上荻１－１０－７ ショッピング

炭盧焼き えん屋 荻窪店 杉並区 上荻１－１３－１０　共栄ビル　１Ｆ 飲食店

PROGRESS 荻窪店 杉並区 上荻１－１４－１２　第二ハクサンビル　１Ｆ サービス

蕎麦吉祥　荻窪店 杉並区 上荻１－１５－２　丸三ビル　１Ｆ 飲食店

ルナキクヤ本店 杉並区 上荻１－１６－１７　荻窪キクヤビル　１Ｆ ショッピング

荻窪 カメラのさくらや 2号館 杉並区 上荻１－１６－３ ショッピング

すし屋の源　西口店 杉並区 上荻１－１７－７ 飲食店

亀屋 杉並区 上荻１－１８－１６ ショッピング

米・肴・旬菜八荻窪 杉並区 上荻１－１８－３　亀屋第二酒販ビル１Ｆ 飲食店

hair Do USUI 杉並区 上荻１－１９－１１ サービス

HairSalon Treacle 杉並区 上荻１－２１－２　第二浅賀ビル　１０２号 サービス

oneness 杉並区 上荻１－２４－１８　ＳＫビル２　１Ｆ サービス

トムヤムクン ogikubo 杉並区 上荻１－２４－２２　シンエービル 飲食店

インド・ネパール料理　マナカマナ　荻窪店 杉並区 上荻１－４－５　村上ビル　２Ｆ 飲食店

大阪焼肉・ホルモンふたご荻窪店 杉並区 上荻１－４－５　村上ビル１Ｆ 飲食店

株式会社中央フラワー 荻窪店 杉並区 上荻１－９－１ ショッピング

サンマロー 荻窪店 杉並区 上荻１－９－１　タウンセブン　１Ｆ ショッピング

荻窪らーめん　はなや 杉並区 上荻１－９－１　タウンセブンビル 飲食店

やきとん 558 荻窪店 ホルモン 杉並区 上荻１－９－１　ユアビル２　Ｂ１Ｆ 飲食店

ヴィレッジヴァンガードダイナー荻窪店 杉並区 上荻１丁目４－４　 飲食店

本村庵 杉並区 上荻２－７－１１ 飲食店

Hair OHNE 杉並区 上荻４－１０－８－１０１ サービス

中国料理 龍美 東京一号店 杉並区 上荻４－３０－８　セブンスタ－マンション　
１Ｆ 飲食店

洋食のみかさ 杉並区 上荻４－６－７　サンケ－マンション　１Ｆ 飲食店

浅草もんじゃ 土蛍 八幡山店 杉並区 上高井戸１－１１－２　１Ｆ 飲食店

SiRoP 杉並区 上高井戸１－２０－５　第二長崎ビル　２Ｆ サービス

hairmakepassage八幡山 杉並区 上高井戸１－７－１ サービス

TRICO八幡山 杉並区 上高井戸１－７－１ サービス
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中国上海料理 佳燕 杉並区 上高井戸１－７－２５　ヴィラ八幡山 飲食店

スパゲッティ ICHI 杉並区 上高井戸１－８－２３　太田ビル　１Ｆ 飲食店

トシ・ヨロイヅカ アトリエ 杉並区 上高井戸１－８－３　ミュージックハイツ　１
Ｆ 飲食店

IDEA NOV BASSA 下井草店 杉並区 下井草２－４０－１４　泉屋下井草ビル　１Ｆ サービス

焼肉サラン 杉並区 下井草２－４４－２ 飲食店

下井草　青柳 杉並区 下井草２丁目４４番７号　 ショッピング

升晋商店 杉並区 下井草３－１５－１３ ショッピング

らせん屋下井草店 杉並区 下井草３－３９－１６　ＭＩＫＩＨＯＵＳＥ２
Ｆ 飲食店

セイジ モード ビューロ 井荻店 杉並区 下井草５－１８－１７　サニーハイツ　２０３ サービス

草流井荻店 杉並区 下井草５－２３－３ サービス

夜鮨 杉並区 下井草５－２３－６　タウンコート　１－Ｂ 飲食店

クロンヌ・ド・ロ－ズ 杉並区 下井草５丁目１８－１７　サニ－ハイツ２０４ 飲食店

居酒屋 たつみ駅前店 杉並区 下高井戸１－２－１４　前田ビル 飲食店

Room hair 下高井戸店 杉並区 下高井戸１－５－１０　パステル下高井戸　１
Ｆ サービス

高井戸酒房Zipangu 杉並区 下高井戸１丁目１－１４　１Ｆ 飲食店

ホンダドリーム杉並 杉並区 下高井戸２－６－３ ショッピング

ファミリーストアハヤカワ 杉並区 下高井戸３丁目２２－７ ショッピング

メルセデス・ベンツ 高井戸 杉並区 下高井戸４－８－６ ショッピング

鳥ダイニング大木家 杉並区 久我山２－１３－７　１Ｆ 飲食店

美容室プカシェル久我山店 杉並区 久我山３－１－２７　ベアハイツＤ サービス

ボイストゥルース 杉並区 久我山３－１７－２７　ハイネス久我山　１Ｆ サービス

ホルモン焼道場蔵久我山店 杉並区 久我山４－１－９　久我山ビル　Ｂ１ 飲食店

串焼きとお酒かんむり 杉並区 久我山４－１－９　久我山ビルディング　１Ｆ 飲食店

cutspaceSeen久我山店 杉並区 久我山４－７－１　倉田ビル　１０６ サービス

寿司処歌垣 杉並区 久我山５－５－１５ 飲食店

焼肉番軟侍 杉並区 久我山５－８－１９　セルフース４３２　１Ｆ 飲食店

や台ずし 下井草駅前町 杉並区 井草１－３－１６　１・２Ｆ 飲食店

GRAND re－i 井草店 杉並区 井草１－３３－２　仁平フラッツ サービス

ヘアールーム アプローズ 杉並区 井草１－６－３　ＣＯＵＲＴＬＩＶＩＯＮ　１
Ｆ サービス

アジアンダイニング ラマ 杉並区 井草３－２３－２ 飲食店

東京ガスライフバル南杉並 杉並区 今川２－２２－１１ ショッピング

東京ガスライフバル 北杉並 杉並区 今川３－２８－１７ ショッピング

有限会社森田屋米店 杉並区 南荻窪１－４３－１７ ショッピング

小張精米店 杉並区 南荻窪３－２１－４ ショッピング

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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鮨きたがわ 杉並区 南荻窪４丁目４５－８　シェモワ荻窪Ａ１０３ 飲食店

しゃけ小島 杉並区 和泉１－３－１５　めんそーれ市場内 飲食店

山小家 杉並区 和泉１丁目３－１５　山小家 飲食店

つり舟割烹三河屋 杉並区 和泉３－１３－２２ 飲食店

hairandmakeNEU永福町店 杉並区 和泉３－１３－２４　１Ｆ サービス

味大将 杉並区 和泉３－１３－９ 飲食店

Bacaro Buccima 杉並区 和泉３－１４－２０ 飲食店

松坂屋酒店 杉並区 和泉３－４６－７ ショッピング

鮨三河屋 杉並区 和泉３－５－２　３Ｆ 飲食店

hairandmakeNEU方南町店 杉並区 和泉４－５１－１１　３Ｆ サービス

ワイン食堂MAREA 杉並区 和田１－１７－１７ 飲食店

日新服装商会 杉並区 和田１－１７－３ ショッピング

天津飯店 杉並区 和田１丁目１７－１５ 飲食店

すし長 杉並区 和田２－４４－１０　小林ビル 飲食店

杉並　まん月 杉並区 和田３－１０－３ 飲食店

ブックオフ 杉並方南町駅前店 杉並区 堀ノ内１－４－２ ショッピング

築地日本海方南町店 杉並区 堀ノ内１－５－４　世継ビル　１Ｆ 飲食店

KOHIKO 杉並区 堀ノ内３－３－１０ ショッピング

安楽亭　杉並堀ノ内店 杉並区 堀ノ内３ー１－２０ 飲食店

ガラパゴス 杉並区 大宮２丁目２３－５－２Ｆ ショッピング

ラベイユ 本店 杉並区 天沼３－２７－９ ショッピング

焼肉処四季の家 杉並区 天沼３－３－９ 飲食店

circle 杉並区 天沼３－３０－２ サービス

和遊食 久 杉並区 天沼３－３０－４４ 飲食店

バースイッチ 杉並区 天沼３－４－１１ 飲食店

restar 杉並区 天沼３－６－１　荻窪深澤ビル２Ｆ サービス

Toron. 杉並区 天沼３－９－１２　ＯＧＩ－ＳＵＮ　Ｚ号 サービス

Smile hair 荻窪店 杉並区 天沼３－９－２ サービス

ロゼ洋装店 杉並区 天沼３丁目２３－１８　 ショッピング

すし銚子丸杉並宮前店 杉並区 宮前１－１－１９ 飲食店

こいけ家 杉並区 宮前１－２０－２９　シャンボール高井戸　１
０３ 飲食店

スエヒロ館　杉並店 杉並区 宮前２－４－３ 飲食店

HYOD東京 杉並区 宮前５－１２－１３ ショッピング

anocado 杉並区 成田東１－５０－７　第２村田ビル１０２ 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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バルバダニェッロ 杉並区 成田東１丁目３９－１４　 飲食店

Salon de Felice 杉並区 成田東４丁目３４－１４　ヤマフジビル２Ｆ サービス

焼肉牛酔 杉並区 成田東５－３５－１２　山清ビル２Ｆ 飲食店

CasadolceCasa 杉並区 成田西３－１７－１０ 飲食店

タイヤセレクト環七杉並 杉並区 方南１－５２－１２ ショッピング

ピピッとアキッチョ 杉並区 方南２－１２－２１　マルニシヒカリドウビル
　１Ｆ 飲食店

秀文堂書店 杉並区 方南２－１３－７ ショッピング

リトルマーメイド 方南町店 杉並区 方南２－１３－８ 飲食店

アキッチョデシカ 杉並区 方南２－４－３０ 飲食店

N．select 杉並区 方南２丁目１８－１５　 ショッピング

宗家源吉兆庵 松庵店 杉並区 松庵１－１６－１６ 飲食店

三浦屋 松庵店 杉並区 松庵２－２２－７ ショッピング

プティ マルシェ ラトリエ 杉並区 松庵３－２－１４　鈴木ハイム　１Ｆ 飲食店

もつ吉西荻窪店 杉並区 松庵３－３８－１３ 飲食店

養老乃瀧西荻窪店 杉並区 松庵３－３８－１３ 飲食店

となりのしんぽ 杉並区 松庵３－３８－１４　尾崎ダイヤビルＢ棟　１
０１ 飲食店

ホルモン焼肉 縁 西荻窪店 杉並区 松庵３－３８－１５－１０２ 飲食店

Re：gendo 杉並区 松庵３－３８－２０ ショッピング

株式会社リッドテーラー 杉並区 松庵３丁目３１－１６　西荻三枝ハイツ１０３ 飲食店

ホンダドリーム荻窪 杉並区 桃井１－２６－１ ショッピング

Motorrad Suginami 杉並区 桃井１－３９－１　キャロット杉並　１Ｆ ショッピング

DaMasa 杉並区 桃井４－１－２ 飲食店

カパオタイ 杉並区 桃井４－４－１９　サンコーポ桃井 飲食店

cafeneige 杉並区 梅里１－１９－１１　シャンポール南高円寺１
０５ 飲食店

ZA／ZA新高円寺店 杉並区 梅里１－８－１２　オーミイーストビル　２Ｆ サービス

炭火村 杉並区 梅里２－２５－１３　高円寺プラザ１Ｆ 飲食店

焼肉せんなり 杉並区 梅里２－３－７　モンテパラティノ１Ｆ 飲食店

くし家串猿 永福町店 杉並区 永福２－５１－１０　森本永福町駅前ビル　１
Ｆ 飲食店

こだわりや永福町店 杉並区 永福２－６０－３１　京王リトナード永福町　
２Ｆ ショッピング

炭火焼肉ホルモン三四郎西永福店 杉並区 永福３－３５－８　西永福駅前ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairguzman西永福 杉並区 永福３－５５－２ サービス

元祖麻婆豆腐 杉並区 永福４－４－１ 飲食店

永福青柳 杉並区 永福４－４－２ 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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マッシモッタヴィオ 杉並区 永福４－４－４　モリスビル 飲食店

ヤマザキヤ 杉並区 永福４－５－１８　Ｂ１Ｆ ショッピング

ラピッコラターヴォラ 杉並区 永福４丁目２－４ 飲食店

居間居酒屋ハマヤマ 杉並区 浜田山１－２３－４　さんまたビル１Ｆ 飲食店

Aguhairhermann浜田山 杉並区 浜田山２－１８－１　フタバビル　２Ｆ サービス

どろまみれ倉庫 浜田山店 杉並区 浜田山２－１９－３　ＡＩビル 飲食店

串揚やもういいかい 杉並区 浜田山２－１９－５ 飲食店

串焼きっちんまたたび家 杉並区 浜田山２－１９－７　小林ビル１０１ 飲食店

ピアッツァデルマエノ 杉並区 浜田山２－１９－８ 飲食店

ファンキーチキン 杉並区 浜田山２－２２－１ 飲食店

Hands－OnLounge 杉並区 浜田山３－２４－５　高荘浜田山ビル　２Ｆ サービス

藤吉 杉並区 浜田山３－２５－１２ 飲食店

ヘアメイクpassage浜田山 杉並区 浜田山３－２８－４　ライブタウン浜田山　１
６１０ サービス

iris 杉並区 浜田山３－２８－４　ライブタウン浜田山　１
６１１ サービス

barbeapapa 杉並区 浜田山３－２９－１４－１０１　岩瀬ハイツ サービス

HandsOn浜田山店 杉並区 浜田山３－３０－４ サービス

サンブックス 浜田山 杉並区 浜田山３－３０－５ ショッピング

焼肉 味楽 杉並区 浜田山３－３１－４　藤ビル２Ｆ 飲食店

浜田山旭鮨 杉並区 浜田山３－３１－７ 飲食店

CAFE ACHIM 杉並区 浜田山３－３４－６　ＨＡＭＡＳＵＮビル　１
Ｆ ショッピング

鶏はし 杉並区 浜田山３－３５－１　ライブタウン浜田山１ 飲食店

IIYA MEN 杉並区 浜田山３－３５－１－１４０４ ショッピング

Hamaddict 杉並区 浜田山３－３５－３８　ハイタウン浜田山　１
Ｆ ショッピング

タイヤステーション 浜田山 杉並区 浜田山４－１０－１２ ショッピング

すし屋の勘六 杉並区 浜田山４－１１－４　安藤ビル　１Ｆ 飲食店

新川屋酒店 杉並区 浜田山４－３２－４ ショッピング

炭火焼肉 じろう 杉並区 清水３－８－１２ 飲食店

aseed 杉並区 荻窪４－２０－１５　山田共同ビルＢ棟　１０
５ サービス

炭火焼肉やま元 杉並区 荻窪４－３３－２　タナベビル１Ｆ 飲食店

ecouter 杉並区 荻窪５－１０－２２　ＭＯＭＯ　１Ｆ サービス

リストランテ ドラマティコ 杉並区 荻窪５－１２－１６ 飲食店

hair make nalu 杉並区 荻窪５－１４－４　荻窪武蔵野マンション　１
０６ サービス

ワインショップUrara 杉並区 荻窪５－１６－１３　Ｇｌａｎｚ荻窪１０１ ショッピング

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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クラフト社荻窪店 杉並区 荻窪５－１６－１５ ショッピング

amecheveux 杉並区 荻窪５－１６－１５　井上ビル　１Ｆ サービス

wood good brothers 杉並区 荻窪５－１６－２０　ＳＮビル　１Ｆ ショッピング

Luz Lit 杉並区 荻窪５－１７－７　賛久ハイツ　１０２ サービス

グルッペ荻窪店 杉並区 荻窪５－２１－１０ ショッピング

オーラムヘアデザイン 杉並区 荻窪５－２１－８　１Ｆ サービス

エステル荻窪店 杉並区 荻窪５－２１－８　神子ビル　１Ｆ ショッピング

TRATTORIA Elmo Cielo 杉並区 荻窪５－２２－９　藤ビル１Ｆ 飲食店

Snowdrop 荻窪 杉並区 荻窪５－２３－１０　１Ｆ サービス

荻窪キムチ 杉並区 荻窪５－２３－１１ ショッピング

藤栗ホルモン 杉並区 荻窪５－２４－７ 飲食店

李房 荻窪店 杉並区 荻窪５－２４－９ 飲食店

リミックス荻窪店 杉並区 荻窪５－２５－５　角野ビル２Ｆ サービス

神鶏荻窪 杉並区 荻窪５－２７－１ 飲食店

VOGUE HAIR WORKS 杉並区 荻窪５－２７－７ サービス

すし屋の源 杉並区 荻窪５－２７－８　ＦＣビル 飲食店

ヘアビューティー プルミエ 杉並区 荻窪５－２８－１２　サカエビル　５Ｆ サービス

VOICE hair 荻窪 杉並区 荻窪５－２９－１０ サービス

餃子酒場荻窪店 杉並区 荻窪５－２９－１１　プラザいなばビル　１Ｆ 飲食店

和田上 杉並区 荻窪５－２９－７ 飲食店

どにどに 杉並区 荻窪５－３０－１２　グローリアビルＢ１－３
号室 飲食店

ナタラジ荻窪店 杉並区 荻窪５－３０－６　福村産業ビルＢ１Ｆ 飲食店

NORTHSHIPばる 杉並区 荻窪５－６－１０　衣笠ビル１Ｆ 飲食店

マツノヤ 杉並区 荻窪５丁目２９－８　荻窪弐番館２Ｆ 飲食店

A－life 杉並区 西荻北２－１１－１０ サービス

カジュアルファッションTOMO 杉並区 西荻北２－１１－１０　ナカムラビル　１Ｆ ショッピング

インド料理SITAL西荻本店 杉並区 西荻北２－１２－２　西嶋ビル１Ｆ 飲食店

鮓処ひろ志 杉並区 西荻北２－１２－６－１０３ 飲食店

東京ガスライフバル 西杉並 杉並区 西荻北２－２－８　第三ビル ショッピング

ピッツェリア エ トラットリア ジーナ 杉並区 西荻北２－２６－３ 飲食店

リサイクルティファナ西荻窪店 杉並区 西荻北２－３－１０ ショッピング

ROSSO 杉並区 西荻北２－３７－１２　ブランシュ西荻　１Ｆ サービス

フラハ 杉並区 西荻北２－５－１１　ひかり平方ビル　１０２ サービス

十三夜 杉並区 西荻北２丁目２６－５－２Ｆ ショッピング

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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今野書店 杉並区 西荻北３－１－８ ショッピング

焼肉市場げんかや西荻窪店 杉並区 西荻北３－１－８　エステート西荻　２Ｆ 飲食店

足道楽西荻窪店 杉並区 西荻北３－１４－３　１Ｆ ショッピング

志そ鳥 杉並区 西荻北３－１４－４　本橋ビル　１０３ 飲食店

鮨いさお 杉並区 西荻北３－１８－１６ 飲食店

やきとり門傳 杉並区 西荻北３－１８－１６　フリーダムビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

焼肉よね田 杉並区 西荻北３－１９－１　西荻ビルＢ１Ｆ 飲食店

天下寿司 西荻窪店 杉並区 西荻北３－１９－１３　岡田ビル 飲食店

RISE 杉並区 西荻北３－２０－８ 飲食店

BROWNS 杉並区 西荻北３－２１－１６　サンヴェ－ル西荻窪　
１０３ サービス

CANATA 杉並区 西荻北３－２１－５　ＹＳディセンダンツビル
２　２Ｆ サービス

Big smile store 杉並区 西荻北３－２５－１　七宝ビル１Ｆ 飲食店

洋食ビストロ ハイカラ 杉並区 西荻北３－２５－１　七宝マンション　１Ｆ 飲食店

LAPAUSA 杉並区 西荻北３－２５－４　ＷＩＫＫＳＮＩＳＨＩＯ
ＧＩ　１Ｆ サービス

Pic Nic Tokyo 杉並区 西荻北３－３１－７　石田ビル１階 飲食店

ミレニアム・ニューヨーク西荻窪店 杉並区 西荻北３－４１－１２　栗原ビル　１Ｆ サービス

LIVING 杉並区 西荻北３－４５－８　ペルソナーレ西荻　１Ｆ サービス

LEILEI 杉並区 西荻北４－１－１３　西荻壱番館　１０３ サービス

バハール 杉並区 西荻北４－１０－２ ショッピング

串焼きやしゃんしゃん 杉並区 西荻北４－４－１４ 飲食店

ototoharu； 杉並区 西荻北４－５－２８　ツチヤコ－ポ　１０２ ショッピング

じんからごはん 杉並区 西荻北４丁目４－４　 飲食店

パティスリー ホソコシ 杉並区 西荻南１－１６－１９ 飲食店

ブラチェリアエス 杉並区 西荻南2-23-8 飲食店

GOLDSCISSORS 杉並区 西荻南２－２７－１１　オーベルアーバンツ　
１０１ サービス

da Rio 杉並区 西荻南２－６－１０　サウススクエア　Ｂ－０
２ 飲食店

炙りと旬菜旨い酒ひで 西荻窪店 杉並区 西荻南３－１０－９　ＮＳツインビル２Ｆ 飲食店

にぎにぎ一西荻本館 杉並区 西荻南３－１１－８ 飲食店

沖縄料理 まあさんどう 杉並区 西荻南３－１２－１　日伸西荻プラザ１階 飲食店

磯はん 杉並区 西荻南３－１５－１ 飲食店

R Hair＆Make 杉並区 西荻南３－１７－３　第一篠ビル　２Ｆ サービス

鮨まるふく 杉並区 西荻南３－１７－４　第５ＰＲビル１Ｆ 飲食店

コンクパール 杉並区 西荻南３－５－１９－２０１ 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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御料理おみの 杉並区 西荻南３－７－６ その他

炭火焼肉ホルモン三四郎西荻窪2 杉並区 西荻南３－８－７　ロイヤルシティ－西荻窪　
１０２ 飲食店

炭火焼肉ホルモン三四郎西荻窪店 杉並区 西荻南３－８－９　畠中ビル　１Ｆ 飲食店

Diningさんさん 杉並区 西荻南３丁目１２－１　Ａ－２日伸西荻プラザ
１Ｆ 飲食店

トヨダヤ靴店 西荻窪店 杉並区 西荻南３丁目２４－１ ショッピング

安楽亭　南阿佐ケ谷店 杉並区 阿佐ヶ谷南１－１６　瑞穂ビル　１Ｆ 飲食店

手しおごはん玄 阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷北１－２６－６　岡安店舗　１Ｆ 飲食店

ライムコロン 杉並区 阿佐谷北１－２７－６ サービス

地産マルシェ 阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷北１－３－８　グリーンパークビル　１
Ｆ ショッピング

InSense 杉並区 阿佐谷北１－３１－１２　メゾン芙蓉　１０４ サービス

RAINBOWwine＆kitchen阿 杉並区 阿佐谷北２－１－２ 飲食店

ホルモン焼肉ぶち 阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷北２－１－６ 飲食店

阿佐ヶ谷 神鶏 杉並区 阿佐谷北２－１－７ 飲食店

からあげ縁阿佐ヶ谷 杉並区 阿佐谷北２－１３－２　阿佐ヶ谷北口駅前ビル
　１－Ｄ 飲食店

キャラバンコーヒー阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷北２－１３－３　ＹＯＫＯＫＡＷＡＢＬ
Ｄ２番館 飲食店

本格炭火串焼あっしゅ 杉並区 阿佐谷北２－１５－４ 飲食店

DONTSUCCHI 杉並区 阿佐谷北２－３－７ 飲食店

Hair Story かのわ 杉並区 阿佐谷北２－３６－１　第二横川ハイツ　１１
０ サービス

らせん屋阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷北２－５－１０－１０２ 飲食店

スタミナ苑 杉並区 阿佐谷北４－２４－３ 飲食店

紅矢 阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南１－１２－５　レミントンハウス阿
佐ヶ谷　２Ｆ 飲食店

hairmake Santie 杉並区 阿佐谷南１－１２－５－１１０　クリオレミン
トンハウス阿佐ヶ谷 サービス

エクリュ モダンオリエンタル 杉並区 阿佐谷南１－１４－１３ ショッピング

miqHair＆Makeup阿佐谷店 杉並区 阿佐谷南１－１４－２０　ジャートアサガヤビ
ル　１Ｆ サービス

アヴェール 杉並区 阿佐谷南１－１６－９　エムワンビル　１Ｆ　
ウエスト ショッピング

デイリーワードローブ 杉並区 阿佐谷南１－１７－２０　シテ・サンミシェー
ル１Ｆ ショッピング

ヘアーマテリアル 杉並区 阿佐谷南１－３２－７　さつきビル　１Ｆ サービス

ぶどうの木＆鎌倉座 杉並区 阿佐谷南１－３３－２ ショッピング

TeaMarket．Gclef阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南１－３３－９ ショッピング

Gift食堂 阿佐ヶ谷 杉並区 阿佐谷南１－３４－１２ 飲食店

シバダイニング 杉並区 阿佐谷南１－３５－１５ 飲食店

コルディア・サロン シモーヌ 阿佐谷店 杉並区 阿佐谷南１－３５－２０　パールセンター内 ショッピング

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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マダムサンク阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南１－３５－２１ ショッピング

リサイクルティファナ阿佐谷パールセンター 杉並区 阿佐谷南１－３６－１１ ショッピング

リサイクルブティックABC阿佐ヶ谷パール 杉並区 阿佐谷南１－３６－１３ ショッピング

Neolive citta 杉並区 阿佐谷南２－１４－１０　クラハシビル　３Ｆ サービス

縁家 杉並区 阿佐谷南２－１６－４ 飲食店

MISTYOPARS 杉並区 阿佐谷南２－１６－８ 飲食店

サバイディー 杉並区 阿佐谷南２－１７－２　Ｓ＆Ｋビル１Ｆ 飲食店

焼肉屋はせ川 杉並区 阿佐谷南２－１７－６ 飲食店

REM－asagaya－ 杉並区 阿佐谷南２－１８－８　ザ・シティ阿佐ヶ谷　
３Ｆ サービス

Bianca 阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南２－４０－１　アルーク阿佐ヶ谷１４
区画 サービス

有限会社シースケイプ 杉並区 阿佐谷南２－４１－１ サービス

けやき庵阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南３－１－２２ 飲食店

ファーマーズマーケット 荻窪 杉並区 阿佐谷南３－１３－２ ショッピング

KUMARI南阿佐谷店 杉並区 阿佐谷南３－３１－１ 飲食店

Snowdrop 阿佐ヶ谷 杉並区 阿佐谷南３－３１－１１　阿佐ヶ谷南第六ビル
　２０２ サービス

中国名菜　孫　阿佐ケ谷店 杉並区 阿佐谷南３－３１－１４　モリタビル　２１Ｆ 飲食店

エム 杉並区 阿佐谷南３－３１－２　トガシハウス１Ｆ 飲食店

えんがわ阿佐ヶ谷 杉並区 阿佐谷南３－３４－１５ 飲食店

炉端ふふふ 杉並区 阿佐谷南３－３４－１５　フォレスト２　２Ｆ 飲食店

幸寿司阿佐ヶ谷店 杉並区 阿佐谷南３－３４－１７ 飲食店

株式会社スクール服装 杉並区 阿佐谷南３－３５－７ ショッピング

餃子酒場 杉並区 阿佐谷南３－３７－２　井野ビル 飲食店

カフェ　キプフェル 杉並区 阿佐谷南３丁目３－３　ＹＳＫビル１Ｆ－Ｃ室
カフェキプフェル 飲食店

フォルクス　高井戸東店 杉並区 高井戸東２－３－１０ 飲食店

メンズサロン FADE＆LINE高井戸 杉並区 高井戸東３－２７－７　ジョルナーレ高井戸　
１Ｆ サービス

九州・琉球ダイニング　あいたか 杉並区 高井戸東３－８－１３　ＨＰビル　１Ｆ 飲食店

中国家庭料理 包茶 杉並区 高井戸西２－１－２６　京王リトナード高井戸
　２１０ 飲食店

HONGKONGDINING彩 杉並区 高井戸西２－１０－９　ノ－スメインビル　１
０９ 飲食店

シナバー 杉並区 高井戸西２－１８－２８　１Ｆ 飲食店

カフェアンリ・ファーブル 杉並区 高円寺北２－１－２　座・高円寺　２Ｆ 飲食店

blala 杉並区 高円寺北２－１２－３　グローリア初穂高円寺
１０１ サービス

margin 杉並区 高円寺北２－２－１２　ＧｒａｎｄｉｏｓＨｉ
ｒａｎｏ　１０１ ショッピング

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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BARTACCIOMO 杉並区 高円寺北２－２－１２　シャルマンハイム平野
１Ｆ－Ｃ 飲食店

自遊空間高円寺店サインレス 杉並区 高円寺北２－２０－１　グリュッケンビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

begohachi 杉並区 高円寺北２－２０－４　コスモネフビル　１Ｆ 飲食店

リユースセレクトティファナ高円寺店 杉並区 高円寺北２－２１－１０　１Ｆ ショッピング

Peissy 杉並区 高円寺北２－３－１３　磯部ビル　１０１ サービス

すごろくや高円寺店 杉並区 高円寺北２－３－８　日光ビル　２Ｆ ショッピング

中華レストラン 太陽軒 杉並区 高円寺北２－３７－９ 飲食店

鮨 波やし 杉並区 高円寺北２－７－１１ 飲食店

ブックスオオトリ 高円寺店 杉並区 高円寺北２－８－１０　エスタシオン高円寺　
１Ｆ ショッピング

焼鳥しょうちゃん高円寺店 杉並区 高円寺北３－１－１５　高円寺ビル２Ｆ 飲食店

サバイディー高円寺 杉並区 高円寺北３－１６－１　田中ビル１Ｆ 飲食店

さわやこおふぃ 杉並区 高円寺北３－２０－２ ショッピング

幸寿司 杉並区 高円寺北３－２１－４ 飲食店

音鶏家 杉並区 高円寺北３－２１－５　ハイツロイヤル　１Ｆ 飲食店

金子園高円寺店 杉並区 高円寺北３－２２－１４ ショッピング

かつや 高円寺北口 杉並区 高円寺北３－２２－１５　１Ｆ 飲食店

ロッキー高円寺 杉並区 高円寺北３－２２－５ 飲食店

天ぷら酒場KITSUNE高円寺店 杉並区 高円寺北３－２２－８　スタ－コ－ポ　１Ｆ 飲食店

バーボンハウス 杉並区 高円寺北３－２３－１３　３Ｆ 飲食店

焼肉食道かぶり高円寺アパッチ店 杉並区 高円寺北３－２４－６　フォーラム高円寺１Ｆ 飲食店

Dogberry 杉並区 高円寺北３－２４－６　フォーラム高円寺２Ｆ 飲食店

ティーマーケットジークレフ高円寺店 杉並区 高円寺北３－２５－２５ ショッピング

Hair Story 髪空 杉並区 高円寺北３－３－１１　ヴィラージュ高円寺　
１Ｆ サービス

カライング 杉並区 高円寺北３－３３－１４　小笠原ビル　１Ｆ サービス

デンカランド 本社 杉並区 高円寺北３－３３－１７ ショッピング

焼肉肉一 杉並区 高円寺北３－３４－１４ 飲食店

ピザハット高円寺北店 杉並区 高円寺北３－４３－１５　ドルピテム飯田ビル
　１Ｆ ショッピング

himawari 杉並区 高円寺北３－５－１９　ウエルロード高円寺　
２Ｆ サービス

ジンギスカン酒場　山田屋 杉並区 高円寺北３丁目２１－１９　ライオンズプラザ
高円寺１Ｆ－Ｆ 飲食店

居酒屋ひらくら 杉並区 高円寺南１－６－９　木村ビル　１Ｆ 飲食店

ブラッスリー　ルル 杉並区 高円寺南１丁目２５－１６　１Ｆ 飲食店

balance高円寺店 杉並区 高円寺南２－１４－５ サービス

美容室Flow 高円寺店 杉並区 高円寺南２－１５－１　アトムパレス　１Ｆ　
１ 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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ふとんのよしの 杉並区 高円寺南２－２０－１１ ショッピング

malto 杉並区 高円寺南２－２０－１７ ショッピング

WAWA HAIR SALON 杉並区 高円寺南２－２１－１０　シャッツクヴェレ　
１Ｆ　Ｂ棟 サービス

prosper 杉並区 高円寺南２丁目２０－８ ルックＪＴ新高円寺２
Ｆ－Ａ 飲食店

rokuromi 杉並区 高円寺南２丁目２２－６　竹田ビル１Ｆ 飲食店

かくきゅう 杉並区 高円寺南３－２２－５ 飲食店

炭火焼肉ホルモン三四郎高円寺店 杉並区 高円寺南３－４５－１１　高円寺南ビル　１Ｆ 飲食店

unstisch 杉並区 高円寺南３－４５－１３　１Ｆ ショッピング

W 杉並区 高円寺南３－４６－３　五明堂ビル　１Ｆ サービス

RAINBOW cafe＆grill 杉並区 高円寺南３－４７－８　ニューナショナルコー
ト２Ｆ 飲食店

桃太郎ジーンズ高円寺店 杉並区 高円寺南３－４９－１　小林ビル　１Ｆ ショッピング

anemone 杉並区 高円寺南３－５６－１　藤和高円寺コープ　１
０３ ショッピング

encore 杉並区 高円寺南３－５６－１－１１０　藤和高円寺
コープ ショッピング

TRUNK 1st STORE 杉並区 高円寺南３－５７－３　ベルクレスト　１Ｆ ショッピング

SAFARI 杉並区 高円寺南３－５７－４　ベルシャトー高円寺１
Ｆ ショッピング

OTSU 杉並区 高円寺南３－５７－５　ピュアコート　１Ｆ ショッピング

BAZZSTORE高円寺PS店 杉並区 高円寺南３－５８－２２　ＡＧ高円寺２Ｆ ショッピング

ibeestore2号店 杉並区 高円寺南３－５８－２８ ショッピング

STEPAHEAD高円寺 杉並区 高円寺南３－５８－２９　ふもとビル　１Ｆ ショッピング

温古着新 杉並区 高円寺南３丁目２３－１６　水喜ビル１Ｆ ショッピング

川嶋家 杉並区 高円寺南３丁目４－２　 飲食店

ウルフマンB．R．S高円寺店 杉並区 高円寺南３丁目４５－２　吉田ビル１Ｆ ショッピング

TRUNK 2nd STORE 杉並区 高円寺南３丁目５７－３ ベルクレスト ショッピング

小料理あづさ 杉並区 高円寺南３丁目５９－１１　加藤ビル１Ｆ 飲食店

HURRY UP 杉並区 高円寺南４－２１－４　ホワイトキューブ　１
Ｆ ショッピング

SALERS 杉並区 高円寺南４－２２－２　フジビル　１Ｆ ショッピング

カライング ドゥ 杉並区 高円寺南４－２３－７　大国屋　２０１ サービス

MENOS1 杉並区 高円寺南４－２４－１　１Ｆ サービス

HAIRSTUDIOMENOS 杉並区 高円寺南４－２４－１　第二下田ビル　２０２ サービス

ドンドンダウンオンウェンズディ高円寺店 杉並区 高円寺南４－２４－９　サカイヤビル２・３Ｆ ショッピング

立ち寿司横丁高円寺パル商店街 杉並区 高円寺南４－２５－９　１・中２Ｆ 飲食店

中央家庭電器 高円寺南店 杉並区 高円寺南４－２６－１ ショッピング

トリアノン洋菓子店 高円寺本店 杉並区 高円寺南４－２６－１２ 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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Aguhairmire高円寺 杉並区 高円寺南４－２７－１０　佐野ビル　７Ｆ サービス

エフェクト 杉並区 高円寺南４－２７－２ ショッピング

パティシエジュンホンマ高円寺 杉並区 高円寺南４－２８－１０ 飲食店

Yonchome Cafe 杉並区 高円寺南４－２８－１０　２Ｆ 飲食店

Re’all 杉並区 高円寺南４－２９－１３　大雅堂マンション　
１Ｆ ショッピング

豆魚雷高円寺店 杉並区 高円寺南４－２９－２　宮下ビル２Ｆ ショッピング

チャート 杉並区 高円寺南４－３０－８　ミサトビル　１Ｆ ショッピング

ウィスラー 杉並区 高円寺南４－３０－８　ミサトビル　１Ｆ ショッピング

焼肉あおき屋 高円寺店 杉並区 高円寺南４－４５－２　２Ｆ 飲食店

香港市場 高円寺店 杉並区 高円寺南４－４７－１　ＪＲ高架下 飲食店

焼肉処 福ベこ 杉並区 高円寺南４－４９－１ 飲食店

Albatross 2号店 杉並区 高円寺南４－６－１　２Ｆ ショッピング

サファリ5号店 杉並区 高円寺南４－６－２　タカラビル２Ｆ ショッピング

しん泉 杉並区 高円寺南４－７－１　コーポカトレヤビル　２
０１ 飲食店

SAFARI3号店 杉並区 高円寺南４－７－３　サンシャイン高円寺１Ｆ ショッピング

とんかつ たるたる 金いろ 杉並区 高円寺南４－７－５　ロイヤルビル　１Ｆ 飲食店

パティシエジュンホンマ高円寺アトリエ 杉並区 高円寺南４－８－１ 飲食店

Dclothing 杉並区 高円寺南４丁目８－６ニチェ－イン１Ｆ ショッピング

Villetta 杉並区 高円寺南５－１３－２８　Ａ 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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