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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

業務スーパー 三ノ輪店 荒川区 南千住１－１７－１ ショッピング

すし銚子丸南千住店 荒川区 南千住４－１－３ 飲食店

ルフトヘア 南千住 荒川区 南千住４－７－１　Ｂｉｖｉ　２Ｆ サービス

焼肉おもに亭 LaLaテラス南千住店 荒川区 南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住 飲食店

くまざわ書店 南千住店 荒川区 南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住　１
Ｆ ショッピング

金太楼鮨 南千住店 荒川区 南千住７－１－１　アクレシティー　２０１ 飲食店

Hair＆MakeTRUTH南千住店 荒川区 南千住７－３－１５ サービス

Baby east cafe 荒川区 南千住８－４－４　東京リバーサイド病院内　
１Ｆ ショッピング

天ぷら山の井 荒川区 東尾久３丁目３５－２９　 飲食店

HIKUTE三ノ輪店 荒川区 東日暮里１－１５－７　嶋田店舗　１Ｆ サービス

ヤマノヤ 荒川区 東日暮里１－１６－９ ショッピング

ヘイワ堂三ノ輪店 荒川区 東日暮里１－１７－２８ ショッピング

小山金物（株） 荒川区 東日暮里３－４４－１０ ショッピング

湯火功夫麻辣湯 荒川区 東日暮里４－３３－１１　サウスコーポ　１Ｆ 飲食店

レモン日暮里店 荒川区 東日暮里５－５－７ ショッピング

EDWIN SHOP 日暮里店 荒川区 東日暮里５－５０－１８ ショッピング

自遊空間日暮里店〔サインレス〕 荒川区 東日暮里５－５１－１２　安永ビル　３Ｆ 飲食店

ヘイワ堂本店 荒川区 東日暮里５－５１－１３　パシフィック日暮里
　１０２ ショッピング

AUBEhaireid日暮里店 荒川区 東日暮里５－５２－２　フィル・パーク日暮里
　３Ｆ サービス

ミックヘア＆メイク 日暮里店 荒川区 東日暮里５－５２－４ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご日暮里店 荒川区 東日暮里５－５２－６ 飲食店

居酒屋う”ぃう”ぃ庵 荒川区 東日暮里５－８－１　ドイスミウ　１Ｆ 飲食店

すし山ざき 荒川区 東日暮里５－９－６ 飲食店

レストラン　オックス 荒川区 東日暮里５丁目４８－５　 飲食店

ピッコロ　ファンタジスタ 荒川区 東日暮里６－２４－１９　韓国会館　１Ｆ 飲食店

黒さわ 荒川区 東日暮里６－３８－７　小池ビル 飲食店

AndLeather日暮里中央店 荒川区 東日暮里６－５７－２　ソラーナ・エム ショッピング

伊藤ファッションサービス 荒川区 東日暮里６－５８－３　シャリエ日暮里ファー
ストＢ ショッピング

たらく日暮里店 荒川区 東日暮里６－５９－１２ 飲食店

熙楽苑日暮里店 荒川区 東日暮里６－６０－５　１Ｆ 飲食店

ハナコラ－ジュ 荒川区 東日暮里６丁目５９－７　ソワ－ルハイム１０
１ ショッピング

TOKYO L．O．C．A．L BASE 荒川区 町屋１－３－１２ 飲食店

和牛ホルモン町屋牛金 荒川区 町屋１－６－５　ＳＡＮＫＩビル１Ｆ 飲食店
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小藤屋 町屋店 荒川区 町屋１－７－５ 飲食店

竹隆庵 岡埜 町屋店 荒川区 町屋２－１７－２ 飲食店

焼肉牛坊 町屋店 荒川区 町屋２－２－２ 飲食店

ナチュラルハイセンスプラス 荒川区 町屋２－２－２０－１０２ サービス

東京ラスク町屋店 荒川区 町屋３－１－１４　家泉ビル　１Ｆ 飲食店

貴美町屋店 荒川区 町屋３－８－１７ 飲食店

正泰苑 本店 荒川区 町屋８－７－６ 飲食店

アポカリ 荒川区 荒川１丁目３１－７　１Ｆ 飲食店

美容室Feliz 荒川区 荒川４－３６－２ サービス

松乃寿司本店 荒川区 荒川５－４９－８ 飲食店

DESIGN FAM 荒川区 荒川６－１９－８　山下マンション　１Ｆ サービス

natural high sense 荒川区 荒川６－４－９　クリエイト町屋　１Ｆ サービス

トラットリアトラムロカーレ 荒川区 荒川６－７－５　庄源ビル１Ｆ 飲食店

虎髭　別館 荒川区 荒川７－２０－１　はいから館　１Ｆ 飲食店

焼肉南海園 荒川区 荒川７－３９－４ 飲食店

radice町屋 荒川区 荒川７－４６－１　マ－クスタワ－　１Ｆ　１
１２号 飲食店

hairsalonciel 荒川区 荒川７－４６－１　マークスタワー　１０９ サービス

和幸　サンポップ町屋店 荒川区 荒川７－５０－９　サンポップマチヤ　Ｂ１ 飲食店

お食事処 ときわ 荒川区 荒川７－５０－９　センター町屋　Ｂ１Ｆ 飲食店

ハロ-クリ-ニング 荒川区 西尾久３丁目２３－１１ サービス

ハンバーグレストラン＆ワインバル hache＇ 荒川区 西尾久８－２５－１ 飲食店

ドヤジ 荒川区 西日暮里１－２－１　大一物産ビル１Ｆ 飲食店

Blues． hair gallery 荒川区 西日暮里２－１８－７　三友日暮里駅前ビル　
７Ｆ サービス

レストラン喫茶談話室 荒川区 西日暮里２－１９－４　ニュートーキョービル 飲食店

焼肉 山田屋 日暮里店 荒川区 西日暮里２－２５－１　ステーションガーデン
タワー 飲食店

真面目焼鳥助平 荒川区 西日暮里２－２５－１　ステーションガーデン
タワー１Ｆ－１１６ 飲食店

EDWINDENIMGALAXY日暮里店 荒川区 西日暮里２－２５－１　ひぐらしの里日暮里ス
テーションタワー　４Ｆ ショッピング

喜せん鮨 荒川区 西日暮里２－５４－６－１０１　ＫＳビル 飲食店

すし 花陣 荒川区 西日暮里２ー１８ー１２ 飲食店

hairroommotena 荒川区 西日暮里３－１４－１３　日暮里コニシビル　
３０１ サービス

佳肴 三佐和 荒川区 西日暮里３－１５－７ 飲食店

HAIR＆MAKE POSH 西日暮里店 荒川区 西日暮里４－２２－２　則竹ビル　１Ｆ サービス

hairresortAi西日暮里店 荒川区 西日暮里５－１３－１１　第三イトービル　２
Ｆ サービス
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炭火焼肉正剛 荒川区 西日暮里５－１４－１２　第二池田ビル　２Ｆ 飲食店

居酒屋大将西日暮里店 荒川区 西日暮里５－１５－８　今井ビル　１Ｆ 飲食店

アルハムブラ 荒川区 西日暮里５－２３－６ 飲食店

刺身屋新太郎魚庵 荒川区 西日暮里５－２４－５　木村ビル２Ｆ 飲食店

串カツ田中西日暮里店 荒川区 西日暮里５－２４－８　増田ビル　２Ｆ 飲食店

Riviera 荒川区 西日暮里５－３１－５　ＳＴビル　２Ｆ サービス

cutinnCRAB 荒川区 西日暮里６－４３－１　１Ｆ サービス
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