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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

ピアンタ十条店 北区 上十条３－２９－１７ 飲食店

BASSILINE 北区 上十条３－２９－２０　アルボ－ル上十条　１
Ｆ サービス

riganuts 北区 上十条３－５－１０　楠ビル　１Ｆ サービス

エフマ－ト J＆M 北区 上十条４－１５－１４ ショッピング

おやき　SiSiMARU 北区 中里１－８－１０　山上ビル　１Ｆ 飲食店

とりいちず駒込東口店 北区 中里２－１－１ 飲食店

ホルモン焼肉 縁 十条店 北区 十条仲原１－１０－２－１０１ 飲食店

京十苑 北区 十条仲原１－２－４　福しん美音堂ビル２Ｆ 飲食店

リサイクルティファナ十条店 北区 十条仲原１－２－６ ショッピング

株式会社浅井 北区 十条仲原１－４－６　アサイビル ショッピング

牛味 北区 岸町１－２－１１　東亜ビル１Ｆ 飲食店

牛繁王子店 北区 岸町１－３－１　王子岸町ビル１Ｆ 飲食店

Dal 北区 岸町１－３－５　キョウワフラッツ王子　１Ｆ サービス

GRILLEDMEATKoba 北区 志茂２－５２－５ 飲食店

ビリーザキッド赤羽店 北区 志茂２－６４－８　アーバンステージ赤羽１０
１ 飲食店

barRR 北区 志茂２丁目２１－６　 飲食店

美容室ATOM 北区 志茂３丁目２１－５　 サービス

イサハイモータース 北区 志茂４－１２－２ ショッピング

上野商店 北区 志茂４丁目６－１６　 ショッピング

ブラッスリーつぐみ 北区 昭和町１－３－１５　つぐみビル１０１ 飲食店

安楽亭　尾久店 北区 昭和町２－４－１３ 飲食店

から揚げの天才 東十条店 北区 東十条３－１４－１０　十河ビル　１Ｆ ショッピング

Belu東十条 北区 東十条４－６－２２　ベルドミ－ル　１０２ サービス

トレインフォレスト 北区 東十条４丁目８－９－１Ｆ サービス

楽味 北区 東十条５丁目８－１８　 飲食店

ワイン厨房tamayatabata 北区 東田端１－１４－６　エスクラスイシハラ１０
１ 飲食店

ホルモン焼肉ともや 北区 東田端１－１５－１　紀の屋マンション　１０
１ 飲食店

ROSSOTABATA 北区 東田端２－２－２　第二今城ビル　１Ｆ サービス

業務スーパー田端店 北区 東田端２－８－１５ ショッピング

美容室M 北区 浮間４丁目３０－５　 サービス

ヘアーサロンケンシ 北区 滝野川１丁目４１－７　 サービス

美容室マシュー 北区 滝野川６－１３－１５ サービス

肉小屋 北区 滝野川６－８６－１５ 飲食店

金寿司 北区 滝野川６丁目４５－１０　 飲食店
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写楽 SHARAKU 北区 滝野川７－３－２　互恵板橋ハイム１０２ 飲食店

寿司 一 はじめ 北区 滝野川７－４７－５　プレミ－ル滝野川　１Ｆ 飲食店

ピアンタ板橋 北区 滝野川７－５－６ 飲食店

みやこ鮨 北区 滝野川７－６－１０ 飲食店

Millie 北区 滝野川７－７－１２　新栄マンション１Ｆ サービス

どん 北区 滝野川７－７－３　プレミアムワールドビル３
Ｆ 飲食店

桂園王子店 北区 王子１－１３－１４　オオタケビル　１Ｆ 飲食店

ブックス王子 北区 王子１－１３－１５ ショッピング

銀だこ大衆酒場 王子店 北区 王子１－１３－１８　東海第二ビル　１Ｆ 飲食店

アイリス 北区 王子１－１４－１４　サンライズ王子１Ｆ サービス

GRAN 北区 王子１－１４－１６　プレド王子　１Ｆ サービス

Hair Studio BBS 北区 王子１－１４－２ サービス

リバティ 鑑定倶楽部 北区 王子１－１４－４ ショッピング

明治堂 北区 王子１－１４－８ ショッピング

ステーキレストラン 炭屋 北区 王子１－１４－８　明治堂ビル３Ｆ 飲食店

焼肉白頭山本館 北区 王子１－１５－３ 飲食店

ダイニング居酒屋絆 北区 王子１－１８－１３　京屋ビル３０１ 飲食店

Riganuts from arrows 北区 王子１－１９－１　秀喜ビル　２Ｆ サービス

フランス料理古川屋 北区 王子１－２－２第２　幸栄ビル　２Ｆ 飲食店

BISTROT JUN 北区 王子１－２－４　第２リバーサイドビル１Ｆ 飲食店

もんじゃ おしお回店 北区 王子１－２１－８　ＡＨビル　１Ｆ 飲食店

LiburanbyLucca 北区 王子１－２７－２　エクセルドモリ　１Ｆ サービス

シューマックス 王子サンスクエア店 北区 王子１－４－１ ショッピング

トップスキーズカフェ 王子サンスクエア店 北区 王子１－４－１ 飲食店

半平 北区 王子１－９－２ 飲食店

タゲン　ダイニング　カフェ 北区 王子１丁目１０－９　 飲食店

日本料理武智 北区 王子１丁目２３－３　パラッツオマシモ１Ｆ 飲食店

ATELIER MIU 北区 王子２－２３－８　コ－ポトランスパル　２Ｆ サービス

ブティック パレット 北区 王子２－３１－７　大貫ビル１Ｆ ショッピング

Yukio of Hair 北区 王子２－３２－７　１Ｆ サービス

HAIRGOURIKI 北区 王子５－１０－８　２Ｆ サービス

牛徳本店 北区 王子５－５－１８ 飲食店

HairSalonLaBeaute 北区 王子５－５－３　トーポリスカイハイツ　１Ｆ サービス

Osteria Oliva N 北区 王子本町１－１－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラッコズニューヨークスタイルピザ 北区 王子本町１－１－２４－１０１　ＴＫハイツ王
子 飲食店

ラフィ－ノ・チャオラ 北区 王子本町１－１３－１２　グリ－ンヒルズ王子
本町　１Ｆ サービス

安穏 北区 田端３－３－１１　天野ビル　１Ｆ 飲食店

ケノヒ 北区 田端３丁目７－５　ロジュマンジャンティ駒込
プレトリエ ショッピング

焼肉 山河 田端店 北区 田端４－７－１４　カーサ遠山ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処みよし 北区 田端新町１－９－１０ 飲食店

焼肉 芭里土羅 北区 田端新町２－１９－６　ライフビル１Ｆ 飲食店

ワークショップ アイダ 王子神谷店 北区 神谷３－５０－３ ショッピング

株式会社Nプラス 北区 神谷３－６－２０ ショッピング

Da Blu 北区 西ヶ原１－２－６　滝沢第一マルワビル１０１ サービス

炭火焼肉 きたむら 北区 西ヶ原１－３－７－２０１ 飲食店

フタバ書店 北区 西ヶ原１－５５－１２　第一鷹野ビル　１Ｆ ショッピング

花森カフェ 北区 西ヶ原２－３－６　花と森の東京病院内　１Ｆ ショッピング

シーズンマート 北区 西ヶ原４－１６－１３ ショッピング

東京ガスライフバル 北 北区 豊島１－２８－２ ショッピング

ビーブックス 豊島団地店 北区 豊島５－４－１－１１１ ショッピング

Bianca 赤羽店 北区 赤羽１－１０－６　昭和赤羽ビル　４Ｆ サービス

プロマート 赤羽 北区 赤羽１－１１－４ ショッピング

すしざんまい得得　赤羽店 北区 赤羽１－１１－４　アポー赤羽ビル 飲食店

牛たん司分店鷹 北区 赤羽１－１２－１ 飲食店

赤バルRETZE 北区 赤羽１－１２－４ 飲食店

サリックスガーデン 赤羽店 北区 赤羽１－１３－３ ショッピング

安楽亭　赤羽東口店 北区 赤羽１－１３－３ 飲食店

かつや 赤羽 北区 赤羽１－１３－３　丸久ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉万里赤羽店 北区 赤羽１－１４－１　Ｔスクエアビル　４Ｆ 飲食店

肉バルがっつき 北区 赤羽１－１４－１　Ｔスクエアビル　６Ｆ 飲食店

美食DiningTORICO 北区 赤羽１－１４－１　Ｔスクエアビル６Ｆ 飲食店

九州に惚れちょるばい 北区 赤羽１－２－１　赤羽南大野ビル　７Ｆ 飲食店

月乃家寿司 北区 赤羽１－２０－１ 飲食店

山家 北区 赤羽１－２０－４ 飲食店

餃子バルRENBOW赤羽一番街店 北区 赤羽１－２１－１ 飲食店

赤羽大漁 北区 赤羽１－２１－５ 飲食店

赤羽ジンギスカン 北区 赤羽１－２２－１０ 飲食店

ラクレット×ラクレット 北区 赤羽１－３０－３　カーサグリーン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

4 / 6

[東京都東京都]



赤羽スペインクラブTERATERA 北区 赤羽１－３７－１　１Ｆ 飲食店

香味苑 北区 赤羽１－３７－７　コンチネンタルプラザ赤羽
貮番館１Ｆ 飲食店

寿し和 赤羽店 北区 赤羽１－３９－３　コスモプラザ赤羽１Ｆ 飲食店

グッドミートバル 北区 赤羽１－３９－４　サクセス大鵬８番館　１Ｆ 飲食店

nico赤羽店 北区 赤羽１－４０－２　大同コーポ１Ｆ 飲食店

Cityバ－グ 北区 赤羽１－５４－５　メトロＡＩビル　１Ｆ 飲食店

とりいちず赤羽店 北区 赤羽１－８－３　赤羽商事ビル　５Ｆ 飲食店

炭火焼の店きんの蔵 北区 赤羽１丁目１２－５　 飲食店

うなぎ・鳥料理　川栄 北区 赤羽１丁目１９－１６　 飲食店

海鮮炉端赤羽魚友 北区 赤羽１丁目２０－１　藤屋ビル１Ｆ 飲食店

まぐろ家魚友 北区 赤羽１丁目２０－１　藤屋ビル３Ｆ 飲食店

DiCE 赤羽店 北区 赤羽１丁目７－９赤羽第一葉山ビル７Ｆ エンターテイメン
ト

やまとや 北区 赤羽２－１－２０ ショッピング

平禄寿司　東京北赤羽店 北区 赤羽２－１－２１ 飲食店

インド料理GreatKolkata赤羽店 北区 赤羽２－１２－３　まつ喜ビル 飲食店

Aguhairradian赤羽 北区 赤羽２－１９－３　ルシエ赤羽　１Ｆ サービス

Blume COSTA 北区 赤羽２－２３－１ サービス

江戸八 北区 赤羽２－３８－３ 飲食店

やきにく いいじゃん 北区 赤羽２－４－１０ 飲食店

riganuts 赤羽店 北区 赤羽２－４２－３　プレステージ嶋村 サービス

和牛一頭買 焼肉樹々 北区 赤羽２－４８－３　末広ビル１Ｆ 飲食店

BOOKOFF赤羽駅東口店 北区 赤羽２－４９－６ ショッピング

Largean 北区 赤羽２－５０－２　鈴木ビル　１Ｆ サービス

ミックヘア＆メイク 赤羽店 北区 赤羽２－８－２　１Ｆ サービス

すし銚子丸赤羽店 北区 赤羽北１－１２－１ 飲食店

からやま北赤羽 北区 赤羽北１－１９－６ 飲食店

ROSSOKITAAKABANE 北区 赤羽北２－２５－８－１０９　アクトピア北赤
羽六番館 サービス

BistroTanto 北区 赤羽北２－３１－１６　アクトピア壱番館１０
９ 飲食店

肉バルカッチャン赤羽 北区 赤羽南１－１９－７　Ｋキュービック　１Ｆ 飲食店

HAIRMAKEK＋plus 北区 赤羽南１－３－７　ファミール赤羽　１Ｆ サービス

香港亭赤羽店 北区 赤羽南１－５－９　稲付コーポ１０２ 飲食店

agirhair 赤羽 北区 赤羽南１－６－１１　２Ｆ サービス

焼肉白頭山赤羽 北区 赤羽南１－８－５　丸健第２ビル 飲食店

カスタマカフェ 赤羽店 北区 赤羽南１－８－７　錦水会館　２〜４Ｆ 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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dimple 北区 赤羽西１－１７－６－１０１ サービス

アミカ赤羽西口店 北区 赤羽西１－２２－２２ ショッピング

believe赤羽店 北区 赤羽西１－３０－１０－１０２号 サービス

ユニックス 赤羽店 北区 赤羽西１－３７－２　ジュラール赤羽西　１Ｆ サービス

魚がし寿司 赤羽店 北区 赤羽西１－４－８ 飲食店

PROLOGUE Luxe 北区 赤羽西１－５－１　赤羽アピレ　１Ｆ ショッピング

モア赤羽店 北区 赤羽西１－６－１　ビビオ１Ｆ ショッピング

BAMBINO 北区 赤羽西１丁目６－１　ビビオ１階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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