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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

KAPPO せな 大田区 上池台１－１３－６ 飲食店

BOOK OFF 中原街道長原店 大田区 上池台１－１４－１９ ショッピング

厳選もつ焼き居酒屋 池田屋 大田区 上池台１－１６－７　１Ｆ 飲食店

ボンド東京 大田区 上池台１－２０－８　コロネイド上池台 ショッピング

韓国料理Kim’s 大田区 上池台１－３２－２　佐々木ビル２Ｆ 飲食店

栄福楼 大田区 上池台１－４３－４ 飲食店

地産マルシェ 長原店 大田区 上池台１－８－５　ドルフ長原　１Ｆ ショッピング

リストランテSTIVALE 大田区 上池台１丁目８－９　 飲食店

炭火焼串ろう 大田区 上池台２－２３－９ 飲食店

CUE SENZOKUIKE 大田区 上池台２－３１－１０　横山ビル　１Ｆ　右 サービス

エルシエロ 大田区 上池台２丁目２６－１１　 ショッピング

西洋髪結正宗卓の店本店 大田区 上池台３－１６－１ サービス

東京ガスライフバル 西大田 大田区 上池台４－３９－５ ショッピング

NEAT 大田区 上池台４丁目３９－１３　サンセール村杉　１
Ｆ ショッピング

西洋髪結・MASAMUNE 大田区 上池台５－１６－４ サービス

西洋髪結正宗卓の店プラス1 大田区 上池台５－３５－６ サービス

キッチンことや 大田区 上池台５丁目３７－２　 ショッピング

羽前屋酒店 大田区 下丸子１丁目１３－５　 ショッピング

新荘園 大田区 下丸子３－１３－２０　椎名ビル 飲食店

鮨波づき 大田区 下丸子３－１３－２２　鮨波づき 飲食店

美容室 フィンフ 下丸子店 大田区 下丸子３－１３－２４ サービス

西洋髪結OORE 大田区 中央４－１－１ サービス

ユニフォームスタジオ大田店 大田区 中央８－１－２　プラチナコート１Ｆ サービス

ナカノ管材大田倉庫 大田区 久が原２－１－２１　池ビル　１Ｆ ショッピング

タイヤセレクト久が原 大田区 久が原２－１１－２２ ショッピング

ベルアメール 久が原店 大田区 久が原２－２１－２１ 飲食店

ルナヘア－ 大田区 久が原３－３４－１５　フロ－ラルパレス　１
Ｆ サービス

AtelierJDPARIS久が原店 大田区 久が原３－３６－３ サービス

ブルースタイル久が原 大田区 久が原３－３９－１　西村ビル　１Ｆ サービス

ワークショップナックル 久が原店 大田区 久が原５－２９－１７ ショッピング

モロヤ 大田区 仲六郷２丁目９－９ ショッピング

ワークショップナックル 六郷店 大田区 仲六郷３－３２－６ ショッピング

蒲田 道具屋 大田区 仲六郷４－３３－９ ショッピング

メゾンドプティフール本店 大田区 仲池上２－２７－１７ 飲食店
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エクセル美容室大岡山店 大田区 北千束１－３７－１　タチバナヤビル　１Ｆ サービス

サカノ陶器店 大田区 北千束１－３９－２ ショッピング

珈琲館 大岡山店 大田区 北千束１－５１－３　青井ビル　１Ｆ 飲食店

フルール・ド・セル 大田区 北千束１丁目６４－４　１Ｆ 飲食店

ハーレーダビッドソン陸友 大田区 北千束２－２－２ ショッピング

みどり寿司 大田区 北千束２－３３－２ 飲食店

RINEI 大田区 北千束２－９－１２ ショッピング

きくや 大田区 北千束３－２５－１０　グランドヒルキクヤ１
－Ｂ 飲食店

ヒルママーケットプレイス 大岡山店 大田区 北千束３－２６－１２　諸星ビル　１Ｆ ショッピング

ヒンメル 大田区 北千束３－２８－４　アンシャンテ大岡山１Ｆ 飲食店

もつ鍋らく大岡山本店 大田区 北千束３－２８－８ 飲食店

クロス御嶽山店 大田区 北嶺町１１－９ サービス

藤乃屋書店 大田区 北嶺町３１－１０ ショッピング

やなか珈琲御嶽山店 大田区 北嶺町３１－１４ ショッピング

モーションビズ 大田区 北嶺町３７－２３ サービス

ワークショップナックル 馬込店 大田区 北馬込１－１－５ ショッピング

ケンマート ガーデニングセンター 大田区 北馬込１－９－２ ショッピング

炭火焼天野屋 大田区 北馬込２－２９－１５ 飲食店

ケンマートA館 大田区 北馬込２－２９－３ ショッピング

イングローブ千鳥町 大田区 千鳥１－２１－１　ＫＭビル２Ｆ サービス

炭火串焼ちどりあし 大田区 千鳥１－３－１３　栄屋ビル　１Ｆ 飲食店

丸康本店 大田区 千鳥１－９－１２ ショッピング

寿司源南千束店 大田区 南千束１－１３－１ 飲食店

Hair＆Make apis 大田区 南千束１－２１－１８　クレスト千束　１Ｆ サービス

うなぎ若松 大田区 南蒲田１－２２－６　河原ビル 飲食店

ステーキけん蒲田店 大田区 南蒲田２－２７－１ 飲食店

橋和屋酒店 大田区 南雪谷２－１４－８ ショッピング

スーパーキタムラ 大田区 南馬込４－２１－１０ ショッピング

プロデュース馬込 大田区 南馬込５－２２－１０ ショッピング

すしあつみ 大田区 南馬込５－３０－１９ 飲食店

西洋髪結正宗卓の店プラス2 大田区 南馬込５－３１－１１ サービス

養老乃瀧 西馬込店 大田区 南馬込５－３９－１２ 飲食店

フレスタ　青果店 大田区 南馬込６丁目１８－６　 ショッピング

ラ・カンティネッタ 多摩川 大田区 多摩川１－１８－８　矢崎ビル　１Ｆ 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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ワークショップナックル 多摩川店 大田区 多摩川１－２３－２５　坪川ビル１Ｆ ショッピング

牛繁矢口渡店 大田区 多摩川１－２６－２５　ＧＳＫ第５ビル１Ｆ 飲食店

甚六鮨 大田区 多摩川１－６－１９ 飲食店

日本海 大森店 大田区 大森中１－７－１８ 飲食店

肉屋敷 大田区 大森中２－２２－４　１Ｆ 飲食店

和とBar 月の小路 大田区 大森北１－１－１７ 飲食店

もつ鍋 福の神 大田区 大森北１－１－２　ブルク大森　６Ｆ 飲食店

BISTROプリ－ズリクエスト 大田区 大森北１－１１－１０　コンドミニアム大森　
１１２ 飲食店

den 大田区 大森北１－１１－１０　コンドミニアム大森１
Ｆ 飲食店

春日野 大田区 大森北１－１１－３－１０１ 飲食店

食道園大森店 大田区 大森北１－１２－９　第６下川ビル１Ｆ 飲食店

LesFreres 大田区 大森北１－１３－１　早駿ビル１Ｆ 飲食店

ヒラタヤオステリア 大田区 大森北１－１３－１３　大森ヤマニビル２Ｆ 飲食店

カトルカール 大田区 大森北１－１４－４　セントラルビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉しまづ 大田区 大森北１－１４－４　セントラルビル１Ｆ 飲食店

Eyelash＆NailCLAIR 大田区 大森北１－１６－１２　グリーンヴィレッジ大
森　１０１ サービス

Padhair 大田区 大森北１－１８－１　コタカビル１Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご大森店 大田区 大森北１－２－１　ＴＨＥＣＥ　ＮＴＲＡＬＯ
ＭＯＲＩビル２Ｆ 飲食店

大森ホルモン まるみち 大田区 大森北１－２７－３　大森北一ビル１Ｆ 飲食店

アイラッシュリゾートカハラ大森店 大田区 大森北１－２９－１５　ＴＭビルカフェパー
チェ　３Ｆ サービス

守半海苔店 大田区 大森北１－２９－３ ショッピング

とんとら 大田区 大森北１－３－７　サファイア北ビル　１Ｆ 飲食店

すし処大DAI 大田区 大森北１－３０－４　小池ビル２Ｆ 飲食店

鮨処　すけろく 大田区 大森北１－３４－１４　大森ツインビル　５Ｆ 飲食店

ホルモン会館 総本店 大田区 大森北１－３４－１６－Ｂ１ 飲食店

焼肉ホルモン いっ歩 大田区 大森北１－４－１０　大森駅前共同ビル２階 飲食店

中華東北料理美食坊 大田区 大森北１－４－６ 飲食店

炭火焼とりむてっぽう 大田区 大森北１－４－６　杉ビル　１Ｆ 飲食店

ヘアエステサロンアデア 大田区 大森北１－４－８　森央ビル　４Ｆ サービス

ベリテ／0560大森店 大田区 大森北１－６－１６　アトレ大森　３Ｆ ショッピング

オステリアイタリアニタ 大田区 大森北１－７－１ 飲食店

餃子酒場 大森店 大田区 大森北１－８－１０　２Ｆ 飲食店

やきとりバー福の神 大田区 大森北１－８－１５　ラ・トゥールヴェルディ
　２Ｆ 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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Atelier JD PARIS 大森店 大田区 大森北１－８－２ サービス

肉のいちのへ 大森店 大田区 大森北１－９－４　大森第二共同ビル　１Ｆ 飲食店

DECENT 大田区 大森北１丁目２９－５　ジェネロスアイランド
２０１ ショッピング

牛道場 大田区 大森北１丁目９－２　 飲食店

ピザハット大森店 大田区 大森北２－１０－５　寿マンション ショッピング

y．m38 大田区 大森北２－１２－８－１０９ サービス

くまざわ書店 イトーヨーカドー大森店 大田区 大森北２－１３－２　イトーヨーカドー大森店
　３Ｆ ショッピング

brick 大田区 大森北３－１－４　池田ビル１０１ サービス

ウ゛ェントマルシェ 大田区 大森北４－８－９　大森マンション　１Ｆ 飲食店

FUJIMORI 大田区 大森北６－１３－８ サービス

串カツ鮮魚酒ひらたや 大田区 大森北６－２７－１　サンコー商事１Ｆ 飲食店

平一郎焼肉 大田区 大森北６－２７－１　サンコー商事２Ｆ 飲食店

やきとり家すみれ 平和島店 大田区 大森北６－２７－１　平和島ビル 飲食店

かつや東京平和島店 大田区 大森北６－３０－１６ 飲食店

焼肉三千苑 大田区 大森南１－１６－１ 飲食店

ワークランド大森店 大田区 大森南１－２４－３　スカイプラザ２　１Ｆ ショッピング

松寿苑 大田区 大森南２－３－３ 飲食店

天仲 大田区 大森本町１－８－１５ 飲食店

焼肉ハウスとんとん 大田区 大森東４－１４－３ 飲食店

とんかつ三島 大田区 大森東４－３－８ 飲食店

八百祥 大田区 大森西２－４－１　プラスワンビル　１０１ ショッピング

フードウェアハウス マチノマ大森店 大田区 大森西３－１－３８ ショッピング

1711GreenParksマチノマ大森 大田区 大森西３－１－３８　マチノマ大森　２Ｆ ショッピング

ナンカ堂 大森町店 大田区 大森西３－２０－９ ショッピング

カフェプリンス 大田区 大森西３丁目２０－１４　 飲食店

AtelierClairPARIS大森町 大田区 大森西５－１０－８ サービス

丸善キャンパスショップ東邦大学大森店 大田区 大森西５－２１－１６　東邦大学内医学部３号
館　２Ｆ ショッピング

ZioN大森町店 大田区 大森西５－３０－１　ウエストスクエア　２Ｆ
　２０１ サービス

スーパーイコール 大田区 大森西５－９－１４　島田ビル ショッピング

LORDBUDDHA梅屋敷 大田区 大森西６－１２－１１ 飲食店

グリーンレーベル梅屋敷店 大田区 大森西６－１５－１４　フレンディ梅屋敷　１
Ｆ サービス

焼肉 ご縁 大田区 大森西６－１５－１５ 飲食店

かもす 大田区 山王１－３１－１０ 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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トラットリアカワナベ 大田区 山王１－４－３　橋本ビル１Ｆ 飲食店

HOTPOT 大田区 山王１－４２－１３ 飲食店

京華飯店 大田区 山王１－４３－１ 飲食店

フルールメサージュ 大森店 大田区 山王２－１－５　ＲａＲａ１Ｆ ショッピング

OLY大森店 大田区 山王２－１－６－８０２ サービス

すし処 関根 大田区 山王２－１－８　山王アーバンライフ１０３ 飲食店

ブルースタイル大森 大田区 山王２－２－７　第十一東都ビル　２Ｆ サービス

ZELE 大森店 大田区 山王２－３－１３　シオカワビル　２Ｆ サービス

タパス＆タパス　大森山王店 大田区 山王２－３－３　野口ビル　２Ｆ 飲食店

トータルビューティサロン Mana 大田区 山王２－３－６　コロナビル２Ｆ サービス

NIKO FLOWERS＋ 大田区 山王２－３６－１１ ショッピング

焼肉 板門店 大田区 山王２－４２－７ 飲食店

元祖五十番神楽坂本店大森店 大田区 山王２－５－５ ショッピング

山王 大田区 山王２－５－９ 飲食店

シンガポールバル　ミサキヤ 大田区 山王２丁目２－１５　Ａ－２Ｆ 飲食店

渡辺マリン 大田区 山王２丁目４２－１ ショッピング

東京ガスライフバル東大田 大田区 山王３－１４－１７ ショッピング

デラ・ムラマツ大森店 大田区 山王３－３－１ ショッピング

農園キッチン 大田区 新蒲田３－１２－１１ 飲食店

山口油屋福太郎 東京支店 大田区 本羽田２－６－２１ ショッピング

大谷政吉商店 大田区 本羽田３－２４－１１ ショッピング

びっくりドンキー 東六郷店 大田区 東六郷２－１９－８　セントラルコート　２Ｆ 飲食店

Aletta 大田区 東嶺町２９－８　２Ｆ サービス

ブルースタイル御嶽山店 大田区 東嶺町４４－９ サービス

松村工芸 大田店 大田区 東海２－２－１　大田生花卸売市場内 ショッピング

絶品の焼肉Ryu 大田区 東矢口２－１５－１３　ＮＫビル１Ｆ 飲食店

中華バル PABLO 大田区 東矢口３－２－１　さんろ－どダイヤモンドマ
ンション　１０１ 飲食店

ワークショップナックル 羽田店 大田区 東糀谷３－１３－１２ ショッピング

レストランハヌマン石川台店 大田区 東雪谷２－１４－１ 飲食店

炭火焼串ろう石川台店 大田区 東雪谷２－４－１６ 飲食店

丸三ストアー石川台 大田区 東雪谷３－３１－６ ショッピング

高砂寿司 大田区 東雪谷５－９－２ 飲食店

人形町今半 池上本門寺店 大田区 池上１－２－１　池上本門寺朗峰会館　１Ｆ 飲食店

hair studio olgem 大田区 池上２－１３－１ 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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ケーキの家maiko 大田区 池上３－２９－１５　オーキッドハウス　１０
２ 飲食店

カプリチョーザ　池上店 大田区 池上３－４０－２　金峯ビル　１Ｆ 飲食店

カズサ 大田区 池上４－２４－１４　クオーレ　１Ｆ サービス

レストランハヌマン池上店 大田区 池上４－３１－１８ 飲食店

arc 大田区 池上４－３１－１９ サービス

aloft 大田区 池上６－１－２３　長栄堂ビル　２Ｆ サービス

欧風菓子エノモト 大田区 池上６－２－１８ ショッピング

牛繁池上店 大田区 池上６－２－１９　２Ｆ 飲食店

ルナ ロッサ 大田区 池上６－６－２　黄金ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉亭味仙 大田区 池上６－６－６ 飲食店

玄海鮨池上店 大田区 池上６－８－５ 飲食店

バンブークラッシク 大田区 池上６－９－９　ユニック池上　２Ｆ サービス

エスポアかまたや 大田区 池上７－１－８ ショッピング

オートサービス翔 大田区 田園調布１－１－１３ ショッピング

Glitter 田園調布店 大田区 田園調布１－３５－１５　１Ｆ ショッピング

福寿司 大田区 田園調布１－４７－１ 飲食店

デンエンチョウフクラブ 大田区 田園調布１－５２－１７ 飲食店

cafe＆barDELIGHT 大田区 田園調布１－５５－１４ 飲食店

TAMAGAWADINER 大田区 田園調布１－５５－２０　浅間ビル５ 飲食店

自然市場 えころじあ 大田区 田園調布１－６－２０ ショッピング

マギーファシリティーズ 田園調布店 大田区 田園調布２－４８－１２ ショッピング

高級食パン専門店嵜本 田園調布店 大田区 田園調布２－４９－１５　寿泉堂ビル　１Ｆ 飲食店

田園調布 おのだ 大田区 田園調布２－５０－１ 飲食店

山中屋果物店 大田区 田園調布２－５０－１　ヤマナカヤビル ショッピング

羅山 大田区 田園調布２－５１－３　日版ビル　１Ｆ 飲食店

田園調布あけぼの 大田区 田園調布２－５１－８ 飲食店

WHITECLOSET 大田区 田園調布２－６２－４ ショッピング

醍醐2 大田区 田園調布２－６２－４ 飲食店

くまざわ書店 田園調布店 大田区 田園調布２－６２－４　東急スクエアガーデン
サイト　２Ｆ ショッピング

富澤商店 田園調布店 大田区 田園調布２－６２－５　東急スクエアガーデン
サイト南館　１Ｆ 飲食店

MetzgereiSASAKI 大田区 田園調布３－１－３　１Ｆ 飲食店

醍醐 大田区 田園調布３－１－４ 飲食店

KAKIMOTO ARMS 田園調布店 大田区 田園調布３－１－６ サービス

PINEDE 田園調布店 大田区 田園調布３－２５－１７ 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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pelican coffee 大田区 田園調布３－２５－１７ 飲食店

リストラン　パスタ・アールワン 大田区 田園調布３－２５－２ 飲食店

焼肉田園田園調布 大田区 田園調布本町４５－９　トキワハウス 飲食店

牛繁武蔵新田店 大田区 矢口１－１３－１３　大金ビル　１Ｆ 飲食店

Dining＆BarNamaste 大田区 矢口１－１５－１３ 飲食店

ナチュレル新田 大田区 矢口１－１６－７　朝日屋ビル１Ｆ サービス

青樺 大田区 矢口１－１７－１ 飲食店

や台ずし 武蔵新田町 大田区 矢口１－２０－４ 飲食店

和味焼肉うしすけ 大田区 矢口１－２０－８ 飲食店

北嶋屋酒店 大田区 矢口１－２１－１８ ショッピング

Sen Hair Salon 大田区 矢口１－２８－２０－２　コーポ第二カワバタ サービス

マルチャーナ 大田区 矢口１丁目１３－１１　テラスハウスＮ 飲食店

クラタヤ 大田区 矢口１丁目２２－２０ 飲食店

築地日本海矢口店 大田区 矢口２－１４－９ 飲食店

よし臓 大田区 羽田４－６－８　ＩＳＴＡＴＩＯＮ　１０１号 飲食店

スワンカフェ＆ベーカリー羽田クロノゲート 大田区 羽田旭町１１－１ 飲食店

クレアディスケ 大田区 羽田空港１－１－４　ゾ－ンＪ　２Ｆ　６区画 飲食店

ANAWOnderfulDay 大田区 羽田空港３－３－２ 飲食店

VIVO 大田区 萩中２－１－２３　ベルフォレスト糀谷　１Ｆ サービス

ステーキハウス バッファロー 大田区 萩中２－６－１８ 飲食店

マメーズ焙煎工房 大田区 蒲田１－１８－５ ショッピング

IRIS－TOKYO 大田区 蒲田１－１９－１ サービス

パティスリーナオヒラ 大田区 蒲田２－１８－２２　ＴＡＣビル　１Ｆ 飲食店

安田屋 大田区 蒲田２－７－１２ ショッピング

GALLERIASalla 大田区 蒲田２－７－１４ サービス

ジャンクロ－ドビギン梅屋敷店 大田区 蒲田２－８－１２－１０１ サービス

ワインショップうめや 大田区 蒲田２丁目５－３　 ショッピング

G．G．C 蒲田店 大田区 蒲田４－１５－８　シュロスバッカス　２Ｆ 飲食店

hair Kahuna 大田区 蒲田４－１８－１２－２０１　クオーレイナバ サービス

屋台居酒屋 大阪 満マル 蒲田店 大田区 蒲田４－１９－３ 飲食店

アンジェリコ蒲田東口店 大田区 蒲田４－２０－９　ホーメストハイツ蒲田　１
Ｆ サービス

七輪房　環八蒲田店 大田区 蒲田４ー４３－１４ 飲食店

和酒だいにんぐ 魚魚呑 大田区 蒲田５－１－５　博千ビル　２Ｆ 飲食店

のどくろ酒場浜吉丸 蒲田店 大田区 蒲田５－１１－４ 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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Barbier店 大田区 蒲田5-11-5 サービス

呑衆ノ鶏 大田区 蒲田５－１２－１　リシェルコート　１０１ 飲食店

OfGrace 大田区 蒲田５－１６－９　第一カワタビル　５Ｆ サービス

肉バルノ－スマン蒲田東口店 大田区 蒲田５－１８－１０　蒲田アルコ－ブ　２Ｆ 飲食店

蒲田 牛タン いろ葉 大田区 蒲田５－１８－１５　中谷ビル 飲食店

エベレスト 大田区 蒲田５－１８－３　１Ｆ 飲食店

esLASH蒲田店 大田区 蒲田５－１８－５　田宮ビル　２Ｆ サービス

焼肉冷麺てっちゃん 大田区 蒲田５－１９－１５　蒲田東口中央ビル　１Ｆ 飲食店

健寿司 大田区 蒲田５－１９－３ 飲食店

銀だこ大衆酒場 蒲田東口店 大田区 蒲田５－１９－７ 飲食店

東京蒲田串あん 大田区 蒲田５－１９－７　蔵方ビル　１Ｆ 飲食店

CONA蒲田店 大田区 蒲田５－２０－１　一番街ビルＡ　１Ｆ 飲食店

焼肉 慶州苑 大田区 蒲田５－２０－２ 飲食店

蒲田東口ホルモン肉力屋 大田区 蒲田５－２０－２　１Ｆ 飲食店

魚浜 大田区 蒲田５－２０－７　シャトウ蒲田１３ 飲食店

autentico 大田区 蒲田５－２１－１　タミーパレス２Ｆ 飲食店

とり元 大田区 蒲田５－３－３　丸栄ビル　１Ｆ 飲食店

Karra 大田区 蒲田５－３０－１　マネジメントビルＮＯ．１
　２０２ サービス

acrosshairdesign蒲田東口 大田区 蒲田５－３９－４　谷口ハビテーション　３Ｆ サービス

アビリティ ヘアー 大田区 蒲田５－４４－１４　佐藤ビル　１Ｆ サービス

地酒とワインの蔵 光屋 大田区 蒲田５－４５－５　ドミール蒲田　１Ｆ ショッピング

東京ノアレザン蒲田店 大田区 蒲田５－５０－７　パルティール蒲田　１Ｆ 飲食店

ZELE蒲田東口 大田区 蒲田５－９－１０　大月ビル６Ｆ サービス

鳥料理　スズコウ 大田区 蒲田５丁目１８－１４　 飲食店

ヘア－ショップoneすてっぷ 大田区 蒲田本町１丁目６－８　 サービス

S－class 大田区 西糀谷３－３６－９　ＫＤビル　１Ｆ サービス

ブックスフジ 大鳥居店 大田区 西糀谷３－３７－１１ ショッピング

不二家大鳥居店 大田区 西糀谷３丁目３６－１　 ショッピング

丼やたつみ 大田区 西糀谷３丁目４４－５　メゾンウィステリア１
０１ 飲食店

ファミリーファッションいづみ 大田区 西糀谷４－３－８ ショッピング

マート飯島 大田区 西蒲田３－１０－２ ショッピング

ベニースーパー 西蒲田 大田区 西蒲田４－３１－１８ ショッピング

パティスリ－ル－ジュブランシュ 大田区 西蒲田５－１９－１０　フォレストメゾン　１
Ｆ　Ｂ ショッピング

伊とう 大田区 西蒲田６丁目２８－６　 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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カクメイバ－ガ－アンドカフェ 大田区 西蒲田７－１０－１０ 飲食店

自遊空間蒲田西口店サインレス 大田区 西蒲田７－２－２ 飲食店

玄海鮨 大田区 西蒲田７－２６－８　蒲田ｘｅビル　２Ｆ 飲食店

うなぎ藍の家 大田区 西蒲田７－２７－５ 飲食店

なかよしバルボラチョ・バンチョ 大田区 西蒲田７－２８　中島ビル　１Ｆ 飲食店

牛たん よし田 蒲田店 大田区 西蒲田７－２８－７ 飲食店

Bonheur 大田区 西蒲田７－２９－１０　ビルド太田　３Ｆ サービス

食道園蒲田西口店 大田区 西蒲田７－２９－１０　ビルド太田１Ｆ 飲食店

焼肉トンキュ－555 大田区 西蒲田７－２９－３　久保井ビル　２Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ茶寮もち月 大田区 西蒲田７－２９－５　ニューカマタビル　１Ｆ 飲食店

弘城 大田区 西蒲田７－３－７ 飲食店

台湾菜館弘城 大田区 西蒲田７－３－７　弘城ビル　４Ｆ 飲食店

AUBEHAIRkyle蒲田店 大田区 西蒲田７－３０－４　フェリーズ蒲田　１Ｆ－
１０１ サービス

肉の頂 大田区 西蒲田７－４－３　カーサ蒲田２Ｆ－ｅ 飲食店

クラフトビールショップ 極楽 大田区 西蒲田７－４１－８　２Ｆ 飲食店

シャングリーラ 大田区 西蒲田７－４４－５　カマタＩ・Ｔビル３Ｆ 飲食店

Barretta by neolive 大田区 西蒲田７－４５－８　ＫＵビル　１〜４Ｆ サービス

かつや 蒲田西口 大田区 西蒲田７－４６－４ 飲食店

新橋志乃多寿司　蒲田店 大田区 西蒲田７－４７－３　第二林ビル　Ｆ１ 飲食店

美容室MashUp 大田区 西蒲田７－４８－１１　一二三堂ビル２Ｆ サービス

ブラッキー蒲田店 大田区 西蒲田７－４８－３　大越ビル２Ｆ サービス

美容室 ibah 大田区 西蒲田７－４９－１ サービス

旭屋 大田区 西蒲田７－４９－１０ ショッピング

赤から 蒲田店 大田区 西蒲田７－５－１０　蒲田駅西口会館　３Ｆ 飲食店

友諠商店 蒲田店 大田区 西蒲田７－５－１２　新中央ビル　５Ｆ ショッピング

絶品の焼肉Ryu 西蒲田 大田区 西蒲田７－５－１４　シティプラザ蒲田　２０
１ 飲食店

しきぶ 大田区 西蒲田７－５－６　ＦＤＩ蒲田西口ビル５Ｆ 飲食店

ゴンドレッタ 大田区 西蒲田７－５０－４　ルミエール西蒲田　１Ｆ 飲食店

すきあじ 大田区 西蒲田７－５０－６ 飲食店

銀座和蘭豆サンライズ蒲田店 大田区 西蒲田７－５１－１２　ライオンズフジ　１Ｆ 飲食店

魚寅食堂 蒲田店 大田区 西蒲田７－６－１　升本ビル１Ｆ 飲食店

B／65536 大田区 西蒲田７－６－７　村上ビルＢ１Ｆ 飲食店

鉄板串焼　嵐　蒲田本店 大田区 西蒲田７－６－８　蒲田西口村上ビル　１Ｆ 飲食店

アプレシオ蒲田店 大田区 西蒲田７－６１－１　東京蒲田文化会館３Ｆ 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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亀屋百貨店 大田区 西蒲田７－６６－１ ショッピング

ランプ 大田区 西蒲田７－６６－１０ 飲食店

銀座和蘭豆蒲田駅前店 大田区 西蒲田７－６６－１０　ランズビル　２Ｆ 飲食店

牛吟 大田区 西蒲田７－６６－１０　ランズビル５Ｆ 飲食店

ペットスマイル サンロード蒲田店 大田区 西蒲田７－６６－１２ ショッピング

韓国家庭料理おしお西口店 大田区 西蒲田７－６６－１５　１Ｆ 飲食店

チキタ　蒲田駅前店 大田区 西蒲田７－６６－２　ランズビル　３Ｆ 飲食店

魚蔵ねむろ蒲田駅前店 大田区 西蒲田７－６６－３　清宮ビル 飲食店

キシフォート サンライズ蒲田 大田区 西蒲田７－６６－４ ショッピング

肉のいちのへ 蒲田店 大田区 西蒲田７－６７－１２ 飲食店

キシフォート 蒲田店 大田区 西蒲田７－６７－６ ショッピング

釜めし・焼鳥・うなぎ梅Q 大田区 西蒲田７－６９－１　蒲田東急プラザ第一別館 飲食店

炭火焼串焼き 克己 大田区 西蒲田７－７－１　グレイス蒲田　１０１ 飲食店

ヘア－ラボ　エムツ－ 大田区 西蒲田７丁目１２－１２－１０５　 サービス

宝島24　蒲田西口店 大田区 西蒲田７丁目６－４　 飲食店

アクロスヘアーデザイン蒲田店 大田区 西蒲田８－１－７　グランタウンビル　８Ｆ サービス

ビリーザキッド西蒲田店 大田区 西蒲田８－１９－３　蒲田パーソナルハウス１
０８ 飲食店

CLIP’S＆COLORS 大田区 西蒲田８－４－１４　エスコートハイム　１Ｆ サービス

魚のすけ 大田区 西馬込２－３０－３　森ビル　１Ｆ 飲食店

ブルースタイル雪谷大 店 大田区 雪谷大町１０－２　Ｋ２ビル　１Ｆ サービス

たつ郎すし 大田区 雪谷大町１１－７　富士ビル１Ｆ 飲食店

（有）フロ－リスト ニュ－フラワー 大田区 鵜の木２－１６－５　旬市場内 ショッピング

ラ・カルネ（La Carne） 大田区 鵜の木２－５－５　イーグル鵜の木原田ビル２
Ｆ　 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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