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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

ジェイーコ 大 店 豊島区 上池袋１－３４－８　銀友ビル　１Ｆ ショッピング

リッシュ 豊島区 上池袋３－１６－１７　デュプレックス　１Ｆ サービス

魚屋みらく劇場 豊島区 北大２－２８－７ 飲食店

串駒房 豊島区 北大塚１－３３－２７ 飲食店

焼肉スタジアム Jan 大塚店 豊島区 北大塚２－１１－１　ＳＫビル１Ｆ 飲食店

うな鐵大 店 豊島区 北大塚２－１２－２ 飲食店

山下書店 大塚店 豊島区 北大塚２－１４－５　ＫＹビル１Ｆ ショッピング

天下寿司 大塚店 豊島区 北大塚２－１５－８ 飲食店

エノモトハーズ 豊島区 北大塚２－１６－１０　長坂マンション　１Ｆ サービス

餃子酒場大田屋大 店 豊島区 北大塚２－１７－２　大ｐｈビル１Ｆ 飲食店

炭火焼肉山水園 豊島区 北大塚２－２－３ 飲食店

ビストロ・ジュイエー 豊島区 北大塚２－３－１２　大角萬１Ｆ 飲食店

焼肉冷麺だいじゅ 豊島区 北大塚２－６－３　メゾン大塚　１０１ 飲食店

東京苑 大塚本店 豊島区 北大塚２－７－９　第３３東京ビルディングＢ
１Ｆ 飲食店

桃太郎大 店 豊島区 北大塚２－９－２　江戸屋ビル１Ｆ 飲食店

ホルモン かみふく 豊島区 北大塚２丁目１２－３ 飲食店

ニクビストロENZOBYO 豊島区 北大塚２丁目２８－４ 飲食店

志田熟成鶏十八番 豊島区 北大塚２丁目２８－４ 飲食店

大阪焼肉ホルモン ふたご 大塚店 豊島区 北大塚２丁目７－７　市田ビル　１Ｆ　第五 飲食店

炭火焼肉牛宴 豊島区 南大２－４１－５　渡東ビル　２Ｆ 飲食店

ウーベルチュール 豊島区 南大塚１－１６－５　ラフィーネ南大塚１Ｆ 飲食店

LIBELLULE 豊島区 南大塚１－３１－１９－１０１ サービス

高勢 豊島区 南大塚１－４２－１１　１Ｆ 飲食店

焼鳥 クロウタドリ 豊島区 南大塚１－５０－５　コーポ大塚マンション１
Ｆ 飲食店

大 うなぎ宮川 豊島区 南大塚１－５３－５ 飲食店

Tazza 新大塚店 豊島区 南大塚２－２５－１２ 飲食店

La Strada 豊島区 南大塚２－４１－１　ＴＭＯビル　１Ｆ 飲食店

SPANATURAL 豊島区 南大塚２丁目４２－３－７０２ サービス

大塚大和田本店 豊島区 南大塚２丁目４２－４ 飲食店

STYLEINDEX 新大塚店 豊島区 南大塚３－１－１２　生方ビル　２Ｆ サービス

タイヤ ショップ グッドマン 豊島区 南大塚３－２６－４ ショッピング

Blossom 大塚店 豊島区 南大塚３－３４－１５　メゾンＹＭＤビル１Ｆ サービス

月夜野 豊島区 南大塚３－３８－１４　ガーデンアオヤギ１０
１ 飲食店

ワイン厨房tamaya 豊島区 南大塚３－３９－７ 飲食店
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焼肉 済州苑 大塚店 豊島区 南大塚３－４４－１５　１Ｆ 飲食店

スーパーシマダヤ 大塚店 豊島区 南大塚３－４７－８ ショッピング

焼き鳥屋 くら 豊島区 南大塚３－４８－５　保上ビル１Ｆ 飲食店

すし処魚勘 豊島区 南大塚３－４９－１０　鈴本ビル　１Ｆ 飲食店

CONA大 店 豊島区 南大塚３－５０－３　Ｔ・Ｊ大ビル１Ｆ 飲食店

やっぱりインディア 豊島区 南大塚３－５０－３　運来ビル２Ｆ 飲食店

末廣鮨 豊島区 南大塚３－５１－７ 飲食店

築地銀だこ 大塚南口店 豊島区 南大塚３－５３－５ 飲食店

炭火焼きバル フォンターナ 大塚店 豊島区 南大塚３－５３－５　近藤共同ビル　１Ｆ 飲食店

東京柏屋大塚店 豊島区 南大塚３丁目５３－１０ 飲食店

やきとり母家 豊島区 南池袋１－１２－６　母家ビル１Ｆ 飲食店

ittenBAR 豊島区 南池袋１－１７－１３　ゴールデンプラザ池袋
８Ｆ 飲食店

クロードモネ 池袋店 豊島区 南池袋１－１７－２　南池袋Ｉ－Ｎビル　１１
Ｆ サービス

焼肉叙々苑燦々亭池袋南口店 豊島区 南池袋１－１７－２　南池袋Ｉ－Ｎビル２Ｆ 飲食店

AUBEhaireden池袋2号店 豊島区 南池袋１－１７－２　南池袋ＩＮビル　１０Ｆ サービス

ステーキロッヂ池袋店 豊島区 南池袋１－１８－２２　久保田ビル　１Ｆ 飲食店

FereBright池袋店 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ａ－
８０３ サービス

極・和牛焼肉やざわ 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ｂ１ 飲食店

VeiL 池袋東口店 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ｂ棟 サービス

TRU NAIL＆eyelash 池袋店 豊島区 南池袋１－１９－１２　山の手ビル東館　１２
Ｆ サービス

Neolive api 豊島区 南池袋１－１９－１２　山の手ビル東館　２Ｆ
　Ａ サービス

東池袋魚金 豊島区 南池袋１－１９－１２　山の手ビル東館Ｂ１
Ｆ・１Ｆ 飲食店

青龍門　池袋店 豊島区 南池袋１－１９－６　オリックス南池袋ビル　
Ｂ１ 飲食店

ReEyes 豊島区 南池袋１－２０－１　横田ビル　８Ｃ サービス

MAHR 池袋店 豊島区 南池袋１－２０－１　横田ビル５Ｆ サービス

とりいちず池袋東口店 豊島区 南池袋１－２０－２　Ｂ１ 飲食店

魚錠池袋店 豊島区 南池袋１－２０－９　第一中野ビル　２Ｆ 飲食店

海底撈 豊島区 南池袋１－２１－２　ヒューマックスパビリオ
ン南池袋　５・６Ｆ 飲食店

元祖めんたい煮こみつけ麺 豊島区 南池袋１－２１－５　第七野萩ビル　２Ｆ 飲食店

Prize Iris 池袋東口店 豊島区 南池袋１－２１－５　第七野萩ビル　８Ｆ サービス

Angespavilla 豊島区 南池袋１－２１－７　南池袋１丁目１番地ビル
　５Ｆ サービス

vifart池袋店 豊島区 南池袋１－２１－７　南池袋１丁目１番地ビル
　７０１ 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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アイマジック池袋店 豊島区 南池袋１－２１－７　南池袋１丁目１番地ビル
６０２ サービス

Ange hair 豊島区 南池袋１－２１－７－４０２　南池袋１丁目１
番地ビル サービス

焼肉処 はん 豊島区 南池袋１－２２－１　朝日ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉ふうふう亭池袋東口駅前店 豊島区 南池袋１－２２－２　Ｆ．Ｌ．Ｃビル　５Ｆ 飲食店

Euphoria池袋東口駅前店 豊島区 南池袋１－２２－２　ＦＬＣビル　３Ｆ サービス

ベルシャン 池袋店 豊島区 南池袋１－２２－２　ＦＬＣビル　Ｂ１ ショッピング

ヘアーサロンM Fe’s店 豊島区 南池袋１－２３－１１　ブロンズビル　８Ｆ サービス

ビッグエコー　池袋駅東口店 豊島区 南池袋１－２５－１２ 飲食店

ラケル　池袋東口店 豊島区 南池袋１－２６－１０　油木ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

DanjoBi池袋東口店 豊島区 南池袋１－２６－６　ＴｈｅＳＨｏｎｅビル　
８Ｆ サービス

ベッド専門店グースカ宮田家具 豊島区 南池袋１－２６－９ ショッピング

大江戸 池袋西武前店 豊島区 南池袋１－２７－２ 飲食店

BistroTOKU 豊島区 南池袋１－２７－８　大庄池袋東口ビル９Ｆ 飲食店

Oquinho by 猿田彦珈琲 豊島区 南池袋１－２８－１　池袋駅駅構内　１Ｆ　コ
ンコース 飲食店

Miik． 豊島区 南池袋１丁目１９－３　池袋嘉泉ビル１０Ｆ サービス

Raindrop 豊島区 南池袋２－１０－１ 飲食店

〆蕎麦フクロウ 豊島区 南池袋２－１０－１ 飲食店

焼肉 扉ノムコウ 豊島区 南池袋２－１０－１ 飲食店

ビストロボアドック 豊島区 南池袋２－１０－３　１Ｆ 飲食店

ワイン食堂 ゴッチス 豊島区 南池袋２－１０－３　齋藤ビル　１Ｆ 飲食店

グリップ 豊島区 南池袋２－１１－１－１０１ 飲食店

串揚げとワイン源 豊島区 南池袋２－１１－５　三栖ビル　１Ｆ 飲食店

Cloud zero クラウドゼロ 豊島区 南池袋２－１４－３　池袋東宝ビル３Ｆ サービス

サブウェイ 南池袋あずま通り店 豊島区 南池袋２－１４－５　鈴木ビル　１Ｆ 飲食店

STEEL－for hair 豊島区 南池袋２－１７－１１ サービス

BalboaIsland 豊島区 南池袋２－１７－９　ライヴス南池袋　２Ｆ サービス

串焼．鮮魚 鳥然 豊島区 南池袋２－１８－２　最上ビル　１Ｆ 飲食店

RACINE 豊島区 南池袋２－２１－１　３Ｆ 飲食店

ブルックリン ミルズ 豊島区 南池袋２－２２－１　第三高村ビル　１Ｆ 飲食店

La lueur池袋 豊島区 南池袋２－２３－４　富沢ビル　３Ｆ サービス

お好み焼き Na味 豊島区 南池袋２－２４－３ 飲食店

ROUREL池袋 豊島区 南池袋２－２４－７　ＭＫビル　１Ｆ サービス

スタイル インデックス 豊島区 南池袋２－２５－６　南日本ビル　２Ｆ サービス

KICHIRI オレンジレーベル池袋東口 豊島区 南池袋２－２６－１０ 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 / 16

[東京都東京都]



クアルト池袋 豊島区 南池袋２－２６－１０　アクティオーレ南池袋
　４Ｆ 飲食店

キュピット池袋東口店 豊島区 南池袋２－２６－７　城北ビル　４Ｆ サービス

円居－MADOy－池袋 豊島区 南池袋２－２６－９　ニュープライムビル３Ｆ 飲食店

BASEトリートメント専門店 豊島区 南池袋２－２７－１　村田ビル　５Ｆ サービス

COLORSOL 豊島区 南池袋２－２７－１６　近藤ビル　２Ｆ 飲食店

キャラ池袋 豊島区 南池袋２－２７－１７　黒田ビル　２Ｆ サービス

Ange Lavie 豊島区 南池袋２－２７－２　マルグリッドビル　２Ｆ サービス

Ange spa Grande 豊島区 南池袋２－２７－２　マルグリットビル　３Ｆ サービス

agirhair東池袋 豊島区 南池袋２－２７－３　第一青木ビル　７Ｆ サービス

ルコックロティー 豊島区 南池袋２－２７－５　カティビル　２Ｆ 飲食店

AROMAhairroom池袋店 豊島区 南池袋２－２７－５　カテイビル　５Ｆ サービス

チーズチーズ＆ミートコンテ 豊島区 南池袋２－２７－５　カテイビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

プラスエイト 池袋店 豊島区 南池袋２－２７－５　共和ビル　４Ｆ サービス

Hairesthe HAAAT 豊島区 南池袋２－２７－６　池袋ＣＯＡＳＴビル　６
Ｆ サービス

東口大東苑 豊島区 南池袋２－２７－６　諏訪ビル１Ｆ 飲食店

GINZAグローバルスタイル池袋東口店 豊島区 南池袋２－２７－８　南水ビル ショッピング

grand 豊島区 南池袋２－２９－１０　金井ビル　３Ｆ サービス

ネイル＆アイフル－ル池袋 豊島区 南池袋２－２９－１０　金井ビル　６Ｆ サービス

炉端焼き 魚然 池袋店 豊島区 南池袋２－２９－１２　メトロシティー南池袋
　Ｂ１ 飲食店

美肉酒房鮮Q 豊島区 南池袋２－３１－３　東高ビル１Ｆ 飲食店

レストランかざみどり 豊島区 南池袋２－４１－２０ 飲食店

Jugar cafe 豊島区 南池袋２－４３－１７ 飲食店

梅蘭新庁舎店 豊島区 南池袋２－４５－１　豊島区新庁舎２Ｆ 飲食店

バシバ－ガ－チャンス 豊島区 南池袋２－５－１　島一ビル　１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ日本料理兼久 豊島区 南池袋２－９－３　サンビルディングＢ１Ｆ 飲食店

ぽんでCOFFEE 豊島区 南池袋３－１３－１３　村中ビル　１Ｆ 飲食店

グランアージュ 池袋店 豊島区 南池袋３－１３－１６　２４－ＨＢＬＤＧＢ１
Ｆ サービス

CONA池袋南口店 豊島区 南池袋３－１４－１２　江川ビル 飲食店

鉄板DinerJAKEN 池袋本店 豊島区 南池袋３－１５－１１　内田ビル１Ｆ 飲食店

Cirrus by Cloud zero 豊島区 南池袋３－１５－１３　第二前田ビルＢ１Ｆ サービス

池袋鉄板焼ORCA 豊島区 南池袋３－１６－１０　サンライズ南池袋　Ｂ
１ 飲食店

新栄堂書店 豊島区 南池袋３－２４－１５　ｗｉｓｅビル　１Ｆ ショッピング

フルールメサージュ アイテラス店 豊島区 南長崎４－５－２０ 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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ハニーズ 落合南長崎店 豊島区 南長崎４－５－２０　ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南
長崎　２Ｆ ショッピング

アトリエJDパリ落合南長崎店 豊島区 南長崎４－５－２０　アイテラス落合南長崎　
２Ｆ サービス

山海苑 豊島区 南長崎５－１７－１４ 飲食店

芳林堂書店東長崎店 豊島区 南長崎５－３３－１２ ショッピング

ビューティシモ東長崎 豊島区 南長崎５－３３－１２　２Ｆ サービス

CAFE DE CLEA 豊島区 南長崎５－３３－７　エミリブ東長崎　１Ｆ 飲食店

居酒屋秀ちゃん 豊島区 南長崎５丁目２５－１３　大野ビル２Ｆ 飲食店

コロコショップ 豊島区 南長崎５丁目３１－７ ショッピング

冠城園 豊島区 巣鴨１－１２－１ ショッピング

丸八 豊島区 巣鴨１－１２－５ 飲食店

自遊空間巣鴨駅前店サインレス 豊島区 巣鴨１－１５－１　宮田ビル　４Ｆ 飲食店

ヘアメークマーサ 巣鴨駅店 豊島区 巣鴨１－１５－２　アーバンハイツＡ　１Ｆ サービス

Makalii 豊島区 巣鴨１－１７－８　ｎ２－１１７８ビル　３Ｆ サービス

Aguhair rent 巣鴨 豊島区 巣鴨１－１８－８　巣鴨ＳＹマンション　３０
２ サービス

魚心 豊島区 巣鴨１－２１－５　巣鴨第二ＳＹマンション　
１Ｆ 飲食店

キャラバン 巣鴨店 豊島区 巣鴨１－２５－７ ショッピング

hairshoprestore 豊島区 巣鴨１－２５－９　ＥＤＩＴ巣鴨１Ｆ サービス

鮨処　蛇の目 豊島区 巣鴨１－２６－２　蛇の目ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉とく大和郷 豊島区 巣鴨１－３－４　春水ビル１Ｆ 飲食店

美容室ザナドゥー巣鴨店 豊島区 巣鴨２－１－１　本ビル　２Ｆ サービス

金剛苑 豊島区 巣鴨２－１－１　第一塚本商事ビル２Ｆ 飲食店

ホルモン焼肉縁巣鴨店 豊島区 巣鴨２－１－３　Ｊビル 飲食店

巣鴨酒場　笑う門には福来る 豊島区 巣鴨２－１－５　ボクサール巣鴨３Ｆ 飲食店

Hair Resort fromCoCo 豊島区 巣鴨２－１３－４　ザ・グランド１０２ サービス

銀だこ大衆酒場 巣鴨店 豊島区 巣鴨２－２－４ 飲食店

Riviera巣鴨店 豊島区 巣鴨２－３－７　高原ビル　２Ｆ サービス

魚枡 豊島区 巣鴨２－５－２ 飲食店

成文堂 巣鴨駅前店 豊島区 巣鴨２－５－２　都ビル　１Ｆ ショッピング

TAKAGIYA 豊島区 巣鴨２－９－２６－１０２ 飲食店

ホルモン二郎 豊島区 巣鴨２－９－３ 飲食店

ヘア－バランサ 豊島区 巣鴨３－２１－３　岡島ビル　１０２ サービス

さかつうギャラリー 豊島区 巣鴨３－２５－１３　クラブリーシュ　１Ｆ ショッピング

焼肉ニシキ 豊島区 巣鴨３－２８－７　長島ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

イルキャンティ ノンノノンナ 豊島区 巣鴨３－２８－８　プリマービル　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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baboo 豊島区 巣鴨３－２９－６　米田ビル　１Ｆ サービス

PASTAIOLABO 豊島区 巣鴨３－３０－８　ナカヤビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

あほやにんにく堂 豊島区 巣鴨３－３３－１ ショッピング

山年園 豊島区 巣鴨３－３４－１ ショッピング

ことぶきインテリア 巣鴨店 豊島区 巣鴨３－３７－１ ショッピング

モモコーポレーション 豊島区 巣鴨３丁目３７－１　シマヤマビル１Ｆ ショッピング

ラポールヘア巣鴨店 豊島区 巣鴨４－２３－１　コルモラン巣鴨１Ｆ サービス

神戸旅靴屋 巣鴨店 豊島区 巣鴨４－２６－６　グリーンノート　１Ｆ ショッピング

炭火串焼 げんき屋 池袋店 豊島区 東池袋１－１－１　ＴＯＫビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭火やきとり とり膳 豊島区 東池袋１－１－１　ＴＯＫビル３Ｆ 飲食店

スイーツパラダイス 池袋店 豊島区 東池袋１－１－２　池袋高村ビル　５Ｆ 飲食店

モッズ・ヘア 池袋店 豊島区 東池袋１－１－２　高村ビル　８Ｆ サービス

1103 エピレ池袋本店 豊島区 東池袋１－１－４　タカセセントラルビル　４
Ｆ サービス

池袋ギフトゲート 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル　１・２Ｆ ショッピング

Graphy池袋 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル　４Ｆ サービス

タパス＆タパス　池袋店 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

紋池袋店 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル３Ｆ 飲食店

池袋焼肉ちからや 豊島区 東池袋１－１３－１０　第一坂田ビル３Ｆ 飲食店

ダイマル水産池袋店 豊島区 東池袋１－１４－１　池袋スクエア　Ｂ２Ｆ 飲食店

イケバル 豊島区 東池袋１－１４－１２　第２ＳＳビル１Ｆ 飲食店

La fith hair 池袋店 豊島区 東池袋１－１４－１２　第二ＳＳビル　５Ｆ サービス

Hair Resort LIFE 豊島区 東池袋１－１４－１２　第二ＳＳビル　８Ｆ サービス

Euphoria＋nサンシャイン通り店 豊島区 東池袋１－１５－１　ニュー真下ビル　２Ｆ サービス

Hairartchiffon池袋店 豊島区 東池袋１－１５－３　近代グループＢＬＤ１２
　６Ｆ サービス

金のイタリアン 豊島区 東池袋１－１５－５　東洋興業第二ビル　１Ｆ 飲食店

ならや 豊島区 東池袋１－１７－１１　パークハイツ池袋１Ｆ 飲食店

千足堂健康館池袋店 豊島区 東池袋１－２－１１　タカヤマビル２Ｆ サービス

珈琲茶館 集 池袋店 豊島区 東池袋１－２－２　東池ビルディング　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉 叙々苑 燦々亭 東池袋店 豊島区 東池袋１－２－４　小島ビル１Ｆ 飲食店

ビーボ 豊島区 東池袋１－２０－５　七富久ビルＢ１Ｆ 飲食店

赤から 池袋サンシャイン通り店 豊島区 東池袋１－２１－１３　ＯＲＥビル　６Ｆ 飲食店

BIG MAGIC 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－１３　近代グループＢＬＤ．
１１号館６Ｆ ショッピング

とんちゃん 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－１３　近代グループＢＬＤ１
１号館２Ｆ 飲食店

焼肉叙庵 池袋東口店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル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

7 / 16

[東京都東京都]



ブラッキーPersonal池袋店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル３Ｆ サービス

ウィッシュセレネ 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル３Ｆ サービス

ホビーステーション池袋本店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル７Ｆ ショッピング

すずちゅう サンシャイン通り店 豊島区 東池袋１－２２－６　今井ビル ショッピング

鶏豚きっちん池袋店 豊島区 東池袋１－２３－１２ 飲食店

HAIRSALON M 池袋店 豊島区 東池袋１－２３－３　ＡＳＬＩＮＥＩｋｅｂｕ
ｋｕｒｏ　Ｂ１Ｆ サービス

liberte 豊島区 東池袋１－２３－５　新大同ビル　Ｂ１Ｆ サービス

幸ちゃん寿司 豊島区 東池袋１－２３－８　東池袋ＩＳＫビル　２０
１ 飲食店

ヘアーワーク 豊島区 東池袋１－２５－１７　ウエストビル２Ｆ ショッピング

日本料理香車 豊島区 東池袋１－２６－４　サンフラワービル２Ｆ 飲食店

サフラン池袋 豊島区 東池袋１－２８－１　タクトＴ．Ｏ．ビル２０
１ 飲食店

もうやんカレー池 豊島区 東池袋１－２８－３　市川ビルＢ１Ｆ 飲食店

アニマルルーム いけもふ 豊島区 東池袋１－２９－４　成田ビル　６Ｆ 飲食店

フルコンプ池袋店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビル４Ｆ ショッピング

カプリチョーザ池袋東口店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビルＢ１Ｆ 飲食店

Euphoria＋e60階通り店 豊島区 東池袋１－２９－９　サンリッチビル　２Ｆ サービス

face 池袋 豊島区 東池袋１－３－６　山手ビル　８Ｆ サービス

ビアンカ 池袋店 豊島区 東池袋１－３－６　山手ビル　９Ｆ サービス

黒澤楽器店 池袋店 豊島区 東池袋１－３－７ ショッピング

池袋大人のハンバ－グ 豊島区 東池袋１－３－９ 飲食店

小肥羊池袋店 豊島区 東池袋１－３０－１　キュープラザ池袋　２Ｆ 飲食店

AMOCAFE池袋店 豊島区 東池袋１－３１－６　三昌ビル　１Ｆ 飲食店

TrittfurTritt 豊島区 東池袋１－３２－１　第二アムスビル　４Ｆ サービス

L’heureux 豊島区 東池袋１－３２－２　小川ビル　２Ｆ サービス

手打ちそば 美蕎 豊島区 東池袋１－３２－５　大熊ビル　１Ｆ 飲食店

トレカ侍池袋2号店 豊島区 東池袋１－３２－５　大熊ビル　２Ｆ　ＢＣ号 ショッピング

毛皮工房石井 豊島区 東池袋１－３２－６　河合ビル　１Ｆ ショッピング

こせり 豊島区 東池袋１－３３－４－１０４　ニュー池袋ハイ
ツ 飲食店

馬肉バル跳ね馬 池袋店 豊島区 東池袋１－３５－１１　スタックスビル　１Ｆ 飲食店

RoadHair池袋東口店 豊島区 東池袋１－３５－１１　スタックスビル　１Ｆ
－５０１ サービス

HAPPY VERY 豊島区 東池袋１－３５－１２　高橋ビル　１・２Ｆ サービス

築地食堂 源ちゃん 東池袋店 豊島区 東池袋１－３５－８　第１伊三美ビル１Ｆ 飲食店

池部楽器店 ロックハウス 豊島区 東池袋１－３６－１ 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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満留賀 豊島区 東池袋１－３６－３ 飲食店

ピーディーフィノ 池袋 豊島区 東池袋１－３６－７　アルテール池袋１Ｆ サービス

海鮮酒場魚波ず 豊島区 東池袋１－３９－１　Ｂ１Ｆ 飲食店

がブリチキン。池袋東口店 豊島区 東池袋１－３９－１５　１Ｆ 飲食店

Abbot’sChoice池袋東口店 豊島区 東池袋１－３９－７　第二三恵ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店

蔵元居酒屋清龍酒蔵池袋本店 豊島区 東池袋１－４－２ 飲食店

バルデリコ3号テン 豊島区 東池袋１－４－３ 飲食店

居酒屋鶴龍 豊島区 東池袋１－４－６　高和ビル４Ｆ 飲食店

ハヌリ池袋店 豊島区 東池袋１－４－６　高和ビル５Ｆ 飲食店

大江戸 池袋東口店 豊島区 東池袋１－４０－１０　東池ビル　１Ｆ 飲食店

Hailey’5Cafe 池袋店 豊島区 東池袋１－４０－２　池袋旗ビル５・６・７Ｆ 飲食店

AUBEhairlounge池袋1号店 豊島区 東池袋１－４０－２　近代グループＢＬＤ。８
号館　７Ｆ サービス

焼肉ライク 池袋東口店 豊島区 東池袋１－４０－３　池袋旗ビル　１Ｆ 飲食店

アウトバックステーキハウス 池袋店 豊島区 東池袋１－４１－４　池袋とうきゅうビル　７
Ｆ 飲食店

Aguhairconnection池袋 豊島区 東池袋１－４２－１２　ステーションサイドビ
ル　４Ｆ サービス

Aguhairlivet池袋 豊島区 東池袋１－４２－１２　パークビル　３Ｆ サービス

焼肉キッチンスタジアム黒5池袋東口店 豊島区 東池袋１－４２－１６　ニードビル　２Ｆ 飲食店

居酒屋 平家 豊島区 東池袋１－４２－１８ 飲食店

串焼歳時記 風雲本館 豊島区 東池袋１－４２－４ 飲食店

bilancia 豊島区 東池袋１－４４－２　パラッシオ池袋　１０２ サービス

NAKA NIWA 豊島区 東池袋１－４６－１３　ホリグチビル　１０３ サービス

ザウィスキープラス 豊島区 東池袋１－４７－１２　シウトウビル　１Ｆ ショッピング

串家物語 LABI1 池袋店 豊島区 東池袋１－５－７　ＬＡＢＩ池袋　７Ｆ 飲食店

トレカ侍池袋 豊島区 東池袋１－７－１２　湖月ビル　２Ｆ ショッピング

博多もつ鍋専門店山笠池袋店 豊島区 東池袋１－７－５　イ－スタンビル　Ｂ１ 飲食店

焼肉本舗ぴゅあ 池袋店 豊島区 東池袋１－８－１　ＷＡＣＣＡ　５Ｆ 飲食店

TUCANO’S池袋 豊島区 東池袋１－８－１　ＷＡＣＣＡ５Ｆ 飲食店

とらのあな 池袋店 豊島区 東池袋１－９－１　セイコーサンシャインビル
Ｘ　１７Ｆ ショッピング

LUFFINE 豊島区 東池袋１－９－５　清水ビル　５Ｆ サービス

レモン社池袋店 豊島区 東池袋１－９－５　清水ビル３階 ショッピング

アルカ 本店 豊島区 東池袋２－１５－５ ショッピング

直平 豊島区 東池袋２－６０－１０ ショッピング

EXE サンシャイン店 豊島区 東池袋３－１　サンシャイン６０　４Ｆ サービス

MBE サンシャイン60店 豊島区 東池袋３－１－１　サンシャイン６０　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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カフェ・マルニ 豊島区 東池袋３－１０－１　第二竹下ビル１Ｆ 飲食店

HairSalonCoqu 豊島区 東池袋３－１０－６　加藤第六ビル　１Ｆ サービス

K－BOOKS 豊島区 東池袋３－１２－１２　正和ビル　７Ｆ ショッピング

Swallowtail GiftShop 豊島区 東池袋３－１５－１４　クレール東池袋　１Ｆ ショッピング

まんだらけ 池袋店 豊島区 東池袋３－１５－２　ライオンズマンション池
袋　Ｂ１Ｆ ショッピング

アシストウィッグ池袋店 豊島区 東池袋３－４－１ ショッピング

hairsalonSafaria 豊島区 東池袋４－２５－１２　サンシャインサイド　
２Ｆ サービス

ステーキレストラン ひまわり亭 豊島区 東池袋４－３－４　ＭＨＣ第五ビル　１Ｆ 飲食店

EAT GOOD PLACE 豊島区 東池袋４－４２ 飲食店

DEEP OGALE 豊島区 東池袋４－５－１　エアライズタワー　１０５ サービス

Chouette．nao 豊島区 東池袋４－５－１　ライズアリーナビル（Ｂ－
１０７） サービス

浅野屋東池袋駅前ライズアリーナ店 豊島区 東池袋４－５－２　エアライズタワーライズア
リーナビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

何駄感駄 豊島区 東池袋４－６－１０　ルナ大住ビルＢ１ 飲食店

MAHALODESIGNHAIR 豊島区 東池袋４－８－２　ＫＫビル　１Ｆ サービス

魚真 豊島区 東池袋４ー３－８ 飲食店

casa cosa 豊島区 東池袋５－７－５　ＭＨＣ第三ビル　１Ｆ 飲食店

中国家郷料理永利 豊島区 池袋１－２－６　ベルメゾン池袋　Ｂ－１０１ 飲食店

焼肉東峯苑 豊島区 池袋１－７－１３　大野ビル　１Ｆ 飲食店

29ON 池袋店 豊島区 池袋１－８－５　シ－ステ－ジ池袋　３Ｆ 飲食店

LUTELLA 豊島区 池袋２－１－１　千野時計店本社ビル　３Ｆ サービス

アガリコ 豊島区 池袋２－１０－６　１Ｆ 飲食店

池袋西口肉寿司 豊島区 池袋２－１０－７　藤田ビル１Ｆ 飲食店

寿し和 西口店 豊島区 池袋２－１０－８　大晃八ビル１Ｆ 飲食店

うなぎのまんまる池袋店 豊島区 池袋２－１３－８ 飲食店

旬彩和創作料理亀 豊島区 池袋２－１４－１１ 飲食店

ASILE 豊島区 池袋２－１６－１　ゲストハウスヒラタ１０１ サービス

チキンワークス　池袋店 豊島区 池袋２－１９－１　１Ｆ　相馬屋貸店舗 飲食店

Bridge 豊島区 池袋２－２－４　手ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

味道苑 はなれ 豊島区 池袋２－２－６　パレス池袋 飲食店

永利池袋西口店 豊島区 池袋２－３－３　ゆう文ビル　１Ｆ 飲食店

味道苑 池袋店 豊島区 池袋２－３５－１　中尾ビル 飲食店

三馬力池袋店 豊島区 池袋２－３５－２　第三工藤ビル 飲食店

焼肉ウルフ 豊島区 池袋２－３９－５　ＣＯＳＭＹ２－　１０２ 飲食店

珠寿し 豊島区 池袋２－４－１ 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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ビストロマメ 豊島区 池袋２－４－３　徳永第五ビル１Ｆ 飲食店

鉄板焼焔EN 豊島区 池袋２－４－３　江戸半第３パレス２Ｆ 飲食店

筋肉女子 豊島区 池袋２－４１－２　葉山ビル　６Ｆ 飲食店

炭火焼ホルモンぐう池袋はなれ 豊島区 池袋２－４２－１　ミネオカＮＯ３ビル　２Ｆ 飲食店

炙り炎 豊島区 池袋２－４２－１　第３ミネオカビル４Ｆ 飲食店

日本料理 田家 豊島区 池袋２－４３－７　ダイチツムラビル　１Ｆ 飲食店

ヘアークラブ キャリー 豊島区 池袋２－４４－２　ＴＩＳビル２Ｆ サービス

ネイルサロン フロ－ラ 豊島区 池袋２－４４－３　ＫＴＳビル　２Ｆ サービス

焼肉キッチンスタジアム黒5 豊島区 池袋２－４６－３　シーマビル　１Ｆ 飲食店

小次郎池袋 豊島区 池袋２－５－１　徳永第二ビル　１Ｆ 飲食店

鮨八角 豊島区 池袋２－５－５　市川ビル１Ｆ 飲食店

焼肉いたみ元 豊島区 池袋２－５－８　韓国会館 飲食店

RoadHairLounge 豊島区 池袋２－５１－１０　バナァフラット　１Ｆ サービス

TIPTOP 豊島区 池袋２－５３－１０　フラグメントＭＩＢ　Ｂ
１Ｆ 飲食店

自起屋 豊島区 池袋２－５４－１　パールビル１Ｆ 飲食店

ヘアワークスミスト 豊島区 池袋２－５４－１０　池袋スワン１Ｆ サービス

業務用スーパーSHIODAYA 池袋西口 豊島区 池袋２－５５－１２ ショッピング

やおら料理店 豊島区 池袋２－６３－５　パレスガーデンミラノ　２
０２ 飲食店

鮨 てつ也 豊島区 池袋２－６３－６　パレスガ－デンミラノ　２
０１ 飲食店

牛道 豊島区 池袋２－６４－１３ 飲食店

炭火焼肉 あもん 豊島区 池袋２－６９－１　新井ビル　１Ｆ 飲食店

富久鮨 豊島区 池袋２－７－５ 飲食店

丸銀 豊島区 池袋２－８－２ 飲食店

ジョジョ美容室池袋店 豊島区 池袋３－３－５ サービス

魚串炙縁 豊島区 池袋３－５９－９　１Ｆ 飲食店

切手の博物館 ミュージアム・ショップ 豊島区 目白１－４－２３ ショッピング

salonde1993 豊島区 目白１－７－１５　目白台マンション　１Ｆ ショッピング

PICCIN 目白店 豊島区 目白２－３－３　ラフィーネ目白 ショッピング

ルヴァンキャトル 豊島区 目白２－３－３目白Ｙビル１Ｆ 飲食店

PIZZERIA 37 豊島区 目白２－３９－１　トラッド目白　１Ｆ 飲食店

レインボウ トラッド目白店 豊島区 目白２－３９－１　トラッド目白　１Ｆ ショッピング

南国酒家　目白店 豊島区 目白２－３９－１　トラッド目白　２Ｆ 飲食店

アンレクレ 目白店 豊島区 目白３－１３－１　コトブキビル　１Ｆ ショッピング

シマーク目白店 豊島区 目白３－１３－５　イトーピア目白カレン　１
Ｆ 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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南雲 豊島区 目白３－１４－１８ 飲食店

PaddleHAIRLIFE 豊島区 目白３－１４－１８　目白ヒカリハイツ　２Ｆ サービス

La・mujica 豊島区 目白３－１４－２１ 飲食店

マックスキャロット 豊島区 目白３－１６－１６　広運ビル１Ｆ 飲食店

Lusso chiaro 豊島区 目白３－１７－２４　目白Ｉ－Ｎビル　１Ｆ サービス

とりいちず目白店 豊島区 目白３－３－１ 飲食店

吉祥庵 豊島区 目白３－５－１０　川瀬ビル　２Ｆ 飲食店

TIGRESS目白店 豊島区 目白３－５－１３　シティハウス目白　１・２
Ｆ ショッピング

Lusso canaan 豊島区 目白３－６－４　目白ビル　Ｂ１ サービス

Lusso 豊島区 目白３－７－６　花楓ビル　２Ｆ サービス

目白スペインバル 豊島区 目白３丁目１７－２３　アビウスビル２Ｆ 飲食店

ガッタイオーラドルチ 豊島区 目白５丁目１５－１２　 飲食店

星野写真スタジオ 豊島区 西巣鴨２丁目３３－１４ サービス

炭火焼肉山星 豊島区 西巣鴨４－１２－２　斗七ビル２Ｆ 飲食店

くし家串猿 西巣鴨店 豊島区 西巣鴨４－１２－５ 飲食店

アンティコカフェアルアビス池袋店 豊島区 西池袋１－１　池袋駅構内西口　Ｂ１Ｆ 飲食店

アントステラ 池袋駅店 豊島区 西池袋１－１－２１　池袋駅Ｂ１アップルロー
ド 飲食店

人形町今半 池袋東武店 豊島区 西池袋１－１－２５　東武百貨店　１５Ｆ 飲食店

牛兵衛草庵 池袋西口店 豊島区 西池袋１－１０－２　日高ビル　１Ｆ 飲食店

秋田眞壁屋エソラ池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　Ｅｓｏｌａ池袋　６Ｆ 飲食店

KICHIRI Esola池袋 豊島区 西池袋１－１２－１　Ｅｓｏｌａ池袋　８Ｆ 飲食店

牛たん炭焼 利久 Esоla池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　エソラ池袋　７Ｆ 飲食店

フルーリストボンマルシェ エソラ池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　エソラ池袋　Ｂ１Ｆ ショッピング

赤から 池袋西口公園前店 豊島区 西池袋１－１３－５　シーガルハウスビル　５
Ｆ 飲食店

NATURALNINE 池袋店 豊島区 西池袋１－１５－７　ベルビル４Ｆ ショッピング

プライズ 池袋店 豊島区 西池袋１－１６－１　新東第一ビル　２Ｆ サービス

柳寿司 豊島区 西池袋１－１８－１　五光ビル 飲食店

ひとり焼肉 美そ乃 豊島区 西池袋１－１８－１　五光ビル　１Ｆ 飲食店

Dio．．．池袋 豊島区 西池袋１－１９－６　松長ビル　４Ｆ サービス

アナザ－ドアバイマリ－ 豊島区 西池袋１－２－２　ウエストワン　１Ｆ サービス

すし椿 池袋西口店 豊島区 西池袋１－２０－１　アイ・タワー　Ｂ１ 飲食店

千里香池袋店 豊島区 西池袋１－２１－１　ＹＫＤビル７Ｆ 飲食店

すしまみれ池袋店 豊島区 西池袋１－２１－１３　南蛮ビル　１Ｆ 飲食店

カスタマカフェ 池袋西口店 豊島区 西池袋１－２１－１３　南蛮ビル　２〜５Ｆ 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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ワンラブネイルズ池袋店 豊島区 西池袋１－２１－３　リビック大野ビル　６Ｆ サービス

フーズフーズ池袋店 豊島区 西池袋１－２１－９ 飲食店

居酒屋清龍酒蔵 池袋西口店 豊島区 西池袋１－２２－２ 飲食店

中国茶舘 豊島区 西池袋１－２２－８　三笠ビル　２Ｆ 飲食店

地球飯店 豊島区 西池袋１－２２－８　三笠ビル　３Ｆ 飲食店

魚ます 池袋店 豊島区 西池袋１－２４－３　モンドーレビル　２Ｆ 飲食店

逸品飲茶・縁茗 豊島区 西池袋１－２４－９　江戸半第３ビルＢ１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご池袋店 豊島区 西池袋１－２５－３　次郎長ビル１－２Ｆ 飲食店

友諠商店 豊島区 西池袋１－２８－６　大和産業ビル　４Ｆ ショッピング

SOLE池袋北口店 豊島区 西池袋１－２９－２　地得ビル　５Ｆ サービス

びすとろUOKIN池袋 豊島区 西池袋１－３－６　アウルコートＢ１Ｆ 飲食店

金寿司 豊島区 西池袋１－３１－６ 飲食店

品品香 豊島区 西池袋１－３４－３　２Ｆ 飲食店

大蔵 豊島区 西池袋１－３４－３　矢島ニュ－ウェ－ブ　３
Ｆ 飲食店

新天地 豊島区 西池袋１－３４－３　矢島参番館　２・３Ｆ 飲食店

居酒屋弁慶 豊島区 西池袋１－３５－７ 飲食店

うな鐵 豊島区 西池袋１－３５－７ 飲食店

博多餃子舎鉄なべ西池袋店 豊島区 西池袋１－３５－７　三杉ビル　Ｂ１ 飲食店

魚金池袋店 豊島区 西池袋１－３５－８　東海ビル１Ｆ 飲食店

イタリアンバルUOKIN池袋 豊島区 西池袋１－３５－８　東海ビルＢ１Ｆ 飲食店

池袋 清江苑 豊島区 西池袋１－３７－１２　ロサ会館　１Ｆ 飲食店

自遊空間池袋西口ROSA店サインレス 豊島区 西池袋１－３７－１２　ロサ会館　４Ｆ 飲食店

S－DARTS DS池袋店 豊島区 西池袋１－３７－１２　ロサ会館　８Ｆ ショッピング

グリルガーデン 豊島区 西池袋１－３７－１６　３Ｆ 飲食店

個室居酒屋にっぽん市 豊島区 西池袋１－３８－１ 飲食店

桃太郎池袋西口店 豊島区 西池袋１－３８－１　ＹＳステージ２Ｆ 飲食店

牛兵衛草庵 池袋ロマンス通り店 豊島区 西池袋１－３８－１　池袋ＹＳステージ　１Ｆ 飲食店

るあう 清江苑 豊島区 西池袋１－３８－５　セイコービル　９Ｆ 飲食店

BEERSAURUS池袋店 豊島区 西池袋１－３８－５　セイコービル３Ｆ 飲食店

月亭　池袋店 豊島区 西池袋１－３９－１ 飲食店

焼鳥しょうちゃん池袋店 豊島区 西池袋１－３９－１　ウエストコアー　２Ｆ 飲食店

焼鳥くりやま 豊島区 西池袋１－３９－１　宮田ビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼ホルモン ぐう 池袋 豊島区 西池袋１－３９－１　宮田ビル　１Ｆ 飲食店

ハンバーグ・ステーキ宮崎亭 豊島区 西池袋１－４－３　藤巻ビル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
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BonD 豊島区 西池袋１－４－５　佐々木ビル　２０１ サービス

つけ蕎麦の阿国 豊島区 西池袋１－４０－５　ＴＫＷ２ビル 飲食店

天下寿司 池袋店 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル　１Ｆ 飲食店

夜パフェ専門店モモブクロ 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ラムしゃぶ金の目池袋店 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル５Ｆ 飲食店

安楽亭　池袋北口店 豊島区 西池袋１－４２－１　常盤観光ビル　２Ｆ 飲食店

周黒鴨大夫人池袋8号店 豊島区 西池袋１－４２－１１　１Ｆ 飲食店

四季香新館 豊島区 西池袋１－４３－９　アミューズ池袋ビルＢ１
Ｆ 飲食店

焼肉貴仙本店 豊島区 西池袋１－４４－６　邦正ビル　１Ｆ 飲食店

アルテアトロ 豊島区 西池袋１－８－１ 飲食店

NATURACE 豊島区 西池袋１－９－２　デュープレックスタワー　
２Ｆ サービス

BLueOCEANGRILL 豊島区 西池袋１－９－２　池袋デュープレックスタ
ワー１Ｆ 飲食店

MUSICDiningbarBOW 豊島区 西池袋１丁目３７－８　ＪＰビル３Ｆ 飲食店

78ステ－キ 豊島区 西池袋１丁目４０－５　名取ビル３Ｆ 飲食店

Arlel 豊島区 西池袋２－３９－７　ベルデ西池袋ビル　９Ｆ サービス

flower shop 315 豊島区 西池袋３－１６－１０　グランドゥール立教前
　１０２ ショッピング

ペッシュ・ドゥ・ヒョ－タン 豊島区 西池袋３－１７－２０　須永ハイツ　１０３号 飲食店

oasis 豊島区 西池袋３－１７－３　東武ストア　２Ｆ サービス

ジンギスカン義経 豊島区 西池袋３－２２－１０　ルミエール　１Ｆ 飲食店

Plumier 豊島区 西池袋３－２２－１４国土西池ビル１Ｆ 飲食店

グリルドミートバルタイジュ 豊島区 西池袋３－２２－５　パークスビル１Ｆ 飲食店

ココナッツディスク池袋店 豊島区 西池袋３－２２－７ ショッピング

プレゴパケット 豊島区 西池袋３－２３－１小倉ビル１Ｆ 飲食店

marry池袋店 豊島区 西池袋３－２３－６　マツモトビル　４Ｆ サービス

まうみ 豊島区 西池袋３－２３－８ 飲食店

串焼きバルまんさん池袋西口店 豊島区 西池袋３－２３－８　ＭＡＲＵビル　２Ｆ 飲食店

TRANSPARENT 豊島区 西池袋３－２５－１１　パークサイドビル　３
Ｆ サービス

池袋一龍庵 豊島区 西池袋３－２５－６　清宮ビル　１Ｆ 飲食店

MEKONG 豊島区 西池袋３－２６－５　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉炎楚 豊島区 西池袋３－２６－６　サンサーラ西池袋ビル　
Ｂ１Ｆ 飲食店

七二八苑 豊島区 西池袋３－２７－１　ベルビル　１Ｆ 飲食店

すし輝 豊島区 西池袋３－２７－４ 飲食店

Cherie 豊島区 西池袋３－２７－６　広瀬ビル　２〜５Ｆ 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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ぼんたぼんたEchika池袋 豊島区 西池袋３－２８－１４　Ｅｃｈｉｋａ池袋 飲食店

アーバンリサーチメイクストアエチカ池袋 豊島区 西池袋３－２８－１４　Ｅｃｈｉｋａ池袋 ショッピング

RANDACLEPORTEエチカ池袋店 豊島区 西池袋３－２８－１４　Ｅｃｈｉｋａ池袋 ショッピング

the BAR ACE 豊島区 西池袋３－２９－１１　泉ビル２ＦＡ 飲食店

studio tva 豊島区 西池袋３－２９－１４　一平ビル　６Ｆ サービス

Jerry 豊島区 西池袋３－２９－９　Ｃ３ビル５Ｆ サービス

hair salon face west 豊島区 西池袋３－２９－９　福利ビル　２Ｆ サービス

スパイス料理とワイン Zero 豊島区 西池袋３－３０－１０　すやまビル１Ｆ 飲食店

Volno 豊島区 西池袋３－３０－２　フェリ－ス西池袋　３Ｆ サービス

IROHA 豊島区 西池袋３－３０－４　山栄ビル　１Ｆ 飲食店

イルキャンティ・オベスト 豊島区 西池袋３－３１－１３　キャンティ第２ビル　
２Ｆ 飲食店

COLORSOL QUALIA 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２　２
Ｆ 飲食店

フォーベトレストラン 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２－４
Ｆ 飲食店

Ream 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２－５
Ｆ－６ 飲食店

しゃぶ邸よろこび 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラサ２－５
Ｆ－Ａ 飲食店

NailSalonElsa 豊島区 西池袋３－３１－５　パークハイムウエスト　
９Ｆ サービス

シュヴァル ドゥ ヒョータン 豊島区 西池袋３－５－７　ウィルコ－ト　１Ｆ 飲食店

TAU 豊島区 西池袋３－６－２　ハイライフ五岳　１Ｆ サービス

大吉西池袋店 豊島区 西池袋４－１１－１２ 飲食店

PARFUM FOR MEN 池袋西口店 豊島区 西池袋５－１－５　第二春谷ビル　２Ｆ　Ａ サービス

GARA西池袋店 豊島区 西池袋５－１３－１０　ハイマート西池袋１０
２ 飲食店

ヘアルーム プリズム 豊島区 西池袋５－１４－８　東海アネックスビル　２
Ｆ サービス

kauti 豊島区 西池袋５－３－１　ＳＡＩＫＩビル サービス

タンテ グラッツィェ 豊島区 西池袋５－３－２　フラットウェル西池袋 飲食店

けむり屋 豊島区 要町１－１２－２ 飲食店

牛繁要町店 豊島区 要町１－９－３　シールドラボビル　２Ｆ 飲食店

SECONDS． 豊島区 要町２－１４－１８ ショッピング

美容室 髪遊 豊島区 要町３－２３－１２　クレセントビル　１Ｆ サービス

安曇野 豊島区 要町３－３８－２ 飲食店

ビュ-ティ-アイム 豊島区 要町３丁目４１番１０号 サービス

海鮮酒場魚波椎名町港 豊島区 長崎１－２－１ 飲食店

焼肉 55 豊島区 長崎２－１１－３ 飲食店

RED 豊島区 長崎２－１４－１３ 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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J．D サカグチ 豊島区 長崎２－７－１１ サービス

焼肉 ファイブ 豊島区 長崎４－８－９ 飲食店

イタリアンレストラン カフェ トラベルサ 豊島区 長崎５－１－３２　城北日専連ビル　２Ｆ 飲食店

東京燻製工房 直売所 豊島区 長崎５－２０－８　川口屋　１Ｆ ショッピング

HAIR SALON WEED 豊島区 雑司が谷１－５－２ サービス

オレンジマートオークラ 豊島区 雑司が谷３－１２－２ ショッピング

焼肉明翠園 豊島区 駒込１－１９－２ 飲食店

hair sync 豊島区 駒込１－２８－３　向後２ビル　１Ｆ サービス

ミックヘア＆メイク 駒込店 豊島区 駒込１－３４－２ サービス

寿司 高はし 豊島区 駒込１－４２－２－１０２ 飲食店

小松庵総本家 本店 豊島区 駒込１－４３－１６ 飲食店

牛繁駒込店 豊島区 駒込２－１５－７　地ビル大　２Ｆ 飲食店

三木酒店 豊島区 駒込３－２９－７ ショッピング

ヘア＆メイクサント・ノーレ 豊島区 駒込３－５－２　グランコート駒込　１０３ サービス

一久 豊島区 高松３－５－１７ 飲食店

ヘアメイクスカラ 豊島区 高田２－１７－２０　サンシン目白ビル　１・
２Ｆ サービス

鮨おくやま 豊島区 高田２－１８－２２　クレアス目白１０２ 飲食店

牡蠣と魚 海宝 高田馬場店 豊島区 高田３－１１－１９　ヴィラ・オート・ヴァー
グ　１Ｆ 飲食店

ジュウドカフェ 豊島区 高田３－１２－８ 飲食店

ブックオフ 高田馬場北店 豊島区 高田３－１４－２９ ショッピング

はる壱 豊島区 高田３－１６－１ 飲食店

シーズンハーツ 豊島区 高田３－１７－８　大野マンション ショッピング

黒澤楽器店 豊島区 高田３－３６－１ 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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