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Light House 板橋区 宮本町２－９　今西ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7873

茶月小竹向原店 板橋区 向原３－１０　　 飲食店 PK-0000-1636

焼肉牛亭高島平店 板橋区 高島平１－３８－１１　　 飲食店 ZN-0000-7734

わらべ 板橋区 高島平１－５４－９　信和マンション１０３　 飲食店 ZN-0000-7590

ダイニングバーバリーズカンパニア 板橋区 高島平１－７７－１３　伏見ビル１０３ 飲食店 JS-0001-8102

ブラウンオニオンカレーファクトリー 板橋区 高島平５－２２－１２ 飲食店 JS-0005-9909

炭火焼きにくさが壱 板橋区 高島平７－１４－１５ 飲食店 JS-0000-5810

樽八 板橋区 高島平７－１４－５　須田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1392

中国料理華丸 板橋区 高島平８－１４－５　　 飲食店 PK-0000-3440

四季 板橋区 高島平８－１５－２－１０１　ファミール徳丸　 飲食店 ZN-0000-7800

焼肉レストラン仁川 板橋区 高島平８－９－１－１０１　グリーンコーポ高島 飲食店 JS-0002-1648

福寿園 板橋区 三園１－２１－１０　　 飲食店 ZN-0000-7700

饗酒堂灯 板橋区 志村１－１２－２１　　 飲食店 ZN-0000-7620

鮒与 板橋区 志村１－１５－７ 飲食店 JS-0002-2168

遊遊酒菜や魚まる志村店 板橋区 志村１－３４－１　原田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7743

焼肉・ホルモン焼大地 板橋区 志村１－３４－２０　ファミールコーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7554

セップリリータイ料理 板橋区 志村１－３５－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-1492

ピアンタ志村坂上店 板橋区 志村２－３－２　　 飲食店 ZN-0000-7983

炭火焼肉 開拓村 板橋区 志村２－３－９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7763

蕾 板橋区 志村３－２４－１　藤井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3709

ここから 板橋区 志村３－２４－２　渡邉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5601

カフェ オリーブ 板橋区 舟渡１－１２－１　ＹＵビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0722

饗酒堂焔 板橋区 小豆沢２－１６－５　増善ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7618

飯綱 板橋区 小豆沢２－１７－７　キャッスルマンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7836

DINING aiai 板橋区 小豆沢２－２１－１７　Ａ＆Ｋ小豆沢１０２ 飲食店 JS-0004-3561

サラ・ダ・プランツォ 板橋区 小茂根１－１９－９　リラッサ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7693

特選和牛焼肉やなか 板橋区 小茂根１－２８－１１　ハマノハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7579

パスタとお酒ぶどうの根っこ 板橋区 小茂根１－３０－８　　 飲食店 PK-0000-0631

300BONE 小竹向原 板橋区 小茂根４－１１－１ 飲食店 JS-0004-7672

BK3 板橋区 小茂根４－９－１３　コ－トセイコウ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0652

BK2 板橋区 小茂根４－９－１３　コ－トセイコウ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0715

BK1 板橋区 小茂根４－９－１３　コ－トセイコウ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0786

BK4 板橋区 小茂根４－９－１３　コ－トセイコウ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4106

東北酒場あらた 板橋区 上板橋１－２４－５　ベイ２１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7963

魚長 寿司 板橋区 上板橋２－２－１６　　 飲食店 ZN-0000-7533

ラ－メン酒場早川亭みやび 板橋区 上板橋２－３５－１１　第一丸荻ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2875

剋 板橋区 上板橋２－３５－１４　　 飲食店 ZN-0000-7531

Y’Scafe 板橋区 上板橋３－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-7869

じゃんじゃん 4 号店 板橋区 上板橋３－１４－２　城北第一ビル１０３ 飲食店 JS-0003-1733

Highw’yRose 板橋区 上板橋３－２３－５　丸山マンション１０６　 飲食店 ZN-2000-1999

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/24

［板橋区］

加盟店名 所在地 ジャンル

フィリピン風居酒屋 KABAYAN 板橋区 上板橋３ー２４ー１　第１新井ハイツ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3128

いちけん 板橋区 常盤台１－２－３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3606

牛繁 ときわ台店 板橋区 常盤台１－５－８　　 飲食店 ZN-0000-3585

ビストロ＆カフェ・ラ・ノブティック 板橋区 常盤台１－７－８　ソレイユ常盤台１０６ 飲食店 JS-0001-4385

カッチャトーレ 板橋区 常盤台３－２３－７　　 飲食店 ZN-0000-7557

メゾンモンマルトル 板橋区 常盤台４－２０－１　　 飲食店 PK-0000-0643

竜元上板橋店 板橋区 常盤台４－２９－６　内室マンション１０１　 飲食店 ZN-2000-5428

喫茶さかもと 板橋区 常盤台４－３０－４　常盤コーポ１０１ 飲食店 JS-0005-2473

もつ真路上板橋店 板橋区 常盤台４－３３－１３　丸荻ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7952

牛繁 上板橋店 板橋区 常盤台４－３４－２　　 飲食店 ZN-0000-3581

HEATUP ！ 板橋区 成増１－１４－１６　ビープラレービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7845

珠 TAKARA 板橋区 成増１－１４－１６　ビープラレビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-3291

菜彩厨房 板橋区 成増１－１５－６　メルヘンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6953

ガレリア 板橋区 成増１－２９－１５　成増ローヤルコーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7725

らくだの台所 板橋区 成増２－１０－１１　ＩＧＹビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7756

Dinning 酒場心々家 板橋区 成増２－１７－１１　榎本ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0211

海人成増店 板橋区 成増２－１７－２２　五曠第７ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4866

華房成増店 板橋区 成増２－１７－２２　五曠第七ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-9301

一軒め酒場 成増店 板橋区 成増２－１７－３３ 飲食店 AL-0000-0079

寿 TOSHI 板橋区 成増２－１７－３４　林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7569

沖縄居酒屋島人 板橋区 成増２－１８－１４ 飲食店 AL-0000-0076

レモンサワー酒場 TAMARIBA 板橋区 成増２－１８－１５　須田ビル１Ｆ３号 飲食店 AL-0000-0080

澤や 板橋区 成増２－１８－９　　 飲食店 ZN-0000-7724

DINING ＆ BARKajah 板橋区 成増３－２２－３４ 飲食店 JS-0004-2353

鶏八丁 板橋区 成増３－３６－２６　プランティーノスタンツァデュオ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7478

瓦焼きひとたらし 板橋区 成増３－４１－１７　ハイツビゴラス１０３ 飲食店 JS-0004-2568

いろは鮨 板橋区 成増４－１８－１０ 飲食店 JS-0001-4978

おいしい野菜塾レストラン 板橋区 西台２－１２－１２　　 飲食店 ZN-2000-0033

牛繁 下赤 店 板橋区 赤新町１－２３－６　　 飲食店 ZN-0000-3539

プレコパルザン テ ララ 板橋区 赤新町１－２４－１１　アミーゴビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7874

炭火焼きにくさが壱 板橋区 赤塚１－１０－４ 飲食店 JS-0001-2443

中華厨房龍 RON 板橋区 赤塚１－８－６　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0565

串焼き とんじゅ 板橋区 赤塚１－９－１２　松戸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1340

二葉鮨 板橋区 赤塚１－９－１４ 飲食店 JS-0003-5330

焼肉 山陽 板橋区 赤塚２－２－１８ 飲食店 JS-0002-6262

イタリアンレストラン Plurale 板橋区 大山金井町４１－１１　ＮＫコ－ポ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6369

DiningBarLeLien 板橋区 大山金井町４１－２　メゾンサニー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7890

ダイニングバー デフィー 板橋区 大山町１１－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7499

牛繁 大山店 板橋区 大山町１４－３　コーポホリコシ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3596

母味ポチャ 板橋区 大山町２４－１５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5883

ひだまり 板橋区 大山町２４－１６　大矢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7791

新鮮・塩ホルモン燦 sun 板橋区 大山町２５－７　　 飲食店 ZN-0000-7906

うろこ家 板橋区 大山町３１－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7619

焼肉ホルモンふうちゃん家 板橋区 大山町３１－２　伊崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6003
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BAR254 板橋区 大山町３２－２　ＢＡＲ２５４　　 飲食店 ZN-2000-1798

海鮮・旬菜料理和匠 板橋区 大山町６－２　　 飲食店 ZN-0000-7553

一献 大山店 板橋区 大山町６－６　カネコビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2865

Seoul 物語大山店 板橋区 大山町６－９　大野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7593

旬活烹子宝いながき 板橋区 大山町９－２　　 飲食店 ZN-0000-7631

Restaurant Padma 板橋区 大山東町１６－５　コスモ和光８－１Ｆ 飲食店 JS-0003-9641

泉 板橋区 大山東町２１－１０　スカイシャルム大山　 飲食店 ZN-0000-7993

海人大山店 板橋区 大山東町２１－９　吉田ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8024

プリックタイ 板橋区 大山東町２２－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7647

お好み焼もんじゃ味どり 板橋区 大山東町５２－１３　オーナーズビルド大石１Ｆ 飲食店 JS-0000-7224

じゃんじゃん 3 号店 板橋区 大山東町５５－６　水上ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1734

ひみつ基地 板橋区 大山東町５６－６　　 飲食店 ZN-0000-7943

Wine 厨房 tamaya 大山 板橋区 大山東町５８－８　大山新世ビル１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-7816

肴菜 ya 板橋区 大山東町５９－１０　　 飲食店 ZN-0000-7711

たらこ家 板橋区 大山東町５９－１９　　 飲食店 ZN-2000-2733

焼肉東大門 板橋区 大山東町５９－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9039

和牛焼肉やったぜ！ 板橋区 大山東町６０－１５　大島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6107

金太郎鮨 本店 板橋区 大谷口北町７１－１０　レジデンスデルタ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1985

ダーツバー G － SQUARE 板橋区 大和町１７－４－２０１　近松ビル　 飲食店 ZN-2000-2791

焼肉賢明 板橋区 中丸町５５－３　ジュウエル城西１０５　 飲食店 ZN-0002-6634

万備 板橋区 中板橋１３－１１ 飲食店 JS-0004-7239

B － one 板橋区 中板橋１４－１０ 飲食店 JS-0005-1190

牛繁 中板橋店 板橋区 中板橋１７－４　岡伸ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3550

蒔田鮨 板橋区 中板橋１８－１１ 飲食店 JS-0004-6268

鮮魚と色鶏どりの酒処ふ－ち－く－ち 板橋区 中板橋１８－８　　 飲食店 PK-0000-0592

かんざえもん 板橋区 仲宿３９－７　　 飲食店 ZN-0000-7538

牛繁 板橋仲宿店 板橋区 仲宿４１－１０　　 飲食店 ZN-0000-3541

かん 板橋区 仲宿４４－４　奥村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7882

ソウル物語仲宿店 板橋区 仲宿６２－１　板橋ハイタウン１０３　 飲食店 ZN-0000-8020

和唐中華料理 板橋区 仲町３５－３　　 飲食店 ZN-0000-7547

中板海鮮ホルモンあらた 板橋区 仲町３７－６　ハルナビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7964

ハイボール酒場ひな 板橋区 徳丸２－２－７　大塚ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7451

中国料理水晶楼 板橋区 徳丸２－３－１　徳丸スクエア１Ｆ 飲食店 JS-0000-3317

割烹一声 板橋区 南常盤台１－２６－１２　　 飲食店 ZN-0000-7715

Seoul 物語 板橋区 南常盤台１－２９－５　　 飲食店 ZN-0000-7790

串焼処 宮しろ 板橋区 南常盤台１－２９－６ 飲食店 JS-0004-4107

シャルマン 板橋区 南常盤台１－２９－７　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5573

串焼場チャコ 板橋区 南常盤台１－２９－８　石橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7576

牛辿 板橋区 南常盤台２－１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5533

Petit Sapin 板橋区 南常盤台２－２１－３ 飲食店 JS-0003-3036

アンティークダイニング 583 板橋区 南常盤台２－４－１９ 飲食店 JS-0003-8223

山中酒場本店 板橋区 南常盤台２－４－２　大前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1463

焼とりちゃんこどすこい 板橋区 南常盤台２－４－２１　大前ビル２　 飲食店 PK-0000-1870

オステリア・パルテンツァ 板橋区 南町１５－７ 飲食店 JS-0000-7878
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じゃんじゃん本店 板橋区 南町１－６ 飲食店 JS-0003-1735

和可奈 板橋区 板橋１－１０－９　長澤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7491

なごみ 板橋区 板橋１－１３－７　リリエンベルグ壱番館 飲食店 JS-0002-9174

手羽だるま板橋店 板橋区 板橋１－１６－５ 飲食店 JS-0005-9194

焼肉オセヨ 本店 板橋区 板橋１－１８－３ 飲食店 JS-0003-3708

韓国料理アーラリ 板橋区 板橋１－２０－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2094

ダイニングバー Dio 板橋区 板橋１－２０－２　島原第１ビル　 飲食店 ZN-0000-7806

オセヨ 2 号店 板橋区 板橋１－２０－３　　 飲食店 ZN-0000-7552

レストランパリ 4 区 板橋支店 板橋区 板橋１－２１－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7523

肉問屋直営焼肉肉一 板橋区 板橋１－２４－１　　 飲食店 ZN-0000-7807

ニュー加賀屋板橋店 板橋区 板橋１－４９－１３　第五安原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7809

蛇の文鮨 板橋区 板橋１－４９－３　　 飲食店 ZN-0000-7726

樽本寿司 板橋区 板橋１－４９－９－１０３ 飲食店 JS-0000-6629

ありっ武 板橋区 板橋１－５０－２　花村ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7622

養老乃瀧新板橋店 板橋区 板橋１－５０－６　　 飲食店 ZN-0000-7870

じゃんじゃん 板橋駅前店 板橋区 板橋１－５４－６ 飲食店 JS-0003-1574

牛繁 下板橋店 板橋区 板橋２－１－１　　 飲食店 ZN-0000-3598

五てつ 板橋区 板橋２－６２－８ 飲食店 JS-0005-7737

新発田屋 板橋区 板橋２－６２－８　キャニオンマンション第２板橋Ｂ１０３ 飲食店 JS-0003-9246

酒彩暖味 板橋区 板橋２－６４－５　サンホワイトビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1976

鶏と酒かんろく 板橋区 板橋２－６５－５　オレアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3402

ピアンタ仲宿 板橋区 板橋３－１０－５　　 飲食店 ZN-0000-7984

HAPPYHAPPY 板橋区 板橋３－１２－２　スクエア仲宿１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0873

レストランせんごく 新板橋店 板橋区 板橋３－２７－１９　　 飲食店 ZN-0000-7728

妃竜 板橋区 板橋３－５－１４　松下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0176

かわ津 板橋区 板橋３－７－６　木下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0539

あかのれん 板橋区 板橋３－９－９　　 飲食店 ZN-2000-1208

ユニークインドアジア萬ち亭 板橋区 板橋４－４－３－１０５ 飲食店 JS-0004-2436

手打蕎麦豚しゃぶ田中屋 板橋区 氷川町１－５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2916

七輪炭火焼肉七代目やまと 板橋区 本町１４－１２ 飲食店 JS-0003-7554

BARP．P 板橋区 本町３６－１　バロール本町２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3897

炭火焼肉ホルモン 時楽 板橋区 本町３６－９　アーバンライフ１０１ 飲食店 JS-0002-2244

時楽 板橋区 本町３６－９　板橋本町アーバンライフ１０１ 飲食店 JS-0005-3325

焼肉ダイニング りょう 板橋区 蓮根２－１８－２９ 飲食店 JS-0001-3739

よし邑 板橋区 蓮根２－１９－１２　　 飲食店 ZN-0000-7741

カラオケバー・リップス 板橋区 蓮根２－１９－２５　池田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1465

中華料理 和唐 板橋区 蓮根２－２９－１ 飲食店 JS-0001-7922

清竜丸 板橋区 蓮根２－３１－２７ 飲食店 JS-0001-8325

牛繁 サンビスタ西台店 板橋区 蓮根３－９－６　サンビスタ西台　 飲食店 ZN-0000-3558

にこいち 板橋区 蓮沼町２０－１６ 飲食店 JS-0005-2250

まるげん 板橋区 蓮沼町２０－１６　本橋アパート１０３　 飲食店 ZN-0000-7639

肉焼亭うしのすけ 板橋区 蓮沼町２２－８　　 飲食店 ZN-0000-7587

串屋さぶろく 板橋区 蓮沼町８－１　志村電気ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7774

サイクルショップ モリタ 板橋区 熊野町４３－８ ショッピング JS-0002-9236
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Ben ＆ Ben 西台店 板橋区 高島平１－３１－１１　武蔵野マンション１０５ ショッピング JS-0000-0928

大人の雑貨 mama 板橋区 高島平１－５６－１２－１０６　キャニオンマンション第８高島平 ショッピング ZN-0002-6163

高島平フルヤ時計店 板橋区 高島平２－３３－１ ショッピング JS-0002-3274

ひかり調剤薬局 板橋区 高島平９－１７－１５　　 ショッピング ZN-0003-1402

志村薬局 板橋区 坂下１－１２－２１　　 ショッピング PK-0000-4738

ライトニング 板橋区 桜川２－２８－２６ ショッピング JS-0000-6188

タイヤショップウルフ Moto 板橋区 桜川２－２８－２７ ショッピング JS-0005-4116

赤ちゃん筆センター 板橋区 志村１－１３－１６　２Ｆ ショッピング JS-0003-9644

東京ムエタイボクシングショップ 板橋区 志村１－３４－１８－１０１ ショッピング JS-0004-1769

紅葉屋靴店 板橋区 志村２－２－１　　 ショッピング ZN-0002-5913

志村坂上薬局 板橋区 志村２－５－１２　　 ショッピング ZN-0003-1401

TRINITY 板橋区 舟渡４－１２－２０ ショッピング JS-0000-6622

みどり薬局 板橋区 小豆沢１－９－１４　　 ショッピング PK-0000-0714

ビークルワン 板橋区 小茂根１－３２－２６　ティーズファーム１Ｆ ショッピング JS-0001-4846

CAR SUPPORT FIN 板橋区 小茂根５－１４－１２　 ショッピング SL-2000-1361

金子銃砲火薬店 板橋区 上板橋２－４１－３ ショッピング JS-0000-0823

フジヤ 2F 店 板橋区 常盤台２－２７－９　　 ショッピング ZN-2000-1223

おおにし薬局 板橋区 常盤台３－２６－１６　　 ショッピング PK-0000-4148

万華鏡上板橋店 板橋区 常盤台４－２０－５　岡崎ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1809

靴のコタケ 板橋区 常盤台４－３１－１ ショッピング JS-0001-0507

ソフトバンク上板橋 板橋区 常盤台４－３１－４　　 ショッピング ZN-2000-5467

リペア・ラボ 板橋区 常盤台４－３２－３　井上ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5915

モア 板橋区 常盤台４－３７－１４ ショッピング JS-0004-4545

［HC］有限会社わくい電器 板橋区 常盤台４－６－１７　神田ビル１０２ ショッピング JS-0001-8430

創作ジュエリービレッジ 板橋区 常盤台４－６－４ ショッピング JS-0001-8065

M ＇ S ゴルフサポート 板橋区 新河岸１－２－１　ザ・ゴルフガーデン高島平内 ショッピング SL-2000-4807

（株）マコト電気 成増店 板橋区 成増１－１７－２０ ショッピング JS-0000-4538

サイクル ひねもすクラブ 板橋区 成増１－８－１１ ショッピング JS-0003-1191

レミルフォイユ ドゥ リベルテ 成増店 板橋区 成増２－１３－１　ＥＱＵＩＡ成増３Ｆ ショッピング JS-0002-3819

マルゼン洋品店 板橋区 成増２－１９－６ ショッピング JS-0001-0538

有）コットンハウス 板橋区 成増２－２３－１　　 ショッピング ZN-0002-5286

Cnio 板橋区 成増２－２３－２　ツインピークス１Ｆ ショッピング JS-0004-6834

ちゃりんこくらぶ 板橋区 成増４－３３－１１ ショッピング JS-0001-0598

ムサシノモデル 板橋区 清水町７３－１ ショッピング JS-0002-3523

日信堂時計店 板橋区 赤塚１－９－１０ ショッピング JS-0001-0594

ブティック桜赤塚店 板橋区 赤塚２－１－１２　パンダビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3820

ブティック桜赤塚 2 号店 板橋区 赤塚２－１１－２１　　 ショッピング ZN-0002-3821

眼鏡工房たちばな 板橋区 赤塚２－１４－２１ ショッピング JS-0000-5451

［HC］矢作電機株式会社 板橋区 赤塚７－９－１７ ショッピング JS-0001-9794

スタジオブーケ 板橋区 赤塚新町２－７－１４　 ショッピング SL-2000-5627

日本堂仏具店本店 板橋区 赤塚新町３－８－２３ ショッピング JS-0000-2329

スナック喫茶 シャガ－ル 板橋区 泉町４－１４　１Ｆ ショッピング JS-0002-0160

もみじや履物店 板橋区 泉町６－１０　 ショッピング SL-2000-4746

米のいそかわ 板橋区 前野町２－３６－３３ ショッピング SL-2000-2177
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ブティックコンドー 板橋区 大山西町４９－２　ボナールタグチ１Ｆ ショッピング JS-0001-0591

ぺりかん 板橋区 大山町１５－８　ミナヤマビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0626

八光堂 板橋区 大山町２４－１１ ショッピング JS-0001-0493

Ben ＆ Ben 大山本店 板橋区 大山町２４－１４　第一Ｂｅｎビル２Ｆ ショッピング JS-0000-1035

ルースマート 大山店 板橋区 大山町２５－７　金子ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2111

ブティック マルミ 板橋区 大山町２６－７ ショッピング JS-0001-0522

ビューティ ふたば 板橋区 大山町２７－１０ ショッピング JS-0001-0633

東京ひよこ ハッピーロード大山店 板橋区 大山町３１－４ ショッピング JS-0003-0341

清晃堂 板橋区 大山町３１－５ ショッピング JS-0001-0593

シューズ パロス 板橋区 大山町３２－１ ショッピング JS-0001-0649

リサイクルティファナ大山店 板橋区 大山町４０－１　　 ショッピング ZN-0002-3840

細井時計店 板橋区 大山町４０－３ ショッピング JS-0001-0541

村井靴店 板橋区 大山町４０－６ ショッピング JS-0001-0641

あけお眼科研究所 板橋区 大山東町１６－５　コスモ和光８－２０１ ショッピング JS-0000-7123

コゾノ靴店 板橋区 大山東町２１－８ ショッピング JS-0004-6589

リサイクルブティックりんご計画 板橋区 大山東町２４－１１ ショッピング JS-0000-5578

はんこ屋さん 21 大山店 板橋区 大山東町２４－１２　イタリアコーポ１０２　 ショッピング ZN-2000-7476

山口花店 板橋区 大山東町４５－１　　 ショッピング ZN-0002-5495

do’chimo 板橋区 大山東町４５－２　１Ｆ ショッピング JS-0002-9135

大山東調剤薬局 板橋区 大山東町４５－４　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-2028

安藤製菓中板橋本店 板橋区 中板橋１４－１０　安藤ビル　　 ショッピング ZN-0002-6913

坂井善三商店 板橋区 中板橋１５－１３　　 ショッピング PK-0000-2714

音羽屋中板橋店 板橋区 中板橋１５－８ ショッピング JS-0000-3941

ぶらいと薬局中板橋店 板橋区 中板橋７－６　菊池ビル１０１ ショッピング JS-0005-1304

サンメガ 仲宿店 板橋区 仲宿４３－８ ショッピング JS-0004-5261

ラブフラワー 板橋区 仲宿４４－４　　 ショッピング ZN-2000-0731

ドゥトラヤ 板橋区 仲宿５６－１ ショッピング JS-0001-0596

mederu 板橋区 仲宿５７－１４ ショッピング JS-0004-5563

金子時計店 板橋区 仲宿５８－１４ ショッピング JS-0001-0565

リセエンヌ・ティナ 板橋区 仲宿６０－１１ ショッピング JS-0001-0605

でんきのミヨシヤ 板橋区 仲宿６３－７ ショッピング JS-0000-3951

フローリストマルヤマ 板橋区 仲町３７－１　　 ショッピング ZN-0002-5496

Friends 板橋区 東山町１５－６　　 ショッピング ZN-2000-1212

六文銭 板橋区 東山町３４－５　ＴＭハウス ショッピング JS-0003-3648

ZACK ときわ台 板橋区 東新町１－１－５ ショッピング JS-0000-7101

中央軒煎餅本店 板橋区 東新町１－２１－１４ ショッピング JS-0004-5657

ワークマックス 板橋区 東新町１－３８－１５　十一屋ビル１０１ ショッピング JS-0004-1902

ミヨシタイヤ 板橋区 徳丸３－３－１０ ショッピング JS-0004-4060

四葉メーターサービス 板橋区 徳丸６－４８－７ ショッピング JS-0000-2152

リサイクルランド エコラボ 板橋区 南常盤台１－１６－８ ショッピング JS-0000-0976

花道 板橋区 南常盤台１－１８－１　　 ショッピング ZN-2000-4477

ANZESTUDIO 板橋区 板橋１－１４－６　３Ｆ ショッピング JS-0004-6486

光輝 板橋区 板橋１－２２－８ ショッピング JS-0001-0636

花眞　まことガ－デン 板橋区 板橋２－１－１　セブンアンドアイＨＬＤＧＳヨ－クマ－ト下板橋店　ショッピング PK-0000-8404
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（株）永楽堂板橋店 板橋区 板橋３－２－２ ショッピング JS-0001-5822

トラヤ本店 板橋区 板橋３－９－１３ ショッピング JS-0001-0579

アイーズメディカル新板橋店 板橋区 板橋４－４－４　新板橋冲永眼科内セレブ新板橋ビル２０１ ショッピング JS-0005-1570

株式会社 ArltTokyoTrading 板橋区 氷川町１－１６　フロンティア氷川ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-7066

青竜薬局 板橋区 弥生町３３－３　　 ショッピング PK-0000-5441

蓮根 むらたや 板橋区 蓮根３－１４－２２ ショッピング JS-0005-4176

hairCALIDAD 板橋区 宮本町２－３　クレア板橋本町１Ｆ サービス ZN-2000-6662

Dolls 板橋区 高島平１－３５－１４　 サービス SL-2001-1596

犬の湯ハチ 板橋区 高島平１－３５－１５　ライムマンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-4890

シンセリー美容室 西台店 板橋区 高島平１－５７－１　ファーストハイツこはら１０５ サービス JS-0001-8387

ヘアーサロンプラザ 板橋区 高島平１－５７－１　ファーストハイツこはら１０６　 サービス ZN-0002-7099

エスペラントサイクル 板橋区 高島平２－３２－１－１０４　　 サービス ZN-2000-3816

ヘアーサロン デ フォーエバー クレール 板橋区 高島平８－１９－１５　ドミール田中１Ｆ サービス JS-0002-4638

ヘアーサロン デ ルミック 板橋区 高島平８－４－２　プラザタカシマビル４Ｆ サービス JS-0003-5083

プレイス 板橋区 高島平９－１３－６　サンハイツ若林１０１　 サービス PK-0000-8125

ヘアーサロン デ フォーエバー ルークス 板橋区 坂下１－１－１２ サービス JS-0001-5145

サイクルパートナー志村坂下店 板橋区 坂下１－１－２　　 サービス ZN-0002-6451

シンセリー美容室 板橋区 坂下１－２３－３ サービス JS-0001-8510

アーツ動物クリニック 板橋区 坂下１－２７－１１ サービス JS-0000-4297

Rhyme 板橋区 坂下２－１５－１２ サービス SL-2000-2821

豊進自動車サービス 板橋区 坂下３－１２－２５ サービス JS-0001-2675

振袖＆フォトスタジオさくら板橋 板橋区 志村１－１３－１６　１Ｆ３Ｆ サービス JS-0003-9775

M ＆ PS 志村坂上店 板橋区 志村１－３３－１３　　 サービス ZN-0002-8706

ヴィザヴィ志村坂上店 板橋区 志村１－３４－１６　　 サービス ZN-0002-8712

ヘアーサロン デ フォーエバー 板橋区 志村３－１０－１０－１０３ サービス JS-0001-5146

ホワイト急便志村 3 丁目店 板橋区 志村３－２７－７ サービス JS-0005-8236

美容室ジョルジュサンク 板橋区 舟渡１－１３－１０　アイタワー１０１ サービス JS-0000-1895

FuolaHAIR 浮間舟渡店 板橋区 舟渡１－１４－２５　シーバード浮間ビル１Ｆ サービス JS-0003-9923

プロミネンス 板橋区 舟渡１－１－５ サービス JS-0004-4397

ミヤイボデ－舟渡店 板橋区 舟渡３－１９－４　　 サービス PK-0000-0986

エンパイアー 工場店 板橋区 小豆沢１－１４－１８ サービス JS-0004-6549

エンパイアー 坂上店 板橋区 小豆沢２－２０－１７ サービス JS-0003-4377

あずさわ動物病院 板橋区 小豆沢４－２７－１０ サービス JS-0001-1338

スイングクラフト 板橋区 小茂根２－９－１６　ロイヤルハイツ１Ｆ サービス JS-0002-4501

HAIRMAKEerufrangi 板橋区 上板橋２－３－３　アライビル１０２　 サービス ZN-0003-1133

PowerofDreams 上板橋店 板橋区 上板橋２－８－１５ サービス JS-0000-2323

美容室フラワー 板橋区 常盤台１－２－２　駅前ビル３Ｆ サービス JS-0003-9043

ときわ台薬局 板橋区 常盤台１－４４－３ サービス JS-0004-1320

常盤台写真場 板橋区 常盤台１－７－８ サービス JS-0000-2053

エンパイアー ときわ台店 板橋区 常盤台１－８－３ サービス JS-0003-4379

ときわ台の整体院 Step by Step 板橋区 常盤台２－５－１０　クレセント川原１０２　 サービス SL-2000-6535

GITA 板橋区 常盤台４－１２－７ サービス JS-0004-7957

allforhairFRAU 板橋区 常盤台４－２２－１７ サービス JS-0000-5499

クリーニングたんぽぽ上板橋店 板橋区 常盤台４－３１－１２　小川ビル サービス JS-0004-7786
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いたばし薬局 板橋区 常盤台４－３２－１ サービス JS-0003-1796

hairsalonS ＆ D 板橋区 常盤台４－３７－９　ファーストビル１Ｆ サービス JS-0003-1025

ACORN 板橋区 成増１－１３－１１　グランメール成増１Ｆ サービス JS-0003-2014

B. B ラウンジ 板橋区 成増１－１４－１６　村上ビル５Ｆ サービス AL-0000-0077

クリーニングたんぽぽ成増スキップ村店 板橋区 成増１－３１－９ サービス JS-0004-7700

エンパイアー 成増 1 丁目店 板橋区 成増１－３２－２０ サービス JS-0003-4380

美菜魚 板橋区 成増１－３２－２０ サービス JS-0004-4338

あなぐら 板橋区 成増２－１１－４　黒田第３ビルＢ１Ｆ サービス AL-0000-0078

エンパイアー 成増店 板橋区 成増２－１７－３５ サービス JS-0003-4378

ぷらす整骨院 成増院 板橋区 成増２－１９－３　柳下店舗 サービス JS-0004-9300

SALON ohana 板橋区 成増２－２６－１０　１Ｆ サービス JS-0005-9259

クリーニングたんぽぽ成増 254 店 板橋区 成増２－９－５－１０４ サービス JS-0004-7791

ベルシアン 成増 板橋区 成増３－２０－３ サービス JS-0002-3375

クリーニングたんぽぽ成増北店 板橋区 成増３－２－１３　池田ビル サービス JS-0004-7699

ButterCup 板橋区 成増３－２３－１４　メイユール２Ｆ　 サービス ZN-0002-7798

ハナ動物病院 板橋区 成増３－３０－１５ サービス JS-0000-5815

クリーニングたんぽぽ成増店 板橋区 成増３－３６－３　第１並木ビル１Ｆ サービス JS-0004-8342

ヘア・イズム 板橋区 西台４－２－３　ＫＯＹＯハイツ サービス JS-0004-1046

Barber A l ＇ aise 板橋区 赤塚１－８－２　星光堂ビル１Ｆ サービス SL-2000-0534

LOGE（ロージュ） 赤塚 板橋区 赤塚１－９－１４　鳥居ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-2688

Candy by Dolls 下赤塚店 板橋区 赤塚２－１０－４　笹井ビル１Ｆ　 サービス SL-2001-1594

美容室ヒップポトス 板橋区 赤塚２－１－１４　入山ビル２Ｆ サービス SL-2001-0375

匠接骨・整骨院 板橋区 赤塚２－１－１４－４０２ サービス JS-0005-0311

赤塚薬局 板橋区 赤塚新町３－１７－８ サービス JS-0004-2784

ステラ 板橋区 双葉町１５－１３　 サービス SL-2001-0537

KM サトウ自動車株式会社 板橋区 双葉町４７－１５ サービス JS-0002-4840

ノンセクト・ドゥエ 板橋区 大山町３１－１１　グレース・ラギ２０２　 サービス ZN-0002-7777

ノンセクト クーラ 板橋区 大山町３１－１１　グレースラギ２０１、２０２ サービス SL-2000-2767

たいら髪 板橋区 大山町３９－１０ サービス JS-0001-0602

ヘア＆メイク BOOM 板橋区 大山町６－３ サービス JS-0000-3155

KWS 鍼灸整骨院 大山院 板橋区 大山東町２０－３　渡辺ビル１Ｆ サービス JS-0004-6276

竹内薬局 板橋区 大山東町５８－１３ サービス JS-0001-5049

Abobo － Hair 板橋区 大谷口１－５３－１３－１０１　　 サービス PK-0000-0887

ひかり薬局 板橋区 大谷口上町２１－６　森本ビル１Ｆ サービス JS-0000-6255

リフレッシュサロンアルバ 板橋区 大谷口上町２－４　北村ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8729

HAIRDESIGNCHULO 板橋区 大和町１７－８　プリマヴェーラ２Ｆ　 サービス ZN-0002-8758

Dee 板橋区 大和町２４－２　むさしのビル２０１ サービス JS-0003-6600

株式会社富士硝子 板橋区 中丸町１７－１ サービス JS-0002-4895

アフェクトヘアーリムズ 板橋区 中丸町２９－１４ サービス JS-0003-1877

believe 上板橋店 板橋区 中台１－３４－６ サービス JS-0003-2409

エンパイアー 中台店 板橋区 中台３－２７－７　ショッピングスポットサンゼリゼ内 サービス JS-0003-4376

ホワイト急便中板橋店 板橋区 中板橋２０－１－１０２ サービス JS-0005-8244

ヘアメイクサンクエスト 中板橋店 板橋区 中板橋２０－７　 サービス SL-2001-1446

DOLLS 中板橋駅前通り店 板橋区 中板橋２２－６　イッセイ池田中板橋ビル２Ｆ　 サービス SL-2001-1602
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Rinoa’ala 板橋区 仲宿４７－９　　 サービス ZN-2000-5245

クリーニングたんぽぽ仲宿店 板橋区 仲宿６０－１４ サービス JS-0004-7789

qualite 板橋区 仲宿６２－１　ハイタウン１Ｆ サービス JS-0004-7929

ダイシン薬局 板橋区 仲宿６２－１　板橋ハイタウン－１０２ サービス JS-0001-6692

ひなた動物病院 板橋区 東新町２－５６－１１－１０３ サービス JS-0004-8246

サイクルパートナー 板橋区 徳丸１－７－１２　　 サービス ZN-2000-1246

ヘアアンドメイクアイス 板橋区 徳丸２－３－３　アイダビル２Ｆ サービス JS-0000-1564

SpurHair 板橋区 徳丸２－４－１２　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8747

ホワイト急便南常盤台店 板橋区 南常盤台１－３０－２１－１０２ サービス JS-0005-8245

北川犬猫病院 板橋区 南常盤台１－３９－１ サービス JS-0004-7727

街のじてんしゃ屋さん Step ときわ台店 板橋区 南常盤台１－３９－４　ひよりガーデン１Ｆ　 サービス ZN-0002-6402

ヘアーサロンリリコイ 板橋区 南常盤台２－２０－８ サービス JS-0003-9518

BARBERBLUEPIGEON 板橋区 南町２３－１３　　 サービス ZN-0002-7785

ヴィザヴィ板橋店 板橋区 板橋１－１３－６　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-3030

プルンプアン板橋店 板橋区 板橋１－１３－６　２Ｆ　　 サービス ZN-2000-3031

kautiitabashi 板橋区 板橋１－３２－８　グレイス１０４　 サービス ZN-0002-8768

クリーニングたんぽぽ板橋店 板橋区 板橋１－４６－１ サービス JS-0004-7790

CREA 板橋区 板橋１－４８－１８　大花ビル１Ｆ サービス JS-0002-6554

Cocorokara 板橋区 板橋１－４９－２　アンドウビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8704

クリーニングマルチュウ板橋店 板橋区 板橋１－５１－１ サービス JS-0004-8426

Nailsalon Lotuskuku 板橋区 板橋１－７－４　 サービス SL-2000-4111

クリーニングたんぽぽ下板橋店 板橋区 板橋２－１－１　斉藤ビル サービス JS-0004-7792

タイ・アップ 板橋区 板橋２－３８－４　グランエスト板橋１Ｆ サービス JS-0001-6889

エンパイアー リビオタワー店 板橋区 板橋３－５－１　リビオタワー１Ｆ サービス JS-0004-5235

株式会社日章自動車整備工場 板橋区 富士見町２９－７ サービス JS-0002-5247

Hair ＆ Makestudio えにし板橋 板橋区 本町２６－３　　 サービス ZN-0002-7799

クリーニングたんぽぽ中板橋店 板橋区 弥生町３２－９　田端ビル サービス JS-0004-7788

FuolaHAIR 中板橋店 板橋区 弥生町３５－５　高野ビル１Ｆ サービス JS-0003-8675

ウェ－ブ 板橋区 蓮根１－２８－２５　　 サービス PK-0000-7804

ヘアカラーカフェ蓮根店 板橋区 蓮根２－１９－５－１０１ サービス JS-0003-2105

RIGARETH HAIR 板橋区 蓮根２－２１－５　計良ビル１０１ サービス SL-2000-5511

スタジオケッツ 板橋区 蓮根３－１－３　ＭＳ蓮根１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7786

レンタルのニッケン 板橋営業所 板橋区 蓮根３－１４－２７ サービス JS-0003-1896

プレミアムヘアプラス 板橋区 蓮沼町２２－３　　 サービス ZN-0002-8745

BIGWAVE 大山店 板橋区 大山町２５－８　野口ビル２Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0000-7739

カラオケハウス キャノン 板橋区 徳丸３－１－２３　サンエスビル２Ｆ エンターテインメント JS-0002-2114

アイロックサービス 板橋区 志村２－８－２ その他 SL-2000-2263

フィッツミーときわ台店 板橋区 常盤台１－３８－９　飯田電子設計ビル１Ｆ その他 JS-0003-9708

東次郎薬局 板橋区 大山町２－１　 その他 SL-2000-4719

フィッツミー大山店 板橋区 大山東町１８－４　オーナーズプラザ大山Ｂ１Ｆ その他 JS-0003-9645

ヒカリ薬局大山店 板橋区 大山東町５９－１１　植井ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-5366

（有）東山電気 板橋区 東山町３１－１３　東山電気 その他 SL-2001-0507

アサヒ薬局板橋店 板橋区 板橋１－３６－１－１０２　ＴＹビル その他 SL-2000-1890


