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ラ－ラ　王子店 北区 王子１－１４－１　山本屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6488

メイジドウカフェ 北区 王子１－１４－８　明治堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2516

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 JS-0000-0796

焼肉白頭山本館 北区 王子１－１５－３　　 飲食店 ZN-0000-7778

たまや 北区 王子１－１５－５　２Ｆ 飲食店 JS-0005-8254

美食処 北斗 北区 王子１－１６－５　長岡ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4279

やきとり八咫烏王子店 北区 王子１－１７－１　飛鳥山スカイハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8019

ダイニング居酒屋絆 北区 王子１－１８－１３　京屋ビル３０１　 飲食店 ZN-0000-7676

王子貸切×日本酒 和奏酒 集っこ 北区 王子１－２２－１６　まきやビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-7294

BROS． 北区 王子１－２２－２　一番街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7144

日本料理武智 北区 王子１－２３－３　パラッツオマシモ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0917

BISTROT JUN 北区 王子１－２－４　第２リバーサイドビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2799

九谷・渚 北区 王子１－９－１５　リバティビル４Ｆ 飲食店 SL-2001-0873

ディープジョティ 北区 王子５－１５－７　オカハタビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8470

牛徳本店 北区 王子５－５－１８　　 飲食店 ZN-0000-7810

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 ZN-0002-3416

牛味 北区 岸町１－２－１１　東亜ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7682

牛繁王子店 北区 岸町１－３－１　王子岸町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7609

舌焼名舌亭 北区 岸町１－３－４　北区朝鮮会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7670

barRR 北区 志茂２－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-7846

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１０１　 飲食店 ZN-0000-7926

ホルモン焼肉 縁 十条店 北区 十条仲原１－１０－２－１０１　　 飲食店 ZN-0000-7558

焼肉 麻布 北区 十条仲原１－１１－２　シンワビ４　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7759

饗酒堂温十条店 北区 十条仲原１－１－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7617

食工房 しゅうさく 北区 十条仲原１－１－７ 飲食店 JS-0002-3422

サケラボトーキョー 北区 十条仲原１－１－７　第３北成ビル 飲食店 JS-0005-3987

京十苑 北区 十条仲原１－２－４　福しん美音堂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1336

牛繁 十条店 北区 十条仲原１－２－７　嵯峨根ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3583

モイフル 北区 十条仲原１－２７－４　田所ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6559

肉バル ブラチェリア ミケーレ 北区 十条仲原１－４－１５　１０１ 飲食店 JS-0005-7486

MA　TEA 北区 十条仲原２－３－５　　 飲食店 PK-0000-6381

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 JS-0003-0985

たらく 本店 北区 昭和町１－６－１０ 飲食店 JS-0004-0272

たらく 尾久駅前店 北区 昭和町２－７－１３　ＳＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0264

八剣伝 JR 尾久駅前店 北区 昭和町２－７－４　玉野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3575

椿 北区 上十条１－１１－１０　ｓｏｕｔｈ十条Ｂ１０１ 飲食店 JS-0005-3845

Girl’sBarLuce 北区 上十条２－２２－１０　　 飲食店 ZN-2000-4933

鮒与別館ぶち 北区 上十条２－３１－１０　ケーズビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1719

旬彩 diningMob 北区 上十条２－７－１１　Ｂ１ 飲食店 JS-0005-2583

ばりすたいがー 北区 上十条２－７－１１　Ｂ１　ＫＵプラザ　 飲食店 ZN-0000-7867
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鮨旬菜いさを 北区 上十条３－１４－４ 飲食店 JS-0000-2917

天空 TENQOO Bourbon ＆ Curry BAR 北区 上十条３－２９－５　天空内 飲食店 SL-2000-7001

神谷珈琲店 北区 神谷１－３０－３　重原ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6307

豚サラン 北区 神谷１－３１－４　坂田１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7901

尚徳楼 北区 西ヶ原１－１－２　ハイツ寺口１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1745

鮨わさび 北区 西ヶ原１－１－６　レジデンス駒込１０２　 飲食店 ZN-0000-7636

牛の蔵元うえはら 北区 西ヶ原１－２９－７－１０１　上原ビル　 飲食店 ZN-0000-7680

炭火焼肉 きたむら 北区 西ヶ原１－３－７－２０１ 飲食店 JS-0002-7310

タンドリーバーベキューレストラン 北区 西ヶ原２－４４－１３－２０３ 飲食店 JS-0005-1310

大虎鮨 北区 西ヶ原４－２４－１０ 飲食店 JS-0001-2276

牛繁赤羽店 北区 赤羽１－１０－２　赤羽パレスＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3576

霧島屋 北区 赤羽１－１０－２　赤羽パレスビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-4974

香港料理喜楽坊 北区 赤羽１－１１－４　アーポ赤羽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7835

たくみろまん亭 北区 赤羽１－１１－４　アポービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7849

牛たん司分店鷹 北区 赤羽１－１２－１　　 飲食店 ZN-0000-7692

赤バル RETZE 北区 赤羽１－１２－４　　 飲食店 ZN-0000-7585

炭火焼の店きんの蔵 北区 赤羽１－１２－５　　 飲食店 ZN-0000-7942

ホルモン焼肉縁赤羽店 北区 赤羽１－１２－７　　 飲食店 ZN-0000-7559

美食 DiningTORICO 北区 赤羽１－１４－１　Ｔスクエアビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7825

香月 北区 赤羽１－１８－５ 飲食店 JS-0005-6605

Bundaberg 北区 赤羽１－１８－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7659

PorkChops 北区 赤羽１－１８－７　　 飲食店 ZN-0000-7616

やきとん魚友 赤羽店 北区 赤羽１－１８－８　　 飲食店 ZN-0000-8007

ドロンパ 北区 赤羽１－１８－８　　 飲食店 ZN-2000-5742

トレボ 北区 赤羽１－１９－３　内藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2559

麦酒酒場ナカナカ 北区 赤羽１－１９－５ 飲食店 JS-0005-3883

山家 北区 赤羽１－２０－４ 飲食店 JS-0002-7822

吉蔵 北区 赤羽１－２－１　赤羽南大野ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7859

からあげ番長 北区 赤羽１－２１－３　　 飲食店 ZN-2000-6900

赤羽大漁 北区 赤羽１－２１－５　　 飲食店 ZN-0000-7987

FUJIKO 北区 赤羽１－２２－１０　　 飲食店 ZN-0000-7679

りっかさい沖縄赤羽 北区 赤羽１－２２－１１　　 飲食店 ZN-0000-7831

かぐら 北区 赤羽１－２２－２　　 飲食店 ZN-0000-7703

アミューズメントダイニング金太郎 北区 赤羽１－２２－８ 飲食店 JS-0003-3115

博多劇場赤羽店 北区 赤羽１－２－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9575

かんどころ 北区 赤羽１－２３－２　亀屋ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1505

小鉢屋かわすじ 北区 赤羽１－２３－５　　 飲食店 ZN-2000-4007

海鮮乃里 北区 赤羽１－２８－４　　 飲食店 ZN-2000-2574

赤羽バル Circo 北区 赤羽１－２９－６　山田ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7975

洋風創采鉄板台所せをりぃ赤羽 北区 赤羽１－２９－７　赤羽中央ハイツ１０１ 飲食店 JS-0001-9453

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 JS-0002-8638

六式 GrillRokushiki 北区 赤羽１－３０－９ 飲食店 JS-0003-7452

ガールズカフェ flower 北区 赤羽１－３１－５　山口ビル１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-2657

カフェ ランドスケープ 北区 赤羽１－３６－５ 飲食店 JS-0002-8636
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居酒屋 赤羽市場 北区 赤羽１－３６－５　碓井ビル１Ａ　 飲食店 SL-2000-0205

鳥こまち赤羽店 北区 赤羽１－３６－６　サンピア赤羽１０１　 飲食店 ZN-2000-7020

赤羽スペインクラブ TERATERA 北区 赤羽１－３７－１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6503

Torikago 北区 赤羽１－３７－７　コンチネンタルプラザ赤羽弐番館１０４ 飲食店 JS-0002-8978

Vegi ＆ Meat 北区 赤羽１－３７－７　コンチネンタルプラザ赤羽弐番館５０１　 飲食店 ZN-2000-7422

Indulge 北区 赤羽１－３７－７　コンチネンタルプラザ赤羽弐番館５０２　 飲食店 ZN-2000-5860

月花 北区 赤羽１－３７－７　コンチネンタルプラザ赤羽弍番館５０３　 飲食店 ZN-2000-2953

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 ZN-0000-7813

炭火晩酌屋はればれ 北区 赤羽１－３７－７－１０２　　 飲食店 PK-0000-0064

union 北区 赤羽１－３８－１０　内山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9168

ろば炭魚 北区 赤羽１－３８－２　　 飲食店 ZN-0000-7902

うまか屋 北区 赤羽１－３８－４　　 飲食店 ZN-2000-6414

ラムハウスなかなか 北区 赤羽１－３８－８ 飲食店 JS-0005-3812

カルネ＆ヴィーノ 北区 赤羽１－３８－８　　 飲食店 ZN-0000-7961

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 ZN-0000-7753

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 ZN-2000-6833

くつろぎダイニング和み家 北区 赤羽１－３９－５　ライオンビル明晃館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7827

internationalBarMari 北区 赤羽１－３９－５　ライオンビル明晃館３０５　 飲食店 ZN-2000-6936

G － happy 北区 赤羽１－３９－５　明晃館３０７　 飲食店 ZN-2000-4582

nico 赤羽店 北区 赤羽１－４０－２　大同コーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7895

Lit 北区 赤羽１－４０－６　　 飲食店 PK-0000-0125

和風居酒屋 冨田 北区 赤羽１－４１－５　ＡＴエミネンス１０１ 飲食店 JS-0002-9132

中華 Dining Bar 北区 赤羽１－４１－６　サクセスプラザ犬飼４０２号室 飲食店 JS-0004-4821

松栄寿司 北区 赤羽１－４４－４　ジェム赤羽１０３　 飲食店 ZN-0000-7621

赤羽居酒屋ダイニングぶるーむ 北区 赤羽１－４９－１　北島１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4008

トラットリアサリーチェ 北区 赤羽１－４９－８ 飲食店 JS-0001-6749

CARIB 北区 赤羽１－６５－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2312

タイかぶれ食堂 北区 赤羽２－１－１９　青柳エンパイアビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-9463

インド料理 GreatKolkata 赤羽店 北区 赤羽２－１２－３　まつ喜ビル 飲食店 JS-0003-3106

くいものや BAR ふう 北区 赤羽２－１２－４ 飲食店 JS-0005-8315

サムディ 北区 赤羽２－１３－１ 飲食店 JS-0005-6204

シーフードバル AZUL 北区 赤羽２－１５－５　シャインハイム１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7976

豚ブザ 北区 赤羽２－１６－１　スズホリビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3641

Kissme 北区 赤羽２－１６－１０　パームビル赤羽１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2746

メイド de カクテル 北区 赤羽２－２０－１　グランデ赤羽５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5133

五感赤羽 2 号店 北区 赤羽２－２０－５　岡谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7939

インドダイニング＆バー Nataraja 北区 赤羽２－２１－３　　 飲食店 ZN-2000-3378

江戸八 北区 赤羽２－３８－３ 飲食店 JS-0002-8233

ラ－ラ赤羽店 北区 赤羽２－４－１２　ハマナカビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2625

和牛一頭買 焼肉樹々 北区 赤羽２－４８－３　末広ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3563

Rouge 北区 赤羽２－４９－７　山陽ビルＢ１　　 飲食店 ZN-2000-4951

ネネスキッチン 北区 赤羽２－９－１　ＴＫＣビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7948

たくみ 北区 赤羽西１－２－１４　　 飲食店 ZN-0000-7848

やきとり大吉赤羽西店 北区 赤羽西１－２７－９　　 飲食店 ZN-0000-8017
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ラ・プワル 北区 赤羽西１－２９－１０ 飲食店 JS-0002-5363

備長 北区 赤羽西１－３９－２ 飲食店 JS-0005-6745

アルラモンゴル料理 北区 赤羽西１－７－１　Ｂ１ 飲食店 JS-0005-0417

HideOut 赤羽店 北区 赤羽西１－７－１　パルロード３ループ館Ｂ１Ｆ－１０１ 飲食店 JS-0002-7292

cafe VertVert 北区 赤羽西４－３５－６ 飲食店 SL-2000-8888

五感赤羽 1 号店 北区 赤羽南１－５－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7938

CrazyLapin 北区 赤羽南１－５－７　クレアシオン赤羽ビル５０３　 飲食店 ZN-2000-4768

香港亭赤羽店 北区 赤羽南１－５－９　稲付コーポ１０２　 飲食店 ZN-0000-7568

海人赤羽店 北区 赤羽南１－６－１０　　 飲食店 ZN-0000-7690

SCANDAL 北区 赤羽南１－６－１０　ソシアル明晃ビル４０３　 飲食店 ZN-2000-3419

シンミジョウ 北区 赤羽南１－６－３　ＴＣ第３５赤羽南口ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8075

Lunon 北区 赤羽南１－６－８　赤羽壱番館２０１コンチネンタルプラザ　 飲食店 ZN-2000-3804

鳴海屋 北区 赤羽南１－８－５　ＴＳビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7973

焼肉白頭山赤羽 北区 赤羽南１－８－５　丸健第２ビル　　 飲食店 ZN-0000-7777

DRAGONFLY 北区 赤羽南１－８－７　ＣＡＳＡ－ＵＮＯ２Ｆ 飲食店 JS-0000-9682

季節料理さやま 北区 赤羽南２－１５－８　　 飲食店 ZN-0000-7928

BistroTanto 北区 赤羽北２－３１－１６　アクトピア壱番館１０９　 飲食店 ZN-0000-7989

フィッシュオンディッシュ　ロリ－ 北区 滝野川６－３６－５　太閤コ－ポ１０２　 飲食店 PK-0000-6699

ロータス 北区 滝野川６－８３－５　光ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2689

Smile 北区 滝野川６－８３－５　光ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0807

五感酒場 北区 滝野川６－８６－１４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5964

肉小屋 北区 滝野川６－８６－１５　　 飲食店 ZN-0000-7792

酒肴バル onikai 北区 滝野川６－８６－２　エミナス滝野川２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6924

LamiaVita 北区 滝野川７－１１－８　パレスタカナミ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7566

写楽 SHARAKU 北区 滝野川７－３－２　互恵板橋ハイム１０２ 飲食店 JS-0004-2290

多国籍創作バル baroom 北区 滝野川７－３－８　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7001

和の心魚藤 北区 滝野川７－４７－１　エクセレント蔵１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7994

ピアンタ板橋 北区 滝野川７－５－６　　 飲食店 ZN-0000-7982

みやこ鮨 北区 滝野川７－６－１０　　 飲食店 ZN-0000-7737

串揚げ dinningedge 北区 滝野川７－６－１１　笹原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7888

どん 北区 滝野川７－７－３　プレミアムワールドビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-8969

たなか畜産 東十条店 北区 中十条３－１７－２　第７６東京ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7974

でんじろう 北区 中里１－１－９－１０２ 飲食店 JS-0005-0785

駒っこ 北区 中里１－４－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4516

AES 北区 中里１－９－５　和合ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7823

浜焼太郎駒込店 北区 中里２－２－１　田中ビル２０１ 飲食店 JS-0005-8238

百花繚乱 北区 中里２－２－７　山武ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6722

中国料理好来飯店 北区 中里２－３－４　あすなろビル　　 飲食店 ZN-0000-7697

清志郎 北区 田端１－１９－１２　第二永島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8027

安穏 北区 田端３－３－１１　天野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4921

ゆうひ鮨 北区 田端３－６－９　　 飲食店 ZN-0000-7582

焼肉 芭里土羅 北区 田端新町２－１９－６　ライフビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0453

焼肉ハナ 北区 田端新町３－１５－１３　ＳＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7779

八天将 田端新町店 北区 田端新町３－１５－１６　平山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1992
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CRAZYPUBSONO 北区 東十条２－５－３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9533

チング本店 北区 東十条３－１４－１０　１～３Ｆあらかわビル　 飲食店 ZN-0000-7624

和処十一 北区 東十条３－１６－１４　白川マンション１Ｆ 飲食店 JS-0005-3843

伊勢路東十条店 北区 東十条３－１７－３　　 飲食店 ZN-0000-7667

居酒屋まる和 北区 東十条３－１７－６　猪瀬ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7877

天ぷらあら川 北区 東十条３－３－１－１０３　　 飲食店 ZN-0000-7722

DINING FOR CROWD 北区 東十条４－４－１６ 飲食店 JS-0004-2893

イタリアンキッチングリケン 北区 東十条４－５－２ 飲食店 JS-0000-2359

KIZUNA 北区 東十条４－５－５ 飲食店 JS-0004-0437

楽味 北区 東十条５－８－１８　　 飲食店 PK-0000-4803

ワイン厨房 tamayatabata 北区 東田端１－１４－６　エスクラスイシハラ１０１　 飲食店 ZN-0000-7658

カジュアル・ダイニング・ビアド 北区 東田端２－９－１　第二田島ビル 飲食店 JS-0001-1250

燕里 北区 浮間１－１－９　　 飲食店 PK-0000-6617

大衆料理しまだ 北区 浮間４－３－１１　　 飲食店 ZN-0000-7780

炎帝 北区 豊島２－１－４　クレールアスカ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6662

浅伊 北区 豊島２－８－８　　 飲食店 ZN-0000-7698

Citta Lounge ＠ cafe 北区 豊島６－４－１２　 飲食店 SL-2000-3546

Petit Mari 北区 豊島６－４－１３　 飲食店 SL-2000-3860

ティーワンヒーリングコミュニティー 北区 王子１－１４－８　明治堂ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-8144

小藤屋 王子店 北区 王子１－４－１ ショッピング JS-0004-2066

ホワイト急便東武ストア王子店 北区 王子１－４－１ ショッピング JS-0005-8233

王子メガネ 北区 王子１－９－１ ショッピング JS-0002-3185

インテリアプラザ ムラタ 北区 王子２－２４－１ ショッピング JS-0001-9418

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 JS-0000-3036

くらしの器 王子ヤマワ 北区 王子２－３２－２　コーポ宮川 ショッピング JS-0002-0022

キューピッド赤羽店 北区 岩淵町３４－１　山田ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2712

上野商店 北区 志茂４－６－１６　　 ショッピング PK-0000-8966

デンキノイイヌマ 北区 十条仲原１－１０－１ ショッピング JS-0005-4205

MAAHALALFOOD 北区 十条仲原１－２４－１０　オオタニマンション２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6677

染め物呉服 はらだ 北区 十条仲原１－２４－１１ ショッピング JS-0002-2363

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 ZN-0002-3839

メガネ・時計ササガワ 北区 十条仲原１－４－７　 ショッピング SL-2000-5369

小藤屋 十条店 北区 十条仲原１－５－１０ ショッピング JS-0004-9524

ブティック ベル 北区 十条仲原２－１１－１ ショッピング JS-0002-3698

オーバーホールセンター 北区 十条仲原２－６－１１　 ショッピング SL-2000-3939

菅野モータース 北区 十条仲原３－１－３ ショッピング JS-0005-3720

ビデオセンターしらくら 北区 上十条２－２７－７ ショッピング JS-0000-3954

メガネの光栄 北区 上十条３－１２－８　　 ショッピング ZN-0002-5038

ハンドワークス 北区 上十条３－２６－４ ショッピング JS-0002-0020

ユアーズ 北区 上十条３－２９－１４　２Ｆ ショッピング JS-0002-9257

めがねのメイコー十条店 北区 上十条３－２９－１７ ショッピング JS-0001-9900

Studio　Mimosa 北区 上十条５－４－１３　　 ショッピング PK-0000-8303

RAYMOTORGARAGE 北区 神谷２－２９－５　Ｔ＆Ｙビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1521

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 JS-0001-5236
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光商会 北区 神谷３－５１－３ ショッピング JS-0000-4524

パリーシューズ 北区 西ヶ原１－６０－４　 ショッピング SL-2000-0065

古着屋 haikara 霜降商店街店 北区 西ヶ原１－６１－３ ショッピング JS-0001-9205

株式会社フジレック 北区 西ヶ原１－６２－９　タウンコート１Ｆ ショッピング JS-0000-4055

しゃるむ たかはし 北区 赤羽１－１２－７ ショッピング JS-0002-6710

ロイ マミヤ 北区 赤羽１－２２－３　　 ショッピング ZN-0002-3815

イポラニ 北区 赤羽１－３６－２ ショッピング JS-0000-2105

田辺薬局赤羽東口店 北区 赤羽１－３８－６　中央ビル１Ｆ ショッピング JS-0006-0180

BicycleRunAKABANE 北区 赤羽１－４１－７　ロイヤルシティニュー赤羽１Ｆ ショッピング JS-0002-1784

ワイモバイル赤羽 北区 赤羽１－４－８ ショッピング JS-0002-0063

ザ・ランウェイ 北区 赤羽１－６５－５　４Ｆ　 ショッピング SL-2000-7792

トルーパーズ 北区 赤羽１－６６－７ ショッピング JS-0002-4498

ブティックシセイドー 北区 赤羽２－１０－２ ショッピング JS-0005-6381

キューブ 北区 赤羽２－１－１８ ショッピング JS-0000-0098

トラヤ帽子店 北区 赤羽２－１３－１　 ショッピング SL-2000-6456

ブティックシーン 北区 赤羽２－１４－１　　 ショッピング ZN-2000-0351

エリーデバカンス 北区 赤羽２－２４－１　　 ショッピング ZN-0002-3827

津川屋 北区 赤羽２－３８－５ ショッピング JS-0001-9982

マルノ靴店 北区 赤羽２－４－１０　 ショッピング SL-2000-4349

メガネの 21 赤羽店 北区 赤羽２－４－３ ショッピング JS-0000-0885

有限会社和晃苑 いづみ赤羽店 北区 赤羽２－７－２　牛尾ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4336

PETITPOINTCINQ 北区 赤羽西１－３０－１１　ベルメゾン赤羽１０１　 ショッピング ZN-0002-3816

インクリーズヘアー 北区 赤羽西１－４－１５　５Ｆ ショッピング JS-0000-2748

セプドール 北区 赤羽西１－６－１　ビビオ１Ｆ ショッピング JS-0002-6354

モア赤羽店 北区 赤羽西１－６－１　ビビオ１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-0283

バンビーノ 北区 赤羽西１－６－１－１０１　 ショッピング SL-2001-0105

アドバイスショップ赤羽西 5 丁目店 北区 赤羽西５－７　都営赤羽西５丁目アパート１０号棟１０１　 ショッピング ZN-2000-2109

マリン薬局 北区 赤羽台４－１８－１３　　 ショッピング PK-0000-5019

はなまる書店 北区 赤羽南１－６－５　南ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-6663

ももの木薬局　赤羽南 北区 赤羽南２－１１－６　　 ショッピング PK-0000-8880

ペットサロン＆カフェメルヘン 北区 赤羽北３－１９－８　１Ｆ ショッピング JS-0005-3405

マルメラアダ 北区 滝野川３－１７－１　幸進ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-7273

滝野川薬局 北区 滝野川３－４０－１　　 ショッピング PK-0000-8468

ネクスト・アイケア 滝野川 北区 滝野川３－４－１４　秋山眼科内 ショッピング JS-0004-4613

ハ－ト薬局滝野川店 北区 滝野川６－８－１　　 ショッピング PK-0000-6248

カスタム 北区 滝野川７－９－５　　 ショッピング ZN-0002-2367

ビホー赤羽店 北区 中十条２－４－１０ ショッピング JS-0002-5007

ブティックアベイ 北区 中十条２－５－９ ショッピング JS-0000-2864

［HC］有限会社滝口電化センター 北区 中里１－２８－８ ショッピング JS-0002-0618

モノスタ 北区 中里１－５－１１ ショッピング JS-0004-8738

アツコ ブティック 北区 中里２－８－２　渡部ビル１Ｆ－１０２ ショッピング JS-0000-1924

コトブキクリ－ニング　駒込店 北区 中里２－８－３　　 ショッピング PK-0000-8032

エクスプレスショップはやて 北区 田端１－２３－７ ショッピング JS-0004-7258

ケノヒ 北区 田端３－７－５　 ショッピング SL-2000-5624
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WISH LESS 北区 田端５－１２－１０ ショッピング JS-0002-1431

ぷりん太くん 北区 田端新町１－２４－６　ステラ北進１Ｆ ショッピング JS-0000-0028

マーリサイクルショップ 北区 田端新町３－１－１ ショッピング JS-0003-5734

ROD ワンツー 北区 東十条３－１０－１５　サンハイツＤ－１０７ ショッピング JS-0000-2343

井上漢方薬局 北区 東十条３－１４－１１ ショッピング JS-0004-1441

ブティック ベル 北区 東十条３－１５－１２－１０２ ショッピング JS-0002-3697

株式会社首都圏メディカル 東京北店 北区 東十条４－１２－２　サンハイツ東十条１Ｆ ショッピング JS-0003-5544

農家直送米篠原ライス 北区 東十条６－７－５　 ショッピング SL-2000-9426

福助堂 北区 東田端１－９－１１ ショッピング JS-0001-9839

有限会社ムトウデンキ 北区 豊島２－１３－７ ショッピング JS-0004-4583

たけのこ薬局 王子店 北区 豊島３－８－４ ショッピング JS-0005-5859

e ー工房豊島 5 丁目店 北区 豊島４－１－１０　ビバホーム店内 ショッピング JS-0005-2534

サンワ電気 北区 豊島４－５－９ ショッピング JS-0000-3938

TIsports 北区 堀船１－３４－８　　 ショッピング ZN-0002-6513

アイリス 北区 王子１－１４－１４　サンライズ王子１Ｆ　 サービス SL-2000-0128

タクボディバランス 北区 王子１－２１－２　ＯＪビル６０１ サービス JS-0003-3056

アイラッシュアンドネイルクーリゾート 北区 王子１－２１－８　ＡＨビル２－Ｂ　 サービス ZN-0002-3186

DOLLS 王子駅前店 北区 王子１－２３－１０　センタ－ビル別館２Ｆ　 サービス SL-2001-1597

ヘアースタジオクー 北区 王子１－２３－３　イセサビル サービス JS-0002-5077

王子療術センター 北区 王子１－２７－１５　センタービル３Ｆ サービス JS-0001-1209

LiburanLucca 北区 王子１－２７－２　エクセルドモリ１Ｆ　 サービス ZN-2000-4533

LuccaLance 北区 王子１－５－３　ＡＲビル３Ｆ　　 サービス ZN-0002-8763

iPhone 修理工房王子店 北区 王子１－９－１　王子駅前ＫＳビル４Ｆ サービス JS-0004-3005

クリーニングたんぽぽ王子店 北区 王子２－１８－１１ サービス JS-0004-7678

ピリカ 北区 王子５－１０－５　朝日クレス・パリオ１０５　 サービス ZN-0002-8711

村上クリーニング 北区 王子５－１５－５ サービス JS-0004-8393

ROSA 北区 王子５－２０－３　グローリオ王子神谷１０１　 サービス ZN-0002-5178

HairSalonLaBeaute 北区 王子５－５－３　トーポリスカイハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8716

ビービーエス ラクシア店 北区 王子本町１－１－２１　権現坂ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8715

赤羽中央薬局 北区 桐ヶ丘２－１１－２６ サービス JS-0003-1387

赤羽ペットクリニック 北区 志茂２－５０－３　ノヴァ赤羽１Ｆ サービス JS-0003-1136

Maple HAIR 北区 十条仲原１－２７－３　キンコー堂ビル２Ｆ サービス JS-0003-2913

ヘアーマジック髪仙人 北区 十条仲原１－５－６ サービス JS-0003-5059

Cache － Cache 北区 上十条１－２０－２　ハイネス大平１Ｆ　 サービス ZN-2000-0107

酵そや 北区 上十条２－３１－１０　ＫＳビル２Ｆ サービス JS-0001-9758

ガッツレンタカー赤羽店 北区 神谷２－３４－８ サービス JS-0003-2578

西ヶ原ローズ動物病院 北区 西ヶ原１－２５－３ サービス JS-0002-8885

Da Blu 北区 西ヶ原１－２－６　滝沢第一マルワビル１０１ サービス JS-0002-6930

有限会社タナカフォトスタジオ 北区 西ヶ原１－５５－１４ サービス JS-0001-9803

ゆるり 赤羽店 北区 赤羽１－１５－１　新仲ビル４Ｆ－Ｂ サービス JS-0002-7304

Graphy AKABANE 北区 赤羽１－２－３－５０２　ミゾハタビル　 サービス ZN-0002-8730

ストロベリーロックス赤羽 北区 赤羽１－４１－１２　サニーヒルズ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8727

美容室 ALTIE 北区 赤羽１－４１－１４　富士マンション１０２　 サービス ZN-0002-7794

Festhairmakeup 北区 赤羽１－６５－１１　ローヤルマンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-7800
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元気堂赤羽店 北区 赤羽１－６６－１０　シティ赤羽 サービス JS-0003-2932

ルアンティップ 北区 赤羽１－６６－５　グリーンコーポ２－６０１ サービス JS-0002-2727

フェイスアカバネネオ 北区 赤羽２－１４－３　冨士屋ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7795

FiatoHairdressingSal 北区 赤羽２－１７－１２　佐々島ビル１Ｆ サービス JS-0005-5084

クリーニングマルチュウ赤羽店 北区 赤羽２－１９－８ サービス JS-0004-8423

Alohana 北区 赤羽２－１９－９　プチヴェール赤羽１０１ サービス JS-0001-7278

LITA． 北区 赤羽２－２２－９　石川ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8750

Blume COSTA 北区 赤羽２－２３－１　シェルブルー１Ｆ　 サービス ZN-2000-7100

Soin ～ソワン～ 北区 赤羽２－２３－２　鵬ビル４０２ サービス JS-0003-9943

Largean【ラルジュアン】 北区 赤羽２－５０－２　鈴木ビル１Ｆ サービス SL-2000-1973

なかね動物病院 北区 赤羽２－６４－９ サービス JS-0003-5315

スムアラトゥ 北区 赤羽西１－２７－１２　クレール赤羽１Ｆ店舗 サービス JS-0005-3780

believe 赤羽店 北区 赤羽西１－３０－１０－１０２号 サービス JS-0003-7518

ピジョン動物愛護病院赤羽院 北区 赤羽西１－３０－１１ サービス JS-0003-3028

ブルーフェーセス赤羽 北区 赤羽西１－３３－３　　 サービス ZN-2000-0312

Cocotii　赤羽店 北区 赤羽西１－３９－１　赤羽伊藤ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-9104

クリーニングマルチュウ赤羽西店 北区 赤羽西１－４－１０ サービス JS-0004-8425

Hairdesign LARGO 北区 赤羽南１－１１－５　１Ｆ サービス JS-0002-5234

TREAT 北区 赤羽南１－３－２　真木ビル６Ｆ　　 サービス ZN-0002-8761

クリニックサロン SEIDO 北区 赤羽南１－４－１２ サービス JS-0003-2029

hairsalonfaceakabane 北区 赤羽南１－５－３　グランテージ赤羽南　 サービス ZN-0002-8756

理容ケンシ 北区 滝野川１－４１－７　 サービス SL-2000-2826

美容室マシュー 北区 滝野川６－１３－１５ サービス JS-0005-7721

Millie 北区 滝野川７－７－１２　新栄マンション１Ｆ サービス JS-0005-7268

セイシュンドウ 北区 滝野川７－８－１０　第二城北ビル３０１室 サービス JS-0003-7663

クリーニングメリー駒込店 北区 中里１－１－１ サービス JS-0004-8875

美容室アンティーク 北区 中里２－６－９　栗原ビル１Ｆ サービス JS-0000-5773

ムサシノクリーニング田端店 北区 田端１－１３－１０ サービス JS-0004-8465

APRIKOSE 北区 田端２－１－１９　シャンドゥルール１０２　 サービス ZN-0002-3424

クリーニングマルチュウ田端店 北区 田端３－８－６ サービス JS-0004-8424

LIVICATE 北区 田端新町２－１－１４－１０１ サービス JS-0000-2204

ひまわり薬局 北区 東十条２－６－５ サービス JS-0003-0448

東十条調剤薬局 北区 東十条３－１－１０　秦野ビル１Ｆ サービス JS-0000-9112

リュミエールとも 北区 東十条３－１５－３ サービス JS-0003-9118

ニューロード 北区 東十条４－１０－３ サービス JS-0001-8464

GUMBOBARBER’SSHOP 北区 東十条４－９－１１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7791

テイク 5 田端店 北区 東田端１－１２－１０ サービス JS-0005-7111

ドールストーン TABATA 北区 東田端１－１４－２　フジマツ第３ビル１Ｆ サービス JS-0003-6124

Cherie by Dolls 北赤羽駅前店 北区 浮間３－１－５２　 サービス SL-2001-1595

Vic’sRoots 北区 豊島１－８－３　阿部ビル１０１　　 サービス ZN-0002-8737

あすか薬局 北区 豊島３－５－６ サービス JS-0003-0507

カラオケマック王子店 北区 王子１－１３－１６　エイムビル３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0000-7920

カラオケマリンブルー 北区 王子１－１８－１３　京屋ビル　　 エンターテインメント ZN-0000-7795

カラオケ 10 番十条店 北区 上十条３－２８－１　ランダムタスクビル エンターテインメント JS-0001-8116
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ALL 東十条店 北区 東十条４－４－２１　セントラル東十条２Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-6455

スタジオ MORE 北区 王子１－８－１　王子パークビル７Ｆ その他 JS-0004-5885

Kenny 東京店 北区 志茂３－１２－５ その他 JS-0005-9367

（株）詩音堂 北区 赤羽１－３－６　 その他 SL-2000-6250

焼鳥スギショー 北区 東十条４－１０－６　グリーンコーポ その他 SL-2000-6582


