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［あきる野市／西多摩郡］

加盟店名 所在地 ジャンル

すし屋の勘太郎 あきる野市 伊奈４８５－６　　 飲食店 ZN-0000-8843

海と大地の旬ひみつ屋 あきる野市 引田３４１－１　ブルーベリーハイム１０１ 飲食店 JS-0004-0214

阿伎留カフェ＆レストランビアン あきる野市 引田７８－１ 飲食店 JS-0005-4554

いぐさ あきる野市 雨間６７３－４ 飲食店 JS-0005-0929

BAKERY203 あきる野市 五日市２０－３ 飲食店 JS-0005-7969

たか瀬 あきる野市 山田５０８－６　　 飲食店 ZN-0000-8844

LoungeBloom あきる野市 秋川２－１０－８　松井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8339

馬い鶏 あきる野市 秋川２－１－６　キャッスル田村１Ｆ 飲食店 JS-0002-0538

和風だいにんぐ天空 あきる野市 秋川２－３－４ 飲食店 JS-0000-9983

膳と宴秋川店 あきる野市 秋川２－７－６　坪井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0386

炭火焼肉らん あきる野市 秋川２－７－８　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0218

BARCLIMB あきる野市 秋川２－８－１　ラセットストーン１０１　 飲食店 ZN-0000-9288

見世蔵久森 あきる野市 小川６３３　　 飲食店 ZN-0000-9245

ミモザ あきる野市 小川東３－９－１　レジデンス睦１０６　 飲食店 ZN-0000-8882

西多摩会館レストランからたち〔本館〕 あきる野市 菅生７１６ 飲食店 JS-0000-8949

西多摩会館レストランからたち〔別館〕 あきる野市 菅生７２１ 飲食店 JS-0000-8948

焼肉宝屋 あきる野市 野辺３３８ 飲食店 JS-0004-0068

桐生庵 あきる野市 油平１２５－１０　　 飲食店 ZN-0000-9346

焼肉市場 明月館 あきる野店 あきる野市 油平５４　　 飲食店 ZN-0000-8796

東京堂栄光薬局　引田店 あきる野市 引田５５１－７　　 ショッピング PK-0000-8911

東京堂栄光薬局　下代継店 あきる野市 下代継１６－６　　 ショッピング PK-0000-8914

牧内カーサービス あきる野市 下代継３８－２　　 ショッピング ZN-0002-7091

プロショップ ライブラ あきる野市 牛沼６７－５ ショッピング JS-0002-0847

寿美屋 あきる野市 五日市６４ ショッピング JS-0000-8945

東京堂栄光調剤薬局 あきる野市 秋川１－３－６　　 ショッピング PK-0000-8912

ふじや あきる野店 あきる野市 秋川１－５－１１ ショッピング JS-0005-6005

Q － ma あきる野市 秋川１－８　あきる野ルピア１Ｆ ショッピング JS-0000-3187

ブティックラセーヌ あきる野市 秋川１－８　あきる野ルピア２Ｆ ショッピング JS-0000-3174

トーレンス 312 あきる野店 あきる野市 秋川１－８　ルピア２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-3902

岡野釣具店 あきる野市 小川８１９－６ ショッピング JS-0003-7624

富士石材株式会社 西多摩支店 あきる野市 菅生６８０ ショッピング JS-0001-8550

栃木家石材店西多摩支店 あきる野市 菅生７１６　　 ショッピング PK-0000-0497

ほしの家石材店西多摩店 あきる野市 菅生７１６　　 ショッピング PK-0000-5015

DOS ／ V Factory あきる野市 二宮２９５－１３ ショッピング JS-0003-8858

紳士服のコイソ あきる野市 野辺５７９－１ ショッピング JS-0001-3620

東京堂薬局 あきる野市 渕上２５９　　 ショッピング PK-0000-8906

美容室ル－ムヘア－ あきる野市 引田６６－２　　 サービス PK-0000-5620

株式会社カーショップヒキダ あきる野市 引田８６６－２２ サービス JS-0003-4910

リファインあきる野店 あきる野市 秋川１－１－１６　和田秋川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7876

美容室ウィズ あきる野市 秋川１－１２－１　エスポワ－ル番館１Ａ　 サービス PK-0000-0572
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HairPlaceArdeur あきる野市 秋川２－７－１　第二神田秋川駅前ビル１Ｆ サービス ZN-2000-5812

ジャズなクリーニング屋シルク あきる野市 秋川５－１１－５ サービス JS-0005-3997

キングドライ秋川店 あきる野市 秋川６－１６－９ サービス JS-0003-8970

HAIR CONTROL COW あきる野市 秋留２－２－７ サービス JS-0000-1602

ダンパークリーニングあきる野店 あきる野市 秋留２－３－２ サービス JS-0004-9758

プラスパージャパン あきる野市 野辺１１１１－１２ サービス JS-0004-0307

カ－ステ－ジワンアップ あきる野市 油平１２２－７　　 サービス PK-0000-7725

やすらぎの森 あきる野市 牛沼６２０－１ その他 JS-0000-7183

アースガーデン 西多摩郡 奥多摩町白丸３６１－１　　 飲食店 ZN-0000-8786

果汁工房果琳 ジョイフル本田瑞穂店 西多摩郡 瑞穂町殿ケ谷４４２　ジョイフル本田瑞穂店２Ｆ 飲食店 JS-0006-0172

アトリエ　セプティモ 西多摩郡 瑞穂町殿ヶ谷８２８－６　　 ショッピング PK-0000-7731

ノルドリンク 西多摩郡 瑞穂町二本木７６５－１ ショッピング JS-0001-5249

有限会社 ボーダー 西多摩郡 瑞穂町二本木８０７－１　 ショッピング SL-2000-8677

株式会社 Biot 西多摩郡 瑞穂町二本木８０８－１　 ショッピング SL-2000-8676

明石タイヤー 西多摩郡 瑞穂町箱根ヶ崎１２７６－９ ショッピング JS-0002-9382

西村電機商会 西多摩郡 瑞穂町箱根ヶ崎２２５６－２ ショッピング JS-0005-0469

エンジェルズ・ドロップス 西多摩郡 日の出町大久野１１７７　　 ショッピング ZN-0002-6179

EIGHT 西多摩郡 日の出町大久野１５３１　　 ショッピング ZN-2000-1538

江原タイヤ 西多摩郡 日の出町平井１４４６－１　 ショッピング ZN-0002-2941

銀座亜紀枝 刺子館 西多摩郡 檜原村南郷６１２８ ショッピング JS-0001-8737

リボルト東京ウエスト 西多摩郡 瑞穂町むさし野２－５４－７ サービス JS-0005-8373

石井自動車整備工場 西多摩郡 瑞穂町殿ヶ谷４５７－３　　 サービス PK-0000-4434

みずほ 西多摩郡 瑞穂町殿ヶ谷７８６－５ サービス JS-0003-0279

吉野自動車 西多摩郡 瑞穂町箱根ヶ崎４７６　　 サービス PK-0000-7986

キングドライオザム日の出店 西多摩郡 日の出町平井２０４３ サービス JS-0003-8956

美容室 Coupe 西多摩郡 日の出町平井２３９－４ サービス JS-0001-3936

カットサロンヤマダ 西多摩郡 日の出町平井９９５　 サービス SL-2000-7086

大野電気 西多摩郡 瑞穂町箱根ケ崎１７８　 その他 SL-2000-6615


