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加盟店名 所在地 ジャンル

KIZUNADINING 高幡不動店 日野市 高幡１０００－５　　 飲食店 ZN-0000-9227

やきとり山長高幡不動店 日野市 高幡１００４－５　ジャカランダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8773

有限会社 そば処開運そば 日野市 高幡１４９　 飲食店 SL-2000-2285

高幡くどう 日野市 高幡３－２３　ワイズビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-2808

くしどころ ぜろ 日野市 高幡３－７　ユニバーサルビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7844

高幡不動 肉 流通センター 日野市 高幡３－８　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3041

Riverside 日野市 新町１－１９－１　ボナールレジデンス２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1669

だんらん 日野市 多摩平１－１０－８　谷合ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0971

大鵬軒 日野市 多摩平１－１１－６　　 飲食店 ZN-0000-9062

人生再生酒場 日野市 多摩平１－２－１　第一ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7361

Lemiel 日野市 多摩平１－５－７　エンドレス多摩平１０４　 飲食店 ZN-0000-8805

和来亭豊田店 日野市 多摩平２－１－２ 飲食店 JS-0005-1807

Cianos の風 日野市 多摩平２－１－３　タカギビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9510

そば処訶訶庵 日野市 多摩平２－３－３　　 飲食店 ZN-0000-9198

104KITCHEN 日野市 多摩平２－５－３　豊田パールハイツ１０２ 飲食店 JS-0005-4736

うなぎ藤田 日野市 多摩平３－７－４　　 飲食店 ZN-0000-8812

中国料理 美膳 日野市 多摩平５－４－２ 飲食店 JS-0000-1628

焼肉レストランアンクルチャップ 日野市 多摩平７－２１－１９ 飲食店 JS-0000-1579

洪家ネ 日野市 大坂上１－３０－２６　ラポートビル２０１ 飲食店 JS-0001-2707

OsteriaLINO 日野市 日野本町３－１１－４　日野スカイマンション２０１ 飲食店 JS-0000-6998

炎上炭火焼鶏ひのっこ 日野市 日野本町３－１３－１４　井上荘１０２　 飲食店 ZN-0000-9286

たまり処 ごん 日野市 日野本町３－５－１２　　 飲食店 ZN-0000-9055

中華料理麒麟坊日野本店 日野市 日野本町４－５－５　　 飲食店 ZN-0000-8758

農耕民族狩漁民族 日野市 日野本町４－６－４　安西ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5789

H．P．STYLE Kitchen 日野市 日野本町４－６－７　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-9258

やきとり山長百草園店 日野市 落川１００１－２　　 飲食店 ZN-0000-8855

豊年 日野市 落川１０６２－１　　 飲食店 ZN-0000-8757

たから薬局高幡不動店 日野市 高幡１００９－４　京王アンフィール高幡１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6995

金子園高幡不動店 日野市 高幡１２８－５　京王高幡ＳＣ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2403

ブルーブルーエ高幡不動店 日野市 高幡１２８－５　京王高幡ショッピングセンター３Ｆ ショッピング JS-0001-8832

豊月日野菓庵 日野市 神明２－８－４　　 ショッピング PK-0000-3539

VURIE 豊田店 日野市 多摩平１－８－１２　アサヒビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-5387

Carry On 日野市 多摩平２－１３－８ ショッピング SL-2000-2739

ブティックタケクマ豊田店 日野市 多摩平２－３－３　　 ショッピング ZN-0002-3878

メナードエステ MAE 日野市 東豊田３－３－２０ ショッピング JS-0003-9770

作業服流通センター日野店 日野市 南平４－３－２５ ショッピング JS-0001-1417

人形専門店鈴藤 日野市 日野本町７－１０－８　　 ショッピング ZN-0002-6918

車屋釣具店 日野市 万願寺１－９－１１ ショッピング JS-0001-6961

YR － Advance 日野市 旭が丘３－３－１９ サービス JS-0002-4574

HAIRZAD 日野市 高幡１００６－１　ヴィラフェレイロ２０３　 サービス PK-0000-8075
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（有）森久保自動車 日野市 高幡１０３１－１ サービス JS-0002-8253

サロンドマーチ 日野市 多摩平４－１－７－１０５　　 サービス ZN-2000-5394

アサヒ薬局 日野店 日野市 多摩平５－１６－１７ サービス JS-0000-8794

type － B 日野市 多摩平６－１７－１　 サービス SL-2000-3202

クリック車検 日野市 東豊田３－１０－２７ サービス JS-0002-4765

ダンパークリーニング南平店 日野市 南平７－１０－１４ サービス JS-0004-9762

FUNKYBOMBER 日野市 南平７－６－８２　　 サービス ZN-0002-8922

クワタ自動車整備工場 日野市 日野台５－２２－１６ サービス JS-0002-4222

株式会社馬場商会 日野市 日野本町４－３－８ サービス JS-0002-4849

ダンパークリーニング豊田南店 日野市 豊田１－１６－１ サービス JS-0004-9706

大政鮨 日野市 高幡１５９－１　 その他 SL-2000-3193

酔仙楼 八王子市 みなみ野１－２－１　　 飲食店 ZN-0000-9418

とりビアー八王子みなみ野店 八王子市 みなみ野１－２－１　アクロスモールみなみ野１０４区画 飲食店 JS-0002-7884

謳歌屋仁作 八王子市 旭町１０－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6853

ちばチャン八王子店 八王子市 旭町２－５　八王子ツインタワーＡ館９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9219

やきとり金太郎旭町店 八王子市 旭町６－１２　旭星ビル B １F 飲食店 JS-0005-4562

ROYALGRILL 八王子市 旭町６－１３　第９５東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7425

肉乃 Hanabi 屋／鍋だんじ 八王子市 旭町６－１３　第９５東京ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7198

247 八王子市 旭町６－３　カドキビル１－Ａ 飲食店 JS-0001-3948

NewFlame 八王子市 旭町６－４　キャッスルビル８８　４Ｆ 飲食店 ZN-2000-2653

ちっちょ 八王子市 旭町６－４　キャッスルビル８８１号館６Ｆ 飲食店 JS-0004-2840

八王子 鬼無里村 八王子市 旭町７－７　後藤ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-1615

スカイラウンジクレア 八王子市 旭町９－１　学園都市センター１１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9300

ステーキ 和 八王子市 宇津木町６６３－１ 飲食店 JS-0002-7617

ミートダイニングゴッサム 八王子市 越野１０－９　　 飲食店 ZN-0000-9233

ゆずや 八王子市 越野２１－３２ 飲食店 JS-0000-6532

ゆずや 八王子市 越野２１－３２ 飲食店 JS-0005-7335

サンガム堀之内店 八王子市 越野２４－９　ルミエール越野１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9349

網代園 八王子市 横山町１０－１４ 飲食店 JS-0002-5986

隼 八王子市 横山町１－１　　 飲食店 ZN-0000-8840

かや 八王子市 横山町１１－２　ＡＳ八王子ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6234

BAR DRIVE 八王子市 横山町１１－２　金子ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5784

Bistro Vagabond 八王子市 横山町１１－６　ウエストポイントビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3122

鮨千成 八王子市 横山町２－９－１０１　　 飲食店 ZN-0000-9002

Pizza ＆ DelicaSecondo 八王子市 横山町５－１３　渋谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9465

Kayo’sbar 八王子市 横山町６－１３　ミツトヨビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1262

平成楽吉屋 八王子市 横山町６－５　エムズビルＢ１　 飲食店 SL-2000-5900

炭火焼鳥翔太朗 八王子市 横山町７－１１　ＮＵＬビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9223

BarFooliganJ 八王子市 横山町７－５　スペースワンビル６Ｆ右 飲食店 JS-0003-7440

旬食 dining いさりび 八王子市 横山町８－７　Ｋ－１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8544

B － RIVERGratie 八王子市 横山町８－９　　 飲食店 ZN-0000-9402

LAZOS 八王子市 横山町８－９　セイシンビル２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9144

炭火焼、鮮魚、祠 八王子市 横山町９－１５　８０８ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-4766

沖縄そば専門店 和 八王子市 横川町１０５－７７ 飲食店 JS-0002-8766
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笑顔 八王子市 下柚木４３３－３ 飲食店 JS-0004-1367

ミューゲブラン 八王子市 久保山町２－３１－６ 飲食店 JS-0002-8783

なか安本店 八王子市 暁町１－３６－６ 飲食店 JS-0004-7428

美ささ苑 八王子市 元横山町１－１４－１６　 飲食店 SL-2000-2729

フラット 八王子市 元本郷町１－２４－２０　ハイツモリヤ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5496

ごま処 権現茶屋 八王子市 高尾町２１７７－２ 飲食店 JS-0002-3003

高尾山 FuMotoyA 八王子市 高尾町２２４１ 飲食店 JS-0002-3002

グリュック 八王子市 三崎町１－６　カーサＦ・Ｋ２０２　 飲食店 ZN-2000-1574

CRUNK 八王子市 三崎町１－９　三慶ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7539

よりみち 八王子市 三崎町２－１３　　 飲食店 ZN-0000-9534

八王子ゆうご 八王子市 三崎町２－３　　 飲食店 ZN-0000-9114

鉄板ダイニング千寿 八王子市 三崎町２－３　サンキョウビル２Ｆ－Ｂ号　 飲食店 ZN-0000-9243

季節料理秀栄 八王子市 三崎町２－７　ヨーロービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6168

季節料理 秀栄 八王子市 三崎町２－７　ヨ－ロビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0157

うを八 八王子市 三崎町３－１１　　 飲食店 ZN-0000-8990

串はち 八王子市 三崎町３－１１　　 飲食店 ZN-0000-9001

とりビアー八王子北口店 八王子市 三崎町３－３　ＡＮＤビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8706

けむり八王子店 八王子市 三崎町３－４　ＲＪスクエア１Ａ　 飲食店 ZN-0000-8877

しゃぶ八なべ五郎 八王子市 三崎町３－４　Ｒ－Ｊスクエア４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9328

居酒屋三姉妹 八王子市 三崎町３－４　ＲＪスクエア８Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-9294

旬彩と炭火焼鶏 やまかし 八王子市 三崎町３－８　コハクビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8777

黒テツ 八王子市 三崎町３－９　福屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9263

居酒屋ぐぅちょきぱぁ 八王子市 三崎町４－１０　ラウンドビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-2642

炭焼びすとろ和いん家 八王子市 三崎町４－１０　三崎町ランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9074

鳥兆 八王子市 三崎町４－７　田倉ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8996

和来八王子店 八王子市 三崎町４－９　山川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9439

奈々邸／肉 s 八王子市 三崎町４－９　山川ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9128

肉バル BISON 八王子市 三崎町４－９　山川ビル９Ｆ 飲食店 JS-0004-8853

牛繁八王子店 八王子市 三崎町４－９　山川ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-3549

A － RISE 八王子市 三崎町５－１３　オーシャンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2191

EBISUYA 八王子市 三崎町５－１４　恵比寿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6592

トリニティースピア 八王子市 三崎町５－１４－５　竹生ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9435

CHAI － YO 八王子市 三崎町５－１９　Ｆ－１フォーラム７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8776

里山里海 奥能登や 八王子市 三崎町５－２３　サンプラザビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8489

和牛焼肉龍神 八王子市 三崎町５－３　プライマリーコート１Ｆ 飲食店 JS-0003-1988

Ricca 八王子市 三崎町５－７　理光ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9513

越後八州 八王子市 三崎町６－１０　第３山口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8885

ハハハ居酒屋 八王子市 三崎町６－１４　三崎町レインボービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4678

Shell 八王子市 三崎町６－１６　キャッスルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9419

248KITCHEN 八王子市 散田町３－１９－２１　セモアビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7450

RESTAURANT 団欒 八王子市 散田町３－７－１７　レ・ファミーユ１０２ 飲食店 JS-0001-7320

遊民 八王子市 四谷町６６５ 飲食店 JS-0000-3318

ウラニワ八王子店 八王子市 子安町１－１－８　アーバンホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5600

小太郎八王子 八王子市 子安町１－２－１ 飲食店 JS-0005-0649
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鮨いなほ 八王子市 子安町１－２－２　川和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2198

Buono 八王子市 子安町１－２－５　市倉ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-8738

焼肉 山雅 八王子市 子安町１－２５－１　第一田代ビル　 飲食店 ZN-0000-8815

手打そば まかど 八王子市 子安町１－３０－７　第１０宮田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7554

金太郎八王子南口店 八王子市 子安町１－３－１０　　 飲食店 ZN-0000-9521

Benvenuta 八王子市 子安町３－４－１　第三宮田ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-5790

鳥鼓 八王子市 子安町３－６－９　第一ベルペペビル１０４　 飲食店 ZN-0000-9321

創作 Dining 零 八王子市 子安町４－１０－１３　子安駅前ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-2618

B － RIVER 八王子市 子安町４－２－４　　 飲食店 ZN-0000-9455

凛や八王子南口店 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8862

ビストロクレアンテ 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9088

B － Channel 八王子市 寺町４９－４　山下ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6203

BARLEAP 八王子市 寺町５１－３　セブンプラザビル２０３　 飲食店 ZN-2000-4611

プロム 八王子市 寺町５１－３　セブンプラザビル４０１　 飲食店 ZN-2000-3442

Soul Grill 八王子市 寺町７１－３　グリーンフォレスト１Ｆ 飲食店 JS-0002-6619

五八みなみ野店 八王子市 七国１－１１－８　　 飲食店 ZN-0000-9030

MUNAL 八王子市 初沢町１２２７－４　高尾パークハイツＡ２０６ 飲食店 JS-0005-6755

レストラン 多花美 八王子市 初沢町１２２７－４　高尾パークハイツＡ－２０７ 飲食店 JS-0002-2576

ムナル 八王子市 初沢町１２２７－４　高尾パ－クハイツＡ２０６　 飲食店 SL-2000-9971

鮨処海えん 八王子市 小比企町４８０－１　サニーヒルいそま１０２　 飲食店 ZN-0000-9076

CAFETAVOLA 八王子市 西片倉２－１－３　みなみ野ガーデンコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9092

CASSI 八王子市 西片倉２－６－１６ 飲食店 JS-0005-8734

東海大八王子ビアンモ－ル 八王子市 石川町１８３８ 飲食店 JS-0005-4469

東海大八王子カフェコア 八王子市 石川町１８３８ 飲食店 JS-0005-4524

金太郎北八王子店 八王子市 石川町２９５３－３　　 飲食店 ZN-0000-9520

北八鮨千 八王子市 石川町２９６０－７　北八マンション１０１ 飲食店 JS-0002-3345

焼肉牛皇石川庵 八王子市 石川町５１５－３ 飲食店 JS-0004-0015

モンモランシー 八王子市 千人町１－６－２　瀧野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8991

八王子旬香 そめい 八王子市 千人町２－２－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0024

Mr．Angel 八王子市 千人町２－２－８　さくらガーデンスクエアＢＦ　 飲食店 ZN-2000-0108

BARFLOWER 八王子市 千人町２－３－１６　プラザ西八王子Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5920

焼肉あおやま 八王子市 打越町３４５－２　京王北野マンションＡ－１０２　 飲食店 ZN-0000-9305

イタリアン＆カフェマチェマチェ 八王子市 打越町３４７－３　安井ビル１０１　 飲食店 PK-0000-3378

FRANKS 八王子市 台町２－１８－１５ 飲食店 JS-0003-7540

海苑 八王子市 台町３－３－５　　 飲食店 ZN-0000-8999

居肴わさび 八王子市 台町４－４５－３　２Ｆ 飲食店 JS-0001-8842

オーガニック居酒屋魯仁庵 八王子市 台町４－４５－３　第六小池ビル１０２ 飲食店 JS-0003-7580

金太郎西八王子南口店 八王子市 台町４－４７－１２　宮沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6120

焼肉館銀水 八王子市 滝山町１－５１５－１　　 飲食店 ZN-0000-9028

すみか 八王子市 中山４７－５ 飲食店 JS-0004-3429

Bm 八王子市 中町１０－１　高野ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9456

Soi J 八王子市 中町１０－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0003-2724

すゞ香 八王子市 中町１０－９　　 飲食店 ZN-0000-9297

八王子 風味裏 八王子市 中町１２－１０　村上ビル１０３ 飲食店 JS-0005-0546
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三戸郷土料理まるたつ 八王子市 中町１２－５　　 飲食店 ZN-0000-9037

Bless － Gate 八王子市 中町２－１８　鶴屋ビルＢ－１　　 飲食店 ZN-0000-8827

牛匠 炭火 八王子市 中町３－１２　三田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9301

餃子のさんくみ八王子店 八王子市 中町３－１３　ＯＫ１ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0278

蔵んち 八王子市 中町３－２　０４２６スプリングガーデン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9427

K3 八王子市 中町３－２　０４２６スプリングガーデンＳ・Ｕ区画　 飲食店 ZN-0000-9474

龍順 八王子市 中町３－２　スプリングガーデンＨ 飲食店 JS-0005-6081

炭火食菜 まる 八王子市 中町３－２　スプリングガーデンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8465

ウッドベル 八王子市 中町３－９　クレインコート３０１　 飲食店 ZN-2000-0494

居酒屋 子々屋 八王子市 中町３－９　クレーインコート１０１ 飲食店 JS-0002-6618

おてもやん 八王子市 中町４－１０　ニュー紅洋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3938

串どれ 八王子市 中町４－１１　クレインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9253

アンジュ 八王子市 中町４－１２　デジールビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3036

Tokio 八王子市 中町４－１２　デジールビル５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-3549

カリプソ 八王子市 中町６－５　尾川ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1859

Hidamari 八王子市 中町７－１０　紅洋ビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-9972

酒菜 八王子市 中町８－９　八王子コスモビル４０２号 飲食店 JS-0000-5755

Livingbarluna 八王子市 中町９－１０　ひまわりビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3890

BarAgosto 八王子市 中町９－１０　ひまわりビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3891

BFF 八王子市 中町９－１０　ひまわりビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9478

パスタヤセコンド 八王子市 中町９－７　Ｇヒルズ中町１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6725

じゃじゃ旨 八王子市 中野町２１６７－１ 飲食店 JS-0003-4721

ヴォーノ・イタリア八王子店 八王子市 中野町３０５２－４ 飲食店 JS-0004-3282

平家の郷・八王子館 八王子市 長沼町１０７６　　 飲食店 ZN-0000-9029

清寿司 八王子市 長沼町７０２－２３ 飲食店 JS-0000-3160

モダンタイムス 八王子市 天神町３－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9341

きらら亭 1 八王子市 東浅川町５３５－８　　 飲食店 PK-0000-1389

きらら亭 4 八王子市 東浅川町５３５－８　　 飲食店 PK-0000-3001

大阪焼肉ホルモンふたご八王子店 八王子市 東町１０－６　三吉ビル東町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6567

No．8 八王子市 東町１－１１　　 飲食店 ZN-0000-9332

厨ぼうず八王子店 八王子市 東町１２－１４　ＴＡＤＡＯビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8352

薫仙＆ OTORA 八王子市 東町１２－１４　栗原ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9050

中村金太郎北口店 八王子市 東町１２－１４　青木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6763

多馥 八王子市 東町１２－１４　青木ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8782

鳥桜八王子店 八王子市 東町１２－１４　八王子ステーションフロント４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5805

与作 八王子市 東町１２－１６　岡崎ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-3912

豚キング 八王子市 東町１２－５　第２八王子ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-2212

MUCHACAFE 八王子市 東町１２－８　長澤ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7050

リストランテ ヴィアマーレ 八王子市 東町１－４　森村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8793

八王子 風味 八王子市 東町１－８　Ｋ・ＳビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9495

焼肉 藤吉郎 八王子市 東町３－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6340

和食屋割烹やまひさ 八王子市 東町６－２　天安ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7260

乃り竹 八王子市 楢原町３８６－１　　 飲食店 ZN-2000-1952

爺々婆々の手料理 山の神 八王子市 南浅川町４０６８　 飲食店 SL-2000-3054
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いろりの里 高尾山名主 ごん助 八王子市 南浅川町４０６８　 飲食店 SL-2000-9461

金沢の味福梅 八王子市 南町２－１１　　 飲食店 ZN-0000-9265

コムトー 八王子市 南町２－１１　Ｍビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3411

ふるさと 八王子市 南町２－５　ミディ八王子１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0592

BAR ～ L’m ～ 八王子市 南町３－１６　ミカドビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2640

有限会社 鮨忠 八王子市 南町５－１１　　 飲食店 ZN-0000-9010

サクラヤコーヒー店 八王子市 八日町１０－１１　 飲食店 SL-2000-7603

けいの家八王子みなみ野店 八王子市 兵衛１－１－１０　　 飲食店 ZN-0000-9296

越後そば 弥彦 八王子市 平岡町２４－３ 飲食店 JS-0002-3004

一澤 八王子市 別所１－１－６ 飲食店 JS-0003-1821

一澤 八王子市 別所１－１－６ 飲食店 JS-0005-9320

奥芝商店 八王子片倉城 八王子市 片倉町１１９－１ 飲食店 JS-0002-9341

焼肉牛皇北野庵 八王子市 北野町５３６－１１ 飲食店 JS-0004-0014

カレーハウス北野 八王子市 北野町５４６－１０ 飲食店 JS-0004-4543

ファイン 八王子市 北野町５４６－１０　江添ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9204

カフェグラーノ 八王子市 北野町５４７－２０ 飲食店 JS-0005-0065

魚菜亭 八王子市 堀之内３ー３０ー２０　トゥインクル１０１ 飲食店 SL-2000-3292

串焼き Bar はまる家 八王子市 堀之内３－３６－１　ダイケンブライト１０３　 飲食店 ZN-0000-8864

はせがわ 八王子市 堀之内３－６－９　　 飲食店 ZN-0000-8794

ブラッセリー獏 八王子市 本町１２－２　ティンクマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8763

もつ源 八王子市 明神町３－８－１５　ウィル明神１０１　 飲食店 ZN-2000-6726

北前廻船紀行けいの家 八王子市 明神町３－９－１　ＭＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9292

オイスターバー W 八王子市 明神町４－１０－１７　小俣コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8949

金山村 八王子市 明神町４－１０－９　ＪＮパティオ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9040

エルバレンシアーノ 八王子市 明神町４－２－１０　八厚ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7926

雪花菜 八王子市 明神町４－２－７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2446

モータウン 八王子市 明神町４－６－１２　ホテル・ザ・ビー２Ｆ 飲食店 JS-0002-1406

ピッツェリア　ル－ナマ－レ 八王子市 椚田町５３５－１３　澤田ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6531

JEYES メガネ八王子みなみ野店 八王子市 みなみ野１－２－１　アクロスモール八王子みなみ野２Ｆ ショッピング JS-0000-5139

パティスリ－メゾン 八王子市 めじろ台１－５－６　　 ショッピング PK-0000-2334

クロロフイル八王子美顔教室 八王子市 旭町７－９　相模ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6193

ワールドドラッグ 八王子市 旭町８－５　　 ショッピング ZN-0003-1410

パーツオフ八王子店 八王子市 宇津木町７１０－１ ショッピング JS-0000-8863

ライドサーフアンドスポーツ 八王子市 横山町　１－１３　小室ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9415

中川商店 八王子市 横山町１１－１２　　 ショッピング PK-0000-2023

テルルモバイル八王子ユーロード店 八王子市 横山町１２－１０ ショッピング JS-0003-9318

ソエダ・シューズ Rica 八王子市 横山町１２－８　ソエダビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5921

セブンスフィールド 八王子市 横山町１８－７　マクシスタワーズアーバンデュオ１０１　 ショッピング ZN-0002-6176

オプティコ 八王子市 横山町２２－３　メディカルタワー八王子６Ｆ ショッピング JS-0002-1844

岩崎印店〔駅前店〕 八王子市 横山町３－９　豊和本社ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5318

金子園八王子店 八王子市 横山町６－５　　 ショッピング ZN-0002-2404

ジェットセット有限会社 八王子市 横川町８１－２１ ショッピング JS-0000-3776

栃木家石材店　八王子支店 八王子市 元八王子町３－２５１８　　 ショッピング PK-0000-8280

内野人形 八王子市 元本郷町４－２０－２４ ショッピング JS-0005-3664
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ギャラリー N 八王子市 高尾町１５６１ ショッピング JS-0000-2324

金子園八王子駅前店 八王子市 三崎町４－１２　　 ショッピング ZN-0002-2405

TRY URBAN GOLF 八王子 八王子市 三崎町５－１６　ファモス八王子Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0000-4952

Pax21 八王子市 散田町３－２２－２ ショッピング JS-0000-3994

ヤマカワ・カントリーコンセプト 八王子市 子安町３－４－７　大口ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9595

とちの木薬局 八王子市 子安町４－２４－１１ ショッピング JS-0003-5640

東匠 八王子市 寺町２９－５ ショッピング JS-0000-5847

青木万年堂寺町店 八王子市 寺町３８ ショッピング JS-0001-9166

ZENIYA 八王子市 寺町４９　　 ショッピング ZN-0002-2978

ハッピースポット しょうわ 八王子市 初沢町１２２７－４ ショッピング JS-0004-6902

金子園高尾店 八王子市 初沢町１２３１－１６　　 ショッピング ZN-0002-2408

サンウォッシュ 八王子市 小比企町１０９５－６ ショッピング JS-0002-5273

ウーマンズギャラリーミュー 八王子市 小門町１－１１　ラピエールビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3900

伊東トウキョウ靴店 八王子市 小門町１－２　　 ショッピング ZN-2000-1108

けむりの 八王子市 小門町５－３　　 ショッピング PK-0000-7902

シルバージュエリー R ＆ B 八王子市 松木３０－１３　リバーサイドジュネス２　１０２号 ショッピング SL-2000-0758

フォーティーフォー株式会社 八王子市 上川町６０７－３ ショッピング JS-0002-5339

フラワーショップ Alice 八王子市 新町１－８　かんべビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7245

イセヤ漢方薬局 八王子市 千人町１－５－１２　　 ショッピング ZN-2000-4647

Amitie’ 八王子市 千人町２－３－４　宮崎ビル１０１　 ショッピング ZN-2000-1548

タイヤステーションレザミ 八王子市 川町３９８－５　　 ショッピング ZN-2000-2204

金子園北野店 八王子市 打越町３３５－１　京王リトナード北野１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2406

〔HC〕デンキショップイノウエ 八王子市 大塚６２２－９ ショッピング JS-0000-4054

大和田調剤薬局 八王子市 大和田町４－１４－７　　 ショッピング PK-0000-5009

Angelic 八王子市 大和田町５－９－１６ ショッピング JS-0004-5263

クリ－ニングア－ト 八王子市 大和田町６－３－２２　　 ショッピング PK-0000-5784

タイヤパーク 八王子市 滝山町２－５０３－１　　 ショッピング ZN-2000-6451

フルコンプ八王子店 八王子市 中町１－３　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0002-5851

諏佐クリ－ニング商會 八王子市 中野山王１－８－１　　 ショッピング PK-0000-2850

エーコン 八王子市 中野上町４－５－１１　西村ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2933

きくや 八王子市 追分町１７－７ ショッピング JS-0001-9097

金子園楢原店 八王子市 楢原町９５２－１　　 ショッピング ZN-0002-2407

パティスリーメゾンドゥース 八王子市 南大沢２－２０６－９ ショッピング JS-0005-2415

Zou Yilu 八王子市 南町３－１６　ミカドビル５Ｆ ショッピング SL-2000-8068

イワイ 八王子市 八日町５－１３　　 ショッピング ZN-0003-1303

ファッションブーケ 八王子市 八日町６－１　　 ショッピング ZN-0002-3899

ヒノデン 八王子市 八日町６－２　　 ショッピング ZN-0003-1307

ナカノ洋品店 八王子市 八日町８－１　ビュータワー八王子１Ｆ ショッピング JS-0004-5903

（有）丸吉 八王子市 八幡町１１－１ ショッピング JS-0004-4152

八王子織物工業組合ベネック 八王子市 八幡町１１－２ ショッピング JS-0001-9667

阿波屋金物店 八王子市 八幡町１１－４　　 ショッピング ZN-2000-1986

ARMS FACTORY 八王子市 八幡町１３－１　錦ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-5275

株式会社日本の心八王子店 八王子市 八幡町３－２３ ショッピング JS-0000-1905

ミューク堀之内店 八王子市 別所２－１　ＶＩＡ長池２Ｆ ショッピング JS-0004-7036
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マライカ 堀之内店 八王子市 堀之内３－３３－４　本社ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1395

つるのフラワー 八王子市 本町２６－７　　 ショッピング ZN-0002-5500

花水木 八王子市 本町３－５　　 ショッピング ZN-2000-2807

宝蓮華 八王子市 明神町２－２６－１０　橋本ビル２０３ ショッピング JS-0003-2279

Garam garam 八王子市 明神町３－６－８　 ショッピング SL-2000-2293

はんこ屋さん 21 八王子店 八王子市 明神町４－１－２　ストーク八王子１０５ ショッピング JS-0001-3635

スキューバダイビングアドベンチャークラブ 八王子市 明神町４－１－７ ショッピング JS-0001-1263

眼鏡処まどか 八王子市 明神町４－１－９　シャンボール八王子１Ｆ ショッピング SL-2000-9684

ジャスト 八王子市 椚田町５６７－２４ ショッピング JS-0003-7475

ダンパークリーニングアクロス店 八王子市 みなみ野１－２－１ サービス JS-0004-9751

FUNNY 八王子みなみ野 八王子市 みなみ野１－７－３　フレスポみなみ野店２Ｆ サービス JS-0005-6888

ダンパークリーニングみなみ野店 八王子市 みなみ野１－８－１ サービス JS-0004-9757

SKYRING 八王子市 みなみ野３－１－５　グランディール店舗 サービス JS-0002-7423

ファミーユデグラシュ 八王子市 みなみ野４－７－１　　 サービス ZN-0002-8910

hairmakeELTOWA 八王子市 みなみ野５－１６－２ サービス JS-0003-9986

リファインヴェールめじろ台店 八王子市 めじろ台１－１－１　めじろ台マンションＤ－１－Ｃ－１　 サービス ZN-0002-7880

Axia hair design 八王子市 めじろ台１－９－１ サービス JS-0003-9688

てもみ処ゆるり 八王子市 旭町２－１０　トモエービル３Ｆ サービス JS-0003-9759

九龍 Relaxation 八王子市 旭町２－６　第一ロダンビル６Ｆ サービス JS-0005-3652

ブラッキー八王子店 八王子市 旭町６－１２　旭星ビル３Ｆ サービス JS-0003-0585

リラクゼーションオンリーブリス 八王子市 旭町７－９　相模ビル２０２ サービス JS-0002-2815

モアリフレッシュ八王子商店街前店 八王子市 旭町８－２　味岡ビル６Ｆ サービス JS-0004-2966

プライベートビューティーサロン＆八王子 八王子市 旭町８－８　Ｈ２サイトウビル６Ｆ サービス JS-0004-9264

たまとポチ 八王子市 宇津木町８１５－３　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-4898

美容室 PURE 八王子市 横山町１１－１　ファウントビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7841

eMu 八王子市 横山町１１－３　大黒ビル１Ｆ サービス JS-0002-1096

ネイルアップウィズ 八王子市 横山町１５－８　大久保ビル４Ｆ サービス JS-0003-8625

LAID － BACK Hair Lounge 八王子市 横山町２２－４　 サービス SL-2000-6368

ネイルサロン サラマンダラ 八王子市 横山町２５－９　ツカキ・スクエア５０１ サービス SL-2000-5217

ネイルガーデン 八王子市 横山町３－１３　矢島ビル２Ｆ サービス JS-0002-2234

クレッシェンド 八王子市 横山町６－６　Ｐｅｒｔｅ　　 サービス ZN-0002-7894

HAIR MIZUKOSHI 八王子市 横山町７－１１　燕京ビル１Ｆ サービス JS-0004-5568

美容室カムズ 八王子市 横山町９－１０　芙蓉ビル１Ｆ　　 サービス PK-0000-2076

Beaunation 八王子市 横山町９－１５　８０８ビル５Ｆ サービス JS-0003-7288

ル・ジャルダン八王子店 八王子市 横山町９－１７　　 サービス ZN-0002-8930

salonABA 八王子市 横川町１０５－６１ サービス JS-0003-9840

エルザ動物病院 八王子市 横川町１１９６－３ サービス JS-0002-5699

ダンパークリーニング横川店 八王子市 横川町５４０－１ サービス JS-0004-9717

ダンパークリーニングゆりのき台店 八王子市 館町２３００－１ サービス JS-0004-9709

Hairhym 八王子市 元八王子町１－４９８　サクスィ－ドシノザキ１０５　 サービス PK-0000-2737

皎月山荘 八王子市 元八王子町１－６０－２　　 サービス ZN-2000-3741

レンタルのニッケン 八王子営業所 八王子市 戸吹町１０４－１ サービス JS-0003-1893

株式会社デンソーセールス多摩支店 八王子市 高倉町４４－２０ サービス JS-0002-6049

Nailsalon ＆ school Savvy 八王子市 高倉町５７－３１　ラ・グラシューズ１Ｆ サービス SL-2000-9533
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ダンパークリーニング高倉店 八王子市 高倉町６６ サービス JS-0004-9710

カ）カーライフハギワラ 八王子市 左入町７５１ サービス JS-0004-7168

養生堂 八王子市 三崎町３－３　安藤ビル２Ｆ サービス JS-0001-8722

春苗 八王子市 三崎町４－１０　三崎町ランドビル３Ｆ サービス JS-0001-8721

白富士写真館 八王子市 散田町３－１８－１５ サービス JS-0003-9675

ヘアーレナータ 八王子市 散田町３－２－２０　　 サービス ZN-0002-8919

studioMINTdeph 八王子市 散田町４－１２－５　ｐａｓａｐａｓ１０５　 サービス PK-0000-0337

i　dog 八王子市 散田町４－２２－１３　エステ－ト散田Ａ　 サービス PK-0000-8487

ROCCO 八王子市 子安町１－２４－５　デラパン子安ビル１Ｆ サービス JS-0003-6563

キコリ 八王子市 子安町１－３２－５ サービス JS-0004-3538

美容室 Criru 八王子市 子安町２－１－１４　プチモンド子安１Ｆ　 サービス ZN-2000-2693

シエル 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子３Ｆ　 サービス ZN-0002-8984

ルーナ 八王子市 子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子３Ｆ　 サービス ZN-2000-3355

boms 高尾店 八王子市 初沢町１２２７－３　京王高尾ビル２Ｆ サービス JS-0000-0964

カフーガーデン 八王子市 小宮町７８４－３　東亜建設第６ビル１０３ サービス SL-2000-3322

プロショップ T － HOUSE 八王子市 松木３４－１３ サービス JS-0001-3268

有限会社井上オートセンター 八王子市 上柚木１２４５ サービス JS-0001-7445

Silky 八王子市 上柚木２－９－４　２Ｆ サービス JS-0004-7447

美容室クィ－ン　 八王子市 新町９－２　茨木ビル１Ｆ　　 サービス PK-0000-7884

ダンパークリーニング諏訪店 八王子市 諏訪町４９９ サービス JS-0004-9759

ダンパークリーニング恩方店 八王子市 西寺方町６９－１ サービス JS-0004-9748

iPhone 修理工房西八王子店 八王子市 千人町２－２０－１０ サービス JS-0004-3007

hair make Flourish 八王子市 千人町２－２０－２　クローバービル４Ｆ サービス JS-0005-1292

ALVERO 八王子市 千人町２－３－６　石田ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-8156

ABBEY ROAD 八王子市 千人町３－１４－１３ サービス JS-0001-7046

Switch 八王子市 千人町３－１５－２２　　 サービス ZN-0002-7851

ダンパークリーニング本店 八王子市 千人町４－１２－８ サービス JS-0004-9726

おくやま写真館 八王子市 千人町４－２－２１　　 サービス PK-0000-2356

ダンパークリーニング西八王子駅南口店 八王子市 台町４－４６－４ サービス JS-0004-9781

なりた動物病院 八王子市 大楽寺町３６９－１ サービス JS-0000-8878

ダンパークリーニング大船店 八王子市 大船町１００９ サービス JS-0004-9766

OF － HEARTS 八王子みなみ野店 八王子市 大船町１００９　アクロスプラザ八王子大船Ａ－３ サービス JS-0003-1973

MAX クリーニング大塚店 八王子市 大塚５５５ サービス JS-0004-9499

Health ＆ BeautyAzure 八王子市 大塚５５５　一水園ビル３Ｆ サービス JS-0004-9699

BETTYNAIL 八王子市 中町１－１　池田ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-3199

Piacere 八王子市 中町３－３　ＣＡＳＡＫＩＫＵＭＡＴＳＵＹＡ２０３ サービス JS-0004-7486

トムアンドスージーファクトリーカルム 八王子市 中町３－８　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7886

NATURALBEAUTYCREBIA 八王子市 中町７－９　中町ビル４０１室 サービス JS-0005-0102

JINO － hairdesign － 八王子市 中町８－９　ソシアルエイトプリンス１Ｆ　 サービス ZN-2000-0120

baboo 八王子店 八王子市 中野山王１－１１－１６ サービス JS-0004-7253

渋谷動物病院 八王子市 長沼町３８１－１　　 サービス PK-0000-9056

美容室すぺーす・ぷれぜんつ 八王子市 東浅川町５４８－１　ドエルクラＤ　 サービス ZN-0002-7905

浩和自動車 八王子市 東中野１３－１ サービス JS-0002-7247

ZEST 八王子店 八王子市 東町１０－４　ＨＫビルディング１Ｆ サービス JS-0002-1141
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心リラクゼーション 八王子市 東町１２－１４　青木ビル４Ｆ サービス JS-0003-9253

Hair ＆ Nagomi ToMas 八王子市 東町１－６　 サービス SL-2000-9245

LaLahair 八王子市 東町６－９ サービス JS-0004-3218

LUCIA 八王子市 楢原町１１２６－４　マウンテンハイツ１－Ａ サービス JS-0001-3585

ダンパークリーニング楢原店 八王子市 楢原町１８１８－１５ サービス JS-0004-9763

株式会社川口自動車工業 八王子市 楢原町５６８－の１ サービス JS-0003-2019

いまい動物病院 八王子市 南大沢１－２３－５ サービス JS-0003-0001

肌髪にやさしい美容室 八王子市 南大沢２－１－６　フレンテ南大沢内　 サービス ZN-0003-1145

ピュアマインド 南大沢店 八王子市 南大沢２－２５　フォレストモール南大沢３Ｆ サービス JS-0006-0107

ヘアーメイクアルフレド 八王子市 南大沢２－３０　サザンウインズ南大沢１Ｆ－１０２－ｂ区画 サービス AD-0000-0258

サロン ド トシ 八王子市 日吉町１８－８　 サービス SL-2000-6001

優流 八王子市 美山町１３２１－２　　 サービス PK-0000-7575

ヘアーリゾートシェーレ 八王子市 兵衛１－１－１０　クオーレ１Ｆ－Ａ　 サービス ZN-0002-8866

大和自動車ガラス株式会社 八王子市 平岡町３６－８ サービス JS-0002-5515

ダンパークリーニング堀之内店 八王子市 別所２－１ サービス JS-0004-9707

サエラミュゼ 八王子市 別所２－１　ＶＩＡ長池３Ｆ サービス JS-0003-6425

ネクストゲート 八王子市 片倉町１７８１－３４ サービス JS-0002-8825

ダンパークリーニング片倉店 八王子市 片倉町３５００－１ サービス JS-0004-9756

ダンパークリーニング北野店 八王子市 北野町５４５－３ サービス JS-0004-9750

Produce 堀之内 八王子市 堀之内３－３５－１１　明和ビル１Ｆ サービス JS-0001-2645

エイチブランカ 八王子市 本町１２－８　ハイムアクシス１Ｆ　 サービス ZN-0002-8953

八王子整体院 岡田カイロプラクティック 八王子市 万町１９－２ サービス JS-0002-7211

hair make ポプラサロン 八王子市 明神町２－２５－８　１Ｆ サービス JS-0001-5324

Eye’sMore 八王子市 明神町３－２２－１０　モリヤビル１Ｆ サービス JS-0004-6686

EYELASHES SPA マリユドゥ 八王子市 明神町４－７－１５　シティレジデンス８０３ サービス JS-0004-6825

あむーる動物病院 八王子市 椚田町５７３－１７ サービス JS-0002-5316

Kneex 八王子店 八王子市 旭町１０－３　安嶋中央ビル６Ｆ その他 JS-0004-6728

有限会社めいくまん 八王子市 山田町１６８９－７ その他 SL-2000-1608

Little Pets 八王子市 散田町４－２２－１４　ヤマトヨビル１０２号 その他 JS-0005-3353

iPhone 修理ゼロガレージ 八王子市 松木３４－１１　ドンキホーテ京王堀之内店１Ｆ その他 SL-2000-7155

リサイクルショップ サカショー 八王子市 千人町４－１４－１４　 その他 SL-2000-5712


