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［東大和市／武蔵村山市］

加盟店名 所在地 ジャンル

居酒屋もう一 東大和市 芋窪４－１７５２－１ 飲食店 JS-0005-7913

福でん 東大和市 向原６－１１７６－４ 飲食店 JS-0000-9825

焼肉じゃいあん 東大和市 向原６－１２０１－９　ＫＭＤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9363

宮鍋製茶本店 東大和市 高木３－２２０ 飲食店 JS-0000-8263

Cafe de 幸右衛門 東大和市 高木３－２２０ 飲食店 JS-0005-2546

そば処清川 東大和市 高木３－４１３　　 飲食店 PK-0000-0452

KISAKI 東大和市 桜が丘３－４４－３２　コーシャハイム玉川上水２－１０２ 飲食店 JS-0000-1245

ダイニングカフェ R・J 東大和市 桜が丘３－４４－３２２－１０３ 飲食店 JS-0002-2579

琉球ぼうず上北台店 東大和市 蔵敷３－９０７－１ 飲食店 JS-0003-3808

宮鍋製茶仲原店 東大和市 仲原３－２０－５ 飲食店 JS-0000-8256

Nineteen 19 東大和市 南街４－２０－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2790

ウッドキャンプ 東大和市 南街４－２０－６　ＳＡＷＡＤＡビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1148

音屋ぷくいち 東大和市 南街５－８７－１２ 飲食店 JS-0001-5647

空龍 東大和市 南街５－８８－１２　　 飲食店 ZN-0000-9161

村さ来東大和店 東大和市 南街５－９７－８　　 飲食店 ZN-0000-8847

宮鍋製茶マーケットプレイス東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１ 飲食店 JS-0001-2188

あすなろ調剤薬局 東大和市 上北台３－３４４－３　　 ショッピング PK-0000-8361

Pokito a Poko 東大和市 清水１－７５１　 ショッピング SL-2000-3508

ニュ－あむ－る　本店 東大和市 清水６－１１９０－３　　 ショッピング PK-0000-8248

ハートボックス 東大和市 中央４－１０２８－８　　 ショッピング ZN-2000-4187

D、POP 東大和市 中央４－１０７１－５ ショッピング JS-0005-8086

菓子処あかぎ仲原店 東大和市 仲原２－１５－１６　　 ショッピング ZN-0003-1701

アリス 東大和市 南街２－１１２－１　　 ショッピング ZN-0002-6325

プチ・ミカド 東大和市 南街２－５－１０ ショッピング JS-0005-0599

リサイクルブティック ABC 東大和店 東大和市 南街４－４－１ ショッピング JS-0003-9260

ニュ－あむ－る　南街店 東大和市 南街５－６６－１３　　 ショッピング PK-0000-8490

国際クリ－ニング 東大和市 南街６－８９－２　　 ショッピング PK-0000-3180

防犯と防災介護用品のまもり屋 東大和市 立野１－５－２　立野ＲＨ８　 ショッピング PK-0000-3504

モバワン東大和店 東大和市 立野１－８９１－４　　 ショッピング ZN-0002-5997

パティスリー・モン・プレジール東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１　マーケットプレイス内１Ｆ ショッピング JS-0001-5508

あすなろ動物病院 東大和市 中央２－１１０１－２１ サービス JS-0001-2158

チバ美容室 東大和市 南街５－８８－８　　 サービス PK-0000-0215

リファインヴェール東大和店 東大和市 南街５－９６－４　サンムーン１０１　 サービス ZN-2000-5572

フォトスタジオエム 東大和市 南街６－９０－９ サービス JS-0000-7393

美容室ボン 東大和市 立野１－９２１－１１　　 サービス PK-0000-1132

ベルズリペア東大和店 東大和市 立野３－１３４４－１　　 サービス ZN-2000-4233

イタバシ東大和板金工場 東大和市 立野３－５９４－４　　 サービス PK-0000-1203

ダナ・チュラ 武蔵村山市 伊奈平６－３－１１　リーディングマンション１０１号 飲食店 JS-0004-6869

丸正 武蔵村山市 伊奈平４－４８－１４ ショッピング JS-0003-5533

ワイディートップ 武蔵村山市 榎３－３７－１ ショッピング JS-0000-4804
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さくら オレンジ薬局 武蔵村山市 大南５－６９－１ ショッピング JS-0004-7493

グローリー株式会社 武蔵村山市 伊奈平６－４ サービス JS-0001-0987

協和オートサービス 武蔵村山市 三ツ藤１－９２－４ サービス JS-0002-9736

ムサシノクリーニングいなげや武蔵村山店 武蔵村山市 残堀２－９－１　いなげやフードランド武蔵村山残堀店１Ｆ サービス JS-0004-8523

美容室ラスタ残堀店 武蔵村山市 残堀２－９－１　いなげや内　 サービス ZN-0002-8975

理容キング 武蔵村山市 大南１－１３４－１５　　 サービス PK-0000-5342

レンタルのニッケン 西東京営業所 武蔵村山市 大南１－５４－１ サービス JS-0003-1892

N．K．Y オートサービス 武蔵村山市 大南２－２４－２ サービス JS-0002-8378

HAIRGOSHU 武蔵村山市 大南４－１６－２ サービス JS-0001-0549

有限会社アヴァンツァーレ 武蔵村山市 中原１－４－２ サービス JS-0002-8323

ヘアーエステアリア 武蔵村山市 中原２－５０－３２　　 サービス ZN-0002-7867

東京スリーアール 武蔵村山店 武蔵村山市 本町２－１６－１ サービス JS-0003-0891

キングドライ村山店 武蔵村山市 本町２－８０－６ サービス JS-0003-8969

ペットショップ パピーハウス 武蔵村山市 伊奈平３－８－７ その他 JS-0001-6853

井上自動車 武蔵村山市 残堀１－７７－２ その他 JS-0001-6854

パソコンお助け隊 武蔵村山市 大南３－７２－１　柏木マンション１Ｆ・１０５ その他 SL-2000-6063


