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加盟店名 所在地 ジャンル

やきとり山長 南多摩駅前店 稲城市 大丸１０４５　藤井ビル１０１　　 飲食店 ZN-0000-9228

ヨロシク寿司 稲城市 大丸６３０　　 飲食店 ZN-0000-9125

KARAOKEBAR 秋桜 稲城市 大丸９２４　 飲食店 ZN-2000-2374

imacoco coffee 稲城市 東長沼１７３６－１　 飲食店 SL-2000-2271

梅月 稲城市 百村１６０４－５　　 飲食店 ZN-0000-9067

インド料理メズバーン 稲城市 平尾２－８－７　石井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6954

黒門 稲城市 矢野口２２０８－１ 飲食店 JS-0002-4814

やきとり無難 稲城市 矢野口２７３－９ 飲食店 JS-0000-0257

やきとり山長 矢野口店 稲城市 矢野口３０４－５　　 飲食店 ZN-0001-0843

Li － an 若葉台店 稲城市 若葉台２－１－１ ショッピング JS-0000-3113

多摩調剤薬局稲城店 稲城市 大丸１１５６－１ ショッピング JS-0000-0405

SRC 紺屋 稲城市 東長沼１９６５ ショッピング JS-0001-7191

豪門～ haomen ～ 稲城市 百村６－１　 ショッピング SL-2001-0392

オプチカルプロート 稲城市 平尾１－４９－６－１０２　　 ショッピング ZN-2000-2886

天地の恵み おにぎり 弥平四郎     稲城市 平尾２－２－２０ ショッピング AD-0000-1170

リサイクルセンターアールワン 稲城本店 稲城市 矢野口１２２３－１ ショッピング AL-0000-0021

仏壇プラザこうけん 稲城市 矢野口１２９７　　 ショッピング PK-0000-0208

有限会社ラインアウト 稲城市 矢野口９５３ ショッピング JS-0002-1401

自転車バイクの修理 WARIN 稲城市 矢野口９７７－５ ショッピング JS-0004-2314

レンジニアス 稲城市 押立７０７ サービス JS-0003-1570

セラピー動物病院 稲城市 坂浜２１７７－３ サービス JS-0000-0650

COLOURJACQUES 若葉台 稲城市 若葉台１－５５　アクロスプラザ若葉台東１Ｆ サービス JS-0005-6920

らく～ね若葉台店 稲城市 若葉台２－４－２　フレスポ若葉台１－７０１ サービス JS-0005-2377

ofHearts 若葉台店 稲城市 若葉台２－４－２　フレスポ若葉台２Ｆ－７ サービス JS-0000-8043

サエラクワトロ 稲城市 若葉台２－４－３　若葉台新都市センタービル２Ｆ サービス JS-0003-6426

コンパニオンドッグスクールプレイボゥ 稲城市 大丸３２７－２ サービス JS-0001-1790

ドルフィン 稲城市 東長沼３１０９　ガーデンピア樹光１０５ サービス JS-0004-1189

アビーズペット 稲城市 百村１６３０　ポイント１６３０　１Ｆ　 サービス ZN-0002-4894

デントリペアエリ－ト 稲城市 平尾１１９５　　 サービス PK-0000-3098

稲城ひらお整体院 稲城市 平尾１－２９－７　アビニヨン１０２　 サービス PK-0000-3970

クリーニング WAKO 平尾店 稲城市 平尾１－５８－１５ サービス JS-0004-9666

100％ FAMILY 多摩市 一ノ宮１－２３－８　多摩川第一ビル１Ｆ－２　 飲食店 ZN-0000-8891

ピチコラージョ 多摩市 一ノ宮２－１１－１８　桜ヶ丘センタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8931

やきとり山長 永山駅前店 多摩市 永山１－３－３　プラザ永山１０５　 飲食店 ZN-0000-9153

炭焼おっけい 永山店 多摩市 永山１－５　ベルブ永山２０６　 飲食店 SL-2000-5302

やきとり山長 聖蹟桜ヶ丘店 多摩市 関戸２－２４－２３　　 飲食店 ZN-0000-8751

志恩 多摩市 関戸２－２４－２６－３０１　　 飲食店 ZN-2000-2956

聖蹟桜ケ丘店黒テツ 多摩市 関戸２－４０－２２　一宮ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8834

カフェドフルリュス 27 多摩市 関戸４－１０－１１　Ｂａｔｅａｕ　Ｌａｖｏｉｒ　Ｅ 飲食店 SL-2000-6782

ウブリアーコ 多摩市 関戸４－４－１　ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘１０２　 飲食店 ZN-0000-9035
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レストラン神谷 多摩市 関戸４－５－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8943

旭鮨総本店桜ヶ丘本館 多摩市 桜ヶ丘４－３５－２　　 飲食店 ZN-0000-8735

家庭居酒屋 絆 多摩市 鶴牧２－２３－１４－１０１ 飲食店 JS-0005-1785

春日野 多摩市 鶴牧２－２３－１６　ビクトリーパレス１０４ 飲食店 JS-0005-4507

横丁ワイン酒場 LIDO 多摩市 落合１－１１－３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9109

やきとんもっさん 多摩市 落合１－１１－３　おちあい横丁２０２　 飲食店 ZN-0000-9528

やきとり え多か 多摩市 落合１－１６－１８ 飲食店 JS-0002-9644

七輪がやがや 多摩市 落合１－２－３　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8069

東大門タッカンマリ多摩センター店 多摩市 落合１－３９－１　マグレブＥＡＳＴ７Ｆ（７０５）　 飲食店 ZN-2000-5443

E’sCAFE 多摩市 落合１－４７　ニューシティ多摩センター８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3373

北悠 多摩市 落合１－７－１２　ライティングビル１Ｂ 飲食店 JS-0001-8866

PONO 多摩市 落合１－８－１　ウイステリアビル１０Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-9334

さかな市場漁漁 多摩市 落合１－９－１　多摩センタービル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8533

豚家 多摩市 落合１－９－１　多摩センタービル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9073

焼肉ダイニング花衣苑 多摩市 落合１－９－６　山の手ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8532

くるり 多摩市 落合１－９－６　山の手ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9236

和さ美 多摩市 落合１－９－６　山の手ビル８Ｆ 飲食店 ZN-2000-6909

ハウスリーク 多摩市 落合６－１２－１０ 飲食店 JS-0005-6321

二木ゴルフ 多摩センター店 多摩市 愛宕４－１２－４　 ショッピング AX-2000-0046

株式会社 多摩繊維商会 多摩市 一ノ宮４－１９－１８ ショッピング JS-0000-0029

ナチュラルコンタクト 多摩市 永山１－４　グリナード永山５Ｆ ショッピング JS-0002-5078

［HC］有限会社新倉電器 多摩市 貝取１－５２－１ ショッピング JS-0001-8410

ハンドバッグ エル 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア１Ｆ ショッピング JS-0001-3232

ブティック アビ 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア１Ｆ ショッピング JS-0001-3233

タバコショップ 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア１Ｆ　 ショッピング PK-0000-1261

エッセンス 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3915

田辺薬局 多摩聖蹟店 多摩市 関戸２－６６－２ ショッピング JS-0005-7625

パティスリーブーランジェリー トイトイトイ 多摩市 関戸４－２３－２　 ショッピング SL-2000-4657

スイートアロハ 多摩市 関戸４－７３　よこくらビル４Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3629

ハッピーメガネ 多摩市 諏訪１－６－５ ショッピング JS-0001-8901

多摩南部病院売店 多摩市 中沢２－１－２ ショッピング JS-0005-4152

多摩調剤薬局 多摩市 中沢２－５－６ ショッピング JS-0000-0425

多摩センターやまざくら薬局 多摩市 鶴牧１－２２－２ ショッピング JS-0005-8789

多摩センター調剤薬局 多摩市 鶴牧１－２４－１　新都市センタービル３Ｆ ショッピング JS-0000-1102

Un Grand Merci 多摩市 唐木田１－５４－１８　ルミエール唐木田１Ｆ ショッピング JS-0005-6512

トミー初夢 多摩市 東寺方１－８－３９ ショッピング JS-0000-1726

メガネフレンド 多摩市 馬引沢１－１８－１１ ショッピング JS-0002-5262

nailsQoo 多摩市 一ノ宮１－２３－１０　第二角屋ビル２Ｆ サービス JS-0003-9607

ChouChoubyu － realm 多摩市 一ノ宮３－１－１２　持田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8929

アルチザンアネックス 多摩市 一ノ宮３－１－９　エトワール桜ヶ丘３－１Ｆ サービス JS-0001-3246

CLOSET 多摩市 一ノ宮４－１－２１ サービス JS-0005-4216

COLOURJACQUES 永山 多摩市 永山１－３－３　プラザ永山１０３ サービス JS-0005-6885

トッシュ 多摩市 永山２－１６－１ サービス JS-0000-0979

アルチザン 多摩市 関戸１－１－５　ザ・スクエア２Ｆ サービス JS-0001-3481



3 2020/8/4

［稲城市／多摩市］

加盟店名 所在地 ジャンル

GREENROOM 多摩市 関戸４－１０－１１　バトーラヴォワールＤ サービス JS-0004-0462

green 多摩市 関戸４－１１－７　シャルム第２聖蹟桜ヶ丘 サービス JS-0002-3307

gracias 多摩市 諏訪１－１０－５　１Ｆ サービス JS-0002-5006

MAX クリーニング永山店 多摩市 諏訪１－６－５ サービス JS-0004-9503

LienbyProduce 多摩市 諏訪１－９－２　リラハイツ ’ ９１－１０１　 サービス ZN-0002-9009

MAX クリーニング中沢店 多摩市 中沢１－１－３ サービス JS-0004-9513

サエラデモード 多摩市 鶴牧１－２４－１　新都市センタービル２Ｆ サービス JS-0003-6424

KINGSMAN TOKYO BARBERSHOP 多摩市 鶴牧１－５－３　コ－ポ山王１Ｆ　 サービス SL-2000-3680

ufu hair 多摩市 唐木田１－１－７　プラザ唐木田１Ｆ サービス JS-0003-1244

たま整骨院本院 多摩市 豊ヶ丘４－２－５　豊ヶ丘商店街１０６ サービス JS-0004-0276

Seibu 多摩市 落合１－２６－１　　 サービス ZN-0002-7899

幸栄舎多摩センター店 多摩市 落合１－３９－１　千歳屋内 サービス JS-0005-4947

サンクドゥサエラ 多摩市 落合１－４６－１　ココリア多摩センター４Ｆ サービス JS-0003-6427

アートラッシュ多摩センター 多摩市 落合１－４７　ニューシティ多摩センタービル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8943

PLUS YU 多摩市 諏訪２－１２　アクロスビル２Ｆ その他 SL-2000-9503


