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［清瀬市／西東京市／東久留米市］

加盟店名 所在地 ジャンル

清瀬ダイニング 清瀬市 元町１－１０－８　大黒屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9167

中国料理 同心居 清瀬市 元町１－１－２０　　 飲食店 ZN-0000-8752

旬菜魚 hiro 清瀬市 元町１－１３－７　　 飲食店 ZN-0000-9217

焼肉、ホルモン焼、濱蝶 清瀬市 元町１－６－１５　　 飲食店 ZN-0000-9234

串こまち清瀬店 清瀬市 松山１－１１－１－１０１　　 飲食店 ZN-0000-9241

みけねこカフェ 清瀬市 松山１－１４－３　桐生ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-0492

和食壱まる 清瀬市 松山１－２０－２ 飲食店 JS-0005-1075

居酒屋 KAMI － ZO 清瀬市 松山１－２１－１４　ジススカイハイツ１０２ 飲食店 JS-0001-3306

牛繁清瀬店 清瀬市 松山１－９－４　　 飲食店 ZN-2000-6528

秋津 ISLAND 清瀬市 野塩５－２９８－５　キッコーマス５ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8920

佐藤時計店 清瀬市 元町１－１１－２１ ショッピング JS-0000-2515

スイ－ツガ－デン　ノイ 清瀬市 元町１－１－１７－１０２　　 ショッピング PK-0000-8441

栄貫堂薬局清瀬店 清瀬市 松山１－２３－１０　　 ショッピング ZN-2000-0557

あすなろ薬局 清瀬市 松山２－１－５ ショッピング JS-0004-9100

ヨ－クリ清瀬本店 清瀬市 竹丘１－１０－１５　　 ショッピング PK-0000-4449

ケンコ－堂薬局 清瀬市 野塩１－３２８－２４　　 ショッピング PK-0000-8492

PURECUORE 清瀬市 元町１－１－１５　１Ｆ サービス JS-0001-7100

美容室ラ・クルー 清瀬市 松山１－２２－１０　シルバービル１０２　 サービス ZN-0002-7849

ヘアポートリファイン清瀬店 清瀬市 松山１－２７－８　ファーストアオキビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7878

ヒデ動物病院 清瀬市 松山１－４６－３１ サービス JS-0000-2652

Banp － Cut’s 清瀬市 上清戸１－９－３　　 サービス ZN-0002-8971

ビクトリ－ヘア－ 清瀬市 竹丘２－１－１　　 サービス PK-0000-7903

ペットクリエイターズ 清瀬市 中清戸２－７１８－８０　加藤ビル１Ｆ サービス JS-0000-0251

ムサシノクリーニングマルエツ清瀬中里店 清瀬市 中里５－２１－１　マルエツ清瀬中里店１Ｆ サービス JS-0004-8470

山一自動車商会 清瀬市 中里５－５５３　　 サービス PK-0000-1043

TCSMARUKANE 清瀬市 中里６－５４－７ サービス JS-0004-5384

牛繁ひばりヶ丘南口店 西東京市 ひばりが丘１－３－５　第五宮崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3518

和ダイニング奏 西東京市 ひばりが丘北３－２－３　グリーンコーポ１０２　 飲食店 ZN-0000-8801

チャイナ倶楽部旬 西東京市 ひばりが丘北３－３－２１　　 飲食店 ZN-0000-9017

海人ひばりヶ丘店 西東京市 ひばりが丘北３－３－２１　スクエアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2415

居酒屋しもつき 西東京市 ひばりが丘北３－３－２３　タカハシビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9470

もぐらバー 西東京市 ひばりが丘北３－３－２４　　 飲食店 ZN-2000-1179

マジックバーアストロボール 西東京市 ひばりが丘北３－３－２４　ミサカビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6937

牛繁 ひばりヶ丘店 西東京市 ひばりが丘北３－３－２４　ミサカ第二ビル　 飲食店 ZN-0000-3591

ナチュラルベース 西東京市 ひばりが丘北３－３－２９　ドルメン１０１ 飲食店 JS-0000-6484

Ocean Kitchen Co 西東京市 ひばりが丘北３－５－１８　ＴＡビル１０２ 飲食店 JS-0002-9568

大衆割烹 司 西東京市 ひばりが丘北３－６－５　Ｍ＆Ｓビル２０２　 飲食店 ZN-0000-9335

ひじり亭 西東京市 ひばりが丘北４－１－２８ 飲食店 JS-0005-8076

ダイニングバーハレノヒキッチン 西東京市 ひばりが丘北４－１－３１　２Ｆ西尾ビル　 飲食店 ZN-0000-9254

SHANGRILA 西東京市 ひばりが丘北４－１－３１　レルシエルビルＢ０１　 飲食店 ZN-2000-6174
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あぶり亭 西東京市 ひばりが丘北４－２－２３　　 飲食店 ZN-0000-8886

炭火焼鳥一五四 西東京市 下保谷４－１－２５　セブンテラス１Ｆ１０５ 飲食店 JS-0004-7556

MA － YA 西東京市 谷戸町２－１５－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-9583

寒舎 西東京市 谷戸町２－１５－１２　愛和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9317

ブラーニーストーン 西東京市 谷戸町２－１５－５　キャナルひばりヶ丘１０２　 飲食店 ZN-0000-9193

鉄板焼ステーキ花瑠音 西東京市 谷戸町３－２７－２４　ひばりヶ丘プラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8930

焼肉どんどん 西東京市 田無町２－１０－２　ルースタ田無１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9011

焼鳥アン 西東京市 田無町２－１４－９　田無マーシャンハイツＦ 飲食店 JS-0002-8698

和牛焼肉幸 西東京市 田無町３－１１－１２　　 飲食店 ZN-0000-9156

海人田無店 西東京市 田無町３－１－２　　 飲食店 ZN-2000-2918

MOET 西東京市 田無町３－２－１０　　 飲食店 ZN-2000-4201

Pure 西東京市 田無町３－２－１０　福井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3230

ぐるぐる 西東京市 田無町３－９－２３　第二正栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8056

一軒屋ダイニング 西東京市 田無町４－２－１６　　 飲食店 ZN-0000-8825

墨花居 田無店 西東京市 田無町４－２４－１　Ｋ－ｈｏｕｓｅ３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9015

珈古屋西東京田無店 西東京市 田無町４－２５－１　磯野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-9181

grazioso 西東京市 田無町４－２８－１４ 飲食店 JS-0004-5554

焼鳥チキチキ 西東京市 田無町４－２８－１６　平和ビル　 飲食店 ZN-0000-8907

武蔵野茶房田無本店 西東京市 田無町４－３－１２　センチピード２　 飲食店 ZN-0000-9450

武蔵野食堂 西東京市 田無町４－３－１３　　 飲食店 ZN-0000-8939

レストランけんぞう 西東京市 田無町６－１６－１３　 飲食店 SL-2000-9965

食樂 成屋 西東京市 田無町６－１６－２０　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8920

だいち cafe 田無店 西東京市 田無町７－１６－２５ 飲食店 JS-0004-3369

トマト 西東京市 東町３－５－４　Ｂ１　　 飲食店 ZN-0000-9313

まつり 西東京市 東町４－１４－１７　　 飲食店 ZN-0000-8980

豚風保谷店 西東京市 東町４－１４－２　いずみハイムＢ－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9051

やまかし田無店 西東京市 南町３－１－１２　　 飲食店 ZN-0000-9093

パナス 西東京市 南町３－２－１１　　 飲食店 ZN-0000-9504

ビストロ・ボナペ 西東京市 南町４－１－１－２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8995

健蔵 西東京市 南町４－４－２－１０５　プリンスプラザ田無　 飲食店 ZN-2000-1563

日本料理 TAIKO 西東京市 南町５－３－５　サウスタウン１０２ 飲食店 JS-0005-9749

炭火焼鳥 Dining 灯 西東京市 富士町４－１５－８　グリーンハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5353

居酒屋ばちばち 西東京市 富士町４－１７－７　駅前竹内ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5821

焼肉じうん 西東京市 保谷町３－１０－１２　サンコウハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4415

ブティックオードリー 西東京市 ひばりが丘１－４－２７　　 ショッピング ZN-0002-3924

アッセンブル 西東京市 ひばりが丘２－８－１３　１Ｆ ショッピング JS-0000-3479

十字屋平蔵薬局 西東京市 ひばりが丘北３－５－２２　野島第２ビル１Ｆ－５　 ショッピング PK-0000-0992

デ－タ復旧西東京 西東京市 ひばりが丘北３－６－３４　２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8891

つばさ薬局 西東京市 ひばりが丘北４－２－２６　　 ショッピング PK-0000-5905

Fee des fleurs 西東京市 下保谷４－１－２５－１０４ ショッピング JS-0005-6238

西東京中央病院売店 西東京市 芝久保町２－４－１９ ショッピング JS-0005-4139

HEAVENSTORE．B 西東京市 芝久保町４－２０－１２ ショッピング JS-0000-7476

特別企画展ショップ 17 西東京市 芝久保町５－１０－６４　多摩六都科学館１ＦＣａｆｅＲｏｋｕｔｏ内物販 ショッピング ZN-2000-2217

パティスリーカシュカシュ 西東京市 谷戸町２－３－７　１Ｆ（１０３０区画）　フレスポひばりが丘 ショッピング ZN-2000-7068
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HANA 西東京市 谷戸町２－９－３－１０４　　 ショッピング ZN-0002-3939

オテロ 西東京市 谷戸町３－２７－２４ ショッピング JS-0002-5183

貴晴堂 田無本店 西東京市 田無町２－１１－７ ショッピング AD-0000-1337

メガネの貴晴堂 西東京市 田無町２－１１－７　 ショッピング SL-2000-7135

細沼園 西東京市 田無町３－２－１　　 ショッピング ZN-2000-0820

TURUYA 西東京市 田無町４－１７－２８　タカハシビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2709

佐々総合病院売店 西東京市 田無町４－２４－１５ ショッピング JS-0005-3850

武蔵野菓子工房 西東京市 田無町４－２９－５　Ｋ－ｈｏｕｓｅ５　１Ｆ　 ショッピング ZN-0000-9009

ブティックパメラ 西東京市 田無町５－１－１４　ハイセレサ田無町１０４　 ショッピング ZN-0003-1607

モーターサイクル・フルスロットル 西東京市 田無町７－１８－２０ ショッピング JS-0000-4064

デリカ 西東京市 東町３－５－１２　アルモニーア１Ａ　 ショッピング ZN-0002-2363

有限会社野口商店 西東京市 東町３－５－５　 ショッピング SL-2000-8910

［HC］株式会社三浦電気商会 西東京市 東町３－８－１６　ライフシティ保谷 ショッピング JS-0001-8197

エニータイムオオゼキ 西東京市 東町４－１３－２３ ショッピング JS-0005-2301

水野（株） 西東京市 東町４－８－２６ ショッピング JS-0004-5834

ひまわり 西東京市 東伏見２－４－１　水口ビル１０２　 ショッピング ZN-0002-3912

若草物語 田無店 西東京市 南町４－２－３　センターハイツ１Ｆ ショッピング JS-0003-8440

ふくや洋品店 フレンドリー店 西東京市 保谷町３－１０－１７　ＦＵＫＵＹＡビル ショッピング SL-2000-1470

福大漁丼家　柳沢店 西東京市 保谷町３－１１－２５　　 ショッピング PK-0000-8984

［HC］有限会社サンワードでんき 西東京市 北町３－５－１４ ショッピング JS-0001-8364

［HC］サンエー電化 西東京市 柳沢３－１－１ ショッピング JS-0001-8309

田無病院売店 西東京市 緑町３－６－１ ショッピング JS-0005-4230

田無調剤薬局 西東京市 緑町３－６－２ ショッピング JS-0005-7445

美容室 Coral 西東京市 ひばりが丘１－１－１　アリエビル１Ｆ サービス JS-0002-4019

ヘアーウィッシュ 西東京市 ひばりが丘１－３－２４　コイケビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8882

ライフセラピ－ 西東京市 ひばりが丘北４－１－２９　栄屋ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-0141

上田鍼灸整骨院 西東京市 ひばりが丘北４－１－３０　 サービス SL-2000-7374

hairsalonMALLOW 西東京市 ひばりが丘北４－３－２９　ニシムラビル２Ｆ サービス JS-0000-9111

ムサシノクリーニングひばりヶ丘店 西東京市 ひばりが丘北４－８－２４ サービス JS-0004-8519

アネア動物病院 西東京市 下保谷２－９－３５ サービス JS-0000-8916

美容室 Plus 西東京市 下保谷４－１－２５　セブンテラス１０４ サービス JS-0002-5869

PADOU 西東京市 住吉町３－１１－１３　１Ｆ サービス JS-0002-9723

アトリエ結 西東京市 西原町１－１－２ サービス JS-0003-2911

アニマル ウエルネスセンター 西東京市 谷戸町１－２７－８ サービス JS-0004-6922

インセアリ 西東京市 谷戸町２－１５－５　キャナルひばりヶ丘１Ｆ サービス JS-0003-8441

ひばりヶ丘動物病院 西東京市 谷戸町３－２２－１２ サービス JS-0005-9614

ビューティックトミ 西東京市 谷戸町３－２７－２４　ひばりが丘プラザ２１１　 サービス ZN-0002-7904

STREET HARAJUKU ひばりヶ丘 西東京市 谷戸町３－２７－２４　ひばりヶ丘プラザ１０３ サービス SL-2000-2073

保谷自動車 西東京市 中町２－２－２５　　 サービス PK-0000-7980

美容室コラル 西東京市 田無町２－１０－２ サービス JS-0002-5524

Powwow 西東京市 田無町２－１２－１２　　 サービス ZN-0003-1146

BARBER HAGIWARA 西東京市 田無町２－１５－１５ サービス SL-2000-3587

西東京パソコンレスキュー 西東京市 田無町２－１９－８　　 サービス ZN-2000-4704

美容室 ヘアードール 西東京市 田無町３－１－１６　矢ケ崎ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-1756
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はやし動物病院 西東京市 田無町３－６－１５　グランデ７００－１０１ サービス JS-0002-9799

アルクルール 西東京市 田無町４－２－４ サービス JS-0000-3275

b・h 西東京市 田無町５－１－１３　　 サービス ZN-0002-7898

ひとみ動物病院 西東京市 田無町５－４－１１　グランドゥール田無１Ｆ サービス JS-0004-2185

T・I ファーマシー田無店 西東京市 田無町７－２０－１２ サービス JS-0004-2857

フラワー薬局保谷駅南口店 西東京市 東町３－１４－２４　保谷駅南口メディカルモール１Ｆ サービス JS-0003-9981

ヘアメイクラ・クーニャ 西東京市 東町３－５－６　　 サービス ZN-2000-3087

ムサシノクリーニング保谷東町店 西東京市 東町４－１０－２１ サービス JS-0004-8533

高橋自動車 西東京市 東町５－９－３１　　 サービス PK-0000-7587

ムサシノクリーニング天神山店 西東京市 東町６－７－２１ サービス JS-0004-8412

写真工房＋ 西東京市 東伏見２－６－３　　 サービス ZN-2000-0761

太極中国気功整体 西東京市 南町４－１－７　２Ｆ サービス SL-2000-7033

ひらの動物病院 西東京市 富士町４－１－８　ＣｒｅａｒＦｕｊｉビル１Ｆ サービス JS-0001-0908

フラウ柳沢店 西東京市 保谷町３－２５－１１　　 サービス ZN-0002-7882

ヨサパークサイアム 西東京市 保谷町３－２５－６ サービス JS-0004-7981

らくわん 西東京市 緑町３－５－１８ サービス JS-0001-2062

カラーカット専門店 Aluf 西東京市 緑町３－５－２４　アベハイツ１０１　 サービス ZN-0002-8950

カラオケマックひばりヶ丘店 西東京市 ひばりが丘北３－３－２１　　 エンターテインメント ZN-2000-3669

スマホ SOS 西東京市 東町２－１６－２４　ハイツマキシム１Ｆ その他 SL-2000-2877

食楽酒房すずや 東久留米市 幸町４－４－１ 飲食店 JS-0004-5064

鈴亭 東久留米市 新川町１－３－３２ 飲食店 JS-0004-6928

美豚 東久留米市 新川町１－３－３２　フルビエ－ル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6453

イタリアンバール Botte 東久留米市 新川町１－３－６　セイジュプレイス２０１　 飲食店 ZN-0000-9057

川松 東久留米市 前沢１－６－１０ 飲食店 JS-0000-2185

桶家東久留米店 東久留米市 東本町３－２０　　 飲食店 ZN-2000-1408

こめ結い花つづみ 東久留米市 東本町５－９　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-5924

鳥かつダイニング 東久留米市 本町１－１３－１　コンフォール東久留米１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9532

クルメヒルズ 東久留米市 本町１－３－２０　ヤマサビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8889

エデン 東久留米市 本町１－３－９ 飲食店 JS-0005-1965

肉のカワベ 東久留米市 下里５－１２－１２　　 ショッピング ZN-0002-7071

e ー工房東久留米店 東久留米市 上の原１－１　スーパービバホーム店内 ショッピング JS-0005-2535

ソ－イングサロン　RANPI 東久留米市 新川町１－１０－８　ジオステージ２Ｆ－Ｃ　 ショッピング PK-0000-9059

あおい調剤薬局東久留米店 東久留米市 前沢４－７－１１　　 ショッピング PK-0000-6203

しばたふとん店 東久留米市 前沢５－１６－１４ ショッピング JS-0001-3878

菓子処あかぎ滝山店 東久留米市 滝山４－１－３６　　 ショッピング ZN-0003-1700

ガット張りのお店プレンティ 東久留米市 滝山５－１－２　　 ショッピング PK-0000-4309

酒の村屋 東久留米市 滝山５－２２－１４　　 ショッピング PK-0000-4352

クリ－ニングカスタム　東口店 東久留米市 東本町１２－６　　 ショッピング PK-0000-7807

お菓子工房ポッシュ 東久留米市 東本町１４－２５　カムレイド１０３　 ショッピング PK-0000-4786

和光メガネ 東久留米市 東本町６－１５　平和ビル ショッピング JS-0000-2098

西川商事株式会社 東久留米市 南沢３－１２－３３　　 ショッピング ZN-0002-6514

［HC］有限会社ハタガワ電器 東久留米市 南沢５－１－２１ ショッピング JS-0001-8256

二木ゴルフ 田無店 東久留米市 南町２－８　 ショッピング AX-2000-0054

クリ－ニングカスタム　東久留米西口 東久留米市 本町１－５－４　　 ショッピング PK-0000-7808
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ヤマグチ薬局東久留米店 東久留米市 本町２－３－４　ＭＴリズプレイス１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4783

吉祥寺菊屋 東久留米 QURUNE 店 東久留米市 野火止１－３－３　東久留米ショッピングセンタークルネ　 ショッピング ZN-0002-5464

レンタルのニッケン 東久留米営業所 東久留米市 下里２－７－３２ サービス JS-0003-1891

フィールド薬局東久留米店 東久留米市 学園町２－１２－１５ サービス JS-0003-5730

ゆらき薬局東久留米店 東久留米市 幸町３－１１－１５ サービス JS-0004-2788

LIDS HAIR 東久留米市 幸町３－４－４　 サービス SL-2000-4072

ビューティタナカ 東久留米市 滝山４－１－４０ サービス JS-0001-1949

まりも動物病院 東久留米市 南町１－４－７２ サービス JS-0000-8397

クリーニングたんぽぽ東久留米西店 東久留米市 本町１－３ー１１ サービス JS-0004-7898

美容室スリーエフ 東久留米市 本町１－３－３９ サービス JS-0004-7937

プラスワン東久留米クルネ店 東久留米市 野火止１－３－３　東久留米ショッピングセンター１Ｆ サービス JS-0005-3922

iphone 修理のクイック東久留米店 東久留米市 東本町１－１５　ウィステリアＭＦビル１Ｆ その他 SL-2000-1220


