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［羽村市／青梅市］

加盟店名 所在地 ジャンル

遊遊天山 羽村市 栄町１－３－１２　　 飲食店 ZN-0000-8982

Kitchen 駒 羽村市 栄町１－７－８ 飲食店 JS-0001-1050

串焼いちりん 羽村市 五ノ神１－１０－５ 飲食店 JS-0005-8371

居酒屋俺 羽村市 五ノ神１－１１－７　ベルユニゾン１０１　 飲食店 ZN-0000-9221

すみやき家串陣羽村店 羽村市 五ノ神４－１５－１１　シティープラザはむら１０３　 飲食店 ZN-0000-8911

クレッシェレ 羽村市 五ノ神４－１５－１１－１０５　シティープラザはむら１Ｆ－１０５ 飲食店 SL-2000-3284

炭火焼肉ホルモンわびの介 羽村市 五ノ神４－１５－７　エクセルビュー１０１Ｂ　 飲食店 ZN-0000-9353

和心ダイニング欒家 羽村市 小作台１－１１－６　ＮＴＫビル１０５ 飲食店 JS-0001-8799

ASHFORD British Pub 羽村市 小作台１－１１－６　ＮＴＫビル１０６ 飲食店 SL-2000-4783

魚吉本店 羽村市 小作台１－１２－１２　　 飲食店 ZN-0000-8969

食彩処 かまど 羽村市 小作台１－１２－７　石田ビル１０２ 飲食店 JS-0005-2608

居酒屋なぎさ 羽村市 小作台１－１３－８　　 飲食店 ZN-0000-8981

彩や 羽村市 小作台１－１９－２　田村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9210

T’sCafe 羽村市 小作台１－２－１０　古家ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5788

KC’sKITCHENOZAKU 羽村市 小作台１－２１－１２　第１丸八ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0249

DINING BAR LiNK 羽村市 小作台１－２３－７　第２鳥生ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8974

酔処ちらく 羽村市 小作台１－２６－２　田村第２ビル　 飲食店 ZN-0000-9415

大衆割烹花水木 羽村市 小作台１－２７－２　石田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9433

諸彩料理和らぎ 羽村市 小作台１－２７－２　石田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9432

千里 羽村市 小作台１－６－９　　 飲食店 ZN-2000-4357

煙や 羽村市 小作台１－６－９　パールマンション１０４ 飲食店 JS-0003-6318

やきとり十一 羽村市 小作台２－１２－１　エトワール西和１０５　 飲食店 ZN-0000-9379

玄八 JAPAN 羽村市 小作台２－１２－１０　橋爪ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0034

魚粋亭 羽村市 小作台３－２２－２　カナモリビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8219

やきとり杜 羽村市 神明台１－１－２　島田店舗１０２ 飲食店 JS-0000-9414

総合衣料しもだ 羽村市 羽西２－５－１３　　 ショッピング PK-0000-4229

店頭精米の店 中村販売所 羽村市 羽東１－１１－５ ショッピング SL-2000-0093

竹内精肉店 羽村市 羽東１－２－８　　 ショッピング PK-0000-8969

有限会社ときわ堂 羽村市 五ノ神１－１２－１０ ショッピング JS-0004-3822

みとも商会 羽村市 五ノ神１－８－５ ショッピング JS-0005-7884

ブティック ミナ 羽村市 五ノ神４－１２－５ ショッピング JS-0003-0248

ミヤキ薬局　五ノ神店 羽村市 五ノ神４－１５－１１　　 ショッピング PK-0000-8317

ファッションハウス ブーケ 羽村市 五ノ神４－２－８　加藤第２ビル１０５ ショッピング JS-0002-0586

GirlsLiveBar MIMICS 羽村市 小作台１－１３－１０　ソシアルプラザⅠＢ１Ｆ ショッピング JS-0005-9487

Boutique ロゼパリス 羽村市 神明台１－２８－１５　　 ショッピング ZN-0002-3936

ハムショップ フレンズ 羽村市 神明台３－３３－７８ ショッピング JS-0000-1311

株式会社まあか 羽村市 緑ヶ丘１－１４－４　タカトウビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2867

54TIDE 羽村市 緑ヶ丘１－５－１２ ショッピング JS-0000-7823

キングドライオザム小作店 羽村市 羽加美１－１０－３ サービス JS-0003-8967

髪結い処櫟 羽村市 羽東１－４－１８　　 サービス ZN-2000-3260
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nao 羽村市 羽東１－９－１２　山興ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-4609

キングドライ栄町店 羽村市 栄町２－９－７ サービス JS-0003-8957

リファイン羽村店 羽村市 五ノ神１－１２－８　ロマネスク島田１Ｆ　 サービス ZN-0002-7877

美容室アマーレ 羽村市 五ノ神４－１１－１　桜沢ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8864

Chord seventh 羽村市 五ノ神４－１４－５　サン・シティビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-5732

バレンタイン 羽村市 五ノ神４－１５－１１　シティプラザ羽村１０２Ａ サービス JS-0004-5109

スパレジェンド 羽村市 五ノ神４－１－８　日芳ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8940

オートメカ小林 羽村市 五ノ神４－６－２ サービス JS-0003-1446

アルコーブ K’s 羽村市 五ノ神４－６－７－２０１ サービス JS-0001-4747

美容室オザック 羽村市 小作台１－１５－８　島田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8983

やまの動物病院 羽村市 小作台１－２８－７　Ｋ２ビル１Ｆ サービス JS-0000-9508

Gemeo 羽村市 小作台１－４－３　古家ビル１Ｆ サービス JS-0002-1612

Chord 羽村市 小作台１－６－１　福島ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8879

Jewel Line 羽村市 小作台１－７－３　東海ビル３Ｆ サービス JS-0002-2069

ラ・モード・セピア小作店 羽村市 小作台５－６－１３　　 サービス ZN-0002-8941

はち動物病院 羽村市 神明台１－３３－２０　１Ｆ サービス JS-0003-3604

グリ－ン薬局 神明台 羽村市 神明台１－３５－６ サービス JS-0004-5927

東京モータース株式会社 羽村市 神明台２－１０－２ サービス JS-0003-2222

ダンパークリーニング羽村店 羽村市 神明台２－３－１３ サービス JS-0004-9793

株式会社まあか 羽村市 緑ケ丘１－１４－４　タカトウビル１Ｆ サービス JS-0005-7670

すみやき家串陣河辺店 青梅市 河辺町１０－１－４　ＳＳマート２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9337

宮よし 河辺店 青梅市 河辺町５－１３－８ 飲食店 JS-0005-8263

美登里家 青梅市 河辺町６－３－１５ 飲食店 JS-0002-7197

紅葉屋 青梅市 御岳山１５１ 飲食店 JS-0001-6685

富士峰軒 青梅市 御岳山１７　　 飲食店 PK-0000-6424

天ぷらかわ清 青梅市 師岡町４－７－１ 飲食店 JS-0000-4720

薪釜屋 YOSHIZO 東青梅 青梅市 勝沼１－２７－５　　 飲食店 ZN-0000-9397

居酒屋 きりしま 青梅市 新町１－４－１　ＭＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5046

海人・愛 青梅市 新町３－１１－７　アルテシモ１０１ 飲食店 JS-0003-1483

なか安青梅店 青梅市 新町３－１７－１０ 飲食店 JS-0004-7420

BARCLIMB 青梅市 新町３－１８－１　ローズガーデンビル２０２　 飲食店 ZN-0000-9107

土肥亭 青梅市 新町５－４５－１ 飲食店 JS-0004-7358

ジンギスカン七福 青梅市 千ヶ瀬町４－３１３－２　ＭＦビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3511

とうふ遊び豆らく 青梅市 沢井２－７４８ 飲食店 JS-0004-9984

株式会社澤乃井ままごと屋 青梅市 沢井２－７４８ 飲食店 JS-0005-0006

BEE 青梅市 東青梅１－８－６　亀井ビル２０１ 飲食店 JS-0001-4803

すみやき家串陣東青梅店 青梅市 東青梅２－１１－３　ワイアイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9420

そば・うどん処 かわしま 青梅市 二俣尾３－８４１－３ 飲食店 JS-0002-6798

喫茶ここから 青梅市 本町１３０－２５　福島学園ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5081

マーナコンタクト 青梅市 河辺町１０－１２－１４　加藤ビル ショッピング JS-0000-2067

ファッション美麗 青梅市 河辺町１０－１－３　嶋崎ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-3263

高木病院売店 青梅市 今寺５－１８－１９ ショッピング JS-0005-3830

COMODO 青梅店 青梅市 師岡町３－１９－１　　 ショッピング ZN-0002-3901

本橋畳店 青梅市 住江町４９　　 ショッピング PK-0000-8714
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アキジュエリー 青梅市 住江町４９－５　　 ショッピング ZN-2000-3073

白木屋呉服店 青梅市 住江町６３ ショッピング JS-0002-8174

西部管材　青梅営業所 青梅市 新町２－１－１０　ビガ－ス山下１０６　 ショッピング PK-0000-8859

東京堂栄光薬局　新町店 青梅市 新町２－３２－６　　 ショッピング PK-0000-8915

マユミホビー 青梅市 新町４－１８－９ ショッピング JS-0003-0495

SCMCS 青梅 青梅市 新町５－２－１　　 ショッピング ZN-2000-3570

有限会社サンライズなかじま 青梅市 新町５－２６－８ ショッピング JS-0004-0639

作業服流通センター青梅店 青梅市 新町８－２９－３ ショッピング JS-0001-1397

サプリメントショップハーベスト 青梅市 新町９－４－２ ショッピング JS-0001-1686

ファミリーメガネ 青梅市 新町９－４－２ ショッピング JS-0001-1809

ファミリーメガネ 青梅市 新町９－４－４ ショッピング JS-0000-7954

花市場 evergreen 青梅市 千ヶ瀬町３－４０３－３ ショッピング JS-0003-8896

長渕薬局 青梅市 長淵４－３９３－６　　 ショッピング PK-0000-8369

藍染工房 壺草苑 青梅市 長淵８－２００ ショッピング JS-0003-0139

㈱佐藤スポーツ 青梅市 東青梅２－２－７　 ショッピング SL-2000-2847

株式会社金子商店 青梅市 東青梅４－１３－１１　 ショッピング SL-2000-5146

株式会社日本の心青梅店 青梅市 東青梅４－１４－１３ ショッピング JS-0000-1906

長谷川オートサイクル東青梅店 青梅市 東青梅５－２５－２５　　 ショッピング ZN-2000-1616

マルケイ 青梅市 畑中１－１２８－５ ショッピング JS-0003-4068

KAMAYA 本店 青梅市 本町１２３ ショッピング JS-0005-5860

ミタヤ 青梅市 本町１４４　　 ショッピング ZN-2000-1471

［HC］でんきのアミ 青梅市 野上町４－９－６ ショッピング JS-0001-8274

ちびき調剤薬局 青梅市 友田町３－１３６－５　　 ショッピング PK-0000-8319

澤乃井櫛かんざし美術館 青梅市 柚木町３－７６４－１　２Ｆ ショッピング JS-0004-9939

美容室オレンジサラ 青梅市 河辺町１０－１１－３ サービス JS-0002-4852

Hair Salon adoa 青梅市 河辺町１０－１２－４１　 サービス SL-2000-9893

プラセール 青梅市 河辺町５－１１－７ サービス JS-0003-8782

美容室アクティブ 青梅市 河辺町５－２２－２５ サービス JS-0003-9063

cracia 青梅市 河辺町５－２５－２－１０３ サービス JS-0004-0461

Jua 青梅市 河辺町５－８－２　嶋田マンション１０３ サービス JS-0001-0697

サロンドアップル 青梅市 河辺町５－８－３　グレート５ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-1076

カービューティープロ ZEEK 青梅市 河辺町６－２６－５ サービス JS-0002-6341

河辺ペットクリニック 青梅市 河辺町９－１－２８ サービス JS-0002-9641

オ－トサ－ビスクロスロ－ド 青梅市 御岳２－４１２　　 サービス PK-0000-6146

ゆらき薬局今井店 青梅市 今井５－２４４０－１７９ サービス JS-0004-2782

キングドライいなげや師岡店 青梅市 師岡町３－１８ サービス JS-0003-8958

J －シュール 青梅市 師岡町４－１３－１ サービス JS-0002-6161

リラクゼーションサロン R’s 青梅市 師岡町４－２－８　コンフェスタイン河辺内１Ｆ サービス JS-0002-6111

しんまちグリ－ン薬局 青梅市 新町２－１８－１９ サービス JS-0004-5926

キングドライコープ新町店 青梅市 新町２－３－１ サービス JS-0003-8968

キングドライバリュー新町店 青梅市 新町２－３４－１ サービス JS-0003-8965

e －工房青梅店 青梅市 新町６－９－４　カインズホーム青梅インター店内 サービス JS-0004-4076

BEAUTYRESORTolu 青梅市 千ヶ瀬町２－２６２－１９　　 サービス PK-0000-4145

キングドライマルフジ千ヶ瀬店 青梅市 千ヶ瀬町４－３２４ サービス JS-0003-8966
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ラ・モード・セピア青梅店 青梅市 千ヶ瀬町４－３２６－１１　　 サービス ZN-0002-8942

キングドライ青梅店 青梅市 仲町２５３ サービス JS-0003-8961

HairSalonLeaf 青梅市 東青梅１－１０－１　安田ビル１Ｆ サービス JS-0003-7301

キングドライ東青梅店 青梅市 東青梅２－１４－２ サービス JS-0003-8962

六万通りはりきゅう接骨院 青梅市 東青梅３－１５－１ サービス JS-0004-5810

オ－トサ－ビスオオギミ 青梅市 梅郷５－９５５　　 サービス PK-0000-7720

キングドライ友田店 青梅市 友田町５－３５０ サービス JS-0003-8960

animal place MANA 青梅市 千ヶ瀬町４－３１１－１ その他 JS-0004-3970

株式会社大坂や商店 青梅市 裏宿町６６９ その他 SL-2001-0049


