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ARCH ＆ STARS 東京本店 世田谷区 羽根木１－２１－３　亀甲新に７８ ショッピング JS-0003-3293

Ring 世田谷区 奥沢２－２－２０　ヴィラスＫ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2209

マヤ自由通り店 世田谷区 奥沢２－３７－７　ロザンビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3671

ペルシャンファルシー 世田谷区 奥沢２－３７－９　ニュー高見ビル１Ａ　 ショッピング ZN-0003-1740

アクイール自由が丘店 世田谷区 奥沢２－３７－９　高見ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1489

WINE PLACE（1） 世田谷区 奥沢２－３８－９　月瀬ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-4318

田辺薬局奥沢東口店 世田谷区 奥沢２－５－８ ショッピング JS-0004-7503

水景工房 世田谷区 奥沢２－７－１０ ショッピング JS-0002-0748

Arundel 世田谷区 奥沢３－４４－３　 ショッピング SL-2000-6860

エバーランド 世田谷区 奥沢４－２１－３ ショッピング JS-0004-2019

靴のキング堂 世田谷区 奥沢４－２６－７　　 ショッピング ZN-0002-5896

パシフィカ・ダイビングセンター 自由が丘店 世田谷区 奥沢５－１２－１４　ＭＮフラット１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3207

RADCRAFT 世田谷区 奥沢５－１３－１　奥沢ビル１－２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3408

BASIC AND ACCENT 世田谷区 奥沢５－２０－１９　　Ｋ＆Ｆ自由が丘 ショッピング SL-2000-4843

C × C　labo1 世田谷区 奥沢５－２０－１９　Ｋ＆Ｆ自由が丘２０３　 ショッピング PK-0000-8222

カタカナ自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２０－２１　第一ワチビル１０２　 ショッピング ZN-0002-6135

Boranton 世田谷区 奥沢５－２０－２３　　 ショッピング ZN-0002-2147

La terre 世田谷区 奥沢５－２４－４　 ショッピング OT-0000-0248

フィットネスショップ 世田谷区 奥沢５－２７－１１　 ショッピング OT-0000-0007

リサイクルブティック ABC 自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２８－１５ ショッピング JS-0003-9274

ホームリビングはしもと 世田谷区 奥沢５－３０－１０　 ショッピング OT-0000-0041

ヤマグチ薬局自由が丘店 世田谷区 奥沢５－３１－２０　日創自由が丘ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5011

ザトウキョウフルーツ 世田谷区 奥沢５－３７－９　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-4379

MBT walk － style Jiyugaoka 世田谷区 奥沢５－４０－４　 ショッピング OT-0000-0241

ブルーコレクション 世田谷区 奥沢５－４１－１１　 ショッピング OT-0000-0055

エルクレスト 世田谷区 奥沢５－４１－８　 ショッピング OT-0000-0166

ビッチーノアレイ奥沢店 世田谷区 奥沢５－４１－９　自由ヶ丘ＳＵビル１－Ｂ　 ショッピング ZN-0002-3708

D.couture 世田谷区 奥沢５－４２－３　 ショッピング OT-0000-0122

One’s terrace 自由が丘 世田谷区 奥沢５－４２－３　Ａ棟２０１　 ショッピング OT-0000-0123

ナチュラルキッチンアンド 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ２Ｆ　 ショッピング OT-0000-0119

カレルチャペック紅茶店自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ２Ｆ　 ショッピング OT-0000-0120

コレパン 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘 ショッピング JS-0003-1132

やなか珈琲自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘Ｂ－１０２ ショッピング JS-0004-8702

2DOORS 世田谷区 奥沢６－１９－１８　ユタカフォレスト自由ケ丘２－１０２ ショッピング JS-0004-6587

Flowershop room 316 世田谷区 奥沢６－２５－９　ガーデンシティ奥沢１０２ ショッピング JS-0002-0845

ソルレガロ 世田谷区 奥沢６－３３－７　 ショッピング OT-0000-0246

ギャラリー鳥澄 世田谷区 奥沢６－３３－８ ショッピング JS-0003-9841

田辺薬局九品仏南店 世田谷区 奥沢６－３－７　サンプラザ田園調布１０２ ショッピング JS-0004-7498

パーラーローレル 世田谷区 奥沢７－２４－３　　 ショッピング ZN-0003-1512

THEKIRINTAILORSSHOP 世田谷区 奥沢７－８－１０　　 ショッピング ZN-2000-5128

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/1

［世田谷区（ショッピング）］

加盟店名 所在地 ジャンル

パティスリー R 世田谷区 奥沢８－３４－１８　　 ショッピング ZN-2000-0749

ベビー堂薬局 世田谷区 下馬１－１９－３ ショッピング JS-0005-4876

ベビー堂薬局 世田谷区 下馬１－１９－３ ショッピング JS-0005-8929

フラワーオーツキ 世田谷区 下馬２－４４－１　関マンション　 ショッピング ZN-0002-6876

カンタベリーショップ 世田谷区 下馬５－３５－３　ハイネストン下馬Ｂ１０１ ショッピング JS-0003-5802

ツカハラ薬局下馬店 世田谷区 下馬６－２０－１０　　 ショッピング PK-0000-4258

ひとみ薬局喜多見団地店 世田谷区 喜多見２－１０－３－１０２ ショッピング JS-0004-7500

F ＆ L イシイ 世田谷区 喜多見８－１５－３ ショッピング JS-0002-1480

カギのまかせなさい！ 世田谷区 喜多見８－１６－１２ ショッピング JS-0001-6298

アンナローズ 世田谷区 喜多見９－３－３　　 ショッピング ZN-2000-0285

季の葩 世田谷区 砧１－１３－３ ショッピング JS-0005-3790

リサイクルアンドニューアルバーノ 世田谷区 砧２－２１－１　ラフィーネ砧１Ｆ ショッピング JS-0005-0274

百瀬歯科医院 世田谷区 砧３－６－１３ ショッピング JS-0005-8694

ヤマグチ薬局砧店 世田谷区 砧４－２０－１１　リバンドール砧１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4859

Balancoire 祖師ヶ谷店 世田谷区 砧６－２９－５　堀口ビル１０１ ショッピング JS-0003-3803

プレザンテ・オテル・ドゥ・スズキ 世田谷区 砧６－３６－３　　 ショッピング ZN-0003-1515

ホワイト急便ハニ－ドライ　祖師谷店 世田谷区 砧８－３－１３　　 ショッピング PK-0000-7812

クレージーパンツ 世田谷区 砧８－４－１５　鈴木第１ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7907

ゴーランド 世田谷区 砧８－６－２６　　 ショッピング ZN-0002-2820

井筒屋 世田谷区 宮坂２－１６－２ ショッピング JS-0002-4876

guchico 世田谷区 宮坂３－１１－１３　マザーズコーナー ショッピング JS-0002-8555

有限会社 御きもの処 美和 世田谷区 宮坂３－１２－４　ドム経堂１０２ ショッピング JS-0000-2179

はんこ屋さん 21 経堂店 世田谷区 宮坂３－１８－１　タマオキビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5329

国際電気 世田谷区 宮坂３－２０－１ ショッピング JS-0000-3722

デザミ 世田谷区 宮坂３－４－１ ショッピング JS-0000-1141

FuZZ 世田谷区 玉川２－２１－１　二子玉川ライズオークモール１１０ ショッピング JS-0000-2696

BOX ＆ NEEDLE 世田谷区 玉川３－１２－１１ ショッピング JS-0000-3333

ジュエリーショップ G．MIRWALD 世田谷区 玉川３－１３－１　柳小路錦町３０１ ショッピング JS-0002-7762

シュガーアンドスパイス 世田谷区 玉川３－１５－１２　玉川３－マンション１０５ ショッピング SL-2000-0092

（株）カツウラ化粧品二子玉川店 世田谷区 玉川３－２０－２　佐野ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8965

マムエモア 二子玉川店 世田谷区 玉川３－２０－３　石井ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-2556

モダン着物小物 梅屋 世田谷区 玉川３－２８－２　ハイツリバーサイド１０１ ショッピング SL-2000-9446

田辺薬局二子玉川店 世田谷区 玉川３－３９－２７ ショッピング JS-0004-7499

二子玉 de ゴルフ 世田谷区 玉川３－６－１２　第７明友ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0002-5284

ネイティブフラワ－イ－ダ　二子玉川 世田谷区 玉川４－１１－１０　　 ショッピング PK-0000-8978

F．Rie 世田谷区 玉川４－１２－１４　１Ｆ ショッピング JS-0000-2637

ワンハンドレッドクラブ 世田谷区 玉川台２－１－１５　矢藤ビル１０２号室 ショッピング JS-0001-7280

ハッピーハッピークリスタルショップ 世田谷区 玉川台２－２３－１　スリーリーフ１０３ ショッピング JS-0000-2061

キルタイム 世田谷区 玉川台２－３－２１　　 ショッピング ZN-0002-3694

サンビーム 世田谷区 玉川台２－３９－１０　　 ショッピング ZN-0002-3333

インマイバスケット 世田谷区 玉川田園調布２－７－１８　セトル田園調布１０６　 ショッピング ZN-0002-6089

オフィックス駒沢大学店 世田谷区 駒沢１－２３－１ ショッピング JS-0005-6429

若林スポーツ 世田谷区 駒沢２－１６－４　１Ｆ　グリーンマンション　 ショッピング ZN-0002-2822

こまざわ整骨院内販売部 世田谷区 駒沢３－２－１　　 ショッピング ZN-2000-6123
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バンブーハウス 世田谷区 駒沢４－１２－２３　　 ショッピング ZN-0002-5266

SATHI RUGS 世田谷区 駒沢４－１６－１５ ショッピング JS-0005-1235

CROWN CYCLE 世田谷区 駒沢４－２９－１１　ヴェリテ駒沢１Ｆ ショッピング JS-0001-3910

オオノカンパニー 世田谷区 駒沢５－１６－９ ショッピング JS-0001-4696

NoRi international 世田谷区 駒沢５－１６－９　２Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-0129

STOCK － 1 経堂店 世田谷区 経堂１－１２－１２ ショッピング JS-0005-9791

めいく FUZIYA 世田谷区 経堂１－１９－５　　 ショッピング PK-0000-8618

CHETHECO 世田谷区 経堂１－２４－１６　　 ショッピング ZN-0002-3685

CoucouetMarie 世田谷区 経堂１－２５－１８　斗南ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6310

白土陶舎経堂店 世田谷区 経堂１－２６－１０　　 ショッピング ZN-0002-7060

ピノ 世田谷区 経堂２－１１－１２　　 ショッピング ZN-2000-0935

ファッションイン ゆう 世田谷区 経堂２－２－１０ ショッピング JS-0001-5636

ILHA 世田谷区 経堂２－２５－１３ ショッピング JS-0004-0511

エストゥーレ 世田谷区 経堂２－２－８　越前ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3700

経堂自然食品センター 世田谷区 経堂２－３－７ ショッピング JS-0001-5018

AdanFLowers 世田谷区 経堂２－５－１５ ショッピング JS-0001-0855

ブティック絵梨加 世田谷区 経堂２－５－１７　第一いずみビル１０１　 ショッピング ZN-2000-6845

ブティックコリンヌ 世田谷区 経堂２－６－１　　 ショッピング ZN-2000-0609

ルンタ 世田谷区 経堂５－３１－６　サンワビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6132

つるまき調剤薬局 世田谷区 弦巻２－４０－３　　 ショッピング ZN-0003-1392

メイフェアフラワーズ 世田谷区 弦巻３－９－５ ショッピング JS-0002-2180

クリ－ニングフロ－ル 世田谷区 弦巻４－１５－９　　 ショッピング PK-0000-4810

エスポアナカモト 世田谷区 弦巻４－２－２５ ショッピング JS-0005-6413

なぐも時計メガネ店 世田谷区 豪徳寺１－２３－１９ ショッピング JS-0001-3914

リサイクルショップティファナ豪徳寺店 世田谷区 豪徳寺１－２５－６　田中ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6462

三共繊維服飾株式会社 世田谷区 豪徳寺１－３８－３ ショッピング JS-0003-7975

エルオクロック 世田谷区 豪徳寺１－４２－９ ショッピング JS-0002-7023

浜口水産 豪徳寺店 世田谷区 豪徳寺１－４５－２　ハウデッグビル豪徳寺１Ｆ ショッピング JS-0002-1045

薬局馬事公苑ファーマシー 世田谷区 桜３－１５－１８　パラスト馬事公苑１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1331

ピボットアンドマヤ 世田谷区 桜丘２－１９－１２－１０２号　石山ビル　 ショッピング ZN-2000-7255

イディーキャラント 世田谷区 桜丘２－１９－１４　　 ショッピング ZN-0002-3379

ルージュ 世田谷区 桜丘２－２１－７　メゾンリエールＡ　 ショッピング ZN-2000-2266

メガネのコウワ 世田谷区 桜丘２－２９－１ ショッピング JS-0004-4259

せんたくの店まる美千歳船橋店 世田谷区 桜丘２－２９－１　　 ショッピング PK-0000-4774

ヴォアラ 世田谷区 桜丘３－２７－５ ショッピング JS-0005-3791

バザール桜丘 世田谷区 桜丘５－４７－２０ ショッピング JS-0005-7044

バイク用品ミズノ 世田谷区 桜丘５－５１－５　　 ショッピング ZN-0002-3365

Florist 原田　桜上水店 世田谷区 桜上水２－６－９　　 ショッピング PK-0000-8649

ソフトバンク桜新町 世田谷区 桜新町１－１５－２０　サンライク桜新町１Ｆ ショッピング JS-0004-8771

マルモアートクラフト 世田谷区 桜新町１－１６－１０　　 ショッピング ZN-0002-5644

ガレリア桜新町店 世田谷区 桜新町１－２５－２４ ショッピング JS-0005-7446

リファイン 桜新町店 世田谷区 桜新町１－２５－２６ ショッピング JS-0002-4116

華花屋〔かかや〕 世田谷区 桜新町１－２５－２６　　 ショッピング PK-0000-8615

華花屋 世田谷区 桜新町１－２５－２６　ウクボビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1321
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メガネのアイショップ 世田谷区 桜新町１－４－８　　 ショッピング ZN-0002-5033

金子時計店 世田谷区 桜新町２－１０－３　　 ショッピング ZN-2000-1015

リビングアート彩香 世田谷区 桜新町２－５－１６ ショッピング JS-0002-6180

テルルモバイル三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋１－３６－６ ショッピング JS-0000-0142

メガネ・コンタクトの佐瀬 世田谷区 三軒茶屋１－３７－１ ショッピング JS-0001-1021

オーダーメイドジュエリー ADAM 世田谷区 三軒茶屋１－３９－７　ベルアージュ１Ｆ ショッピング JS-0004-6948

SUSUCRIER 三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋１－４０－１　角田店舗１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1511

たから薬局三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－６－１１　斉藤マンション１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6988

THREE 世田谷区 三軒茶屋１－７－１２　フタミビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3691

シューショップクサヤ 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１０　　 ショッピング ZN-0002-5897

フラワ－三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１１　エコ－仲見世内　 ショッピング PK-0000-0289

西谷時計眼鏡店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１２　　 ショッピング ZN-2000-0892

シャルマン 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１６　エコー仲見世商店街 ショッピング JS-0001-8934

クロスプレイ 世田谷区 三軒茶屋２－１６－１２　植松ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6147

コルテーゼ三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－１７－１３ ショッピング JS-0003-4240

マナアイランド 世田谷区 三軒茶屋２－１７－１４ ショッピング JS-0002-7589

スタジオ K3 世田谷区 三軒茶屋２－２１－６ ショッピング JS-0002-9154

プロスパーインターナショナル 世田谷区 三軒茶屋２－５５－１２－１０２ ショッピング JS-0002-3622

パームハウス 世田谷区 三宿１－１－１　メゾン・ド・リベラル１Ｆ ショッピング JS-0002-4718

HOPESMORE 世田谷区 三宿１－１－１９　梓ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6889

TOKYO Wheels 三宿店 世田谷区 三宿１－３－２３　クラールハイト三宿００１ ショッピング JS-0001-9435

ASSOS 世田谷区 三宿１－３－２３　クラールハイト三宿１０２ ショッピング JS-0001-9434

ブーランジェリーラ・テール三宿本店 世田谷区 三宿１－４－２４ ショッピング JS-0004-7804

Jeweler’scafeCourier 世田谷区 若林１－８－８　デンス河野１０３ ショッピング JS-0000-2919

ブティック serio 松陰神社店 世田谷区 若林３－１７－１２　　 ショッピング ZN-0002-3696

LOCOTee 世田谷区 若林３－１７－３　 ショッピング SL-2000-8476

バル－ンレタ－ドロップス 世田谷区 若林３－１７－３　　 ショッピング PK-0000-2812

ブルーアース 21 世田谷 世田谷区 若林４－１７－１３ ショッピング AD-0000-0018

スリー S コンタクト松陰神社店 世田谷区 若林４－２１－１５　２Ｆ ショッピング JS-0004-3581

モトランド世田谷 世田谷区 若林５－３－１３ ショッピング JS-0000-3989

WashingtonHouse 世田谷区 松原１－３８－１１　２Ｆ ショッピング JS-0002-2355

アグニ＆ガラムガラム 明大前店 世田谷区 松原１－３８－１９　東建ビル７０２号室 ショッピング SL-2000-9288

Tempo 世田谷区 松原１－４１－７　　 ショッピング ZN-0002-3697

BulletMotorcycle 世田谷区 松原１－５６－２６　タウンハイツ松原１Ｆ－１０３ ショッピング JS-0001-2708

ハーツエイド 世田谷区 松原２－１７－３３ ショッピング JS-0001-8458

やまわ薬局 世田谷区 松原２－１７－３９　　 ショッピング PK-0000-8428

SCATTERBRAIN 世田谷区 松原２－２６－１３　１Ｆ ショッピング JS-0003-2991

洋服の並木 世田谷区 松原６－４－５　梅丘アイワマンション１０５ ショッピング JS-0000-5358

上祖師谷薬局 世田谷区 上祖師谷５－２２－２　　 ショッピング ZN-0002-6970

Et．LouLou 世田谷区 上馬２－２２－２　セントヒルズ三軒茶屋１０６　 ショッピング ZN-2000-1145

fiorista A・Te 世田谷区 上馬２－２５－７　東洋興信所ビル１０３ ショッピング JS-0001-6599

ブティックシャルドン 世田谷区 上馬３－１７－１０　マルエツ真中ＳＣ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5992

ブティッククレール駒沢店 世田谷区 上馬３－１７－１０　マルエツ真中店１Ｆ ショッピング JS-0005-2929

下山商店 世田谷区 上馬４－２－５ ショッピング JS-0001-6902
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くすりのマーサ薬局 世田谷区 上馬４－３－８　ルポール池端１Ｆ ショッピング SL-2000-1021

やまゆり薬局 世田谷区 上馬４－４－１０　芙蓉ハイム１Ｆ－Ａ　 ショッピング ZN-0003-1475

サイクルフィックス 世田谷区 上馬５ー２６ー１４　１Ｆ ショッピング SL-2000-3686

アイビイ上北沢店 世田谷区 上北沢３－６－２０　あでがわ荘　 ショッピング ZN-0002-5094

DETAIL Collection 世田谷区 上北沢４－１３－９　１Ｆ ショッピング JS-0001-5929

パルジュ 世田谷区 上北沢４－１４－７ ショッピング JS-0001-9444

せんたくの店まる美上北沢店 世田谷区 上北沢４－１５－３　　 ショッピング PK-0000-3402

［HC］有限会社比留間電機商会 世田谷区 上北沢４－３５－１８ ショッピング JS-0001-8919

かえで薬局 世田谷区 上北沢４－３６－２３ ショッピング JS-0002-1715

メガネアモ 世田谷区 上北沢４－３６－２３　　 ショッピング ZN-0002-5031

鳴木屋　輪店 世田谷区 上北沢５－８－１　ワトス上北沢４０１　 ショッピング PK-0000-8642

田辺薬局上野毛本店 世田谷区 上野毛１－１４－１ ショッピング JS-0004-7502

ビーコレクト上野毛店 世田谷区 上野毛１－１８－２１　ＤＲホームズ上野毛１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0356

AQUA・F 東京店 世田谷区 上野毛１－２２－６ ショッピング JS-0001-3322

calme 世田谷区 上野毛１－２５－１０　　 ショッピング ZN-0002-3678

GREENROOMTokyo 世田谷区 上野毛１－３－７　　 ショッピング ZN-2000-4166

二子玉川ペット 世田谷区 上野毛２－２３－２２　　 ショッピング PK-0000-8584

FLATOUT 世田谷区 上野毛２－６－１８　ペルレ上野毛１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2482

イ－ル 世田谷区 上野毛４－３９－７　　 ショッピング PK-0000-8009

ホースギア 世田谷区 上用賀２－３－１　パシフィック馬事公苑１０６　 ショッピング ZN-0002-6645

カバロ東京 世田谷区 上用賀２－４－１８　コリーヌ馬事公苑３Ｆ ショッピング SL-2001-0935

SWEEGICC 世田谷区 上用賀４－３４－１　馬事公苑前住宅１０１ ショッピング JS-0004-1763

株式会社サンダンスエンタープライズ 世田谷区 上用賀５－２４－９ ショッピング JS-0003-7666

十六屋洋品店 世田谷区 深沢３－４－７　ＬＯＶＥ１６ ショッピング JS-0004-6294

KTM 世田谷 世田谷区 深沢４－１５－６ ショッピング JS-0004-7740

ブティックセリーズ駒沢店 世田谷区 深沢５－５－１６ ショッピング JS-0003-9006

くらしのくら 世田谷区 深沢５－６－１４ ショッピング JS-0003-7320

田辺薬局深沢新町店 世田谷区 深沢６－２０－１４　深沢プラザ１Ｆ ショッピング JS-0004-7506

カシオペアコンサ－トグッズ物販コ－ 世田谷区 深沢８－１０－１４　ボザ－ル深沢５Ａ　 ショッピング PK-0000-2943

はんこ広場 世田谷店 世田谷区 世田谷１－１５－９ ショッピング JS-0002-7150

フリッジセタガヤ 世田谷区 世田谷１－２２－５　山一ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0595

スピードスター 世田谷区 世田谷１－４８－８　 ショッピング SL-2000-2885

みんなの木工房 DIY 好き。 世田谷区 世田谷１－５－１０　堀口ビルＢ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3932

南薫堂珈琲 世田谷区 世田谷２－６－４　　 ショッピング PK-0000-3145

NEWS 世田谷店 世田谷区 世田谷３－１－１　ハウスアウトバーン１Ｆ ショッピング JS-0003-2701

アトリエハシモト 世田谷区 世田谷３－２３－２０　カメリア世田谷１０１　 ショッピング ZN-2000-3404

THESHOPTETSUs．p．a 世田谷区 世田谷４－２０－３　飯ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6728

クラフトプラン 世田谷区 世田谷４－７－７ ショッピング JS-0002-1692

キッズセカンズ 世田谷区 瀬田１－２２－１９　瀬田モンドビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7806

瀬田東薬局 世田谷区 瀬田２－１３－１３　　 ショッピング ZN-0003-1390

watlle ＋ 世田谷区 瀬田４－２４－２　サンハイム瀬田１０３　 ショッピング ZN-0002-5440

シューボーイ 世田谷区 成城１－３－１　サミットストア成城店１Ｆ ショッピング JS-0000-7677

グリーンマインド成城店 世田谷区 成城１－３－１　サミットストア成城店１Ｆ ショッピング SL-2001-1981

ホットマン成城店 世田谷区 成城５－１４－２３　　 ショッピング ZN-0002-2960
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デジャヴ成城店 世田谷区 成城６－１０－５ ショッピング JS-0001-1327

ビッチーノアレイ成城店 世田谷区 成城６－１０－６　　 ショッピング ZN-0002-3679

apt 世田谷区 成城６－１２－１　山崎ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3646

APTTHECORNER 世田谷区 成城６－１２－１　山崎ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3673

泰コレクション 世田谷区 成城６－１２－８　川上ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1275

apt ＋ 世田谷区 成城６－１３－１　　 ショッピング ZN-0002-3647

REJOY 成城学園店 世田谷区 成城６－１３－３ ショッピング JS-0003-9259

セキグチ眼鏡店 世田谷区 成城６－１５－２３　成城プラザ１Ｆ ショッピング JS-0001-9631

モーダ・ガレリア 世田谷区 成城６－１６－４　　 ショッピング ZN-0002-3644

Emie 世田谷区 成城６－６－６　ミノルビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3681

ピアレスピンク 世田谷区 成城６－７－７　　 ショッピング ZN-0002-3680

成城・ル・フルティエ 世田谷区 成城６－８－５　　 ショッピング ZN-0003-1513

成城 Fujimura 世田谷区 成城６－８－５　カサド成城　　 ショッピング ZN-2000-1810

インスパイラル成城眼鏡店 世田谷区 成城６－８－８ ショッピング JS-0002-2335

ブルー・ジェリー 世田谷区 成城６－８－８　１Ｆ ショッピング JS-0000-0027

ジュエリーブティック志村 世田谷区 成城７－９－２０ ショッピング JS-0002-1367

MARUNI 世田谷区 赤堤２－５０－１４ ショッピング JS-0004-8302

有限会社マスター 本店 世田谷区 赤堤３－１２－２２ ショッピング JS-0004-9596

ココシェ 世田谷区 赤堤３－３－１６　松原コーポ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3676

ピースリング 世田谷区 赤堤４－２４－３ ショッピング JS-0005-2396

ピースリング 世田谷区 赤堤４－２４－３　 ショッピング SL-2000-3823

フラワーボックス 世田谷区 赤堤４－３６－２２　ＭＴビル１０２ ショッピング JS-0003-0770

［HC］株式会社ビッグ東光 世田谷区 赤堤４－４２－１８ ショッピング JS-0001-8738

アイビイ下高井戸本店 世田谷区 赤堤４－４５－１２　　 ショッピング ZN-0002-5093

カンジュド－薬局下高井戸店 世田谷区 赤堤４－４６－１３　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-3529

ブティッククイーン 世田谷区 赤堤４－４８－５　　 ショッピング ZN-0002-3654

ナガツマ世田谷店 世田谷区 千歳台３－３－１６ ショッピング JS-0001-6948

ゴルフスタジオ成城 世田谷区 千歳台５－６－３ ショッピング SL-2000-3829

ラ・パステル 世田谷区 船橋１－１１－１　　 ショッピング ZN-2000-1341

ecoBOOK 千歳船橋店 世田谷区 船橋１－１３－１９　チトセハイツ１Ｆ ショッピング SL-2000-1188

シンコーストゥディオ 世田谷区 船橋１－１４－１２　 ショッピング SL-2000-9645

おかずのうつわ屋・本橋 世田谷区 船橋１－１６－１１ ショッピング SL-2000-5289

グリーンマインド千歳船橋店 世田谷区 船橋１－１－９　 ショッピング SL-2001-1982

LICLE 世田谷区 船橋１－３８－１０　ロータス千歳船橋１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3034

ウォーターフィールド 世田谷区 船橋６－１４－１　ベルヴィラージュ千歳１０３ ショッピング JS-0001-5456

グリーンマインド祖師谷店 世田谷区 祖師谷１－１１－５　 ショッピング SL-2001-1983

リサイクルティファナ祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 祖師谷１－１１－７　　 ショッピング ZN-0002-3704

Rorty 世田谷区 祖師谷３－２７－１　　 ショッピング ZN-0002-6320

田辺薬局祖師ヶ谷店 世田谷区 祖師谷３－３２－８ ショッピング JS-0004-7501

アクイール 祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 祖師谷３－３５－１３　森ホームズＣ－Ａ号室　 ショッピング SL-2001-1490

キオクハウス 世田谷区 祖師谷３－３５－１３　森ホームズＣＢ店 ショッピング JS-0000-7001

吉祥寺菊屋祖師谷大蔵店 世田谷区 祖師谷３－３６－２８　　 ショッピング ZN-0002-5461

REJOY 祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 祖師谷３－３７－２６ ショッピング JS-0003-9276

アイルック和光 世田谷区 祖師谷４－１－２５ ショッピング JS-0003-6324
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カ）フローリストハラダセタガヤテン 世田谷区 祖師谷４－２５－１９　　 ショッピング ZN-2000-3703

トーベル 世田谷区 太子堂１－１３－１ ショッピング JS-0001-6187

ホワイト急便ハニ－ドライ　三軒茶屋 世田谷区 太子堂１－１５－１２　　 ショッピング PK-0000-8070

大光堂 世田谷区 太子堂２－１７－１０　ＦＡＭビル　 ショッピング ZN-0002-6612

Lulu 世田谷区 太子堂２－１８－４　１Ｆ ショッピング JS-0000-6206

LaBaseSecreteduGAMIN 世田谷区 太子堂２－２３－１０　　 ショッピング ZN-0003-1514

LUIK 世田谷区 太子堂２－３６－９　下の谷ハマーハイツ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3701

KASHIYAMA 世田谷区 太子堂２－７－２　リングリングビルＢ棟１Ｆ ショッピング JS-0005-5232

田辺薬局太子堂前店 世田谷区 太子堂３－１５－３ ショッピング JS-0004-7505

田辺薬局三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２３－１２　井上ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-7504

スリーエスコンタクト 世田谷区 太子堂４－２３－１３　王寿ビル４Ｆ ショッピング JS-0000-3284

やよい園芸 世田谷区 太子堂４－２５－１４ ショッピング JS-0002-1392

ボヌール 世田谷区 太子堂４－２７－１０　端樹ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3657

TROPE 世田谷区 太子堂４－２８－９　川金不動産ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6593

リサイクルブティック ABC 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２９－１４ ショッピング JS-0003-9280

佐藤青果店 世田谷区 太子堂５－１－１４ ショッピング JS-0005-2085

Un Natural 世田谷区 太子堂５－１６－９　太子堂壱番館１Ｆ ショッピング JS-0002-6922

FILM 世田谷区 代沢２－２８－４　マンション下北沢１０１　 ショッピング ZN-0002-3659

Add 世田谷区 代沢２－２９－９ ショッピング JS-0001-3182

gouk 東京 GALLERY 世田谷区 代沢２－４３－４　１Ｆ ショッピング JS-0004-4197

Doggy Step 世田谷区 代沢３－１－１３　淡島ハイム１Ｆ ショッピング JS-0002-0238

US SANGENJAYA 世田谷区 代沢４－１６－２２　中里ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2594

代沢クロスロード薬局 世田谷区 代沢４－５－１９ ショッピング JS-0004-9116

Bulsaras 世田谷区 代沢５－３１－８　１０２ ショッピング JS-0000-1888

Rhythm9 世田谷区 代沢５－３１－８　グリーン沢１０３ ショッピング JS-0004-9159

KLASICA 世田谷区 代沢５－３２－２　１Ｆ ショッピング JS-0002-1699

プチコション本店 世田谷区 代沢５－３３－３ ショッピング JS-0001-5359

サラダボウル 世田谷区 代沢５－３６－１６　　 ショッピング ZN-0002-3662

CRIME 世田谷区 代沢５ー８ー１５　１０２　 ショッピング SL-2000-6549

ナンセンス下北沢 世田谷区 代沢５－６－１６ ショッピング JS-0002-8703

KOZU 世田谷区 代沢５－８－１８　１Ｆ ショッピング JS-0002-2776

フラワーショップパフューム 世田谷区 代田１－３４－１５ ショッピング JS-0005-3163

ジャングルスクーターズ 世田谷区 代田４－１０－２４　フロント新代田１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1748

Inc 世田谷区 代田５－１－２０　２Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-3174

三河屋酒店 世田谷区 代田６－１２－３６ ショッピング JS-0005-7117

KILLERS 世田谷区 代田６－５－２５　守山ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-3134

高城商会 世田谷区 大原２－２６－５　　 ショッピング PK-0000-2033

ゴルフステージ成城 世田谷区 大蔵２－５－１６　　 ショッピング ZN-0002-2819

ギブリ 世田谷区 池尻１－１１－６ ショッピング JS-0001-6858

ROSE 三宿店 世田谷区 池尻２－８－５　上田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3706

有限会社 スズキ金物店 世田谷区 池尻２－８－６ ショッピング JS-0000-0130

蘇命堂柳田薬局 世田谷区 池尻３－１９－１３ ショッピング JS-0004-3477

フェアフィールド池尻 世田谷区 池尻３－２１－２５　廣井産業ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2682

ねこままホテル 世田谷区 池尻３－２３－２ ショッピング JS-0002-2389
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ラ・テール洋菓子店 世田谷区 池尻３－２７－１０ ショッピング JS-0000-1992

アングロ 世田谷区 東玉川２－５－６　ユナイト東玉川ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-9256

BRYWB 世田谷区 等々力２－１－１３　マークヒルズ尾山台３Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4604

パティスリークレヨン 世田谷区 等々力２－１７－１１　 ショッピング SL-2001-0402

スタジオーネデイミラノ 世田谷区 等々力２－１７－１８　坂田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3699

フロ－リストのだ 世田谷区 等々力２－１９－１２　　 ショッピング PK-0000-2503

 W THE STORE 世田谷区 等々力２－３３－１０　 ショッピング SL-2000-3478

corneille 世田谷区 等々力２－３３－１５－１０７　 ショッピング SL-2000-0090

トリトマ 世田谷区 等々力２－３５－１７ ショッピング JS-0000-1933

株式会社ジョイント 世田谷区 等々力４－１２－１３ ショッピング JS-0005-9729

菅田電気サービス 世田谷区 等々力４－２１－１ ショッピング JS-0004-8992

セレクト雑貨 aube 世田谷区 等々力５－３－３－１０１　 ショッピング SL-2001-0067

ミドリ薬局駅前店 世田谷区 等々力５－５－７ ショッピング JS-0004-8112

ローズコテージ 世田谷区 等々力６－１０－８ ショッピング JS-0001-9881

只木屋クリ－ニング 世田谷区 等々力７－１９－１８　　 ショッピング PK-0000-8054

Husqvarna 世田谷 世田谷区 等々力７－８－９ ショッピング JS-0005-0146

CAMMINI 世田谷区 等々力８－２－２４　ＣＩＴＹ等々力１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3643

きものリサイクル 萌 世田谷区 南烏山４－１３－６　２Ｆ ショッピング JS-0002-8549

DAISEI 世田谷区 南烏山４－３－１５　メゾンドノヒラ１０２　 ショッピング ZN-0002-6080

グーニーズ 世田谷区 南烏山４－５－１３　１Ｆ ショッピング JS-0004-2981

たから薬局千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－１１－４　ＴＮビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6990

靴修理工房ルーリッジ千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－１２－２ ショッピング JS-0000-9060

STOCK － 1 烏山店 世田谷区 南烏山５－１２－６ ショッピング JS-0005-9531

せんたくの店　まる美　南烏山 1 号店 世田谷区 南烏山５－２０－１５　　 ショッピング PK-0000-7703

せんたくの店まる美南烏山 2 号店 世田谷区 南烏山５－２３－１２　　 ショッピング PK-0000-3237

せんたくの店まる美南烏山 2 号店 世田谷区 南烏山５－２３－１２　　 ショッピング PK-0000-4206

GOLFCRAFTKINGPIN 世田谷区 南烏山５－２４－９　ＲｙＫビル ショッピング JS-0001-1382

クラフタンガン・ピサン 世田谷区 南烏山５－２５－１０　ルマー粕谷１０１　 ショッピング ZN-0002-3710

Kimico パ・シェール 世田谷区 南烏山５－２５－３　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-0401

NEWS 烏山店 世田谷区 南烏山６－１８－１４ ショッピング JS-0001-6637

リサイクルブティック ABC 千歳烏山店 世田谷区 南烏山６－２－３　スバルビル１Ｆ ショッピング JS-0003-9266

ドレス工房 Kazumi 世田谷区 南烏山６－３－１４　第２大谷ビル１０２　 ショッピング PK-0000-2639

ジェノワーズ 烏山店 世田谷区 南烏山６－３－１５　ＩＫビルＢ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1547

金子園烏山店 世田谷区 南烏山６－４－３０　　 ショッピング ZN-0002-2402

ワイモバイル 千歳烏山 世田谷区 南烏山６－４－９　グリーンバード１Ｆ ショッピング JS-0000-7473

ファイネスト 世田谷区 南烏山６－５－３　田谷野ビル１０１ ショッピング JS-0002-6291

FIORENTINA 世田谷区 南烏山６－６－２　サンマルシェビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3630

ミニカーショップ ディーズサーキット 世田谷区 梅丘１－２０－９　　梅ヶ丘プラザ２Ｆ ショッピング SL-2000-2444

アルパジョン 世田谷区 梅丘１－２２－７ ショッピング JS-0005-4185

山本家具店 世田谷区 梅丘１－２５－１　　 ショッピング ZN-0002-5441

有限会社チトセタイヤ 世田谷区 粕谷１－６－１ ショッピング JS-0003-5078

ギャラリーケイ 世田谷区 粕谷４－８－１０　粕谷ハウス１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3634

アルバトロス 世田谷区 尾山台３－２２－１１－１０３　 ショッピング ZN-2000-1096

サリフ尾山台店 世田谷区 尾山台３－２２－４　　 ショッピング ZN-0002-3638
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尾山台南薬局 世田谷区 尾山台３－２８－１４　　 ショッピング ZN-0003-1393

ファインクリ－ニング 世田谷区 北烏山１－３３－５　　 ショッピング PK-0000-7621

せんたくの店まる美北烏山店 No 世田谷区 北烏山６－１－１８　　 ショッピング PK-0000-2645

せんたくの店まる美北烏山店 No 世田谷区 北烏山６－１－１８　　 ショッピング PK-0000-6075

烏山薬局 世田谷区 北烏山７－２２－１０　　 ショッピング ZN-0003-1391

BLANC － FAON 世田谷区 北沢１－４４－１６　　 ショッピング ZN-0002-5701

スティールファクトリー 世田谷区 北沢２－１０－１５　マルシェ下北沢２Ｆ－８Ｃ　 ショッピング ZN-0002-5273

ORientalTRaffic 下北沢店 世田谷区 北沢２－１０－８　スガビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7103

サニー 世田谷区 北沢２－１２－１ ショッピング JS-0000-2354

ホビーショップ サニー 世田谷区 北沢２－１２－１ ショッピング JS-0005-5380

レザータントン 世田谷区 北沢２－１２－１６ ショッピング JS-0003-9290

リルワゴン 世田谷区 北沢２－１２－２　レインフォレスト１Ｆ ショッピング JS-0004-1955

リトルバイテック 世田谷区 北沢２－１２－２　レインフォレストビル２Ｆ ショッピング JS-0002-5956

Four Twenty 下北沢店 世田谷区 北沢２－１３－５　伊奈ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8931

NAVAL 下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－２　ＪＯＷ３ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-9168

いすずや 世田谷区 北沢２－１４－５　イスズビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4787

MICMO 下北沢 5 号店 世田谷区 北沢２－１４－５　イスズビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6392

SUPER STUDIO 下北沢店 世田谷区 北沢２－１９－１４ ショッピング JS-0005-6240

プチコション 3rd 世田谷区 北沢２－１９－１４　２Ｆ ショッピング JS-0005-6621

ジャジースポートシモキタザワ 世田谷区 北沢２－１９－１７　３Ｆ－Ａサワダヤビル　 ショッピング ZN-0002-3689

UQ スポット下北沢店 世田谷区 北沢２－１９－１７　サザン石井ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6007

洋菓子 つくしや 下北沢南口店 世田谷区 北沢２ー１２ー８　半戸ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2956

Lutecia 世田谷区 北沢２－２３－１１　藤森ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4495

ひとつぶの海 世田谷区 北沢２－２３－１２　高野ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1381

テニスショップスミレ 世田谷区 北沢２－２３－６　　 ショッピング ZN-0002-2809

SOCOthinkingGORILLA 世田谷区 北沢２－２４　シモキタエキウエ２Ｆ ショッピング JS-0005-3563

MICMO 下北沢 2 号店 世田谷区 北沢２－２４－６　北口ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3683

MICMO 下北沢 3 号店 世田谷区 北沢２－２４－８　下北沢アレービル１０３　 ショッピング ZN-0002-3688

ファーイーストレザー 世田谷区 北沢２－２４－８　下北沢アレービル１０４　 ショッピング ZN-2000-2359

サニーサイドアップ下北沢店 世田谷区 北沢２－２５－１３　田中ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-8357

花弘 下北沢本店 世田谷区 北沢２－２５－２０ ショッピング JS-0002-3192

ソノラ・ビンテージ 世田谷区 北沢２－２５－２０　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2309

WA ！ KARU 下北沢店 世田谷区 北沢２－２５－２０　下北沢駅前共同ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7102

ArmajiloShimokitazaw 世田谷区 北沢２－２５－８ ショッピング JS-0003-7212

Merrily 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店ＮＯ．８ ショッピング JS-0000-7641

オーシャンブルバード 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店ＮＯ１ ショッピング JS-0003-5642

VALON 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店ブースＮｏ２３　 ショッピング ZN-0002-2487

3 びきの子ねこ 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店内１Ｆ ショッピング JS-0000-2523

MarcoPolo TOYO 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店内ブース２ ショッピング JS-0002-7938

スミスアンドユー 世田谷区 北沢２－２６－２ ショッピング JS-0004-2829

MICMO 下北沢店 世田谷区 北沢２－２６－２１　エルフェアシティ下北沢２０１　 ショッピング ZN-0002-3674

Takamura 世田谷区 北沢２－２６－２５　久保ビルＢ１ ショッピング JS-0005-0370

MONK 世田谷区 北沢２－２６－２５　久保ビルＢ１０２　 ショッピング ZN-0002-3711

EXPLOSION 世田谷区 北沢２－２６－７　アパートメントストア２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1040



10 2020/9/1

［世田谷区（ショッピング）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ストロー 世田谷区 北沢２－２７－１０ ショッピング JS-0005-0463

peche 世田谷区 北沢２－２７－２　　 ショッピング ZN-0002-2161

ポートアイランド 世田谷区 北沢２－２７－８　　 ショッピング ZN-0003-1580

北沢めがね工房 世田谷区 北沢２－２８－１　慶水ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5761

Vape Store M5 ＋ 世田谷区 北沢２－２８－１　慶水ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-9382

ソルトアンドペッパー 世田谷区 北沢２－２８－６　みなとやビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6800

デザートスノー下北沢 2 号店 世田谷区 北沢２－２９－２　　 ショッピング ZN-0002-3703

A － room 世田谷区 北沢２－３０－１０　瀧本ビル１０４　 ショッピング ZN-0002-3677

ラグラマグラ下北沢 1 号店 世田谷区 北沢２－３０－１０　浜辺ビル２０１　 ショッピング ZN-0002-5272

DIAMONDHERO 世田谷区 北沢２－３０－１１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-2698

BIENSOL 世田谷区 北沢２－３０－１１　北沢ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-2067

プチコション北口店 2 世田谷区 北沢２－３０－１４　重宗ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5372

HULA － HOOP 世田谷区 北沢２－３０－１４　重宗ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8777

ティ・フォー 世田谷区 北沢２－３０－１４　重宗ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-7444

デザートスノー下北沢 世田谷区 北沢２－３０－１４　重宗ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3695

子供服白樺 世田谷区 北沢２－３０－２　　 ショッピング ZN-0002-3441

MICMO 下北沢 4 号店 世田谷区 北沢２－３０－２　　 ショッピング ZN-0002-3702

Miel 世田谷区 北沢２－３０－２　平岡荘１Ｆ－２ ショッピング JS-0002-8178

RYU’S 世田谷区 北沢２－３０－７ ショッピング JS-0002-0121

FABULOUS 世田谷区 北沢２－３０－７　Ｉフラット２０１　 ショッピング ZN-0002-3664

FRANKBLACK 世田谷区 北沢２－３０－７－１０２　　 ショッピング ZN-2000-2965

STEPAHEAD 下北沢 3 世田谷区 北沢２－３１－１３　鳥羽屋ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6674

シークレットルームチュチュ 世田谷区 北沢２－３１－９　ニュービルト１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-7447

きくや文具店 世田谷区 北沢２－３２－６　 ショッピング SL-2000-9900

TheSunGoesDown 下北沢 世田谷区 北沢２－３２－７　青柳ビル１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0005-9439

クリ－ニングテイト　下北沢店 世田谷区 北沢２－３３－１０　　 ショッピング PK-0000-8059

ダークエンドオブザストリート 世田谷区 北沢２－３３－１１　野崎ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1094

shisha2 世田谷区 北沢２－３３－１２　ＭＧ１ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-2900

MUD 世田谷区 北沢２－３３－２　環境ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6047

纒オプティカル 世田谷区 北沢２－３４－１０　植木ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5034

Husky 世田谷区 北沢２－３４－１０　植木ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3707

下北マーケット 世田谷区 北沢２－３４－１１ ショッピング JS-0004-2830

アビニヨン 世田谷区 北沢２－３４－３ ショッピング JS-0001-7393

ニフニファ 世田谷区 北沢２－３５－１４　くりはらビル２Ｆ ショッピング JS-0000-4223

LiFE SiZE add9 世田谷区 北沢２－３５－２　第３シンヤシキビル１０５ ショッピング JS-0003-4073

りょく 世田谷区 北沢２－３５－９　大竹ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1918

デトールアブルーエ下北沢 世田谷区 北沢２－３６－１　１Ｆ ショッピング JS-0004-7630

ドクターベルツ下北沢店 世田谷区 北沢２－３６－２ ショッピング JS-0004-8068

signal 世田谷区 北沢２－３６－２　ヒルズ下北沢　 ショッピング ZN-0002-3686

frankandeasy 下北沢 世田谷区 北沢２－３９－１４　　 ショッピング ZN-0002-2162

ファーロン 世田谷区 北沢２－５－６ ショッピング JS-0005-6983

LesMiserable 世田谷区 北沢２－５－７　吉野ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3649

45 Revolution 世田谷区 北沢２－７－３　ハイツ北沢１Ｃ　 ショッピング ZN-2000-0078

EARNEST GALLERY 世田谷区 北沢３－１７－３　ベルエアしもきた１０１ ショッピング JS-0001-9368
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加盟店名 所在地 ジャンル

タローズハウス 世田谷区 北沢３－２１－２　　 ショッピング ZN-0002-3645

クマンドギャランド 世田谷区 北沢３－２６－１　倉橋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9231

クラリスブックス 世田谷区 北沢３－２６－２　スズキハイム２Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1351

SOULSTYLE 下北沢本店 世田谷区 北沢３－２６－２　小山ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3666

NEWYORKJOEEXCHANGE 世田谷区 北沢３－２６－４ ショッピング JS-0004-7471

NEWYORKJOEEXPENSiVE 世田谷区 北沢３－２６－４－１０２ ショッピング JS-0003-5748

ROSE 下北沢店 世田谷区 北沢３－２７－２　鹿島田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2244

balloonbala 世田谷区 北沢３－３０－１　かどやビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8857

ダヤ 世田谷区 野沢２－５－１　ダヤビル ショッピング JS-0002-1694

ツカハラ薬局　野沢店 世田谷区 野沢３－２２－２２　　 ショッピング PK-0000-8341

池田屋 世田谷区 野沢３－３９－７ ショッピング JS-0002-1593

ビーコレクト用賀店 世田谷区 用賀３－１８－８　１Ｆ　セントラルＳＯＵＩビル　 ショッピング ZN-0002-5165

ヤクルト桜新町サロン 世田谷区 用賀３－３－２１ ショッピング JS-0000-3911

メガネハウス 用賀店 世田谷区 用賀４－１１－１７　グリーンハウス１Ｆ ショッピング JS-0003-1762

サロンドキャストアウェイ 世田谷区 用賀４－１４－４　松原ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6950

ホワイト急便ハニ－ドライ　用賀店 世田谷区 用賀４－２８－２０　　 ショッピング PK-0000-8071

フラワーショップ秀花 世田谷区 用賀４－２８－２０　プチモンド用賀　 ショッピング ZN-2000-0921

リップスティック 世田谷区 用賀４－３－１４－１０２ ショッピング SL-2000-4087

フェスタ 世田谷区 用賀４－９－２３　 ショッピング SL-2000-9117


