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［新宿区（ショッピング）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ジーセブンギターズ 新宿区 愛住町２３　Ｗｏｏｄｙ２１－１Ｆ ショッピング JS-0004-4087

SEIWA 新宿区 下落合１－１－１ ショッピング JS-0001-7464

クレアート 新宿区 下落合３－１５－１８　ＳＹビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5891

Beato Rosso 新宿区 下落合３－１６－１１　グランドメゾン目白１Ｆ－２　 ショッピング ZN-0002-2498

シマーク目白 2 号店 新宿区 下落合３－１６－１６　アベニュー目白１０１　 ショッピング ZN-0002-3520

飯田高遠堂 新宿区 下落合３－１７－３３ ショッピング JS-0001-3000

ギタルラ社 新宿区 下落合３－１７－４９ ショッピング JS-0002-2930

富士薬局 新宿区 下落合３－２１－１ ショッピング JS-0002-5487

カラファテ 新宿区 下落合３－２－１２ ショッピング JS-0000-2183

ビエントピロ 新宿区 下落合３－２１－５　Ｓハウス１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3537

mon Sakata 新宿区 下落合３－２１－６ ショッピング JS-0003-0511

KASHIYAMA 新宿区 下落合３－２２－１９　ジュエリーベル目白１Ｆ ショッピング JS-0005-5219

たけのこ薬局目白店 新宿区 下落合４－２３－１８　ロングストン落合ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8302

ビッグヴィジョン 新宿サブナード 新宿区 歌舞伎町１　サブナード１号　 ショッピング SL-2001-1800

ファイブタラント 新宿区 歌舞伎町１－２－２　サブナード内　 ショッピング SL-2001-0240

ガレリア 新宿区 歌舞伎町１－３０－１　西武新宿ペペ ショッピング JS-0003-4654

Sugar 新宿区 歌舞伎町２－１０－８　サンライズビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6617

ヒゲゴリラ 新宿区 歌舞伎町２－２２－１　アイトスビル２Ｆ　Ｅ室 ショッピング JS-0005-8026

ルーヴル新宿歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町２－２２－１３　ＡＤビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5450

フラワーショップミスト 新宿区 歌舞伎町２－２３－１２　チェックメイトビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8468

ダイヤモンドセブン 新宿区 歌舞伎町２－２４－７　ＭＲＴビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4786

Lussoso 新宿区 歌舞伎町２－２７－１２　Ｌｅｅビル２　１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6719

Rich 歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町２－２７－１２　新宿Ｌｅｅビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4729

PHOTOSTUDIOSWITCH 新宿区 歌舞伎町２－２７－７　第７金嶋ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6919

韓国広場ジャントゥ 新宿区 歌舞伎町２－３１－１１ ショッピング JS-0001-7599

白光舎 新宿区 歌舞伎町２－３８－４　　 ショッピング PK-0000-7854

大久保病院売店 新宿区 歌舞伎町２－４４－１ ショッピング JS-0005-4025

ちんだみ三線店 東京新宿店 新宿区 歌舞伎町２－４４－１　健康プラザハイジア１Ｆ ショッピング JS-0003-1967

ジャンキースペシャル 新宿区 歌舞伎町２－４６－５　ＫＭ新宿ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0496

GENKIHOUSELUCE 新宿区 河田町１０－７　グリーンヒルズ河田町２Ｆ－２０２ ショッピング JS-0000-9120

THEGROVEBAKERY 新宿区 霞ヶ丘町１１－３　三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア　 ショッピング ZN-2000-6864

Uni．Shop125 新宿区 戸塚町１－１０４　早稲田大学大隈講堂脇 ショッピング JS-0003-7770

Uni．Cafe125 新宿区 戸塚町１－１０４　早稲田大学大隈講堂脇 ショッピング JS-0003-7828

ゆうきプランニング 新宿区 荒木町２０－２　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1572

ブルーサブ 新宿区 高田馬場１－２２－５ ショッピング SL-2000-9613

ウォーハンマーストア高田馬場 新宿区 高田馬場１－２９－６　野菊ビル　 ショッピング ZN-0002-4920

Fukuya46 新宿区 高田馬場１－３０－１２　１Ｆ ショッピング JS-0003-5775

ANNE KLEIN 新宿区 高田馬場１－３０－５ ショッピング JS-0000-5094

ヴェイルスポーツ 新宿区 高田馬場１－３３－３　高橋ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2815

ストリングショップグランドスラム 新宿区 高田馬場２－９－３　松本ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3232
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MARCHAND DE LEGUMES 新宿区 高田馬場４－２－２８　１Ｆ ショッピング JS-0005-0208

［HC］ファミリー電気 新宿区 左門町１－１９ ショッピング JS-0005-4779

サンロイヤル新宿佐藤 新宿区 山吹町３５３　　 ショッピング PK-0000-8409

山の店デナリ 新宿区 四谷１－６－１　コモレ Mall　２０１A ショッピング ZN-0002-2140

YGC 四谷ゴルフ倶楽部 新宿区 四谷１－８－８　佐伯千成ビル３Ｆ ショッピング SL-2000-8288

インテリアショップあましん 新宿区 四谷２－４－１８　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-1825

TJ カーペットギャラリー 新宿区 四谷３－１－４　斉藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-4575

四谷漢方堂 新宿区 四谷３－６－３　アスナロビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6141

錦松梅 本店 新宿区 四谷３－７ ショッピング JS-0002-8116

はんこ屋さん 21 四谷三丁目店 新宿区 四谷４－２　ビアンコ四谷１０１　 ショッピング ZN-0002-5326

ADDICTCLOTHES 新宿区 四谷４－２４－２６　御苑ハイム１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1252

蔦の家 新宿区 四谷４－３－２　中川ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1199

らぽっぽベーカリー 四谷店 新宿区 四谷４－８ ショッピング JS-0002-1616

ehicle 新宿区 市谷台町１３－２　観音ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4247

サンランドリ－ 新宿区 市谷台町３－２　クレ－ル２Ｋ－１０２　 ショッピング PK-0000-7708

The Closet 新宿区 市谷台町６－１　ラ・メールドゥシェル１０１ ショッピング JS-0003-9463

売店 SAKURA 市ヶ谷店 新宿区 市谷本村町５－１　防衛省厚生棟１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8924

シナノ屋商店市ヶ谷店 新宿区 市谷本村町５－１　防衛省内売店　　 ショッピング ZN-2000-0223

コルテーゼ市ヶ谷 新宿区 市谷薬王寺町７０ ショッピング JS-0003-4239

オートクチュールボーグ 新宿区 若松町２８－６　　 ショッピング ZN-0002-3518

［HC］有限会社森川電気商会 新宿区 若松町２９－８ ショッピング JS-0001-8475

ブティック サンローズ 新宿区 住吉町８－２０　四谷ヂンゴビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1769

大角玉屋本店 新宿区 住吉町８－２５ ショッピング JS-0005-4214

信濃町コンタクトレンズ 新宿区 信濃町１１－３　鹿島ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-6023

アフェクション 新宿区 新宿１－１１－２　松崎ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3431

WITH 新宿 新宿区 新宿１－１７－１　１Ｆ ショッピング JS-0004-4744

かっぱぎ屋新宿店 新宿区 新宿１－１７－２　萩原ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9963

ゴバン 新宿区 新宿１－１８－１３　協建新宿１－ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1247

文明堂新宿本店 新宿区 新宿１－１９－４　 ショッピング AX-2000-0155

ありがとう屋新宿店 新宿区 新宿１－１９－８　サンモール第７ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8929

ケンズカフェ東京 新宿区 新宿１－２３－３　御苑コーポビアネーズ１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1510

コンフォートシューズかんの 新宿区 新宿１－２－９　オカノヤビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5950

バタク新宿店 新宿区 新宿１－３－４　ＧｙｏｅｎＲ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6718

ジュリエット新宿店 新宿区 新宿１－３－７ ショッピング JS-0000-5047

Fuzz 新宿区 新宿１－７－３　三栄ビル４Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2230

正官庄 新宿本店 新宿区 新宿１－９－７　第１３大鉄ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5744

プレステージュ新宿店 新宿区 新宿２－１１－４　ストークビル長崎９０１ ショッピング JS-0003-6066

セレクトショップヌード 新宿区 新宿２－１５－１２　大須ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2228

nude ファッション 新宿区 新宿２－１５－１２　大須ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5392

スガイスポーツ 51 新宿区 新宿２－１５－２９　藤村ビル　　 ショッピング ZN-0002-2796

東京ダビングセンター 新宿区 新宿２－１－９　ＡＩＲＡ新宿御苑ビル４Ｆ ショッピング JS-0002-7573

バランガンストーン 新宿店 新宿区 新宿２－１－９　キタウチビル２Ｆ ショッピング JS-0002-5105

I am here 新宿区 新宿２－２－１０　サニープラザ新宿御苑１０１ ショッピング JS-0000-0052

ヘアーワーク新宿店 新宿区 新宿２－３－１２　グレイスビル２Ｆ ショッピング JS-0002-0769
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学校服センター 新宿区 新宿２－３－１４ ショッピング JS-0001-8594

（株）澤野生花店 新宿区 新宿２－６－３ ショッピング JS-0000-2718

リサイクルきもの福服新宿店 新宿区 新宿２－７－２　サニーコーポ１０２ ショッピング JS-0000-9445

フロントワークス 新宿区 新宿２－７－４　アリサビル４Ｆ ショッピング JS-0002-7756

日本水素推進機構 新宿区 新宿２－８－１　新宿セブンビル５０６ ショッピング JS-0002-8633

世界堂本店 新宿区 新宿３－１－１　世界堂ビル　 ショッピング AX-2000-0156

末広堂 新宿区 新宿３－１２－４　新宿永谷タウンプラザ１０４ ショッピング JS-0002-5834

boil 新宿区 新宿３－１－３２　新宿ビル３号館６Ｆ ショッピング JS-0000-3251

クロロフイル新宿東口美顔教室 新宿区 新宿３－１７－１　ＦＰＧｌｉｎｋｓＳＨＩＮＪＵＫＵ４Ｆ ショッピング JS-0004-6127

ルル ゲッタ 新宿店 新宿区 新宿３－１７－１　ＨＮ２７ビル３Ｆ ショッピング JS-0003-4799

ヤマモトコーヒー店 新宿区 新宿３－１７－１１　 ショッピング SL-2000-0936

GRANDEPANTS 新宿区 新宿３－２１－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-6717

ギャラリーレア 新宿店 新宿区 新宿３－２１－５　 ショッピング SL-2001-1923

ASTORYTOKYO 新宿区 新宿３－２２－１３　Ｂ１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2742

ピュアサウンド新宿店 新宿区 新宿３－２２－３　三憩ビルＢ２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2112

ダーツハイブ新宿東口店 新宿区 新宿３－２３－１　新宿ターミナルビル５Ｆ ショッピング JS-0003-6743

MODESCAPE 新宿 新宿区 新宿３－３２－８　新宿中央口ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-5461

サンクチュアリ新宿 新宿区 新宿３－３６－１０　ミラザ新宿１０Ｆ　 ショッピング ZN-0001-3510

もんきーそふと新宿店 新宿区 新宿３－３６－１８　国土三協ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0003-5900

Kronos 新宿区 新宿３－８－９　４Ｆ ショッピング JS-0005-3378

Pearl HINA 新宿区 新宿３－８－９　平生ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-6807

ユニオンワークス新宿 新宿区 新宿３－９－７　第２Ｔ＆Ｔビル３Ｆ ショッピング JS-0003-6289

YOSHIDAYA 新宿区 新宿４－３－１２　パシフィック ワコービル６０１ ショッピング AD-0000-0651

KASHIYAMA 新宿区 新宿５－１６－４　マルイメン７Ｆ ショッピング JS-0005-5264

銀の蔵 新宿区 新宿５－１６－７　 ショッピング OT-0000-0105

ライツフォル本社サロン 新宿区 新宿５－４－１　新宿Ｑフラットビル５０５ ショッピング JS-0001-7745

THE KAORI BAR FINCA 新宿区 新宿６－１０－１　ＮＩＳＳＥＩ新宿ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2985

新宿中西クリニック 新宿区 新宿６－１０－１　ニッセイビル２Ｆ ショッピング JS-0005-9698

チェリーボンボン 新宿区 新宿７－２０－１０ ショッピング SL-2000-4465

のレン 神楽坂店 新宿区 神楽坂１－１２ ショッピング JS-0002-8252

のレン MURO 神楽坂店 新宿区 神楽坂１－１２－６ ショッピング JS-0003-4151

レオニダス神楽坂店 新宿区 神楽坂１－９ ショッピング JS-0005-6329

さわや 新宿区 神楽坂２－１２　さわやビル　　 ショッピング ZN-0002-5426

ヤマダヤ 新宿区 神楽坂３ー６－１５ ショッピング JS-0002-4557

ほそ川 新宿区 神楽坂３－６ ショッピング JS-0004-0687

SEY － GEE － HEE 新宿区 神楽坂３－６－４３－１０６ ショッピング JS-0004-4238

神楽坂五十番総本店 新宿区 神楽坂４－３　近江屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7148

ブティックタカミ 新宿区 神楽坂５－１１ ショッピング JS-0004-5623

おこし処 神楽坂菓寮 本店 新宿区 神楽坂５－２１－１ ショッピング JS-0001-4807

リサイクルきもの福服神楽坂店 新宿区 神楽坂５－３２　武田ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-4443

五十鈴 新宿区 神楽坂５－３４　　 ショッピング ZN-0003-1699

ジュエルダリアス 新宿区 神楽坂６－１９　 ショッピング SL-2000-7571

まぐねっと Point 新宿区 神楽坂６－２３ ショッピング JS-0001-8975

枕工房待夢ブランクスレート 新宿区 神楽坂６－２６　　 ショッピング ZN-0002-6692
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アトリエガル 新宿区 神楽坂６－２９ ショッピング JS-0001-7155

Perregaux 新宿区 神楽坂６－３４ ショッピング JS-0001-1851

アイボリーショップ松本 新宿区 神楽坂６－３４　牛込ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3565

五十番神楽坂本店 新宿区 神楽坂６－４　田中ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7609

桔梗屋 新宿区 神楽坂６－５０　　 ショッピング ZN-0002-6838

神楽坂貞 新宿区 神楽坂６－５８ ショッピング JS-0003-9739

ビッチーノアレイ神楽坂店 新宿区 神楽坂６－５８　ＲＩＴＺ神楽坂１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3525

地蔵通り薬局 新宿区 水道町２－２　淡路ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-1815

たから薬局江戸川橋店 新宿区 西五軒町１３－３　　 ショッピング ZN-0002-6986

リュミエール シエル 新宿区 西新宿１－１　西口地下街１号北館小田急エース北館 ショッピング SL-2001-0581

世界堂新宿西口店 新宿区 西新宿１－１１－１１　 ショッピング AX-2000-0157

レモンショップ by フランセ　小田急新宿西口店 新宿区 西新宿１－１－３　小田急線新宿駅西口地下 ショッピング JS-0004-9567

キャラメルゴーストガーデン　新宿ミロード店 新宿区 西新宿１－１－３　小田急線新宿駅南口改札前 ショッピング JS-0005-3572

レモン社 新宿店 新宿区 西新宿１－１５－４　　第２セイコービル３Ｆ ショッピング AX-0000-0266

靴のコンドル 新宿区 西新宿１－１６－９　浅川ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3649

UQ スポット新宿南口店 新宿区 西新宿１－１８－４　共新ビル１・２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6006

フルコンプ新宿南口店 新宿区 西新宿１－１８－６　須田ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-9036

スプレーモシンジュクテン 新宿区 西新宿１－１８－７　博愛堂ビル６Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1573

ヘッドマニア新宿店 新宿区 西新宿１－１９－１１　甲州ビル５Ｆ ショッピング JS-0006-0174

KASHIYAMA 新宿区 西新宿１－１９－７　岡崎ビル６Ｆ ショッピング JS-0005-5222

京都さがの館 新宿店 新宿区 西新宿１－２２－２　新宿サンエービル１Ｆ ショッピング JS-0001-3076

プラザアヴェニューガーデン 新宿区 西新宿１－２３－１　ＴＫ新都心ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3357

オリンパス株式会社 オリンパスプラザ東京 新宿区 西新宿１－２４－１　エステック情報ビル ショッピング JS-0000-3128

コレクション新宿 新宿区 西新宿１－２－５ ショッピング JS-0004-0013

吉田商店 新宿区 西新宿１－２－６　　 ショッピング PK-0000-4386

ヤマグチ薬局西新宿店 新宿区 西新宿１－２６－２　新宿野村ビル５Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1375

ブランドジャングル 新宿本店 新宿区 西新宿１－２－７ ショッピング JS-0005-8330

オアシス新宿西口店 新宿区 西新宿１－３－１５　栃木ビル６Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3438

サロンドグレー／ゴールドファイル京王プラザホテル 新宿区 西新宿２－２－１　京王プラザホテル南館３Ｆロビーフロア ショッピング SL-2001-1421

ペーパーグラス 新宿京王プラザ 新宿区 西新宿２－２－１　京王プラザホテル本館３Ｆ ショッピング JS-0005-2517

ピンゴルフジャパン株式会社 新宿区 西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1982

田辺薬局新宿西口店 新宿区 西新宿２－７－１　小田急第一生命ビル１Ｆ ショッピング JS-0006-0179

シューズメイト西新宿店 新宿区 西新宿３－１－２　廣川ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4469

キジトラ 東京オペラシティ店 新宿区 西新宿３－２０－２　東京オペラシティタワー１Ｆ ショッピング JS-0000-0195

ネイルクイックオペラシティ店 新宿区 西新宿３－２０－２　東京オペラシティタワー１Ｆ ショッピング JS-0000-9449

ヤマグチ薬局オペラシティ店 新宿区 西新宿３－２０－２　東京オペラシティビル２Ｆ－２０２－１　 ショッピング ZN-2000-4781

プラスオペラ 新宿区 西新宿３－２０－２　東京オペラシティ内１Ｆ ショッピング JS-0000-5825

株式会社フローリスト花成 新宿区 西新宿３－２－９　ワシントンホテルＢ１Ｆ　 ショッピング JS-0003-0490

「腰の椅子」 Awaza Gallery 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワー，リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ６Ｆ ショッピング JS-0001-8709

ダニエル東京 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワーオゾン４Ｆ ショッピング JS-0002-5152

寝具御誂専門店 IWATA 東京 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワー内リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ５Ｆ ショッピング JS-0002-4154

萬年屋 新宿区 西新宿３－８－１　万年安全第三ビル　 ショッピング ZN-0002-5234

チキンワークス白金 西新宿 新宿区 西新宿６－１２－１６　天空ＭＵＲＡ１Ｆ－Ａ号室 ショッピング JS-0005-3826

MOMO 西新宿店 新宿区 西新宿６－２６－１０　北川ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3529
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大阪屋化粧品店／大阪屋鍼灸治療院 新宿区 西新宿６－２６－１１　大阪屋化粧品店内 ショッピング SL-2000-7659

ブルーダン 新宿区 西新宿６－４－１　新宿アイランドアトリウム２Ｆ ショッピング JS-0000-2508

ジョナ新宿ヒルトピア 新宿区 西新宿６－６－２　　 ショッピング ZN-0002-4104

ゴトウトレイディング 新宿区 西新宿６－６－２　トウキョウヒルトンインターナショナルＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-2084

ロイヤルアルパカセニョリータ 新宿区 西新宿６－６－２　ヒルトン東京ヒルトピア内Ｂ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3519

ThePerfectCircle ビートル 新宿区 西新宿７－１０－１７　ダイカンプラザＢ館５０７ ショッピング JS-0004-1144

サワディーショップ 新宿区 西新宿７－１２－１４　１Ｆ ショッピング JS-0000-5727

ダブストアレコードマート 新宿区 西新宿７－１３－５　富士コーポ ショッピング JS-0002-2781

株式会社加賀谷電気商会 新宿区 西新宿７－１５－２ ショッピング JS-0000-0755

ケンボックス 新宿区 西新宿７－２３－９　西新宿小林ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6101

プロピアレディース 新宿区 西新宿７－４－３　升本ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-1774

プロピア新宿 新宿区 西新宿７－４－３　升本ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0004-1773

ウェアハウス 新宿区 西新宿７－７－３３　シンメイビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2114

ストレンジラヴレコーズ 新宿区 西新宿７－８－１１　大黒ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-3642

大きい靴屋 シューズコレクションテン 新宿区 西新宿７－８－１３　第二萬寿金ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6272

VINYLJAPAN 新宿区 西新宿７－８－２　福八ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1394

RECORD CITY 新宿区 西新宿７－８－３　ミスズビル２０２ ショッピング JS-0005-8038

ビッグ・ヴィジョン 新宿西口店 新宿区 西新宿７－９－１２　 ショッピング SL-2001-1794

NEW ビデオマーケット 新宿区 西新宿７－９－１３　ウィンド西新宿ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2127

村松楽器販売新宿店 新宿区 西新宿８－１１－１ ショッピング JS-0004-9982

switchwaseda 新宿区 西早稲田１－１－４　　 ショッピング ZN-0002-2325

早稲田大学歴史館ミュ－ジアムショップ 新宿区 西早稲田１－６－１　早稲田大学１号館１Ｆ ショッピング JS-0003-7769

ハンドメイドショップ［マキマキ］ 新宿区 西早稲田３－１５－１　ＯＫビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9321

面影橋薬局 新宿区 西早稲田３－１７－２３　サンファミール西早稲田１Ｆ ショッピング JS-0005-5037

（有）折田商会 新宿区 西落合２－１４－１７ ショッピング JS-0000-9787

ヤマグチ薬局哲学堂店 新宿区 西落合２－２４－１６　　 ショッピング ZN-0003-1376

グルトンベール 新宿区 赤城下町３２　小高ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-9338

メガネ 21 早稲田店 新宿区 早稲田鶴巻町５２１　グリーンステージ早大通り１Ｆ ショッピング JS-0001-9844

リュージュ東京ショールーム 新宿区 早稲田鶴巻町５３０ ショッピング JS-0004-5832

文具のサンワ 新宿区 早稲田鶴巻町５３８ ショッピング JS-0004-6522

もぐランド 新宿早稲田店 新宿区 早稲田鶴巻町５４４　川島ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2667

スクールプラザフジヤ 新宿区 早稲田鶴巻町５５５　　 ショッピング ZN-0002-5670

ブティック・ケイズ 新宿区 袋町３ ショッピング JS-0003-0988

アロムヴェール神楽坂店 新宿区 袋町３　神楽坂センタービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5237

免税店 2 新宿区 大久保１－１１－２　エコロ新宿第５ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2525

ハッピーデー 新宿区 大久保１－１２－１０　　 ショッピング ZN-2000-4589

She’sCOSME 新宿区 大久保１－１２－１１　　 ショッピング ZN-0002-5731

skin holic 新宿区 大久保１－１２－１５ ショッピング JS-0001-7668

東大門アウトレット 2 号店 新宿区 大久保１－１２－６　ドン・キホーテ新宿店１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3535

テックトランス株式会社 新宿区 大久保１－１４－１５　三辰ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-1465

こまどり 新宿区 大久保１－１４－１６ ショッピング JS-0002-3626

STARBOX 本店 新宿区 大久保１－１５－９　　 ショッピング ZN-0002-6107

スマイル 新宿区 大久保１－１６－１９　ビラメールビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5471

TheSEIHEE 新宿区 大久保１－１６－２４　楽園ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5403
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モイザ本店 新宿区 大久保１－１６－２８　アミティホール６　 ショッピング ZN-0002-6098

TINA 新宿区 大久保１－１６－２８　大久保マンション１０３　 ショッピング ZN-0002-3533

itsskin 新宿区 大久保１－１７－３　大久保ガーデンハイム１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5737

東大門市場 新宿区 大久保１－１７－３　大久保ガーデンハイム１－Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3527

POPSKIN 新宿区 大久保１－１７－３　大久保ガーデンハイム１Ｆ－Ｃ　 ショッピング ZN-0002-6099

skin holic 職安通店 新宿区 大久保１－１７－７ ショッピング JS-0001-7618

Brut 新宿区 大久保１－６－１２　グランメール東新宿２０１　 ショッピング ZN-0002-6607

サリフ大久保店 新宿区 大久保１－９－１６　　 ショッピング ZN-0002-3515

韓国文化空間 新宿区 大久保１－９－１７　シルバービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5747

TOB 新宿区 大久保１－９－１７　シルバービル１Ｆ－１０２　 ショッピング ZN-0002-3526

東京申峰リサイクルショップ 新宿区 大久保２－１８－１０　新宿スカイプラザ１０９ ショッピング JS-0004-7826

東大門アウトレット 新宿区 大久保２－１８－７　杉山ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3528

株式会社アイカワ 新宿区 大久保２－２０－１ ショッピング JS-0002-1268

蘭ちゃん 新宿区 大久保２－３２－１　　 ショッピング ZN-0002-6100

明洞コスメ 新宿区 大久保２－３２－２　林ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0673

リサイクルボム 新宿区 大久保２－５－２０　シティプラザ新宿１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6030

ハセガワ管楽器工房 新宿区 大久保３－１０－１　オレンジコート４ ショッピング JS-0003-3344

ASOBOO 新宿区 大久保３－１０－１　オレンジコート６－２（１Ｆ）　 ショッピング ZN-0002-6316

アバンティ本店 新宿区 大京町３１　二宮ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0258

NASUKONSHA 新宿区 築地町１９　小野ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2507

東京堂目白店 新宿区 中落合３－２７－３ ショッピング JS-0001-8714

Nove ～ノーヴェ 新宿区 津久戸町１－１２　中村ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-3522

ドレスのフジタ 新宿区 内藤町１ ショッピング SL-2000-8308

萱沼薬局 新宿区 納戸町５　　 ショッピング PK-0000-2913

リカーショップ小倉屋 新宿区 馬場下町３ ショッピング JS-0005-6651

ユーアイ薬局早稲田店 新宿区 馬場下町６２－１３　プリンセスビル早稲田 ショッピング JS-0005-9496

JB HALAL FOOD 新宿区 百人町１－１０－４　Ｋビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7954

トリアノン大久保店 新宿区 百人町１－１８－９　　 ショッピング ZN-0003-1509

UPRISE 新宿区 百人町１－１９－１５　大橋ビル ショッピング JS-0000-9015

円満屋 新宿区 百人町１－３－１６ ショッピング JS-0002-3263

COSMEREMAKE 新宿区 百人町１－３－１７　佐竹ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5735

韓流なら 新宿区 百人町１－３－１７　足立ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6918

でりかおんどる 新宿区 百人町１－３－２０　ＳＫビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5742

ラブリーコスメ 新宿区 百人町１－４－１５　　 ショッピング ZN-0002-6116

ぷちぷらコスメ 新宿区 百人町１－４－１６　内藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9329

ソウルレコード 新宿区 百人町１－４－１９　第２サタケビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5748

UPhone Shop 新宿区 百人町１－６－１４　春日ビル２０１ ショッピング JS-0003-2857

韓流ストーリー 新宿区 百人町１－６－１５　ＮＫビル１０２　 ショッピング ZN-0002-5732

韓流百貨店 新宿区 百人町１－７－１５　　 ショッピング ZN-0002-6114

韓流百貨店 2F 新宿区 百人町１－７－１５　韓流百貨店ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6112

PLAC 新宿区 百人町２－１－１　　 ショッピング ZN-0002-6109

韓流 PLAZA 新宿区 百人町２－１－２　Ｋ－ＰＬＡＺＡ２　Ｂ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6113

LINKERSCOMMUNICATION 新宿区 百人町２－２０－１ ショッピング JS-0006-0065

LINKERSHALALMART 新宿区 百人町２－２０－１　オカダヤビル第２－１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6666
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ますだ工房 新宿区 百人町２－２０－１７ ショッピング JS-0003-3866

MIRA MART 新宿区 百人町２－２０－２　１Ｆ ショッピング JS-0005-9914

THESHINNY 新宿区 百人町２－２－３　ＴＲＮ新大久保ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6111

BN 新宿区 百人町２－２－３　ＴＲＮ新大久保ビル７Ｆ ショッピング JS-0005-7831

サウンド風雅 新大久保店 新宿区 百人町２－３－２０　英泰ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-8430

IDOLPARK 新宿区 百人町２－３－２５　ソリツビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6106

ゴールドラベンダー 新宿区 百人町２－９－２　岡山ビジネスビル３０２ ショッピング JS-0004-4454

織田瓜生花店 新宿区 北新宿１－１２－１１　高根ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2764

Tuba88 新宿区 北新宿１－１３－１６　　 ショッピング ZN-0002-5683

コアテックビジョン（株） 新宿区 北新宿２－２１－１　新宿フロントタワー３Ｆ新宿眼科内 ショッピング JS-0000-8332

サトウテレビ 新宿区 北新宿２－３－２９ ショッピング JS-0004-9018

柳ショップ 新宿区 本塩町８　エーデルホーフビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2441

呉服屋 HIMARI 新宿区 矢来町１１０－１１ ショッピング JS-0005-4382

セプター 新宿区 矢来町４３－１７ ショッピング JS-0000-2481

AZUL 新宿区 余丁町６－３２　グレイビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-7460


