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加盟店名 所在地 ジャンル

Trattoria La Padella 豊島区 駒込１－１６－１２　ＩＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1051

カフェ＆バーシーサー 豊島区 駒込１－１９－１　ピアレス駒込４０２　 飲食店 ZN-0000-7997

焼肉明翠園 豊島区 駒込１－１９－２　　 飲食店 ZN-0000-7844

花わさび 豊島区 駒込１－２６－３　小津源ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7575

BarRomix 豊島区 駒込１－２８－１３　イーストビル駒込４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3552

料理屋 とり匠 豊島区 駒込１－３－４　モンテベルテ六義園１Ｆ 飲食店 SL-2000-8198

WeBARWish 豊島区 駒込１－４２－２　ライオンズマンション駒込駅前１０３ 飲食店 JS-0000-4660

良継丼丸 駒込東口店 豊島区 駒込２－１２－１３　大蔵ビル１Ｆ１０４ 飲食店 JS-0004-6638

やまぶき 豊島区 駒込２－１５－１３　ブルアートル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7985

牛繁駒込店 豊島区 駒込２－１５－７　地ビル大２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4746

くゆり 豊島区 駒込２－２－１　都営駒込２丁目アパート１０５　 飲食店 ZN-0000-7685

和ながせ 豊島区 駒込２－９－１１　加藤ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7968

一久 豊島区 高松３－５－１７ 飲食店 JS-0000-2649

ラ・フレスク 豊島区 高田１－３８－１２　目白ガーデンハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4771

鮨おくやま 豊島区 高田２－１８－２２　クレアス目白１０２　 飲食店 ZN-0000-7543

酒菜いとう 豊島区 高田２－１８－２４　キヨミール１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7691

どまん中 豊島区 高田３－１０－１１　草原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7444

寿司ロック 豊島区 高田３－１０－１８　東ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0512

NoSideClub 豊島区 高田３－１０－２２　キャッスル安斉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7662

炎としゃぼん 豊島区 高田３－１０－２４　第二大島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5551

からげんき 高田馬場店 豊島区 高田３－１１－１４　高田馬場シティハイツ１０３ 飲食店 JS-0003-9767

マニト 豊島区 高田３－１１－１８　ＴＴＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7912

すし屋の魚雄 豊島区 高田３－３６－６ 飲食店 JS-0002-6175

レストランオーボンコワン 豊島区 雑司が谷２－３－１７　ビューロ目白台１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7613

Mo’sCafe 豊島区 雑司が谷２－５－１８ 飲食店 JS-0001-9356

鳥常 豊島区 雑司が谷２－５－４　プレ・ドール目白　 飲食店 ZN-0000-7727

シェ・ヌゥ 豊島区 雑司が谷３－１－２０　Ｓ．Ｚビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7548

御代家 豊島区 西巣鴨２－３２－１０ 飲食店 JS-0000-5494

御代家 豊島区 西巣鴨２－３２－１０ 飲食店 JS-0005-8698

aDue 豊島区 西巣鴨３－２５－１２　鳥見ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6087

炭火焼肉山星 豊島区 西巣鴨４－１２－２　斗七ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7767

KANDO 豊島区 西池袋１－１２－１　Ｅｓｏｌａ池袋６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6760

梅蘭　池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　エソラ８Ｆ　 飲食店 PK-0000-6321

香家 HongKongDining 豊島区 西池袋１－１２－１　エソラ池袋６Ｆ　 飲食店 PK-0000-1588

もんじゃや池袋西口駅前店 豊島区 西池袋１－１３－５　シーガルハウス４Ｆ 飲食店 JS-0000-9405

木々家四号店池袋西口駅前店 豊島区 西池袋１－１３－５　シーガルハウスＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7879

西池袋いづも 豊島区 西池袋１－１３－６　西池袋おもろビル　 飲食店 ZN-2000-6850

一心 豊島区 西池袋１－１５－７　ベルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7766

炭火焼肉トラジ池袋西口店 豊島区 西池袋１－１７－７　ルミエールビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0182

HALF TIME 豊島区 西池袋１－１７－７　池袋ルミエールビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3031

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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ホルモン焼肉 縁 西池袋店 豊島区 西池袋１－１８－１１　　 飲食店 ZN-0000-7561

千里香池袋店 豊島区 西池袋１－２１－１　ＹＫＤビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7911

タイガーナイト 豊島区 西池袋１－２１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7144

Mina 豊島区 西池袋１－２１－３　リビック大野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2158

居酒屋清龍酒蔵 池袋西口店 豊島区 西池袋１－２２－２　　 飲食店 ZN-0000-7638

御八池袋店 豊島区 西池袋１－２２－２　ナカヤビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9388

シュウヘイヤダイフジン池袋店 豊島区 西池袋１－２２－４　　 飲食店 ZN-0000-8012

南国ファミリー 豊島区 西池袋１－２３－１　エルクルーセ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9352

OWL 豊島区 西池袋１－２３－１　エルクルーセ７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2408

串かつ揚げ揚げ池袋店 豊島区 西池袋１－２４－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2333

萬屋松風 豊島区 西池袋１－２４－５　　 飲食店 ZN-0000-7706

池袋駄菓子バー 豊島区 西池袋１－２４－９　江戸半第３ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7860

逸品飲茶・縁茗 豊島区 西池袋１－２４－９　江戸半第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7866

大阪焼肉ホルモンふたご池袋店 豊島区 西池袋１－２５－３　次郎長ビル１－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7832

逸品火鍋四季海岸 豊島区 西池袋１－２６－８　ロマンスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7678

酒蔵鞍 豊島区 西池袋１－２８－１ 飲食店 JS-0000-3304

三宝粥店 豊島区 西池袋１－２８－１　第２西池ビル６Ｆ　 飲食店 PK-0000-5854

くれよん 豊島区 西池袋１－３１－５　白井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3130

周黒鴨池袋店 豊島区 西池袋１－３１－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7875

クレイジーホース 豊島区 西池袋１－３１－６　東豊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2508

小料理 BAR 寧 豊島区 西池袋１－３２－５　佐藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1755

梟 豊島区 西池袋１－３２－８　青木ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1000

如月桃花西口店 豊島区 西池袋１－３３－７　　 飲食店 ZN-0000-7720

焼鳥唐揚ハイボール 豊島区 西池袋１－３４　矢島ニューウェーブビル壱番館 飲食店 JS-0003-5678

品品香 豊島区 西池袋１－３４－３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6459

あさひ商店 豊島区 西池袋１－３５－２　明徳ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-0505

べろ屋久島 豊島区 西池袋１－３５－３　森下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7935

ひつじや 豊島区 西池袋１－３５－４　ネスパビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7736

居酒屋弁慶 豊島区 西池袋１－３５－７　　 飲食店 ZN-0000-7654

うな鐵 豊島区 西池袋１－３５－７　　 飲食店 ZN-0000-7660

ハワイ 豊島区 西池袋１－３５－７　三杉ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7933

魚金池袋店 豊島区 西池袋１－３５－８　東海ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7600

酒菜家 池袋店 豊島区 西池袋１－３５－８　東海ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7708

イタリアンバル UOKIN 池袋 豊島区 西池袋１－３５－８　東海ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-7601

びすとろ UOKIN 池袋 豊島区 西池袋１－３－６　アウルコートＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7599

鳥桜池袋店 豊島区 西池袋１－３６－４　ＳＩコンクリートビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5536

GreenGarden 豊島区 西池袋１－３７－１５　西形ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7812

蜀簽 豊島区 西池袋１－３７－１５　西形ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6437

グリルガーデン 豊島区 西池袋１－３７－１６　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-8025

昔ばなし別館 豊島区 西池袋１－３７－１６　大雄ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7738

あんぷく 豊島区 西池袋１－３７－８　ＪＰビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7532

MUSICDiningbarBOW 豊島区 西池袋１－３７－８　ＪＰビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2742

個室居酒屋にっぽん市 豊島区 西池袋１－３８－１　　 飲食店 ZN-0000-7826

あやめ庵 豊島区 西池袋１－３８－１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7927
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桃太郎池袋西口店 豊島区 西池袋１－３８－１　ＹＳステージ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7541

刻池袋ロマンス通店 豊島区 西池袋１－３８－１　池袋ＹＳステージ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7784

BAR 時雨 豊島区 西池袋１－３８－１　池袋ＹＳステージパート２－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1782

BarCOCOA 豊島区 西池袋１－３８－２　ソシアルビルムラタ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2552

一路香 豊島区 西池袋１－３８－３　８Ｆ 飲食店 JS-0004-4690

紅れや西池袋店 豊島区 西池袋１－３８－３　ビートス池袋５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7657

BEERSAURUS 池袋店 豊島区 西池袋１－３８－５　セイコービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7772

BAffi 豊島区 西池袋１－３８－６　ＴＹビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4386

MOANA 豊島区 西池袋１－３８－７　ＭＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2646

マーラーシャン 豊島区 西池袋１－３８－７　ＭＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5796

9112 豊島区 西池袋１－３９－１　ウエストコアー３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4907

べろ首里城 豊島区 西池袋１－３９－１　宮田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7934

焼鳥くりやま 豊島区 西池袋１－３９－１　宮田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1444

炭火焼ホルモン ぐう 池袋 豊島区 西池袋１－３９－１　宮田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1446

ビーツイン 豊島区 西池袋１－４０－１　大昇ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2183

串屋さむらい 豊島区 西池袋１－４０－１　大正ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7545

つけ蕎麦の阿国 豊島区 西池袋１－４０－５　ＴＫＷ２ビル　 飲食店 ZN-2000-7507

古都台南担々麺 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6306

椿三十郎 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-6909

ラムしゃぶ金の目池袋店 豊島区 西池袋１－４０－５　名取ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7991

しんどろーむ 豊島区 西池袋１－４１－１　天幸ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3028

福ふくろう。日本酒専門店 豊島区 西池袋１－４１－１　天幸ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7643

万宝ベイカショウコウ 豊島区 西池袋１－４１－２　マキタビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-7493

焼肉貴仙 2 号店 豊島区 西池袋１－４１－６　エスペランザ池袋１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2765

三ぞう池袋店 豊島区 西池袋１－４２－１　ファーストアベニュービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8014

西夢番地一丁目 豊島区 西池袋１－４２－９　叶ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5435

ハンバーグ・ステーキ宮崎亭 豊島区 西池袋１－４－３　藤巻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7946

四季香 豊島区 西池袋１－４３－３　日精ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7758

福清菜館 豊島区 西池袋１－４３－９　アミューズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7970

マインスペース池袋北口店 豊島区 西池袋１－４３－９　アミューズ池袋ビル２Ｆ－１０Ｆ 飲食店 JS-0004-5118

四季香新館 豊島区 西池袋１－４３－９　アミューズ池袋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7783

漁人港 豊島区 西池袋１－４４－１０　花鳥風月ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7951

BICERIN METROPOLITAN 豊島区 西池袋１－８－１　東京芸術劇場　 飲食店 ZN-0000-7922

BLueOCEANGRILL 豊島区 西池袋１－９－２　池袋デュープレックスタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7683

barMurao 豊島区 西池袋３－２２－１０－２０２　大晃第７ビル　 飲食店 ZN-2000-1205

Plumier 豊島区 西池袋３－２２－１４国土西池ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1424

グリルドミートバルタイジュ 豊島区 西池袋３－２２－５　パークスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7819

プレゴパケット 豊島区 西池袋３－２３－１小倉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9216

ホオバール 豊島区 西池袋３－２３－６　マツヤマビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7614

PHOTRUNG 豊島区 西池袋３－２３－８　ＭＡＲＵビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7803

木々家二号店 豊島区 西池袋３－２５－２　大晴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7629

すし輝 豊島区 西池袋３－２７－４ 飲食店 JS-0000-2298

石庵 池袋店 豊島区 西池袋３－２７－６　広瀬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4570

はち八池袋西口店 豊島区 西池袋３－２９－１１　泉ビル 飲食店 JS-0004-1682
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the BAR ACE 豊島区 西池袋３－２９－１１　泉ビル２ＦＡ 飲食店 SL-2001-0220

逢鳥 豊島区 西池袋３－２９－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4931

夜来香池袋店 豊島区 西池袋３－２９－２　三原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7977

ORIENTAL KITCHEN 豊島区 西池袋３－２９－２　三原ビルＢ１ＦＣ号室 飲食店 JS-0005-8195

FREEFLOWRANCH 豊島区 西池袋３－２９－３　梅本ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-0388

旅する酒場 サカタビ 豊島区 西池袋３－２９－４　ジェスト７ビルＢ１Ｆ３号室 飲食店 SL-2000-5973

出羽鮨 豊島区 西池袋３－２９－４　大成ビルＢ１－Ｃ 飲食店 JS-0002-4671

スパイス料理とワイン Zero 豊島区 西池袋３－３０－１０　すやまビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5179

300BONE 豊島区 西池袋３－３０－１１ 飲食店 JS-0004-8133

希望の星 1 号店 豊島区 西池袋３－３０－１１　泰共フラットビル１０３ 飲食店 JS-0003-7196

焼鳥 MOZU 豊島区 西池袋３－３０－２　フェリース西池袋２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7880

フォーベトレストラン 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２－４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7716

Ream 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２－５Ｆ－６　 飲食店 ZN-0000-7898

しゃぶ邸よろこび 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラサ２－５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-8003

E いいねぇ 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ２－６Ａ　 飲食店 ZN-2000-2410

HIGH ＆ LOW 豊島区 西池袋３－３１－１５　ロイヤルプラザ８Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-3616

焼肉ホルモン笠島 豊島区 西池袋３－３３－１７　東武池袋サンライトマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4886

GARA 西池袋店 豊島区 西池袋５－１３－１０　ハイマート西池袋１０２　 飲食店 ZN-0000-7815

AGNI 豊島区 西池袋５－２５－２　京南ビルＮｏ２９－１Ｆ 飲食店 JS-0000-9197

東京一升瓶 豊島区 西池袋５－４－８　河野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7944

ベッラ ルーナ 豊島区 千早１－１５－１０　千早ビル１０２ 飲食店 JS-0002-8553

香麦荘 豊島区 千早１－２３－２０　　 飲食店 PK-0000-6550

GIRLSBAR ダイヤモンド 豊島区 巣鴨１－１３－３　越路ビル１Ｆ－１　 飲食店 ZN-2000-4581

ルナエソレイユ 豊島区 巣鴨１－１３－３　福沢ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1970

TIMESBARB ＆ B 豊島区 巣鴨１－１３－５　巣鴨プラザビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2767

鉄板バル あたしん家 豊島区 巣鴨１－１７－６　中島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8838

ハノイフォー 豊島区 巣鴨１－１７－８　Ｎ２－１１７８－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7841

焼肉 食道楽 豊島区 巣鴨１－１８－９　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6368

上海家庭料理・笑顔 豊島区 巣鴨１－２－１　 飲食店 SL-2000-1843

すがも亭 豊島区 巣鴨１－２１－８　田光ビル方１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7586

コパン巣鴨店 豊島区 巣鴨１－２３－５　堀川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7366

Private Kitchen1833 豊島区 巣鴨１－２７－１２　ビラホースシュー１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7120

焼肉とく大和郷 豊島区 巣鴨１－３－４　春水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2938

プルジャダイニング 豊島区 巣鴨１－３４－４　　 飲食店 ZN-0000-7794

金剛苑 豊島区 巣鴨２－１－１　第一塚本商事ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6340

ホルモン焼肉縁巣鴨店 豊島区 巣鴨２－１－３　Ｊビル　　 飲食店 ZN-0000-7560

RUSHBar 豊島区 巣鴨２－１－３　Ｊビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-3357

巣鴨酒場　笑う門には福来る 豊島区 巣鴨２－１－５　ボクサール巣鴨３Ｆ 飲食店 AL-0000-0002

炉端鰓呼吸巣鴨店 豊島区 巣鴨２－４－４　　 飲食店 ZN-0000-7573

FirstTime 豊島区 巣鴨２－４－４　大豊ビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-4385

すずなり 豊島区 巣鴨２－４－７　スマイルホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7932

KONDODINING 豊島区 巣鴨２－４－７　スマイルホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7429

TAKOYAKI STAND をごちゃん 豊島区 巣鴨２－９－２７ 飲食店 AL-0000-0177

鳥晶 豊島区 巣鴨２－９－２７ 飲食店 JS-0000-5970
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ニュー加賀屋巣鴨店 豊島区 巣鴨２－９－３　田中ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7967

2833 豊島区 巣鴨３－１－１６　マンション秀峰１０１　 飲食店 ZN-2000-5683

鮨処春 豊島区 巣鴨３－２５－５　　 飲食店 ZN-0000-7713

ゆんたく酒場 豊島区 巣鴨３－３１－２　アルカディア篠１０５ 飲食店 JS-0004-8315

洋食小林 豊島区 巣鴨４－１６－８　巣鴨ハピネス１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1705

巣鴨三浦屋 豊島区 巣鴨４－２２－２７　　 飲食店 ZN-0000-7705

サケノマ 豊島区 巣鴨４－２４－４－１０７ 飲食店 JS-0001-1738

WANTED 豊島区 池袋１－１－４　第３絆ビル８０１　 飲食店 ZN-2000-1412

Hearts 豊島区 池袋１－１－４　第三絆ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4172

焼肉東峯苑 豊島区 池袋１－７－１３　大野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6440

RAS 豊島区 池袋２－１０－３　第１絆ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-7596

でんでけ 豊島区 池袋２－１０－６　ウエモビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7677

池袋西口肉寿司 豊島区 池袋２－１０－７　藤田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7965

サンクチュアリ 豊島区 池袋２－１０－８　大晃第８ビル　 飲食店 ZN-2000-1180

寿し和 西口店 豊島区 池袋２－１０－８　大晃八ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7754

メロディ 豊島区 池袋２－１１－５　アユミビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2727

バーシェール 豊島区 池袋２－１２－１３　１２ビル３０２　 飲食店 ZN-2000-0925

雑草庵 豊島区 池袋２－１２－１３　十二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7749

1UP 豊島区 池袋２－１２－１４　第８前島ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-7796

わだつみ 豊島区 池袋２－１２－５ 飲食店 JS-0004-0628

海畑 豊島区 池袋２－１２－９　広瀬ビル３－１Ｆ 飲食店 JS-0000-1708

五感池袋 2 号店 豊島区 池袋２－１－３　大福ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7937

びーはま 豊島区 池袋２－１－３　大福ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-7550

BAR 和海 豊島区 池袋２－１３－６　鈴木ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4707

Glen’s 豊島区 池袋２－１３－８　５Ｆ 飲食店 JS-0004-2380

旬彩和創作料理亀 豊島区 池袋２－１４－１１ 飲食店 JS-0004-0306

Drink ＆ DiningNock 豊島区 池袋２－１４－４　池袋西口スカイビル　 飲食店 ZN-0000-7824

金太郎 豊島区 池袋２－１６－３　池袋ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7544

ファンキーミート 豊島区 池袋２－１９－９　東仙荘１Ｆ左 飲食店 JS-0004-7619

海鮮酒場 魚波 西口港 豊島区 池袋２－２２－２　　 飲食店 ZN-0000-7610

BRANCHU 豊島区 池袋２－２－４　手塚ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7917

2nd RooM 豊島区 池袋２－２－４　手塚ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7733

好茶　池袋店 豊島区 池袋２－２４－５　ロックビル１０４　 飲食店 PK-0000-6411

串酒蔵日吉丸 2 号店 豊島区 池袋２－２－７ 飲食店 JS-0003-9854

CARTA  池袋店 豊島区 池袋２ー７３ー４　第二コーポ白雪１Ｆ 飲食店 SL-2000-8464

口福の皿 豊島区 池袋２－３０－１３　小柳ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9647

好良久 豊島区 池袋２－３３－１８ 飲食店 JS-0004-6016

三馬力池袋店 豊島区 池袋２－３５－２　第三工藤ビル　 飲食店 ZN-0002-1406

木々家本店 豊島区 池袋２－３６－１１　　 飲食店 ZN-0000-7628

ペンギンのいる BAR 豊島区 池袋２－３８－２　ＣＯＳＭＹ－１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7817

ジャパニーズクイジーヌ イノ 豊島区 池袋２－４０－１　第２シャンポール２Ｆ 飲食店 JS-0004-0631

酒の一滴は 血の一滴 涙は心の汗 豊島区 池袋２－４１－２　葉山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7534

BAR 玉彦 豊島区 池袋２－４－２　ＹＫビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1473

炙り炎 豊島区 池袋２－４２－１　第３ミネオカビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7565
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すし処椛 豊島区 池袋２－４２－７　マキタビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2442

BARWAVE 豊島区 池袋２－４２－７　マキタビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4235

RADIA 豊島区 池袋２－４２－９　中川ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4132

そば助池袋西口店 豊島区 池袋２－４－３　１Ｆ　江戸半第３パレスビル　 飲食店 ZN-2000-3487

鉄板焼焔 EN 豊島区 池袋２－４－３　江戸半第３パレス２Ｆ 飲食店 JS-0003-4883

ビストロマメ 豊島区 池袋２－４－３　徳永第五ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7589

MUSE 豊島区 池袋２－４３－２　ＦＩＮＯビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4880

Els 豊島区 池袋２－４４－２　ＴＩＳビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2176

海鮮山〔かいせんざん〕 豊島区 池袋２－４５－２　高崎ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8154

チョアヨ 豊島区 池袋２－４－６　徳永第三ビル２Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-7591

話食処 菜奈や 豊島区 池袋２－４６－２　第二加藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7996

五感池袋 1 号店 豊島区 池袋２－４７－１２　池袋第二絆ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7936

水雲天飯店 豊島区 池袋２－４７－７　フォーレセブンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7626

MusicBarLANDSROCK 豊島区 池袋２－４７－７　フォーレセブンビル６０２　 飲食店 ZN-2000-2595

DiningBar まや 豊島区 池袋２－４７－７　フォーレセブンビル８０１ 飲食店 JS-0001-6215

HANA 豊島区 池袋２－４８－２　ザーバレル池袋ビル３０２　 飲食店 ZN-0000-7865

小次郎池袋 豊島区 池袋２－５－１　徳永第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6954

韓国家庭料理だんじ 豊島区 池袋２－５３－１　小林ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7096

Honey 豊島区 池袋２－５３－１０　第１０マツモトビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3691

自起屋 豊島区 池袋２－５４－１　パールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7564

鮨八角 豊島区 池袋２－５－５　市川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3635

肉 BAR KACCHAN 豊島区 池袋２－５７－１１ 飲食店 JS-0002-2294

焼肉いたみ元 豊島区 池袋２－５－８　韓国会館　　 飲食店 ZN-0000-7947

万世家 豊島区 池袋２－５８－５　　 飲食店 ZN-2000-6256

鶏串焼処ぐんぼう 豊島区 池袋２－６－２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8540

ピラブカウ 豊島区 池袋２－６２－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7979

韓二郎 豊島区 池袋２－６２－６　第三栄寿ビル　 飲食店 ZN-0000-7696

GreenGarden 豊島区 池袋２－６４－１１　平和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7931

呑処 iitoki 豊島区 池袋２－６４－１１　平和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7953

牛道 豊島区 池袋２－６４－１３　　 飲食店 ZN-0000-7999

あもんヨコ 豊島区 池袋２－６９－１　新井ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-7878

神の羊池袋【ジンギスカン専門店】 豊島区 池袋２－７０－５　カーサ・ヤマブキ 飲食店 SL-2000-6066

ネパ－ルバンチャガ－ル　Ariga 豊島区 池袋２－７２－６　　 飲食店 PK-0000-6407

富久鮨 豊島区 池袋２－７－５ 飲食店 JS-0002-9474

居酒屋ばがぼんど 豊島区 池袋２－７－５　第三川口ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0209

ぜん池袋本店 豊島区 池袋２－８－３　田中ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7862

KINGRUM 豊島区 池袋２－９－１　太田屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0938

Edge SIX 豊島区 池袋２－９－１　太田屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7868

レッドピーマン 豊島区 池袋３－１－２　光文社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1052

くに喜や 豊島区 池袋３－５６－８　グリーンビレッジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7808

鮮旬 豊島区 池袋４－１６－３　　 飲食店 ZN-2000-1291

ShrimpBank 豊島区 池袋４－２６－１１　中本ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-7668

北庵 豊島区 池袋本町４－２５－５　　 飲食店 PK-0000-2409

牛繁椎名町店 豊島区 長崎１－１８－５　カーム椎名町店舗　 飲食店 ZN-0000-3521
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海鮮酒場魚波椎名町港 豊島区 長崎１－２－１　　 飲食店 ZN-0000-7850

すし屋の戸 豊島区 長崎２－３－１８　　 飲食店 ZN-0000-7687

BAR　Puny　Pony 豊島区 長崎４－１３－７　キャッスル東長崎１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6742

お好み焼きまるい 豊島区 長崎４－７－１１　マスターズ東長崎１Ｆ 飲食店 JS-0005-8911

フルプライム 豊島区 長崎４－８－１３　コクリコビル１０２　 飲食店 PK-0000-3984

SmokeBeerFactory 東長崎店 豊島区 長崎４－９－６　第１八島荘左側店舗 飲食店 JS-0005-5007

BRASSERIE 炉暖 豊島区 長崎６－３５－８　　 飲食店 ZN-0000-7775

炭火やきとり とり膳 豊島区 東池袋１－１－１　ＴＯＫビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-2879

くいどころ BAR 一翠 豊島区 東池袋１－１－１０　新々園ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7527

紋池袋店 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9373

60F 通り店 豊島区 東池袋１－１２－１３　セイコービル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9350

台北夜市 豊島区 東池袋１－１２－１３　セイコービル４Ｆ 飲食店 JS-0004-4619

ラックタイ池袋東口サンシャイン通り店 豊島区 東池袋１－１２－１４　ハヤカワビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7908

池袋の肉バル Carne 豊島区 東池袋１－１３－１０　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7910

池袋焼肉ちからや 豊島区 東池袋１－１３－１０　第一坂田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-8326

三九厨房 豊島区 東池袋１－１３－１１　近代グループＢＬＤ７号館３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8008

イケバル 豊島区 東池袋１－１４－１２　第２ＳＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7536

SHOTBARETERNITY 豊島区 東池袋１－１５－８　フジプラザ３Ｆ－６　 飲食店 ZN-2000-1114

ならや 豊島区 東池袋１－１７－１１　パークハイツ池袋１Ｆ 飲食店 JS-0005-4252

馬車に乗ったモッツアレッラ 豊島区 東池袋１－１７－４　山口ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7549

abientot 豊島区 東池袋１－１７－５　本田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0734

ビーボ 豊島区 東池袋１－２０－５　七富久ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-7747

セガコラボカフェ池袋 豊島区 東池袋１－２１－１　Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0002-9794

ちばチャン池袋本店 豊島区 東池袋１－２１－１３　ＯＲＥ池袋ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7681

とんちゃん 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－１３　近代グループＢＬＤ１１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4367

焼肉叙庵 池袋東口店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7750

生きる 豊島区 東池袋１－２２－７　瑞光ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7896

庄家 豊島区 東池袋１－２３－１　第１ソシアルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7717

焼牛伊家 豊島区 東池袋１－２３－１　第１ソシアルビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7594

鶏豚きっちん池袋店 豊島区 東池袋１－２３－１２　　 飲食店 ZN-0002-1354

キッチンすいらく 豊島区 東池袋１－２３－４　　 飲食店 ZN-2000-7170

THE キャラ CAFE 豊島区 東池袋１－２３－５　オトメイトビル４Ｆ　 飲食店 PK-0000-0850

居酒屋 柏屋 豊島区 東池袋１－２３－９　スタック池袋２Ｆ 飲食店 JS-0005-8037

焼肉 叙々苑 燦々亭 東池袋店 豊島区 東池袋１－２－４　小島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4139

花門亭池袋店 豊島区 東池袋１－２－５　東輝ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1359

池袋カドヤ 豊島区 東池袋１－２－５　東輝ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7605

Tao 豊島区 東池袋１－２－６ 飲食店 JS-0001-6283

日本料理香車 豊島区 東池袋１－２６－４　サンフラワービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7721

ミートチョップス 豊島区 東池袋１－２７－５　関口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7718

サフラン池袋 豊島区 東池袋１－２８－１　タクトＴ．Ｏ．ビル２０１ 飲食店 SL-2000-5941

如月桃花 豊島区 東池袋１－２８－３　市川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7714

マサラハット池袋店 豊島区 東池袋１－２８－３　市川ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7583

もうやんカレー池 豊島区 東池袋１－２８－３　市川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7821

ハンズ前店 豊島区 東池袋１－２９－４　成田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9406
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カプリチョーザ池袋東口店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビルＢ１Ｆ　　 飲食店 AX-2000-0130

SCHMATZ キュープラザ池袋店 豊島区 東池袋１－３０－３　キュープラザ池袋Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2522

ベジバル Itaru 豊島区 東池袋１－３１－２　ルピナス池袋１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2173

ほたる月 豊島区 東池袋１－３１－６　三昌ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8016

中国料理大連餃子房 豊島区 東池袋１－３－３　入船ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2603

築地食堂 源ちゃん 東池袋店 豊島区 東池袋１－３５－８　第１伊三美ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7748

満留賀 豊島区 東池袋１－３６－３ 飲食店 JS-0001-5374

Oasis 豊島区 東池袋１－３８－４　Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2038

海鮮酒場魚波ず 豊島区 東池袋１－３９－１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7571

Abbot’sChoice 池袋東口店 豊島区 東池袋１－３９－７　第二三恵ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7675

Hailey’5Cafe 池袋店 豊島区 東池袋１－４０－２　池袋旗ビル５・６・７Ｆ 飲食店 JS-0002-8057

豊月 豊島区 東池袋１－４０－９　第８９東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7757

蔵元居酒屋清龍酒蔵池袋本店 豊島区 東池袋１－４－２　　 飲食店 ZN-0000-7665

トサカモミジ池袋店 豊島区 東池袋１－４－２　三経３３ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7524

Ricca 豊島区 東池袋１－４２－１８ 飲食店 JS-0005-1432

バルデリコ 3 号テン 豊島区 東池袋１－４－３　　 飲食店 ZN-0000-7801

博多劇場池袋東口店 豊島区 東池袋１－４３－５　Ｄ－ＢＯＸビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9555

HOMIES 豊島区 東池袋１－４５－５　Ａ－１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0692

居酒屋鶴龍 豊島区 東池袋１－４－６　高和ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7814

ハヌリ池袋店 豊島区 東池袋１－４－６　高和ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7655

四季の宴 豊島区 東池袋１－５－７　ＬＡＢＩ総本店７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7782

池袋東口肉寿司 豊島区 東池袋１－７－４　　 飲食店 ZN-2000-6770

OTAMA 池袋 豊島区 東池袋１－７－８　大国屋１０ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8015

TUCANO’S 池袋 豊島区 東池袋１－８－１　ＷＡＣＣＡ５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7786

サカナメルカート・ゼン池袋 WACCA 店 豊島区 東池袋１－８－１　池袋ＷＡＣＣＡ５Ｆ 飲食店 JS-0004-4100

スナリ東池袋店 豊島区 東池袋２－４－７ 飲食店 JS-0004-8822

稲水器あまてらす 豊島区 東池袋２－６２－１１ 飲食店 JS-0005-2568

BarNash 豊島区 東池袋２－６３－１５　アミューズ館パート２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3448

カフェ・マルニ 豊島区 東池袋３－１０－１　第二竹下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4025

鮨会席小澤 豊島区 東池袋３－１１－７　ライオンズマンション池袋第三１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7966

易福菜館 豊島区 東池袋３－９－１３－１０１　　 飲食店 ZN-2000-5993

Bar de Rico エアライズタワー 豊島区 東池袋４－５－１　エアーライズタワーＢ１０２　 飲食店 ZN-0000-7762

北新地 鳥屋 豊島区 東池袋４－５－１　エアライズタワＢ１０１　 飲食店 ZN-0002-1367

あさひ本店 豊島区 東池袋４－５－１　エアライズタワー１０１　 飲食店 ZN-2000-1815

何駄感駄 豊島区 東池袋４－６－１０　ルナ大住ビルＢ１ 飲食店 JS-0000-2027

Malaychan2 豊島区 東池袋４－６－１２　サカエビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6219

まかない家こうちゃん 豊島区 東池袋５－２－５　　 飲食店 ZN-0000-7612

焼肉一龍 豊島区 東池袋５－４５－６　新大コーポラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7694

レガル東京 豊島区 東池袋５－７－５　ＭＨＣビル第３ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7704

ウーベルチュール 豊島区 南大塚１－１６－５　ラフィーネ南大塚１Ｆ 飲食店 JS-0002-7187

焼鳥 クロウタドリ 豊島区 南大塚１－５０－５　コーポ大塚マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-9708

日本酒はなおか 豊島区 南大塚１－５１－１８ 飲食店 JS-0001-9770

松し満 豊島区 南大塚１－５１－１８－１０１ 飲食店 JS-0000-7567

大 うなぎ宮川 豊島区 南大塚１－５３－５　　 飲食店 ZN-0000-7732
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S・B・F なまちゃんブリューイング 豊島区 南大塚１－６０－１９　パルムハウス１０３ 飲食店 JS-0003-8632

レストラン BerryBelly 豊島区 南大塚２－１３－７ 飲食店 JS-0005-7945

大塚中華 Keiwa 豊島区 南大塚２－２－２０ 飲食店 JS-0003-6383

Tazza 新大塚店 豊島区 南大塚２－２５－１２ 飲食店 JS-0004-3688

酒菜おお木 豊島区 南大塚２－２６－２３　コローレ大塚１０１　 飲食店 ZN-0000-7884

炭火焼肉てっちゃん 豊島区 南大塚２－３６－１　都営住宅１－１０５　 飲食店 ZN-0000-7995

酒蔵 きたやま 豊島区 南大塚２－４４－３ 飲食店 JS-0001-7298

天俊 豊島区 南大塚３－２０－９　Ｕ・ガーデン１Ｆ 飲食店 JS-0002-6522

republic 豊島区 南大塚３－３６－８　井口建物１０３ 飲食店 JS-0004-5755

日本酒商店 YODARE 大 店 豊島区 南大塚３－３８－１３　正和ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7891

月夜野 豊島区 南大塚３－３８－１４　ガーデンアオヤギ１０１　 飲食店 ZN-0000-7709

ワイン厨房 tamaya 豊島区 南大塚３－３９－７　　 飲食店 ZN-0000-7611

緩 豊島区 南大塚３－４１－８　エスポアールビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5396

炙り Dining ガブリス 豊島区 南大塚３－４１－８　トーシン南大塚ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1941

与志万 豊島区 南大塚３－４５－７　ラインビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7615

お料理乃村 豊島区 南大塚３－４７－５　小田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7443

CORAZON 南大 豊島区 南大塚３－４７－７　エトウビル　 飲食店 ZN-0000-7656

OTSUKA PIZZA 豊島区 南大塚３－４８－１１　サンビル南大塚１０１　 飲食店 SL-2000-5413

頂きまんもす 豊島区 南大塚３－４８－２　ＮＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6733

焼き鳥屋 くら 豊島区 南大塚３－４８－５　保上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7661

お勝手料理の店くるりん 豊島区 南大塚３－４８－６　内出ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7556

CONA 大 店 豊島区 南大塚３－５０－３　Ｔ・Ｊ大ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7776

やっぱりインディア 豊島区 南大塚３－５０－３　運来ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7992

末廣鮨 豊島区 南大塚３－５１－７ 飲食店 JS-0004-0171

旬なか川 豊島区 南大塚３－５３－７　橋本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7707

やきとり母家 豊島区 南池袋１－１２－６　母家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7707

知床漁場池袋 豊島区 南池袋１－１３－２１　和泉屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2049

とんちゃん池袋南店 豊島区 南池袋１－１７－１３　ゴールデンプラザ池袋５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7940

ittenBAR 豊島区 南池袋１－１７－１３　ゴールデンプラザ池袋８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7688

焼肉叙々苑燦々亭池袋南口店 豊島区 南池袋１－１７－２　南池袋Ｉ－Ｎビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5924

勝や 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ａ－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-7863

極・和牛焼肉やざわ 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-7839

筑前屋池袋店 豊島区 南池袋１－１９－１０　南池袋オガワビル　 飲食店 ZN-0000-7981

東池袋魚金 豊島区 南池袋１－１９－１２　山の手ビル東館Ｂ１Ｆ・１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7598

和金 豊島区 南池袋１－２０－１１　池袋第５ビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-9806

山海屋 豊島区 南池袋１－２０－１１　池袋第５ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8021

三段腹 豊島区 南池袋１－２０－１１　池袋第５ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8023

和鳥池袋東口店 豊島区 南池袋１－２０－１１　池袋第五ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8026

翠風 豊島区 南池袋１－２０－３　藤久ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7526

ビストロ HIRO 豊島区 南池袋１－２０－３　藤久ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7528

もつ鍋居酒屋はらへった池袋 豊島区 南池袋１－２１－４　繁昌社南池袋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5448

焼肉処 はん 豊島区 南池袋１－２２－１　朝日ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7128

29RounD 豊島区 南池袋１－２２－２　９Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6458

すためしどんどん池袋東口駅前店 豊島区 南池袋１－２２－５　ニューナカノビル２・３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6147
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あやの邸 豊島区 南池袋１－２３－１１　ブロンスビル１１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7889

和金 豊島区 南池袋１－２３－１１　ブロンズビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-8331

海鮮山鮮 豊島区 南池袋１－２３－９ 飲食店 JS-0001-9691

炭火串焼楓 豊島区 南池袋１－２５－４　ＲＳビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0627

楽宴 豊島区 南池袋１－２６－２　近代ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5880

東京日和 豊島区 南池袋１－２７－８　８Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7804

九条 豊島区 南池袋１－２７－８　サンパレスビル６Ｆ 飲食店 SL-2000-8754

木々家五号店 豊島区 南池袋１－２７－８　サンパレスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7921

戸灯路池袋東口店 豊島区 南池袋１－２７－８　大庄池袋東口ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6960

BistroTOKU 豊島区 南池袋１－２７－８　大庄池袋東口ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8018

エスクラヴォ 豊島区 南池袋１－７－２０　大同ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-7915

時に団欒 豊島区 南池袋１－８－２４　日神パレステ－ジ南池袋１０２　 飲食店 PK-0000-0548

肉バル KACCHAN 南口店 豊島区 南池袋１－８－７　会津天宝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7949

インド料理マハール 豊島区 南池袋１－９－２４　ロイヤルコーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7847

串揚げとワイン源 豊島区 南池袋２－１１－５　三栖ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5549

惣次郎 豊島区 南池袋２－１１－６　　 飲食店 ZN-2000-3287

鯛の鯛 豊島区 南池袋２－１４－１　池袋マンション１０３ 飲食店 JS-0001-9741

RACINES 豊島区 南池袋２－１４－２　ジュンク堂書店池袋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7535

魚の旨い店 池袋店 豊島区 南池袋２－１６－１２ 飲食店 JS-0002-2521

南南とんとくや 豊島区 南池袋２－１７－１１　　 飲食店 ZN-0000-7651

ラシーヌ南池袋公園店 豊島区 南池袋２－２１－１　　 飲食店 ZN-0000-7851

RACINES 豊島区 南池袋２－２１－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7853

RACINE 豊島区 南池袋２－２１－１　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7854

Baku の夢 豊島区 南池袋２－２２－１　 飲食店 SL-2000-8732

ニュー加賀屋南池袋店 豊島区 南池袋２－２３－４　富沢ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7990

残心 豊島区 南池袋２－２６－１０　アクティオーレ南池袋３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8002

円居－ MADOy －池袋 豊島区 南池袋２－２６－９　ニュープライムビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7597

清龍酒蔵南池袋店 豊島区 南池袋２－２７－１８　１Ｆ，Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7577

清龍酒蔵南池袋店 豊島区 南池袋２－２７－１８　２Ｆ・３Ｆ・４Ｆ・５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7578

トラジ池袋東口店 豊島区 南池袋２－２７－５　共和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0187

地酒遊楽 裏や 豊島区 南池袋２－２７－６　　 飲食店 ZN-0000-7719

東口大東苑 豊島区 南池袋２－２７－６　諏訪ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7740

美肉酒房鮮 Q 豊島区 南池袋２－３１－３　東高ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7830

焼酎 BAR 御焼 豊島区 南池袋２－３５－７　岩田光建ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7858

しん太 豊島区 南池袋２－４－１ 飲食店 JS-0005-5140

レストランかざみどり 豊島区 南池袋２－４１－２０　　 飲食店 ZN-0000-7761

ダイマス 豊島区 南池袋２－４２－７　　 飲食店 ZN-2000-2536

インド・ネパ－ル料理・ダイマス 豊島区 南池袋２－４２－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-2537

Jugar cafe 豊島区 南池袋２－４３－１７ 飲食店 JS-0000-0069

梅蘭新庁舎店 豊島区 南池袋２－４５－１　豊島区新庁舎２Ｆ 飲食店 ZN-0000-7820

Too 豊島区 南池袋２－８－１　エバーグリーンハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7623

美酒館 ザ ジェントル 豊島区 南池袋２－８－１２　　 飲食店 ZN-2000-7143

ひ暮らし 豊島区 南池袋２－８－９　　 飲食店 ZN-0000-7956

貴寿司 豊島区 南池袋２－９－１８ 飲食店 JS-0000-9074
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しゃぶしゃぶ日本料理兼久 豊島区 南池袋２－９－３　サンビルディングＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7861

とりや雲吉 豊島区 南池袋３－１３－７　　 飲食店 ZN-0000-7745

CONA 池袋南口店 豊島区 南池袋３－１４－１２　江川ビル　 飲食店 ZN-2000-6170

鉄板 DinerJAKEN 池袋本店 豊島区 南池袋３－１５－１１　内田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8380

天ぷら割烹 天山 豊島区 南池袋３－１６－１２ 飲食店 JS-0002-8732

木々家七号店 豊島区 南池袋３－１６－８　近代グループＢＬＤ６号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7595

すし屋のいけ勘 豊島区 南長崎１－３－７ 飲食店 JS-0001-8694

ふ－ち－く－ち－の HANARE 豊島区 南長崎４－４１－１　　 飲食店 PK-0000-2040

ボンヅ 豊島区 南長崎５－１６－８　　 飲食店 ZN-2000-6996

牛繁 東長崎店 豊島区 南長崎５－１７－１２　柳橘ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3525

やきとんとんぼ 豊島区 南長崎５－２６－１　マチテラス南長崎１Ｂ 飲食店 JS-0004-5174

鮮魚と色鶏どりの酒処ふ－ち－く－ち 豊島区 南長崎５－２９－２　島田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0328

インド，ネパール料理マサラハット 豊島区 南長崎５－３３－４０ 飲食店 JS-0000-2373

銘酒処串駒 豊島区 北大塚１－３３－２５ 飲食店 JS-0000-5028

串駒房 豊島区 北大塚１－３３－２７ 飲食店 JS-0000-9009

ブルーライト 豊島区 北大塚２－１０－１０　　 飲食店 ZN-0000-7843

嵐山 豊島区 北大塚２－１０－１０　岡部第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7840

蛇の目鮨 豊島区 北大塚２－１０－９　菊池ビル　　 飲食店 ZN-0000-7574

中華居酒屋千の香 豊島区 北大塚２－１１－２ 飲食店 JS-0001-7773

KALAS 豊島区 北大塚２－１３－２　高原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7689

魚と酒はなたれ大 店 豊島区 北大塚２－１５－６　ホテルフロンティアＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7855

エスニックダイニングジャポン 豊島区 北大塚２－１６－９　ライオンズマンション２Ｆ 飲食店 JS-0003-9571

餃子酒場大田屋大 店 豊島区 北大塚２－１７－２　大ｐｈビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7894

テイクファイブ 豊島区 北大塚２－１７－４　キャリアビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2512

炭火焼肉山水園 豊島区 北大塚２－２－３　　 飲食店 ZN-0000-7581

大 ブタマミレ 豊島区 北大塚２－２８－１　　 飲食店 ZN-0000-7980

焼肉屋台皐月 豊島区 北大塚２－２８－４　大塚のれん街ヘ区画 飲食店 JS-0004-7251

魚屋みらく劇場 豊島区 北大塚２－２８－７　　 飲食店 ZN-0002-1504

BAR MOO 豊島区 北大塚２－２９－１　アセッツビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2761

ビストロ・ジュイエー 豊島区 北大塚２－３－１２　大角萬１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7704

炭火焼き鳥えん 豊島区 北大塚２－８－１１　プログレスヒルズＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7903

はなや 豊島区 北大塚２－８－１２　オリエンタル大塚コーポラス１０５　 飲食店 ZN-0000-7805

大 酒 BAR 豊島区 北大塚２－８－６　第２不二ハイツ１０２　 飲食店 ZN-0000-7957

桃太郎大 店 豊島区 北大塚２－９－２　江戸屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7542

ル・ヴァンキャトル 豊島区 目白２－３－３　目白Ｙビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7648

南雲 豊島区 目白３－１４－１８　　 飲食店 ZN-0000-7529

タイのラーメン 豊島区 目白３－１４－２０　永長ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3277

マックスキャロット 豊島区 目白３－１６－１６　広運ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8009

写楽目白店 豊島区 目白３－２－９　　 飲食店 ZN-0000-7731

ビストロ AMI 豊島区 目白３－２－９　村松ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7746

Bar 井原 豊島区 目白３－５－１１　ＮＯＢビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6298

目白 待つ宵 豊島区 目白３－５－８　Ｔ・Ｓ・Ｔ古海１－Ｂ 飲食店 JS-0001-3073

ガッタイオーラドルチ 豊島区 目白５－１５－１２　　 飲食店 ZN-0000-7799

福満苑 鼓楼 豊島区 要町１－１４－９ 飲食店 JS-0004-6711
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SmokeBeerFactory 要町店 豊島区 要町１－１８－１２ 飲食店 JS-0005-4802

酒肴やさくら 豊島区 要町１－１８－３　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6542

英福 豊島区 要町１－１９－３　いさみビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7787

Mr．Brilliant1 豊島区 要町１－１９－８　　 飲食店 PK-0000-1307

茶月要町 豊島区 要町１－９－７　　 飲食店 PK-0000-1656

栄寿し 豊島区 要町２－９－１０　１Ｆ、２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7663

DineTANAKAI 豊島区 要町３－１０－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7652

アメリカンバービーポップ 豊島区 要町３－２３－１２　クレセントビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2928

安曇野 豊島区 要町３－３８－２ 飲食店 JS-0002-0665

鰍嘉 豊島区 要町３－９－３　　 飲食店 ZN-0000-7640

あれ屋これ家ひろ喜 豊島区 要町３－９－４　ヴィラユ－カリ１０１　 飲食店 PK-0000-2475

ぎゃらりー工芸舎 豊島区 駒込１－３－２　２Ｆ ショッピング JS-0005-5703

有限会社イワタメガネ 豊島区 駒込１－３５－６　ライオンズマンション塩田駒込１０２ ショッピング JS-0002-0337

ペットン駒込店 豊島区 駒込１－３－６ ショッピング JS-0000-2650

スコヤカ薬局 豊島区 駒込１－４２－５　萬盛堂駒込ビル４Ｆ　 ショッピング PK-0000-0648

プラザ摩耶駒込店 豊島区 駒込２－１３－７　小川第２ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3830

フジサウンドカラー 豊島区 駒込２－８－６　森田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3814

ふしぎどう駒込店 豊島区 駒込３－３０－１　高山ビル　　 ショッピング ZN-0002-3822

インポートファッショングッズジョナ 豊島区 駒込３－３－２０　　 ショッピング ZN-0002-3828

サニーグラス 豊島区 駒込３－３－２２　村田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5324

ブティック ソメイドー 豊島区 駒込６－２６－９ ショッピング JS-0002-5674

モードミック 豊島区 駒込６－３０－１０　　 ショッピング ZN-0002-3812

リュウスケ カワムラ 豊島区 高田２－１８－２４ ショッピング JS-0002-3277

旅猫雑貨店 豊島区 雑司が谷２－２２－１７　　 ショッピング ZN-0002-6160

リサイクルプラザ COM 上池袋店 豊島区 上池袋３－３３－２２ ショッピング JS-0000-3240

学生服の店三共豊島店 豊島区 西巣鴨２－２１－６ ショッピング JS-0003-7748

ビッグヴィジョン エソラ池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　Ｅｓｏｌａ池袋２Ｆ ショッピング SL-2001-1813

デトールアブルーエエソラ池袋店 豊島区 西池袋１－１２－１　エソラ池袋Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0005-7756

アントステラ 池袋駅店 豊島区 西池袋１－１－２１　池袋駅Ｂ１アップルロード ショッピング JS-0003-1356

NATURALNINE 池袋店 豊島区 西池袋１－１５－７　ベルビル４Ｆ ショッピング JS-0002-9925

ミストモック 豊島区 西池袋１－１６－１　新東第一ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5653

オレンジ薬局 池袋西口店 豊島区 西池袋１－１６－１０　第２三笠ビル８Ｆ ショッピング JS-0004-7176

BUCCANEER 豊島区 西池袋１－１６－１０　第２三笠ビルＢ２Ｆ ショッピング JS-0004-5523

WARHAMMER 池袋 豊島区 西池袋１－１９－６　松本ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4923

ベイビークラブ 豊島区 西池袋１－２５－４　かに家ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3809

ダーツハイブ池袋西口店 豊島区 西池袋１－３３－２　ＢＡＧＵＳ池袋西口店２Ｆ ショッピング JS-0003-6737

ニュース 豊島区 西池袋１－４２－９　叶ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0016

PROBASHIHALALFOOD 豊島区 西池袋１－５－４　池袋センチュリー２１－２０１　 ショッピング ZN-2000-1700

ボナスパジオ池袋店 豊島区 西池袋１－６－１　ホテルメトロポリタン１Ｆ ショッピング JS-0004-6108

ブティックヒルダ池袋メトロポリタン 豊島区 西池袋１－６－１　ホテルメトロポリタン１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3838

パノラマジック 豊島区 西池袋１－９－８　三國ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-1915

B － gallery 豊島区 西池袋２－３１－６　　 ショッピング ZN-0002-5646

三洋薬品 HBC53 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-0965

三洋薬品 HBC24 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-1138
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三洋薬品 HBC49 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-1549

三洋薬品 HBC12 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-1617

三洋薬品 HBC3 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2063

三洋薬品 HBC43 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2122

三洋薬品 HBC22 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2196

三洋薬品 HBC2 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2276

三洋薬品 HBC34 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2396

三洋薬品 HBC41 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2421

三洋薬品 HBC88 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2871

三洋薬品 HBC77 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-3331

三洋薬品 HBC51 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-3963

三洋薬品 HBC26 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-4102

三洋薬品 HBC36 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-4103

三洋薬品 HBC　62 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-8184

三洋薬品 HBC　28 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-8185

三洋薬品 HBC　68 豊島区 西池袋２－３９－６　池袋ツルミビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-8186

カバロ東京池袋店 豊島区 西池袋２－３９－７　Ｒ．ｃｏｒｅ西池袋２Ｆ ショッピング SL-2001-0605

ココナッツディスク池袋店 豊島区 西池袋３－２２－７ ショッピング JS-0003-9882

トラベル スタイル バイ ミレスト 豊島区 西池袋３－２８－１４　Ｅｃｈｉｋａ池袋Ｆ－１１ ショッピング JS-0005-3588

ミスタ－ワッフルエチカ池袋店 1 豊島区 西池袋３－２８－１４　エチカ池袋グルシュ－マルシェ内　 ショッピング PK-0000-2237

TEKITOU CLOTHING 豊島区 西池袋３－３３－２８　グリーンコーポ１０１ ショッピング JS-0002-1380

セントポールプラザ文具 豊島区 西池袋５－１０－５　セントポールプラザ ショッピング JS-0003-3367

バード池袋 豊島区 西池袋５－１２－１２　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-3811

はんこ広場 池袋西口店 豊島区 西池袋５－４－１　アリガウエスト１Ｆ ショッピング JS-0000-0018

ヴィジェルクリニカルサロン 豊島区 西池袋５－４－８　河野ビル５Ｆ ショッピング JS-0006-0122

清水屋化粧品店 豊島区 千早１－１２－２４　 ショッピング SL-2000-9292

GG ショップ 豊島区 千早１－１６－１４　３Ｆ ショッピング JS-0005-3079

美 de クリニカル 豊島区 巣鴨１－１３－５　スガモプラザ７Ｆ ショッピング JS-0004-6328

はんこ屋さん 21 巣鴨店 豊島区 巣鴨１－２－２ ショッピング JS-0002-7644

カーラル 豊島区 巣鴨１－２７－１　日東ビル２０１　 ショッピング ZN-2000-1605

闘道館 豊島区 巣鴨２－５－１２　ガーベラ巣鴨ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4814

（株）永楽堂 巣鴨店 豊島区 巣鴨３－１７－１７ ショッピング JS-0001-6009

御徒町宝石卸売協同組合巣鴨店〔OJCO〕 豊島区 巣鴨３－１７－２０　シャンブル石山１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3446

コバヤシ洋傘店 豊島区 巣鴨３－１９－１３　 ショッピング SL-2000-3529

D．KELLY 豊島区 巣鴨３－１９－１４　三幸ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-0632

ブティックベラ 豊島区 巣鴨３－２５－１３　ローズベイ羽入１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3814

モモコーポレーション 豊島区 巣鴨３－３７－１　シマヤマビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6159

ペットニュートリション 豊島区 巣鴨３－５－１８ ショッピング JS-0003-2445

K ＆ Y’s 豊島区 巣鴨４－１７－１１ ショッピング JS-0002-1559

ルフォール 豊島区 巣鴨４－２２－１　１Ｆ ショッピング JS-0004-7545

株式会社かねたや 豊島区 巣鴨４－２２－５　 ショッピング SL-2000-3331

ナチュラル 豊島区 巣鴨４－２８－１５　天野ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-1939

マルキヤ 豊島区 巣鴨４－３２－２　　 ショッピング ZN-2000-0419

眼鏡工房久保田 豊島区 巣鴨４－３３－１　　 ショッピング ZN-0002-5039
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関根クリ－ニング商会 豊島区 巣鴨５－８－７　　 ショッピング PK-0000-7685

孝静堂 豊島区 池袋１－７－７ ショッピング JS-0002-2089

KURAGE 豊島区 池袋２－２０－６　東京白洋エクセレンシィ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3829

ブラックバーツ 豊島区 池袋２－４４－３　野本ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6872

霜鳥研究所 豊島区 池袋２－４７－３　キウレイコンビル８Ｆ ショッピング JS-0000-7806

刀剣杉田 豊島区 池袋２－４９－５　　 ショッピング ZN-2000-1068

ブドウショップ（有） 豊島区 池袋２－６１－７　　 ショッピング ZN-0003-1246

glistening 豊島区 池袋３－１３－１　石井ビル１０３ ショッピング SL-2000-9159

ペットショップ池袋ジュニア 豊島区　 池袋４－１－１　ベルメゾンエステランセ池袋１F ショッピング AL-0000-0256

UKULELEMANIA 豊島区 池袋４－２９－２　メゾン藤１０１ ショッピング JS-0000-5202

有限会社タイヤショップ池袋 豊島区 池袋本町２－１－２ ショッピング JS-0003-1818

おむすびのなみ木 豊島区 長崎１－３－１１ ショッピング SL-2000-2780

おしゃれの店エモーション 豊島区 長崎２－３－１４　シャローム白川１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6162

sonomono 豊島区 長崎４－２５－７　　 ショッピング ZN-0002-6161

WearBear 豊島区 長崎４－３０－４　　 ショッピング ZN-0002-3823

セガのたい焼き 池袋店 豊島区 東池袋１－２１－１　ＴＥＣＨ３５ビル８Ｆ ショッピング JS-0003-8574

池袋 HUMAX シネマズ 豊島区 東池袋１－２２－１０　ＨＭＸパビリオン池袋サンシャイン６０通りＢ２Ｆ，６Ｆ，８Ｆ ショッピング JS-0005-8985

BIG MAGIC 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－１３　近代グループＢＬＤ．１１号館６Ｆ ショッピング JS-0000-5822

ホビーステーション池袋本店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル７Ｆ ショッピング JS-0003-2347

エムズ池袋店 豊島区 東池袋１－２２－７　端光ビル ショッピング JS-0001-1499

ヘアーワーク 豊島区 東池袋１－２５－１７　ウエストビル２Ｆ ショッピング JS-0000-1761

京都さがの館 池袋店 豊島区 東池袋１－２７－１２ ショッピング JS-0004-3743

バランガンストーン 池袋店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビル３Ｆ ショッピング JS-0002-5104

フルコンプ池袋店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビル４Ｆ ショッピング JS-0003-3990

モッシュ池袋店 豊島区 東池袋１－２９－７　サンリッチビル５Ｆ ショッピング JS-0005-0808

レーベルショップ池袋 豊島区 東池袋１－３０－１２　城北自動車会館３Ｆ ショッピング JS-0005-6395

AWESOMESTORE ＆ CAFE 池袋店 豊島区 東池袋１－３０－３　キュープラザ池袋１Ｆ ショッピング JS-0005-1103

株式会社エス・エー・エス 東京センター 豊島区 東池袋１－３０－６　セイコーサンシャインビル３Ｆ ショッピング JS-0002-5921

ザウィスキープラス 豊島区 東池袋１－４７－１２　シウトウビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6598

レモン社 池袋店 豊島区 東池袋１－９－５　清水ビルディング３Ｆ ショッピング AX-2000-0145

直平 豊島区 東池袋２－６０－１０　　 ショッピング ZN-0002-5870

くるまや 豊島区 東池袋５－４０－６　１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-0571

金誠堂時計店 豊島区 東池袋５－７－７　　 ショッピング ZN-2000-2468

ブティックブルージュ 豊島区 南大３－５１－７　ゴトービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3813

おさらや 豊島区 南大塚１－２６－１８　 ショッピング SL-2000-7869

TOMON 豊島区 南大塚１－４８－７　藤門ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-5861

アイカワ PREMBRANDS 豊島区 南大塚２－１４－５ ショッピング JS-0003-5100

Refine 大塚店 豊島区 南大塚２－１５－９ ショッピング JS-0000-1916

こぶしの木 豊島区 南大塚２－２５－１０　 ショッピング SL-2000-4246

井上時計店 豊島区 南大塚３－１２－１２ ショッピング JS-0005-5438

ASK グローバル・コミュニケーション（株 豊島区 南大塚３－１２－９　喜多ビル５Ｆ ショッピング JS-0000-2792

TonySameTokyo 豊島区 南大塚３－３４－７　丸善大塚ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8799

Ricca 豊島区 南大塚３－５４－２　近藤第一ビル１０１ ショッピング JS-0001-8441

ラヴィール 豊島区 南大塚３－８－３　桂ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-4393
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KASHIYAMA 豊島区 南池袋１－１８－１７　Ｉ＆Ｋビル６Ｆ ショッピング JS-0005-5225

レディースキッド 2F 豊島区 南池袋１－２３－７　　 ショッピング ZN-0002-5912

ベッド専門店グースカ宮田家具 豊島区 南池袋１－２６－９ ショッピング JS-0005-0833

フラワーショップイワイ 豊島区 南池袋２－１７－８　　 ショッピング ZN-0002-5497

はんこ広場 池袋店 豊島区 南池袋２－１８－５ ショッピング JS-0003-2053

フルート工房三響 豊島区 南池袋２－２７－２　マルグリットビル５Ｆ ショッピング JS-0000-3153

HIGHSOXSKATEBOARDS 豊島区 南池袋２－５－４　伸誠ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6744

新宿広場本店 豊島区 南長崎１－９－１４ ショッピング JS-0004-1364

ショップアダチ 豊島区 南長崎２－１－４　　 ショッピング ZN-0002-5880

フルールメサージュ アイテラス店 豊島区 南長崎４－５－２０ ショッピング JS-0003-2117

PRGRTOKYO － HUB 豊島区 南長崎４－５－２０　ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎４Ｆ ショッピング JS-0003-7908

フラワーショップアスター 豊島区 南長崎５－１８－１６ ショッピング JS-0005-5507

Sunbath 豊島区 南長崎５－２４－１７　　 ショッピング ZN-0003-1263

おもちゃのぶんぶく 豊島区 南長崎５－２６－１４　　 ショッピング ZN-2000-0398

バラエティーショップコロコ 豊島区 南長崎５－３１－７　　 ショッピング ZN-2000-2049

セオサイクル練馬旭丘店 豊島区 南長崎６－１１－３ ショッピング JS-0000-9793

ブランドショップ SOTOYAMA 豊島区 北大塚２－１０－１　細野ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4157

salonde1993 豊島区 目白１－７－１５　目白台マンション１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3810

ギャラリールヴァン 豊島区 目白３－１２－２７　　 ショッピング ZN-0002-2567

FUURO 豊島区 目白３－１３－５　イトーピア目白カレン１Ｆ ショッピング JS-0000-0918

シマーク目白店 豊島区 目白３－１３－５　イトーピア目白カレン１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3808

マムエモア 豊島区 目白３－１４－２０　目白四輪馬車ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-2560

私の靴モトヨシ 豊島区 目白３－１７－２８　 ショッピング SL-2000-2983

TIGRESS 目白店 豊島区 目白３－５－１３　シティハウス目白１．２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5167

ロシア雑貨店マリンカ 豊島区 目白４－２７－７ ショッピング JS-0000-7055

JAYNE 豊島区 目白５－４－３　１Ｆ ショッピング JS-0003-7705

スタジオアイビー 豊島区 要町１－１－１１　５Ｆ ショッピング JS-0004-2573

株式会社アルバン 豊島区 要町１－１６－１７ ショッピング JS-0000-0728

CrapemyrtleLABO 豊島区 要町３－１１－３　　 ショッピング ZN-2000-1294

池田電機 豊島区 要町３－５８－２ ショッピング JS-0005-3494

おめしや 豊島区 要町３－８－１ ショッピング JS-0002-6277

みわエキゾチック動物病院 豊島区 駒込１－２５－５ サービス JS-0000-0071

ムサシノクリーニング駒込店 豊島区 駒込１－２８－１２ サービス JS-0004-8473

hairsync 豊島区 駒込１－２８－３　向後２ビル１Ｆ サービス JS-0005-1083

パトラ駒込店 豊島区 駒込１－３５－４　グローリア駒込２０３ サービス JS-0001-6709

写真スタジオ朝美 豊島区 駒込１－４３－１３　朝美ビル　　 サービス ZN-2000-6600

アイラッシュリゾートカハラ駒込店 豊島区 駒込２－３－３　駒込北口ビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-4945

ポパイミズノ駒込店 豊島区 駒込２－８－５ サービス JS-0004-9561

ミヤビネイル 豊島区 駒込２－８－６　森田ビル１Ｆ サービス JS-0004-8984

セツコタナカビューティーサロン 豊島区 駒込６－５－１ サービス JS-0000-1858

eyelashsaloncocon 豊島区 高田３－１４－２４　ハイライフ高田馬場４０６ サービス SL-2000-0931

高田馬場薬局 豊島区 高田３－８－５　セントラルワセダ１Ｆ サービス JS-0004-1279

HAIR SALON WEED 豊島区 雑司が谷１－５－２　 サービス SL-2000-3231

クイック・ボーイ 豊島区 雑司が谷２－２－２　タカノビル１Ｆ サービス JS-0002-8467
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あしあと動物病院 豊島区 雑司が谷２－４－７　１Ｆ サービス JS-0004-6756

リッシュ 豊島区 上池袋３－１６－１７　デュプレックス１Ｆ　 サービス ZN-0002-7793

星野写真スタジオ 豊島区 西巣鴨２－３３－１４　　 サービス ZN-2000-1529

茉莉花ジャスミン池袋店 豊島区 西池袋１－１０－２　日高ビル２０２ サービス JS-0005-5542

IPHONEDOCTOR 豊島区 西池袋１－１０－２－５０３ サービス JS-0004-6388

ヘアペップ池袋店 豊島区 西池袋１－１４－３　ＩＮビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-8722

Lapis 池袋 豊島区 西池袋１－１６－１　新東第二ビル４Ｆ サービス JS-0003-9205

sweet 豊島区 西池袋１－１６－１０　第２三笠ビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-3308

スリーアイ薬局池袋店 豊島区 西池袋１－１７－１０　エキニア池袋７Ｆ サービス JS-0000-7537

LB 美容サロン 豊島区 西池袋１－２１－３　リピック大野ビル３Ｆ サービス JS-0005-9350

ワンラブネイルズ池袋店 豊島区 西池袋１－２１－３　リビック大野ビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-3182

アンジュネス 豊島区 西池袋１－２９－１４　オリエントビル９０８　 サービス ZN-0002-3052

リールヴィー 豊島区 西池袋１－３１－５　白井ビル４Ｆ サービス JS-0002-5595

CHERA 豊島区 西池袋１－３－５　山中ビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-8736

NAILJOB。 豊島区 西池袋１－３８－２　ソシアルビルムラタＦ４　 サービス ZN-0002-3180

ときわ薬局 豊島区 西池袋１－３９－４　佐久間ビル２Ｆ サービス JS-0004-4232

KAN コルギセラピー池袋店 豊島区 西池袋１－９－１１　カーサ池袋２０１ サービス JS-0003-4180

くつ修理工房グルー 豊島区 西池袋２－２３－１５　ホワイトビレッジ目白１０２　 サービス ZN-0002-5972

ゆう薬局 豊島区 西池袋２－３５－６　ウエストアートビル１Ｆ サービス JS-0003-5260

ネイルサロンパンナコッタ 豊島区 西池袋２－４０－７　カツマタパールマンション８０２　 サービス ZN-0002-3184

シャレーメン 豊島区 西池袋２－４０－７　カツマタビル３０１ サービス JS-0004-4532

oasis 豊島区 西池袋３－１７－３　東武ストア２Ｆ　 サービス ZN-0002-8764

est hair 豊島区 西池袋３－２３－６　松本ビル５Ｆ サービス JS-0002-8518

epibylittle 豊島区 西池袋３－２３－８　ＭＡＲＵ－ビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-8760

Solabylittle 豊島区 西池袋３－２５－１０　リバーストンビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8759

Cherie 豊島区 西池袋３－２７－６　広瀬ビル２－５Ｆ　 サービス ZN-0002-8735

Jerry 豊島区 西池袋３－２９－９　Ｃ３ビル５Ｆ サービス JS-0004-2581

re：Relie 豊島区 西池袋３－３３－１０　云祥ビル１Ｆ サービス JS-0003-6495

TAU 豊島区 西池袋３－６－２　ハイライフ五岳１Ｆ　 サービス ZN-0002-8719

PARFUM FOR MEN 池袋西口店 豊島区 西池袋５－１－５　第二春谷ビル２Ｆ－Ａ　 サービス ZN-2000-5994

RECHERCHE 豊島区 西池袋５－２－１２　サンＳＴＫ２Ｆ サービス JS-0003-1964

kauti 豊島区 西池袋５－３－１　ＳＡＩＫＩビル　 サービス ZN-0002-8725

ちはや動物病院 豊島区 千早２－３０－１２ サービス JS-0000-6846

未来 豊島区 巣鴨１－１７－８ サービス JS-0004-0000

Makalii 豊島区 巣鴨１－１７－８　ｎ２－１１７８ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8762

骨盤コンディショニングスタジオ G 豊島区 巣鴨１－２０－５　越後やビル３Ｆ　 サービス PK-0000-2215

hairshoprestore 豊島区 巣鴨１－２５－９　ＥＤＩＴ巣鴨１Ｆ サービス JS-0003-9321

Hair Resort fromCoCo 豊島区 巣鴨２－１３－４　ザ・グランド１０２ サービス SL-2000-2142

CLIP JOINT 豊島区 巣鴨３－２０－１７　三口ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8702

巣鴨萬盛堂 六地蔵店 豊島区 巣鴨３－２１－１７ サービス JS-0004-4553

NailSalonVlinder 豊島区 巣鴨３－２６－８　桜並木ビル７Ｆ　 サービス ZN-0002-3181

ヘアーサロン港 豊島区 巣鴨４－１４－１２　　 サービス ZN-2000-2250

ラポールヘア巣鴨店 豊島区 巣鴨４－２３－１　コルモラン巣鴨１Ｆ サービス JS-0005-3053

LUTELLA 豊島区 池袋２－１－１　千野時計店本社ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8718
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ネイル eim 豊島区 池袋２－１５－６　中嶋ビル２Ｆ サービス JS-0001-8182

ASILE 豊島区 池袋２－１６－１　ゲストハウスヒラタ１０１ サービス JS-0000-2057

楽座や 池袋店 豊島区 池袋２－１８－１　リバティ池袋ビルＢ１Ｆ サービス JS-0004-5808

シンメトリー池袋 豊島区 池袋２－１８－２　光洋ビル３０１ サービス JS-0005-2259

シャンテ 池袋店 豊島区 池袋２－２３－２　ビルデシャンテ１Ｆ サービス JS-0003-2963

Anthem 豊島区 池袋２－２－４　手塚ビル３Ｆ　 サービス SL-2000-8658

まつげや Ribon 豊島区 池袋２－４０－４　高田ビル３Ｆ　 サービス PK-0000-4190

もみ吉 本店 豊島区 池袋２－４１－１　北村ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-7133

ヘアークラブ キャリー 豊島区 池袋２－４４－２　ＴＩＳビル２Ｆ サービス JS-0002-3987

NAIL CARRY 池袋店 豊島区 池袋２－４４－２　ＴＩＳビル３Ｆ サービス JS-0002-3988

後藤理容室 豊島区 池袋２－４９－１　 サービス SL-2000-4825

Roji 豊島区 池袋２－５－１０　ＯＺビルディング２Ｆ　 サービス SL-2000-8659

RoadHairLounge 豊島区 池袋２－５１－１０　バナァフラット１Ｆ　 サービス ZN-0002-8741

ラメール 豊島区 池袋２－５３－１　小林ビル３Ｆ サービス JS-0005-1573

Le’a Le’a nail 豊島区 池袋２－５３－１　小林ビル４Ｆ サービス JS-0003-4182

ヘアワークスミスト 豊島区 池袋２－５４－１０　池袋スワン１Ｆ サービス JS-0001-4835

LB サロン 豊島区 池袋２－６０－６　グランドメゾン池袋一番館２０６ サービス JS-0003-0426

グリーンムーン 豊島区 池袋２－６５－５　町田ビル１Ｆ サービス JS-0003-6784

美容室 ZIK 豊島区 池袋２－６９－６　　 サービス ZN-0002-7781

池袋治療室 豊島区 池袋３－１－１２－３０２ サービス JS-0002-6560

クリーニングたんぽぽ要町店 豊島区 池袋３－３－１　大野ビル１Ｆ サービス JS-0004-7686

ジョジョ美容室池袋店 豊島区 池袋３－３－５　　 サービス ZN-0002-8721

高嶋動物病院 豊島区 池袋本町４－１３－５ サービス JS-0002-1990

ヘアーサロン VSOP 豊島区 長崎１－３－１０ サービス JS-0003-1139

ムサシノクリーニングサミット椎名町店 豊島区 長崎２－１－１５　サミットストア椎名町店２Ｆ サービス JS-0004-8476

ヘアーサロン美遊 豊島区 長崎２－１２－３　グリーンビル原田１０１　 サービス ZN-0002-8740

クリーニングたんぽぽ椎名町店 豊島区 長崎２－１４－１１スタービル１Ｆ サービス JS-0004-7881

RED 豊島区 長崎２－１４－１３ サービス JS-0002-5029

Graphy 池袋 豊島区 東池袋１－１２－１０　ヤンズビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-8726

九龍リラクゼ－ション池袋店 豊島区 東池袋１－１３－１１　近代ビル．７６Ｆ サービス JS-0004-3753

フォプロ池袋 豊島区 東池袋１－１４－１０　ポプラビル６Ｆ サービス JS-0004-0479

littleikebukuro 豊島区 東池袋１－１４－１２　第２ＳＳビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-8728

LUMINO 豊島区 東池袋１－１７－４　山口ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8755

いいプリント池袋 豊島区 東池袋１－１７－５　越後屋ビル２Ｆ サービス JS-0005-6495

KAN コルギセラピー池袋本店 豊島区 東池袋１－２－１　６Ｆ サービス JS-0005-7502

千足堂健康館池袋店 豊島区 東池袋１－２－１１　タカヤマビル２Ｆ サービス JS-0001-3959

ブラッキー Personal 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル３Ｆ サービス JS-0002-9073

ウィッシュセレネ 池袋店 豊島区 東池袋１－２２－５　サンケエビル３Ｆ サービス JS-0002-9967

SBS TOKYO 池袋店 豊島区 東池袋１－２３－８　 サービス OT-0000-0277

ザナドゥー池袋店 豊島区 東池袋１－２３－９　スタック池袋５Ｆ　 サービス ZN-2000-6584

東京ボディセラピストサロン 豊島区 東池袋１－２５－１７　ウエストビル３Ｆ サービス JS-0003-5651

頭痛専門結 豊島区 東池袋１－２８－１　タクトＴ　・Ｄビルグロ－リア初穂池袋６０１　 サービス PK-0000-4061

ほぐし処 Chouette 豊島区 東池袋１－２８－６　パ－ルシティビル４Ｆ　 サービス PK-0000-0799

iria 豊島区 東池袋１－３２－１　第２アムスビル５Ｆ サービス JS-0003-1614
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Emerge 池袋店 豊島区 東池袋１－３２－２　小泉ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-5475

フェアリーズ 豊島区 東池袋１－３３－３－１００５ サービス JS-0005-9687

RoadHair 池袋東口店 豊島区 東池袋１－３５－１１　スタックスビル１Ｆ－５０１　 サービス ZN-0002-8743

Azul 豊島区 東池袋１－３５－５　加納ビル１Ｆ サービス JS-0002-2288

ココハート 池袋店 豊島区 東池袋１－３５－９　サンストーリー東池袋３０１ サービス JS-0001-5375

face 池袋 豊島区 東池袋１－３－６　山手ビル８Ｆ　 サービス ZN-0002-7796

LOVELEY 豊島区 東池袋１－３６－５　第二成澤ビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-8765

ピーディーフィノ 池袋 豊島区 東池袋１－３６－７　アルテール池袋１Ｆ サービス JS-0000-1515

えびす整体 豊島区 東池袋１－３６－７　アルテール池袋６１２ サービス JS-0003-9945

高興リラックス空間池袋店 豊島区 東池袋１－３９－６　３Ｆ サービス JS-0005-0026

Nail ＆ FootJ － ark 豊島区 東池袋１－４４－１０　タイガースビル７０６ サービス JS-0003-9017

リアンナ東池袋店 豊島区 東池袋１－７－１０　クリオネ池袋６Ｆ　 サービス ZN-0002-3187

モアリフレッシュ池袋東口店 豊島区 東池袋１－７－１０　クリオネ池袋ビル９Ｆ サービス JS-0003-6910

リラクストア池袋東口店 豊島区 東池袋１－７－１０　クリオネ池袋ビル９Ｆ サービス JS-0004-3189

足優家 池袋東口店 豊島区 東池袋１－７－１０　第一トリコマビル５Ｆ サービス JS-0003-5356

タイ古式マッサージ ミスプーケ池袋店 豊島区 東池袋１－７－１０　鳥駒第一ビル２Ｆ サービス JS-0001-7711

ポパイミズノ東池袋店 豊島区 東池袋２－４４－１　小林ビル１Ｆ サービス JS-0004-9559

EXE サンシャイン店 豊島区 東池袋３－１　サンシャイン６０　４Ｆ サービス JS-0002-7345

AnS 豊島区 東池袋３－９－１２　ニットービル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7788

hairsalonSafaria 豊島区 東池袋４－２５－１２　サンシャインサイド２Ｆ　 サービス ZN-0002-7789

REBECCA 豊島区 東池袋４－２５－１２　サンシャインサイド４Ｆ　 サービス ZN-0002-4968

タイムズ WASH 池袋店 豊島区 東池袋４－２５－９　タイムズステ－ション池袋２Ｆ　 サービス PK-0000-1414

オアシス整骨院 豊島区 東池袋４－２７－１０　サンソウゴビル４Ｆナイス・スポーツ内 サービス JS-0004-3763

MAHALODESIGNHAIR 豊島区 東池袋４－８－２　ＫＫビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7783

PETSHOP MERRILY 豊島区 東池袋５－１７－５　 サービス SL-2000-9743

テックス大塚 豊島区 南大塚１－２－８ サービス JS-0001-9033

LIBELLULE 豊島区 南大塚１－３１－１９－１０１ サービス JS-0004-8269

テイケイ調剤薬局 豊島区 南大塚２－１０－１ サービス JS-0004-4055

CHIC 豊島区 南大塚２－３１－１３　サントウキョウビル１Ｆ サービス JS-0002-7677

JAM THE HUTT 豊島区 南大塚２－３２－２　ＩＮＳビル１Ｆ サービス JS-0000-6480

トロワ 豊島区 南大塚２－４３－１２ サービス JS-0003-1560

1 おんぷ整体院 豊島区 南大塚３－１１－１　サンテ水野１０２ サービス JS-0005-1316

ORBELOURE 豊島区 南大塚３－２－１２　ＭＭビル１０１ サービス JS-0003-6302

マザーアロマ 豊島区 南大塚３－３４－６　南大塚エースビル１０１ サービス JS-0003-7787

ユナイテッド豊島ワンニャン動物病院 豊島区 南大塚３－３８－６　山景ビル１Ｆ サービス JS-0003-2411

R － Nail 豊島区 南大塚３－４８－７　ロイヤルハイツ都１０５　 サービス ZN-0002-3183

FereBright 池袋店 豊島区 南池袋１－１８－２３　ルックハイツ池袋Ａ－８０３ サービス JS-0003-0015

MAHR 池袋店 豊島区 南池袋１－２０－１　横田ビル５Ｆ サービス JS-0001-5958

Ange hair 豊島区 南池袋１－２１－７　南池袋１丁目１番地ビル４０２　 サービス ZN-0002-7790

アイマジック池袋店 豊島区 南池袋１－２１－７　南池袋１丁目１番地ビル６０２ サービス JS-0004-2519

ネイルサロンセシル駅前店 豊島区 南池袋１－２２－２　Ｂ１　　 サービス ZN-0002-3185

Arms Hair 豊島区 南池袋１－２６－６　ＴｈｅＳＨｏｎｅ９Ｆ　 サービス ZN-0002-7574

EIGHTikebukuro 豊島区 南池袋１－２７－８　サンパレスビル９Ｆ　 サービス ZN-2000-5571

もみの気ハウス池袋店 豊島区 南池袋１－２７－８　大庄池袋東口ビル７Ｆ サービス JS-0001-1226
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cotton 豊島区 南池袋２－１１－４　紅谷ビル２Ｆ サービス JS-0001-3527

ネイルスタジオ キャメロット 豊島区 南池袋２－１３－４　Ｔ－ＢＯＸ１０３ サービス JS-0002-9955

Cloud zero クラウドゼロ 豊島区 南池袋２－１４－３　池袋東宝ビル３Ｆ サービス SL-2000-8392

ネイルサロンオートボーテ 豊島区 南池袋２－１８－７　エスペラル池袋７０１ サービス JS-0004-0356

Nailsalon HAutebeaut 豊島区 南池袋２－１８－７　エスペラル池袋７０１ サービス JS-0004-1193

CECIL 豊島区 南池袋２－２３－３　ＯＣビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8707

littlebye’lan 豊島区 南池袋２－２３－４　富沢ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3324

キュピット池袋東口店 豊島区 南池袋２－２６－７　城北ビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-3315

BASE トリートメント専門店 豊島区 南池袋２－２７－１　村田ビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-8767

Ange Lavie 豊島区 南池袋２－２７－２　マルグリッドビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8757

Ange spa Grande 豊島区 南池袋２－２７－２　マルグリットビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8724

AROMAhairroom 池袋店 豊島区 南池袋２－２７－５　カテイビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-8748

HAAAT 東口店 豊島区 南池袋２－２７－６　池袋ＣＯＡＳＴビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-7792

grand 豊島区 南池袋２－２９－１０　金井ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8742

スタジオ SUNSEED 豊島区 南池袋２－８－１７　第一豊南ビル１Ｆ サービス JS-0002-6910

グランアージュ 池袋店 豊島区 南池袋３－１３－１６　２４－ＨＢＬＤＧＢ１Ｆ サービス JS-0002-3705

Cirrus by Cloud zero シーラス バイ クラウドゼロ 豊島区 南池袋３－１５－１３　第二前田ビルＢ１Ｆ サービス SL-2000-8393

クリーニングたんぽぽ山手通り南長崎店 豊島区 南長崎１－１－１ サービス JS-0004-7685

グラムスヘアー 豊島区 南長崎３－６－２　ラデッキー南長崎１Ｆ サービス JS-0000-7997

久山獣医科病院 豊島区 北大塚１－２－１３ サービス JS-0000-2630

美容室ローランサンヒロ 豊島区 北大塚２－２３－１　サンヴェールヨシダ１Ｆ サービス JS-0000-5213

ホワイト急便大塚店 豊島区 北大塚２－２４－２０ サービス JS-0005-8243

クリーニングたんぽぽ大塚店 豊島区 北大塚２－２５－１　アミックス大塚ビル１Ｆ サービス JS-0004-7780

日焼サロン ビーサン 豊島区 北大塚２－２７－１　吉松ビル４０１ サービス JS-0003-4033

北大塚薬局 豊島区 北大塚２－６－１ サービス JS-0004-0083

クリーニングたんぽぽ北大塚店 豊島区 北大塚２－９－３　第一ヤジマビル サービス JS-0004-7693

tete 豊島区 目白１－７－１７　清幸ビル１Ｆ サービス JS-0003-8857

TALIONGALLERY 豊島区 目白２－２－１　目白カルチャービルＢ１Ｆ サービス JS-0003-7835

アットライク 豊島区 目白２－２４－８　　ザ・ハウス江口１０１ サービス SL-2000-4558

Pua Belle 豊島区 目白３－１－２８　立幸目白ビル２０６ サービス JS-0004-8628

アイノアユーチャリスサロン 豊島区 目白３－１４－８　つるやビル３Ｆ　 サービス SL-2000-6162

hair make SHANTI 豊島区 目白３－４－１５　プラネット目白３Ｆ　 サービス SL-2000-9704

目白パーソナルカイロプラクティック 豊島区 目白３－５－１０－１０２ サービス JS-0002-1791

NailsalonArona 豊島区 目白３－６－１　アルファ目白１Ｆ サービス JS-0004-7848

美容室ヘップバーン 豊島区 要町１－９－３　　 サービス ZN-0002-8753

Hairmaterial 千川店 豊島区 要町３－１１－２　ウェストビレッジ１０１ サービス JS-0004-6149

自然形体療法爽快 豊島区 要町３－２６－３－３０１ サービス JS-0005-9668

宝島 24 池袋本店 豊島区 西池袋１－２８－６　大和産業ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ　 エンターテインメント PK-0000-1094

富麗華カラオケ 豊島区 西池袋１－２９－６　大野ビル３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0000-7788

新富麗華カラオケ 豊島区 西池袋１－３６－８　ロマンスビル５Ｆ　 エンターテインメント ZN-0000-7789

紫光閣 豊島区 西池袋１－３８－３　ビートス池袋７Ｆ エンターテインメント JS-0000-5796

大任 KTV 豊島区 西池袋１－４３－７　福住ビル４Ｆ　 エンターテインメント ZN-0000-7969

カラオケマック池袋サンシャイン通り店 豊島区 東池袋１－２２－１０　ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン通りＢ２Ｆ エンターテインメント ZN-0000-7919

宝島 24 池袋店 豊島区 東池袋１－４０－５　池袋ＭＫビルＢ１Ｆ－１Ｆ　 エンターテインメント PK-0000-1081
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カラオケマック池袋東口店 豊島区 東池袋１－４１－４　池袋とうきゅうビル　 エンターテインメント ZN-0000-7918

カラオケ・デ・カフェ堪能居 豊島区 北大塚２－２－１３　大シャトレートコー１０２　 エンターテインメント ZN-0000-7695

カラオケ ALL 千川店 豊島区 要町３－１２－２　ヴィラロイヤル１Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-6376

ボクシングクラブ池袋 豊島区 西池袋１－１８－１　五光ビル４Ｆ その他 JS-0004-4315

ビリヤードロサ 豊島区 西池袋１－３７－１２　ロサ会館５Ｆ その他 JS-0002-4826

池袋ロサボウル 豊島区 西池袋１－３７－１２　ロサ会館６・７Ｆ その他 JS-0002-4828

巣鴨ホルミス健康館 豊島区 巣鴨２－１１－５　巣鴨第一ビル４Ｆ その他 JS-0003-2075

サンフラワー 豊島区 巣鴨２－５－４　巣鴨会館５Ｆ その他 JS-0002-2219

笹屋本舗薬局 豊島区 巣鴨３－１９－１３　 その他 SL-2001-0053

ハニータトゥー 豊島区 池袋１－１６－３６　西山ビル１０２　 その他 SL-2000-2114

ペットランド 豊島区 池袋２－６０－６－１０２ その他 JS-0002-1771

紙のたかむら 豊島区 東池袋１－１－２　 その他 SL-2000-8733

ILCHI BRAIN YOGA 池袋 豊島区 東池袋１－１５－１　菱山ビル８Ｆ その他 JS-0003-2873

池袋 GIGO 豊島区 東池袋１－２１－１ その他 JS-0002-6649

コスチュームクローゼット仮装堂 豊島区 東池袋１－３１－５　池袋アビタシオン１０４ その他 SL-2000-4243

PETSHOPMERRILY 豊島区 東池袋５ー１７ー５ その他 JS-0005-7618

お好み焼 てな 豊島区 南大塚３－３４－１１　運正ビル２Ｆ その他 SL-2000-6990

BODYARCHI 池袋店 豊島区 南池袋２－２７－５　カテイビル７Ｆ その他 JS-0005-9112

Style up 豊島区 北大塚２－８－１１　プログレスヒルズ２Ｆ その他 JS-0004-7824

鮨 渓山 豊島区 目白３－５－１１　ＮＯＢビルＢ１Ｆ その他 SL-2001-0177


