
2023/2/27

【対象店舗】

■大型店　　 利用券： B券のみ

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ライフコーポレーション 中野駅前店 中野5-33-35 5343-8861 スーパー

2 ライフコーポレーション 中野新井店 新井3-8-12 3386-3371 スーパー

3 ライフコーポレーション 東中野店 東中野3-9-7 5386-6181 スーパー

4 ライフコーポレーション 中野坂上店 中央1-36-3 5389-2571 スーパー

5 ライフコーポレーション 南台店 南台2-51-7 3384-8581 スーパー

6 中野マルイ 中野3-34-28 3382-0101 デパート

7 ドン・キホーテ 中野駅前店 中野5-68-5 5318-2811 ディスカウントストア

8 アトレヴィ東中野 東中野4-4-26 6273-2852 駅ビル

9 サミット 鷺宮店 鷺宮1-23-23 5356-1350 スーパー

10 サミット 江原町店 江原町2-2-12 3954-2155 スーパー

11 サミット 東中野店 東中野4-5-10 5337-3313 スーパー

12 サミット 中野南台店 南台5-26-2 5342-3380 スーパー

13 サミット 鍋屋横丁店 本町4-30-21 5342-3312 スーパー

14 どらっぐぱぱす 新江古田駅前 江原町2-31-10 3950-9341 ドラッグストア

15 コープみらい コープ中野中央店 中央5-41-18 3382-3191 スーパー

16 コープみらい コープ中野鷺宮店 鷺宮2-18-8 5346-9027 スーパー

17 コモディイイダ 中野店 上高田2-1-28 3385-3166 スーパー

18 コモディイイダ 沼袋店 沼袋2-14 5380-3151 スーパー

19 三徳 新中野店 中央5-14-4 3382-3109 スーパー

20 ウエルシア 中野新橋店 弥生町2-4-9 5333-0933 ドラッグストア

21 ウエルシア 中野富士見町駅前店 弥生町5-26-9 5341-3989 ドラッグストア

22 スギドラッグ 中野駅北店 新井1-1-5 6454-0851 ドラッグストア

23 マルエツ 新江古田駅前店 江原町2-30-6 3953-0863 スーパー

24 マルエツ 都立家政駅前店 鷺宮1-17-7 3310-0335 スーパー

25 マルエツ 中野若宮店 若宮2-42-1 5373-5601 スーパー

26 マルエツ 中野新橋店 弥生町2-5-6 3374-7739 スーパー

27 マルエツプチ 中野中央店 中央1-13-8 3366-7681 スーパー

28 マルエツプチ 大和町店 大和町1-4-2 3310-4721 スーパー
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■鷺宮商明会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 秋本豆腐店 鷺宮4-2-15 3330-5070 豆腐

2 ウスイサイクル 鷺宮3-19-6 3338-0793 自転車

3 コバヤシ薬局 鷺宮3-15-10 3336-5056 薬局

4 ナショナルブラザース商会 鷺宮4-44-10 3338-0209 家電

5 はらだ電機 鷺宮3-20-7 3339-2955 家電

6 ミヤコ洋品店 鷺宮3-15-7 3330-1666 ブティック

7 大和屋 鷺宮4-34-9 3338-3768 和菓子

8 森山理容院 鷺宮4-37-16 3338-9693 理容

9 やまざき花店 鷺宮3-15-12 3336-4531 生花

10 豊年屋 鷺宮3-15-14 3339-4138 そば・うどん

11 サイクルステーションワタナベ 鷺ノ宮店 鷺宮3-32-1 3310-0032 自転車

12 ヘアーメイクアップサロンチェリー 鷺宮3-17-2 3338-8433 理容

13 どんど晴 鷺宮3-15-12 3310-4481 串焼き

14 揚派 鷺宮3-21-6 3339-1433 串揚げ

15 もつ鍋無二彩 鷺宮4-34-9 5356-9991 もつ鍋

16 スギ薬局鷺宮店 鷺宮3-46-12 6265-5991 ドラッグストア

17 青山豊生堂薬局鷺宮店 鷺宮3-18-5 5364-9695 薬局

18 ウエルシア中野さぎの宮店 鷺宮3-19-3 3310-6751 ドラッグストア

19 寿々喜家 鷺宮3-32-6 3338-0656 惣菜

20 クラフトマン鷺宮 鷺宮3-32-3 3336-9399 合カギ・靴修理

21 風彩（かぜいろ） 鷺宮3-21-13 3337-0870 生花

22 ほるもん善 鷺宮3-32-6-B1 3336-8787 ホルモン

23 Men's grooming salon 髪ing 鷺宮3-15-9 6662-6767 理容

■白鷺商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ファミリーマート中野白鷺店 白鷺1-24-5 5327-5906 コンビニ

■鷺宮中央商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 串焼処くしとも 白鷺2-48-7 3330-0988 焼鳥

2 スーパー金次郎 白鷺3-1-1 3330-2135 スーパー

3 焼肉ジュージュー苑 白鷺2-49-26 3336-6382 焼肉
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■都立家政商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 魚福 鷺宮3-1-13 3338-0639 鮮魚

2 サニーマート都立家政店 若宮3-22-3 3310-5681 健康自然食品

3 清水屋寝装店 若宮3-39-13 3330-4141 寝具

4 セブンイレブン中野都立家政店 若宮3-19-11 3338-6834 コンビニ

5 茶処 右京 若宮3-7-5 3338-4188 お茶

6 橋本文具店 若宮3-7-5 3338-6595 文具

7 花の店ヨシズミ 若宮3-15-5 3330-8783 生花

8 フタバヤフルーツ 若宮3-22-2 3338-7749 果物

9 升本酒店 若宮3-6-11 3338-7345 酒店

10 山内精肉店 若宮3-39-11 3338-7730 精肉

11 和菓子司 松屋 若宮3-36-12 3338-6974 和菓子

12 梶川電機設備 若宮3-6-12 3338-6590 電気工事

13 青山豊生堂薬品 鷺宮3-9-27 3339-0111 薬局

14 セブンイレブン中野鷺宮１丁目店 鷺宮1-28-7 3339-3158 コンビニ

15 はんこ工房 鷺宮1-27-6 5327-3966 印章

16 レストラン ピアノピアノ 若宮3-36-11 3336-4525 洋食

17 メンズサロン エクシア 鷺宮1-30-13 3330-3455 理容

18 クリエィティヴサロン エクセル 鷺宮1-16-8 3310-2367 美容

19 ビューティ ＪＯＥ 鷺宮3-6-9 3330-6552 美容

20 謡い処 さち 若宮3-17-7 3223-3345 カラオケ

21 鉄板お好み焼き 剣 若宮3-20-2 3336-4186 お好み焼き

22 ジュン整骨院 若宮3-36-9 3338-3349 整骨

23 スイス・ドイツ菓子 こしもと 若宮3-39-13 3330-9047 菓子

24 居酒屋みいらく 若宮3-39-15 3336-4730 居酒屋

25 LUSSO 若宮3-17-7 3223-3910 美容

26 MARY BURGER 若宮3-36-11 6383-0121 ハンバーガー

27 岩崎鍼灸院 若宮3-19-6 3337-2860 鍼灸

28 リサイクルショップ ティファナ 都立家政店 鷺宮1-27-8 3336-3327 リサイクル

29 ココカラファインくすりセイジョー都立家政店 若宮3-37-8 5364-7331 ドラッグストア

30 バルめし山田 若宮3-22-1 5327-8910 ダイニングバー・バル

31 小池小児科医院 若宮3-2-10 3330-0743 医院

32 ウエルシア中野都立家政店 鷺宮1-28-9 5327-6856 ドラッグストア

33 ウエルシア中野都立家政2号店 鷺宮1-28-7 5327-6856 ドラッグストア

34 炭火焼鳥 はんどん 鷺宮1-27-7 6383-0557 居酒屋

35 京都すずなり屋 中野若宮店 若宮3-15-6 4400-5362 ベビーカステラ

■大和町商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 朝日屋そば店 大和町3-2-10 3337-7792 そば
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■富士見銀座通商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ブティック アイリス 上鷺宮4-16-9 3926-2320 ブティック

■野方ときわ通り商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 はた書店 野方5-31-6 3339-7776 書籍

2 エスポアールミスズベーカリー 野方5-30-11 3330-3336 パン

3 ゆうかり 野方5-31-8 3310-3140 居酒屋

4 ユニバーサルドラッグ野方店 野方5-33-1-101 6383-0611 ドラッグストア

5 もみーな野方店 野方5-30-11-1F 5373-5988 マッサージ

6 大衆酒場 フジヤ 野方5-32-4 6755-1587 居酒屋

7 高ちゃんの台所 野方5-30-10 5356-7257 韓国料理

8 ポーラ アプローズ店 野方5-30-14-201 3223-6254 化粧品・エステ

■野方駅前通り共栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 金時煎餅 野方5-30-20 3330-0273 煎餅・豆

2 島屋呉服店 野方5-29-6 3330-8210 呉服・染物

3 野方薬局本店 野方5-29-6 3339-6804 薬局

4 メンズショップかわしま 野方5-28-7 3330-8110 紳士洋品

5 ヘアーサロン ロダン 野方5-31-12 3338-3409 理容

6 フィローズマーケット 野方5-30-19 5327-6303 子供服

7 サンドラッグ野方店 野方5-31-12 3310-2221 ドラッグストア

■野方みつわ通り商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 季節の和菓子 光進堂 野方5-16-7 3338-2322 和菓子

2 中島屋精肉店 若宮1-27-9 3330-0402 精肉

3 宝堂印刷 若宮1-28-14 3338-3035 印刷・製本

4 魚がし まつもと 野方5-17-14 5373-2250 和食

5 ウィル 野方5-16-5 3337-8000 ギフト販売
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■野方本町通り商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 プロフメリア コンドウ 野方5-25-3 3338-7236 化粧品

2 メガネの鳳林堂 野方5-24-5 3338-2771 眼鏡・コンタクト

3 ガマ安茶店 野方5-18-10 3330-5477 お茶

4 お好み焼きぱある 野方5-18-11 3338-8813 お好み焼き

5 光進電機 野方店 野方5-18-1 3330-1663 家電

6 理髪館 田中 野方5-33-3 3338-1771 理容

7 リリーマルレーン 野方5-33-4 3310-3367 ブティック

8 篠勝フルーツ 野方5-18-11 3330-8859 果物

9 イタリア料理チッチョベッロ 野方5-25-1 5356-7737 イタリア料理

10 バーバーショップスズキ 野方5-3-1-104 3223-5862 理容

11 鳥冨士 野方5-18-11 3339-2410 惣菜

12 カクヤス 野方南口店 野方5-30-3 5356-6941 酒店

13 Flower Shop Rócca_Rócca（ロッカロッカ） 野方5-33-4 3336-1187 生花

14 野方食堂 野方5-30-1 3338-7740 食堂

15 餃子の王将 野方店 野方5-22-3 5356-6969 中華料理

16 アポイス 野方5-33-7 3337-9813 婦人雑貨

17 auショップ野方 野方5-3-1 5327-4070 携帯電話販売

18 ヘア マインド シガ 野方5-30-3-2F 3336-2117 美容院

19 アップルポット 若宮1-54-14 3223-3263 洋食

20 セブンイレブン中野野方駅東店 野方3-25-7 3388-0770 コンビニ

21 焼鳥めしあん 野方5-30-7 5327-8788 居酒屋

22 ヘアーメイク テスタヴァンティ 野方5-25-3 3336-6349 美容院

23 からあげ専門野がた屋 野方5-18-9 5356-9030 テイクアウトからあげ専門店
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■野方北原通り親交会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 光明電機 野方6-29-9 3338-0319 家電

2 ファッションヘアー ワタベ 野方6-9-7 5373-3200 理容

3 新宿中村屋 野方6-32-4 3330-6227 和・洋菓子

4 フラワーショップ花一 野方6-32-4 3339-0087 生花

5 藤晃企画 インテリアリーフ 野方6-12-4 5327-3738 インテリア

6 ガルドローブ 野方6-4-3 3336-0199 婦人服

7 華蔵 野方6-23-11 5356-6078 中華料理

8 オルオルコーヒー 野方6-9-17 3338-6520 喫茶

9 美容室 lu-na 野方6-30-24 5327-8583 美容院

10 中村時計店 野方6-29-8 3330-5215 時計・宝石

11 セブンイレブン野方駅北口店 野方6-12-5 3223-5025 コンビニ

12 おかしのまちおか野方店 野方6-31-11 5373-4900 菓子

13 クローバー接骨院 野方6-18-14 3223-0650 接骨

14 寿司 一銀 野方6-8-6 5327-6256 寿司

15 はたもカイロ整体院 野方6-8-4 5356-7022 整体

16 リサイクル ユニショップ 野方6-12-4 5356-9988 リサイクルショップ

17 ひなさく堂 野方6-30-26 6362-2220 大判焼き

18 田舎菜館 野方6-3-4-B1F 3336-2039 中華料理

19 丸岡クリエイト 晴れ桜 野方6-3-10 5356-9966 居酒屋

20 Tub hair salon 野方6-8-4 5327-8374 美容院

21 POPOlish 野方6-23-13 080-3029-1346 ネイルサロン

22 サイクルスポット 野方店 野方6-17-5 5327-5863 自転車

■野方名店街やっほーろーど 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 マルシェ 野方5-24-5 5327-0338 青果

2 カフェオーディトリアム 野方5-24-3 3338-8754 喫茶

3 お食事処 清瀧 野方5-23-7 3339-4188 季節料理

4 ひだまりはりきゅう整骨院 野方5-23-8 5364-9577 整骨

5 和風居酒屋みつぼし 野方5-23-7-103 5356-8487 居酒屋

6 MISTY 野方5-23-9 5356-6331 カフェ

■大新商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 梅むら 野方1-42-18 3385-1174 和菓子

■早稲田通り親和会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 リカーショップジョーホ 野方1-43-2 3386-4451 酒店

2 クリーニングのＺ（飛田洗染） 野方1-30-3 3388-3232 クリーニング

3 砂場高橋 野方1-20-4 3385-8162 そば

4 盛絽屋 野方1-42-20-1 3389-8778 そば

5 なかの中華！Sai 野方1-6-1 6454-0925 中華料理

6 CROIX（クロワ） 野方1-44-6 090-7422-7909 パン

7 ばらーど 野方1-44-1 3387-2807 喫茶
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■江古田三丁目商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 御菓子司 ありん堂 江古田2-13-22 3386-5062 和菓子

2 斎藤商店 江古田2-12-13 3388-2984 精肉

3 ロア 江古3-10-5-１F 3389-0147 ブティック

4 aodining 江古田3-11-2 3388-2572 惣菜

5 マルマンストア 江古田店 江古田3-10-2 3388-7691 スーパー

■江原二丁目ショッピング通り商友会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 新井屋 江原町2-2-7 3951-5585 酒店

2 清和デンキ江原店 江原町2-3-14 3952-2571 家電

3 田村青果店 江原町2-3-14 3953-7769 青果

4 かなっぺ 江原町2-5-11 3950-4649 定食・居酒屋

5 ミロワール 江原町2-5-7 3954-4725 美容院

6 ペットサロン Mind 江原町2-3-1 5988-7284 ペットサロン

■江古田商和会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 藍原風呂店 沼袋4-29-16 3386-0314 ガス・水道・空調

2 宇佐見商店 江古田4-30-1 3386-6537 生花

3 フォート・いわぶち 沼袋4-32-6 3388-1573 写真・カメラ

4 セブンイレブン中野江古田店 江古田4-7-3 3389-5550 コンビニ

5 中村電設 沼袋2-32-7 3386-0405 電気工事

6 成田屋 沼袋2-40-11 3388-6556 そば・うどん

7 どらっぐぱぱす 江古田店 江古田4-30-4 3388-1931 ドラッグストア

8 美容室m-fleck 沼袋4-29-18 3388-8000 美容院

9 松本電機 江古田4-30-16 3386-2814 家電
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■沼袋親交会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 伊藤精米店 沼袋2-30-7 3386-5651 米店

2 並木商会 沼袋3-27-12 3387-4181 金物

3 チキン・フジ 沼袋4-1-17 3389-5141 鶏肉

4 ブティックふたば 沼袋4-1-19 3386-7312 婦人服

5 文具のみつばや 沼袋3-27-11 3388-3700 文具

6 尾張屋豆腐店 沼袋1-45-5 3386-4477 豆腐

7 そば処 朝日庵 沼袋3-7-11 3386-5855 そば・うどん

8 魚きく 沼袋3-26-12 3386-6128 割烹

9 加賀屋 沼袋3-28-9 3386-2801 煎餅

10 カタオカスポーツ 沼袋1-44-3 3389-3577 スポーツ用品

11 鮨処中むら 沼袋1-45-2 3388-1583 寿司

12 セブンイレブン中野沼袋駅前店 沼袋3-4-19 3388-6895 コンビニ

13 花力 沼袋2-30-5 3386-0772 生花

14 フラワーショップ花実 沼袋2-29-7 3388-2026 生花

15 一の湯 沼袋1-39-10 3386-2836 銭湯

16 シルクラブ中野 山田屋 沼袋2-30-4 3389-4301 呉服

17 岩井屋 沼袋2-29-9 3386-2457 衣料雑貨

18 スマイルドラッグ 沼袋店 沼袋3-4-18 3385-2414 ドラッグストア

19 ゆずり葉 沼袋1-36-9 3389-8299 カラオケスナック
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2023/2/27

■薬師あいロード商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 イゲタ時計眼鏡店 新井1-31-4 3386-3213 時計・眼鏡

2 井塚 薬師あいロード店 新井1-30-8 3386-2366 酒類

3 叶屋履物店 新井1-29-9 3386-3430 靴・履物

4 坂本商店 新井1-29-8 3386-2862 味噌・醤油

5 大洋舎 新井1-37-1 3385-0328 クリーニング

6 千草園生花店 新井1-36-3 3385-0103 生花

7 花三商店 新井1-30-8 3386-3427 生花

8 冨士見野 新井1-31-5 3386-5640 和菓子

9 文化堂金物店 新井1-29-9 3386-4644 金物

10 シュークリニック 靴のマシモ 新井1-35-11 3386-5083 靴・履物

11 三笠食堂 新井1-37-10 3385-4302 食堂

12 薬師 但馬屋 新井1-30-9 3386-2615 煎餅・豆

13 雷神堂 新井薬師店 新井1-22-4 3319-7878 煎餅

14 ヘアーサロン・トーヨー 新井1-31-6 3387-6728 理容

15 ダイコク 新井1-35-11 3385-4846 家電

16 珈琲館 新井1-21-6 3388-5762 喫茶店

17 東家 新井1-21-6 3386-6062 中華料理

18 オリエントスパゲティ 新井1-23-22 3387-1445 パスタ

19 つるや 新井1-14-15 3386-2234 呉服・染物

20 平 家具店 新井1-7-1 3386-0216 家具

21 文具のサンワ 新井1-8-7 3386-3612 文具

22 佐藤精肉店 新井1-15-9 3386-3407 精肉

23 鳥喜 新井1-8-7 3388-8941 焼鳥

24 Fortuna 新井1-15-10 5942-7525 美容院

25 あいロード広場 新井1-22-6 6454-0070 コミュニティスペース

26 ドゥーウェル 新井1-23-20 5942-9881 時計・洋服

27 I WANNA GO HOME CONCENT 新井1-23-23 5318-9400 美容院

28 パックマート中野店 新井1-8-8 3228-0789 包装・梱包用品

29 萬来軒 新井1-35-12 3388-5326 中華料理

30 武蔵屋質店 新井1-19-8 3386-3048 質屋

31 ヘアースタジオ ヒラソル 新井1-15-12 3386-2071 美容院

32 Buona Eri （ボナエリ） 新井1-15-11-113 6356-9023 イタリア料理

33 マハロア 新井1-23-21 5345-5086 ハワイアンダイニングバー

34 南印度 DINING 新井1-23-23 3388-0373 カレー・インド料理

35 大怪獣サロン 新井1-14-16 5942-7382 ダイニングバー・カフェ

36 たま川 新井1-23-20 5380-5588 居酒屋

37 自家焙煎豆珈琲専門店 Life 新井1-31-10 3386-1525 コーヒー豆小売り

38 お菓子のおうち 新井1-22-4 5942-6670 洋菓子

39 メナードフェイシャルサロン中野新井 新井1-14-16 5942-8055 エステ

40 美容室 ジュアナハリゼティ 新井1-31-8 3228-4171 美容院

41 マロロガバワン 新井1-35-12 080-8150-3523 カレー・インド料理

42 あさくら薬局 新井1-8-8 3228-1821 調剤薬局

43 hair logic 3? 新井1-23-19 090-5579-7446 理容
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2023/2/27

■薬師あいロード商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

44 hair atelier true 新井1-15-11 5942-7814 美容院

45 土日café 新井1-15-9 090-1884-9933 カフェ

46 and C hairdesign 新井1-14-1-1F 5942-7152 美容室

47 ニューヨック中野 新井1-21-6-1F 5942-4220 居酒屋

48 もつ焼きエンジン 新井1-30-6 5942-8947 居酒屋

49 ドットの目 新井1-14-16 5318-3477 バー

50 炭火焼鳥 ゆうちょう 新井1-5-3 5380-3122 居酒屋

51 ビッグスマイルストア中野新井店 新井1-15-12 5942-7227 食品・酒・飲食

52 eclat 新井1-23-21-401 080-6864-3785 まつげエクステサロン

53 Lil nakano 新井1-23-20-201 6795-0888 ネイルサロン

54 YAKISOBA & GROCERIES 一服 新井1-15-12 6454-0866 焼きそば・スイーツ

55 トータルボディケアTOMOKO 新井1-31-6-203 ― ボディケアサロン

56 ペインワン 新井1-22-2-101 5343-7881 雑貨・菓子卸

57 F1 シグナス 新井1-23-24 3388-0262 ミニカー・モータースポーツグッズ

58 にくやくし 新井1-35-13 6454-0083 焼肉

59 Natural Food Shop Beans 新井1-15-9 ― 食品販売

60 やきとり大吉　新井薬師前店 新井1-35-13 5942-7794 飲食店

■薬師柳通り高新会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 洗工房 DAB 新井1-17-13 3386-5666 クリーニング

■薬師柳通親交会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 大産地所 上高田2-40-5 3389-2927 不動産業

2 NPOピクニックケア 新井1-2-26 6657-9325 介護・福祉

3 Port Porto 上高田2-40-4 5942-9077 アパレル・食品・化粧品

10



2023/2/27

■中野北口十字路商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 SHINOTOME 中野4-3-1 3388-6161 日用雑貨

2 サイクルショップ フジモト 新井2-30-4 3386-2551 自転車

3 但馬屋 中野4-5-1 3386-0793 豆菓子

4 ヘアー＆スパ UDAGAWA 中野5-51-1 3388-1256 理容

5 ダスキン大西屋 新井1-26-5 0120-692-228 ハウスクリーニング

6 西川インテリア 新井2-12-12 3386-1708 インテリア・内装

7 フレッシュネスバーガー中野北口店 新井2-1-1 5318-5531 ハンバーガー

8 スポーツショップ KAZU 新井1-25-4 3389-8281 スポーツ用品

9 サーティワン中野早稲田通り店 中野5-68-13 3387-2731 アイスクリーム

10 Fleaker 新井2-2-1 6321-3066 メンズ洋品

11 Lampada(らんぱだ) 新井2-12-9 5343-5053 インテリア雑貨

12 ビーンズ 新井2-7-10 3388-4436 食糧品

13 東京煮干屋本舗 中野本店 新井2-1-1 5942-4550 ラーメン

14 ファルコンヒルズ 中野4-3-1-1F 3388-0616 子供服・婦人服

15 サイクルスポット中野店 新井1-12-12 3387-5553 自転車

16 サンマリノ 新井1-11-8 3389-4896 コーヒー・軽食

17 Coma 中野5-68-8 5318-9450 美容室

18 クロシェット カフェ 中野4-3-1-1F 5343-5088 カフェ

19 フォトスタジオ ワーブ 中野4-5-1-2F 3388-2183 写真スタジオ

20 トラットリア イル フォルネッロ 中野4-7-2 3387-5210 イタリア料理

21 butter 新井2-1-1-101 5942-8181 カフェ

22 美容室ムーングレイ 新井1-25-4 3387-4437 美容室

23 でめきん2号店 新井2-30-4-1F 5380-2346 お好み焼き

■薬師駅北口商店街 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 河内屋米店 松が丘1-19-1 3385-8420 米店

2 明幸フルーツ 松が丘1-2-21 3386-8317 果物

3 ヒヤマ酒店 松が丘1-1-15 3386-0543 酒店

4 田中時計店 松が丘1-2-20 3388-3697 時計

5 大國鮨 上高田5-46-8 3386-1060 寿司

6 松寿司 松が丘1-22-24 3386-7604 寿司

7 Tokyo Cut House 松が丘1-1-17 3387-1117 理容

8 中華 萬興 上高田5-47-13 3388-5699 中華料理

9 スマイルドラッグ新井薬師店 上高田5-45-9 3386-6601 ドラッグストア

10 コーノ新井薬師店 上高田5-45-7 3386-1147 スーパー

11 ココカラファイン新井薬師前店 松が丘1-2-17 5318-9120 ドラッグストア

12 コード服装 松が丘1-33-15 3388-0111 学生服・カフェ

13 多季や 上高田5-43-2-1F 5942-4090 居酒屋
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2023/2/27

■新井薬師駅商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 太田屋 新井5-17-14 3386-3684 和装小物

2 すみれ化粧品店 上高田3-37-7 3386-7183 化粧品

3 西島畜産 新井5-16-2 3386-2980 精肉

4 森田屋金物店 上高田3-33-11 3386-4605 金物・刃物

5 亀屋和菓子店 新井5-25-5 3386-2229 和菓子

6 辰巳庵 松が丘1-15-7 5380-1154 うどん・そば

7 アトリエPASSION美容室 新井5-16-2 3319-8050 美容院

8 永仁堂 上高田3-40-10 3319-0188 漢方薬

9 蜜蜂 新井5-27-2 3387-9950 珈琲専門店

10 新越泉 新井5-17-2 3386-4917 銭湯

11 セブンイレブン中野上高田3丁目店 上高田3-22-9 3386-1387 コンビニ

12 理容室センス 新井5-23-6 3387-6759 理容

13 四文屋 上高田3-40-5 3228-4481 焼鳥

14 カザミドリ 新井5-12-1 3319-0141 パン

15 洋風居酒屋OLE 上高田3-40-3 3389-0287 スナック

16 Hair&Esteキャロット 上高田3-19-11 3388-2519 美容院

17 九州亭 新井5-27-1 5380-1099 焼鳥

18 旬采美酒 柾 上高田3-20-10 5380-6055 日本料理

19 まにわ整骨院 上高田4-46-11 5343-7864 整骨院

20 餃子・Darts894 上高田3-38-5 6454-0322 餃子・ダーツバー

21 鳥テル 新井5-23-6 5518-0352 居酒屋

22 マルエツ新井薬師駅前店 上高田3-39-14 3386-1166 スーパー

23 スギドラッグ新井薬師駅前店 新井5-17-12 5942-8320 ドラッグストア

24 ハレノヒ整骨院 新井5-16-1-1F 5343-7887 整骨院

25 居酒屋 松吉商店 上高田3-40-8 6454-0909 居酒屋

26 ふらっと 上高田3-40-10-2F 3388-2074 飲食店

■新井薬師門前通町栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 足立屋 新井5-1-1 3386-2679 学生服・洋品

2 近江屋呉服店 上高田2-54-8 3386-4958 呉服・染物・和小物

3 小松屋斉藤輪店 上高田2-53-10 3386-1628 オートバイ・自転車

4 喜屋製麺所 上高田2-53-12 3386-6608 製麺

5 Hair Make Fine 中野店（ﾍｱ ﾒｲｸ ﾌｧｲﾝ） 上高田2-53-11 3388-2029 美容院

6 サンパティック 上高田2-54-8 5942-5299 フランス料理

7 スギ薬局 新井薬師店 新井5-1-3 5345-7011 ドラッグストア

■上高田本通商店街 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 上高田清和電機 上高田3-29-4 3388-2720 家電

2 ヘアーサロン トガシ 上高田3-28-3 3387-1710 理容

3 ヘアサロン ポエマ 上高田2-16-11 5343-3838 理容

4 アトリエグリーン音楽院＆アンサンブルグリーン 上高田3-29-4 3388-1671 音楽教育

5 アースシステム 上高田2-19-11 5318-5733 介護用品

6 酒道庵 之吟 上高田2-17-11 3386-6646 酒店

7 イエローフィッシュ 上高田3-20-10 3389-3373 ダイニングバー
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2023/2/27

■東中野銀座商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 林屋 東中野3-1-1 3371-8848 煎餅

2 冨士家 東中野3-17-18 3361-3921 和菓子

3 鮒富佃煮店 東中野3-17-16 3361-0821 佃煮

4 キッチン・ドナルド 東中野3-8-5 3371-6041 洋食

5 髙橋時計店 東中野3-6-16 3368-1070 時計

6 丸忠商店 東中野3-1-18 3371-4715 青果

7 山八商店（TELIO ８） 東中野3-8-4 3361-1636 ブティック

8 ドトールコーヒーショップ東中野店 東中野3-8-2 3360-7415 喫茶

9 焼肉 げんき 東中野3-6-16 3369-8935 焼肉

10 ココカラファイン東中野店 東中野3-11-6 5348-2307 ドラッグストア

11 パームツリー（PARM TREE） 東中野3-7-26 3362-0005 ダイニングバー

12 オリック銀座通り店 東中野3-9-11 3368-7248 クリーニング

13 さわや 東中野3-7-26 3368-9647 惣菜・弁当・飲食

■東中野本通共栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 石川時計店 東中野5-3-7 3371-6828 時計・宝石

2 梅屋酒店 東中野4-10-20 3361-3635 酒店

3 三弥酒店 東中野4-25-2 3361-2007 酒店

4 大黒園茶店 東中野4-25-1 3362-0555 お茶

5 光画社 東中野4-1-1 3361-0258 化粧品

6 魚幸 うおこう 東中野4-20-21 3368-2109 鮮魚・弁当・惣菜

7 リサイクルショップ ギャザー 東中野5-5-6 5389-4339 リサイクルショップ

8 侍” 東中野5-5-7 3362-5333 鉄板焼き

9 海鮮・かき・沖縄料理 わ 東中野5-17-6 3368-7895 沖縄料理

10 オリック 東中野店 東中野5-3-7 3366-1350 クリーニング

11 スマイル 東中野4-23-1 5332-3558 介護サービス

12 焼肉 慶州 東中野5-3-3 3364-1728 焼肉・韓国料理

13 和ごはん一献 丸屋 東中野4-23-1 3360-2875 居酒屋

14 ココカラファイン東中野5丁目店 東中野5-17-9 5338-8447 ドラッグストア

15 ひがしなかの整体院 東中野4-10-18 3371-8679 整体

16 ビストロ・バル・パリ4区 東中野5-5-7 3363-0555 フランス・イタリア料理

17 ファミリーマート東中野駅北店 東中野4-10-20 5332-5828 コンビニ

18 はんこ村 東中野店 東中野5-3-1 3364-1161 印章

19 ROSY 東中野4-20-23 6908-8764 美容院

20 ステーキハウスおなかいっぱい 東中野4-9-1 3371-0747 洋食

21 小林金物店 東中野4-10-19 3361-0714 金物・雑貨

22 美容室シティヘアー 東中野4-2-23 3362-8694 美容院

23 東中野イタリアン グラート 東中野4-9-1 3366-5003 イタリア料理

24 光進電機 斉藤商店 東中野4-19-7-1F 3362-9295 電気器具・工事
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2023/2/27

■東中野名店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 仁天堂薬局 東中野1-36-8 3368-8446 調剤薬局

2 生駒軒 東中野1-15-5 3361-8282 中華料理

3 でんきのトマルヤ 東中野1-36-9 3361-2207 家電

4 中インテリア 東中野1-37-12 3371-5244 インテリア

5 マルニ商店 東中野1-4-7 3363-0014 酒店

6 チューオー靴店 東中野1-50-2 3368-3802 靴・履物

7 コトゥタモぺヴァ 東中野1-15-3 6325-7116 ロシア料理

8 クリーニング ライム 東中野1-24-6 3227-1221 クリーニング

9 ALT-SPEAKER 東中野1-25-10 6908-8806 バー

10 美容室 zeal 東中野1-50-2 3364-5444 美容院

11 ミセス・ファンの工房 東中野1-35-1 3364-7454 ネイルサロン

12 串揚げあげあげ 東中野1-23-2 5937-2955 串揚げ

13 楓家 東中野1-50-1 3361-1520 ラーメン

14 花の吉橋 東中野1-15-6 5386-4187 生花

15 かしわぎ 東中野1-36-7 6874-2536 ラーメン

16 べじはん 東中野1-35-1 5937-5431 惣菜

17 T&N 東中野1-15-5 3363-6324 カラオケスナック

■城山中央通商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 エルシーこばやし 中野1-28-9 3368-2312 日用雑貨

2 マルマンストア 中野店 中野1-5-4 3362-9391 スーパー

3 肉の丸萬 卸売市場 中野1-60-11 3366-1129 スーパー

4 齋藤クリーニング店 中野1-29-6 3369-7902 クリーニング

5 とんぼ食品 中野1-38-20 3365-4349 弁当・惣菜

■東中野駅前飲食店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 マ・ヤン 東中野4-1-6 3371-9637 シャンソニエ

2 銘酒居酒屋 大政小政 東中野4-2-25 3371-0019 居酒屋

■中野北口一番街商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 一品料理 はち 中野5-62-7 3388-8068 居酒屋

2 フジヤカメラ店 中野5-61-1 5318-2241 カメラ

3 梅寿司 中野5-63-5 3387-1484 寿司

■中野北口二番街商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ナプリモ中野店 中野5-60-2 5942-7855 イタリアン

2 鮨のえん屋 中野店 中野5-60-15 090-3805-4565 居酒屋

3 串かつ でんがな 中野店 中野5-59-1 5942-8720 串かつ
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■中野北口三番街商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 CLOVER CRAFT らんまん 中野5-59-10 3387-0031 海鮮・季節料理

■中野北口五番街商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 沙夢来 中野5-56-3 3385-7248 スナック

2 もっつん？二号店 中野5-58-10 3387-4266 居酒屋

3 膳や与楽 中野5-56-3-2F 3385-1409 和食

4 味わい屋 中野5-58-4 3319-4510 居酒屋

■天神商栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 スワローチェーン中野5丁目店 中野5-11-9 3388-3329 クリーニング

2 こみや鮮魚店 中野5-11-11 3387-0116 鮮魚

■中野北口狸小路商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 スナック青春 中野5-56-12 3386-6021 スナック

■中野北口白線通り商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 味七 中野5-56-13 3389-3939 ラーメン

2 浜っちょ 中野5-56-10 6310-6155 居酒屋

3 STRAW HAT 中野5-55-17-2F 3387-0516 カフェ・バー

4 治療と和MOTTE 中野5-56-10-2F 080-1723-0812 姿勢矯正・マッサージ

■中野新仲見世商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 マロ 中野5-55-9 3388-9519 喫茶店

■中野ふれあいロード商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 海鮮酒房 食楽 中野5-56-14 3385-3320 居酒屋

2 炙谷 中野5-56-16 3388-5941 居酒屋

■中野ふれあいロード北商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ローソンスリーエフ中野5丁目店 中野5-51-15 3389-9133 コンビニ

2 らーめん菜華 中野5-55-3 3389-2561 飲食

3 Good Life 中野5-51-15 5343-7960 不動産業

■中野早稲田通商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ヘアーメイク フーパー 新井1-2-12 3385-7371 美容院

15



2023/2/27

■中野北口昭和新道商店街 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 パニパニ 中野5-49-3 3389-3882 居酒屋

2 立花 中野5-53-8 3387-0390 割烹・小料理

3 タラの丘 中野5-53-1 050-1006-4797 バー

4 BA CAFE 中野5-50-9 3387-2726 カフェバー

5 中野ビール工房 中野5-53-4 3385-3301 ビアバー・バル

6 nakano f (なかのえふ) 中野5-46-10 6276-3917 レンタルスペース

7 魚屋よ蔵 中野5-48-5 3319-8642 居酒屋

8 中野 藤丸 中野5-42-5 6311-0471 ラーメン

9 えいちゃんち 中野5-47-6 ― スナック

10 大衆酒場ジョージ 中野5-53-8 5942-7735 居酒屋

11 ASH 中野5-46-4-2F 3388-0868 スナック

12 ほこらしゃ 中野5-57-10 3319-7600 居酒屋

13 中野DeGe 中野5-53-10 5942-4922 立飲み・たこ焼きバー

14 KARAOKE BAR 座ROCKeT 中野5-53-10-202 5942-4922 カラオケバー

15 中野バル・どんぐり 中野5-57-10-3F 5942-7516 スペインバル

16 スシバルパパ 中野5-49-3 090-5774-0088 スシバル

17 すず木 中野5-53-2-2F 6382-8517 和風居酒屋

18 味治 中野5-57-10 6677-1990 うなぎ

16



2023/2/27

■中野サンモール商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 イナバ 中野5-65-9 3388-8500 ブティック

2 落合文具店 中野5-67-11 3387-0925 文具

3 タイム 中野5-66-8 3387-2525 ブティック

4 つよせ 中野5-66-5 3387-6231 手芸用品

5 くれない茶房 中野5-67-11 3389-4142 喫茶

6 マリコ眼鏡店 中野5-64-8 3387-1409 メガネ

7 丸善 中野5-67-12 3387-0882 食器

8 万富 中野5-60-6 3387-2927 たばこ

9 ヨシノ洋品店 中野5-61-7 3387-1378 洋品・喫茶

10 わしや 中野5-61-6 3389-0481 弁当・惣菜

11 梅家 中野5-58-6 3387-2390 甘味処

12 エレノア 中野5-64-10 3387-1831 ブティック

13 OSドラッグ 中野5-56-8 3388-9825 薬店

14 東京靴流通センター 中野5-65-11 3387-2766 靴・履物

15 鈴丹 中野5-65-9 5380-7615 ブティック

16 ダイワ靴店 中野5-59-7 3387-1458 靴・履物

17 辻屋 中野5-60-8 3388-5123 靴・履物

18 ジュエリーツツミ 中野5-67-12 3319-7730 宝石

19 文明堂 中野5-64-10 3388-0002 和菓子

20 マクドナルド 中野5-66-1 3389-1992 ファーストフード

21 れふ亭 中野5-63-3 3387-3048 今川焼き

22 ロッテリア 中野5-59-7 3387-1216 ファーストフード

23 銀座コージーコーナー 中野5-59-6 5380-1831 洋菓子

24 ヘアーサロン カネダ 中野5-67-4 3228-0230 理容

25 ジュエリーアリア 中野5-67-11 3319-6757 貴金属

26 銀だこ 中野5-63-3 3388-2992 たこ焼き

27 ピカデリーサーカス 中野5-60-7 3386-0260 子供服

28 中野サンプラザ 中野4-1-1 3388-1177 宿泊総合施設

29 中央コンタクト 中野5-64-9 3385-0631 コンタクト

30 ボンジュール・ボン 中野5-59-8 5345-6260 パン

31 ユニクロ 中野5-64-8 5318-3301 衣料品

32 AOKI 中野5-56-7 5345-7488 衣料品

33 COPO中野店 中野5-63-3 5318-5037 靴下

34 SUIT SELECT 中野5-56-8 5318-3021 紳士服

35 ABC-MART 中野5-65-12 5318-3721 靴・履物

36 マツモトキヨシ 中野パート2店 中野5-61-6 5343-1218 ドラッグストア

37 眼鏡市場 中野5-66-7 5345-5618 メガネ

38 チケットワン 中野5-63-3 5343-6464 金券ショップ

39 リサイクルキング 中野5-63-3 5318-6810 貴金属

40 魚がし 日本一 中野5-64-8 5318-5228 立食い寿司

41 メガネスーパー 中野5-60-9 5942-5708 メガネ

42 マツモトキヨシ中野通り店 中野5-65-5 5318-2084 ドラッグストア

43 ABC-MART2号店 中野5-56-6 5318-5482 靴・履物

44 サンドラッグ中野北口 中野5-64-10 3389-8371 ドラッグストア

45 回転寿司みさき 中野サンモール北店 中野5-67-9 5345-7445 飲食

46 カワグチ 中野5-51-2 3386-0303 ブティック

47 大衆焼肉 伊勢路 中野5-66-8 5942-4370 焼肉
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2023/2/27

■中野ブロードウェイ商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ＳＥＩＹＵ 中野5-52-15 3386-1141 スーパー

2 ザックザク宝屋 中野5-52-15 3389-0576 精肉

3 味の茶 大新 中野5-52-15 3385-5032 お茶

4 デイリーチコ 中野5-52-15 3386-4461 軽食

5 フナリヤ 中野5-52-15 3385-4168 乾物

6 AOKI 中野5-52-15 3387-2846 バッグ

7 イナバ 中野5-52-15 3388-8501 婦人服

8 PHOTOLAB コイデカメラ 中野5-52-15 3388-4511 写真プリント

9 アルファヴィル 中野5-52-15 3387-0123 ＰＣソフト･本

10 シャルドン 中野5-52-15 3385-8124 セレクトショップ

11 ちぐさ 中野5-52-15 3385-7591 化粧品

12 不二家 中野5-52-15 3385-7362 洋菓子

13 K sports 中野5-52-15 3389-0541 スポーツ衣料

14 八千代ハウスセンター 中野5-52-15 3388-7101 不動産業

15 A・ライセンス 中野5-52-15 3386-1356 喫茶店

16 さかこし珈琲店 中野5-52-15 3388-3449 喫茶店

17 野崎コイン 中野5-52-15 3389-5958 コイン・テレカ

18 明屋書店＆nota nova 中野5-52-15 3387-8451 書籍・雑貨

19 ブリヂストンケンネル 中野5-52-15 3385-7911 ペットグッズ

20 小池真珠宝石店 中野5-52-15 3387-9151 宝飾

21 シューズドクター119 中野5-52-15 3385-1419 靴修理

22 野方青果 中野5-52-15 3388-3841 青果

23 丸金商店 中野5-52-15 3385-0515 青果

24 宮川商店 中野5-52-15 3385-0426 精肉

25 篝 中野5-52-15 3388-7255 割烹・小料理

26 喫茶 絵夢 中野5-52-15 3388-3421 喫茶

27 ヴァンヴェール・BAMBOOL 中野5-52-15 3388-0631 玩具・グッズ

28 松栄寿司 中野5-52-15 3386-3671 寿司

29 IKKO美容室 中野5-52-15 3386-2322 美容院

30 帽子タムラ 中野5-52-15 3385-7198 帽子

31 とろろじる 丸子亭 中野5-52-15 3388-3067 郷土料理

32 HARIMI 中野5-52-15 3388-2378 婦人服

33 フクオスタンプ社 中野5-52-15 3387-7741 切手・コイン

34 ユーロサープラス 中野5-52-15 3228-3900 ミリタリー

35 カードショップトレジャー 中野5-52-15 5343-3208 テレカ・切手

36 かめ吉 中野5-52-15 5318-7399 高級腕時計

37 JACKROAD AND BETTY 中野5-52-15 3386-9399 時計･ジュエリー･バッグ

38 フジヤグループ 中野5-52-15 3386-5956 オーディオ

39 ZiZiPina 中野5-52-15 3389-0641 婦人服

40 クレソン 中野5-52-15 3228-8488 インテリア雑貨

41 N＆V 中野5-52-15 3389-0307 婦人ファッションバッグ

42 Kaya 中野5-52-15 3389-7178 婦人服

43 G・ポート 中野5-52-15 3386-7774 婦人服

44 プリムラ 中野5-52-15 3388-0665 婦人服

45 おかしのまちおか 中野5-52-15 5380-2770 菓子

46 イエロービーム 中野5-52-15 5380-8910 リサイクルバッグ
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2023/2/27

■中野ブロードウェイ商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

47 ボディシークレットガーデン 中野5-52-15 3385-6677 ランジェリー

48 アメニティードリーム 中野5-52-15 5380-3811 トレーディングカード

49 エム・ビー 中野5-52-15 3388-7720 Ｔシャツ･グッズ製作

50 ナカムラ水産 中野5-52-15 3385-5626 鮮魚

51 レンタルショーケース 異空間 中野5-52-15 3319-1095 玩具・グッズ

52 ミスターエマ 中野5-52-15 3389-3143 靴修理

53 アンティーク中野ブロードウェイ 中野5-52-15 5345-6123 玩具

54 うの 中野5-52-15 3386-0067 宝石･貴金属

55 染心堂® 各店 中野5-52-15 3388-8686 占い

56 手作り点心 また明日。 中野5-52-15 3389-6502 点心

57 キューブスタイル 中野5-52-15 6277-7385 玩具・グッズ

58 A-MOJU 中野5-52-15 5318-0401 玩具

59 シティーボーイ 中野5-52-15 3385-4167 ヴィンテージ

60 チーズペンネ 中野5-52-15 3388-2424 高級腕時計

61 ピンク 中野5-52-15 3319-7412 アクセサリー

62 チャレンジャー 中野5-52-15 3389-7168 軽食

63 アンティーク あじさい 中野5-52-15 3389-1864 西洋骨董

64 中野ヴィンテージモール 中野5-52-15 3388-6112 昭和レトロ・アンティーク

65 ジャンクワールド 中野5-52-15 5318-6047 中古パソコン

66 ViViD 中野5-52-15 3389-4477 熱帯魚

67 ボディ リフレーヌ 中野5-52-15 3319-8051 リラクゼーション

68 ネルパラ・ネイルカウンター 中野5-52-15 3388-5122 ネイル

69 HORIZON 中野5-52-15 5942-9550 アクセサリー・雑貨

70 いちぜん整骨院 中野5-52-15 6273-0677 整骨院

71 買蔵 中野ブロードウェイ店 中野5-52-15 3388-1178 ブランド商品

72 勝田商店 中野5-52-15 080-1146-2779 鮮魚

73 Dr.ストレッチ 中野5-52-15 5318-3456 リラクゼーション

74 洋服お直し おしゃれ工房 中野5-52-15 5380-5581 洋服お直し

75 サンドラッグ 中野5-52-15 3387-9730 ドラッグストア

76 アドアーズ 中野店 中野5-52-15 3389-7670 ゲームセンター

77 三代目茂蔵豆富 中野5-52-15 5942-8357 生鮮食料

78 大黒屋時計館 中野店 中野5-52-15 5318-5250 時計･貴金属

79 namco 中野店 中野5-52-15 5380-5442 ゲームセンター

80 まんだらけ 中野5-52-15 3228-0007 玩具・模型・古書・グッズ

81 スッポン堂 中野5-52-15 5380-6690 健康食品

82 アートプラント 中野5-52-15 5942-7186 人工観葉植物

83 ハビコロ玩具 中野5-52-15 5942-9404 玩具・グッズ

84 じゃんぱら 中野5-52-15 3228-9444 中古スマホ･PC

85 Game Station 中野5-52-15 5942-9713 玩具

86 コレクターズマート･トレカコム 中野ブロードウェイ店 中野5-52-15 5942-9868 玩具・グッズ

87 鉄道模型のBIGYARD 中野5-52-15 6322-6441 玩具・模型

88 らしんばん 中野5-52-15 0578-008-620 玩具・グッズ

89 れんげ化粧水の店 ロータス 中野5-52-15 3389-9550 化粧品

90 れんず 中野5-52-15 5942-8267 高級腕時計

91 Royal 中野5-52-15 3389-8223 婦人服

92 ROBOT ROBOT 中野5-52-15 3387-1000 玩具・グッズ
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■中野ブロードウェイ商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

93 ONOMAX 中野5-52-15 3389-1000 高級腕時計

94 オルタナティヴ･クロージング 中野5-52-15 3387-5118 カジュアル衣料

95 ガオッチ 中野5-52-15 5577-4300 玩具・グッズ

96 リバティー中野2号店 中野5-52-15 5913-3911 玩具・模型・グッズ

97 ベルモンド 中野5-52-15 6454-0940 高級腕時計

98 Good Watch 中野5-52-15 5942-7816 高級腕時計

99 Fabric Jam 中野5-52-15 3385-2373 カジュアル衣料

100 中野ロープウェイ 中野5-52-15 090-6501-6304 雑貨・衣料

101 Rainbow Spice cafe Chai Stall 中野5-52-15 5318-9775 カレー・チャイ

102 うどんや大門 中野5-52-15 ― うどん

103 FREEDOM GARAGE 中野5-52-15 5318-9135 アニメグッズ

104 スマホ修理工房 中野5-52-15 3251-7770 スマホ修理

105 中国整体院 中野5-52-15 5380-3868 中国式整体

106 中野名曲堂 中野5-52-15 3386-6665 演歌専門店

107 モデルショップ ポッポ屋 中野5-52-15 5380-1951 鉄道模型

108 リラクゼーションYOKOTA 中野5-52-15 5380-0410 リラクゼーション

109 ホカクドウ 中野5-52-15 6323-9859 プロレス関連

110 一風騎士 中野5-52-15 5942-4091 高級腕時計

111 GINZA NJ TIME 中野5-52-15 5318-3910 高級腕時計

112 墓場の画廊 中野5-52-15 5318-9221 キン肉マンアパレル・アート

113 ハラジュクアイリー 中野5-52-15 5318-5015 バカＴシャツ

114 PARA BOX 中野5-52-15 050-3601-5374 カスタムドール

115 ロージェット 中野5-52-15 5942-9790 ゴシック＆バンド衣料品

116 タイムゾーン 中野5-52-15 5942-4754 高級腕時計

117 ぴゅあコレ 中野5-52-15 6454-0164 玩具・コスプレ衣装

118 ゲオ 中野ブロードウェイ店 中野5-52-15 5343-7940 ゲーム・中古携帯

119 リサイクル着物 三喜屋 中野5-52-15 ― リサイクル着物

120 天ぷら千代田 中野5-52-15 ― 天ぷら専門店

121 ウォッチニアン 中野5-52-15 5318-6905 時計･バッグ･ジュエリー

122 ソフマップRe Collection 中野5-52-15 0077-78-9888 中古スマホ･PC

123 MOON BRIDGE 中野5-52-15 6454-0552 高級腕時計

124 レジデンス･マネジメント 中野5-52-15 5318-6866 不動産業

125 ギャラリーカフェオメガ 中野5-52-15 3386-0389 ギャラリーカフェ

126 ブックスロンド社 中野5-52-15 3387-3107 古本

127 merry-go-round toy store 中野5-52-15 3319-7900 フィギュア

128 QUARK 中野5-52-15 5942-7909 高級腕時計

129 セブンアワーズ 中野5-52-15 5942-7622 高級腕時計

130 マリフォーチュン 中野5-52-15 6276-2589 占い

131 麵市場 中野5-52-15 6905-5055 中華麺・生パスタ

132 Dream merket 中野5-52-15 5942-6075 アウトレットコスメ

133 COSME REPUBLIC 中野5-52-15 5942-6883 韓国コスメ

134 なんぼや 中野5-52-15 4580-9896 ブランド買取

135 アルフ 中野5-52-15 3389-7156 ミニカー

136 鉄道模型レベルアッパー 中野5-52-15 3388-7686 模型販売

137 FAIRY TAIL 中野5-52-15 090-1817-5325 香水・雑貨

138 magi・magipoke 中野5-52-15 070-1289-5179 トレーディングカード
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2023/2/27

■中野ブロードウェイ商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

139 Spank！ 中野5-52-15 080-3404-3809 ビンテージ＆ハンドメイド

140 御茶Yucha 中野5-52-15 ― 台湾フルーツティー

141 幸福物産店 中野5-52-15 5942-4268 中国・アジア総合食材

142 ヤマト運輸 中野5-52-15 0570-200-730 宅急便センター

143 白金堂 中野5-52-15-2F 5942-9181 時計修理・時計バンド販売

144 ザ・コーナー 中野5-52-15 ― フィギュアショップ

145 グレイスター 中野5-52-15 3388-3321 婦人服販売

146 キムの家 中野5-52-15 080-5962-2919 韓国料理

147 ユニバーサルバリュー 中野5-52-15 3388-7888 スピードマスター専門店

148 ASKWATCH 中野ブロードウェイ店 中野5-52-15 5942-7912 高級時計

149 プリントマウス 中野5-52-15 5942-6066 各種グッズプリント

150 Master Watch 中野5-52-15 5942-6398 高級腕時計

151 シャトレーゼ 中野ブロードウェイ 中野5-52-15 3385-7366 お菓子

152 Rich Time 中野5-52-15 5318-9326 腕時計

153 中野Jun Sample Shop 中野5-52-15 070-7537-6561 婦人服・紳士服・雑貨

■実業桃光会桃園商店街 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 セブンイレブン中野桃園店 中野3-27-13 3383-5091 コンビニ

2 中屋米店 中野3-27-19 3381-0867 米店

3 花月 中野3-35-2 3381-9306 生花

4 roji spice 中野3-35-3 3381-9307 スパイス料理

5 モコポコ帽子店 中野3-35-5 3381-5281 帽子専門店

6 片山鳥肉店 中野3-34-16 080-7825-3834 鳥専門居酒屋

■中野レンガ坂商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 green coast 中野3-40-31 6413-5333 生花

2 みなみのカエル 中野3-34-23 6753-7771 ダイニングバー

3 オルガニコ 中野3-34-24 6382-8216 オーガニックバル

4 五感 中野3-34-22 6454-1272 パスタ・イタリア料理

5 中野青二才 中野3-35-7 5340-1231 バル

6 十七番地 レンガ坂店 中野3-35-6 3380-2525 居酒屋

7 洋食堂 葡萄 中野3-36-4 6382-6736 洋食

8 siono 中野3-36-3 3381-5178 スペインバル

9 ワイン蔵 BANKAN 中野3-35-8 6454-1846 居酒屋・ワインバー

10 vivo daily stand 中野3-35-6 5888-5476 バー

11 麦酒大学 中野3-34-23-2F 4291-8571 ビアバー

12 塩野ビル 中野3-36-3 3383-3991 貸ビル
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■サンロード中野・桃商会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 大橋 中野3-34-31 3381-6869 茶・のり

2 ナカノ薬局 中野3-33-15 3381-3118 薬局

3 松田米店 中央5-49-6 3381-8038 米店

4 山田かばん店 中野2-28-3 3381-5694 鞄

5 田中青果 中野3-32-11 6382-7450 青果

6 kurumari 中野2-28-1-2Ｆ 3383-2927 オムライス・ボードゲーム

7 hair make feryne 中野2-28-6-1Ｆ 3381-2901 美容院

8 銀浜 中野2-28-1 3361-5577 割烹

9 ごっつハンド 中野2-28-3 3229-9390 整体

10 美容室メルシー 中野3-33-15 3384-3505 美容院

11 カット・ザ サイキ 中野3-33-20 3384-0530 美容院

12 歯科仲井診療所 中野3-31-7 5328-5188 歯科

13 はんこ工房 中野店 中野3-33-3 3380-6600 印章・印刷

14 CHILL CHAIR 中野店 中野2-28-1 090-2637-4820 美容院

15 バーハムレッツ 中野3-33-20 6382-8022 バー

16 Wing Village 中野2-28-1 6382-8895 餃子バー

17 ケバブカフェ エルトゥールル 中野3-33-14 5385-3350 ケバブ

18 Sapin 中野2-28-3 6382-4711 雑貨・リラクゼーション

19 スギ薬局中野南口店 中野3-33-18-1F 3384-4832 ドラッグストア

20 居酒屋 まち 中野3-32-9 3381-3421 居酒屋

21 安兵衛 中野2-28-1 3381-3421 居酒屋

22 お揚がり 中野2-28-1-204 6382-7477 串揚げ
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■中野南口駅前商店街 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 不二家 中野2-30-8 3380-6894 洋菓子

2 山水堂 中野2-29-9 3380-2121 文具

3 ちどり生花店 中野2-29-7 3381-4566 生花

4 三河屋 中野2-29-6 3381-3744 寿司

5 コーヒーロード 中野2-25-3 3383-0022 喫茶

6 麻雀ミリオン 中野2-27-15 3381-2925 麻雀

7 山水苑 中野2-30-14 3386-6326 たばこ

8 京樽 中野2-25-6 3381-6587 寿司

9 いちふじ 中野2-25-6 3381-9102 居酒屋

10 エムティワイ 中野2-25-6 3381-6587 貸しビル

11 季節料理日の出 中野2-25-6 3381-8948 割烹・小料理

12 居酒屋 安兵衛 中野2-25-6 3381-3421 居酒屋

13 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲゆき 中野2-25-6 3382-6566 カフェ・バー

14 酒蔵駒忠 中野2-30-3 3383-2134 居酒屋

15 パスタキッチン 中野2-25-6 5340-3227 パスタ・イタリア料理

16 居酒屋 呑来醍 中野2-26-10 3380-0360 居酒屋

17 nakano花＆花 中野2-25-6 3229-4187 生花

18 酒蔵 いそむら 中野2-27-15 3382-1381 居酒屋

19 ジンギスカン楽太郎 中野店 中野2-29-1 6304-8929 焼肉

20 アイシティ中野駅前南口 中野2-30-8 6304-8231 コンタクトレンズ

21 セブンイレブン中野駅南口店 中野2-26-3 5340-6870 コンビニ

22 串揚げ このは 中野2-27-14 4363-9231 串揚げ

23 スギドラッグ中野大久保通り店 中野2-19-2 ― 薬局

24 スパイシーレストラン アチャラナータ 中野2-27-14 3381-3128 スリランカ料理

25 ピアンタ 中野南口 中野2-29-15 6382-4775 イタリアン

■宮桃商盛会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 創作菓子 ソワメーム 中央5-24-7 5385-4822 洋菓子

■もみじ山共栄千光会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 よろずや 中野2-13-24 3382-8898 オムライス
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■鍋横商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 イトウ花店 本町6-1-11 3381-4187 生花

2 エリヤ洋菓子店 本町4-38-20 3384-1234 洋菓子

3 鈴熊商店 本町4-37-27 3381-5844 青果

4 玉屋生菓 本町4-30-14 3381-7012 和菓子

5 中安商店 本町6-1-11 3381-6495 金物・刃物

6 西町米店 本町6-1-12 3381-7974 米店

7 富士屋事務器 本町4-43-15 3381-4695 文具

8 文化堂書店 本町4-31-10 3381-8558 書籍

9 鳳月堂 本町4-31-10 3384-0466 和菓子

10 眞玉堂中野薬局 本町5-48-12 3383-4003 薬局

11 和食まつむら 本町4-44-22 5340-8272 和食

12 森田園 本町4-31-10 3381-8029 お茶・のり

13 ミルクロール 本町4-37-25 3381-5541 パン

14 ルージュ ブランシェ 本町4-31-5 3383-9971 和・洋菓子

15 新宿ゴルフ商会 本町4-43-14 5385-7240 ゴルフ用品

16 スリーハーツ 本町4-31-10 3384-8877 美容院

17 テイトクリーニング 本町4-30-16 3384-7336 クリーニング

18 Rin Chii Jun 本町4-37-25 5340-8830 ペットサロン

19 バーバーチェリークラブ 本町5-48-12 3381-4345 理容

20 Aah's!（アーズ） 本町4-30-16 5385-2238 理容

21 スギ薬局中野鍋横店 本町4-30-12 6382-8501 ドラッグストア

22 珈琲や 新中野本店 本町4-31-10-104 6318-9415 カフェ・コーヒー専門店

23 一口餃子 あっしゅ 本町4-35-10-1F 6304-8433 餃子

24 クリーニング＆ブランドケア AQUA 本町4-44-25 3383-4686 クリーニング

■鍋横大通商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 江藤書店 本町4-30-22 3384-3336 書籍

2 越後屋 中央3-33-1 3383-5501 酒店

3 カメラのなるせ 中央3-34-3 3383-5151 写真・カメラ

4 石臼挽き手打ちそば 志喜千庵 中央4-4-6 3381-5363 そば

5 神宮豆腐総本店 中央4-1-20 3381-3688 豆腐

6 染と織 巴屋 本町4-21-16 3381-0302 呉服・染物

7 林屋商店 本町4-30-25 3381-7530 酒店

8 マキノ商事 中央3-33-4 3381-4050 質店

9 丸福 きしめん 中央4-1-3 3381-4157 そば・うどん

10 とんかつ 丸福 中央4-1-7 3383-8201 とんかつ

11 みどり花園 中央4-1-1 3381-4685 生花

12 婦人服 武蔵屋 中央3-34-1 3381-1613 婦人服

13 本町薬局 中央3-31-1 3381-1898 薬局

14 東屋酒店 本町4-20-1 3381-5753 酒店

15 のだホームショップ 本町4-21-13 3381-9561 金物・刃物

16 チャイナキッチンなる 中央4-1-8-105 5385-3272 中華料理

17 東京靴流通センター新中野店 中央3-34-1 5328-2545 靴・履物

18 居酒屋 もんし 中央4-1-7 3383-6767 居酒屋
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■鍋横大通商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

19 ぽけっと 中央4-1-19 3384-8700 スナック

20 オジャンドン 中央4-1-21 3380-9170 韓国料理・焼肉

21 手打ちうどん 四国屋 中央4-1-1 3382-4598 うどん

22 渡辺商店 中央4-2-5 3381-1040 灯油

23 焼き鳥 孝 本町4-39-4 3384-2604 居酒屋

24 ボビさん 本町4-30-26 3384-8827 インド・ネパール料理

25 トレビス 中央3-22-1 3365-8522 イタリア料理・ワインバー

26 COCO壱番屋 中野区新中野駅前店 中央3-34-3 5328-7677 カレー

27 あじいち 中央3-34-1 3382-3090 居酒屋

28 とづか商事 本町4-19-12 3381-3737 提灯・旗

29 住建ハウジング 本町4-21-16 5385-7551 不動産業

30 Barber TOKUTOKO 中央3-34-3 3229-6222 理容

31 ウエルシア新中野駅前 中央3-34-3 5328-7681 ドラッグストア

32 ココカラファイン中野中央店 中央3-24-3 5348-7655 ドラッグストア

33 幸せになる居酒屋 まる 中央4-4-1 3380-4147 居酒屋

34  石島商事/ドトールコーヒーショップ新中野店 中央4-1-1 5342-0705 喫茶

35 changing moods CAFE/DINER and BAR 本町4-19-6 6382-8878 カフェ・ダイニングバー

36 さらそうじゅ 本町4-19-8 6321-0233 エステ

37 なかしん整骨院 本町4-5-14-104 3380-8080 整骨・鍼灸

38 ヴォイス 中央4-8-4 3383-5757 美容院

39 中国料亭 天祥 中央4-1-1 5385-2400 中国料理

40 あぶ家 中央4-4-1 6382-6901 居酒屋

41 おかしのまちおか新中野店 中央4-1-1 3380-2412 菓子

42 優楽庵 八度 中央4-2-11 6304-8933 居酒屋

43 居酒屋 藤吉郎 中央4-2-6 3380-3967 居酒屋

44 PLUS HAIR 中央4-1-6 3381-1530 理容

45 旨めぇもん屋 きゅう 中央4-1-21 3229-2291 居酒屋

46 やきとん なべ屋 中央4-2-3 3380-0188 居酒屋

47 焼鳥酒蔵 おおくら 本町4-30-26-B1 6454-1469 居酒屋

48 からおけすなっく 睦 中央4-2-11-B1 6382-5565 スナック

49 じょう屋 中央3-34-6 6379-6783 焼鳥

50 旬彩和膳 左がわ 中央4-1-6-106 5340-7297 和食

51 十七番地 新中野店 中央4-2-3 3380-7070 居酒屋

52 こざんちゅ 中央3-34-1-1F-H号 6382-4863 沖縄バル

53 セブンイレブン新中野店 中央4-1-2 3381-7151 コンビニ

54 KOTTO 中央3-33-6 6883-4455 美容院

55 和ダイニング 縁慈 中央3-33-7 6382-6225 飲食

56 中華風居酒屋 庶民 中央3-34-3 3380-1773 中華居酒屋

57 焼酎彩菜 はる吉 中央3-34-1 3380-1773 バー

58 高千穂建設 中央3-35-5 5328-3245 ハウスリフォーム・不動産業

59 おひさまげんき食堂 中央4-1-23 6382-8224 食堂・居酒屋

60 PINの店 中央5-1-2 3381-0201 パン・洋菓子

61 べじはん 新中野店 本町4-46-7 070-1461-9746 惣菜

62 アルフレッドペルジーニ 本町4-21-16 050-5589-4004 イタリアン
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■三味線橋共栄会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 広島屋 中央4-22-18 3383-0731 酒店

2 セブンイレブン中野中央店 中央4-22-18 3382-7011 コンビニ

3 居酒屋 龍 中央4-37-21 080-4202-0820 居酒屋

■宝仙寺前通商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 J・KOJIMA 中央2-5-4 3361-2220 ブティック

2 フローリスト花渉 本町2-54-12 3373-2200 生花

3 萬蔵そば尾張屋 中央2-2-8 3363-9538 そば・うどん

4 セブンイレブン中野坂上駅西 中央2-5-1 3371-9770 コンビニ

5 共同電気 中野 中央2-4-6 3369-0221 電気

6 中野坂上 縁 中央1-35-6 5989-1813 和食居酒屋

7 CAFE OASIS 中野坂上店 本町2-48-13 3377-1676 カフェ

8 カレーハウスCoCo壱番屋 東京メトロ中野坂上駅前店 本町2-49-12 5365-4551 カレー

9 なかの整骨院 本町3-28-8 6304-2121 整体・整骨

10 匠屋あいべ 本町2-49-13-B1F 6300-7678 居酒屋

11 ヘアーサロンOOUCHI 本町2-48-9 3373-9944 理容

12 坂上 健ちゃん 本町2-46-1 3373-8868 寿司

13 手しおごはん玄 中野坂上店 本町2-48-9 6276-8207 定食

14 松栄楽器店 本町2-51-10 3382-0666 楽器小売

15 酒場食堂 とんてき 本町2-51-13 6276-4059 居酒屋

16 やさいと、 中央2-2-35-B1 6304-0711 和食

17 旨ぇもん屋 きゅう 本町2-51-10-2F 3375-3251 居酒屋

18 マイソールカフェ 中央2-5-2 5937-3758 南インドカフェ

19 三夢羅居 本町2-49-20 3373-3472 居酒屋

20 イル クレッシェンテ 本町2-48-15 3370-2620 イタリア料理

21 CARNEST（カルネスト） 本町2-51-9-2F 6383-3758 肉バル

22 やきとん なべ屋 中央2-30-6 3380-0188 居酒屋

23 うん間違いない！中野坂上店 本町2-50-11 6300-4156 パン販売

24 10FRESH 中央2-31-8 6908-6156 ヘッドスパ

25 ビストロ キシ 中央2-31-8-B1 5937-0303 ビストロ・ワイン

26 鮨 与志乃 中央2-30-2 3371-8426 寿司

27 スギドラッグ中野坂上店 本町1-32-28 6276-2367 ドラッグストア

28 スギドラッグ中野中央店 中央1-21-4 6908-8354 ドラッグストア

29 サイクルスポット中野坂上店 中央1-40-8 5348-8415 自転車

30 マツモトキヨシ中野坂上駅前店 中央2-2-4 5937-0528 ドラッグストア

31 鮨・酒・肴 杉玉 中野坂上 中央2-1-7 5338-9909 居酒屋

32 麺や天鳳 中野坂上2号店 中央1-33-7 6908-6629 ラーメン

33 中華dining天鳳 中央1-40-8 3361-8849 中華

34 メンドコロ天鳳 中央2-30-5 ― ラーメン

35 麺や天鳳 中野坂上総本店 本町3-30-10 3379-5455 ラーメン
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■川島商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 石川履物店 弥生町3-33-3 3372-7005 靴・履物

2 そば処 いな垣 弥生町3-2-5 3373-5373 蕎麦

3 大石製麺店 めんの大石 弥生町3-24-15 3372-0451 製麺

4 神田米店 弥生町3-28-1 3372-5087 米店

5 ベスト電器中野川島店（京橋堂） 弥生町3-31-1 6300-4900 家電

6 銀座クリーニング 弥生町3-7-10 3372-2059 クリーニング

7 正和堂（しょうわどう） 弥生町1-42-6 3373-1591 時計・眼鏡

8 鳥正 弥生町1-42-6 3372-6511 居酒屋

9 鳥ひさ 弥生町3-33-3 3372-2949 精肉

10 服部電気商会 弥生町3-2-5 3372-0026 家電

11 はやし園茶舗 弥生町3-20-10 3372-5994 お茶

12 手芸の店 フミ 弥生町3-14-7 3372-3143 手芸材料

13 深川・伊勢屋(石引和菓子店) 弥生町3-20-10 3373-1055 和菓子

14 丸仁呉服店 弥生町3-33-3 3372-3788 呉服・染物

15 サイクルセンターヤマグチ 弥生町3-3-1 3372-6530 自転車

16 洋品の田子 弥生町3-3-1 3372-5725 紳士服

17 理容タケダ 弥生町3-32-1 3373-3172 理容

18 坂入商店 弥生町3-8-7 3373-9988 青果

19 魚健 弥生町3-8-7 3372-6853 鮮魚

20 肉のジャンボ 弥生町3-24-15 3377-7291 精肉

21 弥生フラワー花盛 弥生町3-28-4 3375-3687 生花

22 タカギベーカリー 弥生町4-3-1 3382-0567 パン

23 クリーニングサービスNaNa 弥生町3-27-7 3383-7779 クリーニング

24 花賢 弥生町3-20-8 3375-3457 生花

25 餃子飯店 弥生町3-8-7 3372-5466 中華料理

26 ベジフル・タチバナ 弥生町3-31-1 3372-8508 青果
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■南台商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 ケノヒノパン 南台3-13-12 080-5708-2860 パン

2 ありん堂南台店 南台3-12-10 3384-9322 和菓子

3 一平舎 南台3-12-10 3229-3687 クリーニング

4 インテリアポピー 南台2-29-3 3381-6792 室内装飾

5 caféてぃーえむ 南台3-14-8 3381-6898 喫茶

6 そば＆まぐろ 更科 南台3-11-3 3381-7779 そば・うどん

7 多田米店 南台3-2-13 3381-4965 米店

8 たつみ屋商店 南台3-11-4 3381-9148 金物・雑貨

9 東高堂薬局 南台2-28-10 3381-6649 薬局

10 鳥一番 南台3-12-8 3383-8167 鳥肉

11 美容室あしざわ 南台3-11-4 3384-1769 美容院

12 ほーむしょっぷ いまいずみ 南台2-34-3 3381-2646 金物・雑貨

13 武蔵屋 南台2-24-11 3381-6339 呉服

14 若林商店 南台2-25-8 3381-5819 米店

15 焼肉 未来台所 南台2-29-3 3380-9974 焼肉

16 スズキ商店 南台3-11-3 3384-1565 日用雑貨

17 かじゅあるかっぽう凡 南台3-13-9 3229-1613 飲食

18 ココカラファイン中野南台店 南台3-3-14 5341-3961 ドラッグストア

19 えぶロケ 南台2-26-6 6382-8451 飲食

■中野新橋商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 上州屋 弥生町2-19-14 3372-5997 惣菜

2 なかよし 弥生町2-22-6 3372-7270 不動産業

3 福屋茶店 弥生町2-17-6 3372-7451 お茶

4 ローソン中野新橋店 弥生町2-29-8 6454-1334 コンビニ

5 松坂屋洋品店 弥生町2-22-5 3372-4766 ブティック

6 いつわ書店 弥生町2-27-9 3382-8366 書籍

7 エム美容室 弥生町2-27-3 3382-3924 美容院

8 セブンイレブン中野新橋店 伊勢屋 本町3-11-5 3372-3305 コンビニ

9 とんかつ 一福 弥生町2-26-9 3383-2941 とんかつ

10 花ふじ商店 弥生町2-22-3 3372-2800 生花

11 久松 弥生町2-14-3 3373-1439 すっぽん・ふぐ

12 手打ちそば 丸福 弥生町2-20-7 3372-2976 そば・うどん

13 レストランバー キアーヴェ 弥生町2-27-9 3370-3874 スナック

14 セブンイレブン中野弥生町2丁目店 弥生町2-17-5 3373-4404 コンビニ

15 薬のヒグチ 中野新橋店 弥生町2-27-9 3382-5043 ドラッグストア

16 やました 本町5-3-9 3382-3820 たばこ

17 とり花 弥生町2-28-7 3380-0778 焼鳥

18 コルニーチェ 弥生町2-19-16 3374-0889 パスタ・ピザ

19 でみぐら亭タマー 弥生町2-17-6 3372-2732 オムライス

20 あげもんや 弥生町2-23-5 3383-9900 居酒屋

21 高島屋 本町3-3-4 3379-8171 不動産業

22 居酒屋 一笑賢明 弥生町2-28-10 6874-3525 居酒屋
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■中野新橋商店街振興組合 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

23 焼肉雅山 中野本店 弥生町2-20-16 5308-0850 焼肉

24 フォーク酒場ゆらゆら 弥生町2-21-6 3378-7101 居酒屋

25 HATOYA TOKYO 中野新橋駅前店 弥生町2-23-2 6382-8109 ベーカリー・カフェ

26 ピザか屋 本町4-1-11 5328-3036 ピザ

27 居酒屋 ごっつ 弥生町2-10-9 3372-6544 居酒屋

28 カギ屋のおやじ 弥生町2-32-15 3381-9228 カギ

29 たくみ薬局 中野店 弥生町2-22-3 6383-3177 調剤薬局

■栄町一丁目商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 柄沢忠治商店 弥生町3-1-1 3373-1067 テント

2 包装用品 ヤマキ 弥生町3-17-1 3374-0853 包装・梱包

3 ムラタニ理容室 弥生町3-10-1 3372-3688 理容

4 白川商事 弥生町1-39-3 3378-0511 不動産業

5 MAHALO 南台1-6-12 3376-5279 美容院

6 ７Dental Clinic 弥生町3-9-20 3376-8908 歯科

7 スギ薬局 中野南台店 南台1-1-14 6300-6091 ドラッグストア

■栄町二丁目商店会 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 協栄クリーニング 南台2-52-11 3381-5807 クリーニング

2 田口商店 弥生町4-24-1 3381-0286 米店

3 もつやき山本 弥生町4-25-1 3381-8557 焼鳥・串焼き

4 ヒーホー 弥生町4-24-1 3384-9657 居酒屋

5 とら八商店 弥生町4-23-3 5385-8878 和菓子

6 四丁目酒場 弥生町4-23-3 5328-1929 居酒屋

7 Ｔｒｉｂｅ Ｆ 弥生町4-1-4 6382-7020 カフェバー・フィットネス

8 ファミリーマート南台2丁目店 南台2-52-6 5328-2981 コンビニ

9 宅配広告社 弥生町4-25-4 5328-1700 広告物宅配

10 スギドラッグ 南台三丁目店 南台3-23-7 6382-6181 ドラッグストア

11 皮膚科こかじクリニック 南台3-6-17-1F 3383-5033 皮膚科

■プレミアム限定会員 利用券： A券とB券

No. 店舗名 住所 電話番号 業種

1 パティスリーレザネフォール中野 新井5-5-10 3386-8633 クリーニング
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