令和4年度プレミアムデジタル商品券 取扱店一覧 7/12更新
住所

店舗名

電話番号

森永乳業 かわの牛乳店

青井2-12-17

03-3886-4537

ウエルシア薬局 足立青井店

青井2-20-14

03-5845-1660

雲遊菓庵 伊勢屋

青井3-34-9

03-3886-3002

(有)コダト生花

青井3-34-10

03-3849-5023

キウチ文具店

青井3-36-10 サンフォレスト青井101

03-3887-3924

キッチンアオイ

青井3-36-15

03-3887-2234

八百俊青果店

青井3-37-13

03-3889-0425

インド・ネパールレストラン デリシャス

青井4- 3-19

03-3880-8533

米久肉店

青井4- 3-20

03-3880-0627

ハッピーデリカ

青井4-24-16

03-3852-0299

からだにやさしいパン屋さん まんまぱん

青井4-24-19

-

ビードリーム

青井4-24-19

03-3849-7064

理容館大木

青井4-34-15

03-3880-1747

麺屋 時風

青井4-34-16

03-6806-3985

ドラッグセイムス 足立青井店

青井5- 8-8

03-5845-5972

洋服の青山 足立加平店

青井5-18-14

03-5681-8271

七輪房 足立青井店

青井6-25-6

03-5845-2929

天ぷら 甲子

足立1-11-15

03-3889-0611

長原商店

足立1-18-9

03-3889-1327

力寿司

足立3- 9-2

03-3886-9745

ドラッグセイムス 足立五反野店

足立3-27

03-3887-6123

薬局ファーマシー・サトムラ

足立3-32-16 ビュープラザ五反野102

03-3889-7894

セブン-イレブン 足立4丁目店

足立4-17-2

03-3840-0310

アートスペース フェニクス

足立4-20-12 VILLA五反野101

03-5888-4370

曙湯

足立4-22-3

03-3886-0706

(有)平和堂洋品店

足立4-23-11

03-3886-0612

Coppe Herbs リラクゼーション&足湯サロン

足立4-38-10 はるテラス3階

03-5888-6232

わかば薬局

足立4-41-6

03-3889-1701

まるこし

綾瀬1-33-2

03-3602-5003

カット イン 内藤

綾瀬1-33-29

03-3604-6817

ビューティーサロン ジョイ

綾瀬1-34-7

03-3838-3829

カフェリサータ caffe Risata

綾瀬1-34-7 綾瀬プルミエ105

03-4361-9286

桶亀米穀店

綾瀬1-34-31

03-3601-8785

タウンショップ シライ

綾瀬2-12-10

03-3601-2939

フラワーショップ ベア

綾瀬2-14-11

03-3603-5200

京や印房

綾瀬2-19-8

03-3604-9179

はんこ村 綾瀬店

綾瀬2-20-15

03-5629-3097

今井クリーニング

綾瀬2-22-13

03-3602-2545

e Sola de Slim(エソラ デ スリム)

綾瀬2-23-3 石橋ビル306

03-6662-9018

リラクゼーションサロンBali-Ra,Coo

綾瀬2-23-5 クレイド綾瀬2階

03-6886-7091

メガネストアー 綾瀬店

綾瀬2-36-6 臼倉第一ビル

03-3838-3958

やきとり大吉 綾瀬店

綾瀬2-37-1

03-3601-1171

ショッピング サカエ

綾瀬2-39-11

03-3602-3058

マツモトキヨシ 綾瀬東口店

綾瀬3- 1-1

03-3605-2851

(有)昇莉夢 駅前店

綾瀬3- 1-6

03-3629-8771

ファインメガネ

綾瀬3- 1-11

03-3620-8201

マツモトキヨシ 綾瀬店

綾瀬3- 2-8

米ぬか酵素 綾瀬駅前店

綾瀬3- 3-2 第一星ビル301

03-5856-2682

ファイブ薬局

綾瀬3- 6-2 ボナール16地階南側

03-3620-7741

らーめんしょっぷ中吉

綾瀬3- 9-6 小島ビル1階

03-5616-6721

スタンディングバー白山

綾瀬3-11-4

03-3620-0893

(株)デンキのタナカ

綾瀬3-11-21

03-3620-5858

英語教室インフィニティ

綾瀬3-12-14

03-5673-2515

どらっぐぱぱす 綾瀬店

綾瀬3-13-1

03-5682-9393

アヤセベーカリー

綾瀬3-15-15

03-5856-3088

介護用品の店 もやい

綾瀬3-17-25 藤和綾瀬コープ106

03-5697-8333

シティプレイス綾瀬１F
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(有)寺島電気商会

綾瀬4- 6-9

03-3605-8328

小尾羊 シャオウエイヤン 綾瀬店

綾瀬4- 6-12

03-5673-3389

不二家 綾瀬店

綾瀬4- 6-17

03-3606-6080

ビッグエコー 綾瀬駅前店

綾瀬4- 7-3 キムラビルディング4階

03-3620-3383

花家こじま

綾瀬4- 8-3 KSビル101

03-3606-8781

ユニバーサルドラッグ 綾瀬店

綾瀬4- 9-24

03-5616-8686

鮨・酒・肴 杉玉 綾瀬

綾瀬4- 9-32 田中綾瀬ビル1階

03-5849-6800

国産アロマオイルとコスメの専門店 アロマドレッシング

綾瀬4-17-4 第一金子ビル503号室

03-5856-1640

クリエイトエス・ディー 足立綾瀬店

綾瀬4-29-17

RosetteN”Blue ロゼットブルー

綾瀬4-31-10 綾瀬ビル101

平城苑 綾瀬本店

綾瀬5- 1-2

03-3629-6660

(有)肉よし

綾瀬5-11-12

03-3606-2944

学研CAIスクール綾瀬校

綾瀬5-12-10 シェル・ルーブル101

03-5856-2420

Link HAIR

綾瀬5-13-11 ルミェール綾瀬101

03-5849-3414

はくせん

綾瀬5-14-1 サンハイツ綾瀬1階

あやせのえんがわ こぢんまり商店

綾瀬5-17-14 斎藤ビル101

03-6802-6980

笹互寿司 綾瀬店

綾瀬5-20-1 タイムズマンション1階

03-3629-5982

RosetteN"ロゼット

綾瀬6- 5-12 アトラブール綾瀬304

080-7003-0522

クリーニング メディア

綾瀬6- 6-23

03-3606-3089

ツルハドラッグ 足立綾瀬店

綾瀬6-26-17

03-5682-7337

寿し花月本店

伊興1- 1-19

03-3897-7932

イマイデンキ

伊興3-17-1

03-5839-5588

サイクルショップ すぎもと

伊興4- 1-23

03-3899-3420

セブン-イレブン 足立入谷1丁目店

入谷1- 7-16

03-5691-8111

伊勢屋(舎人団地前)

入谷2-25-14

03-3853-1595

ドラッグストア セキ 足立入谷店

入谷3-12-3

03-5838-0080

ドラッグセイムス 入谷舎人店

入谷4- 4-13

03-3897-6171

大塚竹管楽器

入谷7-16-2

03-3856-6890

Yショップ 足立入谷店

入谷8- 3-16

03-3899-0897

平城苑 足立入谷店

入谷9- 2-15

03-5837-2911

焼肉きんぐ 梅島店

梅島1- 1-13

03-5845-5411

メガネハウス

梅島1- 4-7

03-3887-1900

アルティバック

梅島1- 6-5

03-3840-5505

ピッコロ カスターニャ

梅島1-12-4

03-3886-4840

フルーツ すぎ

梅島1-12-8 渕貸店舗向かって右

珈琲 茶居留都

梅島1-13-6

070-5544-5060

えひめ食の大使館 根魚 静

梅島1-14-1

03-3849-0361

寿々

梅島1-14-3

03-3880-7617

(有)くりーむ

梅島1-14-10

03-5845-0506

(有)市川電機商会

梅島1-14-10

03-3887-0109

A’s Lounge&Bar

梅島1-14-22

日本酒専門店 おてんとさん

梅島1-14-22 小川貸家2 1階

090-1770-0103

肉呑み酒場 ロクタイヨン

梅島1-15-5 鈴木コーポ101

080-3173-0103

天ぷら スサ

梅島1-21-6

03-3848-3751

中華料理 千力

梅島1-24-26

03-3887-0884

セブン-イレブン 足立梅島駅北店

梅島1-36-7

03-3852-3007

美容室テルミー

梅島2-18-6

03-3886-4811

サンドラッグ 梅島店

梅島2-31-26

03-5845-5557

三代目鳥メロ 梅島駅前店

梅島3- 2-15 かるがも梅島ビル2F

03-5845-5361

串焼き焼きとん けむり

梅島3- 6-15

03-5888-6805

パティスリーラヴィアンレーヴ

梅島3- 6-16

03-6887-2579

三州総本舗 梅島店

梅島3- 9-15

03-5845-7270

ヘアー・サロン・サトウ

梅島3-11-12

03-3889-6971

いろり家 西新井店

梅島3-29-7 グレースマンション1階

03-3848-0801

サンドラッグ 西新井TOSCA店

梅島3-32-6 西新井トスカ東館 ２階

モスバーガー イオン西新井店

梅島3-32-7
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サンワドー 西新井店

梅島3-33-9

03-3887-6685

オートショップヤマナカ

梅島3-39-13

03-3886-2544

ヘアーサロン プリンス

梅島3-41-7

03-3887-4432

日比谷サイクル

梅島3-42-13

03-3886-6815

(有)小川薬局

梅島3-42-17

03-3887-0746

サンワ堂 本店

梅島3-43-19

03-3886-1579

イエッタ

梅田1-12-6

03-6671-3369

サンキョー酒店

梅田1-14-8

03-3840-2523

横山青果店

梅田1-33-8

03-3889-9665

たまきや商店

梅田2-15-12

03-3886-5407

ダルトン 梅田店

梅田2-17-2

03-3848-2786

あおい整骨院

梅田2-17-3

03-5681-8206

(有)ゴトー時計メガネ店

梅田2-18-2

03-3849-0510

ドラッグ イシナベ

梅田3-22-11

03-3886-8297

モンテローゼ ミヤタヤ

梅田3-28-15

夢味存 伊藤

梅田5- 6-19 101

セブン-イレブン 足立梅田五丁目店

梅田5-25-17

03-3852-2070

(有)カワナ電気商会

梅田6- 4-18

03-3886-3400

戸張輪業

梅田6- 5-18

03-3886-7851

夢庵 カリブ梅島店

梅田6- 9-16

03-3887-6191

どらっぐぱぱす カリブ梅島店

梅田6- 9-16 ショッピングタウンカリブ梅島

03-3852-9361

モスバーガー カリブ梅島店

梅田6- 9-16 ショッピングタウンカリブ梅島

03-3849-3220

Caf'e majica

梅田6-28-21

03-6806-4780

コバヤシオート

梅田6-28-22

03-6314-8718

喜田家 梅島店

梅田6-33-6

03-3880-3266

梅田 いなのや

梅田7-10-7

03-3889-0391

セブン-イレブン 梅田店

梅田7-16-3

03-3840-2477

(有)やまだや

梅田7-17-11

03-3886-6504

理容おかだ

梅田7-18-17

03-3880-1867

ヘアーサロンナリタ

梅田7-24-14

03-3889-3080

はやし整骨院

梅田7-32-2

03-3886-0280

コスメティックスペース とりのうみ

梅田7-34-13

03-3886-9832

メガネストアー 梅島店

梅田7-36-1

03-5888-3588

レディースファッション イケダ イケダ洋装店

梅田7-36-4

03-3886-6557

どらっぐぱぱす 梅島駅前店

梅田8- 1-1 梅島地所ビル

03-3852-9341

セブン-イレブン 梅島駅前店

梅田8- 1-16

03-3849-8249

アクティブ 梅島店

梅田8- 1-16

03-3889-3550

beauty by Active +u

梅田8- 1-16

03-6806-3565

梅島整骨院

梅田8- 3-9 石井サニービル5階

03-3880-1329

三代目茂蔵 梅島店

梅田8- 3-10

03-6320-9800

リラクゼーションサロン loose 筋肉のもみほぐし専門店

梅田8- 3-12

03-6874-8657

マツモトキヨシ 梅島駅前店

梅田8-14-73

03-5845-3471

星谷浴泉

扇1-34-3

03-3890-1786

葉本畳店

扇1-37-3

03-3890-7417

栃木屋商店

扇1-53-13

03-3890-8755

菓子工房 大江戸

扇2- 8-5

03-3856-1651

セブン-イレブン 扇大橋インター店

扇2-12-2

03-3854-7711

セブン-イレブン 足立江北橋東店

扇2-20-19

03-3856-7067

セブン-イレブン 扇大橋駅前店

扇2-25-21

03-3890-7110

酒&業務スーパー 扇店

扇2-31-21

03-5838-1285

アサヒドー 扇店

扇2-39-3

03-3890-5775

セブン-イレブン 足立扇2丁目店

扇2-44-1

03-3899-1018

理容コジマ

扇3- 8-10

03-3890-1704

ドラッグセイムス 足立扇店

扇3-25-3

03-5838-1163

モビメントコスモ

大谷田1- 6-14

03-5616-9211

平城苑 亀有店

大谷田1-19-18

03-3620-4129
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リンパデトックスエステサロン ボナンザ

大谷田2- 3-35

24時間営業 iPhone出張修理

大谷田3- 4- 1-703

03-6321-0832

文吾鮨

大谷田3- 6-6

03-3606-4817

やきとり光

大谷田3-10-22

03-3629-1566

山村クリーニング商会

大谷田3-11-25

03-3605-1997

宇佐見酒店

大谷田3-16-8

03-3605-1803

ドラッグセイムス 足立大谷田店

大谷田4-15-4

03-5682-8661

大木屋酒店

大谷田4-15-9

03-3629-0739

ホワイトウッド

大谷田4-18-6

03-5616-1212

ヘアーサロンさとう

大谷田5- 7-16

03-3629-5241

ドラッグセイムス 大谷田店

大谷田5-26-9

03-5697-5575

フラワーショップ Mini花

興野1-11-3

03-5888-5080

ココカラファインヘルスケアヨークプライス西新井

興野1-12-7 2F

03-5888-5157

直信米店

興野2- 1-22

03-3890-5292

ヘアサロン イトウ

興野2-30-24

03-3898-1173

ウエルシア薬局 足立加賀店

加賀2-10-1

03-5839-3590

ドラッグセイムス 加平店

加平1-20-20

03-5613-1271

youpi hair

加平1-21-17 飯島ビル1階

03-6802-6717

エールメガネ 北綾瀬店

加平1-22-6 山野コーポ1階

03-5613-8626

セブン-イレブン 足立加平2丁目店

加平2-24-3

03-5682-8225

ウエルシア薬局 足立加平店

加平3- 4-16

03-5613-1831

カットサロン ワタナベ

栗原1- 5-6

03-3883-9183

アクティブ 西新井店

栗原1- 6-22

03-5686-3255

ぽっかぽか鍼灸院

栗原1-11-13

090-4539-7454

愛称(アイショウ)

栗原1-12-22

03-3859-9512

魚処 渓

栗原1-18-8 105

03-3859-4079

ドラッグセイムス 栗原店

栗原2-22-5

03-5851-0221

カジュアルフードe

栗原3-30-9 ハイツカナダ101

03-5647-8994

スギ薬局 足立栗原店

栗原4-16-1

03-5856-9102

喜田家 五反野店

弘道1- 1-2 Gotanno T-BuildⅠ

03-3886-4266

どらっぐぱぱす 五反野駅前店

弘道1- 1-4

03-3889-9301

セブン-イレブン 足立弘道1丁目店

弘道1- 2-17

03-3889-1357

弁当 ほうでん

弘道1- 4-15 103

03-6322-6355

コワーキングスペース ツナグ

弘道1- 5-20

03-6806-4732

つなぐ保育園

弘道1- 5-20 第3弘道プラザ

古民家「野菜日和」

弘道1-14-10

野村畳店

弘道1-25-1

03-3849-1171

ビストロ・アンソール

弘道1-28-1

03-6807-2391

エーワンタニグチ

弘道1-28-2

03-3889-8226

すしの伊八

弘道1-28-3

03-3849-3118

五反野キッチン キャメル

弘道1-28-3

03-5888-7151

ことより酒店

弘道1-35-1

03-3889-0561

ウエルシア薬局 足立弘道店

弘道2-18-7

03-5845-3552

手打ち蕎麦 松月

弘道2-24-20

03-3889-6641

ウエルシア薬局 足立江北店

江北1- 7-15

03-5839-6341

華屋与兵衛 足立江北店

江北1-22-3

まっさーじ絆

江北2-31-6 コーポＫ・I-2 102号室

東屋本店

江北2-46-13

03-3899-1919

(有)長沼電気商会

江北3- 7-9

03-3890-1484

セブン-イレブン 足立江北3丁目店

江北3-21-1

03-3853-2636

アサヒドー本店

江北3-22-21

03-3898-4127

鶏のごんぞ

江北4- 1-1

03-5809-4203

お好み焼き おしどり

江北4- 7-24

03-3854-5855

やすらぎ整骨院

江北6-19-2

03-3899-6026

メガネのタバタケ

江北6-19-2

03-3890-0507

どらっぐぱぱす 江北6丁目店

江北6-19-2 サンリット江北

03-3898-4193
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セブン-イレブン 足立江北6丁目店

江北6-23-8

03-3897-6652

喜田家 江北店

江北7-14-16

03-3899-8221

ふくねこばす

江北7-18-11

03-3856-0900

フクネコハイヤー

江北7-18-11

03-5691-5303

マツモトキヨシ 江北店

江北7-26-15

03-5839-5552

すし屋 赤兵衛 江北店

江北7-27-1

03-3856-5051

Cafe&Bar WOODBLOCK

古千谷本町2- 3-20

03-3853-6699

セブン-イレブン 足立古千谷本町3丁目店

古千谷本町3- 3-1

03-3857-8617

(有)サイクルショップすがぬま 赤いやね本店

古千谷本町4- 1-23

03-3897-1409

いせや菓子店

佐野2-25-12

03-3620-8283

ベニースーパー 佐野店

佐野2-27-10

03-3620-3331

焼肉レストラン アリラン

佐野2-32-5

03-3629-8774

お好み焼き 雲霞 北綾瀬店

佐野2-32-7

050-5487-5753

ドラッグセイムス 足立佐野店

佐野2-34-14

03-5682-6511

喜田家 佐野店

佐野2-35-12

03-5697-3677

(株)ライズ

佐野2-37-2

03-3620-8210

安楽亭 足立入谷店

皿沼1-22-9

03-3856-8123

ドラッグセイムス 谷在家店

皿沼2-18-2

03-3857-5382

marco自転車タイヤショップ

鹿浜1-13-12 プライムハイツ鹿浜103

03-5809-5590

七輪房 鹿浜店

鹿浜3- 1-8

03-3854-6935

Natural healing Luana

鹿浜4- 3-7

080-4107-0339

スギ薬局 鹿浜店

鹿浜4- 4-7

03-3896-1100

Kフード

鹿浜4-19-5

03-3897-2995

イタリア料理 ペドゥ ノンヌゥ

鹿浜4-22-22

03-3856-1901

新進ビジネス(有)

鹿浜5- 2-8

03-3899-1344

ぱーまやさんForet

鹿浜5- 4-6

03-3896-2520

ユニバーサルドラッグ 鹿浜店

鹿浜5- 5-21

03-3857-6032

ユニバーサルドラッグ薬局 鹿浜調剤店

鹿浜5- 5-21

03-3856-4512

ドラッグセイムス 鹿浜店

鹿浜5-19-16

03-5837-0066

たかはし理容室

鹿浜5-22-2

03-3853-0515

トラットリア マコバレーナ

鹿浜7- 1-1 1階

03-5647-9166

メガネクラフト

鹿浜7- 1-4

03-3890-1715

関根米店

鹿浜7- 6-2

03-3897-1509

紳士服コナカ 足立鹿浜店

鹿浜8-10-5

03-5691-1988

セブン-イレブン 足立皿沼農協前店

鹿浜8-28-13

03-5691-4307

えんらく 環七梅島店

島根1- 9-5

03-5831-5833

KG BARBERSHOP

島根1-14-10

03-3859-4243

美容室クワノ

島根1-14-11

03-3884-5848

マンマパスタグランデ 足立島根店

島根2-16-11

03-3859-5770

ヘアーサロン 太田

島根2-16-15

03-3850-1872

ゆず庵 足立島根店

島根2-16-19

03-5851-8419

市川米店

島根3-19-21

03-3883-0802

ウエルシア薬局 足立島根店

島根3-20-17

03-5831-2840

アクティブ 島根店

島根3-22-13

03-6277-0303

どらっぐぱぱす 島根店

島根4-15-4

03-3883-9393

ウエルシア 足立新田店

新田2- 6-15

03-5959-1255

稲田クリーニング

新田2-10-5

03-3913-5827

惣菜の店みよし

新田2-14-13

03-3914-2393

リカーズ たかはし

新田2-17-11

03-3919-9906

(有)久保田商店

新田3- 3-10

03-3911-0087

毎日新聞王子新田販売所

新田3- 7-8

03-3919-0402

クリーニング シャッセ

新田3- 8-16

03-3927-0744

ビューティサロンポポ ポポ美容室

新田3-19-3

03-3914-1448

電化のイシヅカ

新田3-27-25

03-3911-6508

ココカラファインヘルスケアハートアイランド

新田3-34-5 日土地新田ビル1F

03-5902-3541

カラオケ 花道

神明3- 5-13 102

03-3628-2661
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中国料理 辰善

神明南2- 7-18

03-3605-6094

カットハウス レインボー

神明南2- 8-13

03-3620-3993

(有)内木金物店

関原1-13-3

03-3887-1472

(有)若林洋品店

関原1-21-23

03-3886-0991

武蔵屋モツ肉店

関原1-21-24

03-3889-8244

セブン-イレブン 関原店

関原2- 1-3

03-3886-1889

どらっぐぱぱす 関原店

関原2-15-4

03-3848-4193

(有)浅田書店

関原2-25-8

03-3887-3092

タカヤマピクルス

関原2-27-5

03-3840-6635

産経・毎日新聞 西新井駅西口SC

関原2-30-2

03-3852-4067

鮮魚 魚とし

関原2-34-12

03-3887-8953

下開製麺所

関原2-36-16

03-3887-3927

柳屋そば店

関原2-49-4

03-3880-6487

子育てカフェeatoco

関原3- 5-7

050-3580-8500

Repair House ＋37yd リペア ハウス サンジュウナナヤード

関原3- 6-10 N'sハイツ

03-5888-4237

じてんしゃ修理屋さん 関原店

関原3- 6-14

03-5888-5942

和幸堂薬局

関原3- 6-15

03-3886-4637

手づくりのみせおおにし

関原3- 6-17

03-3887-5758

デンキのゆう＆ゆう (有)ゆうゆう電器

関原3- 6-17

03-3849-1344

(株)ブルーバードカンパニー

関原3- 6-17

03-5856-7663

中村製麺所

関原3- 6-17

03-3889-6048

タケムラ洋品店

関原3- 8-10

03-3887-9671

カワダ・ガーデン

関原3- 8-10

03-5681-8140

キムチ家マルコ

関原3- 8-11

080-5002-2383

十字堂接骨鍼灸マッサージ院

関原3-14-3

03-5681-2800

山崎商店

関原3-14-7

03-3840-8090

酒のプロショップ(株)つくばや

関原3-15-1

03-3886-7753

茶匠 おくむら園

関原3-15-1

03-3886-2863

よかもん堂

関原3-15-1

-

駄菓子屋 irodori

関原3-15-3

03-6806-3313

(有)ヤマト豊田青果店

関原3-15-6

03-3886-6049

hair-mar ヘアマール

関原3-15-9

03-5888-4252

(株)島田時計店

関原3-22-2

03-3886-1700

ステップゴルフプラス西新井店

関原3-23-20 AIビル102

03-6806-3071

明巧堂 時計店

関原3-24-19

03-3886-7927

岡田湯

関原3-43-2

03-3886-3444

美と健康 森の灯り

関原3-49-1

03-3849-4677

(株)写真柳下

千住1- 3-4

03-3881-2109

(株)ブルーオーシャンスターズ

千住1- 4-1 東京芸術センター10F

03-5888-7663

tapis rouge(タピルージュ)

千住1- 4-1 東京芸術センター20F

03-5284-1590

サイクルショップ キクヤ

千住1-21-10

03-3881-7036

レストラン龍苑

千住1-21-7 龍ビル2階

03-5244-6167

BAOBAB

千住1-22-7

03-3870-1165

モスバーガー 北千住センター通り店

千住1-24-5 千住プラザビル1階

03-3882-3848

(有)石鍋商店

千住1-24-7

03-3888-2366

まるいち青果

千住1-24-8

03-6812-0907

花ゆえショップ

千住1-27-1

03-3882-8711

仁生堂薬品(株)

千住1-29-2

03-3881-2273

うまいもんやわさび

千住1-31-3

03-3881-3376

スペインバル ボケロナ

千住1-31-8

03-3870-5868

民芸茶屋 佐留丹

千住1-33-8

03-3882-7229

食彩 kikumizu

千住1-33-11

03-3882-6261

ロッソビアンコ

千住1-34-8 諏訪部ビル1階

03-3882-0242

エステ&リラクpetit chambre

千住1-34-11 3階

03-4296-6064

エステ&カレッジ トロピカ

千住1-36-11 STハイツ201

03-6806-2065

マツヤ美容室

千住1-37-1

03-3881-1569
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(株)洋かつらセンタールミアン 北千住店

千住1-39-7

03-3870-0202

カーサ カルマ

千住2-1 コスモ北千住102

03-6413-5878

鈴木神仏具店

千住2-6

03-3881-7013

大黒鮨

千住2-16

03-3881-5995

ココフィオーレ

千住2-16

03-6806-1128

洋服の青山 北千住店

千住2-16 舛田ビル1階

03-3881-1571

銀座コージーコーナー 北千住西口店

千住2-22-3 YKビル1階

03-3879-4030

ドン・キホーテ 北千住西口店

千住2-25-1 やよいビル1階-3階

0570-033-990

銀座アスター 千住賓館

千住2-25-1 やよいビル6階

03-3888-8527

渡沼ビニール店

千住2-34

03-3881-5244

介護用品の店 ゆいまーる

千住2-37 STビル1階

03-3881-8919

ABC FAMILY 千住店

千住2-38

03-3879-8311

マツモトキヨシ 北千住本町センター通り店

千住2-39

03-3870-9001

若素園

千住2-41

03-3882-3785

書店 ぶっくらんど

千住2-43 染野ビル1階

03-3881-0678

フラワーショップ花心

千住2-50- 1-103

03-3870-8741

北千住カイロプラクティック院

千住2-51 丸岡ビル2階

03-3879-7222

ヨシユキ美容室

千住2-54 須川ビル2階

03-3888-9766

sirakaba

千住2-55

03-3888-8706

伊勢屋

千住2-57

03-3870-2292

(有)ソシュールハマノ

千住2-57-2

03-3870-0058

マツモトキヨシ 北千住駅前店

千住2-59

03-5284-2830

牛たん ささ川 北千住西口店

千住2-61 ビックリヤ北千住西口ビル4階

03-6806-2939

ビッグエコー 北千住本店

千住2-61-8 SIA北千住Frontビル5階

03-3888-3311

ビッグエコー 北千住駅前店

千住2-62 大東通運ビル3階

03-3881-2170

エスケアレイ 北千住駅前店

千住2-62 椎橋ビル2階

03-6806-2128

千住メンチ館

千住2-65

03-6806-2058

うまいもんやいいあんばい

千住2-65-6 メルベーユ吉田ビル1階

03-3888-8828

サンドラッグ 北千住店

千住3-1

03-5813-5696

ファミリーマート 千住三丁目店

千住3-1

03-5813-7402

キッズ向けプログラミング教室「プログラミー」

千住3-1 川戸ビル1階

03-5284-7613

加藤周介 ダンスアカデミー

千住3-1 柏光ビル 6階

03-5284-1452

トーカメ(株)

千住3-7

03-3882-1881

茶処 新家園

千住3-12

03-3870-2219

minca

千住3-12

03-5284-7790

東池袋 大勝軒 髙屋

千住3-12 新家園ビル1階

03-3870-9555

BOWWOW316

千住3-16

03-6812-0860

紅屋choice

千住3-31

03-3888-6759

鮨・酒・肴 杉玉 北千住

千住3-31-4 ライオンズプラザ北千住1F

03-5284-6633

プロローグリュクス 北千住店

千住3-34

03-3881-1354

(株)やなぎ衣裳店

千住3-34

03-3881-0489

ストレッチ整体コイケ

千住3-35 ベルハイツ2-201

03-6874-4455

イタリアンバール2538

千住3-36 2階

03-3870-1147

Cafe & Diner KHB

千住3-36 桝屋ビル1階

03-3888-3266

アランアランの小路

千住3-36 桝屋ビル2階

きもの 安田屋

千住3-41

03-3882-1529

サニーダイナー 本店

千住3-45

070-8933-1501

メンズ脱毛MAX 北千住店

千住3-45-4 松岡コーポⅡ 401

03-6806-2747

魚屋ツキアタリミギ

千住3-54

03-6806-1043

ふらんすや

千住3-55

03-6805-1230

荻野青果店 (有)荻野商店

千住3-56

03-3888-0800

スーパーたなか 三丁目店

千住3-57-2

THE SUN(ザ・サン)

千住3-58 石原ビル1階

カーヴ隠れや 北千住店

千住3-62 矢作ビル1階･2階

03-3888-3288

ラ グランデ ベル ディアナ

千住3-67-3 SGビル2階

03-5284-3366

コウゲツsince1978

千住3-68

03-3870-6074
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スペインバル Cabana

千住3-68-20

03-6806-2197

Hair works 花椿

千住3-70

03-3870-0775

ビストロ2538

千住3-74 1階

03-5244-2538

ココカラファインヘルスケア北千住西口駅前

千住3-77 きたテラス1F

03-6674-2122

自転車雑貨FLIP&FLOP

千住4-14-5 1階

03-5284-7480

いわし・沖縄宮古島料理一初

千住4-19-14

03-5244-1848

2538キッチン デリコッペ

千住4-19-16

03-3870-5600

CAJYULABO カジュラボ

千住4-20-14 創造舎ビル1階

03-5284-9877

ダイエー 千住曙町店

千住曙町7

03-3879-9111

マツモトキヨシ 千住曙町店

千住曙町21-1

03-3870-6850

とらふぐ亭 北千住店

千住旭町3-12

03-5813-9629

ピッツェリア アッローロ

千住旭町3-13 スズキハウス1階

03-6873-3886

テーラーグローリー

千住旭町4-15

03-3881-7387

さかなや いいとこ

千住旭町4-18-1F

03-5284-6021

イタリアントマトcafe'jr. 東京電機大学店

千住旭町5 東京電機大学1号館1階

03-5284-7892

あさひ鍼灸院

千住旭町11-10 コルディアーレ1階

03-5284-7965

杉本青果店

千住旭町13-10

03-3881-3216

イケダヤユキ

千住旭町13-10

03-3881-2248

ペットフードユキ

千住旭町13-10

03-3881-2248

高級食パン専門店 ボイン

千住旭町13-8 アドリーム北千住101号

03-6806-2311

M’S STYLE

千住旭町17-9

03-3881-4357

ねんねこや雑貨店(堀内商店)

千住旭町18-6

03-3881-3351

光洋

千住旭町18-7

03-3870-3880

スーパーTANAKA 酒蔵

千住旭町21-5

03-3881-6641

ココカラファイン ヘルスケア北千住旭町

千住旭町21-5 田仁ビル

03-6672-6727

もつ焼 大盛

千住旭町21-7

03-3870-8551

ヘアーサロン タカハシ

千住旭町23-3

03-3882-6733

クリーニング サンライズ

千住旭町24-8

03-3870-0231

御菓子處ひので家

千住旭町24-9

03-3882-6455

シャディサラダ館 千住旭町店

千住旭町26-13

03-3881-2840

(有)常盤屋商店

千住旭町26-13

03-3888-1129

スーパーTANAKA 旭町本店

千住旭町26-14

03-3881-6641

珍来 北千住店

千住旭町27-14 長谷川ビル1階

03-3870-4506

髪質改善&hair grandage 北千住

千住旭町34-15 1階

03-3882-7122

ハワイアンカフェラウラウラム

千住旭町35-17 クレール北千住1階

03-5284-9194

ココカラファイン ヘルスケア北千住

千住旭町35-19 タカハシビル

03-5284-3773

cafe and kitchen REGALO

千住旭町39-7 杉山ビル1階

03-5284-7394

山形牛一頭買いITAMAE焼肉 美美

千住旭町39-7 杉山ビルB1階

03-3882-4343

室蘭焼鳥くに宏

千住旭町39-8 鶴岡ビル1階

03-3881-3831

スーパーたなか 駅前店

千住旭町39-9

03-5244-1888

スキャンダル

千住旭町39-9

03-3870-0609

ビストロ ウエハラ

千住旭町40-5

03-6806-1134

ローソン 千住旭町店

千住旭町40-6

03-3881-7713

マツエク＆ネイルRAVILISS

千住旭町41-11 梅澤第一ビル2階

03-6812-0966

東北うまいもの酒場 プエドバル

千住旭町41-14 第一ビル1階

03-6806-2400

CROSSBOOKS EQUiA 北千住中央店

千住旭町42-1 東武鉄道北千住駅2階コンコース

03-3879-4496

CROSSBOOKS EQUiA 北千住南店

千住旭町42-1 東武鉄道北千住駅南地下1階

03-5244-6621

マツモトキヨシ EQUiA北千住駅構内南店

千住旭町42-1 東武北千住駅南コンコースB1

03-5244-6050

マツモトキヨシ EQUiA北千住駅構内北店

千住旭町42-1 北千住駅構内(北側地下通路)

03-5284-3080

新富寿司

千住河原町29-5 メゾン出口1階

オーダーメードサロンReliev

千住寿町14-7 1F

080-6629-7111

みんなのキッチン千住コトノワ

千住寿町14-7 せんつく2階

080-5491-9231

イチカベーカリー

千住寿町27-5

03-5244-2340

ケンコウサロン

千住寿町38-7

03-3888-3002

大塚青果店

千住寿町38-8

03-3888-2392

北千住薬店

千住龍田町8-6 フジハイツ1階

03-3888-3274
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イワタ生花店

千住龍田町16-7

03-3882-1094

Tama Coffee Roaster

千住龍田町17-8

03-6315-2496

秩父屋

千住龍田町17-9

03-3888-4923

デリカ鮒忠 竜田町店

千住龍田町19-6

03-3881-1725

喜田家 本店

千住龍田町19-6

03-3882-4147

どらっぐぱぱす 千住龍田町店

千住龍田町20-8 鈴木ビル

03-3881-9341

(有)花井畳店

千住中居町17-15

03-3888-7751

居酒家 楽空

千住中居町17-18 NHビル1階

03-3881-5608

TRATTORIA en

千住中居町18-9

03-3888-3779

らくや

千住中居町25-10

03-3882-7903

成田酒店

千住中居町25-12

03-3881-6056

(株)ディスカウント わたなべ

千住中居町27-13

03-3881-1503

能登割烹 とぐち

千住中居町27-20

03-4362-7236

もんじゃ焼き たぬき

千住中居町28-1

03-6479-0940

Daisy(平飼い卵と旬野菜)

千住中居町28-9

03-5284-9583

キッチンエッグス

千住仲町15-2 北千住ダイヤモンドマンション101

03-6806-2005

きく鮨

千住仲町18-11 田中仲町ビル103

03-6806-1427

WINE&DINE Vinogris(ワインアンドダイン ヴィノグリ)

千住仲町31- 6-1F

03-6806-2037

クリーニング ひまわり

千住仲町31-10

03-3881-7504

日本そば 寿家

千住仲町31-5

03-3881-7848

せんじゅ整体院

千住仲町31-5 佐々木ビル1階

03-3882-9558

まじ満

千住仲町40-1

03-3888-4411

LA CULIYA

千住仲町40-2 1階

03-6874-2439

A TASTE

千住仲町49-8

03-6806-1997

Mega_Ne_Coffee

千住橋戸町5-3 ヴュドフェリス1階

ヘアーサロン丸山

千住橋戸町12

03-3881-6349

とくだ屋

千住橋戸町50 足立市場内

03-3879-2805

カフェ食堂みどり

千住橋戸町61 2階

03-3882-7996

KiKi北千住

千住東1-16-2

-

千住メガネ

千住東2- 1-1

03-3881-7032

BAZIO

千住東2- 3-7

03-3882-3788

バーバータルミ ヘアーサロン タルミ

千住東2- 4-12

03-3888-1377

はれてまりカフェ

千住東2- 5-14

03-5284-8232

きそば 更科

千住東2-10-9

03-3881-4356

(有)加瀬政商店

千住東2-13-5

03-3881-1002

豊華

千住東2-14-28

03-3888-0698

(有)臼倉畳店

千住緑町2-10-15

03-3881-7065

アニマーレ

千住緑町2-11-9

03-3881-7777

みどり薬品

千住緑町2-16-12

03-3881-1471

パンのパレット

千住緑町2-16-12

03-3881-9705

日本そば 寿惠広

千住緑町2-18-8

03-3881-7804

ホリデーサイクル

千住緑町2-20-1

090-3330-6363

魚源

千住緑町2-20-10

03-3881-1014

ヘアーサロン イマイズミ

千住緑町3- 5-5

03-3888-0847

(株)モトハラ

千住元町1-13

03-3881-2595

バーバー西山

千住元町14-1

03-3888-8078

理容さくら

千住元町16-14

03-3882-0023

タカラ湯

千住元町27-1

03-3881-2660

お茶の家 小堀商店

千住元町30-3

03-5284-7145

鳥ふじ

千住元町3-1

03-3879-8120

(有)榎本製畳店

千住元町5-2

03-3888-2304

ニコニコ湯

千住柳町2-10

03-3882-6645

たかはし生花

千住柳町17-1

03-3881-8260

深井米店

千住柳町35-8

03-3881-5982

ウエルシア薬局 足立竹の塚1丁目店

竹の塚1-13-10

03-5831-3227

ボンマルシェ ボンテ

竹の塚1-13-16 フラット竹の塚 1階

03-5856-7945
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セブン-イレブン 足立竹ノ塚駅南店

竹の塚1-26-14

03-3858-4248

陶芸体験ラボ回kai

竹の塚1-28-1 エスティービル1階

03-3850-2594

ダイワサイクル 竹の塚店

竹の塚1-30-25 ヴェラハイツ竹ノ塚1階

03-5856-4778

オリオンズ観光(株)

竹の塚1-35-12

03-3884-5800

麻生裕之税理士事務所

竹の塚1-40-15 庄栄ビル6F-B号室

03-5851-5578

アトリエ ブリリア

竹の塚1-40-6

03-3883-5555

(株)カメラのタカギ 竹の塚東口店

竹の塚1-41-1

03-3858-1140

はなの舞 竹ノ塚東口店

竹の塚1-41-10 T-スクエア6階

03-5831-3711

もんじゃ焼 想訪

竹の塚2- 8-27 エヌテイビル1階

03-3859-8939

ビーハウス 竹ノ塚店

竹の塚2-12-18

03-5242-5888

洋服の青山 足立竹ノ塚店

竹の塚3- 9-15

03-3858-0381

すし屋 赤兵衛 竹の塚店

竹の塚3-10-12

03-3850-5050

メガネストアー 竹の塚店

竹の塚3-20-12 竹の塚ショッピングセンター

03-3858-0738

(有)ヒロヤ

竹の塚4-12-9

03-3850-6368

麻雀広場

竹の塚5- 1-18 ワイエスビル

03-5686-1700

呉服 おぐらや一越

竹の塚5- 5-13

03-3859-0078

おおすみファミリー歯科

竹の塚5- 5-8 2階

03-3883-6088

(有)フローリスト中島

竹の塚5- 6-11 中嶋ビル

03-3883-0615

サンドラッグ 竹ノ塚店

竹の塚5- 7-3 JOYプラザ1階

03-5242-6021

ビッグエコー 竹の塚店

竹の塚5- 7-3 Joyぷらざ2階

03-5851-1221

アクティブ 竹ノ塚店

竹の塚5- 8-3

03-5242-5588

まめぞう

竹の塚5-16-15 たかむれビル1階

03-5242-2338

(有)サイクルショップすがぬま 竹の塚店

竹の塚5-16-17

03-5242-0504

足立クリーニング

竹の塚5-18-12

03-3850-5616

nail salon Fabulous ネイルサロン ファビュラス

竹の塚5-19-2 小師ビル101

03-6754-8581

(有)竹千屋

竹の塚5-21-9

03-3884-6566

ウエルシア薬局 足立竹の塚店

竹の塚5-24-11

03-5831-2341

理容成島

竹の塚5-36-16

03-3883-2833

スクールショップサカタ

竹の塚5-36-27

03-3883-0314

セブン-イレブン 足立竹ノ塚駅東店

竹の塚6- 1-13

03-3883-8511

喜田家 竹ノ塚東口店

竹の塚6- 3-13

03-3884-2551

Healing Hair anne

竹の塚6- 3-16 長谷川ビル1階

03-3858-1663

旭屋

竹の塚6- 4-5 102

03-3884-6574

竹の塚煎餅

竹の塚6- 5-3

03-3884-3502

茶物語

竹の塚6- 9-2 リバティ竹ノ塚駅前2階

(有)竹の塚森田屋酒店

竹の塚6-10-12

03-3883-0506

玄品 竹ノ塚

竹の塚6-10-12

03-5242-1129

ドン・キホーテ 竹の塚店

竹の塚6-11-10

0570-023-911

ほっとはりきゅう治療院

竹の塚6-11-10 弘栄ビル4階

03-5809-6091

寿し×酒場 まるはな屋本店

竹の塚6-12-6

03-5856-5739

Hair&Face Salon SAITO

竹の塚6-14-1

03-3883-6393

ofco/オフコ

竹の塚6-15-6 プルミエール竹の塚

03-3860-3911

セブン-イレブン 足立竹の塚6丁目店

竹の塚6-23-11

03-5831-5880

クリエイトエス・ディー 足立中央本町店

中央本町1-15-3

03-5845-3321

食堂ソラノシタ

中央本町1-17-1 南館14階

03-5845-9013

和味 申々

中央本町2- 8-10

03-3849-4814

若松湯

中央本町2-19-11

03-3886-5230

セオサイクル 五反野店

中央本町2-19-12 1階

03-6807-2305

中山家具桐箪笥製作所

中央本町2-20-14

03-3887-3515

エールメガネ 五反野店

中央本町2-20-14 NFメゾン1階

03-3880-8750

双葉寿司

中央本町2-22-19

03-3886-5984

三倉山園

中央本町2-24-27

03-3889-8837

ミートショップ 佐藤

中央本町2-27-13

03-3889-1731

スギ薬局 足立中央店

中央本町4-23-20 ベルクス 足立中央店内

03-5845-3266

環七タンメンべじ田

中央本町5-11-5

03-6807-2668

業務スーパー 中央本町店

中央本町5-11-6

03-5681-7730
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セブン-イレブン 足立東和1丁目店

東和1- 2-5

03-5682-6651

かつ敏 綾瀬店

東和1- 5-1 1階

03-5673-5311

がってん寿司 綾瀬店

東和1- 5-1 2階

ひよこのカフェハウス

東和1-18-15 1階

和食工房おべんと亭

東和2- 3-4

03-3628-4400

ドラッグストアスマイル 足立東和店

東和2- 4-3

03-5673-3555

茶の林園

東和2-10-11

03-3605-0884

(株)日興商会

東和2-24-12

03-3620-2626

セブン-イレブン 足立東和2丁目店

東和2-27-1

03-3628-1301

ともしび整骨院

東和3- 2-1 グレースヒル878 106号室

03-3606-1088

小川畳店

東和3- 6-7

03-3605-6285

ドラッグセイムス 東和中央薬局

東和3-12-1

03-5697-9515

竹屋 遠田商店

東和4- 7-5

03-3605-4241

松美寿司

東和4- 9-6

03-3629-8888

富士の湯

東和4-15-10

03-3628-8550

(有)三田商店

東和4-16-3

03-3605-4702

永寿薬局 大谷田橋店

東和4-20-15

03-5697-2101

セブン-イレブン 足立東和5丁目店

東和5- 4-4

よろず屋あんがと

東和5- 5-25 加藤ビル 2階

ドラッグセイムス 東和店

東和5-11-10

03-5613-1285

マツエ時計店

舎人1-10-28

03-3897-6265

ファームヨコタ

舎人1-11-20

03-3897-9553

ドラッグセイムス 足立舎人店

舎人1-13-18

03-5839-5461

華屋与兵衛 舎人店

舎人1-18-25

03-3896-8278

セブン-イレブン 足立舎人2丁目店

舎人2-21-10

03-3857-8471

セブン-イレブン 足立舎人5丁目尾久橋通り店

舎人5-21-30

03-3856-0877

フタバ寝具店

舎人6- 1-2

03-3855-1666

(株)エイジ

舎人6- 6-25

03-3899-0575

セブン-イレブン 足立中川1丁目店

中川1- 9-3

03-3838-2205

あいちや

中川3- 4-4

03-3605-4885

西沢薬局

中川4- 1-1

03-3605-0994

クックボヌール

中川4-24-8

03-6802-6132

プロショップ スマイル

中川4-28-6

03-5697-8103

セブン-イレブン 足立中川4丁目店

中川4-33-2

03-3605-4038

(有)あやせ染芸

西綾瀬1- 5-6

03-3852-4262

ユニバーサルドラッグ 新五反野店

西綾瀬2-21-7

厳選健茶と自養旬菜イスルク

西綾瀬2-23-34

セブン-イレブン 足立西綾瀬3丁目店

西綾瀬3-14-7

03-3880-0030

(有)テングヤ洋品店

西新井1- 1-11

03-3890-0306

Mark's Coffee

西新井1- 1-6 加瀬ビル1F

03-3896-9417

二八蕎麦 和み

西新井1- 5-1 中田ビル102

03-5856-9680

はっぴーだるま工房

西新井1- 5-1 中田ビル2階

03-6806-3720

セブン-イレブン 西新井大師前店

西新井1- 5-8

03-3890-5755

うきた堂

西新井1- 5-9 門前華永路内

03-5647-6790

(有)大師堂薬局

西新井1- 6-6

03-3898-4682

Cafe salon Jumo

西新井1- 6-6

03-3897-2897

和田商店

西新井1- 6-9

03-3898-1805

いずみや

西新井1- 7-12

03-3890-0368

ヘアメイク アベニュー

西新井1- 8-1 富咲ビル101

03-3857-5953

koisa

西新井1- 9-13

03-5838-0513

hair Charme ヘアーシャルム

西新井1-14-8

03-3890-6616

和牛炭火焼肉 ぼっち

西新井1-25-3 ディアヒルズ102

03-6803-1144

珈琲はんなり

西新井1-25-6

03-6883-0711

フェイシャルサロン Angela(アンジェーラ)

西新井1-27-4

03-3898-7674

理容 ちば

西新井1-27-6 T2PLACE 101

03-3896-3731

Hair Club Niko

西新井1-27-8 宝田ハイツ102

03-3899-1940
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店舗名

電話番号

LOTUS TABLE LABO

西新井1-32-11 眞和マンション104

03-5647-6607

安藤金物

西新井1-34-15

03-3890-2455

T&Yタカヤマ

西新井1-37-7

03-3896-2830

ベスト電器 西新井店

西新井2- 4-6

03-3890-2711

ツルハドラッグ 足立西新井店

西新井2-15-5

03-5838-0268

はる菜

西新井4-31-16

03-3856-1245

ウエルシア薬局 足立西新井店

西新井4-32-14

03-5838-0775

女性専用マッサージ院 みやび

西新井5- 2-13 1階

03-5856-9246

丸源ラーメン 西新井店

西新井5- 2-2

03-5856-9129

どらっぐぱぱす 西新井5丁目店

西新井5- 4-1

03-3853-9341

介護用品の店 いきいき

西新井5-42-16

03-3899-9787

焼肉 味良

西新井5-42-23

03-5691-1229

リカーズ いせもと

西新井6-35-10

03-3890-8308

やなぎ薬品

西新井6-36-9

03-3896-3453

サンドラッグ 西新井店

西新井6-42-10

03-5837-7186

エールメガネ 西新井大師店

西新井6-43-9

03-3899-1850

スギ薬局 西新井店

西新井7-14-20

03-5837-4801

元祖博多 黄金からあげ

西新井栄町1- 3-8

050-1516-2976

Pit Lounge ピット ラウンジ

西新井栄町1- 4-7 プランドール レジオン１F

050-3738-5944

クリエイトエス・ディー 足立西新井栄町店

西新井栄町1- 8-5

03-5845-3611

Organic Healing SPA 瑠璃色の地球

西新井栄町1-12-5

050-5436-5091

快眠スパ

西新井栄町1-12-5

050-3718-5756

もむあむ

西新井栄町1-13-11

03-4500-8972

飲茶居酒屋 大福源 西新井店

西新井栄町1-13-8

03-5845-3343

大戸屋ごはん処 パサージオ西新井店

西新井栄町1-17-1 パサージオ西新井4階

03-5888-6677

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 西新井西口駅前店

西新井栄町2- 2-3 牧野ビル4階

03-5845-5281

ドン・キホーテ 西新井駅前店

西新井栄町2- 3-14

03-5845-7201

三豊接骨院 三豊はり灸院

西新井栄町2- 5-12

03-3880-6886

IWASAKI

西新井栄町2- 5-18

Pukarasu アロマ・エステ・リラクゼーション・脱毛

西新井栄町2- 7-7 ユリカロゼ西新井駅前1101

LENN CAFE(レンカフェ)

西新井栄町2- 8-2 101

03-6314-5093

Cheese de Batatinha

西新井栄町2-19-3 大英建設2階

03-5888-7888

介護用品の店 梅元

西新井栄町3- 3-9

03-3880-9330

そば処 利久庵

西新井栄町3- 7-2

03-3886-0273

山田電化ハウス(株)

西新井栄町3- 7-3

03-3887-2247

かふぇすぅる

西新井栄町3-10-1

03-3886-3539

セブン-イレブン 足立西新井栄町3丁目店

西新井栄町3-18-11

03-3852-2092

セブン-イレブン 足立西新井本町店

西新井本町1-14-14

03-3898-3554

チャンコ 西新井 なが田

西新井本町1-15-3

カラーツー

西新井本町1-18-12 コーポ溝井1階

木曽路 西新井店

西新井本町2- 2-20

03-5839-0228

魚人

西新井本町4- 5-14

03-6807-1543

和ごころ薬房

西新井本町4-19-1

03-3890-1384

セブン-イレブン 足立西新井本町4丁目店

西新井本町4-30-7

03-3853-7115

中華料理 大成軒

西新井本町5- 2-6

03-3889-3810

合資会社 早川商店

西新井本町5- 7-11

03-3840-6301

ジパング

西新井本町5- 9-11

03-3848-0141

木村薬局

西新井本町5- 9-9

03-3887-9631

どらっぐぱぱす 伊興町店

西伊興4- 6-25

03-3856-4193

安楽亭 足立加平店

西加平1- 1-1

03-5856-6627

どらっぐぱぱす 西竹の塚店

西竹ノ塚1- 8-22

03-3896-9341

アウトレットシューズ

西竹ノ塚1-14-16-102

03-6807-1585

ひよこ

西竹の塚1-15-7

03-3857-0407

伊勢屋 菓子店

西竹の塚1-17-20

03-3897-1306

フレンド化粧品店

西竹の塚1-19-8

03-3899-3315

竹の塚せんべい店

西竹の塚2- 3-14

03-3899-0925
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カットプラザ プリーレ

西竹の塚2-15-21

03-5691-8686

スーパーさんよう

西保木間2-18-16

03-5851-3410

(有)栄花園

西保木間2-18-19

03-3850-8191

(株)サワヤ総本店

西保木間3- 1-18

03-3884-1731

セブン-イレブン 足立西保木間4丁目店

西保木間4-14-23

03-3885-7171

業務スーパー 花畑店

花畑1- 3-18

03-3858-8933

細井サイクル

花畑3-17-1

03-3885-3708

喜田家 花畑店

花畑4-26-7

03-3860-8841

ドラッグセイムス 足立花畑店

花畑4-29-3

03-5831-1166

一粒の麦

花畑4-34-16

03-5242-8807

マツモトキヨシ 足立花畑店

花畑5-14-1 ベルクス足立花畑中央店内

03-5686-7248

(株)コナカ 綾瀬店

東綾瀬1- 6-3

03-5697-3111

カットハウス ヘッドスタッフ

東綾瀬1- 8-14 103

03-5697-7120

ドラッグセイムス 東綾瀬薬局

東綾瀬1-10-6

03-5682-1293

Regalo Felice

東綾瀬3- 5-7

03-5856-2247

セブン-イレブン 足立東綾瀬3丁目店

東綾瀬3- 8-4

03-5697-1270

(有)サイクルショップすがぬま 伊興店

東伊興1- 2-6 クドウハイツ102

03-5691-3213

手打蕎麦 高砂家

東伊興1- 9-16

03-3897-8288

セブン-イレブン 足立東伊興3丁目店

東伊興3- 4-6

03-3857-4789

焼肉きんぐ 竹ノ塚店

東伊興3-14-18

03-5839-6891

にぎりむすび

東伊興4-14-4

03-5647-8251

エールメガネ 保木間店

東保木間1- 4-23 サニーコート101

03-5831-1462

調圧ドームCoCo

東保木間1-14-19 ワイズビル101

03-3859-0808

(株)トータルプランニングスズキ

東保木間1-21-12

03-3858-2311

イエローハット 足立保木間店

東保木間1-26-23

03-5686-7851

セブン-イレブン 足立東保木間店

東保木間2- 5-8

03-3860-0711

(株)ワタトー

東保木間2-18-9

03-3883-3209

ロココ

東保木間2-34-7

03-3883-8008

アオイリフォーム 足立店

一ツ家1-20-12

03-5856-5038

やおさだ

一ツ家1-28-11

03-3885-0615

一兆

一ツ家2-11-16

03-3883-2044

大むら 一ツ家

一ツ家2-11-2

03-3885-3241

ドラッグセイムス 一ツ家店

一ツ家2-16-9

焼小籠包 ぎょうざ 樹苞(きぼう)

一ツ家2-22-4 野口店舗3

090-2342-2653

やきそばマミー

一ツ家3-24-2

090-3223-0311

セブン-イレブン 足立平野1丁目店

平野1- 1-1

03-3858-3366

イエローハット 環七梅島店

平野1-14-24

03-5851-5012

ドラッグセイムス 足立平野店

平野3- 8-21

03-5809-6650

サンドラッグ 保木間店

保木間1- 9-14

03-5851-7305

セブン-イレブン 足立保木間2丁目店

保木間2- 6-19

03-3885-8375

やきとり大吉 保木間店

保木間2-11-5

03-5856-6839

足立区生物園ミュージアムショップ

保木間2-17-1 足立区生物園

03-3884-5577

ドラッグセイムス 足立保木間店

保木間3-20-10

03-5831-3521

たまきや

保木間3-35-11

03-3883-3407

木曽路 竹の塚店

保木間4- 3-7

03-5686-8100

安楽亭 保木間店

保木間5-28

03-3859-5040

(株)アクツ電器

保塚町2-3

03-3850-7006

オリーブの丘 保塚店

保塚町11-4

03-5851-9133

東伸電器販売(有)

南花畑1- 2-28

03-3885-1938

こがね鮨

南花畑1- 6-8

03-3883-0734

ドラッグセイムス 南花畑2丁目店

南花畑2- 6-1

03-5831-1851

美容室 花乃創～はなのそう～

南花畑2- 6-5 エーデルブルーメNo.10-105

03-3850-6446

(株)万喜自動車工業所

南花畑2-12-14

03-3883-0555

ふとんのあさの

南花畑2-13-2

03-3884-0226

ベルクス 足立南花畑店

南花畑2-15-12

03-5686-8719

ウエルシア薬局 足立南花畑店

南花畑2-45-2

03-5851-2831
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やぶ清

南花畑3- 1-15

03-3884-6653

DAI DAI

南花畑3- 2-5

03-3850-7039

餃子工房 千稀

南花畑3- 2-8

03-5856-6868

ヤマザキYショップ岩井

南花畑3- 9-18

03-3884-0037

ランチボックス

南花畑3-10-18

03-3883-3750

大倉畳店

南花畑3-33-27

03-3884-0025

生活彩館キシモトデンキ

南花畑4-17-7

03-3884-5948

セブン-イレブン 足立宮城1丁目店

宮城1-26-10

03-3912-0271

浅賀屋米穀店

宮城1-28-18

03-3919-6017

(株)リード

六木1- 4-6

03-3620-5795

ベーカリーカフェここぱん

六木1- 6-29

03-3629-0880

サイクルハウス ふじもと

六木1- 6-29

03-3620-3764

寿し・割烹・奈可川

六木4- 3-11

03-3606-2336

(有)都築伊勢元酒店

本木1-16-8

03-3886-7705

ドラッグストアセキ 本木店

本木2- 7-24

03-5845-5822

(有)酔仙楼

本木北町10-15

03-3890-2089

落合園

本木北町11-15

03-3890-1292

(有)コガイ電氣商会

本木東町17-5

03-3849-1138

美容室紀州

谷在家2-12-12

03-3855-2238

足立エスケイ店

谷在家3- 2-15

03-3896-5575

リラク&ビューティー HAPi

谷在家3- 3-3 小宮マンション101

03-6878-0056

やきとり トリッキー

谷在家3-20-1

03-5647-6959

ブックスページワン北綾瀬店

谷中2- 5-16

03-5613-5720

セブン-イレブン 北綾瀬駅前店

谷中2- 6-22

03-3620-8477

ワイズマート 北綾瀬店

谷中2- 6-32 マーヴ北綾瀬リエッタ

03-5849-8531

ワークショップ(株)和幸

谷中4- 1-5

03-3606-5500

七輪房 北綾瀬店

谷中4- 9-17

03-5697-1291

メガネストアー 北綾瀬店

谷中4- 9-21 ホワイトストーン 1階

03-5616-0668

セブン-イレブン 足立谷中4丁目店

谷中4- 9-4

03-5682-6373

クリエイトエス・ディー 足立谷中店

谷中5-14-12

03-5697-9590

(株)東商

柳原1- 2-5

03-3870-4431

やなぎ屋酒店

柳原1-11-6

03-3881-6333

ますや

柳原1-23-9

03-3881-7315

池田屋酒店

柳原2- 7-6

03-3881-2121

WING PAW

柳原2-21-1

03-5244-7617

(有)岡田米店

柳原2-26-12

03-3881-6335

藤田米店

六月1-13-4

03-3883-1060

TMSカイロプラクティック

六月1-24-9

03-5831-1887

ヘアーサロン ダルマ

六月1-35-2

03-3883-8829

スギ薬局 足立六月店

六月2-16-15

03-5856-6158

セブン-イレブン 足立六月3丁目店

六月3- 5-13

03-5686-0777

(有)デンキ館 ノバ

六月3- 6-12

03-3859-2218

はなの舞 足立六町店

六町1-17-29 グラン・ビルド六町 2F

03-5831-6700

セブン-イレブン 足立六町一丁目店

六町1-17-47

03-5242-3706

自転車屋パーシモン

六町3- 5-25

03-5856-4453

お花屋さん ベル・フローラ

六町3- 6-32 島田ビル1階

03-3860-0187

Restaurant Bar MARKET(レストランバー マーケット)

六町3- 6-33

03-3858-5530

薮重 六町店

六町3- 9-33

03-3859-8282

珍来 六町店

六町4- 4-14 104

03-3859-0303
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