店舗名称
ｃＨｉｉｃａＦｅ
秋田ふるさと館
ボニンブルーシマ
中国料理伊万里
ＴＯＰＧＵＮ
ＰＣコンフル秋葉原本店
ＰＣコンフル秋葉原２号店
Ｍａｃ専門店 秋葉館
ＢＡＣＫＤＲＯＰ
京香神田店
テクノスクエア本店
地下のスペインバルＡＬＢＡ
大手町バルＡＬＢＡ
レストラン１８９９オチャノミズ
ホテル龍名館お茶の水本店
天鴻餃子房飯田橋店
飯田橋スペインバルＡＬＢＡ
黎明
ヘアサロン クレスト
花ごよみ東京
ホテル龍名館東京
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当８
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当６
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当５
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当４
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当３
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当２
バレーボールステーションＶｉＶＡ担当１
バレーボールステーションＶｉＶＡ
いろは本店
いろは西仲店
いろは本店
マスターウォール 銀座本店
オフィスＣＬＩＰ
ホテル１８９９東京
大阪お好み焼きともくん家
Ａ．ｔｅ
中華 東海飯店 大門本店
中華 東海飯店 浜松町駅ビル店
ＳＩＮＣＥＲＥ
六本木スタジオ
大阪お好み焼きともくん家 赤坂見附店
京香赤坂店
マスターウォール 青山
にじいろ補聴器
Ｌｅ Ｃｈａｔａｉｎ
加賀屋鶯谷店
ＰＡＯ加圧トレーニングクラブ
ＰＡＯカイロプラクティック
喜実どり
シーワンダイニング
個人永田タクシー
印刷博物館
株式会社アシスト
魚よし
ケノヒ
美容室アトム
ウイング赤羽店
後藤タクシー
サイクルショップさとう
個人小沼タクシー
Ｊ．Ｃ．ハイヤー
エールメガネ 五反野店
レストラン龍苑
アーバン東京上野・北千住
ＡＳＩＡＮ ＢＩＳＴＲＯ ＲＥＷーＥＮ
エールメガネ 北綾瀬店
個人東タクシー
エールメガネ保木間店
東個協 佐々木タクシー
エールメガネ 竹ノ塚店
山崎タクシー
エールメガネ 西新井大師店
サイクルハウスしぶや
橋本自転車店
くりえいと
エールメガネ 水元店
エールメガネ 金町本店
新角
エールメガネ 高砂店
レストラン三州家
いなげ薬局
ベスト引越サービス東京支店
とんかつ割烹とん一
フランス風居酒屋ＡＵＢＥ
個人三島タクシー
二代目ＴＡＴＳＵ～龍～
エル・アミーゴ
サクマフィジカルコンディショニング鍼灸・マッサージ治療院
個人佐藤タクシー
のずえ小児科
北村タクシー
京香品川店

住所
東京都調布市上石原３－３３－２６サンヴェール調布・多摩川７０８
東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号
東京都小笠原村父島字東町ログハウス
東京都千代田区外神田６－９－８五軒町伊万里ビル
東京都千代田区外神田１－１１－５
東京都千代田区外神田３丁目１番地９
東京都千代田区外神田１－８－６渡辺ビル１Ｆ
東京都千代田区外神田１－１１－５スーパービル５Ｆ
東京都千代田区外神田１－１１－５外神田１－１１－５
東京都千代田区岩本町２－９－２
東京都千代田区神田須田町二丁目２５番地ＧＹＢ秋葉原５階
東京都千代田区内神田１－１１－１０コハラビル地下１階
東京都千代田区神田錦町３－７－２フジタビル１階
東京都千代田区神田駿河台３丁目４番地
東京都千代田区神田駿河台３丁目４番地
東京都千代田区富士見２－６－１０
東京都千代田区飯田橋１－９－６朝日飯田橋マンション１階
東京都中央区日本橋人形町１－２－１３日本橋ＤＯＬＬ１－１階
東京都中央区日本橋小舟町９－４イトーピアビル１Ｆ
東京都中央区八重洲１丁目３番地２２号
東京都中央区八重洲１丁目３番地２２号
東京都中央区新川
東京都中央区新川２－３－１１
東京都中央区新川２－３－１１
東京都中央区新川２－７－１１
東京都中央区新川２－３－１１
東京都中央区新川
東京都中央区新川
東京都中央区新川
東京都中央区月島３ー４ー５ ２階
東京都中央区月島
東京都中央区月島３ー４ー５ ２階
東京都中央区銀座５－８－９ＢＩＮＯ銀座６Ｆ
東京都中央区銀座１－１９－３銀座ウイステーリアビル５エフ
東京都港区新橋６丁目４番１号
東京都港区新橋３－３－３新橋パイオニアビル２階
東京都港区新橋２－１５－１７あおいビル２階
東京都港区芝大門芝大門
東京都港区浜松町２ー４ー１２
東京都港区西麻布２―１３―１１川越屋ビル１Ｆ
東京都港区六本木７－１８－５５ソフィア六本木２０５
東京都港区赤坂（次のビルを除く）３－１６－５ＳＫＲ ＡＫＡＳＡＫＡ
東京都港区赤坂６－１８－５
東京都港区南青山２－２６－１１青山グラフティ１Ｆ・２Ｆ
東京都港区芝５－１３－１３つるやビル１階
東京都港区高輪２－２－２５
東京都台東区１ー７ー３
東京都台東区東上野１－１０－１ＳＫビルＢ１０２
東京都台東区東上野１－１０－１ＳＫビルＢ１０１
東京都台東区浅草４ー１５ー１０メゾン浅草１０２
東京都台東区浅草２ー１１ー７和田ビル１０２
東京都台東区元浅草４ー１ー１７ダイヤパレス元浅草１１０４号室
東京都文京区水道１丁目３番３号
東京都文京区本駒込６ー５ー３ １Ｆ
東京都文京区本郷４－３６－５
東京都北区田端３－７－５ロジュマンジャンティ駒込プレトリエ
東京都北区志茂三丁目２１番５号ネオプロミネンス２階
東京都北区赤羽１丁目１１番４号アポービル４Ｆ
東京都北区浮間三丁目三十一番地九コウポ北赤羽
東京都足立区中川４－２８－１７
東京都足立区東和５－１３－２４イトーピア北綾瀬１０６
東京都足立区谷中３－２０－７ファインクロス四番館４０２
東京都足立区中央本町２－２０－１４ＮＦメゾン１Ｆ
東京都足立区千住１－２１－７龍ビル
東京都足立区千住４－２０－１０
東京都足立区千住１－３３－１１巴ビル１階
東京都足立区加平１－２２－６山野コーポ１Ｆ
東京都足立区南花畑２－２８－９－２０１ＹＳビル
東京都足立区東保木間１丁目４番地２３号サニーコート１０１
東京都足立区西保木間３－２２－２２－８０４カインドステージ竹の塚
東京都足立区竹の塚５－１７－１イトーヨーカドー竹ノ塚店２Ｆ
東京都足立区入谷３－１３－１４エンゼルハイム入谷中央公園第５－８０４号
東京都足立区西新井６－４３－９
東京都葛飾区お花茶屋一丁目２６番２号
東京都葛飾区立石５－１４－５
東京都葛飾区東四つ木１ ７ １
東京都葛飾区東水元２－３４－８ハイツリバーソン１０２
東京都葛飾区東金町１－１０－８イトーヨーカドー金町店２Ｆ
東京都葛飾区高砂５丁目３６番１号
東京都葛飾区高砂３－１２－５イトーヨーカドー高砂店３Ｆ
東京都墨田区本所４－１７－３
東京都江戸川区新堀１－３８－１２
東京都江戸川区一之江１－３－５
東京都江戸川区平井３ー２６ー５
東京都江戸川区西小岩１－２８－１９東ビル３ １階
東京都江戸川区北葛西１－２２－２サンハイツ岩城３０１
東京都江戸川区東葛西５－３３－８ラ・エスキーナ
東京都江戸川区西葛西６－１４メトロセンター１－２３
東京都江東区常盤２－１３－１１レジデンスジュネス１０１
東京都江東区白河３－１４－５
東京都江東区東雲１－９－１１－１０２
東京都江東区亀戸９ー９ー１ラフィーネハイツ７０９
東京都品川区北品川２－１０－１９

夢★らくざプロジェクト
貸衣裳かわぐち
能登の夜市
カイロプラクティックそのまんまサンシャイン
えーるこばやし
ふじみクリニック
アーバイン東京・羽田蒲田
個人片田タクシー
クリエイティブマン
京香渋谷店
レッドムーントレーディングポスト
はり・温灸治療院 楽居堂
Ｅｎｔｌｕｃｅ鍼灸サロン
ルームヘア代々木上原店
ルームヘア
ヨシムラ鍼灸院
Ｓｔｕｄｉｏ ＮＡＶＩ自由が丘
居酒屋 巽屋
三宿
Ｋ Ｂａｒ＆Ｍｕｓｉｃ
三恵
ルームヘア経堂店
病児保育こがも
かるがもクリニック
スズキカメラ
Ｅｌｃａｓｔｉｌｌｏ
フットケアラボ奥沢
けんこうほうし整体院
京香四谷店
１９２９
ＶＡＭＯＳ
ＶＡＭＯＳ
ＶＡＭＯＳ
ＵＨＡ ＵＨＡ
足つぼ屋 ＰＥＲＩＤＯＴ
みやび鍼灸院
中落合三又酒店
有限会社ニュー花矢
ルームヘア曙橋店
Ｔｈｅ Ｒｏｙａｌ Ｓｃｏｔｓｍａｎ
宅配弁当京香
ＳＡＷＲＥ
有限会社 半田モータース
京香西新宿店
小料理ダイニング クレバ
安倍タクシー
ＫＯＴＯＮＡ ＣＯＦＦＥＥ
カフェ アンリ・ファーブル
あそうちゃんねる
ｏｄｅｋａｋｅ ｏｆｆｉｃｅ．
個人安井タクシー
山野タクシー
ルームヘア下高井戸店
丸山太一写真事務所
ＫＦ③
ＫＦ②
ＫＦ①
京香池袋店
ｅｓｔｒｏｉｔｉａ
ＨｅＢｅＬｅＫｅ
ＨｅＢｅＬｅＫｅ
ＨｅＢｅＬｅＫｅ
Ｂ．Ｂ
Ｂ．Ｂ
Ｂ．Ｂ
岡崎耳鼻咽喉科医院
ヘア・ティアラ
細川歯科医院
ウイング練馬店
林タクシー
練馬Ｌｉｂｒｅ
柴崎タクシー
トレスカフェ
ハルナギタースタジオ
岡秀年
金子タクシー
山田タクシー
ＳＯＬＯ
粋キッチンスタジオ＆カフェ
評判堂
個人和田タクシー
りらっくすの森
酒の柏屋
居酒屋惹凱牡
木のおもちゃブレーメン
木のおもちゃブレーメン
エールメガネ 花小金井店
ヘアースペース モン
エールメガネ 東村山店
小川家
やきとり処大舞立川店
ＰＩＴ ＴＳＵＲＵＯＫＡ
クリタ薬局
別所薬局
イイダベーカリー
ながふさ整骨院

東京都品川区東品川４－３－３－５０４
東京都品川区大井１－１１－１大井西銀座ビル ３Ｆ
東京都品川区上大崎２－２７－１サンフェリスタ目黒
東京都品川区二葉４丁目２４－１ＧＳハイム中延１０５
東京都品川区旗の台４－６－２８アミティエ１０３
東京都大田区大森西３－１－３８マチノマ大森
東京都大田区西蒲田７－２５－１０
東京都東京都大田区 東雪谷 ２ー１６ー１１大田区 東雪谷 ２ー１６ー１１
東京都渋谷区神宮前６－１９－２０第１５荒井ビル８Ｆ
東京都渋谷区鶯谷町７－１１
東京都渋谷区猿楽町２３丁目３鳥居ビル
東京都渋谷区元代々木町１３－４
東京都渋谷区元代々木町２５－８レスポワ－ル代々木公園２０７
東京都渋谷区西原３－２４－１０代々木上原ピーディービル１階
東京都渋谷区笹塚１－１５－５クリア笹塚ウエスト１０２
東京都目黒区柿の木坂一丁目３０番地
東京都目黒区自由が丘１－５－１－Ｂ１
東京都目黒区下目黒１－２－２２セザール目黒１階
東京都世田谷区池尻三丁目１３番１号
東京都世田谷区池尻２－３７－２０
東京都世田谷区太子堂４－２３－１３遊楽ビル１Ｆ
東京都世田谷区宮坂３－８－２ミヤコウエストビル１階
東京都世田谷区桜丘５－２０－１４シンエイ第３ビル２階
東京都世田谷区桜丘２－２５－４桜丘二丁目ビル
東京都世田谷区喜多見８－１６－１２
東京都世田谷区深沢３－１０－１３ １Ｆ
東京都世田谷奥沢３－４５－４
東京都新宿区四谷３－１ミカドビル２Ｆ
東京都新宿区愛住町１３－１
東京都新宿区荒木町１０－１４
東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１４
東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１４第一メトロビル３Ｆ ＤＥ号
東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１４第一メトロビル３Ｆ ＤＥ号
東京都新宿区歌舞伎町１－２７－２ピア新宿ビル２Ｆ
東京都新宿区新宿６－１０－５－１０１
東京都新宿区西新宿７－８－１１美笠ビル５０１
東京都新宿区中落合４ー１２－５
東京都新宿区下落合４－２５－１９
東京都新宿区住吉町８－２８ビーステップビル１０２
東京都新宿区神楽坂３－６－２８
東京都中野区中野
東京都中野区中野
東京都中野区中央１－３７－１
東京都中野区弥生町４－３４－５
東京都中野区江原町２－２－８
東京都中野区鷺宮１－３０－１８ベルミック３０２号
東京都中野区鷺宮３－１８－７澤栗ビル１階
東京都杉並区高円寺北座・高円寺２階
東京都杉並区上井草１ー２４ー１９クレスト杉並４０１
東京都杉並区西荻北５－１９－９
東京都杉並区和泉２－２７－２９山田マンション２０３号
東京都杉並区高井戸西１丁目１番地３２号シャトレー高井戸５０５
東京都杉並区下高井戸１－５－１０パステル下高井戸１階
東京都新宿区西早稲田２ー３ー２２ＳＷ西早稲田ビル６階
東京都豊島区東池袋４ー２３ー１５
東京都豊島区東池袋４ー２３ー１５
東京都豊島区東池袋４ー２３ー１５
東京都豊島区東池袋５－２０－６
東京都豊島区池袋２丁目３６番１号
東京都豊島区西池袋１－４２－９
東京都豊島区西池袋１－４２－９叶ビルＢ１Ｆ
東京都豊島区西池袋１－４２－９叶ビルＢ１Ｆ
東京都豊島区西池袋１－４４－８
東京都豊島区西池袋１－４４－８安達ビル１Ｆ
東京都豊島区西池袋１－４４－８安達ビル１Ｆ
東京都豊島区高田１－４０－１２岡崎ビル２Ｆ
東京都板橋区板橋１－１６－１１スガノビル１階
東京都板橋区大和町１８－１０田中ビル２階
東京都練馬区練馬１－５－６クリスタルビル３Ｆ
東京都練馬区桜台４－２９－１５パールハイム１０１号室
東京都練馬区豊玉北５－２３－１
東京都練馬区南田中２－１７－１３－３０２ミオカステーロ井荻
東京都練馬区石神井町２－３３－２７ファインレジデンス１０１
東京都練馬区上石神井南町１９－１３
東京都練馬区上石神井４－８－６
東京都練馬区西大泉１－２７－３５
東京都練馬区旭町３丁目３番地３号
東京都武蔵野市吉祥寺南町２－３－８
東京都三鷹市井の頭５－２１－１６
東京都三鷹市下連雀３－２８－２１
東京都三鷹市深大寺２－３１－５
東京都調布市下石原３－２－７平田ビルＳ４
東京都府中市緑町２－１２－２１
東京都国分寺市南町３－５－１０
東京都国立市北１ー６ー１小泉ビル１階
東京都国立市北１ー６ー１
東京都小平市花小金井１－８－３いなげや花小金井店２Ｆ
東京都小平市上水南町２－７－４０
東京都東村山市本町３－４２いなげや東村山市役所前店
東京都立川市幸町６の９の１
東京都立川市曙町２－２２－５ＩＩビル
東京都多摩平１－４－９－１０３多摩平１－４－９－１０３
東京都日野市旭が丘５－２－５
東京都八王子市別所１－１７－１
東京都八王子市下柚木２丁目７－６アイディーアル１０３
東京都八王子市長房町５４５－３－１０２有竹ビル

別所薬局千人町店
平野屋金物店
やきとり処大舞町田本店
やきとり処大舞町田駅前店
ａｔｅｒｉｅｒ Ｂｌｕｅ Ｍａｇｉｃ
個人 小笠原タクシー
長峰製茶 株式会社 町田根岸店
菓匠華月
久保田陶器店
エールメガネ 拝島店
直売店酒世羅
赤酢まぐろや本店
赤酢まぐろや本店
Ｆ＆Ｍ焙煎工房
コメスタ 青梅店
うさぎワンダーワールド
スタジオＡＢＲ
亀ハウス
ラーメン春樹多摩センター店
こきあん工房

東京都八王子市千人町２－１９－１５長塚ビル
東京都町田市原町田５－７－２１
東京都町田市原町田３－９－１メゾン及川
東京都町田市原町田６－１１－１７
東京都町田市原町田６－１０－３リンズパ－クビル２階
東京都町田市本町田２５７７公社住宅ホ２５－５１４
東京都町田市根岸町１－１３－１９
東京都町田市成瀬８－４－１３
東京都町田市野津田町１０５６－２
東京都昭島市松原町３－２－１２イトーヨーカドー拝島店１Ｆ
東京都福生市熊川１
東京都あきる野市秋川５－１０－４
東京都あきる野市秋川５－１０－４エーデルワイス近藤
東京都あきる野市秋川１－７－１０パステロＲｅｉ５Ｆ
東京都青梅市新町６－９－４カインズホーム青梅インター店内
東京都多摩市一ノ宮３－３－１４第２関戸ビルＢ
東京都多摩市関戸４－２４－７ーＢ１
東京都多摩市永山１－１７－１１アネックス永山 Ｂ１
東京都多摩市落合１－３９－１マグレブ東７階
東京都多摩市落合４丁目５番地４号棟３０３号室

