
安藤印房 印章 3387-0714 シューズショップ アサヒヤ 靴・履物 3386-3551 ドトールコーヒーショップ東中野 喫茶 3360-7415 飯塚商店 青果 3381-5798 (株)柄沢忠治商店 テント 3373-1067 ★パンキー キムラヤ パン 3381-1858

★折原コーヒー コーヒー販売・卸 3387-1151 アトリエPASSION美容室 美容室 3319-8050 特選呉服 野田屋 呉服・染物 3361-1409 まるこ園 お茶・のり 3381-1487 ムラタニ理容室 理容 3372-3688 久松 居酒屋 3373-1439

小泉クリーニング クリーニング 3387-0196 魚がし鮨 寿司 3388-2917 かきもち処 はやしや 煎餅 3371-8848 (株)広島屋 酒類 3383-0731 ヤマキ 包装・梱包 3374-0853 福屋茶店 お茶 3372-7451

大産地所(株) 不動産業 3389-2927 漢方薬 永仁堂 漢方薬 3319-0188 冨士家 和菓子 3361-3921 セブンイレブン中野中央店 コンビニ 3382-7011 サロンドシルク 美容 3373-1747 (有)松坂屋 ブティック 3372-4766

NPOピクニックケア 整体院 6657-9325 オオタ屋 和装小物 3386-3684 ★鮒富佃煮店 佃煮 3361-0821 (株)白川商事 不動産 3378-0511 手打ちそば 丸福 蕎麦うどん 3372-2976

洋風居酒屋 OLE スナック 3389-0287 丸忠商店 野菜 3371-4715 MAHALO 美容室 3376-5279 みゆき鮨 寿司 3384-1010

亀屋和菓子店 和菓子 3386-2229 Love マリー ブティック 3367-4623 7 Dental Clinic 歯科 3376-8908 理容 マツナガ 理容 3372-2745

コーヒーショップ 門 喫茶 5380-0871 ヘアープラスパー 理容 3365-0848 スギ薬局中野南台店 ドラッグストア 6300-6091 レストランバー キアーヴェ スナック 3370-3874

駒鳥 居酒屋 3388-1463 (株)セレモニー 葬祭業 3360-1851 (株)なかよし 不動産 3372-7270

新越泉 銭湯 3386-4917 ココカラファイン東中野店 医薬品 5348-2307 カフェ ドエル 飲食 3372-0076 ローソン中野新橋 コンビニ 3382-6111

四文屋 焼鳥 3228-4481 焼肉 げんき 焼肉 3369-8935 J・KOJIMA ブティック 3361-2220 でみぐら亭タマー 洋風居酒屋 3372-2732

米澤牛乳店 牛乳 3385-1264 すみれ化粧品店 化粧品 3386-7183 PARM TREE ダイニングバー 3362-0005 尾張屋そば店 蕎麦・うどん 3363-9538 cornice（こるにーちぇ） 飲食 3374-0889

理容 カワゴエ 理容 3386-0758 青雲堂 文具 3386-5234 オリック銀座通り店 クリーニング 3368-7248 大聖堂神仏具店 神仏具 3369-2705 とり花 飲食 3380-0778

洗工房 DAB クリーニング 3386-5666 セブンイレブン中野上高田3丁目店 コンビニ 3386-1387 珍宝 中華料理 3371-6107 味菜や 花たろう 居酒屋 3229-0599 あげもんや 飲食 3383-9900

セブンイレブン中野上高田店 コンビニ 3388-5701 高山写真 写真カメラ 3386-8553 時和堂時計店 時計・眼鏡 3373-6688 協栄クリーニング クリーニング 3381-5807 やました 飲食 3382-3820

九州亭 焼鳥 5380-1099 中屋木下商店 日用雑貨 3372-7153 三味庵 蕎麦・うどん 3381-2657 (株)高島屋 不動産 3379-8171

とんかつ 一三吉 とんかつ 3388-3496 花渉 生花 3373-2200 カフェ シャローム 喫茶 3380-1211 一笑賢明 居酒屋 6874-3525

ミートプラザ ニシジマ 精肉 3386-2980 白鳳 クリーニング 3369-3761 (有)田口商店 米穀 3381-0286 Annie's Pico中野新橋店 スーパー 3374-3780

ねぶた寿し 寿司 3319-5296 生演奏 マ・ヤン 飲食 3371-9637 山森豆腐店 豆腐 3372-0347 ちとせぎく 和菓子 3382-2018

ぱんのカザミドリ パン 3319-0141 旅 小料理 090-5425-6424 セブンイレブン中野坂上西店 コンビニ 3371-9770 松鮨 寿司 3380-1651

Hair&Este キャロット 美容室 3388-2519 共同電気 電気 3369-0221 (有)ヤマオー事務機 文具 3384-1661
ファッションクリーニングオオモリ クリーニング 3386-2979 蜜蜂 珈琲専門店 3387-9950 art studio ALL OK カルチャースクール 6300-0500 もつやき　山本 焼鳥・串焼 3381-8557

庄瀬 和菓子 3386-4928 (有)森岡商事 たばこ 3386-1879 モスバーガー中野坂上店 ハンバーガー 5330-2355 なかの通り整骨院 整骨院 5385-6072

ビューティ青木 美容室 3388-3478 森田屋金物店 金物・刃物 3386-4605 中野坂上　縁 和食居酒屋 5989-1813 ヒーホー 飲食 3384-9657 中野マルイ デパート 3382-0101

ヤマスタジオ 写真カメラ 3386-7060 アイタリーキッチン ステーキ＆パスタ 3369-0980 とら八商店 和菓子 5385-8878

竜苑 焼肉 3388-5241 時計宝石 イシカワ 時計・宝石 3371-6828 トヨタモビリティ株式会社中野坂上店 レンタカー 3360-2581 四丁目酒場 飲食 5328-1929 アトレヴィ東中野 駅ビル 6273-2852

ヘアサロン・センス 理容 3387-6759 ウメヤ 酒店 3361-3635 Ｔribe Ｆ 飲食 6382-7020

理容 フジマ 理容 3386-5761 魚幸 鮮魚類 3368-2109 ファミリーマート南台二丁目店 コンビニ 5328-2981 ドン・キホーテ中野駅前店 ディスカウントストア 5318-2811

(株)アイユーメモリー 冠婚葬祭 3388-5501 三弥酒店 酒類 3361-2007 (株)宅配広告社 広告物宅配 5328-1700 どらっぐぱぱす新江古田駅前店 ドラッグストア 3950-9341
らいむらいとエンタープライズ 不動産業 5345-5177 大黒園 お茶 3362-0555 スギドラッグ南台三丁目店 ドラッグストア 6382-6181 マツモトキヨシ中野南台店 ドラッグストア 5328-2042

御嘉家 焼鳥 3387-6170 名登利寿司 寿司 3361-2362 こかじクリニック 皮膚科 3383-5033 三徳(Santoku)新中野店 スーパー 3382-3109

宇田川理髪店 理容 3388-1256 江戸や鮨八 飲食 3386-8777 光画社 化粧品 3361-0258 スギドラッグ中野駅北店 ドラッグストア 6454-0851

ダスキン大西屋 ハウスクリーニング 0120692228 やおやさん 青果店 3388-0881 ギャザー リサイクルショップ 5389-4339 岡埜栄泉 和菓子 3381-5794

しのとめ 日用雑貨 3388-6161 旬采美酒 柾 日本料理 5380-6055 BuBu 飲食 070-1254-1827 二八蕎麦 まつ浅 蕎麦・うどん 3381-5416 ライフ
じゅんじゅん 喫茶 3388-2672 新井商店 青果 3386-6446 焼肉　漢江 飲食 3368-8837 日本屋靴店 靴・履物 3381-6543 　　　中野駅前店 スーパー 5343-8861

但馬屋商店 煎餅 3386-0793 辰巳庵 うどん・そば 5380-1154 侍” 鉄板焼き 3362-5333 尾張屋 蕎麦・うどん 3383-3451 　　　中野新井店 スーパー 3386-3371

長岡屋そば店 蕎麦・うどん 3386-0813 アジアン料理ハラルアート 飲食 3389-4122 沖縄料理 わ 飲食 3368-7895 すずや 化粧品 3381-7444 ありん堂 南台店 和菓子 3384-9322 　　　中野坂上店 スーパー 5389-2571

西川インテリア インテリア・内装 3386-1708 まにわ整骨院 整骨 5343-7887 オリック 東中野店 クリーニング 3366-1350 花つづみ 生花 5340-1623 一平舎 クリーニング 3229-3687 　　　　東中野店 スーパー 5386-6181

藤本輪業 自転車 3386-2551 餃子・Darts８９４ 飲食 6454-0322 スマイル 介護サービス 5332-3558 PINの店 パン 3381-0201 インテリア ポピー 室内装飾 3381-6792 　　　　　南台店 スーパー 3384-8581

フレッシュネスバーガー中野北口店 ファストフード 5318-5531 鳥テル 居酒屋 6684-3475 焼肉 慶州 飲食 3364-1728 魚五 鮮魚 3381-4146

サーティワン中野早稲田通り店 アイスクリーム 3387-2731 マルエツ 新井薬師前店 スーパー 3386-1166 味処 らく天 飲食 3371-8530 おもちゃのアサヒヤ 玩具 3383-4294 サミットストア
Fleaker メンズ洋品 6321-3066 スギドラッグ新井薬師駅前店 ドラッグストア 5942-8320 天晴酒場 飲食 6908-8835 かめや文具店 文具 3382-2917 　　　　　鷺宮店 スーパー 5356-1350

ランパダ インテリア雑貨 5343-5053 メイズ 美容室 5389-3353 café てぃーえむ 喫茶 3381-6898 　　　　江原町店 スーパー 3954-2155

パッケージプラザ中野店 包装・梱包材料 3386-2136 和ごはん一献 飲食 3361-2875 石川履物店 靴・履物 3372-7005 吾田久 飲食 3384-0245 　　　　東中野店 スーパー 5337-3313

自然食糧品店ビーンズ 自然食品 3388-4436 ココカラファイン東中野5丁目店 医薬品 5338-8447 そば処 いな垣 蕎麦・うどん 3373-5373 更科 蕎麦・うどん 3381-7779 　　　中野南台店 スーパー 5342-3380

東京煮干屋本舗 ラーメン 5942-4550 GRABAKA スポーツジム 5348-3092 越中屋 寝具 3381-7549 ソフラック中山 クリーニング 3381-7045 　　　鍋屋横丁店 スーパー 5342-3312

美味しい煙 ダイニングバー・バル 5942-6949 ひがしなかの整体院 整体 3371-8679 めんの大石 製麺 3372-0451 多田米店 米穀 3381-4965

(株)ファルコンヒルズ 子供服・婦人服 3388-0616 東京ラーメン大番 ラーメン 5385-1193 APROUD 美容室 6908-9715 (有)川辺洋品店 ブティック 3372-4496 ★たつみ屋商店 金物・雑貨 3381-9148 マルエツ
スポーツショップKAZU スポーツ用品 3389-8281 (有)ニューズボックス 不動産業 5343-8133 ビストロ・バル パリ4区 飲食 3363-0555 (有)神田米店 米穀 3372-5087 東高堂薬局 薬局 3381-6649 新江古田駅前店 スーパー 3953-0863
イルチブレインヨガ中野スタジオ ヨガ 3389-6106 夢の修理屋 時計 3386-4137 ファミリーマート東中野駅北店 コンビニ 5332-5828 銀座クリーニング クリーニング 3372-2059 鳥一番 鳥肉 3383-8167 都立家政駅前店 スーパー 3310-0335
(株)サイクルスポット中野店 自転車 3387-5553 レストラン マリモ 洋食レストラン 3388-2959 はんこ村 東中野店 印章 3364-1161 (株)クボタ商店 ブティック 3372-2874 美容室 芦沢勝弥の店 美容 3384-1769 　　　中野若宮店 スーパー 5373-5601

カフェ サンマリノ 飲食 3389-4896 がんこ一徹 ラーメン 3389-6007 ROSY 美容室 6908-8764 奈々 クリーニング 3383-7779 ホームショップ いまいずみ 金物・雑貨 3381-2646 　　　中野新橋店 スーパー 3374-7739

coma 美容室 5318-9450 阿波や壱兆はなれ 飲食 6279-1799 (有)甲州屋 酒類 3372-7431 味咲家 惣菜 3381-8015 マルエツ プチ
おなかいっぱい 洋食 3371-0747 坂入商店 野菜 3373-9988 武蔵屋 呉服 3381-6339 　　　中野中央店 スーパー 3366-7681

小林金物店 金物・雑貨 3361-0714 サンエー青果 野菜 3372-3680 やまきや果実店 果物 3382-5945 　　　　大和町店 スーパー 3310-4721

シティーヘアーAiread 美容室 3362-8694 正和堂 時計・眼鏡 3373-1591 山十食品 豆腐 3381-0758

トーシンスペース 不動産 3367-4301 鮮魚 魚健 鮮魚 3372-6853 利喜庵 蕎麦・うどん 3381-7934 コープ　中野中央店 スーパー 3382-3191

アトリエグリーン音楽室 音楽教育  3388-1671 まんぷく村 弁当 3363-7540 タカギベーカリー パン 3382-0567 若林商店 米穀 3381-5819 　　中野鷺宮店 スーパー 5364-9027
　　　＆アンサンブルグリーン 民俗村 韓国料理 3227-3338 鳥正 居酒屋 3372-6511 渡辺豆腐店 豆腐 3381-4115

(有)上高田清和デンキ 電機店 3388-2720 メッカ 美容室 3363-6833 鳥ひさ 精肉 3372-2949 丸二食品 青果 3384-6453 コモディイイダ 中野店 スーパー 3385-3166

大山生花店 生花 3389-5171 富田屋 リサイクルショップ 3386-1209 ビストロ グラート イタリアン 3366-5003 とんかつ 和 とんかつ 3372-3770 パスコショップ コヤツ パン 3229-8051                   沼袋店 スーパー 5380-3151

(有)河内屋米店 米穀 3385-8420 ヘアーサロン トガシ 理容 3387-1710 光進電機 斎藤商会 電気器具・工事 3362-9295 とんかつ 一番 とんかつ 3372-2002 ニューライフショップ スズキ 日用雑貨 3384-1565

クリハラ薬局 薬局 3387-8929 ヘアサロン ポエマ 理容 5343-3838 長崎クリーニング クリーニング 3373-2791 かじゅあるかっぽう 凡 飲食 3229-1613 トヨタモビリティ株式会社

春陽ムセン 家電 3386-3743 (有)アースシステム 介護用品 5318-5733 中島畜産(株) 精肉 3372-4129 (株)会川組 建設 3382-5596 中野新井店 レンタカー 3389-4211

大国鮨 寿司 3386-1060 酒道庵 之吟 酒類 3386-6646 肉のジャンボ 精肉 3377-7291 アサヒソニック 家電 3381-1566 東中野店 レンタカー 3362-8511

大正煎餅 煎餅 3386-2368 焼肉苑 うまい 飲食 6454-0677 (有)服部電気商会 家電 3372-0026 焼肉 未来台所 焼肉 3380-9974

辰巳庵 日本そば 3385-8294 (株)コード服装 制服 3388-0111 はやし園茶舗 お茶 3372-5994 白龍 中華料理 3383-7248 ウエルシア中野新橋店 ドラッグストア 5333-0933

田中宝飾時計店 時計 3388-3697 生駒軒 中華料理 3361-8282 手芸の店 フミ 手芸材料 3372-3143 ココカラファイン中野南台店 ドラッグストア 5341-3961 ウエルシア中野富士見町駅前店 ドラッグストア 5341-3989

中華萬興 中華料理 3388-5699 でんきのトマルヤ 家電 3361-2207 保坂寝具店 寝具 3372-2068 GOOD FOOD SARAH ダイニングバー 090-4676-1402

Tokyo Cut House 理容 3387-1117 (株)中インテリア インテリア 3371-5244 深川伊勢屋弥生町店 和菓子 3373-1055

とんかつ三太 とんかつ 3388-2140 仁天堂薬局 調剤薬局 3368-8446 丸仁呉服店 呉服・染物 3372-3788

ヒヤマ酒店 酒類 3386-0543 (株)マルニ商店 酒類 3363-0014 室井果実店 果物 3373-1690

松寿司 寿司 3386-7604 まなび PC・ITサポート 5345-5526 チューオー靴店 靴 3368-3802 竹岡洋品店 紳士服 3372-0089

丸幸商店 金物・刃物 3385-4071 (有)丸西三河屋酒店 酒店 3387-1177 KO.TO.TAMO.PEVA ロシア料理 6325-7116 サイクル ヤマグチ 自転車 3372-6530 AKIYAMA ブティック 3383-0231

丸十富樫ベーカリー パン 3386-8866 クリーニング ライム クリーニング 3227-1221 弥生フラワー 花盛 生花 3375-3687 いつわ書店 書籍 3382-8366

ぎふ屋商店 駄菓子屋 3389-4281 ALT_SPEAKER バー 6908-8806 洋品の田子 紳士服 3372-5725 エム美容室 美容 3382-3924

明幸フルーツ 果物 3386-8317 美容室zeal 美容 3364-5444 理容タケダ 理容 3373-3172 薬のヒグチ中野新橋店 薬店 3382-5043

ピース 理容 3389-8060 ミセス・ファンの工房 ネイルサロン 3364-7454 ベスト電器中野川島店 家電 6300-4900 上州屋 惣菜各種 3372-5997

セブンイレブン コンビニ 3386-7720 串揚げ あげあげ 串揚げ 5937-2955 花賢 生花 3375-3457 セブンイレブン 中野新橋店 コンビニ 3372-3305

vita(ビィータ） 美容室 3389-0247 キッチンドナルド とんかつ 3371-6041 (有)楓家 ラーメン 3361-1520 餃子飯店 中華料理 3372-5466 セブンイレブン 中野弥生店 コンビニ 3373-4404

松が丘助産院 助産院 5343-6071 寿美吉 蕎麦・うどん 3362-4115 東京風月堂 東中野店 洋菓子 3369-9776 思い出洋品店 古物商 6426-1188 ダック・テール 美容 3372-3035
スマイルドラッグ新井薬師店 ドラッグストア 3386-6601 髙橋時計メガネ店 時計 3368-1070 花の吉橋 生花 5386-4187 ベジフル・タチバナ 青果 3372-8508 とんかつ 一福 とんかつ 3383-2941

コーノ新井薬師店 スーパー 3386-1147 TELIO ８ ブティック 3361-1636 かしわぎ 飲食 6874-2536 ミニスーパー寿屋 スーパー 3372-1068 花ふじ 生花 3372-2800

■平和公園仲通り商店会

※一部ご利用頂けないテナントがございます。直接お問い合わせ下さい。

■川島商店街振興組合（第10ブロック）

■上高田本通商店街

■薬師駅前中央商店会

■南台商店街振興組合

■中野区インターネット商店会

このステッカーが目印！！！

■宝仙寺前通商店会

■新井薬師駅商店会

■新中野商和会

■薬師柳通親交会

■東中野銀座商店会（第6ブロック）

■中野新橋商店街振興組合

■東中野駅前飲食店会

■東中野本通り共栄会

■大型店

■栄町一丁目商店会

■栄町二丁目商店会

■三味線橋通り共栄会

※一部ご利用頂けないテナントがございます。直接お問い合わせ下さい。

■東中野名店会

■中野北口十字路商店会

■薬師柳通り高新会

■薬師駅北口商店街（第５ブロック）


