
塩澤商店 菓子 3339-2961 玉屋米店 米穀　 3338-0525 (株)光明電機 家電 3338-0319 新井屋 酒類 3951-5585 四川 東家 中華料理 3386-6062

ファミリーマート 中野白鷺店 コンビニ 5327-5906 壱寿司 寿司 3310-3213 野方薬局 北原店 薬局 3338-0125 ㈱清和デンキ江原店 家電 3952-2571 アラヰ薬局 薬局 3386-1304

ファッションヘアー ワタベ 理容 5373-3200 田村青果店 青果 3953-7769 井塚あいロード店 酒類 3386-2366

フラワーショップ 花一 生花 3339-0087 かなっぺ 飲食 3950-4649 今井屋 靴・履物 3386-0180

丸正食品 野方北口店 スーパー 3336-1848 ミロワール 美容室 3954-4725 オリエントスパゲティ パスタ 3387-1445

新宿中村屋 和菓子 3330-6227 ノエビア 江原町代理店 化粧品 3954-4408 叶屋履物店 靴・履物 3386-3430

インテリア リーフ インテリア 5327-3738 ペットサロン Mind ペットサロン 5988-7284 シュークリニック 靴のマシモ 靴・履物 3386-5083

朝日屋そば店 そば 3337-7792 ウェルカム 衣料品 3336-1198 窪寺工業(株) ガス水道空調 3388-0241

串焼処 くしとも 串焼き処 3330-0988 369 ガルドローブ 婦人服 3336-0199 四国商事㈱ タオル・雑貨 3386-5664

コワフュール芳 美容室 3336-6383 369 華蔵 中華定食 5356-6078 珈琲館 薬師銀座店 喫茶 3388-5762

スーパー 金次郎 食料品 3330-2135 オルオルコーヒー 喫茶 3338-6520 京染 呉服のつるや 呉服・染物 3386-2234

焼肉ジュージュー苑 焼肉 3336-6382 美容室 lu-na 美容室 5327-8583 藍原風呂店 ガス・水道・空調 3386-0314 (株)坂本商店 味噌・醤油 3386-2862

御菓子司 青柳 和菓子 5356-6559 Florist Usami 生花 3386-6537 佐藤精肉店 精肉 3386-3407

高木精肉店 精肉 3339-4129 中村時計店　 時計・宝石 3330-5215 (株) 済起堂薬局 薬局 3386-5671 ドライクリーニング 清水屋 クリーニング 3386-4717
セブンイレブン中野野方6丁目 コンビニ 3330-1810 (有)さかえや文具店 文具 3386-1551 ダイコクデンキ 家電 3385-4846

おかしのまちおか 野方店 食品 5373-4900 スーパーマツモト スーパー 3386-6305 大洋舎クリーニング クリーニング 3385-0328

クローバー接骨院 医療 3223-0650 大黒屋履物店 靴・履物 3386-2308 平家具店 家具 3386-0216

(株)鳥冨士食鳥北原店 デリカテッセン 3339-2417 藤和通商(株) 不動産業 3388-7281 千草園生花園 生花 3385-0103

寿司 魚銀 飲食 5327-6256 中村電設(株) 電気工事 3386-0405 鳥喜 鳥料理 3388-8941

ブティック・アイリス ブティック 3926-2320 エスポワールミスズベーカリー パン 3330-3336 はたもカイロ整体院 整体 5356-7022 成田屋そば店 蕎麦・うどん 3388-6556 花三商店 生花 3386-3427

(有)たかはし宝飾 宝飾 3999-7610 はた書店 書籍 3339-7776 リサイクル ユニショップ リサイクル 5356-9988 フォート・いわぶち 写真・カメラ 3388-1573 甘味喫茶 富士見野 和菓子 3386-5640

一富士 手芸用品 3970-0429 カフェ リーゾ 喫茶 5356-9089 Gracias 婦人服 070-5565-9935 松本魚店 鮮魚 3386-2475 (有)文化堂金物店 金物 3386-4644

だんご屋たかの だんご 3223-8151 ひなさく堂 大判焼き 6362-2220 みどりや洋品店 ブティック 3387-5541 文具のサンワ 文具 3386-3612

ゆうかり 居酒屋 3310-3140 アウリッシュ メガネ 3310-0296 吉田薬局 薬局 3386-6365 ヘアーサロン トーヨー 理容 3387-6728
ユニバーサルドラッグ野方店 ドラッグストア 6383-0611 桜秋 そば 3338-8788 どらっぐぱぱす江古田店 ドラッグストア 3388-1931 三笠フード 食堂 3385-4302

もみーな野方店 マッサージ 5373-5988 (株)フジキン光来 食品加工 5318-3433 三富 婦人服 3386-3809

たけうち内科 医院 5356-5777 美容室 m-fleck 美容室 3388-8000 ミヤコ洋品店 婦人服 3386-3748

八百國 八百屋 080-5017-1454 薬師 但馬屋 煎餅・豆 3386-2615

越後屋 おにぎり・餅菓子 3389-5927 雷神堂 新井薬師店 煎餅・豆 3319-7878

焼とり 鳥はし 飲食 3387-2552 理容 巴里院 理容 3386-9085

青山豊生堂薬局 本店 薬局 3339-0111 金時煎餅 煎餅・豆 3330-0273 松本電機(株) 家電販売 3386-2814 イゲタ時計眼鏡店 時計・眼鏡 3386-3213

青山豊生堂薬局 支店 薬局 3339-0908 島屋呉服店 呉服・染物 3330-8210 セブンイレブン中野江古田店 コンビニ 3389-5550 SALT＆PEPPER 雑貨 3388-8798

鮮魚 魚福 鮮魚仕出し 3338-0639 野方薬局本店 薬局 3339-6804 とよしまカバン店 カバン 3338-0992 あずまや新井薬師店 たこ焼き 3388-7788

梶川電機設備(株) 電気工事 3338-6590 メンズショップ かわしま 紳士洋品 3330-8110 マルシェ 果実 5327-0338 (株)MAC 建築 3387-3809

サニーマート都立家政店 健康自然食品 3310-5681 ロダン 理容 3338-3409 ★丸正食品 野方南口店 スーパー 3339-2917 Fortuna 美容室 5942-7525

清水屋寝装店 寝具 3330-4141 フィローズマーケット 子供服 5327-6303 カフェ オーディトリアム 喫茶 3338-8754 星野 あいロード広場 6454-0070
セブンイレブン中野都立家政店 コンビニ 3338-6834 サンドラッグ野方店 ドラッグストア 3310-2221 あづまや履物店 履物 3339-0682 (株)ドゥーウェル 時計・洋服 5942-9881
セブンイレブン 鷺宮１丁目店 コンビニ 3339-3158 お食事処 清瀧 季節料理 3339-4188 そば処 朝日庵 蕎麦・うどん 3386-5855 和香 讃岐うどん 6312-6232

茶処 右京 茶舗 3338-4188 平野治療院 指圧・マッサージ 6802-9587 手作り菓子 アビニヨン 洋菓子 3385-4336 KASHIYAMA 衣料品 5476-5224

山内精肉店 精肉 3338-7730 ひだまりはりきゅう整骨院 整骨院 5364-9577 一の湯 銭湯 3386-2836 ヘアカラー専門店 fufu 美容室 5942-7204

　も致しております。 橋本文具店 文房具 3338-6595 和風居酒屋 みつぼし 飲食 5356-8487 伊藤精米店 米穀 3386-5651 I WANNA GO HOME CONCENT 美容室 5318-9400

花の店 ヨシズミ 生花 3330-8783 割烹 魚きく 割烹 3386-6128 カフェ シュクリン カフェ 6677-9184

フルーツのふたば 青果 3338-7749 魚光 鮮魚 3386-3639 Port Porto 雑貨 5942-4883

升本酒店 酒類 3338-7345 ★季節の和菓子 光進堂 和菓子 3338-2322 尾張屋豆腐店 豆腐 3386-4477 パックマート中野店 包装用品 3228-0789

山屋茶園 茶舗 3330-0289 宝堂印刷 印刷 3338-3035 加賀屋米菓 煎餅 3386-2801 萬来軒 中華料理 3388-5326

和菓子 松屋 和菓子 3338-6974 中嶋屋精肉店 精肉 3330-0402 カタオカスポーツ スポーツ用品 3389-3577 (有)武蔵屋質店 質店 3386-3048

はんこ工房 印鑑 5327-3966 魚がし まつもと 飲食 5373-2250 アサヒクリーニング店 クリーニング 3338-2662 勝ちゃん 居酒屋 3228-4564 ヘアースタジオ ヒラソル 美容室 3386-2071

レストラン ピアノピアノ 飲食 3336-4525 めん処 みつば 中華定食屋 3336-2502 梅むら 和菓子 3385-1174 クリーニングショップ さんけい クリーニング 3387-7602 美容室 ピエロ 美容室 3319-2757

メンズサロン エクシア 理容 3330-3455 せき家 天ぷら 3338-7408 (有)中村敬一郎商店 野菜 3385-5456 斎藤精肉店 精肉 3389-4633 ボナエリ イタリアン 6317-5242

秋本豆腐店 豆腐 3330-5070 (有)鳥一商店 鶏肉 3336-2980 (有)升福商店 酒類 3386-2474 周ビル 不動産賃貸 3386-3584 マハロア 飲食 5345-5086

酒の伊勢勇 酒類 3330-0434 エクセル 美容室 3310-2367 鮨処 中むら 鮨 3388-1583 南インドdining 飲食 3388-0373

くつの梅村 靴・履物 3338-1698 焼き物処 藤吉郎 焼き鳥 3704-0533 関口輪業 自転車 3386-3517 セレクトショップ ティティ 洋品店 5942-7297

(有)大木工業所 ガス・水道 3338-6560 ビューティJOE 美容室 3330-6552 セブンイレブン中野沼袋駅前 コンビニ 3388-6895 中華そば 代一元 中華そば 3386-7319

オノザワ時計店 メガネ・時計 3330-4801 ブティック ロマンシェ 婦人服 3310-0323 (有)チキンフジ 鶏肉 3389-5141 駒形不動産(株) 不動産 3386-1525

コバヤシ薬局 薬局 3336-5056 謡い処 さち カラオケ 3223-3345 茶の丸美屋 お茶 3386-1220 大怪獣サロン 飲食 5942-7382

キャロット本店 クリーニング 3339-2075 メガネの宮本 眼鏡 3338-0868 伊倉商店 野菜 3338-5780 リカーショップ ジョーホ 酒類 3386-4451 鮨 中乃見家 鮨 3386-2470 たま川 居酒屋 5380-5588

文具の光成産業 文具 3338-3713 理容室 オオカワ 理容 3330-6143 りはつかん たなか 理容 3338-1771 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞのＺ クリーニング 3388-3232 かなものの店 並木 金物 3387-4181 子供服・雑貨 momo 子供服・雑貨 —
サイクルステーション ワタナベ 自転車 3310-0032 かっぱ屋 家政店 居酒屋 3336-7818 (株)ガマ安茶店 茶舗 3330-5477 砂場髙橋 蕎麦 3385-8162 フラワーショップ花力 生花 3386-0772 自家焙煎豆珈琲専門店 Life コーヒー豆 5942-9758

花の鷺宮園 生花 3330-7202 お好み鉄板焼き 剣 お好み焼き 3336-4186 リリーマルレーン ブティック 3310-3367 盛絽屋 飲食 3389-8778 ビューティサロン藤 美容室 3388-5487 お菓子のおうち 洋菓子 5942-6670

田中米店 米穀 3338-6880 ジュン整骨院 医療サービス 3338-3349 野口商店 印鑑・文具 3338-2714 なかの中華! Sai 飲食 6454-0925 ブティック ふたば 婦人服 3386-7312 メナードフェイシャルサロン中野新井 エステ 5942-8055

はらだ電機(株) 家電 3339-2955 ヘアサロン 髪ing 理容 6662-6767 広島風お好み焼き ぱある お好み焼き 3338-8813 CROIX パン 090-7422-7909 フラワーショップ 花美 生花 3388-2026 ジュアナハリゼティ 美容室 3228-4171
ヘアーメイクアップサロン チェリー 理容 3338-8433 リッキーハウス 不動産業 6383-0206 プロフメリア・コンドウ 化粧品 3338-7236 丸山園 お茶 3386-2632 MAROLOGA Bhavan 飲食 080-8150-3523

豊年屋 蕎麦・うどん 3339-4138 稲毛屋 鶏肉 3338-7134 (株)鳳林堂 眼鏡コンタクト 3338-2771 萬両 居酒屋 3389-7009 あさくら薬局 調剤薬局 3228-1821

ミヤコ洋品店 洋品 3330-1666 スイス・ドイツ菓子 こしもと 菓子 3330-9047 篠勝フルーツ フルーツ 3330-8859 ★ミエ・テーラー 注文服 3386-2771 IL LEGARO レンタルスペース 3386-1525

森山理容院 理容 3338-9693 みいらく 居酒屋 3336-4730 パリー洋品店 洋服・雑貨 3339-4632 文具のみつばや 文具 3388-3700 hair logic 3？ 理容 090-5579-7446

和菓子の大和屋 和菓子 3338-3768 上原たばこ店 たばこ 3339-2309 チッチョベッロ ｲﾀﾘｱ料理 5356-7737 ヤマダヤカバン店 鞄 3386-2807 幸縁 飲食 5318-9981
ナショナルブラザーズ商会 家電 3338-0209 美容室 LUSSO 美容室 3223-3910 バーバーショップ スズキ 理容 3223-5862 ありん堂 和菓子 3386-5062 ヤング 理容 3388-1049

川和たばこ店 タバコ 3336-3044 ALBRGO BURGERS&SANDWICHES 飲食 6383-0121 カクヤス 野方南口店 酒類 5356-6941 カットハウス オトベ 理容 3386-1305 田能久 居酒屋 3386-2199

山崎花店 生花 3336-4531 岩崎鍼灸院 鍼灸院 3337-2860 星の隠れ家 飲食 3339-9633 (株)斎藤商店 精肉 3388-2984 プラウド ブランドリサイクル 5380-3250

武蔵野建設産業(株) 建設 3330-7121 リサイクルショップ ティファナ リサイクル 3336-3327 (株)鳥冨士 食肉 3339-2410 田中屋 文具 3386-1698 獅子園 焼肉レストラン 3388-4652

どんど晴 飲食 3310-4481 フェアトレード ロシュン バック・ブラウス 3310-0755 Rocca-Rocca 生花 3336-1187 中村青果店 青果 3386-0674 TSリアルエステート 不動産 3385-7688 味処 てんぱち 天ぷら 3388-4989

八木人形 人形店 3339-8221 茶処 大村園 茶・のり 3338-7265 ★榎本硝子店 ガラス 3338-7307 なつかり 洋品・化粧品 3386-6268 木村石材店 石材 3386-1001 足立屋洋品店 学生服・洋品 3386-2679

やきとり 備長 飲食 3336-7435 炭火焼き hajime 飲食 5327-6403 ジュエリー工房 エム ジュエリー 3223-6988 魚又 鮮魚 3386-0356 シルクラブ中野山田屋 呉服 3389-4301 近江屋呉服店 染物・和小物 3386-4958

串あげ 揚派 飲食 3339-1433 (有)式典 センザキ 冠婚葬祭 3330-8081 かずき 惣菜 080-7844-8147 松坂屋商店 米穀 3386-6373 岩井屋 雑貨 3386-2457 喜屋製麺所 製造販売 3386-6608

ウスイサイクル 自転車 3338-0793 セイジョー 都立家政店 ドラッグストア 5364-7331 野方食堂 飲食 3338-7740 みづほ薬局 薬局 3386-1398 スマイルドラッグ ドラッグストア 3385-2414 小松屋斉藤輪店 オートバイ・自転車 3386-1628

もつ鍋無二彩 もつ鍋 5356-9991 バルめし山田 飲食 5327-8910 光進電機 野方店 家電 3330-1663 ロアトリコ ブティック 3389-0147 すし政 寿司販売・宴会 3387-2323

スギドラッグ鷺宮店 ドラッグストア 6265-5991 タウンセレモ/タウンでさろん 葬祭業 080-0805-8850 餃子の王将 野方店 中華 5356-6969 かめや文具店 文具・煙草 3386-1261 床や なかやま 理容 3388-9438

青山豊生堂薬局 鷺宮店 薬局 5364-9695 中華名菜 貴族堂 中華 080-9681-1592 濃厚鶏そば 真白 ラーメン 5356-6141 ヘアーサロン オクダ 理容 3386-0658 豊年屋 蕎麦・うどん 3388-5371
ウエルシア中野さぎの宮店 ドラッグストア 3310-6751 小池小児科医院 医院 3330-0743 アポイス 婦人雑貨 3337-9813 トロワブリジェ ケーキ・パン 3388-2076 ヘアメイク ファイン ヘアサロン 3388-2029
ウエルシア中野さぎの宮調剤薬局 調剤薬局 5356-0280 ウエルシア中野都立家政店 ドラッグストア 5327-6856 auショップ野方 携帯電話販売 5327-4070 高一屋 煎餅 3387-1983 みなと 海鮮料理 6759-4541 サンパティック フランス料理 5942-5299

熊谷医院 診療所 3338-1515 ウエルシア中野都立家政2号店 ドラッグストア 5327-6856 ヘア マインド シガ 美容院 3336-2117 クリーニングみどり クリーニング 3387-1895 あきん 居酒屋 3388-3660 じょっぱり 居酒屋 3389-5144

フォレスト（パタータ） 惣菜販売 3388-2572 鈴木生花店 生花 3385-8429 スギ薬局新井薬師店 ドラッグストア 5343-7011

マルマンストア 江古田店 スーパー 3388-7691 (有)丸由 沼袋支店 不動産 3386-3303 松崎商事 不動産 3386-2222

■沼袋親交会

（令和2年6月12日までのお申込みを基に作成）

■禅定院通り商栄会

■新井薬師門前通町栄会

■江古田三丁目商栄会（第３ブロック）

■早稲田通り親和会

■鷺宮商明会（第1ブロック）

■野方本町通り商店会

■野方北原通り親交会■大場通り商和会■白鷺商栄会

★印の店舗では、なかのハート商品券の販売

■都立家政商店街振興組合

■鷺宮中央商店会

■大新商栄会

■野方ときわ通り商店会（第2ブロック）

■野方みつわ通り商店会

■野方駅前通り共栄会

■大和町中央通り親和会

■大和町商栄会

■富士見銀座通商店会

■野方名店街やっほーろーど

■江古田商和会

■江原町2丁目ショッピング通り商友会 ■薬師あいロード商店街振興組合（第4ブロック）
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