
→裏面のつづき

ヴァンヴェール 玩具・グッズ 3388-0631 肝心屋 焼肉 3380-2985 和食 まつむら 和食 5340-8272
Bar Zingaro カフェバー 5942-8382 みなみのカエル ダイニングバー 6753-7771 イトウ花店 生花 3381-4187
ピアス ニナ アクセサリー 3385-5210 オルガニコ オーガニックワインバル 6382-8216 ティーラウンジ ういすぱー 喫茶 3384-9266
ぴゅあコレ 玩具・コスプレ衣装 6454-0164 五感 中野店 パスタ・イタリアン 6454-1272 エリヤ洋菓子店 洋菓子 3384-1234
ブックスロンド社 古本 3387-3107 Thon Hom（トンホム） タイ居酒屋 3383-3595 (株)新宿ゴルフ商会 ゴルフ洋品 5385-7240
プリントマウス スマホカバープリントサービス 5942-6066 中野 青二才 バル 5340-1231 鈴熊 野菜・果物 3381-5844
merry-go-round-toy store 玩具 3319-7900 十七番地 レンガ坂店 居酒屋 3380-2525 橘 点心庵 和菓子 3382-6021
モデルショップ ポッポ屋 鉄道模型 5380-1951 むさしの玉屋 和菓子 3381-7012
らしんばん 玩具・模型・グッズ 5318-4601 (有)電化プラザおぎはら 家電 3383-6171
リラクゼーションYOKOTA リラクゼーション 5380-0410 かつ金 とんかつ 3383-3729
れんげ化粧水の店 ロータス 化粧品 3389-9550 (有)中安商店 金物・刃物 3381-6495
Royal ブランドリサイクル 3389-8223 西町米店 米穀 3381-7974
ROBOT ROBOT 玩具・模型・グッズ 3387-1000 ナカノ薬局 薬局 3381-6869 鳳月堂 和菓子 3384-0466
ホカクドウ プロレスマスク 6323-9859 松田米店 米穀 3381-3118 富士屋事務器 文具 3381-4695
フットリフレなかの メイドさんの足裏リフレクソロジー 5942-8205 山田鞄店 鞄 3381-8038 文化堂書店 書籍 3381-8558
アルファヴィル パソコンソフト 3387-0123 田中青果 青果 3381-5694 眞玉堂中野薬局 薬局 3383-4003
A-MOJU 玩具 5318-0401 kurumari くるまり 飲食 6382-7450 ミルクロール パン 3381-5541
アンティーク中野ブロードウェイ アンティークグッズ・骨董 5345-6123 hair make feryne 美容室 3383-2927 森田園 お茶・のり 3381-8029
イデア映像 ビデオソフト制作 3228-0404 ニュー銀浜 割烹 3381-2901 シャリマー リサイクルブティック 5385-2291
一風騎士 高級腕時計 5942-4091 ポアソン 喫茶 3381-3901 スリーハーツ 美容 3384-8877
F-1 SIGNASS F1ミニカー 3388-0262 食趣工房「すず木」 飲食 3361-5577 テイトクリーニング クリーニング 3384-7336
ONOMAX 高級腕時計 3389-1000 三杉里のごっつハンド 整体 3384-8448 Rin Chii Jun ペット・用品 5340-8830
オルタナティヴ･クロージング バンドTシャツ・グッズ 3387-5118 東京理容 理容　　 3383-0802 バーバーチェリークラブ 理容 3381-4345
ガオッチ 懐かし玩具 5577-4300 二代目武道家 ラーメン 3229-9390 Aah's! 理容 5385-2238
かめ吉 高級腕時計 5318-7399 庄屋 飲食 5385-3471 うさちゃんクリーニング クリーニング 5340-7760
キャンパスショップ コード 学生服 3388-0115 花の華 飲食 3383-9615 ミニストップ中野鍋横店 コンビニ 5342-1805
GINZA NJ TIME 高級時計 5318-3910 ポニークリーニング クリーニング 3382-1214 ファミリーマート＋薬ヒグチ鍋横店 コンビニ+ドラッグストア 3381-1110
Good Watch 高級腕時計 5942-7816 美容室メルシー 美容室 5385-8868 スギ薬局中野鍋横店 ドラッグストア 6382-8501
小池真珠宝石店 宝飾 3387-9151 カット・ザ・サイキ 美容室 3384-3505
小林寝具センター 寝具 3389-9974 寿楽 飲食 3384-0530
コマーシャル・スポット 印刷・ワープロ・コピー 3387-7951 大勝軒 飲食 3384-9234
サイコ 婦人服 3388-1248 歯科仲井診療所 歯科 3382-8818
ささむら 婦人服 3387-2469 千年葡萄家 飲食 5340-7622
シティーボーイ ヴィンテージ衣料 3385-4167 はんこ工房 中野店 印章印刷 5328-5188
ZiZi・ZiZi Pina 補正下着・婦人服 3389-0641 chill chair 美容室 3380-6600 東屋酒店 酒類 3381-5753
ジャックロード（フジヤグループ各店） 高級腕時計 3386-9399 風月堂 洋菓子・飲食 3381-2480 染と織 巴屋 呉服・染物 3381-0302
タコシェ 書店 5343-3010 ナカノバ食堂 飲食 070-5545-7908 林屋酒店 酒類 3381-7530
チーズペンネ 高級腕時計 3388-2424 いぐみ歯科 歯科 6382-6567 (有)越後屋 酒類 3383-5501
超人墓場/墓場の画廊 キン肉マンアパレル・アート 5318-9221 中野コミュニティ広場/BAR HAMLETS カフェ・ＢＡＲ — カメラのなるせ 写真カメラ 3383-5151
トイバーン 玩具・グッズ — WingVillage 餃子バー 6382-8022 くだもの孝富 果物 3381-3405
トリオ2 サブカルチャー関連グッズ 5343-2270 エルトゥールル ケバブ 6382-8895 斎藤時計店 時計 3381-9990
明屋書店＆nota nova 書籍・雑貨・文具 3387-8451 Sapin 雑貨 5385-3350 志喜千庵 蕎麦・うどん 3381-5363
ハラジュクアイリー バカTシャツ 5318-5015 マーズカフェ 結婚相談所 5937-2436 ディスカウントショップ フジイ 家電 3384-8170
PARA BOX カスタムドール 050-3601-5374 スギ薬局中野南口店 ドラッグストア 6382-4711 丸福とんかつ とんかつ 3383-8201
フクオスタンプ社 切手・古銭・テレカ 3387-7741 天祥堂印刷 印鑑・はんこ 3384-4832 のだホームショップ 金物・刃物 3381-9561
BLOX (ブロックス) 輸入雑貨・衣料 3388-5079 串カツICHIFUKU 串カツ 6382-5135 富士ランドリー クリーニング 3381-9308
BELLE MONDE (ベルモンド) 高級腕時計 6454-0940 居酒屋まち 居酒屋 6454-1138 ブティック シェヌー ブティック 3380-3667
mmts (マミタス) カジュアル衣料 3385-0050 大橋 お茶 3381-5320 本町薬局 薬局 3381-1898
ユーロサープラス ミリタリーショップ 3228-3900 (有)マキノ商事 電話・通信 3381-4050
リバティー 中野2号店 玩具・模型・グッズ 5913-3911 マルシンテーラー 紳士服 3381-0428
ROSEATE (ロージェット) ゴシック＆バンド系衣料 5942-9790 きしめん 丸福 蕎麦・うどん 3381-4157
れんず 高級腕時計 5942-8267 みどり花園 生花 3381-4685
タイムゾーン 高級腕時計 5942-4754 ★武蔵屋 婦人服 3381-1613

不二家 洋菓子 3380-6894 神宮豆腐総本店 豆腐 3381-3688

山水堂 文具 3380-2121 ファミリーマート 正直や鍋横店 コンビニ 3382-4505

ゆき 飲食 3382-6566 チャイナキッチンなる 中華 5385-3272

ちどり生花店 生花 3381-4566 東京靴流通センター新中野店 靴小売業 5328-2545

三河屋寿司 寿司 3381-3744 居酒屋 もんし 飲食 3383-6767

狭山園 お茶 3387-1637 酒蔵駒忠 居酒屋 3383-2134 スナック ぽけっと スナック 3384-8700

(有)中村電気商会 家電 3386-4779 コーヒーロード 喫茶 3383-0022 オジャンドン 焼肉 3380-9170

白蓮堂 神仏具 3386-2386 ローソン H中野2丁目店 コンビニ 5385-2457 手打ちうどん 四国屋 うどん 3382-4598

ハシモト文具店 文具 3387-0348 麻雀 ミリオン 麻雀 3381-2925 渡辺商店 灯油 3381-1040

満るゐそば店 蕎麦・うどん 3388-2681 京樽 寿司 3381-6587 焼き鳥 孝 飲食 3384-2604

(有)山田印章 印章 3387-1061 とりもつ焼いちふじ 飲食 3381-9102 立花歯科 歯科 3382-6480

居酒屋 野武士 飲食 3319-2237 (株)エムティワイ 貸しビル 3381-6587 ボビさん 飲食 3384-8827

原サイクル 自転車 3387-0117 パスタキッチン 飲食 5340-3227 ダイニングバー トレビス 飲食 3381-1898

(株)Good Life 不動産 5343-7961 季節料理 日の出 飲食 3381-8948 鍋屋 あんどれ たい焼き 3229-7109

シンシアリー バー 5343-2353 居酒屋呑来醍 飲食 3380-0360 そば処 ゆらり 飲食 3381-7212

安兵衛 居酒屋 3381-3421 COCO一番屋 飲食 5328-7677

真希 飲食 5340-1583 あじいち 居酒屋 3382-3090

nakano 花＆花 生花 3229-4187 (有)とづか商事 提灯・旗 3381-3737

酒蔵 いそむら 居酒屋 3382-1381 松栄楽器店 楽器・音楽教室 3382-0666

川鍋電気商会 家電 3384-5151 ファミリーマート中野駅南口本通り店 コンビニ 5341-3074 らくびお カフェ 飲食 3380-1772

杉原果実店 果物 3381-0818 住建ハウジング 不動産 5385-7551
セブンイレブン中野桃園店 コンビニ 3383-5091 江藤書店 書店 3384-3336

中屋 米穀 3381-0867 串かつ処 串○ 飲食 6304-8143

ファミリーマート中野三丁目店 コンビニ 5341-3250 Barber TOKUTOKO 理容 3229-6222

ウエルシア新中野駅前店 ドラッグストア 5328-7681

きもの専門店 かく仲 呉服 3381-7401 ココカラファイン中野中央店 ドラッグストア 5348-7655

タキタモータース 自動車修理 3381-5182

すりぃでぃ 介護用品 5385-3755

ナビオ 飲食 3381-9505

よろずや オムライス 3382-8898 創作菓子 ソワメーム 洋菓子 5385-4822

■鍋横大通商店会

■宮桃商盛会

■中野南口駅前商店街

■鍋横商店街振興組合（第9ブロック）

■サンロード中野桃商会

■もみじ山共栄千光会

■中野レンガ坂商店会■中野ブロードウェイ商店街振興組合

■実業桃光会桃園商店街（第8ブロック）

■中野早稲田通商店会


