
エルシー・こばやし 日用雑貨 3368-2312 ことぶき食堂 食堂 3387-7771 SEIYU スーパー 3386-1141

マルマンストア スーパー 3368-1111 酒処 八海 居酒屋 3387-1313 手作り点心 また明日。 点心 3389-6502

斎藤クリーニング クリーニング 3369-7902 ナプリモ中野店 イタリアン（ピッツァ） 5942-7855 東大門メガネ メガネ 5913-3007

とんぼ 食品 弁当・惣菜 3365-4349 Dr.ストレッチ 中野ブロードウェイ店 リラクゼーション 5318-3456
ナカムラ水産 鮮魚 3385-5626
中野ロープウェイ 雑貨・衣料 090-6501-6304

野方青果 生鮮食料 3388-3841

沙夢来 スナック 3228-3916 ViViD 中野ブロードウェイ店 熱帯魚 3389-4477

もっつん？二号店 居酒屋 3387-4266 フナリヤ 乾物 3385-4168

膳や 与楽 和食 3385-1409 丸金商店 生鮮食料 3385-0515

パリークリーニング クリーニング 3388-3329 ミスターエマ バッグ・靴修理 3389-3143

サンヨークリーニング クリーニング 3385-0397 宮川商店 鶏肉・うなぎ 3385-0426

こみや鮮魚店 鮮魚 3387-0116 洋服お直し おしゃれ工房 洋服お直し 5380-5581
Rainbow Spice Café Chai Stall カフェ（チャイとカレー） 5318-9775

天麩羅 天米 天ぷら 3387-4184 うどん屋大門 うどん —
レストラン ちぇっく 洋食 3387-0902 ターリー屋 チキンケバブ・タピオカ 5942-9575

デイリーチコ ソフトクリーム・讃岐うどん 3386-4461
AOKI バッグ・小物販売 3387-2846
あすなろ葬祭 葬祭 5318-2876

イナバ ブティック 3388-8500 アドアーズ 中野店 ゲームセンター 3389-7670

梅家 甘味処 3387-2390 味七 ラーメン 3389-3939 ARMY STYLE ミリタリー衣料 3389-9508

エレノア ブティック 3387-1831 華吟河 スナック 5942-5223 アメニティードリーム トレーディングカード 5380-3811

OSドラッグ ドラッグストア 3388-9825 アートプラント 人工観葉植物 5942-7186

落合文具店 文具 3387-0925 イナバ 婦人服 3388-8501

銀座コージーコーナー 洋菓子 5380-1831 エム・ビー Ｔシャツ・グッズ製作 3388-7720

くれない茶房 喫茶 3389-4142 おかしのまちおか 菓子 5380-2770

ジュエリー アリア 貴金属 3319-6757 コーヒーショップ maro 喫茶 3388-9519 カードショップトレジャー テレカ・切手・金券類 5343-3208

ジュエリー ツツミ 宝石 3319-7730 武蔵野そば処 蕎麦・うどん 3389-4751 Cafe Miyama 喫茶 3385-7366

鈴丹 ブティック 5380-7615 焼きとり 仲野 焼鳥・串焼 3388-4134 クー (Coo) 婦人服 3319-5090

ランジェリーショップ ストック 肌着・靴下 3387-6336 GREY-STAR 婦人服 3388-3316

おしゃれ洋品 タイム ブティック 3387-2525 K sports スポーツシューズ・衣料 3389-0541

ダイワ靴店 靴・履物 3387-1458 ゲオ 中野ブロードウェイ店 ゲーム・中古携帯 5343-7940

東京靴流通センター 靴 3387-2766 三代目茂蔵豆富 生鮮食料 5942-8357

辻屋 靴・履物 3388-5123 ローソンスリーエフ 中野５丁目店 コンビニ 3389-9133 シャルドン セレクトショップ 3385-8124

つよせ 手芸教室 3387-6231 つるや 弁当販売 3386-9535 ジャンクワールド 中古パソコン・カメラ 5318-6047

フジヤ時計店 時計・貴金属 3388-2480 らーめん 菜華 飲食 3389-2561 じゃんぱら 中古スマホ・パソコン 3228-9444

文明堂 和菓子 3388-0002 駿河園茶舗 お茶・海苔 3387-1269

ヘアーサロン カネダ 理容 3228-0230 スッポン堂 すっぽん専門店 5380-6690

マリコ眼鏡店 メガネ 3387-1409 たんす屋 リサイクル着物 5318-5291

(株)丸善 食器 3387-0882 ちぐさ 化粧品・エステ 3385-7591

煙草屋 万富 たばこ 3387-2927 パニパニ 立ち飲み処 3389-3882 namco 中野店 ゲームセンター 5380-5442

ヨシノ洋品店 紳士服 3387-1378 立花 小料理 3387-0390 花菱 婦人服 3388-1411

おやき処 れふ亭 今川焼き 3387-3048 BAR CRY BABY バー 3387-8140 不二家 中野ブロードウェイ店 洋菓子 3385-7362

健康食卓 わしや 惣菜各種 3389-0481 タラの丘 バー 05010064797 ブリヂストンケンネル ペットグッズ 3385-7911

ボンジュール・ボン パン 5345-6260 BA CAFE　 カフェバー 3387-2726 プラビット 模型販売・製作代行 5942-5629

マクドナルド ファストフード 3389-1992 中野ビール工房 飲食 3385-3301 FREEDOM GARAGE アニメグッズ 5318-9135

ロッテリア ファストフード 3387-1216 nakano f(なかのえふ） レンタルスペース 6276-3917 PHOTOLAB コイデカメラ 写真プリント・証明写真 3388-4511

中央コンタクト メガネ 3385-0631 魚屋よ蔵 飲食 3319-8642 帽子タムラ 帽子 3385-7198

BIGマリオ ゲームソフト 3388-8098 中野 藤丸 ラーメン 6311-0471 まんだらけ 玩具・模型・古書・グッズ 3228-0007

銀だこ たこ焼き 3388-2992 DiningBar TheRED ダイニングバー 3385-4028 八千代ハウスセンター 不動産 3388-7101

ピカデリーサーカス 子供服 3386-0260 えいちゃんち カラオケ居酒屋 — ヤマト運輸 宅急便 0570-200-730

中野サンプラザ 宿泊総合設備 3388-1177 大衆酒場ジョージ 居酒屋 5942-7735 らこっと・VIV 婦人服 3228-2610

タイム 婦人服 3387-2525 韓国料理マニモゴ 韓国料理 3387-6777 レンタルショーケース 異空間 玩具・グッズ 3319-1095

眼鏡市場 メガネ 5345-5618 スマホ修理工房 スマートフォン修理 5942-8391

ユニクロ 衣料品 5318-3301 大日本プロレス BJ-X プロレスチケット・グッズ 5942-7505

(株)AOKI 衣料品 5345-7488 beyond Vape Japan 電子タバコ 5942-7889

COPO 中野店 靴下 5318-5037 アヴァンセ 玩具・グッズ 5380-6603

SUIT SELECT 紳士服 5318-3021 アルフ ミニカー 3389-7156

ABC-MART 靴 5318-3721 イエロービーム ブランドバックリサイクル 5380-8910 アンティーク あじさい 西洋骨董人形 3389-1864

マツモトキヨシ2号店 薬店 5343-1218 N＆V 婦人ファッションバッグ 3389-0307 AND TOY 玩具・グッズ 6638-6073

チケットワン 金券ショップ 5343-6464 kaya カジュアル衣料 3389-7178 IKKO美容室 美容院 3386-2322

リサイクルキング 貴金属 5318-6810 クレソン インテリア雑貨 3228-8488 A・ライセンス 喫茶・レストラン 3386-1356

ワコールガーデン 肌着・下着 5380-7873 サンドラッグ ドラッグストア 3387-9730 篝(かがり) 酒とせいろめし 3388-7255

魚がし 日本一 飲食 5318-5228 G・ポート 婦人服 3386-7774 喫茶 絵夢 コーヒー・定食 3388-3421

メガネスーパー メガネ 5318-3300 チャレンジャー 軽食 3389-7168 CUBE STYLE 玩具・グッズ 6277-7385

クレアーズ 雑貨 5318-2153 Dr.Bean? ナチュラルウェア 3387-5995 CLEAR(クリア) 玩具・グッズ —
マツモトキヨシ中野通り店 薬店 5318-2084 ネルパラ・ネイルカウンター ネイル 3388-5122 Game Station 玩具 5942-9713

ABC-MART 2号店 靴 5318-5482 ピンク アクセサリー 3319-7412 古書うつつ 古書 5380-0860

サンドラッグ中野北口 ドラッグストア 3389-8371 Fabric Jam カジュアル衣料 3385-2373 コレクターズマート･トレカコム　 玩具・グッズ 5942-9868

しゃぶしゃぶどん亭 しゃぶしゃぶ 5318-0240 プリマベーラ 婦人服 3389-8300 コレクターズトイボックス バウワウ 玩具・グッズ 3388-0255

ドラッグコスモス ドラッグストア 5942-5135 プリムラ 婦人服 3388-0665 さかこし珈琲店 喫茶 3388-3449
フジヤカメラ カメラ 5318-2241 HORIZON 婦人服 5942-9550 松栄寿司 寿司 3386-3671
海鮮三崎港中野サンモール北店 飲食 5345-7445 ボディシークレットガーデン ランジェリー 3385-6677 新宿銀の蔵 アクセサリー 6454-0540

ボディ リフレーヌ リラクゼーション 3319-8051 千草美容室 美容院 3388-2850
Watch Shop G.GATE 高級腕時計 6454-0160 中国整体院 中国式整体 5380-3868
粉雪芋 大学芋 080-1891-3294 鉄道模型のBIGYARD 鉄道模型 6322-6441
味の茶 大新 お茶 3385-5032 DISC FIVE Blu-ray・DVD 3319-1881
いちぜん整骨院 整骨院 6273-0677 とろろじる 丸子亭 麦とろ 3388-3067
勝田商店 鮮魚 3388-1890 中野ヴィンテージモール アンティークグッズ 3388-6112
ＱＢハウス 中野ブロードウェイ店 理髪 0120-585-919 中野名曲堂 演歌専門店 3386-6665

鮨磯 寿司 3388-9536 ザックザク宝屋 精肉 3389-0576 野崎コイン コイン・テレカ・商品券 3389-5958

一品料理 はち 居酒屋 3388-8068 シューズドクター119 靴修理 3385-1419 ハビコロ玩具 玩具・カード・グッズ 5942-6659

フジヤカメラ カメラ 5318-2241 染心堂® 各店 占い 3388-8686

■中野北口昭和新道商店街

■中野ブロードウェイ商店街振興組合

裏面に続く→

■中野北口一番街商店会

■天神商栄会（第7ブロック）

■中野サンモール商店街振興組合

■城山中央通商栄会

■中野北口狸小路商店街

■中野新仲見世商店会

■中野北口二番街商店会

■中野北口五番街商店会

■中野北口白線通り商店会

■中野ふれあいロード北商店会


