
　　　　　　　　　ビューティー＆ヘルス

酒のタケオ　 綱島西1-10-11 045-531-2807 美容室 ツーフェース 綱島台14-9 045-544-9134

酒菜旬三味　喜良久 綱島西1-10-11　B1 045-531-9876 森理容室 綱島西1-1-14 045-542-2420

発酵スープカレー ミコヤ 綱島西1-10-23　2F 045-834-5346 REAL WORKOUT　綱島店 綱島西1-1-6　3F 03-4221-0047

揚げ物カフェPoccola ポッコラ 綱島西1-1-11 045-717-5685 すみれ薬局 綱島西1-1-7 045-531-0148

から揚げの天才 綱島店 綱島西1-1-6 045-717-6193 トータルケア　綱島 綱島西1-1-7　2F 045-531-2754

オムライスのひまわり 綱島西1-17-10 045-544-8220 ヘアーサロン フクダ 綱島西1-3-14 045-543-7285

惣菜・やきとり・弁当けいゆー 綱島西1-2-3 045-541-7241 薬樹薬局　綱島駅前店 綱島西1-6-19 コア15 045-542-6538

おこのみ鉄板焼　竹蔵 綱島西1-2-5 045-544-5675 ウインズ綱島サロン 綱島西1-6-19コア15 2F 045-542-1515

winee ＆ cheese ナイン 綱島西1-2-9 045-717-5707 ビ・ノーバ美容室 綱島西1-8-1　3F 045-543-7294

吉原酒店　 綱島西1-6-19 コア15 045-531-0158 ヘアーサロン・マザーグース 綱島西1-8-17　3F 045-546-6336

亀井茶舗　 綱島西1-6-19 コア15 045-531-0303 美容室 AMICIA　アミーチア 綱島西1-8-6 045-294-8144

銀座コージーコーナー綱島店 綱島西1-6-2 045-544-7742 カラダファクトリー綱島店 綱島西2-2-16   2F 045-859-9371

 ブルックリンスタンド 綱島西1-6-4　2F 045-717-8109 haru hair 　ハルヘアー 綱島西2-13-9　2F 045-540-3566

珈琲館 オークラ 綱島店 綱島西1-8-3 045-542-6679 ことぶき薬局 綱島店 綱島西2-14-1 045-531-9304

萩栄（うなぎ） 綱島西1-9-3 045-531-1102 理容室 STANDARD 綱島西2-14-1 045-642-4569

ISSHIN 綱島店 へぎそば＆ガレット 綱島西1-9-4 045-710-0339 ながせ治療室 綱島西2-4-10　1A 045-531-5525

やきとり家 すみれ綱島店 綱島西1-9-7 045-633-1529 美容室 イメージア　綱島店 綱島西2-6-17 045-546-8656

大衆酒場　上ル食堂 綱島西1-9-8 045-642-8902 美容室 ぼざぁる 綱島西2-7-18 045-545-1970

銀だこ酒場 綱島店 綱島西1-9-9 045-717-8501 たくみ整骨院 綱島西2-7-18 045-546-6600

中華 ハナウエ 綱島西2-6-28 045-542-4230 ドッグサロン POP IN 綱島西2-7-3 045-877-5333

くしやき処 月忠 綱島店 綱島西2-13-11 045-947-3378 リフレッシュサロンフラット 綱島西2-8-1ヨーカドー 1F 045-531-5233

喫茶店　アデリータ 綱島西2-13-3　2F 045-543-7279 エステ アトリエマリス 綱島西3-1-4　2F 045-514-7821

綱島ホルモン 綱島西2-13-9 045-718-5368 癒師の処　森家 綱島西3-6-21　2F 070-1356-0330

カフェカルディ 綱島西2-14-1 045-545-1899 AUTRE by FUGA hair 綱島東1-6-10　3F 045-633-4501

中華料理と餃子 珠鴻 しゅーこう 綱島西2-2-18 045-541-6615 港北マッサージ 綱島東1-6-15　3F 045-540-0880

大衆すきやき　とみい 綱島西2-2-9　2F 050-5487-3855 柴田接骨院 綱島東2-1-12 045-531-2178

おかしのまちおか 綱島店 綱島西2-5-1 045-547-9420 ポーラザビューティー綱島駅前店 綱島東2-1-14 045-710-0155

生活クラブ生協つなしまデポー 綱島西2-5-13 045-541-9650　　　　　　　　　　　　　　　リビング＆ライフ

肉のとみい 綱島西2-6-20 045-540-0533 フローリスト上沼 綱島西1-17-9 045-531-7949

イタリアン　いたり家 本店 綱島西2-6-26 045-532-1019 ホームドライ 綱島店 綱島西1-6-17 045-543-0800

中華料理　北京亭 綱島西3-1-16 045-541-3983  天一書房　綱島店 綱島西1-6-19 コア15 B1 045-543-0100

イタリアン いたり家 三丁目店 綱島西3-1-1 045-544-1191 志賀花店　綱島店 綱島西1-6-19 コア15 1F 045-642-8786

大黒鮨 綱島西3-21-25 045-543-2631 文具101 綱島店 綱島西1-6-19 コア15 2F 045-546-2011

かごの屋　綱島店 綱島西3-2-20 045-633-7170 まつむらフォトスタジオ 綱島西1-6-2 045-531-0164

インド料理　BUDDHAM  綱島西4-7-13 045-545-9510 はんこ屋さん２１ 綱島西2-12-2 045-540-7470

栄寿司 綱島東1-1-19 045-531-0097 ホワイト急便 綱島中央店 綱島西2-12-27 045-543-1088

池田乳業 綱島東1-16-20 045-531-6661 リアット！ 綱島店 綱島西2-2-21 045-533-6101

がブリチキン。綱島店 綱島東1-6-2 045-642-8739 ホワイト急便 綱島本通店 綱島西2-6-23 045-642-8711

中華料理　福苑 綱島東1-6-4 045-531-9993 健康まあじゃんシャングリラ 綱島西2-7-18　2F 045-532-2727

京料理　福們 綱島東1-7-17 045-531-0130 レンタルルームキングドー 綱島西2-7-18　2F 045-542-5311

セブンイレブン綱島西３丁目店 綱島西3-1-20 045-547-1516

宝石・メガネ・時計 中森 本店 綱島西1-6-15 045-531-1712 まるだい寝具店 綱島西4-1-25 045-531-3867

レディース　ヒロハウス 綱島西1-6-19 コア15 045-544-6565 セブンイレブン綱島東1丁目店 綱島東1-16-1 045-531-5955

ブランドリサイクル アクセント 綱島西1-6-19 コア15 2F 045-531-5636 矢野つり具 綱島東1-6-20 045-531-0464

メガネ・パリミキ 綱島店 綱島西2-11-4 045-542-2915 　　＊お客様へ＊

きもの 和總 綱島西2-12-2 045-531-7704 １０００円商品券は、表記加盟店でご利用頂けます。

お洋服と小物たち Seon セオン 綱島西2-13-9　2F 045-642-4651 　　　　　　　　　　　　（お釣りはでませんのでご注意ください。）

レディース　カヤギヤ 綱島西2-7-6 045-541-5522 なお、有効期限は令和４年２月２８日迄ですので、お早目に

宝石・メガネ・時計 中森ヨーカドー店 綱島西2-8-1　2F 045-543-0558 ご使用ください。

ブラン　質 shop冨士屋 綱島西3-1-5 045-541-7817 綱　島　商　店　街　連　合　会
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