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1 PetsalonBirthday洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-15洗足21 1F 03-3792-8782 デジタル・紙 その他 ペットサロン

2 レノヴァ株式会社 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-23 03-5794-8100 デジタル・紙 その他 建設

3 いちょう通り歯科医院 142-0062 東京都 品川区 小山7-15-21プレミール洗足101 03-5788-2155 デジタル・紙 その他 歯科診療所

4 リーエルーム 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-16 03-3715-4966 デジタル・紙 その他 整体業

5 勝山葬祭株式会社 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-17 03-6303-0066 デジタル・紙 その他 葬祭業

6 プリモ芸術工房 152-0012 東京都目黒区洗足2-23-11 ヨシダビル2F 03-6421-6917 デジタル・紙 その他サービス・娯楽 コンサートサロン

7 パソコンスクール   アルト 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-18-3F 03-5498-1415 デジタル・紙 その他サービス・娯楽 パソコン教室

8 東急ストア   洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-1 03-3786-0109 デジタル・紙 その他小売 スーパーマーケット

9 AT1011 152-0012 東京都目黒区洗足2-19-1池内ビル101 03-6451-2311 デジタル・紙 その他小売 小売業（植物・アパレル）

10 山木屋寝具店 142-0062 東京都品川区小山7-16-2 03-3781-0961 紙商品券のみ その他小売 寝具販売

11 そば由々   森もと 152-0012 東京都目黒区洗足2-19-2 03-3760-0861 デジタル・紙 そば・うどん店 日本そば店

12 ラヴァーズバースディ 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-2 03-5749-1773 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服

13 VISAGE   洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-14 03-3786-3786 デジタル・紙 衣服・身の回り品小売 婦人服

14 ELEN 152-0012 東京都目黒区洗足2-26-1マンション平林1F 03-6770-6248 デジタル・紙 衣服・身の回り品小売 婦人服小売

15 Ruby's   PALETTE 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-17 SSK洗足 1F 03-3784-2267 デジタル・紙 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

16 トモズ   洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-9 03-3713-0146 デジタル・紙 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

17 トモズ洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-15 03-3760-8941 デジタル・紙 医薬品・化粧品小売 販売業

18 あさひ薬局洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-16 03-5749-1470 デジタル・紙 医薬品・化粧品小売 薬局

19 クック・チャム   洗足店 142-0062 東京都品川区小山7-16-2 03-3787-8199 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 惣菜店

20 稲毛屋   洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-20 03-6426-2011 デジタル・紙 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 弁当・総菜販売

21 フローリスト花政 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-14 03-3783-4187 デジタル・紙 花・植木小売 生花

22 ブーランジェリー   テラ 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-12 03-6362-3821 デジタル・紙 菓子・パン小売 パン屋

23 ドトールコーヒーショップ洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-1 03-5750-1920 デジタル・紙 喫茶店 カフェ

24 平野商店/喫茶はちや 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-13 03-6312-1600 デジタル・紙 喫茶店 小売/飲食

25 オステリア   ペコ 152-0012 東京都目黒区洗足2-23-11 1F 03-3785-8371 デジタル・紙 専門料理店 イタリアン

26 トラットリア   トリノ 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-20 03-3788-7544 紙商品券のみ 専門料理店 イタリアン   レストラン

27 ピッツェリア ダ グランツァ 洗足本店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-13 サンフラッシュビルB1F 03-6421-6969 デジタル・紙 専門料理店 イタリア料理

28 ボンディ洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-11 03-3712-0002 紙商品券のみ 専門料理店 カレー専門店

29 エビス洗足総本店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-19アソルティ洗足B1 03-6426-4871 デジタル・紙 専門料理店 もつ鍋

30 創作料理   かじ吉 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-13 03-3782-7905 デジタル・紙 専門料理店 飲食業

31 炭火焼肉   一心園 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-2 03-6426-6662 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店   焼肉

32 キョウエーでんき洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-15 03-3710-3489 デジタル・紙 電気機械器具小売 家電販売

33 Link's hair & relax 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-18 03-6452-4738 デジタル・紙 理容・美容 美容

34 トムの庭   洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-12 03-3712-2281 デジタル・紙 理容・美容 美容室

35 Beaut Hair GEORGE 152-0012 東京都 目黒区 洗足2-25-13 SFビル2階 03-3784-0866 デジタル・紙 理容・美容 美容室

36 ヘアスタジオ   ウメザワ 152-0012 東京都目黒区洗足2-8-11 03-3713-3542 デジタル・紙 理容・美容 理容

37 Healing barber clippers 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-13ブリヴァール洗足101 03-6754-1964 デジタル・紙 理容・美容 理容業
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