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野方エリア
協賛店
なかの中華！Sai
(中華料理)

リカーショップ
ジョーホ
(酒販店)

業 種

食べる

買う

所在地

中野区野方1-6-1

中野区野方1-43-2

電話番号

03-6454-0925

03-3386-4451

定休日

営業時間

お店の紹介

サービス特典

中野校の早稲田通り沿い徒歩1分の場所
月曜日
11:00～14:30 です。手作り小龍包や自家製チャーシュー お食事利用の方、500円以下のドリンク1
(祝日の場合は
17:00～21:30 と紹興酒をはじめとした中国酒を取りそろ 杯サービス
翌火曜日)
えたお店です。

日曜日

昭和41年創業以来、地域に密着した営業
をさせていただいてまいりました。ワインア
・ワイン、清酒、焼酎、5%割引サービス
ドバイザー(店長)の選んだ800種以上のワ
10:00～22:00
・冷えたビール、ソフトドリンク等即時配達
イン。直接蔵元より取寄せたこだわりの地
致します。(宴会、会合にご利用ください)
酒、本格焼酎。その他、多数のビール、食
品を取り揃えております。

あじ星
(定食、居酒屋)

食べる

中野区野方1-36-10

03-3319-9966

不定休

定食には大盛ご飯とお椀に、手作りの主
菜、手作り副菜小鉢が3-5鉢がついていま
11:30～14:00 す。おふくろ風の手作りの味と、アットホー 会員を含む5名以上の来店で「二階堂」
18:00～22:00 ムな雰囲気を提供しています。10名様まで (900ml)を進呈。
のお座敷パーティを受け賜ります(要予
約)。

御菓子司 梅むら
(和菓子)

買う

中野区野方1-42-18

03-3385-1174

不定休

9:30～20:00

田舎菜館
(中華料理)

食べる

中野区野方6-3-4

03-3336-2039

なし

所在地

電話番号

定休日

四季を通し手造りの和菓子を取り揃えてお
全商品5%割引
ります。

宴会は80名まで可、カラオケ設備もありま
11:30～15:00
・ランチ(定食、バイキング)50円割引
す。夜はお得な、食べ放題＋飲み放題コー
17:00～24;00
・夜ドリンク1杯サービス
ス(2時間)\2,998が人気です。

中野駅北口エリア
協賛店

業 種

営業時間

お店の紹介

サービス特典

バーンヤティカー
(タイ料理)

食べる

中野区中野5-52-2

03-5318-2066

なし

中野では数少ないタイ料理レストラン。小さ
な店ですが、アットホームな雰囲気で本格
11:30～15:00
17:00～19:00の来店で生ビール、ソフトドリ
的なタイ料理の味が売りです。店の名前
17:00～23:00
ンク1杯サービス(ウェルカムドリンク)
も、バーン(家)やティカー(親戚)として、親し
みのある店にしています。

函館らーめん大門
(ラーメン)

食べる

中野区中野5-64-8

03-5318-3471

なし

昔ながらのあっさりした懐かしい味、そして
ラーメンをご注文のお客様にトッピング1つ
10:00～翌3:00 季節ごとに変わる四季を感じられる限定麺
サービス(詳しくは、店員まで)
でお客様をおもてなししています。

中野駅北口エリア
協賛店
OCTOPUSARMY
中野店
(衣料品)

中野サンプラザ
(レストラン、宴会場)

スペース・カスタマー
サロン

マドリード

業 種

買う

食べる

見る
遊ぶ

見る
遊ぶ

所在地
中野区中野5-56-6

中野区中野4-1-1

中野区中野5-68-9
2階

電話番号
03-3387-2001

03-3388-1166

03-5345-7081

中野区中野4-10-2
中野セントラルパーク 03-3389-0070
サウス1F

定休日
なし

なし

毎週水曜日
第1第3火曜日

無

営業時間

お店の紹介

サービス特典

メンズ、レディースともにオリジナル・セレク
トのカジュアルウェアを取り扱っておりま
11:00～21:00
\5,250(税込)以上お買い上げで10%OFF
す。雑貨も沢山ありますので、一度お店に
遊びに来てください。
中野駅北口に降りると一目でわかる中野
サンプラザは20Fレストラン・宴会場より新
宿の高層ビル群の眺望を一望できる会場
をご用意し皆様方の楽しいひと時を演出さ
せていただきます。皆様方のお越しをスタッ
フ一同心よりお待ちしております。

・20Fレストラン ディナータイムのみ(17:00
～22:00※LO21:30)飲食代金の10%割引、
ただし個室プランは割引適用外
・宴会場 総額の3%割引、ただし外注品は
割引適用外

＜ゆったりとしたお部屋探し快適空間「ス
ペース・カスタマーサロン」でお待ちしてま
す＞
♪中野を中心に広域エリアまでご案内し
まぁ～す♪
窓際のカウンターでは桜並木越しに中野の
9:30～18:00 町並みが眺められます。ホッと一服ティータ
イムはいかがですか？壁面には中野駅を
中心としたエリアマップが用意され、中野の
街を空から旅する気分が体験できます。お
飲みいただけるメニューはもちろん地元企
業のキリンさん商品です。オリジナルベン
ダー（自販機）もオシャレです。

・コミュニティスペース（地域への開放ス
ペース）をご自由にお使いください。（iPad
を設けたカウンダ―、多目的・大人数での
ミーティング、ゼミとしての活用可能なフレ
キシブルテーブルを備えています）大人数
の場合は事前にご連絡を。
・会員向けとしてドリンクのサービスも致し
ます。
・wifi設置済み、中野の各種情報も入手可
能。
・各種不動産情報の入手のお手伝いご相
談お受けします。

まるでスペインにいるかのような落ち着い
た雰囲気の中で本場のスペイン料理を味
ランチ、ディナータイム 1ドリンクサービス
わえるお店。
11:00～23:30
(生ビール、サングリア、ハウスワイン赤
併設のワインショップで常時100種類のワイ
白、ソフトドリンク)
ンを御用意しております。もちろん店内でも
お飲みいただけます。

新井薬師エリア
協賛店

業 種

所在地

電話番号

定休日

営業時間

ヘアースタジオ
ヒラソル
(美容室)

理容
美容

中野区新井1-15-12
サニービル1F

03-3386-2071

第三火水

10:00～20:00

スタッフ7人の明るいアットホームなお店で
すべてのメニュー20%OFF
す！

I WANNA GO HOME
CONCENT
(美容室)

理容
美容

中野区新井1-23-23
小林マンション1F

03-5318-9400

火曜日

10:00～20:00

NYドライカット専門店で再現性にこだわった
美容技術料金より10%OFF
ヘアスタイルを提供しています。

全国にお花をお届けする花キューピット加
盟店です。花束、アレンジメント、鉢植各種
3,000円以上の商品お買い上げの方
取り揃えております。全国でもめずらしいお
9:30～19:30
10%OFF
花とバルーンアートのコラボ商品も扱って
(花キューピット、フラワーギフト券除く)
おります。皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

フラワーショップ高野
(生花販売)

買う

中野区新井1-8-8

03-3385-2969

日曜日

協賛店

業 種

所在地

電話番号

定休日

トラットリア ノリータ
(イタリアン)

食べる

中野区中野3-34-28
中野マルイ5階

03-6382-6331

お店の紹介

サービス特典

中野マルイ
営業時間

お店の紹介

中野マルイに準
石窯で焼いたナポリ風ピッツァと手作りデ
11:00～23:00
ず
ザートの店

サービス特典
10%off（他の割引と併用不可)

墨花居(ぼっかきょ)
(中華料理)

食べる

中野区中野3-34-28
中野マルイ5階

料理長兼野菜ソムリエが創り出す、体に優
しい中華料理。化学調味料を使わず、産地
中野マルイに準 11:00～23:00
03-5342-2080
直送などのこだわり野菜を使用。お子様か 10%off
ず
(L.O. 22:00)
らご年配の方まで安心して楽しんで頂けま
す。

中野三宝庵
(そば、うどん）

食べる

中野区中野3-34-28
中野マルイ5階

03-5328-2575

ミスパリダイエットセ
ンター
(エステティック)

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

藤原紀香さんでお馴染みの「ミスパリ」のや
中野マルイに準
せる専門店。専門知識を持つエステティ
体験代\5,000(税抜)のところ、無料。(カウ
03-5342-2902
10:30～20:30
ず
シャンが徹底的にサポートします。(ダンディ ンセリング、無料体験)
ハウスと併設)

ダンディハウス
(エステティック)

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

日本で最初の男性専用エステティックサロ
中野マルイに準
ン「ダンディハウス」。専門知識を持つエス 体験代\5,000(税抜)のところ、無料。(カウ
03-5342-2902
10:30～20:30
ず
テティシャンが徹底的にサポートします。(ミ ンセリング、無料体験)
スパリと併設)

中野マルイに準
石臼で挽いたそば粉を使用しています。宮 ソフトドリンクサービス(オレンジ、グレープ
11:00～23:00
ず
崎県産地頭鶏使用。
フルーツ、ウーロン茶)

中野マルイ
協賛店

業 種

所在地

電話番号

定休日

営業時間

お店の紹介

サービス特典

エステサロンさくら
(エステティック)

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

心と心のつながりを大切にするエステティッ
10:30～20:30 クサロンです。お客様一人ひとりのお肌に
中野マルイに準
純金フェイシャルリンパマッサージ(60分)
03-5342-2888
(最終受付 合わせ、心を込めてお手入れを行ってい
ず
通常価格\14,950(税抜)→ \8,000(税抜)
18:00)
き、美しさを引き出すお手伝いをさせていた
だきます。

ボディファクトリー
（リラクゼーション）

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

「ボディケア×リンパマッサージ」の新感覚
リラクゼーションサロンです。メニュー豊
中野マルイに準
初めての方全コース15%Off（オプション除
03-3384-5500
10:30～20:30 富！！脱がないリンパマッサージ、アロマ
ず
く）
ボディトリートメントも。お疲れに合わせてお
選びいただけます。

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

プロケアラッシュは付けるだけで目元を華
やかに演出する「まつげエクステ」専門のお
店です。施術前に目の形や骨格、まつげの
中野マルイに準
クセなどを丁寧にカウンセリングし、独自に
03-5342-2033
10:30～20:30
ず
開発した素材と技術で美しい仕上がりで
す。メイク時間も短縮でき、デザイン豊富で
人気のまつげエクステをぜひお試しくださ
い。

初来店のお客様
・トライアルエクステ両目60本
\5,000（税抜）
・エクステメニュー20%Off
※トライアルエクステとの併用不可、その
他サービスとの併用不可。
新規限定お試し価格
【カット+パーマー or カット＋カラー】
\7,560（税込）
【カット+パーマ+トリートメント or カット+カ
ラー+トリートメント】
\9,720（税込）

プロケアアイラッシュ
（まつげ美容）

理容
美容

TAYA美容室
（美容室）

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

03-5341-3860

中野マルイに準
カットの上手い美容室！
10:30～20:30
ず
ゆっくりくつろげる美容室！

エースコンタクト
（コンタクトレンズ）

理容
美容

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

03-5342-2666

中野駅南口徒歩約2分！中野マルイ6階エ
中野マルイに準
レベーター前の店舗で清潔で心地の良い コンタクトレンズ全品店頭価格より5%OFF
10:30～20:30
ず
店内とココロのこもった接客でご来店をお （他の割引券サービスとは併用不可）
待ちしております。

中野区中野3-34-28
中野マルイ6階

ご新規限定おすすめメニュー \3,456(税
込)
・クレンジング ・ナノクリーム ・スチーム
プロの女性スタッフによる女性のための
中野マルイに準
・顔そり ・眉カット ・お仕上げ
03-3383-9076
10:30～20:30 フェイシャルケアサロンです！女性の敏感
ず
当店一番人気の美容液たっぷりのナノク
なお肌に優しく潤いを与えていきます。
リーム付シェービング。保湿と美白抜群の
ケアをお試しくださいませ。
※\1,080でまゆカットお付けします！

ビューティーフェイス
（シェービング・フェイ
シャルケアサロン）

理容
美容

