
ジャンル 店名 電話番号 所在地

ホテル KKRホテル東京 日本料理たけはし 03-3287-1220 千代田区大手町1-4-1

ホテル KKRホテル東京 ラウンジバーリラ 03-3287-1220 千代田区大手町1-4-1

ホテル KKRホテル東京(売店) 03-3287-1220 千代田区大手町1-4-1

ホテル KKRホテル東京 レストラン芙蓉(ふよう) 03-3287-1220 千代田区大手町1-4-1

ホテル KKRホテル東京 ラウンジロイヤル 03-3287-1220 千代田区大手町1-4-1

家電量販店 ビックカメラ有楽町店 03-5221-1111 有楽町1-11-1

飲食店 レストラン　アイリス 03-5216-8803 千代田区平河町2-4-1　都市センターホテル

飲食店 和食処　梅林 03-5216-8803 千代田区平河町2-4-1　都市センターホテル

金融機関 興産信用金庫 市ヶ谷支店 03-3234-3211 千代田区五番町5

弁当 いちはし商店 03-3262-9717 九段北1-8-4

ホテル・飲食店 アルカディア市ヶ谷　私学会館 03-3261-9921 千代田区九段北4-2-25

金融機関 興産信用金庫 飯田橋支店 03-3264-4031 千代田区飯田橋1-7-10

飲食店 楽楽 03-3238-9550 飯田橋1-6-8

居酒屋 はま家 03-3261-0198 飯田橋1-9-6

飲食店 麺徳 03-3261-5310 飯田橋2-5-1

中華料理 佳宴 03-6272-9633 飯田橋2-9-3

飲食店 スルターン 03-3263-7631 飯田橋2-9-7

ファーストフード モスバーガー飯田橋東店 03-3221-9428 飯田橋3-6-8

ホテル 日本ホテル(株)エドモント 03-3237-1111 飯田橋3-10-8

中華料理 楼蘭 03-3236-1236 飯田橋4-1-5

金券ショップ チケット モモ 03-3262-7668 飯田橋4-5-13

和菓子 新宿 中村屋 03-3261-8804 飯田橋4-8-11

カフェ 珈琲館　飯田橋店 03-3262-7004 飯田橋4-8-12

事務用品 (有)昭和堂 03-3261-7754 飯田橋4-8-12

飲食店 食堂 みさち屋 03-5280-1231(本部) 千代田区神田神保町1-1-17 東京堂神保町第三ビルB1

中華料理 SANKOUEN CHINA CAFÉ&DINNING(中華料理 三幸園) 03-5280-1231(本部) 千代田区神田神保町1-5 島田ビル1F

焼肉 京城園(けいじょうえん) 03-3291-2430 神田神保町1-35-16 オーアンドオービル

金融機関 興産信用金庫 神保町支店 03-6739-7917 千代田区神田神保町1-40

パスタ CUCINA ITALIANA ANGOLO(クチーナ イタリアーナ アンゴロ) 03-3295-9189 千代田区神田神保町1-42

居酒屋 萱 090-30691226 千代田区神田神保町1-64 神保町ビル1F

飲食店 れんず屋 神保町店 03-5210-3900 千代田区神田神保町2-14

スポーツ店 さかいやスポーツ 03-3262-0531 千代田区神田神保町2-48

和食 まつ 090-1769-0123 千代田区神田神保町3-11-2

物産展 ちよだいちば 090-1106-0182 千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1F

飲食店 結ぶ食房 しまゆし 03-5259-8051 千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1F

宿泊・飲食 学士会館 03-3292-5936 千代田区神田錦町3-28

カレー ボンディ 神田小川町店 090-1662-9370 千代田区神田小川町3-9 AZONE 1F

イタリアン オステリア バール イルフルロ 03-3293-0194 千代田区内神田1-2-6 産広美工ビル1F

酒店 豊島屋 Rita-Shop 03-5283-1871 千代田区内神田1-13-1 豊島屋ビル1F

麺類業 浅野屋本店 03-3254-4351 内神田2-7-9

豆腐製造販売 (有)篠崎豆腐店 03-3256-6644 内神田2-7-9

菓子店 神田淡平 03-3256-1038 内神田2-13-1

ダイニングバー Dining Bar Lamp Light 03-3253-8787 千代田区内神田2-7-12　土井ビルB1

蕎麦 神田 丸屋 03-3256-4128 千代田区内神田2-9-10 山友旭ビル

靴店 (株)リズム靴店 03-3258-1398 千代田区内神田2-9-11

氷屋 旭氷業有限会社 03-3256-5507 内神田3-6-1 さんしんヒロセビル1F

飲食店 Big-pig神田カープ本店 03-3255-6262 内神田3-4-6冨士エレベータ―ビルB1

印刷 菊原印刷所 03-3256-5868 千代田区内神田3-8-6

不動産 (有)神田まるか不動産 090-4955-2731 千代田区内神田3-10-5

事務所 佐々木勝洋法律事務所 03-6811-6797 千代田区内神田3-10-5 満留賀ビル3F

飲食店 割烹 千寿 03-3254-3677 千代田区内神田3-12-10 礒見ビルB1

酒店 礒見酒店 03-3256-4478 千代田区内神田3-12-10 礒見ビル1F

寿司店 いく代寿司 03-3256-1943 千代田区内神田3-15-6

コスパ ジーストア・アキバ 050-5235-5902 千代田区外神田1-2-7 秋葉原本館ビル4F

アミューズメント ソフマップ　AKIBA　アミューズメント館 090-3434-0280 千代田区外神田1-10-8　平岡ビル

喫茶 三河屋 綾部商店 03-3251-7086 千代田区外神田2-17-3

加盟店追加申込分（2021年11月15日更新）追加加盟店



飲食店 神田仏蘭西料理 聖橋亭 03-5209-8831 千代田区外神田2-18-17

金融機関 興産信用金庫 秋葉原支店 03-3253-6851 千代田区外神田4-9-8

居酒屋 ほまれ 03-3256-3230 千代田区鍛冶町1-6-7

飲食店 BAR 官兵衛 080-3385-3616 千代田区鍛冶町2-7-11 長谷川ビル2F

トレーニングジム HIWALANI elima(ヒワラニ エリマ) 03-5577-5124 千代田区鍛冶町2-7-11 第一長谷川ビル3F

金融機関 興産信用金庫 本店 03-3254-3335 千代田区神田紺屋町41

スポーツクラブ Akiba卓球スタイル 090-9672-0923 千代田区神田和泉町1-8-2 八木ビル2F

お酒と和食 麹村

スパゲッティ店 ぴえもん  

ラ－メン 青葉　飯田橋店

中華そば 高はし

ネクタイ製造 成和株式会社

洋食 キッチン　アオキ

飲食店 えぞ松

新聞社 (株)日本金融通信社

会計士 日本公認会計士協会

文具店 (株)近清堂

不動産 (有)明和コンサルタント

美術店 (株)靖雅堂・夏目美術店

不動産管理 大島興業株式会社

建設会社 前田建設工業㈱東京支店

辞退店舗


