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A B C D E F G H I J K L 
店  舗  名 責任者（許可名義⼈） 店  舗  住  所      ☎  会費 担当者
club Matterhorn 菊地明範 葛飾区⻲有3-9-2．⼤柴ビル１階 03-5647-7301 \1,500  菊地
showpubNewWord ⼩島紀⼦ 葛飾区⻲有3-7-14.東海苑ビル３階 03-5680-2234 \1,500 ガリーナ
Friendlyー2 ⻑浜ノラリオン 葛飾区⻲有3-6-14 03-6662-4258 \1,500  菊地
エルモンド ⾦⽥充⼦ 葛飾区⻲有5-15-9 03-5682-8909 \1,500  ⼩⽥
錦城苑 岡本兼久 葛飾区⻲有5-38-4. 03-5605-7714 \1,500  ⼩⽥
うさぎ 清⽔孝⾏ 葛飾区⻲有3-9-2.⼤柴ビル２階 03-3604-4302 \1,500  原⽥
やぐら太⿎ ⼩澤好恵 葛飾区宝町2-35-18 03-5670-5353 \1,000  菊地
樹 樹けい 葛飾区⻲有3-7-3 03-5680-5137 \1,500  菊地
アデージョ 今井秀之 葛飾区⻲有3-6-8 03-6240-7476 \1,500  菊地
ほどほど 渥美徳次 葛飾区⻲有3-7-17.cityhights 03-3604-9391 \1,500  菊地
Ange 2019.4.30 退会
clubGoldenNaggett 2019.5.31 退会
clubKnight ⾬宮正浩 葛飾区⻲有3-7-15.宮沢ビル３階 03-6662-9285 \1,500 ガリーナ
kurage海⽉ 佐藤典⼦ 葛飾区⻲有3-21-10．ブラウン102 03-6662-4099 \1,500  原⽥
girlsbarあや ⼭⽥恵⼦ 葛飾区⼩菅4-8-10 03-5680-2158 \1,500  菊地
La ciel 堤靖張 葛飾区お花茶屋1-19-16.3E 03-3838-3713 \1,500  菊地
マリーサ 古⾕バージニア 葛飾区お花茶屋1-29-9 03-6231-2515 \1,500  ⼩⽥
KUNOICHI I,Galyna 葛飾区⻲有3-43-6.岩本ビル1階 03-6231-2691 \1,500 ガリーナ
Jupiter 中島直美 葛飾区⻲有3-27-3 03-3603-5250 \1,500 ガリーナ
スナックLUDY 吉原ロイダ 葛飾区⾦町6-11-13.上⽥ビル1F 03-5876-3888 \1,500    菊地
よりみち 関本芳⼦ 葛飾区⻲有5-33-9 03-3690-6214 \1,500  ⾕⼝
チップ ⽥中章⼦ 葛飾区⻲有4-37-18 03-38386285 \1,500  ⾕⼝
⽉華   堀博⼦ 葛飾区⻲有3-10-11 03-5680-5457 \1,500  ⾕⼝
C.V.S 新井ホセフィーナ 葛飾区⻲有3-10-5 03-3690-1709 \1,500    ⾕⼝
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A B C D E F G H I J K L 
店   舗   名 責任者（許可名義⼈） 店  舗  住  所     ☎  会費  担当者
グリーンテラス ⾕⼝晴美 葛飾区⻲有2-33-9 03-3602-4544 \1,500  ⾕⼝ 
⽇本海庄や 廃業＆退会2019.6.30
崖っぷちCinLeo ⻫藤ミラネ 葛飾区⻲有5-49-7 03-5489-3580 \1,500  ⼩⽥
Girlsbar Calours ⾦沢成哉 葛飾区⻲有5-17-6 03-3620-9110 \1,500  ⼩⽥

⼩⽥精隆 退会 2019.6.18
ありがたや串酒場 細⾙裕司 葛飾区⻲有5-34-10 03-5856-2166 \1,000  細⾙
居酒屋・祭り屋 開⽥隼⼈ 葛飾区⻲有5-35-3.草間ビル1階 080-3254-2682 \1,500  ⼩⽥

⻨ ⻘柳早苗 葛飾区⻲有3-10-18 03-3604-5312 \1,500  ⻘柳
Cat's eye 櫻岡進 葛飾区⻲有3-10-19.2F 03-5680-3086 \1,500  ⻘柳
⼩料理 礼⼦  鈴⽊美代⼦ 葛飾区⻲有3-10-17 03-3602-4640 \1,500  ⻘柳
シャリオ８８ 中川美枝 葛飾区⻲有3-35-18 03-6662-9988 \1,500  平
⽇本料理 須⽥ 須⽥裕司 葛飾区⻲有3-20-4 03-3602-4578 \1,000  平
松の実 虞起漢 葛飾区⻲有5-34-4 03-3629-6084 \1,000  平
ダイコク堂 佐野裕久 葛飾区⻲有3-31-10 03-6885-8437 \1,000  ⻘柳
LIEN 吉⽥佑輔 葛飾区⻲有3-10-19.1F 03-6662-7137 \1,000  ⻘柳
英 篠宮英⼦ 葛飾区⻲有3-11-10.エミネンス1F 03-3603-9300 \1,000  ⻘柳
Grace 岡本紹⼦ ⽂京区湯島3-39-7.STビル302 03-6806-0669 \1,500  ⻘柳
ふんわり ⽵原ゆきえ 葛飾区鎌倉町3-48-7 03-6557-9564 \1,500     菊地
天潮 志村守 葛飾区⻲有3-28-1 03-3601-3897 \1,000  平
頂家 中村謹也 葛飾区⻲有3-10-5 03-5680-9829 \1,000  原⽥
GOLD RUSH ⼭⼝泰央 葛飾区⻲有3-7-15.宮沢ビル4F 03-5629-1810 \1,500 ガリーナ
CoCo ⽻⿃貴⼦ 葛飾区⻲有3-7-15.宮沢ビル8F 03-5680-1251 \1,500 ガリーナ
Bar Crea 茂⽊義晃 葛飾区⻲有3-17-5.ゴンドラビル1F 03-5680-0616 \1,500  平
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店  舗  名 責任者（許可名義⼈） 店  舗  住  所     ☎  会費 担当者
つくし 遠藤雄⼀ 葛飾区⻲有3-20-2 03-3604-9904 \1,000  遠藤 
おたんこなす 揚 秀洪 葛飾区⻲有3-9-7 03-3690-1697 \1,000  遠藤 
珍味苑 揚 盛洪 葛飾区⻲有3-9-7 03-3604-9037 \1,000  遠藤 
花ぐるま 元川輝⼦ 葛飾区⻲有3-20-2.101 03-3604-1543 \1,000  遠藤 
⻲太郎 廃業
ごっこ 松永孝⼦ 葛飾区⻲有5-21-10 03-3604-5546 \1,500  遠藤 
プルメリア ⼭城早苗 葛飾区⻲有3-21-1 03-3604-9308 \1,500  遠藤 
アリーナ 坪沼耕⼆ 葛飾区⻲有3-20-2.都ビル2F 03-6662-4153 \1,500  遠藤 
ラウンジバーM 菅野優美 葛飾区⻲有3-20-2.都ビル2F 03-3690-4411 \1,500     遠藤 名義変更
bar ACE 葛飾区⻲有3-20-2.都ビル203 03-3838-6633 \1,500     遠藤 名義変更

居酒屋 島 廃業 \1,500  島
リプル 吉⽥雄⼀ 葛飾区⻲有3-29-1.Lilio2番館 03-3838-0070 \1,500  島
中華⼯房 和 安達和彦 葛飾区⻲有3-29-1.Lilio2番館 03-3690-4265 \1,000  島
LAVISH.(株)エツロン 四⾕悦郎 葛飾区東⾦町1-43-10.YSビル1F 03-5876-9075 \1,500    菊地
スナック舞 川⼜秀⼀ 葛飾区東⾦町1-21-3 03-3627-0187 \1,500  川⼜
にや〜亭 猫沖孝⼦ 葛飾区東⾦町1-17-11.遠藤ビル1F 03-6754-1831 \1,000    川⼜
LAVISH 北村伸也 葛飾区東⾦町1-43-10.YSビル1F 03-5876-9075 \1,500  菊地
笑⼩屋 瀬⼾⼝聡 葛飾区⻲有3-31-3 03-6662-4667 \1,500  菊地
HOT CORNER ⽮作敦 葛飾区⻲有3-7-17.cityhights1E 03-6328-9525 \1,000  菊地
レッドスクウェア 浅井宗則 墨⽥区江東橋3-5-1.バレル⽴⽥101 03-6666-9474 \1,500  菊地
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