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Feather〔s〕 文京区 音羽１－２５－１３　スペースＴ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6603

三国時代中華酒場 文京区 音羽２－１１－１９　オトワＫＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9053

喜来福食館 文京区 音羽２－１１－２１　ライオンズマンション１０３　 飲食店 ZN-0000-6861

インドレストランシルザナ護国寺店 文京区 音羽２－１１－２１　ライオンズマンション護国寺第３ 飲食店 JS-0003-7307

鉄板焼き こよい 文京区 音羽２－１１－２５　森田マンションＢ１Ａ部分　 飲食店 ZN-2000-2126

有頂天 文京区 音羽２－１－２　藤和シティーコープ１０４　 飲食店 ZN-0000-6880

名古屋酒場しるし 文京区 音羽２－４－２　ノーブル音羽１０４ 飲食店 ZN-0000-6516

カビタ 文京区 音羽２－９－３　　 飲食店 ZN-0000-6616

酒菜膳江戸川橋いちりづか 文京区 関口１－１１－４　土屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4989

ボニンアイランドシェフ 文京区 関口１－１－４　ＮＹビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2570

そば匠もみじ 文京区 関口１－１４－３　ＷＴビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6942

Asiatigue 文京区 関口１－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-6956

タイガーナイト江戸川橋店 文京区 関口１－１８－９ 飲食店 JS-0005-8737

萬福餃子房 文京区 関口１－１９－２　第二弥助ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6544

たいら 文京区 関口１－２０－７　五源格マンション１０２　 飲食店 ZN-2000-5567

よし寿司 文京区 関口１－２８－７　ＡＤＸ早稲田　 飲食店 ZN-0000-7077

鮨 やなぎ 文京区 関口１－４８－１２ 飲食店 JS-0003-3307

バンディエラ 文京区 関口１－５－９　ドーム関口１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6623

居酒屋楽膳 文京区 関口１－９－１　　 飲食店 ZN-2000-2909

野菜倶楽部 otonohaCafe 文京区 関口２－１１－３１　　 飲食店 ZN-0002-2515

タベルナ・アイ目白店 文京区 関口３－１８－４　フェリーチェ目白台１Ｆ 飲食店 JS-0003-8994

鐘楼 文京区 後楽１－２－８ 飲食店 JS-0004-9014

レストランニューグローリ 文京区 後楽２－３－１０　白王ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6780

情熱焼肉 大城 文京区 後楽２－３－１１　ニューグローリビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6567

味囲楽 文京区 後楽２－３－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9912

洋食酒場 GINZATEI 文京区 後楽２－５－１　飯田橋ファーストビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6333

万福餃子房飯田橋店 文京区 後楽２－６　飯田橋プロジェクトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6563

やきとりみっちゃん 文京区 後楽２－６－１－１０５　 飲食店 SL-2000-5521

LeeCook 文京区 向丘１－１２－６　牧野コーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6953

CantinettaBeato 文京区 向丘１－１３－３　　 飲食店 ZN-0000-6585

玻璃家 文京区 向丘２－１１－８ 飲食店 JS-0000-6341

割烹かねこ 文京区 向丘２－１２－２　　 飲食店 ZN-0000-6661

ブラッスリーリーヌ 文京区 根津１－１－１４ 飲食店 JS-0004-7247

旬味酒菜 大八 文京区 根津１－１－１４　らーいん根津Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6699

焼肉テっちゃん 文京区 根津１－１－２０　キャスルマンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6996

根津焼鳥照隅 文京区 根津１－１－２１－１０１　ゼネラル根津　 飲食店 ZN-0000-6870

tamaya 根津 文京区 根津１－１－６　　 飲食店 ZN-0000-6681

松好 文京区 根津１－１８－１０ 飲食店 JS-0001-6474

しつらえや 文京区 根津１－５－１３ 飲食店 JS-0004-0620

龍騰 文京区 根津２－１１－２　クレストホーム根津Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7071
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新日本料理醤 文京区 根津２－１１－６　高橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6748

くしあげどころはん亭 文京区 根津２－１２－１５　　 飲食店 ZN-2000-0719

酒菜ひより 文京区 根津２－１４－１３　カーサ・テローザ１０１　 飲食店 ZN-0000-6557

KATHMANDUKITCHEN 文京区 根津２－１５－１４　　 飲食店 ZN-0000-7098

みるくの豚 文京区 根津２－１９－４　　 飲食店 ZN-0000-6883

壺窯バール根 Doux 文京区 根津２－２０－１７　ＴＭビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3899

根津雙柿庵 文京区 根津２－２８－８　　 飲食店 ZN-0000-6866

なごみナチュルア根津店 文京区 根津２－５－６ 飲食店 JS-0005-0238

ババ・ガンプ・シュリンプ 東京店 文京区 春日１－１－１　ラクーア１Ｆ　 飲食店 AX-0000-0021

魚肴酒場よし乃 文京区 春日１－１２－６　パーク白木１０１　 飲食店 ZN-0000-7103

フーゴー 文京区 春日１－１５－９　後楽園第一アパート１０７　 飲食店 ZN-0000-6675

しょっぽ家 春日店 文京区 春日１－２－７　都営第２後楽園アパート５ 飲食店 JS-0001-4539

四川料理 胡一刀四代目 文京区 小石川１－１３－１　高田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5968

小石川鮨亭 文京区 小石川１－１５－１２　中銀小石川コンシオン１０７　 飲食店 ZN-2000-1347

OYSTER ＆ ROTISSERIEREG 文京区 小石川１－１５－１２　中銀小石川マンシオン１０２　 飲食店 ZN-0000-6837

日本料理小ぐら 文京区 小石川１－１５－１２　中銀小石川マンション１０３　 飲食店 ZN-0000-6915

Vang Field 文京区 小石川１－１６－６　サンクタス小石川プレイサス１Ｆ 飲食店 JS-0002-2970

ルメール 文京区 小石川１－２４－１　小石川マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6806

日本料理岡埜荘 文京区 小石川１－２４－４ 飲食店 JS-0001-6291

キュイジーヌトワリコ 文京区 小石川１－２７－５　　 飲食店 ZN-0000-6682

美蔵 文京区 小石川１－９－５　　 飲食店 ZN-0000-6686

大虎 文京区 小石川２－２２－４ 飲食店 JS-0003-2736

鉄板焼 grow 後楽園店 文京区 小石川２－２４－２　高橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6839

アジアン料理ラマ春日店 文京区 小石川２－２５－１２　　 飲食店 ZN-2000-6361

天しゃぶ 文京区 小石川３－１－１　田中ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4933

キノーズマンハッタンニューヨーク 文京区 小石川４－２１－２　 飲食店 SL-2000-3294

小石川かふぇ 文京区 小石川５－３４－１１ 飲食店 JS-0002-8579

マナカマナ 文京区 小石川５－３５－９　武蔵野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4703

和食かとう 文京区 小石川５－５－２　バンビビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1724

焼肉 和 文京区 小石川５－５－９　　 飲食店 ZN-0002-1368

鮨 落あい 文京区 小日向４－５－１６　ツインヒルズ茗荷谷１０１ 飲食店 JS-0002-1920

バールデルペッシェ 文京区 小日向４－６－２３　パレスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2790

呑喰処みはる 文京区 水道１－５－１６　升本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6583

やち田 文京区 水道２－１３－２　前田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9393

喜三郎農場 文京区 千石１－２３－１１　　 飲食店 PK-0000-3899

広東料理元園 文京区 千石３－４０－１２　フィーカ千石１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6656

モンゴル料理店シリンゴル 文京区 千石４－１１－９ 飲食店 JS-0000-3598

すしの二葉 文京区 千石４－３９－１ 飲食店 JS-0001-3373

モンプチコションローズ 文京区 千石４－４０－３　コーポメジューブ１０３　 飲食店 ZN-0000-6645

四川家庭料理中洞 文京区 千石４－４３－５　ラピュータ千石大武ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2473

スクア－ルビストロ 文京区 千石４－４５－１８　 飲食店 SL-2001-0124

Ouesttour 文京区 千駄木２－２９－４－１０１　シティハイツ千駄木　 飲食店 ZN-0000-6794

Canova 文京区 千駄木２－３０－１　グランドメゾン千駄木中央１０１　 飲食店 ZN-0000-6767

すし処橘 文京区 千駄木２－３４－５　　 飲食店 ZN-0000-6747
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黒毛和牛焼肉うしくろ千駄木店 文京区 千駄木２－４２－１　浜川ビル　　 飲食店 ZN-0000-6667

三忠 文京区 千駄木３－１－１７　ドミール千駄木２０１　 飲食店 ZN-0000-6804

インドアジアンレストラン＆バーリアル 文京区 千駄木３－２３－６　　 飲食店 ZN-0000-6851

天外天 2F 文京区 千駄木３－３３－６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7641

天外天 3F 文京区 千駄木３－３３－６　３Ｆ 飲食店 JS-0002-7645

どど彦 文京区 千駄木３－３６－１１　センチュリー２１１０１ 飲食店 JS-0002-3809

呉宮 文京区 千駄木３－３７－２０　団子坂カンカンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6918

魚貝三昧彬 文京区 千駄木３－３８－８　　 飲食店 ZN-0000-6816

マザーインディア 文京区 千駄木３－４５－９　　 飲食店 ZN-0000-6879

八剣伝千駄木店 文京区 千駄木３－５０－１２　モナーク千駄木１Ｆ 飲食店 JS-0004-7601

inoue 文京区 大塚１－４－１５　アトラスタワー茗荷谷１０４　 飲食店 ZN-0000-6643

食彩酒席ビカヴォ 文京区 大塚３－１－１２　コダマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6772

料理ごとう 文京区 大塚５－９－２　新大塚プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0459

やきとり炭家 文京区 大塚５－９－３　　 飲食店 ZN-0000-6655

香港屋台 文京区 湯島１－１１－８　岡ビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-6814

i － kitchen 湯島店 文京区 湯島１－９－１０　湯島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6901

こなから本店 文京区 湯島１－９－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6659

希和味 文京区 湯島２－１７－９　ビネスト湯島２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6523

クチーナイタリアーナハル 文京区 湯島２－２６－４　グレース湯島１Ｆ 飲食店 JS-0000-6148

居酒屋どんちゃん 文京区 湯島２－２－８　林ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6894

江知勝 文京区 湯島２－３１－２３ 飲食店 JS-0004-6113

ATable 文京区 湯島３－１－１　木村ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6666

ほの家 文京区 湯島３－１－２　ルシエル湯島１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6714

鮨いづ 文京区 湯島３－１３－５ 飲食店 JS-0005-8758

丸しま 文京区 湯島３－１３－８　湯島不二ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6664

鳥つね湯島天神前店 文京区 湯島３－２９－３　　 飲食店 ZN-0000-6732

湯島梅園 文京区 湯島３－２９－５ 飲食店 JS-0001-1548

欧風料理 すいせん 文京区 湯島３－３３－２　 飲食店 SL-2000-6589

魚樽 文京区 湯島３－３４－８　第一天神ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6823

鉄板焼 grow 上野店 文京区 湯島３－３５－１０　ソシアル広小路ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6666

PRIMETOKYO 文京区 湯島３－３５－１１　ＳＮ湯島ビル４Ｆ　Ｂ室 飲食店 ZN-2000-6356

TsubameBar 文京区 湯島３－３５－１１　ＳＮ湯島ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5689

和食ダイニング四万十 文京区 湯島３－３５－１３　　 飲食店 ZN-0000-7086

マジュボギ 文京区 湯島３－３５－１３　ケイワンビル３－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1916

J － room 文京区 湯島３－３５－１３　ケイワンビル３ＢＦ　 飲食店 ZN-2000-0083

ホリデー 文京区 湯島３－３５－１３　安斉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4336

ただいま 文京区 湯島３－３５－２　第一杉山ビル３Ａ　 飲食店 ZN-2000-3533

ワイン食堂パパン 文京区 湯島３－３５－５　橋本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6859

とりひろ 文京区 湯島３－３６－１０　小出ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7747

こんごう庵湯島店 文京区 湯島３－３６－３　ブリスビル－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7031

かくれんぼ 文京区 湯島３－３６－３　雲田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0087

BAR SHIMOJO 文京区 湯島３－３６－３　歌川ビルＢ１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-0079

BAR 美女と魔女 文京区 湯島３－３６－３－２０１　雲田ビル　 飲食店 ZN-2000-4501

三福 文京区 湯島３－３６－８　　 飲食店 ZN-0000-6754
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蕎麦角ヤ 湯島 文京区 湯島３－３６－８　吉田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6654

Y 文京区 湯島３－３６－８　吉田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1403

四季料理 桃か 文京区 湯島３－３７－１０　　 飲食店 ZN-0000-6602

かっちぇる 文京区 湯島３－３７－１０　太田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6846

深夜食堂～玲～ AKIRA 文京区 湯島３－３７－１０　柘植ビル１Ｆ－２・３ 飲食店 JS-0001-6550

おばんざいじん宮 文京区 湯島３－３７－１１　ＴＳツインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7087

ヒステリカ 文京区 湯島３－３７－１１　ＴＳツインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4079

湯島 ’sbarNuts2nd 文京区 湯島３－３７－１１　ＴＳツインビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4113

ダジョルジョ 文京区 湯島３－３７－１４　ソルミオ１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6836

炭火焼ステーキとお魚の店平 文京区 湯島３－３７－３　ＲＭビル２－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-6725

BARVianova 文京区 湯島３－３７－３　ＲＭビル３Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-2708

G － G 文京区 湯島３－３７－３　ソシアル湯島ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3444

豚孔 文京区 湯島３－３７－４　ガーベラ天神ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7010

とんぼ 文京区 湯島３－３７－７　高森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6629

笑福 文京区 湯島３－３７－７　高森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3511

ボーダレス 文京区 湯島３－３７－７　高森ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-1741

再来宴 文京区 湯島３－３７－８　　 飲食店 ZN-0000-6697

くりはら屋 文京区 湯島３－３７－９　　 飲食店 ZN-0000-6621

季節料理よし 文京区 湯島３－３７－９　岩手屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6989

甘味処みつばち 文京区 湯島３－３８－１０ 飲食店 JS-0005-8522

シンガポールキッチン＆バー HOLIC 文京区 湯島３－３８－１０　ドンキホーテビル８Ｆ 飲食店 JS-0004-5486

喜羊門 文京区 湯島３－３８－１１　エスパス上野広小路４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7027

チゲマウル 文京区 湯島３－３８－１１　みよしビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6998

東大門 文京区 湯島３－３８－１５　シャローム湯島１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6937

あやかり鯛 文京区 湯島３－３８－１５　上野伸協ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6922

関西割烹いづ政 文京区 湯島３－３８－３　　 飲食店 ZN-0000-6694

桑名 文京区 湯島３－３８－３　　 飲食店 ZN-2000-7131

ZION 文京区 湯島３－３８－３　ＴＳゆしまビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3392

デスペラード 文京区 湯島３－３８－３　ＴＳゆしまビル２Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-3845

味の上田 文京区 湯島３－３８－３　つくしビルＦ１　 飲食店 ZN-0000-6696

LAZY 文京区 湯島３－３８－３　まつばビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2658

キッチン湯島 文京区 湯島３－３８－４　　 飲食店 ZN-0000-6951

ホルモン焼善 文京区 湯島３－３８－５　イイムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6821

博多劇場上野広小路店 文京区 湯島３－３９－１０　第２大和ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9560

ガットショット 文京区 湯島３－３９－１０　第２大和ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2428

パンゲア 文京区 湯島３－３９－１０　第２大和ビル８０１　 飲食店 ZN-2000-1578

湯島の美食個室ダイニング空 文京区 湯島３－３９－１５　シャローム湯島２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6855

絵馬亭 文京区 湯島３－３９－３　栄ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6695

ピーマル 文京区 湯島３－３９－７　エスパス湯島３Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-1019

Any 文京区 湯島３－３９－７　ユシマＡＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3524

ダイニングバー SHO 文京区 湯島３－３９－９　湯島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0453

JAMSESSION 文京区 湯島３－４０－１１　オレンジビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-4277

樽平 文京区 湯島３－４０－７　　 飲食店 ZN-0000-6678

炭火焼鳥上野広小路鳥恵 文京区 湯島３－４０－８　栗田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6595
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BarHash 文京区 湯島３－４１－１０　コスモビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2442

江差亭 文京区 湯島３－４２－１０ 飲食店 JS-0001-3804

黒デジ屋 文京区 湯島３－４２－１０　太田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6594

割烹 bar 広島屋 文京区 湯島３－４２－１１　湯島ミハマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7101

YODARE 湯島店 文京区 湯島３－４２－１２　こけしビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7097

4C 文京区 湯島３－４２－１２　こけしビル４Ａ　 飲食店 ZN-2000-1917

三六湯島店 文京区 湯島３－４２－２　天神下島田ビル　 飲食店 ZN-0000-6620

チョンハクトン 文京区 湯島３－４２－３　２・３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6771

Bar ポラリス 文京区 湯島３－４２－６　　 飲食店 ZN-2000-1838

SHOTBARTRASH 文京区 湯島３－４２－６　堀ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0682

和－ SYOKU あし柄 文京区 湯島３－４２－９　　 飲食店 ZN-0000-6662

孔雀 文京区 湯島３－４２－９　　 飲食店 ZN-0000-7043

ツァリーヌ 文京区 湯島３－４２－９　白糸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0727

鍋家 文京区 湯島３－４３－１１ 飲食店 JS-0001-0928

鮨一心 文京区 湯島３－４３－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3805

ディアブロ 文京区 湯島３－４３－３　上野スキャンテックビル１０２　 飲食店 ZN-2000-7269

酒処幸 文京区 湯島３－４３－６　湯島ル・モンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7111

MASA 文京区 湯島３－４３－６　湯島ル・モンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0449

はなみずき 文京区 湯島３－４３－８　クリスタル湯島ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-0150

ZOO 文京区 湯島３－４３－９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3519

GreenRose 文京区 湯島３－４３－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4509

BAR 井上 文京区 湯島３－４４－１　高橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2050

分銀寿司 文京区 湯島３－４４－１０ 飲食店 JS-0003-2811

ANNEX 文京区 湯島３－４４－７　ココスペ－ス上野公園２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0076

鬼太郎寿し湯島店 文京区 湯島３－４４－９ 飲食店 JS-0001-0906

KankokuDinner 文京区 湯島３－４５－１０　ＧＥＳＴＢＬＤＧ４ＦＥ号 飲食店 JS-0005-1902

割烹松浦 文京区 湯島３－４５－１０　Ｔ３池之端ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6752

朝獲れ鮮魚湯島魚之屋 文京区 湯島３－４５－１０　ＴＳ池之端ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4163

Fiocco 文京区 湯島３－４５－１３ 飲食店 JS-0002-0718

Damien 文京区 湯島３－４５－２　野口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7387

KADOYA 文京区 湯島３－４５－３　　 飲食店 ZN-0000-6983

炭火焼鳥駿 文京区 湯島３－４５－３　小林市ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6817

カドヤ春日テラス 文京区 湯島３－４６－１３　　 飲食店 ZN-0000-6984

ピカケ 文京区 湯島３－４６－３　武田ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2926

カフェシンドローム 文京区 湯島３－４６－６　ＴＳ天神下ビル８０１　 飲食店 ZN-0000-7037

ステーキハウスキャスバ 文京区 湯島３－４６－６　ヒサノビル１０２ 飲食店 JS-0000-2193

南山 文京区 湯島３－４６－９　　 飲食店 ZN-0000-6561

カドヤ食堂 文京区 湯島３－４６－９　　 飲食店 ZN-0000-6653

ニナノ 文京区 湯島３－４６－９　１Ｆ－Ａ　　 飲食店 ZN-0000-7028

洋風酒場 ACE 文京区 湯島３－４６－９　アルバ天神下２Ｆ 飲食店 JS-0004-6167

鳥恵 文京区 湯島３－４６－９　スギヤマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6587

蕎麦酒場角ヤ天神下離れ 文京区 湯島３－４６－９　スギヤマビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5808

シタラ 文京区 湯島４－２－３　竜岡ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7110

ステーキしのだ 文京区 湯島４－５－８　　 飲食店 ZN-0000-6720
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Cafe Cauda 文京区 白山１－３０－８　Ｓｅｉｒｉｏｓ白山１Ｆ 飲食店 JS-0000-2843

焼肉とく白山 文京区 白山１－３１－５　セントヒルズ白山 飲食店 JS-0005-2132

太郎寿し 文京区 白山１－３２－７　　 飲食店 ZN-0000-6718

Bakery・FAVORE 文京区 白山２－１－１４　ライオンズマンション白山第３１０１号室 飲食店 JS-0005-9879

百味菜館 文京区 白山２－２９－６　１Ｆ 飲食店 JS-0002-7486

中国料理留園 文京区 白山５－２２－１１ 飲食店 JS-0001-5729

トラットリア ダディーニ 文京区 白山５－２－７ 飲食店 JS-0001-6763

トラットリア　トレビアンカ 文京区 白山５－３２－１３ 飲食店 AL-0000-0199

だんだん 文京区 白山５－３３－１　石津ビル　　 飲食店 ZN-0000-6628

日本料理しゃぶしゃぶあづま 文京区 白山５－３６－７　毛利ビル　　 飲食店 ZN-0000-6701

Sugar 文京区 白山５－５－４　　 飲食店 ZN-0000-6692

福星酒家 文京区 本郷１－１０－１２　　 飲食店 ZN-2000-6218

いつも元気さなや 文京区 本郷１－１４－４　ＡＵ南陽堂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0334

ソウルフードインディア水道橋店 文京区 本郷１－２１－７　朝日後楽園マンション１Ｆ 飲食店 JS-0004-0690

ボンポアン 文京区 本郷１－３３－１２－１０１ 飲食店 JS-0004-3468

ビバーチェ 文京区 本郷１－４－６　ヴァリエ後楽園　 飲食店 ZN-0000-6832

すし屋の磯はな 文京区 本郷２－１９－１０　榎本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4883

和可奈鮨 文京区 本郷２－２６－８　　 飲食店 ZN-0000-6521

麺や福十八 文京区 本郷２－２６－９　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6868

鮨すゞ木 文京区 本郷２－３１－１　　 飲食店 ZN-0000-6707

棲鳳閣 文京区 本郷２－３９－６　大同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6626

海鮮居酒屋 鮮魚家 本郷三丁目店 （せんぎょや） 文京区 本郷２－４０－１３　ベルショップ本郷２Ｆ　 飲食店 SL-2000-8155

三蔵本郷三丁目店 文京区 本郷２－４０－１４　　 飲食店 ZN-0000-7045

赤坂よ志多本郷三丁目店 文京区 本郷２－４０－１８　本郷協同ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6612

居酒屋あじひろ 文京区 本郷２－４０－９　ニュー赤門ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7095

バーラティカフェ 文京区 本郷２－４０－９　ニュー赤門ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2243

ぢどり亭本郷三丁目店 文京区 本郷２－４０－９　小林ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0859

本郷三丁目 トラウベ 文京区 本郷２－４０－９　小林ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6832

酒肴まさむら 文京区 本郷３－１７－７　太田ＵＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0745

ピアンタモッチ 文京区 本郷３－１９－７　本郷３宝ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7895

本郷ととや 文京区 本郷３－３１－３　スズヨシビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7291

おすし 奴 文京区 本郷３－３１－６　　 飲食店 ZN-0000-6536

上海厨房随苑 文京区 本郷３－３２－７　東京ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7711

桂園本郷三丁目店 文京区 本郷３－３４－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4215

炭火焼肉牡丹苑 文京区 本郷３－３５－６　大石グリーンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6955

欣来四川料理 文京区 本郷３－４－５　　 飲食店 ZN-2000-2387

房家本郷別館 文京区 本郷３－５－４　朝日中山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7050

蓬溪閣 文京区 本郷４－１－３　シャルムビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2946

幾寅 文京区 本郷４－１６－６ 飲食店 JS-0003-2737

レストランせんごく 本郷店 文京区 本郷４－２－１　　 飲食店 ZN-0000-6731

焼肉・ホルモンとんり本郷三丁目店 文京区 本郷４－２－５　光山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6674

桂園本郷四丁目店 文京区 本郷４－２５－６　山岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4232

黒豚とんかつ春日本店 文京区 本郷４－２５－８　　 飲食店 ZN-0000-6615

ゆげ 文京区 本郷４－３７－１７　本郷トーセイビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7335
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多吉酒場 文京区 本郷４－５－９ 飲食店 JS-0006-0183

本郷ダイニング＆バーきがる 文京区 本郷４－５－９　ダイアパレス真砂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6980

夜市 文京区 本郷５－１－１　１～３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5827

ラ・ストラーダ・ディ・カンパーニャ 文京区 本郷５－２３－１１ 飲食店 JS-0001-7763

御殿 文京区 本郷５－２４－２　グレースイマスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0003-1560

肉亭ふたご本郷三丁目店 文京区 本郷５－２４－７　プラウドタワー本郷東大前１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7022

すずきの 文京区 本郷５－２５－１１　フェリーチェ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6157

アジアンダイニングサンティ 文京区 本郷５－２５－１８　　 飲食店 ZN-0000-7036

ダージリン 文京区 本郷５－２６－５　　 飲食店 ZN-0000-6549

ちゃんこ 浅瀬川 文京区 本郷５－２６－８ 飲食店 JS-0002-4649

オステリアカパンナ 文京区 本郷５－９－７　　 飲食店 ZN-0000-6687

ルヴェソンヴェール本郷店 文京区 本郷６－１６－４　フォーレスト本郷内　 飲食店 ZN-0000-7073

炙り酒場縁本郷店 文京区 本郷７－２－１２　スカラグリシアＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-6650

カポ・ペリカーノ 文京区 本郷７－３－１　東京大学医学部教育研究棟１３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6733

四季郷土料理かどや山上亭 文京区 本郷７－３－１　東京大学本郷キャンパス構内　 飲食店 ZN-0002-1512

T － LoungeCREDO 文京区 本郷７－３－１　東京大学本郷キャンパス構内　 飲食店 ZN-0002-1513

ネパールレストランバー RAJ 文京区 本駒込１－１０－４　白山第一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4332

鮨割烹駒 文京区 本駒込１－１０－６　　 飲食店 ZN-0000-7107

福招門 文京区 本駒込１－１－２５　　 飲食店 ZN-0000-6993

串揚伊佐 文京区 本駒込１－２－２　ベリスタ文京白山１Ｆ－４　 飲食店 ZN-2000-0823

海外天 文京区 本駒込２－２８－１０　文京グリーンコートイーストウイング 飲食店 JS-0001-7674

喜來喫飯 文京区 本駒込２－９－５　寺本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6552

とんかつわらしっ子 文京区 本駒込４－３５－１９　パレス本駒込１０２　 飲食店 ZN-0000-6548

江戸金 文京区 本駒込５－９－９ 飲食店 JS-0002-3083

brochetteNamioka 文京区 本駒込６－１４－１　　 飲食店 ZN-0000-6854

leckermaul 文京区 目白台１－２４－８　１Ｆ 飲食店 JS-0002-2715

BarABREUVOIR 文京区 弥生１－１－１　東京大学農学部弥生キャンパス内向ヶ岡ファカルティハウス２－Ａ 飲食店 ZN-0000-6847

mesamies 文京区 音羽１－１５－１５　シティ音羽１０５　 ショッピング ZN-0002-3439

Manakin 文京区 音羽１－１５－１５　シティ音羽１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5901

maboloccicrystal 文京区 関口１－１３－１　　 ショッピング ZN-2000-1872

ラピスコーポレーション 文京区 関口１－１４－７　和田文栄ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-3346

エスビット 文京区 関口１－３２－３　藤和シティーホームズ早稲田１０１ ショッピング JS-0001-2003

喜作 文京区 関口１－７－２ ショッピング JS-0005-7521

木村時計店 文京区 関口１－７－４　　 ショッピング ZN-0002-6345

ナストロ目白店 文京区 関口２－１０－８　ホテル椿山荘東京３Ｆ ショッピング JS-0001-3071

ガーデンショップ 音の葉 文京区 関口２－１１－３１　　 ショッピング ZN-0002-2447

小石川後楽園 葵屋 文京区 後楽１－６－６　小石川後楽園内 ショッピング JS-0004-1932

小石川後楽園びいどろ茶寮 文京区 後楽１－６－６　小石川後楽園内 ショッピング JS-0005-3216

松尾弦楽器東京店 文京区 後楽２－２－２０　井上旭門ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5685

福どら白山店 文京区 向丘１－１０－３　　 ショッピング ZN-2000-6572

CARD ＆ HOBBY Spring 文京区 向丘１－９－２３ ショッピング JS-0005-5297

自然食品店根津の谷 文京区 根津１－１－１４　　 ショッピング PK-0000-1541

イルマーレ 文京区 根津１－１－１９　シティハイツ根津１０３ ショッピング JS-0001-2540

浜島商店 文京区 根津１－１６－１０ ショッピング JS-0005-4440
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HAPPY KOALA 文京区 根津１－２１－６　ハッピーコアラ ショッピング JS-0002-6183

ごんげん坂薬局 文京区 根津１－２７－２　サングレ－ス町田１Ｆ　 ショッピング PK-0000-4041

根津調剤薬局 文京区 根津１－４－４　河内ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8042

moments 文京区 根津２－１５－１４　牛山フラット１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6322

RISE SHOP 文京区 根津２－２０－３ ショッピング JS-0003-7814

堀口傘店 文京区 根津２－２８－５　ディアハイム根津１０３　 ショッピング ZN-0002-6303

ルナアースメトロ・エム後楽園店 文京区 春日１－２－３ ショッピング JS-0005-5396

GIANTS OFFICIAL S 文京区 春日１－２－３　メトロ・エム後楽園３Ｆ ショッピング JS-0005-5237

パンジ－ shop メトロ M 後楽園 文京区 春日１－２－３　メトロＭ後楽園３Ｆ　 ショッピング PK-0000-2643

モンソーフルール小石川店 文京区 小石川１－１７－１　エルアージュ小石川Ｂ－１０６　 ショッピング OT-0000-0129

JoliCoin 文京区 小石川１－９－１ ショッピング JS-0005-0567

Road － FactoryMIYABI 文京区 小石川３－２７－１６　フォルム小石川１０５ ショッピング JS-0000-7663

キャビンインザルームミョウガダニ 文京区 小石川５－２－２　　 ショッピング ZN-2000-0808

ブランドショップアイム本店 文京区 小石川５－４－４　六甲小石川ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7473

デカダンス ドュ ショコラ 茗荷谷ファクトリー 文京区 小石川５－６－９　ドミ小石川１Ｆ・Ｂ１Ｆ　 ショッピング AX-2000-0116

ブランドショップアイムレディス店 文京区 小日向４－２－３ ショッピング JS-0003-7402

フローリスト瑠 文京区 小日向４－７－２０ ショッピング JS-0002-5429

めがね屋 C．L．U．B． 文京区 水道１－５－１６　マスモトビル　 ショッピング ZN-0002-5035

コルテーゼ本郷 文京区 西片１－２－５ ショッピング JS-0003-4242

つり具すがも 文京区 千石１－２８－６　柳沢ビル１０１ ショッピング JS-0000-2502

コスメティックス・シミズ 文京区 千石１－２９－１０ ショッピング JS-0005-7799

関釣具店 文京区 千石２－１－３ ショッピング JS-0004-8881

川窪万年筆店 文京区 千石２－３１－７　 ショッピング SL-2000-3475

清村酒店 文京区 千石３－２９－２３ ショッピング JS-0005-6854

ひかわ調剤薬局 文京区 千石３－４－３　　 ショッピング PK-0000-1628

すがも薬膳薬局 文京区 千石４－２４－４ ショッピング JS-0002-2733

ジャイアントホビー 文京区 千石４－３８－１０　馬場ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-7584

ブティックドーラ 文京区 千石４－４３－６　　 ショッピング ZN-0002-3716

クリスタルジャパン 文京区 千石４－４６－１０　コロナ第２ビル　 ショッピング ZN-0002-2717

あめ細工吉原千駄木本店 文京区 千駄木１－２３－５　巴ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9075

リビアナコンティ 文京区 千駄木２－２１－６　汐見ビル１０１ ショッピング JS-0000-8380

SHIZ 千駄木店 文京区 千駄木２－３１－３　サンウッド文京１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3735

YUZURIHA 千駄木店 文京区 千駄木２－３４－５　クレスト千駄木１Ｆ左 ショッピング JS-0002-7322

MARINA 文京区 千駄木３－３３－７　ニューライフ千駄木１－１０１ ショッピング JS-0004-2288

ウルフズヘッド 文京区 千駄木３－３６－２ ショッピング JS-0003-6767

セプドール 文京区 千駄木３－４２－１６　芹沢店舗１Ｆ ショッピング JS-0000-0079

メガネのヤハギ 文京区 千駄木４－１３－６　アドリーム文京動坂１０４　 ショッピング ZN-2000-1775

あさひ薬局駒込店 文京区 千駄木５－４９－４　作田ビル１０１　 ショッピング ZN-2000-1329

槌屋服装店 文京区 大塚１－５－１８　　 ショッピング ZN-0002-5671

護国寺花屋 文京区 大塚５－４０－１ ショッピング JS-0003-9710

文京堂書店 文京区 湯島２－２９－５　文京堂ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6805

内保漆器店 文京区 湯島３－３５－５　　 ショッピング ZN-0002-6525

十字屋商店 文京区 湯島３－３５－８ ショッピング JS-0000-2321

ささり 文京区 湯島３－３５－９　白川ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2897
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竹内薬局天神下店 2 文京区 湯島３－３８－１３　坂東ビル　　 ショッピング PK-0000-0901

ビッグ・ヴィジョン 上野広小路店 文京区 湯島３－４１－４　 ショッピング SL-2001-1793

コダカ花店 文京区 湯島３－４１－４　　 ショッピング ZN-0002-6828

Δ Dreamers 文京区 湯島３－４２－８ ショッピング JS-0004-5108

CLOVER FLOWER 文京区 湯島３－４４－１　芦苅ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5491

喜屋本店 文京区 湯島３－４４－８ ショッピング JS-0002-3706

タントマリー湯島本店 文京区 湯島３－８－１ ショッピング JS-0003-1806

有限会社平野屋清太郎商店 文京区 湯島４－５－３ ショッピング JS-0003-0062

nico 文京区 湯島４－６－１２　湯島ハイタウンＢ１０３ ショッピング JS-0000-5635

手作り洋菓子ル・ボン・ヴィヴァン 文京区 白山１－３０－１０　赤池ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5635

アローラ 文京区 白山１－３３－２６　１Ｆ ショッピング JS-0004-4217

ラブフラワー白山店 文京区 白山１－３３－８　朝日白山マンション１０５　 ショッピング ZN-0002-6845

メガネファイブ 文京区 白山１－３７－２　 ショッピング SL-2000-9737

［HC］有限会社島村電機商会 文京区 白山３－５－２ ショッピング JS-0003-4200

クイックフォト 35 巣鴨店 文京区 白山４－３７－２９　パール白山１０２　 ショッピング ZN-0002-2544

水道橋駅前薬局 文京区 本郷１－１４－８　丸山ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6353

花想容 文京区 本郷１－２５－５　見学ビル８Ｆ ショッピング JS-0001-1131

ダイニングバー＆ジュエリー YouMe 文京区 本郷１－２７－８ ショッピング JS-0002-1719

マーシャルワールド水道橋店 文京区 本郷１－４－１１　岡野ビル ショッピング JS-0001-3903

（株）アサオ工芸 文京区 本郷２－２６－１１　種苗会館 ショッピング JS-0000-1839

マルセイユ靴店 文京区 本郷４－１－３　　 ショッピング ZN-0002-5899

コルチトーン補聴器 文京区 本郷４－１－５　　 ショッピング ZN-2000-2041

ファイヤーハウス 文京区 本郷４－５－１０ ショッピング JS-0005-9590

扇屋 文京区 本郷５－２６－５　東大赤門前 ショッピング JS-0000-1863

ねこウサギ堂 文京区 本郷７－２－２　本郷Ｍ．Ｔ．ビル．１Ｆ ショッピング JS-0000-4738

寝具専門店ふじはし 文京区 本駒込１－１－１６　 ショッピング SL-2000-2310

寿々薬局 文京区 本駒込１－１－８　　 ショッピング PK-0000-8957

アオアシカフェ 文京区 本駒込１－２－５　ルネ文京白山１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2971

パティスリ－シモン 文京区 本駒込１－３－３　　 ショッピング PK-0000-1524

本郷通り星薬局 文京区 本駒込１－６－１６－１０２ ショッピング JS-0004-7359

マナクロス BIO 文京区 本駒込２－２８－１　Ｂ－１８０７　 ショッピング SL-2000-7820

ゴルファーズトラスト 文京区 本駒込４－３６－９－１０１　ルシック本駒込 ショッピング SL-2000-0412

ジュピターコーヒー動坂店 文京区 本駒込４－４１－４ ショッピング JS-0004-7301

趣味の園芸と雑貨 山竹 文京区 本駒込４－４２－１　 ショッピング SL-2000-7708

テーラー渡辺 文京区 本駒込５－７－１４ ショッピング JS-0002-8827

T’sSHOP 文京区 本駒込６－１５－１０　スカイブルー六義園１Ｆ ショッピング JS-0002-4467

honobono 文京区 本駒込６－１５－３　　 ショッピング ZN-0002-6141

コルテーゼ駒込 文京区 本駒込６－１７－２１ ショッピング JS-0003-4241

有限会社ゴロウ 文京区 本駒込６－４－２　　 ショッピング ZN-0002-7036

本田薬局　一丁目店 文京区 目白台１－２３－６　　 ショッピング PK-0000-8435

Komachi Tokyo  otowa 店 文京区 音羽１－１－７ サービス SL-2000-8457

ボニータ 文京区 音羽１－２０－１６　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7729

美容室スウリー！ 文京区 関口１－３－６　アビタット１Ｆ　 サービス ZN-0002-8631

プレミアム・ヘア・サロン HIROKI 文京区 向丘１－１０－２　ザ・プラザ・オーベル白山 サービス JS-0002-6966
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クリーニングショップ ブラン 文京区 小石川１－１６－９ サービス JS-0001-4060

サンデークリーニング 文京区 小石川１－１７－１－Ｂ１０７号 サービス JS-0004-3550

大坂整骨院小石川院 文京区 小石川２－２４－１６　クオリア小石川１０２ サービス JS-0004-3518

リフォメックス春日店 文京区 小石川３－２７－１６－１０３　　 サービス ZN-0002-5257

ユナイテッド文京パーク動物病院 文京区 小石川３－３０－１１　クレール小石川１Ｆ サービス JS-0003-2322

GoldenRetrieverGarden （ゴールデン・レトリバー・ガーデン） 文京区 小石川３ー１９ー１３　ＫＴビルＢ１Ｆ サービス SL-2000-5589

CMS 茗台薬局 文京区 小石川４－２０－３ サービス JS-0003-2524

リノスクロール〔LinoScroll〕 文京区 小日向４－６－２２　フォレストヒルズ小日向３０３　 サービス ZN-0002-3174

茗荷谷クラーレ鍼灸整骨院 文京区 小日向４－７－１７ サービス JS-0003-1637

SENGOKU 本店 文京区 千石４－３７－１８　　 サービス ZN-0003-1630

リフォメックス千石店 文京区 千石４－３９－２１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-5256

ストレッチ専門店ストレチックス千石店 文京区 千石４－３９－２１　Ｈ－ｐｌｕｓビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-5188

ウルワシ堂 文京区 千駄木３－４０－１５　１Ｆ サービス JS-0000-8252

ケープルヴィル 文京区 千駄木３－４２－７ サービス JS-0001-7294

ZERO 文京区 千駄木３－５０－１５　　 サービス ZN-0002-8630

ホワイト急便モンテシト団子坂店 文京区 千駄木５－４－１　第２タカヤマホームズ１Ｆ サービス JS-0005-6818

Beautism 文京区 大塚２－１－１３ サービス JS-0001-8642

Tener 文京区 大塚３－１－６　ひまわりビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8632

hairloungenico 文京区 大塚３－９－５　宮本ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8633

千石ウナギ整骨院 文京区 大塚４－１－１４－１０１ サービス JS-0005-6347

ヘアープラッツ悠雅 文京区 大塚５－２－７　１Ｆ サービス JS-0003-7534

Salon Work didi 文京区 大塚５－７－１１　パレド－ル文京メトロプラザ第一１０６ サービス SL-2000-9486

URARUKA 文京区 大塚５－７－１３　　 サービス ZN-0002-8625

nailsalonbling － bling 文京区 大塚５－９－４ サービス JS-0003-3806

pikakeatelier 文京区 湯島３－１０－９　高橋ビル１Ｆ サービス JS-0003-6693

nail salon Lavender 文京区 湯島３－３５－１０　５Ｆ サービス JS-0003-0512

株式会社 愛ネイル 文京区 湯島３－３７－２　雄山ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-6043

愛ネイル上野御徒町 文京区 湯島３－３７－２　雄山ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-2379

Viii 上野店 文京区 湯島３－３８－１０　ドン・キホーテ上野店５Ｆ　 サービス ZN-0002-8637

癒し空間ナチュラルスタイル 文京区 湯島３－４１－４　松山ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4432

竹内調剤薬局 湯島店 文京区 湯島４－１－２１ サービス JS-0001-4994

アーイナレア 文京区 白山１－２０－５　１Ｆ サービス JS-0005-5717

Perpanas ペルパナス 文京区 白山１－３６－１３　１Ｆ　 サービス SL-2000-2795

スミレ薬局 茗荷谷店 文京区 白山３－３－４－１０１ サービス JS-0004-3935

pokke cut 文京区 白山４－３７－２４　横山ビル１Ｆ サービス JS-0002-8156

Ram 文京区 白山５－１９－９　グローバル白山１Ｆ サービス JS-0004-0849

グラン アルブル 文京区 白山５－２２－７　大木ビル１Ｆ サービス SL-2000-2528

ストレッチ専門店ストレチックス白山店 文京区 白山５－３６－１４　マガザン白山２Ｆ　 サービス ZN-0002-5177

Beautism moon 文京区 本郷２－２８－４　ＥＯＮビル１Ｆ サービス JS-0001-8723

RicosDays 文京区 本郷２－２９－１０　日原ビル１０２　 サービス PK-0000-1913

ムサシノクリーニング本郷三丁目店 文京区 本郷３－１９－６　ワイユービル１Ｆ サービス JS-0004-8782

アピアランスサポートセンター TOKYO 文京区 本郷３－２－３　斉藤ビル サービス JS-0004-0646

ビューティズム クロック 文京区 本郷４－２４－５　春日ビル２Ｆ サービス JS-0003-2049

理容チャンピオン 文京区 本郷４－３７－９　　 サービス ZN-2000-0994
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加盟店名 所在地 ジャンル

文京療術センター 文京区 本駒込４－３９－２ サービス JS-0001-1211

ムサシノクリーニング本駒込店 文京区 本駒込６－２５－１ サービス JS-0004-8466

カラオケ WAVE 文京区 小石川１－１１－１３　新香園ビル６Ｆ　 エンターテインメント ZN-0000-6624

カラオケマック上野広小路店 文京区 湯島３－４１－１２　上野イレブンビル　 エンターテインメント ZN-0000-6999

エステサロン マーキュリー 文京区 千駄木２－３３－７　こすもす千駄木２Ｆ その他 SL-2000-4535

オフィス・エコ 秋葉原店 文京区 湯島１－２－４　１Ｆ その他 SL-2001-1251

あん庵 文京区 湯島３－３６－８　吉田ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-0481

漢方専門 後楽堂薬局 文京区 本郷１－２５－５　見学ビル１Ｆ その他 SL-2000-2624


