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［中央区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ちょぼや 中央区 京橋１－１４－１　中山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6284

ワタベ 中央区 京橋１－１４－５　土屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2349

個室会席北大路八重洲茶寮 中央区 京橋１－２－５　京橋ＴＤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1687

都鳥京橋店 中央区 京橋１－４－１０　　 飲食店 ZN-0000-1718

一の倉 中央区 京橋１－４－１３　セントラル京橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1927

Babelico 中央区 京橋１－４－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3608

縁喜 中央区 京橋１－５－１　昌平ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2493

つくね京橋店 中央区 京橋１－６－１３　金曜ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1876

八重洲とり安 中央区 京橋１－６－８　コルマ京橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1930

地酒十割そばみや美 中央区 京橋２－１１－５　バインセントラルビル１０２　 飲食店 ZN-0000-2179

レストランサカキ 中央区 京橋２－１２－１２　　 飲食店 ZN-0000-1979

ほうらい鮨 中央区 京橋２－１２－９　５５－１京橋　 飲食店 ZN-0000-2265

SCHMATZ 京橋エドグラン 中央区 京橋２－２－１ 飲食店 JS-0005-9946

京すし 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグラン１Ｆ 飲食店 JS-0002-7878

鶏味座京橋エドグラン店 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグラン１Ｆ 飲食店 JS-0004-4014

TAVERNA UOKIN 京橋 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグラン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1807

ぐりるてる 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグラン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2422

個室会席 北大路 京橋茶寮 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグラン５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3112

蕎麦きり京橋山茂登 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグランＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8119

BluePapaya 京橋エドグラン店 中央区 京橋２－２－１　京橋エドグランＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0218

国泰飯店 中央区 京橋２－４－１２　京橋第一生命ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2202

シェ・イノ 中央区 京橋２－４－１６　明治製菓本社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1984

ラ・ボンヌ・ヌーベル 中央区 京橋２－５－３　西村ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2041

まんまる 中央区 京橋２－６－１３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-7542

京橋モト 中央区 京橋２－６－１３　イーストビル　 飲食店 ZN-0000-2345

日本橋焼餃子極京橋舘家 中央区 京橋２－６－１３　イーストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2372

京ばしとり安 中央区 京橋２－６－１４　　 飲食店 ZN-0000-1932

京橋紅葉川 中央区 京橋２－８－１０　丸茶ビル１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1900

SKILLET ＆ WINE 京橋 ZION 中央区 京橋２－９－１２　日本工築１号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0637

新世界 中央区 京橋２－９－１２　日本工築１号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1754

太樹苑銀座店 中央区 京橋３－３－１３　平和ビル３号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1755

銀座焼肉 うっしっし 中央区 京橋３－３－１４　京橋ＡＫビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3938

金の独楽 中央区 京橋３－４－４　　 飲食店 ZN-0000-2411

銀 zero 中央区 京橋３－４－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2412

雪園京橋店 中央区 京橋３－６－３　　 飲食店 ZN-0000-1953

世界食堂 Transit 中央区 京橋３－７－１　相互館１１０タワーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7395

ガイ 中央区 京橋３－９－９　ウィンド京橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2501

卯ノ月銀座店 中央区 銀座１－１３－４　銀座片桐ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2139

いしづか 中央区 銀座１－１３－８　ハウビス５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2129

寿司割烹植田 中央区 銀座１－１４－１０　松楠ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2230
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鮨たかはし 中央区 銀座１－１４－１４　森川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2167

ラパンサ 中央区 銀座１－１５－８　銀座耀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2420

エベレストダイニングバー 中央区 銀座１－１８－２　　 飲食店 ZN-0000-2147

BAR アイラ島 銀座 中央区 銀座１－１９－１２　銀座グラスゲート１Ｆ 飲食店 AL-0000-0163

流石琳 中央区 銀座１－１９－１２　理研ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2148

ラ・バイア 中央区 銀座１－１９－１４　広徳ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2383

備長炭やいこる銀座店 中央区 銀座１－１９－３　ウィステリアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1791

肉酒場バーグマン 中央区 銀座１－２０－１０　トマトハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2513

ブルーアイズ 中央区 銀座１－２０－１５　前田山陽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3836

かがやき 中央区 銀座１－２０－２　　　 飲食店 ZN-2000-5373

すし屋の勘兵衛 中央区 銀座１－２０－７　第一滝口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1678

銀座長寿庵 中央区 銀座１－２１－１５　第一銀長ビル　 飲食店 ZN-0000-2612

SOYA 中央区 銀座１－２２－１２　　 飲食店 ZN-0000-1805

縁 中央区 銀座１－２２－１２　　 飲食店 ZN-0000-1815

みくり 中央区 銀座１－２７－１１　葵ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2377

てんぷら天朝 中央区 銀座１－２７－８　セントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1929

UOKIN PICCOLO 銀座店 中央区 銀座１－３－６　銀座ベラメンテ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1806

岩戸 銀座店 中央区 銀座１－５－１　第３太陽ビル 飲食店 JS-0002-7248

銀座さかなさま 中央区 銀座１－５－１０　銀座ファーストファイブビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2124

マルウシミート銀座本店 中央区 銀座１－５－１０　銀座ファーストファイブビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0957

GRAN BLANC 中央区 銀座１－５－１０　銀座ファーストファイブビル９Ｆ１０Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2410

仲巳屋銀座店 中央区 銀座１－５－２　西勢ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2549

韓国味工房 EIKO 銀座本店 中央区 銀座１－５－２　西勢ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2257

銀座い組 中央区 銀座１－５－７　アネックス２．フクジンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1899

MERI PRINSIPESSA 中央区 銀座１－６－１０　上一ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1884

一乗寺 中央区 銀座１－６－１４　　 飲食店 ZN-0000-2093

銀座天春 中央区 銀座１－６－７ 飲食店 JS-0002-8147

がんこ銀座一丁目店 中央区 銀座１－７－１０　ヒューリック銀座ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ　 飲食店 AX-0000-0284

銀座・和ダイニング はなび 中央区 銀座１－７－１６　扶桑ビル　　 飲食店 ZN-0000-2103

DONSdelaNATURE 中央区 銀座１－７－６　河合ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0534

ギンザ シェトモ 中央区 銀座１－７－７　ポーラ銀座ビル１１・１２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1696

レイ家菜銀座 中央区 銀座１－７－７　ポーラ銀座ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2490

KOKO 炉 中央区 銀座１－８－７　ＶＯＲＴ銀座ＤＤＩＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5729

ジョーズシャンハイ NY 銀座店 中央区 銀座１－９－１３　銀座柳通りビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1746

ぎんざ姿 中央区 銀座１－９－１８　ぎんざ姿ビル　 飲食店 SL-2000-9333

いちふじ 中央区 銀座１－９－５　池田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2178

銀座大石 中央区 銀座２－１０－１１　マロニエ通り銀座館２Ｆ 飲食店 JS-0005-2194

マルウシミート銀座 2 丁目店 中央区 銀座２－１１－８　第２２中央ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1923

銀座いち分 中央区 銀座２－１３－１９　銀座アルカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2502

ピッツェリアイルビアンコ 中央区 銀座２－１３－６　東二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1711

蕎麦 流石 中央区 銀座２－１３－６　東二ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2150

銀座うち山セントラルキッチン 中央区 銀座２－１４－１６　銀座２丁目レジデンスＢ１－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-2227

FLATTO 中央区 銀座２－１６－７　電通恒産第３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8260

麻辣川府 中央区 銀座２－２　銀座インズ２　２Ｆ 飲食店 ZN-2000-7201
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チャオタイ銀座店 中央区 銀座２－２　銀座インズ２　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2034

RAGE COFFEE BAR 中央区 銀座２－３－１８　銀座高孝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1736

お料理志ぶう 中央区 銀座２－４－１９　千里軒ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2511

カフェバーユーズ 中央区 銀座２－４－２　誠佳ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1820

櫓庵治 銀座店 中央区 銀座２－５－１９　７Ｆ 飲食店 JS-0002-5384

四川名菜　GINZA 川府 中央区 銀座２－６－９　Ｇｉｎｚａ２６９ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2211

北京カォ鴨店銀座 中央区 銀座２－８－１２　ユニデン銀座５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2974

北京ダック専門店銀座 中央区 銀座２－８－１２　ユニデン銀座６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2392

銀座しのはら 中央区 銀座２－８－１７　ハビウル銀座２Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7606

石松亭 中央区 銀座３－１０－１４ 飲食店 JS-0000-1886

Rire  Ginza 中央区 銀座３－１０－１４　東銀１ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-3945

PizzeriaVomero 中央区 銀座３－１０－８　銀座ＮＫＣビル　 飲食店 ZN-0000-1863

いろり家本店 中央区 銀座３－１１－１１　銀座参番館２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1811

バー・ジン 中央区 銀座３－１１－１６　Ｇ３ギンザビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0577

BAR 銀座きりぎりす 中央区 銀座３－１１－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5390

時喰み 中央区 銀座３－１１－６　鈴木ビル２Ｆ－５号室　 飲食店 ZN-2000-4554

刀削麺園 中央区 銀座３－１２－１　　 飲食店 ZN-0000-2616

Trattoria Baffo 中央区 銀座３－１２－５　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1942

ヴァニラヴァー 中央区 銀座３－１２－５　宏和ビル　　 飲食店 ZN-0000-1752

VINIESALAME 中央区 銀座３－１２－８　伏谷ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6573

徳うち山 中央区 銀座３－１２－９　第１タチバナ銀座ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2580

鮨ふじ田 中央区 銀座３－１３－５　新山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2213

銀座貴 中央区 銀座３－１３－６　山陽銀座ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2584

いろり家別邸 中央区 銀座３－１３－７　山田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1810

巧匠 中央区 銀座３－１４－１０　第一恒産ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2073

カフェ＆グルメバーふらいぱん 中央区 銀座３－１４－１６　第２ミズホビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1987

Fumi 中央区 銀座３－１４－１６　第二ミズホビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5150

石挽 中央区 銀座３－１４－１７　ｋｏｂｉｋｉｓｓＧｉｎｚａ２０１　 飲食店 PK-0000-0866

すし小川 中央区 銀座３－１４－１８　小野寺ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1959

ルヴァンドゥー 中央区 銀座３－３－１２　ギンザビルディングＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-2583

ラサ・マレーシア 中央区 銀座３－３－６　銀座モリタビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2595

鳥バカ一代 中央区 銀座３－３－８　　 飲食店 ZN-0000-1717

ホルモンでですけ 中央区 銀座３－３－９　金子ビル　　 飲食店 ZN-0000-1682

ヒルズダイニング 中央区 銀座３－３－９　松岡銀座ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2572

ヒルズバー 中央区 銀座３－４－１６　ギンザサニービル　 飲食店 ZN-2000-4405

裏 NO 庭 銀座店 中央区 銀座３－４－１７　銀座オプティカビル４Ｆ．５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1703

リストランテクロディーノ 中央区 銀座３－４－１７　銀座オプティカビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1762

銀座鮨一 中央区 銀座３－４－４　大倉別館１Ｆ 飲食店 JS-0000-1258

銀座水野 中央区 銀座３－４－５　銀三ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-1731

KAZAN 中央区 銀座３－４－６　正隆銀座１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2360

GOSS 中央区 銀座３－４－６　正隆銀座１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2362

銀座スイス 中央区 銀座３－５－１６ 飲食店 JS-0005-0846

別邸竹の庵 中央区 銀座３－７－１３　成田屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1912

GINZASCHEVENINGEN 中央区 銀座３－７－１３　成田屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2186
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山形田 中央区 銀座３－８－１５　アパ銀座中央ビルＢ１ 飲食店 JS-0000-4395

銀座羊屋はなれ 中央区 銀座３－８－８　太郎坊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1749

イタリアンバールバッカスのさら 中央区 銀座３－８－８　太郎坊ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2627

北大路 銀座茶寮 中央区 銀座３－９－１１　紙パルプ会館Ｂ１　 飲食店 ZN-2000-7136

ルヴァン エラヴィアンド 中央区 銀座３－９－１８　東銀座ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1716

板前バル銀座店 中央区 銀座３－９－１８　東銀座ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1121

馬菜 中央区 銀座３－９－４　草野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1728

dessemasse 中央区 銀座３－９－４　第一文成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2468

あらた 中央区 銀座４－１０－１　ＨＯＬＯＮ－ＧＩＮＺＡ９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9544

寛幸 中央区 銀座４－１０－１　ホロンギンザ６Ｆ 飲食店 JS-0002-1188

銀座ゆう 中央区 銀座４－１０－１６　シグマ銀座ファーストＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2100

漁師直買鮮魚と熟成赤身牛魚牛 中央区 銀座４－１０－２　　 飲食店 ZN-0000-0628

Riz LaboKitchen 銀座店 中央区 銀座４－１０－５　東急スティ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2323

暫亭木挽町店 中央区 銀座４－１１－１２　港北ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5596

炭火串焼銀座荻 中央区 銀座４－１２－１　ＧＩＮＺＡ１２　３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6057

銀座かしわ 中央区 銀座４－１２－１　銀座１２ビル１１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2564

鎌倉以ず美 GINZA 中央区 銀座４－１２－１　銀座１２ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2558

越後屋八十吉 東銀座 中央区 銀座４－１３－１１　　 飲食店 ZN-0000-1910

魚菜料理赤井 中央区 銀座４－１３－１６　若月ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2045

OSAKA きっちん 中央区 銀座４－１４－１９　銀座グレートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2182

花れん 5 中央区 銀座４－１４－２　三宝ビル 飲食店 JS-0000-5436

銀座 蟹みつ 中央区 銀座４－２－１２　銀座クリスタルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2294

桃杏樓 銀座数寄屋橋店 中央区 銀座４－２－１２　銀座クリスタルビル７Ｆ 飲食店 AX-0000-0302

綾 中央区 銀座４－３－１２　銀座伊藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2465

BarORIGIN 中央区 銀座４－３－５　ハトリビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0641

てんぷら阿部 中央区 銀座４－３－７　銀座スバルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1685

銀座 L’e’crin 中央区 銀座４－５－５　ミキモト銀座４丁目本店Ｂ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2445

銀座夜市 中央通り店 中央区 銀座４－６－１８　銀座アクトビル　 飲食店 ZN-0000-2495

鉄板懐石ふく 中央区 銀座４－８－１１　善隣ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2464

インド料理ムンバイ 銀座店 中央区 銀座４－８－１１　善隣ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-2053

こはち 中央区 銀座４－８－１１　善隣ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2329

和もと 中央区 銀座４－８－１２　コチワビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0559

魚真銀座店 中央区 銀座４－８－１２　銀座コチワビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1880

香港ダイニング九龍 中央区 銀座４－８－２　三福ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2591

築地おつぼ銀座店 中央区 銀座４－９－６　三原橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1938

銀座 ふる田 中央区 銀座５－１０－１１　川島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1936

割烹津乃 中央区 銀座５－１０－１１　川島ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2361

プレミアムレストラン東京 金のダイニング 中央区 銀座５－１０－１３　東洋ライスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2992

トルコレストランサライ銀座店 中央区 銀座５－１０－６　第一銀座ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2153

ロテスリーレカン 中央区 銀座５－１１－１　　 飲食店 ZN-0000-2237

ふぐ福治 中央区 銀座５－１１－１３　幸田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1774

BARELGIN 中央区 銀座５－１－１６　西山興業西銀座ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7533

玉海力 銀座店 中央区 銀座５－１３－１９　デュープレックスタワー銀座８Ｆ 飲食店 JS-0003-2013

鮨やまけん 中央区 銀座５－１３－１９　デュープレックスタワー銀座９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5777
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炙り場ごち惣家 中央区 銀座５－１４－１４　サンリット銀座ビル２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2223

馳創吼龍 中央区 銀座５－１４－１４　サンリット銀座ビル３－５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6043

但馬牛倶楽部炉釜炭焼ステーキ一宮 中央区 銀座５－１４－１４　サンリット銀座ビル３－８Ｆ 飲食店 JS-0005-1893

銀座くどう 中央区 銀座５－１４－１４　サンリット銀座ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1828

夜波来銀座店 中央区 銀座５－１４－１４　サンリット銀座ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2642

銀座伴助 中央区 銀座５－１４－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1793

日本料理和貴 中央区 銀座５－１４－９　石和田ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2426

東方一角銀座店 中央区 銀座５－１５－１８　銀座東新ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1745

エスコフィエ 中央区 銀座５－４－１５ 飲食店 JS-0003-8784

鮨板井 中央区 銀座５－４－１５　エフローレビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1732

あまくさ 中央区 銀座５－４－５　与板屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1708

オステリアマラテスタギンザ 中央区 銀座５－４－８　銀座カリオカビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2628

Printaniere 春 中央区 銀座５－５－１０　銀座マルシマビル６Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-4889

醍醐銀座店 中央区 銀座５－５－１１　本不動産ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2415

小熊 中央区 銀座５－５－１３　坂口ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-7866

鰤門 中央区 銀座５－５－１３　坂口ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2363

てんぷら近藤 中央区 銀座５－５－１３　坂口ビル９Ｆ 飲食店 JS-0002-9405

kuma3 中央区 銀座５－５－１４　ＪＰＲ銀座並木通りビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-7579

銀座ふく太郎 中央区 銀座５－５－８　西五番街坂口ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1572

銀座かつかみ 中央区 銀座５－６－１０　銀座ミヤコビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2599

BardeEspanaVirgo 中央区 銀座５－６－１３　西五番街ビル　 飲食店 ZN-0000-0629

銀座竹の庵 中央区 銀座５－６－１３　西五番街ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1911

神 ’sBar 中央区 銀座５－６－１４　４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4465

銀座鮨わたなべ 中央区 銀座５－６－１４　銀座ビルディング３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2180

G － lounge クリハラスポーツ用品店 中央区 銀座５－６－８　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7663

DOGGYS 中央区 銀座５－６－８　ガンモクビル１、２Ｆ 飲食店 JS-0001-5498

神戸プレジール銀座 中央区 銀座５－８－１　銀座プレイス１１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8075

トラジ銀座コア店 中央区 銀座５－８－２０　コアビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0202

おもき離れ銀座店 中央区 銀座５－８－９　ＢＩＮＯ銀座４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1783

ZION 銀座店 中央区 銀座５－９－１　銀座コティービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0638

銀座やさ 中央区 銀座５－９－１３　菊正ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-2563

トルコレストランコンヤ 中央区 銀座５－９－１３　銀座菊正ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0550

GINZA KUKI 中央区 銀座５－９－１６　ＧＩＮＺＡ－Ａ５　 飲食店 ZN-0000-2058

銀座一興 中央区 銀座５－９－１７　あずまビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2528

焼鳥雅流 中央区 銀座５－９－１９　ＭＣビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6387

グラマシーテーブル 中央区 銀座５－９－５　　 飲食店 ZN-0000-1892

ティルナノーグ 中央区 銀座５－９－５　チアーズ銀座Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6668

Avotresanteendo 中央区 銀座５－９－５　田創館ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1908

ブション・ドール 中央区 銀座５－９－５　田創館ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1693

ふく 中央区 銀座６－１２－１　矢口ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7401

boonboon 中央区 銀座６－１２－１２　銀座ステラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3437

野巣里 中央区 銀座６－１２－１２　銀座ステラビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2222

LACUCINAQBE 久兵衛 中央区 銀座６－１２－１４　銀緑館５Ｆ 飲食店 JS-0004-4489

すし玄 中央区 銀座６－１２－１４　松岡銀緑館８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1723



6 2020/9/21

［中央区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ワインサロン村瀬 中央区 銀座６－１２－１５　　 飲食店 ZN-0000-1946

銀座まつだ 中央区 銀座６－１２－１５　ＣＯＩ銀座６１２Ｂ１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-2193

LAURORA 中央区 銀座６－１２－１６　銀座片桐ビル２－３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1488

すし処央 中央区 銀座６－１２－１６　片桐ビル２－５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1867

からくに家銀座店 中央区 銀座６－１２－１７　片桐ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5869

銀座すし和 中央区 銀座６－１２－２　東京銀座ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1933

鉄板焼き宮ちゃん 中央区 銀座６－１２－２　東京銀座ビルディングＢ１Ｆ－００７　 飲食店 ZN-0000-2451

東方一角銀座別館 中央区 銀座６－１３－１６　銀座ウオールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2074

牛庵 中央区 銀座６－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-1818

銀座こびき 中央区 銀座６－１６－６　　 飲食店 ZN-0000-2245

寿司割烹佃屋 中央区 銀座６－１６－６　坂口銀座ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2115

オストレア銀座コリドー通り店 中央区 銀座６－２－１　ＤＡＩＷＡ銀座ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2646

魚ラウンジ 中央区 銀座６－２－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2398

I’m 中央区 銀座６－２－６　Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0004-1806

ぎんざ秀 中央区 銀座６－２－６　ウエストビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1529

悠 中央区 銀座６－２－６　ウエストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2565

ぱどっく 中央区 銀座６－２－６　ウエストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0034

ルルヴェ 中央区 銀座６－２－６　ウエストビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0344

銀座渡邉 中央区 銀座６－２－６　銀座ウエストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2620

THEDOCKS 中央区 銀座６－２－６　銀座ウエストビル６Ｆ（５）　 飲食店 ZN-2000-3939

東生園 中央区 銀座６－２－７　　 飲食店 ZN-0000-1981

デリー銀座店 中央区 銀座６－３－１１　西銀座ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-5507

炭火焼肉 トラジ 銀座 6 丁目店 中央区 銀座６－３－１１　西銀座ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0191

銀座鳥幸 中央区 銀座６－３－１１　西銀座ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2086

銀座穂の河 中央区 銀座６－３－１１　西銀座ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1438

銀熊茶寮 中央区 銀座６－３－１１　西銀座ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2219

銀座おちょぼ 中央区 銀座６－３－１２　数寄屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5626

銀座バーパラハ 中央区 銀座６－３－１５　長谷第２ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4238

すし有路 中央区 銀座６－３－１５　長谷第二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6631

酒処 おったん 中央区 銀座６－３－１６　泰明ビル本館１Ｆ 飲食店 JS-0002-5854

Highcollar 中央区 銀座６－３－１６　泰明ビル本館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1857

しぇりークラブ 中央区 銀座６－３－１７　悠玄ビル２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1968

鮨さえき 中央区 銀座６－３－１８　Ｌａ．Ｌａ．Ｇｒａｎｄｅ　ＧＩＮＺＡ２Ｆ 飲食店 ZN-2000-2667

barDolphy 中央区 銀座６－３－５　小池ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6321

東京 My PLEASURE 中央区 銀座６－３－５　第２　ソワレ．ド．ビル５Ｆ　 飲食店 SL-2000-8773

惟居 中央区 銀座６－３－７　ＡＯＫＩタワービル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2543

橋 中央区 銀座６－３－７　アオキタワービルＢＦ　 飲食店 ZN-0000-2199

BAR 銀座六丁目 13．5 中央区 銀座６－３－８　オスカーＫＢビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3104

Sun － mi 高松本店 3F ル・ボヌール 中央区 銀座６－３－９　　 飲食店 ZN-0000-1766

Sun － mi 高松本店 7F ブリアン 中央区 銀座６－３－９　　 飲食店 ZN-0000-1767

Sun － mi 高松本店 8F サントウベルトス 中央区 銀座６－３－９　　 飲食店 ZN-0000-1768

Sun － mi 高松本店 5F 紫雲 中央区 銀座６－３－９　　 飲食店 ZN-0000-1769

Sun － mi 高松本店 4F 香川 中央区 銀座６－３－９　　 飲食店 ZN-0000-1771

カフェ ラ・ボエム 銀座 中央区 銀座６－４－１　東海堂銀座ビルＢ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0080
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より道 中央区 銀座６－４－１０　銀座シンヨービル５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-3266

PureHeart 中央区 銀座６－４－１０　銀座シンヨービル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5845

たじま 中央区 銀座６－４－１２　ＫＮビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2170

おでん Bar ござい 中央区 銀座６－４－１４　ＨＡＯビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-8320

ご当地酒場 中央区 銀座６－４－１５　トニービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0866

がんだれ 中央区 銀座６－４－１５　銀座数寄屋橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1990

トラットリアドルチェヴィータ 中央区 銀座６－４－１６　花椿ビル　　 飲食店 ZN-0000-2538

酒亭 字 中央区 銀座６－４－１６　花椿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1505

リトリートバー MOD 中央区 銀座６－４－１６　花椿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0028

銀座創龍 中央区 銀座６－４－１８　アキシドピアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2063

銀座田でん 中央区 銀座６－４－１８　マキシドピアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6962

上杉銀座本店 中央区 銀座６－４－３ 飲食店 JS-0005-8507

ろばた〔呂者堂〕 中央区 銀座６－４－５　土屋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7067

島津亭 中央区 銀座６－４－８　ニューギンザビル３号館４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1963

クリオス 中央区 銀座６－４－８　ニューギンザビル３号館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5365

BAR 大内 中央区 銀座６－４－８　曽根ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8991

伽藍 Bar 中央区 銀座６－４－８　曽根ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0426

クラシックサロン花組 中央区 銀座６－５－１１　丸源１５ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0618

NoDanNa 中央区 銀座６－５－１２ 飲食店 JS-0005-9030

新広東菜嘉禅 中央区 銀座６－５－１３　銀座美術館２Ｆ 飲食店 JS-0003-7891

吾幸 中央区 銀座６－５－１４　銀座能楽堂ビル別館７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2416

茂松 中央区 銀座６－５－１５　銀座能楽堂ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2369

天ぷら 茂竹 中央区 銀座６－５－１６　三楽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8130

銀座金時 中央区 銀座６－５－１６　三楽ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3857

P．ELA 中央区 銀座６－５－１６　三楽ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5972

ピクシー 中央区 銀座６－５－８　エルドールビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4291

銀座鮨おじま 中央区 銀座６－６－１９　新太炉ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2409

あわびの源太 中央区 銀座６－７－１８　デイム銀座　Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7195

割烹 美也 中央区 銀座６－７－１９　ミクニ銀座ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-3084

銀座 鮨青木 本店 中央区 銀座６－７－４　　 飲食店 ZN-0000-1675

莉苑 中央区 銀座６－７－６　細野ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2122

銀座くろ寿 中央区 銀座６－７－６　西六ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1905

Daddy 中央区 銀座６－７－９　丸喜ビル５０３　 飲食店 ZN-2000-1116

KUROBE 中央区 銀座６－８－６　木の実ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1760

広東名菜赤坂璃宮銀座店 中央区 銀座６－８－７　交詢ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1434

LaCouronne 中央区 銀座６－９－１３　第１ポールスタービル４Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0004-1087

銀座和らん 中央区 銀座６－９－１３　第一ポールスタービル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2250

来夢来人 中央区 銀座６－９－１４　方圓ビル４Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3053

六丁目蟹みつ 中央区 銀座６－９－３　銀座ＡＫビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6318

ナタラジ銀座店 中央区 銀座６－９－４　銀座小阪ビル７～９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1832

懐食 みちば 中央区 銀座６－９－９　かねまつビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2554

YAKINIKUEXCELLENT 中央区 銀座６－９－９　銀座かねまつビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0170

銀座じゃのめ本店 中央区 銀座７－１０－１２　第二柳屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2370

銀座羊屋 銀座七丁目店 中央区 銀座７－１１－１０　２Ｆ　銭形ビル　 飲食店 ZN-2000-1571
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和食処だべ屋 中央区 銀座７－１１－１０　銭形ビルＢ１・Ｂ２　 飲食店 ZN-2000-5641

天ぷらやす田 中央区 銀座７－１１－１１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2610

青山シャンウェイ銀座 中央区 銀座７－１２－５　銀星ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2608

尹家 中央区 銀座７－１３－２　ティアラグレイス銀座タワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2419

BASK J 中央区 銀座７－１３－２　ティアラグレイス銀座タワー３Ｆ 飲食店 JS-0002-3956

Sun － mi 高松 七丁目店 中央区 銀座７－１３－２０　銀座中村ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1770

銀座夜市 中央区 銀座７－１３－２０　中村ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-2376

バーフェレス 中央区 銀座７－１３－２２　友野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1455

銀座 香季庵 中央区 銀座７－１４－７　共栄銀座７－ビル１・２Ｆ　 飲食店 SL-2001-0975

大和屋三玄銀座店 中央区 銀座７－１５－７　クオリアやま祢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6405

島どうふ 中央区 銀座７－１５－８－１０１　　 飲食店 ZN-0002-5384

銀座ひらやま 中央区 銀座７－１７－１　銀座武蔵野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7654

レストランイスタンブール銀座店 中央区 銀座７－２ 飲食店 JS-0002-7057

談笑屋 銀座店 中央区 銀座７－２　銀座コリドー１１４　 飲食店 ZN-2000-0669

紅れや銀座コリドー店 中央区 銀座７－２　銀座コリドー２０７　 飲食店 ZN-0000-1913

銀座玄海鮨 桜 中央区 銀座７－２－１１　横須賀第５ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2071

銀座玄海鮨 桜フロア 中央区 銀座７－２－１１　横須賀第５ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2542

vitaminG 中央区 銀座７－２－１１　横須賀第５ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1894

桜 VIP 中央区 銀座７－２－１１　横須賀第５ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5194

レサシエル 中央区 銀座７－２－１１　菊村ビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-4316

おそば照庵 中央区 銀座７－２－１２　１～３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1839

id 中央区 銀座７－２－１４　第２６ポールスタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2480

銀座 かがやき 中央区 銀座７－２－１４　第２６ポールスタービル５Ｆ 飲食店 JS-0001-5379

CrownShishaGinza 中央区 銀座７－２－１４　第２６ポールスタービル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4909

壇 中央区 銀座７－２－１４　第２６ポールスタービル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4351

お好み焼衣 中央区 銀座７－２－１４　第２６ポールスタービルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2351

BAR － BANG － A － GONG 中央区 銀座７－２－２０　銀座第一金井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1138

Bar ＆ GrillG7 中央区 銀座７－２－２２　同和ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5299

贔屓 中央区 銀座７－２－８　高谷銀座ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-3754

銀座凛にしむら 中央区 銀座７－２－８　東健ビルＢ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2508

天ぷら尾畑 中央区 銀座７－２－８　東健ビルＢ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2509

バルレッタピザ銀座 7 丁目店 中央区 銀座７－２－８　東建ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0631

やっぱり生 DEShow 中央区 銀座７－２－８　東建ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6582

東京やきとり亭銀座本店 中央区 銀座７－３－１３　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8772

九寨溝 中央区 銀座７－３－１３　ニューギンザビル１号館２０２　 飲食店 ZN-0000-2155

Loungevilla 中央区 銀座７－３－１３　ニューギンザビル１号館３０１　 飲食店 ZN-0000-2531

蓮 中央区 銀座７－３－１３　ニューギンザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3340

寿司居酒屋 番屋 中央区 銀座７－３－１３　ニューギンザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2522

大阪焼肉・ホルモンふたご銀座店 中央区 銀座７－３－１３　ニューギンザビル第１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1875

あらじん 中央区 銀座７－３－１３　ニュー銀座ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1089

ZAGIN 中央区 銀座７－３－１３　第４金井ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3520

LINK 中央区 銀座７－３－１４　月光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3970

BAKERSTREET2nd 中央区 銀座７－３－１４　月光ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2449

ジョリイ 中央区 銀座７－３－１５　　 飲食店 ZN-2000-6842
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銀座黒尊 中央区 銀座７－３－１５　ぜん屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1776

只今 中央区 銀座７－３－１６　東五ビル　　 飲食店 ZN-0000-2094

ヴァン アプレ 中央区 銀座７－３－６　１Ｆ 飲食店 JS-0001-1527

神戸牛ステーキ石田銀座本店 中央区 銀座７－３－８　銀座７－プレイス７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1524

半くり 中央区 銀座７－３－９　銀座Ｌｅｅビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2110

ボラーヌ 中央区 銀座７－４－１４　光ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0887

Renge 中央区 銀座７－４－５　ＧＩＮＺＡ７４５ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2285

銀座鮨奈可久 中央区 銀座７－４－５　銀座７４５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2059

銀座きた福 中央区 銀座７－４－５　銀座７４５ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6575

銀座和乃匠 中央区 銀座７－５－１０　第２一越ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1941

おざき 中央区 銀座７－５－１２　ニューギンザビル８号館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5588

山崎 中央区 銀座７－５－１６　秀芳ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2060

＋ air 中央区 銀座７－５－４　海東ビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-4862

ブーケブーケ 中央区 銀座７－５－４　海東ビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2862

Rumio 中央区 銀座７－５－４　海東ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3175

GINZA Lounge ZERO 中央区 銀座７－５－４　毛利ビル７Ｆ 飲食店 JS-0001-6513

みちば和食 たて野 中央区 銀座７－６－１０　アソルティ銀座６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2049

四季 中央区 銀座７－６－１０　アリルティー花椿通りビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2255

玲 中央区 銀座７－６－１１　ミクニギンザ７ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-1815

barOmm2 中央区 銀座７－６－１１　ミクニ銀座７ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4053

銀座 collet 中央区 銀座７－６－１１　ミクニ銀座７ビル８０２　 飲食店 ZN-2000-5248

まだむ蝶 中央区 銀座７－６－１１　ミクニ銀座７ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3157

BarLance 中央区 銀座７－６－１２　　第５ポールスタービル５Ｆ－Ａ室 飲食店 ZN-2000-4767

MIXBARten 中央区 銀座７－６－１２　第５ポルスタービル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5222

CAT’SEYE 中央区 銀座７－６－１６　金田中ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1063

プラットフォーム 中央区 銀座７－６－１９　ソワレド銀座弥生ビル　 飲食店 ZN-2000-4612

ほたる 中央区 銀座７－６－１９　ソワレド銀座弥生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2251

とまり木 中央区 銀座７－６－１９　ソワレド銀座弥生ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2114

銀座 OKAMI 中央区 銀座７－６－１９　ソワレド銀座弥生ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2506

the 銀 中央区 銀座７－６－１９　ソワレド銀座弥生ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4780

choichoi 中央区 銀座７－６－４　ＧＩＮＺＡ７ＢＬＤＧ．５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4316

Misty 中央区 銀座７－６－５　石井紀州屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2273

鮨竹 中央区 銀座７－６－５　石井紀州屋ビル４Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0002-1414

BarThree 中央区 銀座７－６－６　メトロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4540

寿司さいしょ 中央区 銀座７－６－６　メトロビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2297

BarLei 中央区 銀座７－６－６　メトロビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4548

串処最上銀座店 中央区 銀座７－６－９　　 飲食店 ZN-0002-1353

Bar 璃奄 中央区 銀座７－６－９　銀座誠和ビル４０１　 飲食店 ZN-2000-4352

銀座ますなが 中央区 銀座７－７－１２　ニューコンパルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2282

eM 中央区 銀座７－７－１２　圭田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5112

すしや○久 中央区 銀座７－７－１２　圭田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6304

pa．pa88 中央区 銀座７－７－１２　圭田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6319

osteriapiuma 中央区 銀座７－７－１４　銀座博栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1809

きたむら 中央区 銀座７－７－１４　博栄ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6087
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BARW 中央区 銀座７－７－１５　　スキャンテックビル４Ｆ－Ｂ室 飲食店 ZN-2000-3871

モア 中央区 銀座７－７－１５　銀座ＨＡＲＡビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7138

ラウンジ白鳥 中央区 銀座７－７－１５　銀座スキャンテックビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3292

ChinaDining 羽龍 中央区 銀座７ー１５ー５　共同ビルＢ１０１ 飲食店 SL-2000-1724

D 中央区 銀座７－７－１６　西七番館ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4819

BAR 二神 中央区 銀座７－７－１６　西七番館ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5180

ビノテーカワゴン 中央区 銀座７－７－１９　ニューセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0340

ロドラントミノルナキジン 中央区 銀座７－７－１９　ニューセンタービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2427

鳳 中央区 銀座７－７－１９　ニューセンタビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2424

浜作 中央区 銀座７－７－４　　 飲食店 ZN-2000-5483

こなから銀座店 中央区 銀座７－７－６　　 飲食店 ZN-0000-2087

osteriaCicchetti 中央区 銀座７－７－６　アスタープラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2477

クラッシー 中央区 銀座７－７－６　アスタープラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5905

うさぎと亀 中央区 銀座７－７－６　アスタープラザビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2607

炭火焼肉 KOMA GINZA 中央区 銀座７－７－７　ＧＩＮＺＡ７　７７ＡＤＣビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-6732

BONE 中央区 銀座７－７－７　ＧＩＮＺＡ７　７７ＡＤＣビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2626

CO － LAB 中央区 銀座７－７－９　銀座山市ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2540

銀座マジック 中央区 銀座７－７－９　山市ビル１、２Ｆ 飲食店 JS-0000-6644

銀座ひつじ座 中央区 銀座７－８－１　丸吉ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2514

BarCASIAN 中央区 銀座７－８－１　丸吉ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3606

鮨よしたけ 中央区 銀座７－８－１３　ＢｒｏｗｎＰｌａｃｅ９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1712

神戸牛炉釜炭焼ステーキ idea 銀座 中央区 銀座７－８－１５　第２新橋会館ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1410

黒猫夜銀座 中央区 銀座７－８－１５　第２新橋会館ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2117

八仙花 中央区 銀座７－８－１８　ＹＡＤＧＩＮＺＡ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2654

三徳堂 中央区 銀座７－８－１９　喜多ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3384

HIDE － A － WAY 中央区 銀座７－８－１９　喜多ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2048

松玄凛銀座店 中央区 銀座７－８－７　ＧＩＮＺＡＧＲＥＥＮビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2016

GINZAHABSBURG 中央区 銀座７－８－７　ＧＩＮＺＡＧＲＥＥＮビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1860

104BARLOUNGE 中央区 銀座７－８－８　ｉｓｇビルディング９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5441

リンクダイニング銀座店 中央区 銀座７－９－１１　モンブランＧＩＮＺＡＢｌｄｇ．Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2337

銀座いさみ 中央区 銀座８－１０－１５７１　 飲食店 SL-2000-3058

祇園・和歌葉 中央区 銀座８－１０－１７　銀座サザンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2467

やさいの王様 中央区 銀座８－１０－１７　銀座サザンビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0133

銀座焼肉ハチイチ 中央区 銀座８－１０－１７　銀座サザンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5204

Sottol’Arco 中央区 銀座８－１０－４　和孝銀座８－ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1844

銀座板前バル 8 丁目店 中央区 銀座８－１０－５　第４秀和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2484

銀八 中央区 銀座８－１０－７　東成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2217

福々 中央区 銀座８－１０－７　東成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2304

BARMUSASHI 中央区 銀座８－１０－７　東成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7518

新台北菜館 中央区 銀座８－１０－８ 飲食店 JS-0000-5590

ゴホウ 中央区 銀座８－１０－８　　 飲食店 ZN-0000-2640

アナム銀座店 中央区 銀座８－１０－８　銀座八－ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2192

酒膳倶楽部 銀座店 中央区 銀座８－１１－５　正金ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1852

ユウジン 中央区 銀座８－１５－１５　銀座原ビル　 飲食店 ZN-0000-2399
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銀座ほんじん本店 中央区 銀座８－１５－６　　 飲食店 ZN-0000-2480

銀座あさみ 中央区 銀座８－１６－６　ときわぎ館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1871

昭和ホルモン食堂 中央区 銀座８－１８－１５　　 飲食店 ZN-0000-2024

すし佐竹 中央区 銀座８－１８－１６　　 飲食店 ZN-0000-1781

エピスギンザ 中央区 銀座８－１８－６　二葉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6441

インディアンレストラン＆バー HIRA 中央区 銀座８－１９－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2281

ぬる燗 佐藤 銀座コリドー店 中央区 銀座８－２　銀座コリドー街２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2332

銀座満留賀 中央区 銀座８－２０－１　　 飲食店 PK-0000-2045

おもき銀座本店 中央区 銀座８－２－１　ニッタビル　　 飲食店 ZN-0000-2293

一家銀座店 中央区 銀座８－２－１　ニッタビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9545

Padam 中央区 銀座８－２－１０　銀座誠和シルバービル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-1071

そうな 中央区 銀座８－２－１０　銀座誠和シルバービルＢ１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-2458

BARF 中央区 銀座８－２－１０　誠和シルバービル８Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6642

とかみ 中央区 銀座８－２－１０　誠和シルバービルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1719

Rose 中央区 銀座８－２－１１　ニュー銀座ビル１１号館７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2912

鉄板焼き銀座伍楽 中央区 銀座８－２－１１　ニュー銀座ビル１１号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6868

Lumiere 中央区 銀座８－２－１３　６Ｆ－Ａ　　 飲食店 ZN-0000-2397

鶏バル pollo 中央区 銀座８－２－１４　竜王ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4193

CANDYGINZA 中央区 銀座８－２－１５　明興ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2241

銀座シシリア 中央区 銀座８－２－８　京都新聞銀座ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1840

French － BarRefuge 中央区 銀座８－２－８　銀座高本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1759

トロワフレーシュ 中央区 銀座８－２－８　銀座高本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0994

銀座串かつ凡 中央区 銀座８－２－８　銀座高本ビル３０１　 飲食店 ZN-0002-1420

美味佳肴喜の間 中央区 銀座８－２－８　銀座高本ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6245

日々輝 13．5bar 中央区 銀座８－２－８　高坂ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2541

VAPEUR 中央区 銀座８－３　東京高速道路西土橋ビル１Ｆ－１ 飲食店 SL-2001-0277

金蔦銀座店 中央区 銀座８－３－１　ＧＩＮＺＡＴＯＫＩＤＥＮ７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2301

シャングリラズシークレット銀座店 中央区 銀座８－３－１　ＧＩＮＺＡＴＯＫＩＤＥＮ８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1812

銀座和久多 中央区 銀座８－３－１　銀座時傳ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2349

トラジ銀座 8 丁目店 中央区 銀座８－３－１０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0171

炭火焼肉トラジ銀座 8 丁目 B1 中央区 銀座８－３－１０　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0190

ラムしゃぶ金の目銀座本店 中央区 銀座８－３－１２　第二コウムビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2596

Bar ＆ SalonL’Arbre 中央区 銀座８－４－２　ＷＡＴＡＮＡＢＥ１ｓｔビルＢ２　 飲食店 ZN-2000-5287

barOmm 中央区 銀座８－４－２　たくみビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3267

Ailes 中央区 銀座８－４－２　たくみビル８Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5071

Bar れい 中央区 銀座８－４－２　ワタナベ１ｓｔ．ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2853

銀座おおつき 中央区 銀座８－４－２　ワタナベファーストビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2163

l’amour 中央区 銀座８－４－２３　クレグラン銀座ビル１Ｆ　Ｄ　 飲食店 SL-2001-1070

Diego 中央区 銀座８－４－２３　クレグラン銀座ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1872

dashi － sai ゆかり 中央区 銀座８－４－２４　藤井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7478

萬久満 中央区 銀座８－４－２４　藤井ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2026

9 中央区 銀座８－４－２６　横須賀第６ビル２Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-2496

warp 中央区 銀座８－４－２６　横須賀第６ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1386

GINZA BAR RAGE PLAZA 中央区 銀座８－４－２７　プラーザ銀座ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2044
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BARON 中央区 銀座８－４－４　村喜ビル五号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2067

銀座いっぱし 中央区 銀座８－４－９　奥山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2028

DESTINYSTONE 中央区 銀座８－５－１　プラザＧ８－４Ｆ－Ｅ　 飲食店 ZN-2000-4828

阿部 中央区 銀座８－５－１　プラザＧ８ＢＦ１　 飲食店 ZN-2000-6244

BAR いのうえ 中央区 銀座８－５－１　プラザＧ８ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4208

汐華 中央区 銀座８－５－１０　金成ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2526

Bar モマ 中央区 銀座８－５－１０　並木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2919

サロンド 86 中央区 銀座８－５－１０　並木ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4268

個室会席 北大路 銀座本店 中央区 銀座８－５－１２　　 飲食店 ZN-2000-0004

RoomT 中央区 銀座８－５－１２　第２２ポールスタービル３Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3740

みのる 中央区 銀座８－５－１２　第２ポールスタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2314

ジム・ルーム 中央区 銀座８－５－１２　第２ポールスタービル６Ｆ 飲食店 SL-2000-9098

KON 中央区 銀座８－５－１２　第２ポールスタービル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3433

BARTripleBogey 中央区 銀座８－５－１３　銀座ＳＴビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1197

BARIRIS 中央区 銀座８－５－１５　ＳＶＡＸ銀座ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4492

くいもんやすだち 中央区 銀座８－５－１５　スバックスギンザビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1988

鉄板焼 ステーキ 集 銀座 中央区 銀座８－５－１８　Ｃｏｒｔｉ　ｌｅＧｉｎｚａ４ＢＬＤＧＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5527

鉄板処めぐろ 中央区 銀座８－５－１８　サンウッドビル　 飲食店 ZN-2000-2069

パラハナイト 中央区 銀座８－５－１８　サンウッドビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5702

鮨処 かわ久 中央区 銀座８－５－１９　園枝ビル　　 飲食店 ZN-0000-2017

サザナミ 中央区 銀座８－５－１９　園枝ビルＢ１Ｆ－１０　 飲食店 ZN-2000-4293

L’er 中央区 銀座８－５－２　オサダビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3536

個展 BARArt 中央区 銀座８－５－２４　ＢＯＳＳビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-2941

元酒屋 中央区 銀座８－５－２４　西川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0336

レストランみやざわ 中央区 銀座８－５－２５　西銀座会館　　 飲食店 ZN-2000-5462

ShinzbaR 中央区 銀座８－５－２５　西銀座会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4804

TOYOU 中央区 銀座８－５－２６　４Ｆ－Ａ室　ラペ２　 飲食店 ZN-2000-6741

やっぱり Jr 中央区 銀座８－５－２６　ラペ２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1679

鮨酒井 中央区 銀座８－５－２６　ラペ２ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2343

ブリックギンザテン 中央区 銀座８－５－５　ブリックビル　　 飲食店 ZN-0000-1702

サロン NICOLAS 禅 中央区 銀座８－５－６　中島商事ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2246

アラヴィ 中央区 銀座８－５－９　第２誠和ビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-8769

森鈴 中央区 銀座８－５－９　民友ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3827

行南 中央区 銀座８－５－９　民友ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3014

銀座水の泡 中央区 銀座８－６－１１ 飲食店 JS-0001-7777

CROSSPOT 中央区 銀座８－６－１８　奥村プラッツビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-1573

Deep Sea 中央区 銀座８－６－１８　銀座カレラ弐番館ビル９Ｆ 飲食店 JS-0003-0688

USAGI 中央区 銀座８－６－１９　銀座渡辺ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2287

まかない喜いち 中央区 銀座８－６－１９　渡辺ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1730

銀座すし松村 中央区 銀座８－６－２０　銀座８番館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1785

BarDance 中央区 銀座８－６－２０　銀座８番館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1786

中華料理福源 中央区 銀座８－６－２０　幸佑ビル　　 飲食店 ZN-0000-2539

J ＆ CO． 中央区 銀座８－６－２０　幸佑ビル３ＦＡ室 飲食店 JS-0005-6632

サテンドール 中央区 銀座８－６－２０　幸佑ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1267
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綾音 中央区 銀座８－６－２０　幸佑ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4058

Hourbyeighty 中央区 銀座８－６－２１　ウォータータワービル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4574

otto 中央区 銀座８－６－２４　銀座会館３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2400

瓢箪 中央区 銀座８－６－４　扇やビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5417

猫八 中央区 銀座８－６－４　村喜茂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4555

アンコーラ 中央区 銀座８－６－８　フローレンスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2117

OBANZAIYAKIZUKI868 中央区 銀座８－６－８　福助ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2634

ステーキハウス銀座一位 中央区 銀座８－６－８　福田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1998

Mu 中央区 銀座８－６－８　片桐ビル４－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6301

T ＆ A 中央区 銀座８－６－８　片桐ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0001-0215

銀座九丁目 中央区 銀座８－７　ギンザナイン２号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1740

WineBarBatonnage 中央区 銀座８－７－１０　ＦｏｒｇｅｄＧｉｎｚａＢ１　 飲食店 ZN-0000-2359

生き粋 中央区 銀座８－７－１０　フォージド銀座１Ｆ 飲食店 JS-0002-6300

スタア 中央区 銀座８－７－１０　植松ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1960

すし和楽 中央区 銀座８－７－１０　第一常盤ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2184

GINZA8 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル　 飲食店 ZN-2000-4832

銀座寿司割烹濤崎 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2421

銀座和食堂三幸 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7486

しゃぶしゃぶてらやま 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2592

ワインセラーローゼンタール 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル８Ｆ 飲食店 JS-0004-4451

りんご茶屋 中央区 銀座８－７－１１　ソワレド銀座第２弥生ビル９Ｆ 飲食店 JS-0004-5674

サロン・ド・バー 117 中央区 銀座８－７－１１　銀座第二弥生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0899

里山 中央区 銀座８－７－１６　Ｙ．Ａ．ＤＧＩＮＺＡビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1797

楓 中央区 銀座８－７－１６　Ｙ．Ａ．Ｄビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0954

ルークハウス 中央区 銀座８－７－１６　銀座幸ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0164

ちゃこ 中央区 銀座８－７－１８　ＨＯＷＡかなめ屋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6884

はないわみ 中央区 銀座８－７－１８　銀座かなめ屋宝和共同ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2522

石蕗 中央区 銀座８－７－１８　銀座かなめ屋宝和共同ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2337

睦月 中央区 銀座８－７－１８　月光荘ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2142

月のはなれ 中央区 銀座８－７－１８　月光荘ビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-3928

鮨と豆富料理あい田本店 中央区 銀座８－７－１９　イケドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1819

room’86 中央区 銀座８－７－１９　すずりゅうビル３Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3829

喜酒 MASUDA 中央区 銀座８－７－２　永寿ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2176

LaBelleLune 中央区 銀座８－７－２　銀座藤井ビル２Ｂ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9649

てんぷら阿部 8 丁目店 中央区 銀座８－７－２　銀座藤井ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1969

銀座いしざき 中央区 銀座８－７－２　堀越ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2069

みやこじ 中央区 銀座８－７－２０　ｂｅｌｌｅ銀座５ビル　 飲食店 ZN-0000-2573

BUTLER 中央区 銀座８－７－２１　第二東成ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6250

銀座維新號本店 中央区 銀座８－７－２２　　 飲食店 ZN-0000-2515

kicoca 中央区 銀座８－７－２２　４Ｆ－Ａ室　第２３ポールスタービル 飲食店 ZN-2000-7368

バー 銀座店 中央区 銀座８－７－２２　第２３ポールスタービル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1490

ショウダイニング笑座こんぱる 中央区 銀座８－７－５　金春ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7129

スペインバルマルコナ 中央区 銀座８－７－７　　 飲食店 ZN-0000-0651

ACE 中央区 銀座８－７－７　３Ｆ－Ａ　　 飲食店 ZN-2000-6320
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流石 Le 蔵 中央区 銀座８－７－７　ＪＵＮＯビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2615

鮨割烹まる 中央区 銀座８－７－７　ＪＵＮＯ銀座誠和ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2067

ラパンアジル 中央区 銀座８－７－７　ＪＵＮＯ銀座誠和ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2456

銀座一期 中央区 銀座８－７－７　ＪＵＮＯ誠和ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2113

寺下 中央区 銀座８－７－７　Ｊビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1982

BUTLERGINZABRANCH 中央区 銀座８－７－７　Ｊビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2461

銀登美 中央区 銀座８－７－７　中央林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5412

Boozz 中央区 銀座８－７－７　中央林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1753

櫻 中央区 銀座８－７－８　ＧＩＮＺＡ８ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2331

ロードトゥスター 中央区 銀座８－７－８　ＧＩＮＺＡ８ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2143

バレル 中央区 銀座８－７－８　ＧＩＮＺＡ８ビル７Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3513

Bijou 中央区 銀座８－７－９　龍真ビル５Ａ　 飲食店 ZN-2000-4180

和 中央区 銀座８－７－９　龍真ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2466

銀座まる市 中央区 銀座８－８　伊勢由ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2435

BACANA 中央区 銀座８－８－１　　 飲食店 ZN-0000-2108

オリゴ 中央区 銀座８－８－１１　博品館　　 飲食店 ZN-0000-2169

KEBAB BIRYANI 中央区 銀座８－８－１１　博品館ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2210

Romeo 中央区 銀座８－８－１８　５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2623

ほろばしゃ 中央区 銀座８－８－１８　ニイクラビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2386

九献 中央区 銀座８－８－１８　銀座ニイクラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1764

ラージマハール銀座店 中央区 銀座８－８－５　太陽ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1949

懐石川端 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1970

ユニコーンクラブ 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3499

SingerBar 絆 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2644

エンタ 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7191

銀座 ろくさん亭 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2555

銀座藤田 中央区 銀座８－８－７　第３ソワレドビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1919

大木戸 矢部 中央区 銀座８－８－８　スリーエイトビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1671

GINZAKOSO 中央区 銀座８－８－８　銀座８８８ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2065

ESTADO 中央区 銀座８－８－８　銀座スリーエイトビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2622

がんこ銀座八丁目店 中央区 銀座８－９－１５　ＪＥＷＥＬ　ＢＯＸ　ＧＩＮＺＡ　８Ｆ　 飲食店 AX-0000-0283

ゆうき丸 中央区 銀座８－９－１５　ジュエルボックス銀座７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2547

アトリエバーティン 中央区 月島１－１０－６　山上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2460

のみた家三平 中央区 月島１－１２－８　紫田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1859

のぶ庵 中央区 月島１－１７－５　　 飲食店 ZN-0000-2500

肴や味泉 中央区 月島１－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-1944

焼肉スタミナ苑 2986 中央区 月島１－１９－２　　 飲食店 ZN-0000-2248

日本料理草庵 中央区 月島１－１９－３　　 飲食店 ZN-0000-1997

風月 2 号店 中央区 月島１－１９－４ 飲食店 JS-0001-3885

月島もんじゃわらしべ 弐番街館 中央区 月島１－２０－５ 飲食店 SL-2000-6924

すし 浅尾 中央区 月島１－２－１２　モンテビル中１Ｆ 飲食店 JS-0003-6369

LA VINA 中央区 月島１－５－２　キャピタルゲートプレイス１０２ 飲食店 SL-2000-4041

BarLey 中央区 月島１－６－１２　廣瀬ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-2240

草庵はなれ 中央区 月島１－８－１　アイマークタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2001
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焼肉スタミナ苑月島店 中央区 月島１－８－２　ＹＳビル　　 飲食店 ZN-0000-1691

すし家 小野 中央区 月島１－９－１５－１０１ 飲食店 JS-0000-2000

力鮨 中央区 月島２－１４－１３ 飲食店 JS-0004-2274

ホルモン 在市 中央区 月島２－１４－８ 飲食店 JS-0000-2690

すし拓 中央区 月島２－３－１０　　 飲食店 ZN-0000-2395

焼き肉たれ源 中央区 月島２－６－９ 飲食店 JS-0004-6471

鮨処如月 中央区 月島３－１０－２　柴田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1975

大衆酒場泥亀 中央区 月島３－１０－３　ウィスタリアミューズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8585

やきとり大ちゃん 中央区 月島３－１１－１０ 飲食店 JS-0005-1468

日本料理「源平」 中央区 月島３－１１－１１　　 飲食店 ZN-0000-2036

さか月 中央区 月島３－１１－１１　マガザン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2636

hugan 中央区 月島３－１２－７　マガザン月島１０１ 飲食店 JS-0003-2794

GARUDA 中央区 月島３－１３－１４　第２岡崎ビル　 飲食店 ZN-0000-1831

月島もんじゃこぼれや結 中央区 月島３－１４－２ 飲食店 JS-0003-8092

天ぷら 丸中 中央区 月島３－１５ 飲食店 JS-0002-3603

Vegi ＆ Bird 中央区 月島３－１５－１１　　 飲食店 ZN-0000-2492

もんじゃ むかい 中央区 月島３－１６－４ 飲食店 JS-0003-2394

グラブロ 中央区 月島３－１６－７ 飲食店 JS-0000-7358

月島もんじゃ もへじ本店 中央区 月島３－１６－９ 飲食店 AL-0000-0116

月島もんじゃこぼれや本店 中央区 月島３－１６－９ 飲食店 JS-0002-2921

月島焼肉ろくのぶ 中央区 月島３－１７－３　　 飲食店 ZN-0000-2112

別宅／屋根裏 中央区 月島３－１７－４　　 飲食店 ZN-0000-2344

月島名物もんじゃ だるま 中央区 月島３－１７－９　 飲食店 SL-2000-6261

もんじゃお好み焼たんぽぽ本店 中央区 月島３－１８－５　　 飲食店 ZN-0000-2031

UrielShare 中央区 月島３－１９－４　　 飲食店 ZN-0000-2571

CARPKUSHIYAKI 中央区 月島３－２７－２　三洋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2476

居酒屋アネッソやまか 中央区 月島３－２８－１２　風戸ビル 飲食店 JS-0003-3839

まさみ 3 丁目店 中央区 月島３－２８－２　　 飲食店 ZN-0000-2295

大阪鶴橋焼肉 WabiSabiDX． 中央区 月島３－２９－５ 飲食店 JS-0004-2470

月島ごえもん 中央区 月島３－５－４　　 飲食店 ZN-0000-2264

しなのや 中央区 月島３－５－５ 飲食店 JS-0004-0232

月島もんじゃ もへじはなれ 中央区 月島３－６－４ 飲食店 AL-0000-0117

月島もんじゃがってん 中央区 月島３－６－５　　 飲食店 ZN-2000-7171

月島もんじゃ もへじはなれのはなれ 中央区 月島３－７－１２ 飲食店 AL-0000-0118

焼鳥バル鳥処 中央区 月島３－７－９　　 飲食店 ZN-0000-2307

月島もんじゃ おこげ月島本店 中央区 月島３－８－９ 飲食店 AL-0000-0129

HAKKAKU 中央区 月島３－９－３　　 飲食店 ZN-0000-2524

月島もんじゃ くうや 中央区 月島３－９－９ 飲食店 AL-0000-0119

グラス月島店 中央区 月島４－１３－１１　スペースエアービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2487

とき乃や 中央区 月島４－３－５　アルモント野村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3522

味家 中央区 月島４－８－１３　　 飲食店 ZN-0000-2370

スリスティ勝どき 中央区 勝どき１－７－１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2165

直寿司 中央区 勝どき１－７－１　サンスクエアビル２０５ 飲食店 JS-0003-7670

もつ鍋おがわ 中央区 勝どき１－７－１　勝どきサンスクウェア　 飲食店 ZN-2000-6830



16 2020/9/21

［中央区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

勝どきそば よし田 中央区 勝どき１－７－１　勝どきサンスクエア２１０　 飲食店 ZN-0000-2491

カフェアンドバーレッドストリング 中央区 勝どき１－８－１　勝どきビュータワー２Ｆ－２１１ａ 飲食店 JS-0000-5741

餃子酒場かちどき店 中央区 勝どき２－１４－３　　 飲食店 ZN-0000-2203

101010 中央区 勝どき２－５－１　ルミード勝どき１０１ 飲食店 JS-0006-0191

蔵馬 中央区 勝どき２－７－９ 飲食店 JS-0003-0661

ひょうたん 中央区 勝どき２－９－１６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2417

すしいち 中央区 勝どき２－９－２　　 飲食店 ZN-2000-6952

YOLO 中央区 勝どき２－９－２　都営勝どきアパート１０４　 飲食店 ZN-0000-2593

すし向 中央区 勝どき３－５－９　　 飲食店 ZN-0000-2629

SHARES 中央区 勝どき３－８－８－１０１号　　 飲食店 ZN-0000-2218

Deeptin 中央区 勝どき４－１１－５　泉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2209

勝どきかず総 中央区 勝どき４－１－２　シャンボール勝どき１０２　 飲食店 ZN-0000-2138

和食居酒屋かぶき家 中央区 新川１－１０－２　南新川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2243

トラットリアダチッチョ 中央区 新川１－１３－３　　 飲食店 ZN-0000-2234

和牛焼肉 KIM 茅場町 中央区 新川１－１－７　ＧＥＭＳ茅場町１０Ｆ 飲食店 SL-2000-8388

播鳥茅場町店 中央区 新川１－１－７　ＧＥＭＳ茅場町５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1493

バルジミー茅場町店 中央区 新川１－１－７　ＧＥＭＳ茅場町６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1792

穴子屋 NORESORE 茅場町店 中央区 新川１－１－７　ＧＥＭＳ茅場町７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2056

山陰 家富良 中央区 新川１－１－７　ＧＥＭＳ茅場町８Ｆ 飲食店 JS-0003-8586

北海道はなの舞茅場町店 中央区 新川１－２－１４ 飲食店 JS-0003-0772

上海錦江飯店 中央区 新川１－２４－１２　上海国際ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2054

LOCANDA 中央区 新川１－２８－３３　Granffice 茅場町Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2247

無法松 中央区 新川１－３－２３　優和八重州ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4399

茅場町朋 中央区 新川１－３－７　ストークマンション新川　 飲食店 ZN-0000-2062

一の倉茅場町店 中央区 新川１－５－１７　パシフィックマークス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1937

パリカリ 中央区 新川１－６－１２　　 飲食店 ZN-0002-1358

田乃じ 中央区 新川１－６－７　ＴＹビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2089

武定 中央区 新川１－６－７　斎藤ビル 飲食店 JS-0004-5586

KACHETE 中央区 新川１－７－１　石井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1850

すし屋の新八 中央区 新川１－７－２ 飲食店 JS-0001-3476

うなぎ焼鳥いしばし 中央区 新川１－８－２４　石橋ビル　　 飲食店 ZN-0000-1945

新川長寿庵 中央区 新川１－８－２５　　 飲食店 PK-0000-4717

力士料理 琴ヶ梅 八丁堀店 中央区 新川２－１－１０ 飲食店 JS-0004-4265

旬菜山 中央区 新川２－１－１１　　 飲食店 ZN-0000-1983

だるま 中央区 新川２－１２－１３　　 飲食店 ZN-2000-1119

銀鮨 中央区 新川２－１８－４ 飲食店 JS-0004-1985

ARBOL 食堂 中央区 新川２－１９－１１　初穂マンションひがし京橋１０２ 飲食店 SL-2000-5213

キッチンファクトリー日本橋茅場町店 中央区 新川２－２－２　八重洲パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0937

CONA 茅場町 中央区 新川２－６－１４　新川２－６ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2242

鮨大 中央区 新川２－６－１８　　 飲食店 ZN-0000-1996

ラティーノ 中央区 新川２－７－７　クレール八重洲通１０３　 飲食店 ZN-0000-1943

烽火 中央区 新川２－８－８　八丁堀第２プラレールビル１０２　 飲食店 ZN-0000-1670

ビストロブワドパン 中央区 新富１－１０－１０ 飲食店 SL-2000-0609

焼き鳥えどさと 中央区 新富１－１０－１１　　 飲食店 ZN-2000-5302
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香港苑 中央区 新富１－１１－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1801

沖縄料理仲宮里 中央区 新富１－１１－３　　 飲食店 ZN-0000-1886

BAL873 中央区 新富１－１４－７　アパホテル八丁堀駅南１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2188

福市 中央区 新富１－１７－１　宮倉ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2056

天ぷらつかごし 中央区 新富１－１７－８ 飲食店 JS-0004-4917

カフェド・武 新富店 中央区 新富１－３－７　ヨドコウビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2731

ウイスキーバービーエーシー 中央区 新富１－３－９　須藤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2347

二太喜 中央区 新富１－４－１　ウィンド新富ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7485

バルディゴ 中央区 新富１－４－３　レプレビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0539

NodoRosso 中央区 新富１－６－５　フジタ新富マンション１０７　 飲食店 ZN-0000-2111

蛇の目寿司 中央区 新富１－７－９　中里ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1887

ハマイフ 中央区 新富１－９－４　ファンデックス銀座Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2617

関西割烹市むら 中央区 新富２－１１－６　　 飲食店 ZN-0000-1952

トラットリアドゥタスク 中央区 新富２－３－１４　萬光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2153

ピンクエレファント 中央区 新富２－４－１３　ホテルアマネク銀座イースト１Ｆ 飲食店 SL-2000-6932

カレー名人 中央区 新富２－４－５　ニュー新富ビル　 飲食店 ZN-0000-1777

チャイナ華桃 中央区 新富２－４－９　三新ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2235

吉亀寿司 中央区 晴海１－６－５　晴海ビュープラザ２Ｆ 飲食店 JS-0004-9271

吉亀寿司 中央区 晴海４－７－２８　ホテルマリナーズコート東京内１Ｆ 飲食店 JS-0004-9314

Azami 中央区 築地１－１０－７　西山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2404

くずし割烹竹の庵 中央区 築地１－１２－２２　コンワビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2253

SCHMATZ 銀座松竹スクエア店 中央区 築地１－１３－１　銀座松竹スクエア 飲食店 JS-0005-8895

健康中華庵青蓮東銀座店 中央区 築地１－１３－１　築地松竹ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1915

鮨竹若 中央区 築地１－１３－１１　　 飲食店 ZN-0000-2007

築地すず木 中央区 築地１－３－２　高嶋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1835

サポセントゥディアキ 中央区 築地１－３－６　前田ビル　　 飲食店 ZN-0000-1889

宮川本店 中央区 築地１－４－６　　 飲食店 ZN-0000-1923

中国料理一凛 中央区 築地１－５－８　樋泉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2081

とうて “2” 中央区 築地２－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-1780

たべろ屋つきぢ百八 中央区 築地２－１１－１０　築地Ｋ１ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1779

CAVATAPPI 中央区 築地２－１２－１４　フェニックス東銀座第３ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0000-1707

レストランピラミッド 中央区 築地２－１２－１６　イーストギンザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2197

ヴィニ・エ・トゥッティ 中央区 築地２－１２－１６　イースト銀座ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2785

天ぷらおかめ 中央区 築地２－１２－２ 飲食店 JS-0004-1460

旬味亭満 中央区 築地２－１４－１　　 飲食店 ZN-0000-1931

つきじ藤田 中央区 築地２－１４－１　新井ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8098

ふじむら 中央区 築地２－１４－１２　ＥＵＲＯビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9328

築地鳥たけ 中央区 築地２－１４－１２　コーロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2641

スパニッシュバルソルセビーシャ 中央区 築地２－１４－２　セリコ東銀座ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2621

Jige 築地店 中央区 築地２－１４－３　ＮＩＴ築地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7415

トラットリア T3 トミーナ 中央区 築地２－１４－３　ＮＩＴ築地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9304

鮨竹若別館 中央区 築地２－１４－８　　 飲食店 ZN-0000-2006

和み竹若 中央区 築地２－１４－８　ＨＩＧＡＳ　ＨＩＧＩＮＺＡＰＬＡＺＡＢＬＤＧ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2033

餃子屋 中央区 築地２－１５－１５　セントラル東銀座ビル１０５　 飲食店 ZN-0000-2635
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布恒更科 中央区 築地２－１５－２０　　 飲食店 ZN-0000-2271

すしかつら 中央区 築地２－１５－４　　 飲食店 ZN-0000-1748

酒斎伊とう 中央区 築地２－２－１１　　 飲食店 ZN-2000-5396

Sasaya 築地本店 中央区 築地２－２－５　　 飲食店 ZN-0000-1814

餃子酒家 中央区 築地２－３－１０－１０１　　 飲食店 ZN-0000-2443

珍味館 築地店 中央区 築地２－６－２　カルム築地Ｂ－１０１　 飲食店 ZN-0000-1697

ニチレイつきぢ倶楽部 中央区 築地２－６－４ 飲食店 JS-0001-8976

おかってや築地店 中央区 築地２－６－７　築地二丁目ビル　 飲食店 ZN-0000-1854

すぽーつ居酒屋おかだ 中央区 築地２－７－２ 飲食店 JS-0004-6030

竹富屋築地店 中央区 築地２－７－６　築地田村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2579

肉ふじ 中央区 築地２－８－２　ＴＫビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1803

Rumah kupu － kupu 中央区 築地３－１０－７　内田ビル　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7110

ピグレット 中央区 築地３－１０－８　アクティオ築地１Ｆ 飲食店 JS-0003-6101

レストランエクロール 中央区 築地３－１２－１２　ＪＫプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2005

鴨正 中央区 築地３－１２－５　小山ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5643

弘喜樓 中央区 築地３－１４－６ 飲食店 JS-0004-4134

つきじ川食堂 ひさ野 中央区 築地３－２－６ 飲食店 JS-0003-3077

築地すし処 福音 中央区 築地３－４－６　小竹１Ｆ 飲食店 JS-0001-5439

築地虎杖別館 中央区 築地４－１０－１６　築地４－町会ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2452

魚河岸千両本店 中央区 築地４－１０－１６　築地ＭＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2286

うに虎中通店 中央区 築地４－１０－５　カネシン水産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2327

ハレの日食堂 中央区 築地４－１０－５　カネシン水産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2597

京の串ひいらぎ 中央区 築地４－１－１　東劇ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2114

築地わだつみ 中央区 築地４－１２－２ 飲食店 JS-0005-8392

大阪焼肉・ホルモンふたご築地店 中央区 築地４－１３－１０　第二木田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2262

マーケット 1 階 中央区 築地４－１３－１７　秋山ビル　　 飲食店 ZN-0000-2278

虎杖 中央区 築地４－１３－１７　秋山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2454

築地青空三代目 hafu 中央区 築地４－１３－５　　 飲食店 ZN-2000-7393

築地青空三代目本店 中央区 築地４－１３－８　　 飲食店 ZN-2000-7394

築地デリ 路地裏店 中央区 築地４－１４－１　モンテベルデ築地１０９ 飲食店 SL-2000-4158

セラビー 東京店 中央区 築地４－１４－１　モンテベルデ築地２０５ 飲食店 JS-0005-3497

セラビー 東京店 中央区 築地４－１４－１　モンテベルデ築地２０５ 飲食店 JS-0005-3537

つな男 中央区 築地４－１４－１７　　 飲食店 ZN-0000-2374

築地ふく竹本店 中央区 築地４－２－７　フェニックス東銀座Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5236

鮨江戸時代 中央区 築地４－４－１４　ラフィネ東銀座１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2355

中國台風 中央区 築地４－４－４　築地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5225

魁。 中央区 築地４－５－１５　　 飲食店 ZN-0000-1690

日本料理魚月 中央区 築地４－７－５　築地ＫＹビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2594

BLUEMOOD 中央区 築地５－６－１０　浜離宮パークサイドプレイス　 飲食店 ZN-0000-1822

LOTOBLU 中央区 築地５－６－４　浜離宮三井ビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2643

nude 中央区 築地６－１０－３　アクアキューブ銀座東 飲食店 JS-0000-3745

築地すし大 別館 中央区 築地６－１３－３　　 飲食店 ZN-0000-1704

はしば 中央区 築地６－１４－７　築地原田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2047

OSTERIANaturale 中央区 築地６－１－９　　門跡木村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2200
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焼肉ここから R 中央区 築地６－２１－３　本田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0201

スパイス食堂サワキチ築地 中央区 築地６－２１－４　大長ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6182

築地バル わだ家 中央区 築地６－２２－３　ウインド築地２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7066

中華料理五番 中央区 築地６－２２－７　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6385

を川三 中央区 築地６－２７－１ 飲食店 JS-0004-9537

タンドール築地 中央区 築地６－３－６　　 飲食店 ZN-0000-2520

ビーフカツ肉垣 中央区 築地６－４－８　城野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9054

築地いま津 中央区 築地６－５－４　大哲木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6524

幸弥亭 中央区 築地７－１２－２　　 飲食店 ZN-0000-2205

あゆむ 中央区 築地７－１４－３　大辰魚類ビル１Ｆ２Ｆ 飲食店 JS-0001-3391

はるい 中央区 築地７－１５－１３　センブン築地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2639

居場所 中央区 築地７－１５－５　　 飲食店 ZN-2000-2027

へぎそば処うち田 中央区 築地７－８－７　柳沢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2160

佃リージャン 中央区 佃１－６－７　大栄マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6791

キムの家佃店 中央区 佃２－２０－２　　 飲食店 ZN-0000-2042

グラス佃店 中央区 佃２－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-2488

ばー ANZ 中央区 佃２－２１－７　　 飲食店 ZN-0000-1877

アトリエバーティン tsukuda 中央区 佃３－２－１０　オーケンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2040

鹿鳴 中央区 東日本橋１－９－９　　 飲食店 ZN-2000-5503

アジアン料理 Soaltee 中央区 東日本橋２－１６－１０　　 飲食店 ZN-2000-1085

品香苑 中央区 東日本橋２－１６－７　ＡＮＮＩ東日本橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5101

東海飯店 中央区 東日本橋２－１６－８　　 飲食店 ZN-0000-2567

東日本橋 かどわき 中央区 東日本橋２－１７－３ 飲食店 JS-0000-2149

船宿鈴木屋 中央区 東日本橋２－２７－１２ 飲食店 JS-0000-2805

オステルリー・ラベイ 中央区 東日本橋２－２７－４　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1958

薬研堀まごころ料理摩多以 中央区 東日本橋２－６－７　本間ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0071

味道 中央区 東日本橋２－９－４ 飲食店 JS-0004-1439

南大門東日本橋店 中央区 東日本橋３－１１－３　リブラ東日本橋８ビル　 飲食店 ZN-0000-1906

鮨一條 中央区 東日本橋３－１－３　奥田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8850

味乃一番 中央区 東日本橋３－３－５　　 飲食店 ZN-2000-1002

釉月 中央区 東日本橋３－４－１　ＴＨＥＧＡＴＥＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩＥＡＳＴＭ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6151

カナピナ 東日本橋店 中央区 東日本橋３－４－６　ＩＣＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9892

こなもんや 中央区 東日本橋３－６－１２　加藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2198

SIDDHARTHA 中央区 東日本橋３－７－１４ 飲食店 JS-0003-1333

壱枚酒場 中央区 東日本橋３－７－３ 飲食店 JS-0005-4525

天鴻餃子房東日本橋店 中央区 東日本橋３－７－７　　 飲食店 ZN-0000-2532

日本橋菜蔵 中央区 東日本橋３－７－７　グランドメゾン東日本橋１Ｆ 飲食店 JS-0005-9312

キチヤ 中央区 東日本橋３－８－１　ポーセレンビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2391

トラットリアリンシエメ 中央区 東日本橋３－９－２　サンクビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2208

松月庵 中央区 日本橋１－１４－５　しらいビル　 飲食店 ZN-0000-1907

居酒屋能登 中央区 日本橋１－１６－６　久富ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1816

ビストロトラディシオン 中央区 日本橋１－１７－４　永田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1903

そば処 きよ川 中央区 日本橋１－２１－４　中公ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6539

RotisserieBar Dapaulo 中央区 日本橋１－４－１　コレド日本橋４Ｆ 飲食店 SL-2000-4916
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コーヒーハウス羅苧豆 中央区 日本橋２－１０－１１　日本橋羅苧豆ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5797

紅花グリル 中央区 日本橋２－１－１４　　 飲食店 ZN-0000-1917

日本橋寿司幸 中央区 日本橋２－１５－８ 飲食店 JS-0003-7149

味園酒家日本橋店 中央区 日本橋２－１５－８　ＢＦ　紅葉川　 飲食店 ZN-0000-1826

アレグロ 中央区 日本橋２－１６－１１　日本橋セントラルスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0001-9253

じじあんどばば 中央区 日本橋２－２－１５　テイトビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1727

日本橋 本陣房 中央区 日本橋２－２－１６　共立日本橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1698

和膳坊 中央区 日本橋２－２－２０　日本橋リムビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2393

羽根川 中央区 日本橋２－２－３　リッシュビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2519

椿や 中央区 日本橋２－２－４　せっつビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2517

日本橋ばんばん 中央区 日本橋２－２－５　日本橋アルカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2055

レストラン十勝 中央区 日本橋２－３－１８　石黒ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1966

KANDY 中央区 日本橋２－７－１　東京日本橋タワーＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0584

日本橋 MIZUYA 中央区 日本橋２－７－１　東京日本橋タワーＣ１０４　 飲食店 ZN-0000-2277

日本橋ま石 中央区 日本橋２－７－１　東京日本橋タワーＣ１０５　 飲食店 ZN-0000-2274

インド・バングラデシュ料理 ショナルガ 日本橋店 中央区 日本橋２－８－１０　 飲食店 SL-2000-8541

晴れ家 中央区 日本橋２－９－９　１Ｆ・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1813

古民家魚ダイニングおやじの目利き西村 中央区 日本橋３－１－１４　　 飲食店 ZN-0000-2140

日本橋おも家 中央区 日本橋３－１－１５　　 飲食店 ZN-0000-2497

炭火焼ホルモンぐう日本橋 中央区 日本橋３－１－１６　共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5755

しうまい家松富 中央区 日本橋３－１－３　　 飲食店 ZN-0000-1740

薮伊豆総本店 中央区 日本橋３－１５－７ 飲食店 JS-0001-0893

フィリー 中央区 日本橋３－２－１３　中條ビル　　 飲食店 ZN-0000-1761

日本橋すし鉄本店 中央区 日本橋３－３－１２　　 飲食店 ZN-0000-1978

満勢喜八重洲店 中央区 日本橋３－３－１３　　 飲食店 ZN-2000-6925

多奈か 中央区 日本橋３－３－１４　　 飲食店 ZN-0000-2310

庭鳥 中央区 日本橋３－３－１４　オオキビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2472

天扶良だぼ鯊 中央区 日本橋３－３－１４　大木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1739

西洋料理島 中央区 日本橋３－５－１２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2025

豚バル 380 中央区 日本橋３－５－１２　ニュー八重洲ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1747

刀削麺房回味 中央区 日本橋３－５－１２　ニュー八重洲ビルＢ１F　 飲食店 ZN-0000-2446

CANTINHO 日本橋 中央区 日本橋３－５－７　田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2644

ほうらい鮨本店 中央区 日本橋３－６－１３　　 飲食店 ZN-0000-1977

香鶏酒房鳥八日本橋店 中央区 日本橋３－７－１３　日本橋お起奈ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8345

スペインバル 日本橋レオン 中央区 日本橋３－７－７　日本橋アーバンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1676

味処宝月 中央区 日本橋３－７－８　柳川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7845

日本橋良庭 中央区 日本橋３－７－９　古山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2098

ウェスタ 中央区 日本橋３－８－１３　華蓮日本橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2275

焼肉ダイニンググロウ 中央区 日本橋３－８－９　日本橋ホリビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2394

季節料理小伝馬 中央区 日本橋横山町３－１５　　 飲食店 ZN-0000-2311

人形町ぽんしゅ家 中央区 日本橋蛎殻町１－１１－９　マガザン人形町２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0059

鰻串焼 心天 中央区 日本橋蛎殻町１－１４－７　ＹＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0367

小料理吉祥 中央区 日本橋蛎殻町１－１７－２　ライオンズマンション日本橋１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5234

LaPioche 中央区 日本橋蛎殻町１－１８－１　古川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2296
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ピヴォワーヌ 中央区 日本橋蛎殻町１－２０－９　高木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2389

築地傳本店 中央区 日本橋蛎殻町１－２１－９　　 飲食店 ZN-0000-2367

felix 中央区 日本橋蛎殻町１－２５－４　日本橋栄ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1876

大喜知や 中央区 日本橋蛎殻町１－２９－７　アルバタワー２Ｆ 飲食店 JS-0000-5210

赤身塊肉・ホルモン 遊心 日本橋蛎殻町店 中央区 日本橋蛎殻町１－３２－２　小谷町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9781

水天宮長寿庵 中央区 日本橋蛎殻町１－３３－７　　 飲食店 PK-0000-3147

四季和食百菜 中央区 日本橋蛎殻町１－３－５　共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6422

BarLey 水天宮 中央区 日本橋蛎殻町１－３７－９　ライオンズマンション１０３　 飲食店 ZN-0000-2473

翠蓮 中央区 日本橋蛎殻町１－３８－９　宮前ビルディングＢ１　 飲食店 ZN-0000-1961

碇そば金碇庵 中央区 日本橋蛎殻町１－３９－１１ 飲食店 JS-0003-1078

コルレオーネ 中央区 日本橋蛎殻町１－３９－５　　 飲食店 ZN-0000-2051

ととや 山新 中央区 日本橋蛎殻町１－３９－７ 飲食店 JS-0002-0591

焼鳥ときわ 中央区 日本橋蛎殻町１－６－５　　 飲食店 ZN-0000-1882

LePignon 中央区 日本橋蛎殻町２－１５－１　浅井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2201

日本橋古都里本店 中央区 日本橋蛎殻町２－２－１　冨田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2341

ごちそう家ぽん太 中央区 日本橋蛎殻町２－２－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2215

BarPONTA 中央区 日本橋蛎殻町２－２－４　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2216

人形町徳 中央区 日本橋蛎殻町２－３－７　　 飲食店 ZN-0000-2130

和食 一寛 中央区 日本橋蛎殻町２－５－３ 飲食店 JS-0002-0575

YAKINIKU ＆ WINE TO － KA 中央区 日本橋蛎殻町２－５－５　田沼ビル　 飲食店 ZN-0000-2083

広島焼みやこ亭 中央区 日本橋蛎殻町２－５－８　シャンボール日本橋１０３　 飲食店 ZN-0000-1973

オステリアチヴェディアーモ 中央区 日本橋蛎殻町２－７－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1873

食味鮮 中央区 日本橋兜町１０－６　　 飲食店 ZN-0000-2305

イタリアン洋食酒場 中央区 日本橋兜町１０－６　日本橋中央ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2450

アサヒナガストロノーム 中央区 日本橋兜町１－４　Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2613

珊瑚堂 中央区 日本橋兜町１４－１０　兜ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0103

la radice 中央区 日本橋兜町１６－１　第１１大協ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3549

たん助六 中央区 日本橋兜町１６－６ 飲食店 JS-0002-1988

HaruDining 中央区 日本橋兜町１７－１　日本橋ロイヤルプラザ　 飲食店 ZN-0000-1847

ビストロデュムーラン 中央区 日本橋兜町２２－３　トウキョウプレイス日本橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2379

バンボリーナ 中央区 日本橋兜町９－２　第二兜ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8089

焼肉正剛 中央区 日本橋兜町９－７　エスピーシービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5087

一和 中央区 日本橋茅場町１－１０－１６　マルテービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2079

居酒屋レストラン香味亭 中央区 日本橋茅場町１－１１－２　フジビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2084

博多ふくや 中央区 日本橋茅場町１－３－９　茅場町ＭＹビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1692

中華料理大洋軒 中央区 日本橋茅場町１－４－２　　 飲食店 ZN-0000-2072

BISTROSABRIER 中央区 日本橋茅場町１－４－７　　 飲食店 ZN-0000-2171

ナナズキッチン 中央区 日本橋茅場町１－５－１２　大興ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1628

刀削麺酒家 茅場町店 中央区 日本橋茅場町１－５－２　　 飲食店 ZN-2000-7091

座 中央区 日本橋茅場町１－５－２　シグマ茅場町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1992

亀鶴庵 中央区 日本橋茅場町１－６－１７　トラッドビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1722

ショウショウ焼餃子 中央区 日本橋茅場町１－６－２ 飲食店 JS-0002-8484

日本橋 BAR 風雅 ’ 中央区 日本橋茅場町１－６－２　スズキビル１F( １０１)　 飲食店 ZN-0000-1891

宍くら 中央区 日本橋茅場町１－６－２　鈴木ビル１０３ 飲食店 JS-0003-3098



22 2020/9/21

［中央区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

鉄板焼き uraroji 中央区 日本橋茅場町１－６－２　鈴木ビル２０３　 飲食店 ZN-0000-2516

焼肉ここから茅場町店 中央区 日本橋茅場町１－８－５　ＫＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0211

味園酒家茅場町店 中央区 日本橋茅場町１－８－５　ＫＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1827

ドリーム 中央区 日本橋茅場町２－１－１１　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1508

天ぷらすず航 中央区 日本橋茅場町２－１－１４　スズコービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7195

大関 中央区 日本橋茅場町２－１３－２　ホソノビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2119

よっしゃ 中央区 日本橋茅場町２－１４－５　石川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9607

うお・希 中央区 日本橋茅場町２－１４－７　日本橋テイ・ユービル　 飲食店 ZN-0000-2414

中華料理彩味園 中央区 日本橋茅場町２－１６－１１　　 飲食店 ZN-0000-2092

REGGINA 中央区 日本橋茅場町２－１６－１２　トータスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2381

串処 小林 中央区 日本橋茅場町２－１６－８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2552

瓦 Tokyo 茅場町本店 中央区 日本橋茅場町２－１７－５　第三高野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3174

BAROneHeart 中央区 日本橋茅場町２－３－３　ホンカビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6809

にんにく鍋や 中央区 日本橋茅場町２－３－９　 飲食店 SL-2001-0227

五島．伊勢丸 中央区 日本橋茅場町２－３－９　ハヤオビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7899

鳥徳 中央区 日本橋茅場町２－５－６　　 飲食店 ZN-0000-1965

五味屋 中央区 日本橋茅場町２－６－９　マルコウビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1824

魚きち茅場町店 中央区 日本橋茅場町２－８－８　共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1855

海老仙 中央区 日本橋茅場町３－１０－２　ＳＫＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8602

Rotis ＆ Series 茅場町店 中央区 日本橋茅場町３－１２－９　ＮＩビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7675

茅場町更科 中央区 日本橋茅場町３－１３－４ 飲食店 JS-0004-5439

つくし 中央区 日本橋茅場町３－１－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2231

炭膳茅心 中央区 日本橋茅場町３－２－３　邦山堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3887

味鮮餃子 中央区 日本橋茅場町３－３－１０　光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2146

牛まい豚まい 中央区 日本橋茅場町３－３－８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2339

日本橋蓮 中央区 日本橋茅場町３－３－９　　 飲食店 ZN-0000-2149

てんぷら みかわ 中央区 日本橋茅場町３－４－７　　 飲食店 ZN-0000-1694

紫金閣 中央区 日本橋茅場町３－５－３　鈴屋ビル２０２　 飲食店 ZN-0000-2288

BINYAKAYABACHOUTEN 中央区 日本橋茅場町３－５－４　大原ビル２Ｂ　 飲食店 ZN-0000-2316

菊岡寿司 中央区 日本橋茅場町３－６－９　　 飲食店 ZN-0000-2459

華龍飯店日本橋小舟町店 中央区 日本橋茅場町３－７－１　　 飲食店 ZN-0000-1843

中華料理福 中央区 日本橋久松町１０－８ 飲食店 JS-0001-1331

チキンプレイス ロティサリーズ 中央区 日本橋久松町１２－６　根本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2196

須坂屋そば越佐ワン日本橋店 中央区 日本橋久松町１３－３　ツインタウン木下ビル１Ｆ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2206

ビアレストランこけし 中央区 日本橋久松町１３－４ 飲食店 JS-0000-7856

日本橋室町 五島伊勢丸 中央区 日本橋室町１－１１－１　３Ｆ 飲食店 JS-0004-5849

日本橋焼餃子日本橋総本店 中央区 日本橋室町１－１１－１　大橋ビル　 飲食店 ZN-0000-1804

日本橋室町殿 中央区 日本橋室町１－１１－１３　淡路ビル　 飲食店 ZN-2000-5153

MEAT FAB’s 385 中央区 日本橋室町１－１１－１４　　 飲食店 ZN-0000-2536

京の馳走はんなりや 中央区 日本橋室町１－１１－１５　ＵＮＯビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1926

とり志げ 中央区 日本橋室町１－１１－１６　イーストビル室町２Ｆ 飲食店 JS-0004-3474

スフィール 中央区 日本橋室町１－１１－２　　 飲食店 ZN-0000-2008

東京炉端焼酒屋炉八日本橋三越前本店 中央区 日本橋室町１－１１－２　松楽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2402

でですけサイゴンキッチン 中央区 日本橋室町１－１１－４　　 飲食店 ZN-0000-2633
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割烹 日本橋 とよだ 中央区 日本橋室町１－１２－３　 飲食店 SL-2000-1280

肉酒場ビストロ男前日本橋室町店 中央区 日本橋室町１－１－３　　 飲食店 ZN-0002-3417

和菜ささのま 中央区 日本橋室町１－１３－５　第５白鳳ビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2561

北海道焼肉 ふらの 中央区 日本橋室町１－５－１５　真光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4968

鳥炎いろり 中央区 日本橋室町１－５－２　東洋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2309

焼肉処バッテン 中央区 日本橋室町１－６－９　竹松ビル　 飲食店 ZN-0000-2125

食工房あらじん 中央区 日本橋室町１－７－２　八木長ビルＢ１F　 飲食店 ZN-0000-1989

御清水庵清恵 中央区 日本橋室町１－８－２　日本橋末広ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2315

櫻川 中央区 日本橋室町２－１－１　三井タワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2003

日本橋鰤門 中央区 日本橋室町２－２－１　コレド室町４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2364

LABONNETABLE 中央区 日本橋室町２－３－１　ＣＯＲＥＤＯ室町２　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0016

XEX 日本橋 中央区 日本橋室町２－４－３　日本橋室町野村ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-0361

ポンドール・イノ 中央区 日本橋室町２－４－３　野村不動産ビル　 飲食店 ZN-0000-1744

フージンツリー 中央区 日本橋室町３－２－１　ＣＯＲＥＤＯ室町テラス２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0122

鮨の与志喜 中央区 日本橋室町３－２－１８　海老屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6959

Cafe Mezzanine 中央区 日本橋室町３－３－１　ＥＴＳ室町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0121

日本料理海と 中央区 日本橋室町３－３－３　ＣＭビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2126

矢の根寿司 中央区 日本橋室町３－３－９　日本橋ＩＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1753

听屋日本橋 中央区 日本橋室町３－４－４　　 飲食店 ZN-2000-5551

馬力 神田南口店 中央区 日本橋室町４－２－１　祭ビル 飲食店 JS-0005-2323

くずしわしょく 香季庵 日本橋店 中央区 日本橋室町４－２－１０　坂田ビルＢ１F　 飲食店 SL-2001-0744

酒蔵かぶき 中央区 日本橋室町４－２－１５　金井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2254

日本橋玉ゐ室町店 中央区 日本橋室町４－３－６　　 飲食店 ZN-0000-2020

神田豚バル 中央区 日本橋室町４－３－６　華山ビル　 飲食店 ZN-0000-2672

muromachicafe3 ＋ 5 中央区 日本橋室町４－４－１０　東短ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2270

龍府 中央区 日本橋小舟町１０－５　ドウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2619

BARHOSHINO 中央区 日本橋小舟町１１－１０　　 飲食店 ZN-2000-3617

おにく花柳 中央区 日本橋小舟町１１－１１　Ｋビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2486

BiSTROLAPOUPEE 中央区 日本橋小舟町１１－１１　Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1947

レストラン くわんか 中央区 日本橋小舟町１２－７　ＭＭビルＢ１ 飲食店 JS-0000-0157

すし雅遊 中央区 日本橋小舟町１５－１２　　 飲食店 ZN-0000-1841

本格和食 大人の居酒屋 恭悦 人形町 中央区 日本橋小舟町１５－１７　 飲食店 SL-2000-6900

京都鴨そば専門店 浹 中央区 日本橋小舟町４－１０　西村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5995

日本橋逢坂 中央区 日本橋小舟町６－１６　グリーンビル４F　 飲食店 ZN-0000-2267

チキンプレイス 小舟町店 中央区 日本橋小舟町９－２　　 飲食店 ZN-0000-1699

あぐらし 中央区 日本橋小舟町９－４　イトーピア日本橋小舟町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2303

ダイニングマサラ 中央区 日本橋小伝馬町１０－８　林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2191

ちょいおでん 中央区 日本橋小伝馬町１１－２　成田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1729

居酒場 肉寅 中央区 日本橋小伝馬町１－１４　末広ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1836

酒蔵駒忠小伝馬町店 中央区 日本橋小伝馬町１３－１３　ミイダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2128

NICO’S 中央区 日本橋小伝馬町１３－２　井川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0070

橙凛 中央区 日本橋小伝馬町１３－６　皆楽園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2337

room 中央区 日本橋小伝馬町１４－１９ 飲食店 JS-0004-3405

炭焼き牛たんゑのじ 中央区 日本橋小伝馬町１４－８　内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2335
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寿司富 中央区 日本橋小伝馬町１６－１７　寿司富ビル　 飲食店 ZN-0000-2131

一心 中央区 日本橋小伝馬町１７－９　さとうビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2082

美酒佳肴小紋 中央区 日本橋小伝馬町１８－１　ハニー小伝馬町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1995

日本橋さとう 中央区 日本橋小伝馬町２１－１　ｆｏｒｔｕｎａマンション１０１　 飲食店 ZN-0000-1869

L’ottocent 中央区 日本橋小網町１１－９　ザ・パークレックス小網町第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2375

Kouchi － ya 中央区 日本橋小網町１６－１９　大都ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1864

PADMA 中央区 日本橋小網町１６－１９　大都ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2168

韓国亭 中央区 日本橋小網町１８－１１　小網町プロサイドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2576

粋つ家 中央区 日本橋小網町１８－１１　鈴木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4773

味源 中央区 日本橋小網町１８－１１－１　鈴木ビル　 飲食店 ZN-2000-5911

凡木居酒屋 中央区 日本橋小網町１８－９　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0958

日本の酒場つちのこ 中央区 日本橋小網町１８－９　司ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2590

Ringraziamento 中央区 日本橋小網町９－６　ＮＳＴビルＢ１F　 飲食店 ZN-0000-1778

オステリアブッビーノ 中央区 日本橋人形町１－１０－３　スクエアードコート日本橋人形町１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2151

ティーハウス茶韻館 中央区 日本橋人形町１－１０－６　日本橋ＳＤビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5063

鉄板焼レストラン仁 中央区 日本橋人形町１－１－１５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2545

Kaneki － Tei 中央区 日本橋人形町１－１１－５　１Ｆ　ダイヤモンドレジデンス 飲食店 SL-2001-0654

LA2MELA 中央区 日本橋人形町１－１１－７　Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-1976

ランコントレ・トント 中央区 日本橋人形町１－１－２１　ヤマジョウビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0395

鮨芳 中央区 日本橋人形町１－１２－１１－Ａ１０２　リガーレ日本橋人形町 飲食店 ZN-0000-2135

相撲茶屋盛風力 中央区 日本橋人形町１－１５－１　新生ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1928

牛楽城 中央区 日本橋人形町１－１５－１　新生ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2936

豚一 中央区 日本橋人形町１－１５－６　五番街ビル　 飲食店 ZN-0000-2433

漣 中央区 日本橋人形町１－１５－６　五番街ビル２F　 飲食店 ZN-2000-0383

牛鍋とワイン Boeuf 彩 中央区 日本橋人形町１－１－６　松和人形町ビルＢ１F 飲食店 JS-0001-3424

鳥正 中央区 日本橋人形町１－１６－４　　 飲食店 ZN-0000-2014

すし処彩旬 中央区 日本橋人形町１－１６－８　　 飲食店 ZN-0000-1738

花咲 中央区 日本橋人形町１－１－８　カワハタビル　 飲食店 ZN-0000-2166

三船人形町店 中央区 日本橋人形町１－１８－２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1714

よし梅 中央区 日本橋人形町１－１８－３　　 飲食店 ZN-0000-1971

京和 中央区 日本橋人形町１－１８－４　　 飲食店 ZN-2000-7365

TOCHINO － KI 中央区 日本橋人形町１－１８－５　　 飲食店 ZN-0000-1733

ザ・築地　人形町店 1 中央区 日本橋人形町１－１９－１　石井ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6666

一の屋人形町バル 中央区 日本橋人形町１－２－７　人形町サンシティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2326

レストランバー・ライズ 中央区 日本橋人形町１－４－１０　人形町センタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1985

ピーナッツ食堂 中央区 日本橋人形町１－４－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2158

魚と酒はなたれ人形町店 中央区 日本橋人形町１－５－１６　柏屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2334

よし梅芳町亭 中央区 日本橋人形町１－５－２　　 飲食店 ZN-0000-1972

川田 中央区 日本橋人形町１－５－５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8753

三好 中央区 日本橋人形町１－５－６　ナカハナビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2002

焼肉ここから人形町店 中央区 日本橋人形町１－５－８　喜月ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0199

羽織 中央区 日本橋人形町１－７－６　ＨＳビルＢ１F 飲食店 JS-0001-5275

シェ アンドレ ドゥサクレクール 中央区 日本橋人形町１－８－５ 飲食店 JS-0000-0032

人形町四川亭 中央区 日本橋人形町１－８－７　近藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1962
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SUNNY － S 中央区 日本橋人形町１－８－９　谷川ビル１．５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6056

フードイノベーション人形町店 中央区 日本橋人形町１－９－２　冨士ビルＢ１ 飲食店 JS-0002-5051

ぼんくら 中央区 日本橋人形町２－１０－７　人形町ＴＹビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2499

大市 中央区 日本橋人形町２－１１－１０　コフジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1934

人形町 萬菊 中央区 日本橋人形町２－１－１２　マルイチビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7573

串八 中央区 日本橋人形町２－１１－７　ＲＯビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2228

元淳 中央区 日本橋人形町２－１２－１１　　 飲食店 ZN-0000-1956

シディーク水天宮前店 中央区 日本橋人形町２－１－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5660

常とん 水天宮前店 中央区 日本橋人形町２－１４－１２ 飲食店 JS-0003-3636

旬味 ささや 中央区 日本橋人形町２－１６－４　池田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9383

築地傳人形町店 中央区 日本橋人形町２－１－７　リビオ日本橋人形町２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2368

快積八衛 中央区 日本橋人形町２－１７－４　山田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1737

直送海鮮呑舟乃魚 中央区 日本橋人形町２－１８－６　　 飲食店 ZN-0002-1441

すし天ぷらあき 中央区 日本橋人形町２－１－９　日本橋ＴビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2109

和膳いい田 中央区 日本橋人形町２－１９－７ 飲食店 JS-0005-0194

魚やきてれつ 中央区 日本橋人形町２－２０－１２　　 飲食店 ZN-2000-3878

鈴花 中央区 日本橋人形町２－２０－１４　　 飲食店 ZN-0000-2159

サクライロガーデン 中央区 日本橋人形町２－２－１０　　 飲食店 ZN-0000-2570

東八 中央区 日本橋人形町２－２－１１　　 飲食店 ZN-0000-1964

DABABBO 中央区 日本橋人形町２－２１－１　ＦＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2019

和敬 中央区 日本橋人形町２－２１－１　ＦＳビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1695

pomp 中央区 日本橋人形町２－２１－４　加藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7297

イレール人形町 中央区 日本橋人形町２－２２－２　　 飲食店 ZN-2000-5023

人形町 花 中央区 日本橋人形町２－２４－６ 飲食店 JS-0002-0850

やましょう 人形町店 中央区 日本橋人形町２－２５－１９　戸谷第４ビル　 飲食店 ZN-0002-1364

ぱちぱち 中央区 日本橋人形町２－２－９　原山ビル１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2338

CAFEAMETHYST 中央区 日本橋人形町２－２－９　原山ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-5743

酒楽家金魚 中央区 日本橋人形町２－３１－１ 飲食店 JS-0004-2539

Palette 中央区 日本橋人形町２－３－２　玉英堂ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-7777

味いな村 中央区 日本橋人形町２－３３－５　ＯＴＡＹＡビル　 飲食店 ZN-2000-5889

karaoke Bar Reve 中央区 日本橋人形町２－３－４　第３ロータリービル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2636

みなもと屋 中央区 日本橋人形町２－３－５　ソレイユ人形町２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2348

自家焙煎ほうじ茶の店 森乃園 中央区 日本橋人形町２－４－９　森乃園ビル　 飲食店 ZN-2000-1905

森乃園甘味処 中央区 日本橋人形町２－４－９　森乃園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2531

TOKYODOLLS 中央区 日本橋人形町２－５－２　４ＦＴＯＰ，ＨＩＬＬ．１　 飲食店 ZN-2000-3688

アルテミス 中央区 日本橋人形町２－５－２　ＴＯＰＨｉＬＬ．１ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3253

豆泉 中央区 日本橋人形町２－５－４　江戸八ビル　 飲食店 ZN-0000-2601

AGOT 中央区 日本橋人形町２－６－１ 飲食店 JS-0005-6264

人形町双菴 中央区 日本橋人形町２－６－１１　五十番ビル　 飲食店 ZN-0000-2317

鮨・和食 祷 中央区 日本橋人形町２－６－１１　五十番ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2611

トラットリア コルディアーレ 中央区 日本橋人形町２－６－９　 飲食店 SL-2000-3841

アジア料理菜心 中央区 日本橋人形町２－７－１２　　 飲食店 ZN-0000-2190

酒蔵咲村 中央区 日本橋人形町２－７－１５　　 飲食店 ZN-0000-1757

PLANCHA 中央区 日本橋人形町２－７－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2605
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NEO 中央区 日本橋人形町２－７－２　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5868

BarAtico 中央区 日本橋人形町２－７－２　ＡＫ．ＢＬＤ．１６－５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2645

すし 柿崎 中央区 日本橋人形町２－８－１１　友高ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0002

てんみ 中央区 日本橋人形町２－８－５　スワンビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6710

オーパッキャマラード 中央区 日本橋人形町２－８－８　マリアンポート１０１ 飲食店 JS-0005-4131

グリルツカサ 中央区 日本橋人形町２－９－１０　　 飲食店 ZN-0000-1842

人形町和食柊 中央区 日本橋人形町２－９－１１　　 飲食店 ZN-0000-2052

人形町すする 中央区 日本橋人形町２－９－４　　 飲食店 ZN-0000-2413

栄記香辣坊 中央区 日本橋人形町３－１－１３　コムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1709

スペインバル BARRIO 人形町 中央区 日本橋人形町３－１２－１１　ＧＲＡＮＤＥ人形町１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0643

みやもと牧場人形町 中央区 日本橋人形町３－１２－１１　グランデ人形町Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2544

ラ カンティネッタ オタヌキサン 中央区 日本橋人形町３－１３－１１　　 飲食店 ZN-0000-2438

osaka きっちん人形町店 中央区 日本橋人形町３－３－１０　日本橋ＴＥＣＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2127

北陸料理新越 中央区 日本橋人形町３－３－９　久米ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2136

四季彩 中央区 日本橋人形町３－３－９　久米ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2022

シゼンティー 中央区 日本橋人形町３－４－１１　 飲食店 SL-2000-6263

人形町梅田 中央区 日本橋人形町３－４－２　　 飲食店 ZN-0000-1888

ボラチタ 中央区 日本橋人形町３－５－８　日本橋センチュリー２１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1823

カサビクトリア 中央区 日本橋人形町３－７－１０　日本橋ドール３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2390

とろ鮪人形町店 中央区 日本橋人形町３－７－１３　マック人形町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2378

かわはら 中央区 日本橋大伝馬町１２－９　神浦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6639

龍門 大伝馬町店 中央区 日本橋大伝馬町１－３　アスカ日本橋ビル 飲食店 JS-0002-2503

ラ・シュセット 中央区 日本橋大伝馬町１－７　日本橋ノースプレイス 飲食店 JS-0004-4556

カジュアルイタリアン REN 中央区 日本橋大伝馬町２－１４　パールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2498

CAFE LIFE 中央区 日本橋大伝馬町３－９　グリーンパーク日本橋１０１ 飲食店 SL-2000-9932

萬来仙閣 中央区 日本橋大伝馬町４－１　　 飲食店 ZN-0000-2172

麹 中央区 日本橋大伝馬町４－２　 飲食店 SL-2000-5470

カフェアンドブーズ 1933 中央区 日本橋大伝馬町４－５　凰ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1474

J’sdiner 中央区 日本橋大伝馬町４－５　凰ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1868

炭焼ホルモン えいた 中央区 日本橋大伝馬町９－７　２Ｆ 飲食店 SL-2000-2117

神屋流博多道場馬喰町店 中央区 日本橋馬喰町１－５－１０　林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1858

新鮮市場馬喰町店 中央区 日本橋馬喰町１－５－１６　中庄ビル別館　 飲食店 ZN-0000-1861

おさかな本舗たいこ茶屋 中央区 日本橋馬喰町２－３－２　セントピアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1684

郡代ベベドール 中央区 日本橋馬喰町２－４－１４ 飲食店 JS-0001-3110

caffeineholic 中央区 日本橋馬喰町２－７－１５　ザ・パークレックス日本橋馬喰町１Ｆ 飲食店 AL-0000-0075

チキンプレイス箱崎店 中央区 日本橋箱崎町１－１　　 飲食店 ZN-0000-2631

茅場町 牡蠣入レ時 中央区 日本橋箱崎町１６－８　石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2551

ワインバルじじ 中央区 日本橋箱崎町１７－８　ノーベルコート箱崎５Ｆ 飲食店 JS-0004-5199

トラットリアデニーロ 中央区 日本橋箱崎町１－８　内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1994

エアー 2 号店 中央区 日本橋箱崎町２１－９　沼崎ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2408

CAFFE　CALMO 中央区 日本橋箱崎町２５－８　　 飲食店 PK-0000-6489

スパイスハーベスト 中央区 日本橋箱崎町３－８　武関ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2180

居酒屋ダイニング エアー 中央区 日本橋箱崎町４２－１　東京シティエアターミナル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1688

ポルタ アッズーロ 中央区 日本橋箱崎町８－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7114
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六ちゃん 中央区 日本橋浜町１－２－４　　 飲食店 ZN-2000-0987

トラットリアコッレ 中央区 日本橋浜町１－４－１６　大森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1720

フランス料理ルブション 中央区 日本橋浜町２－２２－３　ＴＳＩ日本橋浜町第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6460

西むら 中央区 日本橋浜町２－３３－４ 飲食店 JS-0005-3406

浜町ふじ田 中央区 日本橋浜町２－３４－３ 飲食店 JS-0001-3364

ビストロ・トカチ 中央区 日本橋浜町２－３６－３　　 飲食店 ZN-0000-2091

すし割烹福原 中央区 日本橋浜町２－３６－６　永来ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2462

龍門 中央区 日本橋浜町２－３７－１０ 飲食店 JS-0000-4041

中華美食旭 中央区 日本橋浜町２－３７－８　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2269

新東京焼肉 遊心 中央区 日本橋浜町２－４７－５ 飲食店 JS-0002-2028

アジアンキッチンプルニマ 中央区 日本橋浜町２－４９－１　北林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4843

日本橋逢鳥 中央区 日本橋浜町２－６０－１ 飲食店 JS-0002-2487

味蕾 中央区 日本橋浜町３－２１－１　日本橋浜町Ｆタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1784

萬福菜館 中央区 日本橋浜町３－３－１　トルナーレ日本橋浜町２０２　 飲食店 ZN-0000-2156

日本橋浜町蛇の目鮨 中央区 日本橋浜町３－３３－８ 飲食店 JS-0004-2053

人形町バル雄 中央区 日本橋富沢町１６－５　ＳＧビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2090

なごみや 中央区 日本橋堀留町１－１０－１０　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2236

下町ワイン酒場 MIYABIYA 中央区 日本橋堀留町１－１－２　フェニックス３ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2352

PIZZERIAILTAMBURELLO 中央区 日本橋堀留町１－２－９　ＤＩＧＤＵＧ１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-1851

月のうたた寝どころモンクール 中央区 日本橋堀留町１－２－９　ＤＩＧＤＵＧビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1874

日本橋竹とんぼ 中央区 日本橋堀留町１－５－７　ユービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2050

ALVITA 中央区 日本橋堀留町１－７－１　渡辺１ｓｔビル　 飲食店 ZN-0000-2371

ぶたいち・北海道番屋 中央区 日本橋堀留町１－８－１１ 飲食店 JS-0003-8584

SPAINKitchenOCHO 中央区 日本橋堀留町１－８－７　堀留スワンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1521

魚食堂きてれつ 中央区 日本橋堀留町２－１－１　藤和堀留町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1790

あいしてます 中央区 日本橋堀留町２－１－２　　 飲食店 ZN-0000-2154

肉系居酒屋肉十八番屋人形町店 中央区 日本橋堀留町２－１－２　カネトモ人形町ビル２．３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2373

ナゴミナチュルア 中央区 日本橋堀留町２－１－３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1581

日本橋竹とんぼ紫 中央区 日本橋堀留町２－３－３　グランドメゾン２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2353

BarBies Grill 中央区 日本橋本石町１－１－９　新日本橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2533

yakinikuBARBIES 中央区 日本橋本石町１－１－９　新日本橋ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-2534

ラカルト・セジュール 中央区 日本橋本石町３－２－５　マレ本石ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7450

日本橋肉友 中央区 日本橋本石町３－２－５　マレ本石ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-7912

箕と環 中央区 日本橋本石町４－２－６　神田ＧＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5591

fratello 中央区 日本橋本石町４－４－１２ 飲食店 JS-0000-8847

遊友魚港 中央区 日本橋本石町４－４－１２　朝日ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1800

魚がし友・日利 中央区 日本橋本石町４－４－１４　　 飲食店 ZN-0000-2164

KATSU DINING 中央区 日本橋本石町４－４－１４　第一福冨ビル２，３Ｆ 飲食店 JS-0000-8741

日本橋紋 中央区 日本橋本石町４－４－１５　平和本社ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2133

BOSSO 中央区 日本橋本石町４－４－１６　　 飲食店 ZN-0000-1700

本石亭 中央区 日本橋本石町４－４－１６　　 飲食店 ZN-0000-1875

キュル・ド・サック 中央区 日本橋本石町４－４－１６　　 飲食店 ZN-0000-2485

USUALB． 中央区 日本橋本石町４－４－１６　ＵｓｕａｌＢ．　 飲食店 ZN-0000-1898

ふくい軒 中央区 日本橋本石町４－４－１６　小泉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2537
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Bar Prologue 中央区 日本橋本石町４－４－１７　青木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6467

瓦 Tokyo 神田 Y － STYLE 中央区 日本橋本石町４－４－１７　青木ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3168

五大 中央区 日本橋本石町４－５－１１　レジデンスクリタ１Ｆ－Ａ号室 飲食店 ZN-0000-2450

寿し竜 中央区 日本橋本石町４－５－１１　井口ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2010

神田本陣房 中央区 日本橋本石町４－５－１２　１Ｆ友泉本石町ビル　 飲食店 ZN-0000-1743

朝日夜 中央区 日本橋本石町４－５－８　　 飲食店 ZN-0000-1986

元祖紙やきホルモサ日本橋店 中央区 日本橋本町１－１０－２ 飲食店 JS-0005-9602

焼きちすぅ－さん 中央区 日本橋本町１－４－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6792

CUISINE SHINGO 中央区 日本橋本町１－４－３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-3796

ワイズランドバーイアン 中央区 日本橋本町１－４－３　ヴィラアート日本橋Ｂ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2574

割烹ふた麦 中央区 日本橋本町１－４－３　ムロホンビル１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2439

麦酒庵日本橋本町店 中央区 日本橋本町１－４－３　ムロホンビル１　２Ｆ 飲食店 ZN-0000-2440

日本橋柚こう 中央区 日本橋本町１－４－５　　 飲食店 ZN-0000-2406

割烹多賀山 中央区 日本橋本町１－６－１２　　 飲食店 ZN-0000-2021

てんやわん屋 中央区 日本橋本町１－７－１０　讃金ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3613

三代目魚真 中央区 日本橋本町１－７－１０　讃金ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2336

加悦 中央区 日本橋本町１－８－５　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6321

懐石料理はし本 中央区 日本橋本町２－３－６　協同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9984

順順餃子房 小伝馬町店 中央区 日本橋本町２－８－１１　ＯＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9690

チキンプレイス日本橋本町店 中央区 日本橋本町３－９－１　　 飲食店 ZN-0000-1751

やきとりや shin 日本橋店 中央区 日本橋本町３－９－１１　クーベルチュールプチ日本橋　 飲食店 ZN-2000-5934

木金土 中央区 日本橋本町４－１－１３　スリーピー日本橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1446

スーリヤマンダル 中央区 日本橋本町４－１３－８　朱ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-4090

ワインバルコレット 中央区 日本橋本町４－１４－２　ミマツビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2339

肉鮮問屋佐々木 中央区 日本橋本町４－２－３　　 飲食店 ZN-0000-2276

縁増 中央区 日本橋本町４－３－１０　Ｂ１Ｆ　日本橋銀三ビル　 飲食店 ZN-0000-2174

日本料理よつ谷 中央区 日本橋本町４－８－１４　東京建物第三室町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1954

肴屋 中央区 入船１－１－２１　福生ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2354

niku kitchen Boichi 中央区 入船１－３－９　長崎ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2186

すし屋の健太 中央区 入船１－４－８　ネオアージュ八丁堀　 飲食店 ZN-0000-1895

焼肉讃 中央区 入船２－２－１５　スイートワンコート　 飲食店 ZN-0000-2249

鳥福 中央区 入船２－８－１０ 飲食店 JS-0004-9845

Maison Michel 中央区 入船３－１－１３　センターヴィレッジ築地２Ｆ 飲食店 JS-0002-3423

あさみどり 中央区 入船３－２－９　築地ハイツ１０１ 飲食店 JS-0001-4518

まる屋 中央区 入船３－９－６　　 飲食店 ZN-2000-0486

青蓮 日本橋店 中央区 八重洲１－３－７　八重洲ファーストフィナンシャルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1713

八重洲炎武 中央区 八重洲１－４－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-2504

GOCHOO 中央区 八重洲１－４－４　　 飲食店 ZN-0000-1870

玄海灘 中央区 八重洲１－４－４　不二ビル別館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2011

焼肉ここから八重洲店 中央区 八重洲１－４－５　　 飲食店 ZN-0000-0210

根室食堂八重洲店 中央区 八重洲１－４－７　石井ビル 飲食店 JS-0004-2139

土火土火 中央区 八重洲１－４－９　　 飲食店 ZN-0000-1885

焼肉矢澤 東京 中央区 八重洲１－５－１０ 飲食店 AL-0000-0052

みなと屋第二 中央区 八重洲１－５－１０　２Ｆ，３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1794
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AJITO 中央区 八重洲１－５－１０　ＲＩＳＭ八重洲ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7212

とうがらし 中央区 八重洲１－５－１０　八重洲ソーケンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2507

春花風月 中央区 八重洲１－５－１０　八重洲井坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0377

和が家本店 中央区 八重洲１－５－１１　梓沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2638

和が家 中央区 八重洲１－５－１１　梓沢ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2637

スクンビット・ソイ・トンロー 中央区 八重洲１－５－１７　八重洲香川ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-2029

すし処伴 中央区 八重洲１－５－２１　　 飲食店 ZN-0000-2123

升寿司本店 中央区 八重洲１－６－１　八重洲第３パークビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1672

八重洲 豊丸 中央区 八重洲１－６－１４ 飲食店 JS-0002-3912

香港料理秀宴 中央区 八重洲１－６－１５　キングビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1715

博多花蔵 中央区 八重洲１－６－１５　キングビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2614

八重洲鳥将・虎の尾 中央区 八重洲１－６－１５　キングビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2625

唐人飯店 中央区 八重洲１－６－１６　　 飲食店 ZN-0000-2444

BRUNO 東京 中央区 八重洲１－６－１６　Ｈ・Ｔ・八重洲ビル１～３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2224

インド料理スーリヤ八重州店 中央区 八重洲１－６－１８　友日ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9364

鶏万作 中央区 八重洲１－７－１０　今井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2442

バンケット 中央区 八重洲１－７－１０　今井ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4319

お通 中央区 八重洲１－７－１０　今井ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2441

九州個室居酒屋薩摩吉兆 中央区 八重洲１－７－１０　中坪ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2556

みなと屋竹田 中央区 八重洲１－７－１３ 飲食店 JS-0004-8432

和菜美 八重洲店 中央区 八重洲１－７－１７　八重洲ロータリービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2099

玉鮨 中央区 八重洲１－７－３　　 飲食店 ZN-0000-1674

グリン 中央区 八重洲１－７－３　　 飲食店 ZN-2000-1822

炭火焼ホルモンぐう 中央区 八重洲１－７－３　　 飲食店 ZN-2000-5752

せんや本店 中央区 八重洲１－７－４　ナリカワビルＢ１・１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1765

居酒屋ひょっとこ 中央区 八重洲１－７－５　太田紙興ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1681

炭火焼ホルモン ぐう はなれ 中央区 八重洲１－７－５　太田紙興八重洲ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1372

千や はなれ 中央区 八重洲１－７－７　　 飲食店 ZN-0000-1957

深味 中央区 八重洲１－７－７　吉川ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2387

おけい寿司 中央区 八重洲１－８－１１　　 飲食店 ZN-0000-1950

升寿司南店 中央区 八重洲１－８－７　　 飲食店 ZN-0000-1673

ネパールダイニングティカ 5F 中央区 八重洲１－８－７　第１０７東京ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1896

美少年 中央区 八重洲１－８－９　一六堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1925

三六八重洲店 中央区 八重洲２－１　１番通り八重洲地下街　 飲食店 ZN-0000-2068

和彩酒蔵だるま 中央区 八重洲２－１　八重洲地下街北１　 飲食店 ZN-0000-2039

食為鮮 東京店 中央区 八重洲２－１１－７　一新ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2291

さつま 中央区 八重洲２－１１－７　一新ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7693

大天門八重洲 中央区 八重洲２－４－１０　第一幸田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1710

俺のイタリアン YAESU 中央区 八重洲２－６－４　松岡ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0360

江戸八寿司 中央区 八重洲２－６－４　松岡ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2731

SWANLAKEEdo 中央区 八重洲２－６－５　八重洲五の五ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1901

博多劇場八重洲店 中央区 八重洲２－６－５　八重洲五の五ビル１ＦＡ　 飲食店 ZN-0000-0778

ほたる 中央区 八丁堀１－３－７　双鶴八重洲ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2032

ごちそう家ぽん太八丁堀店 中央区 八丁堀１－５－２　はごろもビル　 飲食店 ZN-0000-2212
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貝やほくと 中央区 八丁堀１－８－６　カサイビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8404

なつめ 中央区 八丁堀１－８－６　ライムライトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1683

焼鳥うちやま 中央区 八丁堀２－１１－１　ｋｃビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5984

志み津 中央区 八丁堀２－１４－９　　 飲食店 ZN-0000-1940

沖縄わがん 中央区 八丁堀２－１５－５　２Ｆ 飲食店 JS-0001-7547

翠幸 中央区 八丁堀２－１５－６　カガヤビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2015

山城屋 中央区 八丁堀２－１５－８　　 飲食店 ZN-0000-1866

炭火焼飯や武平次八丁堀桜橋店 中央区 八丁堀２－１８－２　　 飲食店 ZN-0000-1799

かつ新 中央区 八丁堀２－１８－３　　 飲食店 ZN-0000-2220

八丁堀 SKY 中央区 八丁堀２－２０－９　八丁堀フロントビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6330

御膳処 柚 中央区 八丁堀２－２１－９ 飲食店 JS-0000-1759

大衆すし酒場カドハチ 中央区 八丁堀２－２２－１１　八丁堀鈴らんビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0000-4100

栖 中央区 八丁堀２－２２－３　巻渕ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1991

One’sBarbiton． 中央区 八丁堀２－２６－２　八丁堀二丁目ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1862

プティ・ボワ 中央区 八丁堀２－３－８　　 飲食店 ZN-0000-2107

貴膳 中央区 八丁堀２－８－１　　 飲食店 ZN-0000-2038

中国食坊大連菜館 中央区 八丁堀３－１０－３　正和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2268

KEN’SBAR 京橋店 中央区 八丁堀３－１１－１２　Ｆｌｏ　ｏｒａｎｄＷａｌｌｓＨａｃｃｈｏｂｏ　ｒｉ 飲食店 ZN-0000-2356

好来飯店 中央区 八丁堀３－１１－１２　フロアーアンドウォールズ八丁堀１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0605

八丁堀ぜん 中央区 八丁堀３－１－５　アルカディア八丁堀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6951

ワインバル KIKUO 中央区 八丁堀３－１５－１１　洋邦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9288

八丁堀鮨たじま 中央区 八丁堀３－１７－１４　　 飲食店 ZN-0000-2568

ハチョボリーノ 中央区 八丁堀３－１７－１６　セントラル京橋三立ビル別館１０２ 飲食店 SL-2000-1720

炭火焼鳥 おおさか 中央区 八丁堀３－２０－８ 飲食店 JS-0005-1232

meta meta 中央区 八丁堀３－２２－１ 飲食店 JS-0000-2247

一汁三菜イタリア～の八丁堀 中央区 八丁堀３－２３－１０　スカイハイム２０６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2313

Dei 中央区 八丁堀３－２３－５　八丁堀スクエアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2256

そば処松月 中央区 八丁堀３－２３－６　八丁堀安達ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3306

八丁堀博多水炊き力々さ和鳥 中央区 八丁堀３－２４－１　　 飲食店 ZN-0000-2054

日本料理エドア 中央区 八丁堀３－２８－１４　飯田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1742

鳥プル A 中央区 八丁堀３－３－１　　 飲食店 ZN-0000-2589

産直海鮮居酒屋篠げん 中央区 八丁堀３－９－２ 飲食店 JS-0004-2022

焼肉 貴闘炎 八丁堀店 中央区 八丁堀３－９－５ 飲食店 SL-2000-7173

小星星八丁堀 中央区 八丁堀４－１０－１　甲東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2510

美味閣 中央区 八丁堀４－１３－１４　中銀八丁堀マンシオン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2120

う福八丁堀 中央区 八丁堀４－１３－７　　 飲食店 ZN-0000-1680

Enoteca 眞 中央区 八丁堀４－１４－１　ライオンズマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-2194

四季の食 さいとう 中央区 八丁堀４－２－８　月村マンションＮｏ２７－１０１ 飲食店 JS-0002-0939

そば処八丁庵 中央区 八丁堀４－９－１０　館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1802

トヨミフィッシャリーズテラス 中央区 豊海町３－１３　スズヨシビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7280

LaCombe ラ・コンブ 中央区 湊１－１－１６　ＴＭＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3751

八丁堀こまつ 中央区 湊１－２－７　カワジリビル八丁堀１Ｆ 飲食店 JS-0003-4275

手打ちそば梠炉 中央区 湊２－６－６　大金ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5678

味ひろ 中央区 湊３－１３－１５　梅沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6967
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すこやか亭 中央区 湊３－１４－１ 飲食店 JS-0002-5603

スリスティ新富町 中央区 明石町１－１　東和明石ビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-2357

DIAMOND’THEROYALASIA 中央区 明石町８－１　聖路加ガーデン１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5664


