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加盟店名 所在地 ジャンル

XEX ATAGO 港区 愛宕２－５－１　モリタワー４２Ｆ 飲食店 JS-0001-0358

レストラン・サボナ 港区 海岸１－１３－１９ 飲食店 JS-0004-2597

サルーテ竹芝 港区 海岸１－１６－１　サルーテ内ニ　ューピア竹芝サウスタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0529

ぽど浜松町 港区 海岸１－２－２０　汐留ビルディング　 飲食店 ZN-0000-1533

天ぷらかねき 港区 元赤坂１－１－７　モートサイドビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5369

東洋軒 港区 元赤坂１－２－７　赤坂Ｋタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0926

懐石辻留 港区 元赤坂１－５－８　虎屋第二ビルＢＦ　 飲食店 ZN-0000-0368

es 港区 元麻布１－２－１３　元麻布ガーデンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6430

焼肉レストラン新興苑 港区 元麻布１－５－１１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5342

SUKHA 港区 元麻布２－１１－５３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4356

SABI 港区 元麻布２－１－１７　モダンフォルム元麻布ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1293

食卓や古賀 港区 元麻布２－１－４　ＭＨＨ１０１　　 飲食店 ZN-2000-4995

久太郎 港区 元麻布３－１０－１２ 飲食店 JS-0001-6693

鳥居 港区 元麻布３－１０－２　ＶＥＮＴＶＥＲＴ７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0817

茶々 港区 元麻布３－１１－２　カドル麻布十番３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0722

ワイマーレ 港区 元麻布３－１１－２　カドル麻布十番４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1338

すぎ乃麻布十番店 港区 元麻布３－１１－２　マイム麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1451

nicofive 港区 元麻布３－１１－５　平岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0856

プリマベ～ラ 港区 元麻布３－１２－１　　 飲食店 ZN-0000-0924

GANESHA 港区 元麻布３－２－２０　タナカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1424

ホナノシタ 港区 元麻布３－２－２１　ルミエール元麻布Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5807

華凛 港区 元麻布３－２－２１　ルミエール元麻布Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0401

CHARCUT（シャルキュ） 港区 虎ノ門　１－１１－５　　森谷ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4193

鳥与志 港区 虎ノ門１－１－１１　マスダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0430

カメリーノ 港区 虎ノ門１－１－１１　マスダビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1295

KITAMI 港区 虎ノ門１－１１－１３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1190

京料理と村 港区 虎ノ門１－１１－１４　第２ジェスペールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0466

平五郎 港区 虎ノ門１－１１－１４　野口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1480

伊蔵虎ノ門店 港区 虎ノ門１－１１－２　虎ノ門平和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0952

ビストロヒラガ 港区 虎ノ門１－１１－５　折田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6921

ととや 港区 虎ノ門１－１３－３　東洋共同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5052

西安刀削麺酒楼 虎ノ門本店 港区 虎ノ門１－１４－１　郵政福祉琴平ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5091

手打そば元禄 港区 虎ノ門１－１４－１　郵政福祉琴平ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0496

つくね虎ノ門 港区 虎ノ門１－１５－５　琴平アネックスビル１Ｆ．２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0024

蛇の目ずし 港区 虎ノ門１－１５－６　虎ノ門ＪＳビル　 飲食店 ZN-0000-0699

中国四川料理天然居 港区 虎ノ門１－１６－４ 飲食店 JS-0002-8140

バルバッコア 虎ノ門ヒルズ店 港区 虎ノ門１－１７－１　虎ノ門ヒルズビジネスタワー３Ｆ 飲食店 AX-2000-0010

TOKYO 源 港区 虎ノ門１－２－１２　第二興業ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1216

ふらっと 港区 虎ノ門１－４－４　第２誠ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0734

福聚楼 港区 虎ノ門１－５－１１　五十嵐ビル　　 飲食店 ZN-2000-4337
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つくね新虎ノ門 港区 虎ノ門１－５－１１　森田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1364

とりやす 港区 虎ノ門１－５－１３　　 飲食店 ZN-0000-0462

やまと 港区 虎ノ門１－５－３　　 飲食店 ZN-0000-1417

甚兵衛二号店 港区 虎ノ門１－５－４　大ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0413

くし処 虎ノ坊 港区 虎ノ門１－８－１１　　 飲食店 ZN-0000-0639

福盧寿司 港区 虎ノ門１－８－１１　５８２５ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0380

珍味館虎ノ門 港区 虎ノ門１－８－１１　５８２５ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1648

鳥酎 港区 虎ノ門１－８－１２　虎ノ門第一ビル　 飲食店 ZN-0000-0602

甚兵衛一号店 港区 虎ノ門１－８－１３　森下ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0414

地鶏のすみ家 港区 虎ノ門１－８－３　Ｋビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1227

五六八そば虎ノ門店 港区 虎ノ門１－８－３　西湖ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2006

新橋やきとん 虎ノ門店 港区 虎ノ門１－８－５　河野虎ノ門ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7287

桜の舞 港区 虎ノ門１－８－７　とみたやビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0648

和酒処厨 港区 虎ノ門２－５－５　桜ビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-1154

純手打そば夢路 港区 虎ノ門２－９－１６　日本消防会館Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-1493

こがね製麺所 港区 虎ノ門３－１７－１　ＴＯＫＹＵＲＥＩＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2361

鶏焼 鳥とも 港区 虎ノ門３－１７－１　ＴＯＫＹＵＲＥＩＴ虎ノ門ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0797

個室会席 北大路 虎ノ門店 港区 虎ノ門３－１７－１　ＴＯＫＹＵＲＥＩＴ虎ノ門ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0015

CHANGE 港区 虎ノ門３－１７－１０ 飲食店 JS-0006-0007

バンバン カミヤチョウテン 港区 虎ノ門３－１７－９　ミドリヤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0138

ミンミン虎ノ門店 港区 虎ノ門３－４－７　虎ノ門３６森ビル　 飲食店 ZN-0000-0886

Vegi ＆ Fish 港区 虎ノ門３－８－２１　虎ノ門３３森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1257

コンプレ 港区 虎ノ門３－９－１ 飲食店 JS-0005-3355

金蠍楼 港区 虎ノ門４－１－１４　神谷町プラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0270

NOBU TOKYO 港区 虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0516

もうやんカレー虎ノ門 港区 虎ノ門４－２－５　第三松坂ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8569

酒と季節の魚菜ふる 港区 虎ノ門５－１３－１　虎ノ門４０ＭＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4042

越後屋玄白総本山神谷町店 港区 虎ノ門５－１３－１　虎ノ門４０ＭＴビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1004

神谷町倶楽部 港区 虎ノ門５－１３－１　虎ノ門４０ＭＴビル別館２Ｆ 飲食店 JS-0001-3902

うり坊神谷町店 港区 虎ノ門５－１－５　メトロシティ神谷町Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0058

KAMIKAZEHOUSE 虎ノ門 港区 虎ノ門５－２－５　神谷町ＭＴコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0925

中国香港料理 栄慶 港区 虎ノ門５－３－３ 飲食店 JS-0005-1383

翁寿司 港区 虎ノ門５－３－３　神谷町プレイス２－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-0827

ダオルモ 港区 虎ノ門５－３－９　ゼルコーバ５－１０１　 飲食店 ZN-0000-0935

福園 港区 港南１－２－６　品川シーズンテラス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1102

サイアムセラドン品川店 港区 港南１－２－７０　品川シーズンテラスタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1184

健康中華青蓮品川インターシティ店 港区 港南２－１５－２　品川インターシティＢ－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7289

土間 品川イーストワンタワー店 港区 港南２－１６－１　品川イーストワンタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0271

北陸王品川イ－ストワンタワ－店 港区 港南２－１６－１　品川イーストワンタワーＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4388

ラックタイ品川グランパサージュ店 港区 港南２－１６－５　グランパサージュ２－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0841

アンテナアメリカ品川店 港区 港南２－１８－１　アトレ品川３Ｆ 飲食店 JS-0005-1764

トロ銀 港区 港南２－２－１　ミナトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5862

焼肉 かすが 港区 港南２－２－１４ 飲食店 JS-0002-0543

焼肉居酒屋 とんとん 港区 港南２－２－１４　 飲食店 OT-0000-0094
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炭火焼肉ホルモン酒場 元気家 港区 港南２－２－１４　 飲食店 OT-0000-0150

イタリアンバールレプレ 港区 港南２－２－１６　谷田企画第一ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0773

品川商店 港区 港南２－２－１ミナトビル　　 飲食店 ZN-2000-6651

AntoniodelPollaiolo 港区 港南２－２－２　８Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1514

牡蠣入レ時品川店 港区 港南２－２－２　９Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1515

BARLOCO 港区 港南２－２－２　新富士ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1794

握や 港区 港南２－２－４ 飲食店 JS-0002-7071

大衆浜焼清水清太郎 港区 港南２－２－５　嵯峨ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7070

とうがらし 港区 港南２－２－８　第２福田ビル　　 飲食店 ZN-0000-0492

升亀品川店 港区 港南２－２－９　岩谷ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0358

恵比寿トーキョー品川港南口店 港区 港南２－２－９　朝日ビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5715

磯松 港区 港南２－３－１３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0612

スペインバルモンテルセーロ 港区 港南２－３－１３　品川フロントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0616

お好み焼 きじ 品川店 港区 港南２－３－１３　品川フロントビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3198

カネカ畜産株式会社 港区 港南２－４－１１ 飲食店 JS-0002-7121

自然食居酒屋喜楽 港区 港南２－４－１８　ルネッサンス２－４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0787

USHIHACHI 品川港南口店 港区 港南２－５－１５　ＫＩＤＳ００２ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0079

絵芙 港区 港南２－６－１０　三矢ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0517

酔郷やぶ東口店 港区 港南２－６－３ 飲食店 JS-0003-7366

和食青田 港区 港南４－５－１　都営アパート１－１０５ 飲食店 JS-0000-6321

あじろ定置網 港区 港南４－５－１－１０３　　 飲食店 ZN-0000-1539

ブルーラウンジ 港区 港南４－６－８ 飲食店 JS-0004-2041

夢呆 港区 高輪１－１－１２　カペラ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0738

どんどん別館 港区 高輪１－１－５　パルムハウス魚藍坂１０１ 飲食店 SL-2000-9792

福しま 港区 高輪１－３－２２　メインステージ白金高輪駅前１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1337

泉岳寺門前 紋屋 港区 高輪２－１１－６　 飲食店 SL-2000-6148

居酒屋あじと高輪泉岳寺前 港区 高輪２－１５－１８　グレイスビル泉岳寺駅前Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1169

蔵乃家 港区 高輪３－１０－３　アクア高輪１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3594

鉄板焼 MADOy 品川高輪店 港区 高輪３－１０－３　アクア高輪２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0895

LaRomanee 港区 高輪３－１０－４２Ｆ 飲食店 JS-0004-3153

AtsushiHatae 高輪 港区 高輪３－１０－７　高輪アパートメント１０１号室 飲食店 JS-0005-1892

DeviCorner 港区 高輪３－２４－２１　　 飲食店 ZN-0000-0051

龍盛園 港区 高輪３－２５－２７　前川ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1367

ラックタイ高輪店 港区 高輪３－２５－２９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0842

天酔 港区 高輪３－２６－３３　レジデンス品川ビル 飲食店 JS-0000-4942

デヴィ インディア 港区 高輪３－２６－３３　品川ビル２２０　 飲食店 ZN-0000-0521

F，O，T 港区 高輪３－２６－３３　品川ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0255

石志水産・品川店 港区 高輪３－２６－３３　品川ビルＢ１５１１１　 飲食店 ZN-0000-0567

高輪三丁目やきとり石志ちゃん 港区 高輪３－２６－３３　品川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0678

寿司割烹菊寿司 港区 高輪３－９－１１ 飲食店 JS-0002-0237

アンジュ 港区 高輪３－９－２０　　 飲食店 ZN-0000-1231

高輪台 いま井 港区 高輪３－９－２０　高輪三丁目ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0066

やぶ国 港区 高輪４－１０－２４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7365

酔郷やぶ高輪口店 港区 高輪４－１０－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-7367
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インド料理チェルシー 港区 三田１－１０－５　モア三田２Ｆ 飲食店 JS-0000-9516

LaGioconda 港区 三田２－１０－２　三田耀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0613

日本料理晴山 港区 三田２－１７－２９　グランデ三田Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2452

レストラン シュヴァリエ 港区 三田２－７－２０ 飲食店 JS-0000-2332

ステーキハウス佃 港区 三田３－１－１　エトワール三田２Ｆ 飲食店 JS-0001-2771

山田屋 港区 三田３－１－１９　　 飲食店 ZN-0000-0289

Casa de Macha 港区 三田３－１－１９　第１２シグマビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4648

鳥一代慶應店 港区 三田３－１－１９　柳下ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1608

びのぐらーちぇ 港区 三田３－２－１　弓和三田ビジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0002-0990

ゑびす 田町店 港区 三田３－３－２　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7837

よし田 港区 三田３－４－１０　　 飲食店 ZN-0000-0554

アジアン酒場親の家 港区 三田３－４－１０　リーラヒジリザカ１０５　 飲食店 ZN-0000-1437

三田獅子丸 港区 三田３－４－１１　三田３丁目ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2859

イタリア料理ちょっとローマ 港区 三田３－４－１２　田村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0500

インド料理ムンバイ三田店 港区 三田３－４－１５　ＭＣビル２Ｆ－２０２　 飲食店 ZN-0000-0760

LICOT 港区 三田４－１９－１８　三田杏里ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1034

炭火串焼バリうま博多編 港区 三田４－６－１８　鈴木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1000

KIMUKIMU 港区 三田５－１７－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0721

コートドール 港区 三田５－２－１８　ミタハウス１０１　 飲食店 ZN-0000-0307

イサミ鮓 港区 三田５－６－８　中村ビル 飲食店 JS-0002-0813

屋形船・つり船なわ安 港区 芝１－３－１ 飲食店 JS-0000-2724

桜都 港区 芝１－４－１０　トイヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1708

AGARI 港区 芝１－４－１０　トイヤビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1627

シーフードレストラン 香港 港区 芝１－４－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0001

ちぢみ屋 港区 芝２－１２－１２　　 飲食店 ZN-0000-0592

龍祥軒 港区 芝２－１６－３　芝ＭＮビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1046

MASTERCHEFKITCHEN 港区 芝２－２－１２　ロイヤルマンション２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0998

福の家 港区 芝２－２－１２－１０２　　 飲食店 ZN-0000-1162

萬里鮮 港区 芝２－２２－２３ 飲食店 JS-0001-9710

ビストロ サンギュリエ 港区 芝２－２４－１　指田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2334

おばんざいたかや 港区 芝２－２９－１４　一星芝公園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2674

BISTRO ROVEN 芝公園 港区 芝２－５－１　コンフォルト芝公園１Ｆ 飲食店 SL-2000-2612

豆の家 港区 芝３－１５－５　ジョイヴィレッジ芝公園２Ｆ 飲食店 JS-0001-2008

東方廳田町店 港区 芝３－１６－４　　 飲食店 ZN-0000-0365

角天 港区 芝３－２－１２　たばこ組合ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8946

レストランマルヤマ 港区 芝３－２９－７　森岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4839

VineriaLUNALUCE 港区 芝３－３２－１３　グラスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8707

三田ばさら 港区 芝３－４３－１６　ＤＮＩ三田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0789

お田しま 港区 芝３－６－１４　　 飲食店 ZN-0000-0666

わいん酒場 HIBINO 港区 芝４－１６－１　カテリーナ三田タワースイートｗ１０１ 飲食店 SL-2000-5133

菩提樹 港区 芝４－３－１４　仏教伝道センタービル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8974

からあげとり多津三田駅前店 港区 芝４－４－８　ＡＰＡホテル三田駅前内　 飲食店 ZN-0000-0906

Farmers chicken 田町 港区 芝４－５－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9698

青樹苑 港区 芝４－５－９　三田ハイデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0232
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陳記中華居酒屋 港区 芝４－６－５　芝大井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1472

オーガニックシクダマア 港区 芝４－６－７　ＳＫビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4173

新東方 港区 芝４－７－７　　 飲食店 ZN-2000-5795

サイノ 港区 芝４－７－７　Ｂ１　　 飲食店 ZN-0000-1316

天ぷら小料理久 港区 芝４－９－８　　 飲食店 ZN-2000-1448

ITO － HEN 港区 芝５－１１－１３ 飲食店 JS-0003-6024

チャイナエクスプレス杏花園 港区 芝５－１－１２　ｋｏｗａビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5646

大阪焼肉ホルモンふたご田町店 港区 芝５－１２－９　　 飲食店 ZN-0000-1036

日本海 港区 芝５－１３－１０　プラザ芝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1008

台湾点心劇場 1968 港区 芝５－１４－１４　ビジデンス三慶２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7465

いとはん三日月 港区 芝５－１４－２　鈴木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1628

田町 個室居酒屋 だん本店 港区 芝５－１６－１１　 飲食店 SL-2000-1874

パンチャピエーナ 港区 芝５－１６－１４　大伸ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0656

プレイヤーズバートゥルース 港区 芝５－１６－９　吉野電機ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0894

へぎ蕎麦村瀬～田町本店～ 港区 芝５－１６－９　吉野電機ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3062

越後屋竜庵 港区 芝５－１７－１２　ベレスミタビル　 飲食店 ZN-0000-1496

丸呑稚内漁港・牧場 港区 芝５－１９－７　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7526

東大門タッカンマリ田町店 港区 芝５－１９－７　ハイベール三田１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1568

日本酒 個室 バル 神蔵 港区 芝５－２０－２２　眞和ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1358

牛タンバル 鵠 港区 芝５－２１－１５　伊藤ビル１．２．３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1098

OsteriaLabuca 港区 芝５－２１－１５　三勝ビル１０３　 飲食店 ZN-2000-5372

スワンレイクパブエド田町店 港区 芝５－２１－１５　芝三勝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1230

スペインバルモンリコ 港区 芝５－２２－１　　 飲食店 ZN-0000-0034

芝裏 BarN 港区 芝５－２２－１０　松田ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1625

さつま武蔵 港区 芝５－２２－３　浅岡ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0863

鳥心 港区 芝５－２２－５　タムラビル　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0036

焼肉晩翠はなれ 港区 芝５－２２－６　金山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1075

モン・トレゾール 港区 芝５－２２－８　　 飲食店 ZN-2000-0931

焼肉晩翠 港区 芝５－２３－１０　　 飲食店 ZN-0000-0157

第一テンプテーション 港区 芝５－２３－１２　　 飲食店 ZN-2000-1345

魚菜道若松 港区 芝５－２３－１２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1076

北海 diner Tomari 港区 芝５－２３－１３ 飲食店 JS-0005-8394

Totogura 田町店 港区 芝５－２３－１３ 飲食店 JS-0005-8397

嵩 港区 芝５－２－４　赤坂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1125

焼肉 PANCHAN 港区 芝５－２４－１６　　 飲食店 ZN-0000-1376

対馬居酒屋こんね 港区 芝５－２４－７　　 飲食店 ZN-0000-1283

BARKONNE 港区 芝５－２４－７　ＫＯＮＮＥビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1459

ThebarIDEALNUMBERS 港区 芝５－２４－７　田町貸店舗１Ｆ－２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1487

ソバヤノニカイ 港区 芝５－２６－１０　篠崎ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1589

東光 港区 芝５－２６－２　　 飲食店 ZN-0000-0494

三田京金 港区 芝５－２６－３０　専売ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0718

串揚げ○気 港区 芝５－２６－３０　専売ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1033

中国料理龍門 港区 芝５－２６－４　　 飲食店 ZN-0000-0387

途なり。 港区 芝５－２６－４　芝５丁目２６４ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5806
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山清 港区 芝５－２６－５　　 飲食店 ZN-0000-1030

鉄火分店 港区 芝５－２６－５　　 飲食店 ZN-2000-5909

俺の魚を食ってみろ！！田町店 港区 芝５－２７－１３　ＹＡ三田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1602

ジンギスカン羊一田町三田店 港区 芝５－２７－１３　ＹＡ三田ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2754

コア 港区 芝５－２７－４　芝サニーハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-0004

酒ありき肴与一 港区 芝５－２９－２三善ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2001-0109

蛇の目寿司 港区 芝５－３０－１　藤和芝コープ１０１　 飲食店 ZN-0000-0429

イタリアンレストランフィオーレ 港区 芝５－３０－１　藤和芝コープ１０６　 飲食店 ZN-0000-1384

桜坊 港区 芝５－３０－５　岩永ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0578

肉割烹 oniquetokyo 港区 芝５－３１－２４　　 飲食店 ZN-0000-1566

すし孝 港区 芝５－３１－７ 飲食店 JS-0000-1811

鮨はな 港区 芝５－３１－７　ミタステーションビルアミタＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8141

日本海 田町店 2F 港区 芝５－３２－１１　　 飲食店 ZN-0000-0486

日本海 田町店 1F 港区 芝５－３２－１１　　 飲食店 ZN-0000-0487

ジョニーの酒場 港区 芝５－３２－９　ＥＣＳ第５ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-6042

大乃 港区 芝５－３３－１　森永プラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0910

萬寿丸 港区 芝５－３３－１　森永プラザビル本館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0701

魚がし料理 大浜 港区 芝５－３４－６　新田町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5984

田町河岸番外地 港区 芝５－３４－６　新田町ビル１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0146

魚金田町店 港区 芝５－３４－６　新田町ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0115

炭焼き やながわ 港区 芝５－９－８ 飲食店 JS-0004-7172

サイアムセラドン GEMS 田町店 港区 芝５－９－８　ＧＥＭＳ田町３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2917

田町そばまえ bymoto 港区 芝５－９－８　ＧＥＭＳ田町４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1667

焼肉ぽんが田町店 港区 芝５－９－８　ＧＥＭＳ田町９Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0600

エノテカドォーロオンニジョルノ 港区 芝浦１－１－１　東芝ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0520

石志水産浜松町店 港区 芝浦１－１－１　東芝ビルスリーワンプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1381

太平山 港区 芝浦１－１５－９　Ｄ・Ｉビル 飲食店 JS-0000-2070

キクヤレストラン 港区 芝浦１－４－１３　　 飲食店 ZN-0000-1388

薛記食府 港区 芝浦２－１－１０　ＫＴＹ芝浦ビル２Ｆ・３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7245

太公望 港区 芝浦２－１－１１　グランドメゾン田町１０３　 飲食店 ZN-0000-0433

ALADEMANDE 港区 芝浦２－１６－１１　オアーゼ芝浦レジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1084

会林 港区 芝浦２－１６－５　明鳳ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7359

ふくろう亭 港区 芝浦２－１６－８　芝浦相澤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0463

田町漢城軒 港区 芝浦２－１６－８　芝浦相澤ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1128

居酒屋さらり 港区 芝浦２－１７－２　田町竹芝ハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-1466

ジンギスカンジャックスタイル R 港区 芝浦２－８－９　ＪＭＤビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1447

石の音 港区 芝浦３－１１－１２　ＡＳＫビル芝浦３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0154

四川ダイニング錦里 港区 芝浦３－１１－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0523

ムスブ田町魚金 港区 芝浦３－１－２１　ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ１０　２ 飲食店 ZN-0000-1621

本家あべや msbTamachi 店 港区 芝浦３－１－２１　ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1631

広州市場ムスブ田町店 港区 芝浦３－１－２１　ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ１ＦＳ１０８ 飲食店 JS-0004-7202

TheFishandOysters 田町 港区 芝浦３－１－２１　ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1622

KNOCKmsb 田町店 港区 芝浦３－１－２１　ｍｓｂ田町ステーションタワーＳ－２０８　 飲食店 ZN-0000-1611

焼肉トラジ田町店 港区 芝浦３－１－２１　田町ステーションタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0166
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肉バルミートピア 港区 芝浦３－１２－２　やまとビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0084

アジアンテイスト 港区 芝浦３－１３－１８　トーホービル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3166

酒席まつした 港区 芝浦３－１－３２　なぎさテラス４０１ 飲食店 SL-2000-7468

ふじ鮨 港区 芝浦３－１３－９　　 飲食店 ZN-0000-0342

PIZZERIAAGLIANICO 港区 芝浦３－１４－２　藤田ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1009

上海灘 DINING 港区 芝浦３－１４－２１　相鉄芝浦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1316

肴 いち川 港区 芝浦３－１４－５ 飲食店 JS-0005-9225

興祥園 港区 芝浦３－１４－５　テクス芝浦Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5654

ラフィーインディアンレストラン 港区 芝浦３－１４－５　成友芝浦ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1331

パサージュ 港区 芝浦３－１５－２　山本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0294

鳥一代はなれ 港区 芝浦３－１５－５　マリンロードダイヤモンドパレス１Ｆ店舗東側 飲食店 ZN-2000-7281

焼肉 金龍園 港区 芝浦３－１５－６　　 飲食店 ZN-2000-0444

Azzurro 田町店 港区 芝浦３－１９　アンビエンテ芝浦１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1140

マリーナ 港区 芝浦３－４－１　グランパーク１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6255

第八くえ丸 田町グランパーク店 港区 芝浦３－４－１　グランパークタワーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0673

ロッキーカナイタマチテン 港区 芝浦３－６－１　ふじやビル　　 飲食店 ZN-0000-0959

串揚 芝浦 寿庵 港区 芝浦３－６－８　ＴＯＫＩビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-5892

虎てつ 港区 芝浦３－６－８　ＴＯＫＩビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0977

龍祥軒芝浦店 港区 芝浦３－６－８　うつみビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1396

厳選島豚しゃぶしゃぶすき焼きせいりゅう 港区 芝浦３－６－８　うつみビル３Ｆ　 飲食店 SL-2000-9975

お好み焼むさし 港区 芝浦３－６－８　トキビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0890

壱角家田町店 港区 芝浦３－７－１５　チトセビル　　 飲食店 ZN-2000-7284

焼肉 ZENIBA 田町店 港区 芝浦３－７－１５　チトセビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-5713

明輝 港区 芝浦４－１２－３９ 飲食店 JS-0001-3216

BAGUS BAR 芝浦アイランド店 港区 芝浦４－２２－２　芝浦アイランドエアテラス１Ｆ 飲食店 JS-0003-1528

くろぎ 港区 芝公園１ー７－１０ 飲食店 AD-0000-0692

大門武鮨 港区 芝公園１－７－１４　　 飲食店 ZN-0000-0320

芝公園さかい 港区 芝公園２－１１－１６　　 飲食店 ZN-0000-0404

昌平 港区 芝公園２－１２－１５　大国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8177

スペインバルモン 港区 芝公園２－３－１　　 飲食店 ZN-0000-0002

インド料理ビニタ 港区 芝公園２－３－７　玉川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1010

新日本料理美正 港区 芝公園２－３－７　玉川ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0412

焼肉チャンピオン東京プリンスホテル店 港区 芝公園３－３－１　東京プリンスホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0826

蔵 港区 芝大門１－１０－５　　 飲食店 ZN-0000-0482

食べ処呑み処がじゅまる 港区 芝大門１－１１－９　ライオンズマンション芝公園１０２　 飲食店 ZN-0000-0454

東寿司 港区 芝大門１－１５－１０　　 飲食店 ZN-0000-0543

hyoitto 港区 芝大門１－１５－１０　吉寛ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7963

ビストロガブリ大門店 港区 芝大門１－１５－２　ＧＥＭＳ大門Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-1186

チッチファンタスティコ 港区 芝大門１－１５－３　ＧＥＭＳ大門１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1194

チッチファンタスティコ 2F 港区 芝大門１－１５－３　ＧＥＭＳ大門２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1199

炭火焼鳥西田屋 GEMS 大門店 港区 芝大門１－１５－３　ＧＥＭＳ大門６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1443

炭火焼肉うる寅 港区 芝大門１－１５－３　ＧＥＭＳ大門９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1187

東雲 港区 芝大門１－１５－６　ハイトップビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3816

わ・かく田 港区 芝大門１－１５－６　ハイトップ芝大門ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0259
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炭火焼肉牛印 芝大門店 港区 芝大門１－１５－９　芝大門ワンダービル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0200

コリヤンテーブル 港区 芝大門１－１６－１　　 飲食店 ZN-0000-0497

Dining ＆ BarGRANT 港区 芝大門１－１６－５　芝大門加藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1486

海・山・畑料理 魚田 港区 芝大門１－１６－７　幸伸ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-7702

すずらん 港区 芝大門１－２－１９　大門ＫＲビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1295

ホルモン在市芝大門 港区 芝大門１－２－８　ＯＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3972

aaryas 港区 芝大門１－３－１７　玉家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3560

ふくでん 港区 芝大門１－３－５　ゲイブルクンビル　 飲食店 ZN-0000-0303

大門神鶏 港区 芝大門１－４－１２　　 飲食店 ZN-0000-1475

ブラチェリアバーバ 港区 芝大門１－４－７　アルファビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0001-9252

つばくらめ 港区 芝大門１－６－１１　芝大衛ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3769

LesJardindesdodine 港区 芝大門１－６－５　ラーナ芝大門 飲食店 JS-0002-3299

choi Gabu 港区 芝大門１－６－６　ヤマトビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0422

座和めき 浜松町店 港区 芝大門１－６－６　芝大門ヤマトビル　 飲食店 ZN-0000-0604

大門太志寿司 港区 芝大門１－７－３　石ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0531

びすとろ MASA 港区 芝大門２－１－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-5342

やきとり 小寅 港区 芝大門２－１－１１ 飲食店 JS-0000-0093

いそや 港区 芝大門２－１－１３　芝大友ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0537

桔梗 港区 芝大門２－１－１８－２０６ 飲食店 JS-0001-9763

夕焼け屋 港区 芝大門２－１－２　山口ビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-0836

芝片門前海山 港区 芝大門２－１－４　２Ｆ 飲食店 JS-0000-4949

懐石料理 碗宮 港区 芝大門２－２－１６　　 飲食店 ZN-0000-1214

寿々木 港区 芝大門２－２－４ 飲食店 JS-0002-0894

芝大門 さくら 港区 芝大門２－２－８　境野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8491

香音 港区 芝大門２－３－１４ 飲食店 JS-0000-0871

ポワンジュール 港区 芝大門２－３－１４　一松ビル１号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0324

大門おかめ鮨 港区 芝大門２－３－２　第２大吉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6894

割烹着料理やよい 港区 芝大門２－３－２　第２大吉ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-6029

大阪焼肉ホルモンふたご大門店 港区 芝大門２－３－６　大門アーバニスト１０２　 飲食店 ZN-0000-1317

土郷炉 港区 芝大門２－４－１　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0801

手仕ごと旬鮮台所 たかなし 港区 芝大門２－４－１１　竹中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0469

からくに家芝大門 港区 芝大門２－４－５　芝ダイヤハイツ１０２　 飲食店 ZN-0000-0420

インディアンレストランワイン＆バル 港区 芝大門２－７－７　ベジタビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1239

焼肉ここから浜松町店 港区 芝大門２－８－１５　　 飲食店 ZN-0000-0203

寿司處金兵衛 港区 新橋１－１０－２　植田ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9552

一歩 港区 新橋１－１０－２　植田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2157

懐石高野 港区 新橋１－１１－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7408

新橋ガード下横丁 ちょい呑み餃子 港区 新橋１－１３－１ 飲食店 JS-0005-5654

新 港区 新橋１－１５－１　ＬＥＧＡＬＩＳＳＨＩＮＢＡＳＨＩ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1326

焼肉トラジ新橋店 11F 港区 新橋１－１５－５　ペルサ１１５－１１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0180

焼肉トラジ新橋店 12F 港区 新橋１－１５－５　ペルサ１１５－１２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0214

モティ新橋店 港区 新橋１－１５－５　ペルサ１１５－５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1262

デザインフードマーケット／肉バル魚バル 港区 新橋１－１５－５　新橋光和ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1248

潜酔館 福腹 港区 新橋１－１６－１０　浅川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0450
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寿司 かね正 港区 新橋１－１６－８ 飲食店 JS-0000-8437

新橋いっぱし 港区 新橋１－１８－１１　一松ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1598

大連餃子房 新橋店 港区 新橋１－１８－１３　新橋トミタビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2834

胡椒饅頭 kiki 港区 新橋１－１８－１５　佐伯ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8454

博多劇場 新橋 3 号店 港区 新橋１－３－１４　　 飲食店 ZN-2000-4420

豫園小龍包 港区 新橋１－４－４　ＦＡＤ１５ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1581

三河屋／空の灯／詠月 港区 新橋１－４－５　銀座Ｇ１０ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1444

韓国薬膳ダイニングハンナ 港区 新橋１－５－５　グランベル銀座２　５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0911

レストランブラス 港区 新橋１－５－５　国際善隣会館　　 飲食店 ZN-0000-1362

薬膳鍋 Kampo － s 港区 新橋１－５－６　銀座誠和ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1134

BTN 港区 新橋１－７－２　成瀬ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1422

鱈腹魚金 港区 新橋１－９－１　新橋二光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0056

オストレア新橋店 港区 新橋２－１０－１　カシマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1661

草の家新橋店 港区 新橋２－１０－１　庄屋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0901

越後屋竜之介 新橋店 港区 新橋２－１０－１　新橋ＮＫビル１．２．３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0784

徳鮨 港区 新橋２－１０－９　　 飲食店 ZN-2000-1247

雪国 港区 新橋２－１０－９　ダイワビル　　 飲食店 ZN-0000-1237

中国家庭料理春夏冬 港区 新橋２－１１－１　村上建物ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5369

YAKINIKU FUTAGO 37We 港区 新橋２－１１－１０　ＨＵＬＩＣ　＆ＮｅｗＳＨＩＮＢＡＳＨＩ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1427

Borghini 港区 新橋２－１１－１０　ＨＵＬＩＣ　＆ＮｅｗＳＨＩＮＢＡＳＨＩ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5962

天祥庵 港区 新橋２－１１－４　いずみビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0017

本陣房 新橋店 港区 新橋２－１１－４　いずみビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0133

季節料理漁亭 港区 新橋２－１１－４　イヅミビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1043

甚兵衛 港区 新橋２－１１－８　小倉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0352

一路 港区 新橋２－１１－８　小倉ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0575

キャパドニック 港区 新橋２－１１－８　小倉ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0967

和食りん 新橋店 港区 新橋２－１２－２　ＨＫ新橋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0855

すずのき 港区 新橋２－１２－２　ｈｋ新橋ビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-0735

アルテリーベ東京 港区 新橋２－１２－５　池伝ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0759

ヨプの大豚塩焼 港区 新橋２－１２－８　ＧＥＭＳ新橋７Ｆ 飲食店 JS-0004-2432

お好み焼・鉄板焼パチパチ 港区 新橋２－１２－８　ＧＥＭＳ新橋８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1599

NIKUAZABU 新橋 港区 新橋２－１２－８　ＧＥＭＳ新橋９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1613

快 炭 BAR 港区 新橋２－１３－３　　 飲食店 ZN-0000-0321

MODERNTIMES 港区 新橋２－１３－６　中井ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0749

肉バル KOIKI 港区 新橋２－１４－６　ミクニ新橋ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1582

鮨処うお倉 港区 新橋２－１５－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0440

喜月 港区 新橋２－１５－１０　石橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6120

新橋かんてら 港区 新橋２－１５－１１　橘ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6131

もうやんカレーしんばし 港区 新橋２－１５－１２　ＫＬセントラルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1106

日吉寿し 港区 新橋２－１５－１３ 飲食店 JS-0003-6726

新橋 あやとり 港区 新橋２－１５－１３ 飲食店 JS-0004-1501

長屋本店 港区 新橋２－１５－１３　　 飲食店 ZN-0000-0284

GLORY 港区 新橋２－１５－１３　エレガンス新橋７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5925

美ら海 港区 新橋２－１５－１３　エレガンス新橋ビル４Ｆ 飲食店 SL-2001-0486
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新橋うっちゃり 港区 新橋２－１５－１３　新橋一棟ビル　 飲食店 ZN-2000-6288

BarDice 港区 新橋２－１５－１６　マクゲンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6727

ムーンシャイン 港区 新橋２－１５－１７　　 飲食店 ZN-0000-0074

酒亭菊姫 港区 新橋２－１５－１７　　 飲食店 ZN-0000-0511

蘭苑飯店 港区 新橋２－１５－１７　アオイビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2019

35 左衛門新橋店 港区 新橋２－１５－１８　プラザＴ２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1354

魚京助 港区 新橋２－１５－１８　プラザＴ２ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1567

北陸三陸酒場 陸州や 港区 新橋２－１５－７　ＳＰＬＡＺＡ弥生ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-6644

カルネヤ／なまはげ屋／久保田屋 港区 新橋２－１５－７　Ｓプラザ弥生ビル　 飲食店 ZN-0000-1308

咲蔵／吟八 港区 新橋２－１５－９　Ｓ－ＰＬＡＺＡ弥生２－７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1150

酒蔵 ダイヤ菊 港区 新橋２－１６－１　Ｂ１－４９ 飲食店 JS-0002-0684

志ん橋ひでや 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル　 飲食店 ZN-0000-0506

肉乃 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル２２９　 飲食店 ZN-2000-5659

みぼうじんカレー 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３０７ 飲食店 JS-0002-0217

個室和ダイニングえん家 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３１２　 飲食店 ZN-0000-1155

生粋・だるま道場 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３１２－１　 飲食店 ZN-2000-6665

蕎麦屋にぷらっと新橋店 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３２５　 飲食店 ZN-0000-0854

居酒屋 花蔵 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３２６ 飲食店 JS-0000-0080

いろり屋新橋店 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３２９ 飲食店 ZN-0000-0846

CONCENT 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３３６　 飲食店 ZN-0000-0823

新橋和洋バルてんがらもん 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル４１４　 飲食店 ZN-0000-1271

椿 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0388

扇里 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5810

ゆらり 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6815

まつり 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0096

家庭料理 田はら 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0547

Kitchen MOA 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ　６１ 飲食店 JS-0005-0250

酒肴晴 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－１９　 飲食店 ZN-0000-1524

餃子や 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－２　 飲食店 ZN-0000-0156

さんま 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－３４　 飲食店 ZN-0000-0399

ラッキー屋 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－３５　 飲食店 ZN-0000-1523

福盈門新橋店 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－４２　 飲食店 ZN-0000-0549

あかり 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－４４　 飲食店 ZN-0000-0458

居酒屋凛 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－５ 飲食店 JS-0003-5298

居酒屋せせらぎ 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－５９ 飲食店 JS-0000-6620

家庭料理 和 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－６　 飲食店 ZN-0000-0398

中華料理龍龍 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－６７ 飲食店 JS-0000-6810

居酒屋一齋 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－６９ 飲食店 JS-0000-6790

すし処若林 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－７０　 飲食店 ZN-0000-0322

だいだい 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－７２　 飲食店 ZN-0000-0397

百菜 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－７３　 飲食店 ZN-0000-0396

じゅらく 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－７４　 飲食店 ZN-0000-0457

日吉 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－９ 飲食店 JS-0000-4619

韓流館 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビルＢ１Ｆ－Ｂ５５　 飲食店 ZN-0000-0073
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旬菜松峰 港区 新橋２－１６－１－２５１　　 飲食店 ZN-0000-1145

ミートデミート 港区 新橋２－１６－１－３３３－１　　 飲食店 ZN-0000-1655

根室食堂新橋店 港区 新橋２－１８－４　磯部ビル１～４Ｆ 飲食店 JS-0001-0446

キッチン Belle 港区 新橋２－１９－６　新和ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2524

本陣房 本店 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビル１号館１０３　 飲食店 ZN-0000-0134

三笠バル 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビル１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0796

立呑処へそ駅前店 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビル１号館Ｂ１　 飲食店 ZN-0002-1417

居酒屋 蟹喰楽舞 別館 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビルＢ１ 飲食店 SL-2001-0773

居酒屋  蟹喰楽舞 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビルＢ１ 飲食店 SL-2001-0774

超食 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8258

おけい屋 港区 新橋２－２０－１５　新橋駅前ビルＢ１Ｆ－１１９－５１６　 飲食店 ZN-2000-6139

新橋 TEPPAN 港区 新橋２－２１－１　新橋駅前ビル２号館Ｂ１ 飲食店 JS-0000-6389

料理屋こぶかりん 港区 新橋２－２－２　邦信ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1173

舟蔵 港区 新橋２－２－３　裕芳ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6552

八鶴 港区 新橋２－２－４　４Ｆ 飲食店 JS-0005-4605

ひろ 烏森町 港区 新橋２－２－４　パイオニアビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0002-7820

まほろば 港区 新橋２－２－４　パイオニアビル２－１ＦＢ　 飲食店 ZN-0000-0619

いさむ 港区 新橋２－２－４　新橋パイオニアビル２Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0096

地酒 地鶏料理 一誠 港区 新橋２－２－５　藤島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4353

鳥江戸こまち 港区 新橋２－２－６ 飲食店 JS-0005-8557

インディアンレストラン ルミナ 港区 新橋２－２－６　高津戸ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3582

キャビン 新橋店 港区 新橋２－３－６　中沢乳業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2007

太樹苑新橋店 港区 新橋２－３－７　新橋第二中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0950

ごくう新橋璃宮 港区 新橋２－４－５　不二ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5427

鶏焼き とり一九 港区 新橋２－６－５　織田興産ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1624

そば処寿毛平 港区 新橋２－８－１２ 飲食店 JS-0000-2218

焼肉大盛苑 港区 新橋２－８－１４　　 飲食店 ZN-0000-0476

焼肉ここから新橋店 港区 新橋２－８－１５　ＮＳプラザ新橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0197

俺の部屋新橋店 港区 新橋２－８－１６　石田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1469

串揚げひげ増 港区 新橋２－８－１７　ＫＩビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0282

JEWELS 港区 新橋２－８－１７　新橋Ｋ・Ｉビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4321

酒肴場 屯 港区 新橋２－８－１７　新橋ＫＩビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0847

寿司 處 糸賀 港区 新橋２－８－２　　 飲食店 ZN-0000-0489

立呑処へそ新橋本店 港区 新橋２－８－２　ＴＭビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1419

赤城 港区 新橋２－８－３　　 飲食店 ZN-0000-0363

13 号店新橋 MAISON 港区 新橋２－９－１　青葉ビル５・６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0111

美味いもん処手八 港区 新橋２－９－１２　井出ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0700

SLEAZYROCKERS 港区 新橋２－９－１２　第二カニエビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0735

炭火焼ホルモンぐう新橋 港区 新橋２－９－１３　　 飲食店 ZN-2000-5753

中華料理四季ボウ坊 港区 新橋２－９－１６　米倉屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1416

鶏繁総本店 港区 新橋２－９－１７　　 飲食店 ZN-0000-0708

旧月 港区 新橋２－９－４　乾盃ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0717

土佐家 港区 新橋２－９－５　　 飲食店 ZN-0000-1141

うるのや 新橋店 港区 新橋２－９－５　中銀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2028
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Baritachi 港区 新橋２－９－５　中銀新橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1202

サイドビーバー 港区 新橋２－９－７　一鶴ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1334

BARGATE 港区 新橋２－９－８　新橋南條ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2763

ムーンライト 港区 新橋２－９－８　南條ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0235

OLEO 港区 新橋２－９－８　南條ビル８Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2170

炭火串焼串まる 港区 新橋２－９－８　南條ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0432

Bar Lounge R 港区 新橋３－１０－１　ビレッジビル３－Ｄ 飲食店 JS-0002-7091

揚州商人アネックスチェックイン新橋店 港区 新橋３－１０－１０　アネックスチェックイン新橋１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6371

Bravo ！！ 港区 新橋３－１０－２　第三新橋ヴィレッジＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2709

舞浜 港区 新橋３－１０－６ 飲食店 JS-0003-9010

花里 港区 新橋３－１０－６　スズキビル　　 飲食店 ZN-2000-6352

よかとも 港区 新橋３－１０－６　烏森水澤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8099

新橋三丁目魚市場 港区 新橋３－１０－６　鈴木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1591

しんばし和寿 港区 新橋３－１１－１　イーグル烏森ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0359

新選 港区 新橋３－１１－１　田島ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6239

しゅがーらっしゅ 港区 新橋３－１１－２　ＣＯＺＹ新橋ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4120

阿喜多 港区 新橋３－１１－５　　 飲食店 ZN-0000-0362

をん 港区 新橋３－１１－５　新橋グランディアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0010

ESSENTIALCOOKING 港区 新橋３－１１－５　新橋協同ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1513

三笠バルイルコーボ 港区 新橋３－１３－１０　平田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1074

虎徹 港区 新橋３－１３－１０　平田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5826

牛もつ DAI 港区 新橋３－１３－２　サウスビル　　 飲食店 ZN-2000-2168

鮨たかの 港区 新橋３－１３－２　サウスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0007

旬菜鳥魚屋晴 港区 新橋３－１３－２　新共ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4869

MARUGO 新橋 港区 新橋３－１３－４　ｅａｔｕｓ新橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1637

NICK AND NOJOO 港区 新橋３－１３－４　ｅａｔｕｓ新橋７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1651

ハヌリ新橋店 港区 新橋３－１３－４　イータス新橋８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1649

燻製・鉄板 MOKU 新橋店 港区 新橋３－１３－４　イータス新橋Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1520

ライブファンファン 港区 新橋３－１３－５　新橋カシマビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-2439

隠れ家ダイニングなべや 港区 新橋３－１３－７　本多ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0606

うまい魚と天ぷらジロー 港区 新橋３－１３－７　本多ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3500

炭火焼鳥きたがわ 港区 新橋３－１３－８　キキョウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0510

焼肉職人ベアーズ 港区 新橋３－１３－９　ＧＭビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0495

浜んこら本店 港区 新橋３－１４－１　　 飲食店 ZN-0000-1045

鮨 安兵衛 港区 新橋３－１４－１　あらいビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9526

平木商店 港区 新橋３－１４－１　第２一美ビル 飲食店 JS-0000-7304

博多劇場新橋 2 号店 港区 新橋３－１４－３　日建２号店　　 飲食店 ZN-0000-9554

ベッラ・マッティーナ 港区 新橋３－１４－４　豊島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1937

秀苑天 港区 新橋３－１４－５　Ｓ－ＴＥＣ３ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-9504

炭の談笑屋 新館 港区 新橋３－１４－５　Ｓ－ＴＥＣビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1342

モンゴリアンチャイニーズ BAO 港区 新橋３－１４－６　小林ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1275

炭火串焼とうり 港区 新橋３－１４－７　ゆうきビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1296

魚屋小次朗 港区 新橋３－１－５　　 飲食店 ZN-0000-0374

ビストロミヤマス 港区 新橋３－１５－１ 飲食店 JS-0002-0058
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上海風情 港区 新橋３－１５－３　ＴＫＫ第２しんばしビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0732

いろり村 港区 新橋３－１５－５　小松ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0478

酒の魚和海 港区 新橋３－１５－６　村上ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0824

リバーサイドクラブ 港区 新橋３－１６－１０　リカムビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-3250

ゆうき家新橋店 港区 新橋３－１６－１２　横山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0484

居酒屋呑太りん 港区 新橋３－１６－１２　横山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0772

大阪焼肉ホルモンふたご新橋別館 港区 新橋３－１６－１８　　 飲食店 ZN-0000-1035

エース 港区 新橋３－１６－１９　大島店舗２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4805

串こまち新橋店 港区 新橋３－１６－２０　第一渡辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0252

ピアシス 新橋 港区 新橋３－１６－２２ 飲食店 JS-0002-2688

七富喰 港区 新橋３－１６－２２　　 飲食店 ZN-0000-0997

新橋串揚げの店夏色 港区 新橋３－１６－２２　池野６号ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-1659

やさい道場 港区 新橋３－１６－３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5103

23 号店新橋うまいもん 港区 新橋３－１６－３　烏森ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0113

地鶏の里 鶏極 新橋店 港区 新橋３－１６－３　新橋烏森ビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-9119

新橋 ZION 港区 新橋３－１６－７　１・２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0195

鳥之介 港区 新橋３－１６－７　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0287

味上海 港区 新橋３－１６－９　共立ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0733

炭火焼とり馬力 港区 新橋３－１７－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-1000

タイ料理バル タイ象 港区 新橋３－１７－５　グランフォークス新橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2101

魚金新店 港区 新橋３－１７－７　筑水ビル　　 飲食店 ZN-0000-0118

炭の談笑屋 港区 新橋３－１８－１　新橋千陽ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0419

大衆酒場 一升瓶 港区 新橋３－１８－１　新橋千陽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1122

UOKIN PICCOLO 港区 新橋３－１８－２　　 飲食店 ZN-0000-0122

きっちんかご 港区 新橋３－１８－２　平野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1920

おきなわ酒場 八重びし 港区 新橋３－１８－３　三青ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1204

若竹 港区 新橋３－１８－３　三青ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0129

魚金本店 港区 新橋３－１８－３　第二富士ビル　　 飲食店 ZN-0000-0114

高馬宇 港区 新橋３－１８－４　高馬宇ビル　　 飲食店 ZN-0000-1022

旬彩酒房さくら 港区 新橋３－１８－５　難波ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1127

居酒屋纏駒 港区 新橋３－１８－６　カミムラビル　　 飲食店 ZN-0000-0771

ステーキてっぺい新橋店 港区 新橋３－１８－７　　 飲食店 ZN-0000-1246

創作鉄板焼き ダイニングバー 廣 港区 新橋３－１８－７　桃山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6446

魚金 4 号店 港区 新橋３－１８－８　エーワンビル　　 飲食店 ZN-0000-0116

居酒屋ハーリー 港区 新橋３－１９－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0916

居酒屋たぬき 港区 新橋３－１９－３　森本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0688

野崎酒店はなれ 港区 新橋３－１９－４　桜井ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1272

地酒専門 野崎酒店 港区 新橋３－１９－４　新共ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0577

LaChika 港区 新橋３－１９－４　新共ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2736

Gemini 港区 新橋３－１９－６　６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4803

スナック BBA 港区 新橋３－１９－６　新陽ビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3185

とり縁 港区 新橋３－１９－８　ル・グラシエルＢＬＤＧ．２７－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1406

GIRL’SSHOTgabbyBAR 新橋 港区 新橋３－２０－４　エムワンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0048

魚金 3 号店 港区 新橋３－２０－６　　 飲食店 ZN-0000-0017
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天ぷら割烹いけだ 港区 新橋３－２０－８　秋山ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0423

焼き鳥うめ家 港区 新橋３－２－１０　小野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0727

鮨桜樹 港区 新橋３－２－１０　小野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0874

DINING ＆ BAR 波泡穴 港区 新橋３－２－１０　小野ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-2590

焼酎楽味隠れ家陽 港区 新橋３－２１－１０　ＯＲＢＡＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0812

家園菜 港区 新橋３－２１－１１ 飲食店 JS-0001-5342

炭火亭 港区 新橋３－２１－１１　新花ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0614

割烹 真ゆき 港区 新橋３－２１－２ 飲食店 JS-0003-1135

新楽寿司 港区 新橋３－２１－２　たからビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2137

魚と酒はなたれ新橋店 港区 新橋３－２１－２　江藤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1357

蕾〔つぼみ〕 港区 新橋３－２１－２　江藤ビル２－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-2740

和心旬菜 港区 新橋３－２１－３　第２ペリカンビル４Ｆ 飲食店 JS-0006-0152

鳥昌本店 港区 新橋３－２１－３　第二ペリカンビル３Ｆ 飲食店 JS-0006-0151

ORSA 港区 新橋３－２１－４　ル・グラシエルビル２６　３Ｆ 飲食店 JS-0005-1593

楽が気新橋本店 港区 新橋３－２１－４　第二ペリカンビル１Ｆ－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9165

CityclubLachika 港区 新橋３－２１－７　ル・グラシエルＢＬＤＧ．３１　３Ｆ 飲食店 ZN-2000-4680

和牛焼肉 えん 港区 新橋３－２２－２　つるやＴＫビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0005

花れん 3 港区 新橋３－２２－２　つるやＴＫビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-5440

多寿都 港区 新橋３－２２－２　つるやビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1258

立呑処へそ新橋烏森口店 港区 新橋３－２２－３　新丸文ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1416

旬うたげ彩りほづみ 港区 新橋３－２２－３　新橋ＳＰビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1156

闇市ジョニー新橋店 港区 新橋３－２２－５　　 飲食店 ZN-2000-3950

今日はあき子 港区 新橋３－２２－８　第二東ビル１０２　 飲食店 ZN-0002-1483

酒亭鹿又 港区 新橋３－２－３　臼井ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0700

季節料理牧 港区 新橋３－２－３　千代川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0050

松平 港区 新橋３－２－３　千代川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0564

19 号店新橋宵の宴 港区 新橋３－２３－１　ＢｏｘＲＳｈｉｎｂａｓｈｉ４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0112

くつろぎ処 一乃川 港区 新橋３－２３－７ 飲食店 JS-0002-8268

然 港区 新橋３－２３－７　中央商工ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0714

ここから 港区 新橋３－２３－７　中央商工ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0274

馬酒場ボブリー 港区 新橋３－２－４　暖香園新橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0963

新橋 DRY ー DOCK 港区 新橋３－２５－１０ 飲食店 JS-0005-9255

酒菜家おあじ新橋店 港区 新橋３－２５－１９　　 飲食店 ZN-0000-1197

やきとん酒場新橋とら八 港区 新橋３－２５－６　　 飲食店 ZN-0000-0372

ニュー加賀屋新橋店 2F 港区 新橋３－２５－７　　 飲食店 ZN-0000-0761

フォーク酒場落陽 港区 新橋３－３－３　パイオニアビル１－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1528

ともくん家 港区 新橋３－３－３　新橋パイオニアビル１－２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1408

居酒屋 蟹喰楽舞 日比谷通り店 港区 新橋３－３－３　堀ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0775

新橋うなぎのお宿 港区 新橋３－３－４　駒倉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6501

路地裏割烹翔地 港区 新橋３－４－１２　　 飲食店 ZN-2000-5496

日本料理一由 港区 新橋３－４－３　　 飲食店 ZN-0000-0314

新橋円居 港区 新橋３－４－８　ウレグラン新橋３１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0464

伊萬里 港区 新橋３－５－１　サンパウロビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0816

割烹 以志井 港区 新橋３－５－１１　プラザ新橋１Ｆ 飲食店 SL-2000-6224
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串かつ居酒屋いちろう 2 号店 港区 新橋３－５－２　ＯＷＫビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1641

季節一品料理大 港区 新橋３－６－１１　　 飲食店 ZN-0000-0899

こ食事処まき田 港区 新橋３－６－１４　オグラビル２Ｆ－２０２ 飲食店 JS-0001-0983

Hata’sMatterz 港区 新橋３－６－１４　オグラビル３０３　 飲食店 ZN-2000-0883

つき岡 港区 新橋３－６－１４　オグラビル３０４　 飲食店 ZN-0000-0713

木曽路 港区 新橋３－６－４　スカイワールドビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0422

マルウシミート 新橋店 港区 新橋３－６－５　　 飲食店 ZN-2000-3113

酒々屋 和海 港区 新橋３－７－３　フォディアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1420

新橋お多幸 港区 新橋３－７－９　カワベビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0011

魚金本店 3 階 港区 新橋３－８－３　　 飲食店 ZN-0000-0126

陣 港区 新橋３－８－５　４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1558

BARBRIDGE 港区 新橋３－８－５　さとペンビル３Ｆ－Ａ　　 飲食店 ZN-2000-6397

たぬき 2 号店 港区 新橋３－８－５　サトランビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0335

やひろ丸新橋港 港区 新橋３－８－５　ル・グラシエルＢＬＤＧ．１３－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1198

花未月 港区 新橋３－８－５　ル・グランシェルビル　 飲食店 ZN-2000-7078

新橋肉番長 港区 新橋３－８－６　ル・グラシエル　ＢＬＤＧ．３６号館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6434

魚金 2 号店 港区 新橋３－８－６　太新ビル　　 飲食店 ZN-0000-0108

升亀新橋店 港区 新橋３－８－８　上一ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0250

BarNoShaker 港区 新橋３－９－２　　 飲食店 ZN-2000-1045

スタンドクラシック新橋店 港区 新橋３－９－２　岡崎ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1523

居酒屋 くるる 港区 新橋３－９－２　水野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3829

丸金 港区 新橋３－９－３　　 飲食店 ZN-0000-0555

LDK 港区 新橋３－９－４　大橋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0871

新橋いずみ 港区 新橋３－９－５　新橋田中ビル　　 飲食店 ZN-0000-1642

中国ラーメン揚州商人新橋店 港区 新橋４－１０－１　ＳＢ新橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6365

とりで寿司 港区 新橋４－１０－６ 飲食店 JS-0002-7245

DININGBAR Natural 港区 新橋４－１０－６　サカエヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8098

広島焼 HIDE 坊新橋 港区 新橋４－１０－７　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2396

FOOD ／ DAYS 港区 新橋４－１０－７　吉田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6336

はからめ 港区 新橋４－１１－５　園ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0813

新橋ひげたま 港区 新橋４－１１－８　植木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1172

串だおれ新橋店 港区 新橋４－１４－１　新橋アウンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0821

四季旬菜　あそこ 港区 新橋４－１４－６　第二西欧ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6498

酒菜浪漫亭 新橋店 港区 新橋４－１４－７ 飲食店 JS-0000-0785

居心地処新橋千 港区 新橋４－１４－７　第２園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1569

三蔵新橋店 港区 新橋４－１４－８　　 飲食店 ZN-0000-1509

とみたや 港区 新橋４－１５－１　岩崎産業ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0914

ブルーラック 港区 新橋４－１５－８　ル・グラシェルＢＬＤＧ．３３－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7293

豆腐料理双葉 港区 新橋４－１８－１　　 飲食店 ZN-0000-0288

播鳥新橋店 港区 新橋４－１８－２　　 飲食店 ZN-0002-1390

新らく 港区 新橋４－１８－４　　 飲食店 ZN-0000-1647

イルマッジョ 港区 新橋４－１８－４　十合ビル 飲食店 JS-0000-8566

SYMBAL 港区 新橋４－１８－４　十合ビル２Ａ　　 飲食店 ZN-0000-1205

新橋四丁目酒場わっつり 港区 新橋４－１９－１　小森ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0912
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舎舎迦 港区 新橋４－１９－１０　タカソビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1065

大阪焼肉ホルモンふたご新橋店 港区 新橋４－１９－１１　　 飲食店 ZN-0000-1025

串だおれ新橋三号店 港区 新橋４－１９－１２　　 飲食店 ZN-0000-1003

ワイのすけ 港区 新橋４－１９－４　コンシェリア新橋Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7952

牛勢新橋店 港区 新橋４－１９－６　大元社ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4635

路地裏魚金 港区 新橋４－１９－９　新橋アジトビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0124

鉄火武士道　新橋烏森口店 港区 新橋４－２０－１　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6906

近江牛肉店 港区 新橋４－２０－３　市兼ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0755

越後屋 新橋店 港区 新橋４－２０－８　フジビル　　 飲食店 ZN-2000-0097

takumi 港区 新橋４－２０－８　フジビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1259

ごんちゃん 港区 新橋４－２０－９ 飲食店 JS-0002-9049

ラブシュリーオーミ 港区 新橋４－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-1125

福臨 港区 新橋４－２２－１　第一東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1919

cafe ALBERGO 新橋店 港区 新橋４－２３－４　東急ステイホテル新橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0980

骨付地鳥炭焼日向 港区 新橋４－２４－７ 飲食店 JS-0005-8961

鳥かど家 港区 新橋４－２７－９ 飲食店 SL-2000-7034

一楽 港区 新橋４－６－４　　 飲食店 ZN-0000-1064

びすとろ UOKIN ボン・ポテ 港区 新橋４－６－５　　 飲食店 ZN-0000-0125

AQUA 港区 新橋４－６－６　米山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1641

BIRDLAND1 港区 新橋４－６－６　米山ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1398

double310 港区 新橋４－６－６　米山ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1033

Bar Yellow Soul FOrce 港区 新橋４－６－６　米山ビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-0283

TENTOSHI 港区 新橋４－７－６　 飲食店 SL-2000-7365

レストランラ・フィネス 港区 新橋４－９－１　新橋プラザビルＢ１０４　 飲食店 ZN-0000-0739

志布志 喜船 港区 新橋５－１０－８ 飲食店 JS-0000-2503

鮨処辻 港区 新橋５－１０－８　カルチャーセンタービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9647

創作料理ひまわり 港区 新橋５－１－３　１Ｆ 飲食店 SL-2000-3416

工 2 号店 港区 新橋５－１５－１　ルグラシエルビルディング１９　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7036

一喜 港区 新橋５－１６－５　白宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0037

ピッツェリア・ドォーロ新橋店 港区 新橋５－１８－１　玉置ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0346

過橋米線新橋店 港区 新橋５－２０－１　ル・グランシェルＢＬＤＧ５　１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1138

アジアンキュイジーヌヘイマーケット 港区 新橋５－３０－４　　 飲食店 ZN-0000-0503

季節料理長嶋 港区 新橋５－３０－４　松崎ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0421

新ばし星野 港区 新橋５－３１－３　　 飲食店 ZN-2000-7290

NAMASTEINDIA 新橋店 港区 新橋５－３４－６ 飲食店 JS-0001-6543

アジアティーク 港区 新橋５－３５－１０ 飲食店 JS-0005-9219

天香府 港区 新橋５－５－１　ＩＭＣビル新橋　　 飲食店 ZN-0000-1146

カーリー 港区 新橋５－５－２ 飲食店 JS-0005-6341

ハンバーグビストロ．vinW 港区 新橋５－５－３　ル・グランシエルＢＬＤＧ２５－１Ｆ 飲食店 JS-0004-7470

ミモザ 港区 新橋５－７－７　ロイジェント新橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1097

美の 港区 新橋５－９－５　ＮＴビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0831

だん亭 港区 新橋５－９－８　大木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0047

和牛焼肉牛 WAKA 丸 港区 新橋６－１０－３　アパホテル新橋御成門１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0103

新橋鳥三 港区 新橋６－２－１　　 飲食店 ZN-0000-0992
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大連餃子 馨方亭 港区 新橋６－５－３　ＤＲビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7452

Giglio 港区 新橋６－９－２　新橋第一ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0146

京の里 港区 西新橋１－１０－１　日美ビル　　 飲食店 ZN-0000-1328

肉食酒場らいどん 港区 西新橋１－１１－５　西新橋福徳ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0048

一．一 港区 西新橋１－１１－６　ＩＴ１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6416

蕪庵 港区 西新橋１－１２－１０－Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2738

故郷味 港区 西新橋１－１２－６　富士アネックスビル 飲食店 JS-0005-3915

酒房長谷川 港区 西新橋１－１２－６　富士アネックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0875

京華茶楼新橋店 港区 西新橋１－１２－６　富士アネックスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0228

中国菜館龍祥軒新橋店 港区 西新橋１－１２－８　西新橋中ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1038

花半 港区 西新橋１－１３－５　　 飲食店 ZN-2000-0502

海鮮もんじゃ月島新橋店 港区 西新橋１－１５－８　冨山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0473

カオス 港区 西新橋１－１６－１　三栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1286

割烹金ふじ 港区 西新橋１－１６－１４　宮川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0353

昭和大衆ホルモン西新橋店 港区 西新橋１－１７－１　　 飲食店 ZN-0002-1495

鮨うみから 港区 西新橋１－１７－１　ジェスペールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0782

馬喰ろう新橋店 港区 西新橋１－１７－１０　正明富士ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0253

骨付地鳥炭焼日向 港区 西新橋１－１７－１２ 飲食店 JS-0005-1473

寿司 正 港区 西新橋１－１８－７　　 飲食店 ZN-0000-0499

ボッテガヴィオラ 港区 西新橋１－１９－１４　辻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1006

もんじゃ近どう新橋店 港区 西新橋１－１９－３　第２双葉ビル　 飲食店 ZN-0000-0488

匠味 港区 西新橋１－２０－１　サンクレスト武井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0985

麹にんにく屋 港区 西新橋１－２０－１０　西新橋エクセルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4588

酒菜いさな 港区 西新橋１－２０－９　山西ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0360

韓ヌリ 港区 西新橋１－２１－１１　小野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1315

越後屋玄白 虎ノ門店 港区 西新橋１－２１－１１小野ビル　　 飲食店 ZN-2000-0163

タモンズバー 港区 西新橋１－２１－１２　諸橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0453

伊江牛 焼肉 福重 新橋店 港区 西新橋１－２２－１ 飲食店 JS-0004-0032

そば長谷川 港区 西新橋１－２２－３　小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4756

TENZO 西新橋店 港区 西新橋１－２２－４　ＳｐａｃｅＲ１Ｆ 飲食店 JS-0006-0129

虎ノ門くぼた寿司 港区 西新橋１－２２－６　新橋コアビル　 飲食店 ZN-0000-0861

炭火串焼 旬鮮料理 芝虎 港区 西新橋１－２２－６　新橋コアビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0052

焼鳥つくね西新橋店 港区 西新橋１－２２－７　　 飲食店 ZN-0000-1219

虎ノ門うなぎのお宿 港区 西新橋１－２３－１０　南和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3409

新ばし 笹田 港区 西新橋１－２３－７　プレシャスコート虎ノ門１Ｆ 飲食店 SL-2000-1958

つくし 港区 西新橋１－２４－１６　平和ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0696

摩耶 港区 西新橋１－２－９　日比谷セントラルビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0620

新台北西新橋店 港区 西新橋１－３－１　西新橋スクエア２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1014

ラ・マンマ 港区 西新橋１－５－１０　ＴＪ内幸町ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4007

楽 港区 西新橋１－５－１２　　 飲食店 ZN-0000-0376

北の立食い寿司オホーツク横丁 港区 西新橋１－９－１　ブロドリー西新橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5016

虎ノ門パスタ 港区 西新橋１－９－１１　ミリオンタワー虎ノ門１０１ 飲食店 JS-0000-0190

藁焼きと茶碗蒸し魚金西新橋 港区 西新橋１－９－５　酔心興栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5057

TORADELI 港区 西新橋１－９－９　エリナビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0322
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居酒屋あじひろ 港区 西新橋２－１３－１６　多田ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1200

かどや虎ノ門店 港区 西新橋２－１３－２　　 飲食店 ZN-0002-1437

和牛肉そば ごん 港区 西新橋２－１３－３ 飲食店 AL-0000-0058

蛇の目寿司 港区 西新橋２－１３－４　　 飲食店 ZN-0000-0905

鯨の胃袋 港区 西新橋２－１４－７　笠井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1196

肉塊 UNO 虎ノ門本店 港区 西新橋２－１５－１７　リッツ虎ノ門１Ｆ 飲食店 JS-0004-7953

牛倉 港区 西新橋２－１５－２　親和ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1474

焼鳥國よし 港区 西新橋２－１５－２　親和ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0078

TREXTORANOMONCAFE 港区 西新橋２－１７－４　　 飲食店 ZN-0000-0101

びんちょろ 港区 西新橋２－１９－２　安形ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0388

喰呑をかし 港区 西新橋２－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-0093

KEY’S　CAFE － CLASSE 港区 西新橋２－３４－４　　 飲食店 PK-0000-6658

PHOCHAN 港区 西新橋２－３７－５　ローライビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1615

四川料理 川府新橋店 港区 西新橋２－４－２　西新橋安田ユニオンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0719

もつ福西新橋店 港区 西新橋２－５－１１　ＮＴＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0249

クジラノハナレ 港区 西新橋２－６－１　第２菊家ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1535

やなか珈琲西新橋店 港区 西新橋２－６－３ 飲食店 JS-0005-8778

おいしい中華屋さん 港区 西新橋２－６－４　桜井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1201

トラットリアスエジュ 港区 西新橋２－６－９　アパホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0957

おおあみ 港区 西新橋２－７－４　ＣＪビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0962

ピアノバーキャッツ 港区 西新橋２－８－１８　共立ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0653

イタリア食堂ファリーナ 港区 西新橋３－１３－４ 飲食店 JS-0000-8533

魚串然 港区 西新橋３－１７－１　ライオンズマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0498

うなぎ 本丸 港区 西新橋３－１９－１２ 飲食店 JS-0002-3710

金福園 港区 西新橋３－２３－７　１Ｆ・Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5939

minas 港区 西麻布１－１０－１４　アビターレ霞町Ｂ１Ｆ　 飲食店 JS-0001-2899

Postumo 港区 西麻布１－１０－１４　アビターレ霞町Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2495

F × LOOP ☆ 港区 西麻布１－１０－１６　ロイヤルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0720

イタリアンダイニング mingo 港区 西麻布１－１０－１６　西麻布ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1476

やき鳥たき田 港区 西麻布１－１０－１６　西麻布ロイヤルビル２０１　 飲食店 ZN-0000-0961

MALTA 港区 西麻布１－１０－１６　西麻布ロイヤルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1029

一即多 港区 西麻布１－１０－１６－２０４　　 飲食店 ZN-0000-0349

OGGI DAL － MATTO 港区 西麻布１－１０－８　第２大晃ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0074

808TOKYO 港区 西麻布１－１－１　エッジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1378

ダルマット 西麻布 港区 西麻布１ー１０ー８　第２大晃ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5082

西麻布うかたま 港区 西麻布１－１１－１　ドリーム小野１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1250

Takumi 港区 西麻布１－１１－１０　ビルマーサ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1327

ダイニングバー辺 nabe 港区 西麻布１－１１－１０　高橋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0325

オオハラ・エ・シーアイイー 港区 西麻布１－１１－１５　西麻布Ｙ－ＦＬＡＴＢ１　 飲食店 ZN-0000-0311

ISANA 六本木店 港区 西麻布１－１１－６　ホテル＆レジデンス六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0993

ラリー 港区 西麻布１－１２－１０　岩田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2119

s’accapau 港区 西麻布１－１２－４　ｎｉｓｈｉ　ａｚａｂｕ１１２４ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5546

越庵 港区 西麻布１－１２－４　ｎｉｓｈｉａｚａｂｕ１１２４ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6690

霞町一〔pin〕 港区 西麻布１－１２－４　Ｎｉｓｈｉａｚａｂｕ１１２４ビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-6020
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ウィルベリー 港区 西麻布１－１２－８　シグマケミカルビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0020

THE XUN ROPPONGI 港区 西麻布１－１２－８　メインステージ西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1304

権八 西麻布 港区 西麻布１－１３－１１　１・２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0102

SUSHI 権八 西麻布 港区 西麻布１－１３－１１　３Ｆ　 飲食店 AX-2000-0098

炭火焼肉東海亭 港区 西麻布１－１３－１６ 飲食店 JS-0000-3830

グラス麻布店 港区 西麻布１－１４－１７　　 飲食店 ZN-0000-1423

アイバンド．アール 港区 西麻布１－１４－３　可児ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1526

龍土軒 港区 西麻布１－１４－４　パークリュクス西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0611

眞由膳 港区 西麻布１－１４－８　第２広島ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8530

コロッケミミックトーキョー 港区 西麻布１－１－５　オリエンタルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5602

西麻布 万葉 港区 西麻布１－１５－１０　パークビュー西麻布２Ｆ 飲食店 AL-0000-0180

西麻布 Vin 港区 西麻布１－２－１２　デュオスカーラ西麻布ＥＡＳＴ－Ｂ１０２　 飲食店 ZN-0000-0162

鮓村瀬 港区 西麻布１－２－３　アクティブ六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1532

牛牛西麻布総本店 港区 西麻布１－２－３　アクティブ六本木Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1510

K・House 港区 西麻布１－３－８　　 飲食店 ZN-0000-0505

寿司勇 港区 西麻布１－４－１５ 飲食店 JS-0003-7571

鮨 麻葉 港区 西麻布１－４－３５－１０２　　 飲食店 ZN-2000-3061

ハグ 港区 西麻布１－４－３８　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0730

YAOCHO － BAR 星条旗店 港区 西麻布１－４－４１　麻布ファーストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0507

グラム 港区 西麻布１－４－４３　ニシアザブＮＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3626

ポルト ベレーザ 港区 西麻布１－４－４３　西麻布ＮＫビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0474

49 港区 西麻布１－４－４３　西麻布ＮＫビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1428

サロンドグー 港区 西麻布１－４－４４　シグマ西麻布２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0570

やき肉かのや 港区 西麻布１－４－４４　シグマ西麻布２Ｆ 飲食店 JS-0001-1289

リウ・ニード 港区 西麻布１－４－４８　大樹ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5968

京料理光仙 港区 西麻布１－４－５　　 飲食店 ZN-0000-0085

炭火焼肉とうがらし 港区 西麻布１－４－７　　 飲食店 ZN-0000-0578

博多もつ鍋和楽 港区 西麻布１－４－７　クレド西麻布１０１　 飲食店 ZN-0000-0710

麻布ルシファー 港区 西麻布１－５－１６　西麻布ＡＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0480

かどや霞邸 港区 西麻布１－５－１８　　 飲食店 ZN-0002-1405

宮 港区 西麻布１－７－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6331

そば おさめ 港区 西麻布１－７－２　アデッソ西麻布２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1238

霞明亭 港区 西麻布１－８－１２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1352

Toriaezu Shigechan 港区 西麻布１－８－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0198

HARCOURT 港区 西麻布１－８－４　三保谷ガラスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4797

麻布淺井 港区 西麻布１－９－１１　　 飲食店 ZN-0000-0876

カブ西麻布 港区 西麻布１－９－７　ＳＨＶＥＴＳ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ２－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-1232

ビストロアンバロン 港区 西麻布１－９－７　シュウエツレジデンス２　 飲食店 ZN-0000-0828

裕 港区 西麻布２－１０－１　Ｙ．Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5320

やきのすけ焼太郎 港区 西麻布２－１０－１　ダイアンクレストビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0569

酒・肴・寿司 いっき 港区 西麻布２－１０－１　西麻布アジアビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-9838

すし処たか 港区 西麻布２－１０－１２　　 飲食店 ZN-0000-0319

MWnishiazabu 港区 西麻布２－１０－２　五十嵐ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1251

笄鮨 港区 西麻布２－１０－５　　 飲食店 ZN-0000-0315
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和食 おぎ 港区 西麻布２－１１－２　ＳＨＩＮＫＯＨ西麻布ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4885

萬 港区 西麻布２－１１－６　　 飲食店 ZN-2000-6610

Underneath 港区 西麻布２－１２－５　ミスティ西麻布１Ｆ，Ｂ１Ｆ，Ｂ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5148

霞町三〇一ノ一 港区 西麻布２－１２－５　ミスティ西麻布３Ｆ 飲食店 JS-0000-9948

BROS 港区 西麻布２－１３－１　内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0008

炭火焼肉トラジ西麻布店 港区 西麻布２－１３－１５　　 飲食店 ZN-0000-0168

一歩 港区 西麻布２－１３－１５　パールハイツＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0223

ボストーク 港区 西麻布２－１３－１５　大山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1226

鮨 宮園 港区 西麻布２－１３－１９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1685

よしの 港区 西麻布２－１５－１２　カルテットビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1225

Tafia 港区 西麻布２－１５－１４　ウエストポイントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0434

寿修 港区 西麻布２－１６－１　斎田ビルＢ１・１Ｆ 飲食店 JS-0005-2367

海音 港区 西麻布２－１６－１２　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9038

HALE 海 ’s 港区 西麻布２－１６－４　　 飲食店 ZN-0000-0441

LaCavedeNoe 港区 西麻布２－１６－４　第２吉山ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0892

西麻布き久ち 港区 西麻布２－１７－１７　港屋総本店ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1028

kasahara 港区 西麻布２－２－２　ＮＫ青山ホームズ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9296

Carta〔s〕 港区 西麻布２－２４－１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0915

ケジャンオールスターズ 港区 西麻布２－２４－１　萬治ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1634

すし 藤森 港区 西麻布２－２４－１４　　 飲食店 ZN-0000-0524

ヒツジモン西麻布店 港区 西麻布２－２４－１７　ポケットパークビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1302

地鶏仲みち 港区 西麻布２－２４－８　市原アパートメント１Ｆ 飲食店 JS-0000-1126

マ－レキア－ロ 港区 西麻布２－２４－９　須藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5967

Amber 港区 西麻布２－２５－１１　田村ビル　　 飲食店 ZN-2000-1452

ENZO 港区 西麻布２－２５－１２　西麻布エイトビル　 飲食店 ZN-0000-1564

ふるけん 港区 西麻布２－２５－１２　西麻布エイトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0843

AZABU 草ふえ 港区 西麻布２－２５－１３　石原ビル２．３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0934

Amati 港区 西麻布２－２５－１８　麻布パレスビル１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0091

CLTTKY 港区 西麻布２－２５－１８　麻布パレスビル６０１　 飲食店 ZN-2000-5521

IBIZA 港区 西麻布２－２５－１８　麻布パレスビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0731

CUCULU 港区 西麻布２－２５－１９　バルビゾン２８－３０１　 飲食店 ZN-0000-0519

soloom 港区 西麻布２－２５－１９　木島ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-2251

CTHREE 港区 西麻布２－２５－２１　ガリシアヒルズ西麻布ＥＡＳＴ　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1503

THREETOKYO 港区 西麻布２－２５－２１　ガリシヤヒルズ西麻布ＥＡＳＴ　２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0593

Grill ＆ Bar HURRICANE 港区 西麻布２－２５－２３　バルビゾン２７　４Ｆ 飲食店 SL-2000-5036

ベイビーブルー 港区 西麻布２－２５－２３　バルビゾン２７－１２Ｆ 飲食店 JS-0000-8624

世界の WANTEN 港区 西麻布２－２５－２３　バルビゾン２７－９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5033

チカノチカ 港区 西麻布２－２５－２４　Ｊ－Ｇｒａｎｄｅ西麻布Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0632

TORI ＋ SALON 港区 西麻布２－２５－２４　ＮＩＳＨＩＡＺＡＢＵＦＴビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0481

Juice 港区 西麻布２－２５－２４　ＮＩＳＨＩＡＺＡＢＵＦＴビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0896

六本木アンブレラ 港区 西麻布２－２５－３２　　 飲食店 ZN-0000-0978

ラボンバンス 港区 西麻布２－２６－２１　ニューシティーレジデンス１－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0152

LEFFERVESCENCE 港区 西麻布２－２６－４　ＨＯＷＡ西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0348

CITABRIA － 2 港区 西麻布２－２６－５　　 飲食店 ZN-0000-0508
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豪火 港区 西麻布２－７－３　ストーク西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1413

日本料理 和敬 港区 西麻布２－７－９　西麻布２７９ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5642

またぎ 港区 西麻布３－１－１５　ＲＦビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9984

QWANG 港区 西麻布３－１－１８　ＲＤ西麻布Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9105

燦糺 港区 西麻布３－１－１８　六本木新生ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3325

Rm．39 港区 西麻布３－１－１８　六本木新生ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3456

ちょいちょい 港区 西麻布３－１－１８　六本木新生ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7307

BAR くらら 港区 西麻布３－１－１９　小山ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-1264

八百長 BAR 港区 西麻布３－１－２０　ＤＥＡＲ西麻布６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1118

Asty 港区 西麻布３－１－２０　Ｄｅａｒ西麻布ビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-7588

吾空 港区 西麻布３－１３－１０　パークサイドセピア１Ｆ 飲食店 JS-0002-1422

ランベリーナオトキシモト 港区 西麻布３－１３－１０　パークサイドセピアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0082

うし松 港区 西麻布３－１３－１４　ＬＡ・ＲＥＳ西麻布Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9190

Cot 港区 西麻布３－１７－２２　モダンフォルムＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0570

MizuTamali 港区 西麻布３－１７－２５　ＴＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0098

陣山 しば田 港区 西麻布３－１－９　Ｋ ’ ビル２０１ 飲食店 JS-0005-8592

KNOCK 港区 西麻布３－２－１１　第二谷澤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0712

Yin 港区 西麻布３－２１－１４　　 飲食店 ZN-0000-1266

870 港区 西麻布３－２１－２４　ＡＲＵＧＡ１８ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5529

Member’s Bar Room 港区 西麻布３－２１－２４　ＡＲＵＧＡ１８ビル７Ｆ 飲食店 SL-2000-6674

此処上ル 港区 西麻布３－２１－２４　ＡＲＵＧＡ１８ビル８Ｆ 飲食店 JS-0005-2262

げんてん 港区 西麻布３－２１－２４　Ｃ ’ ｓビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1517

Scourt 港区 西麻布３－２１－２４　Ｃ ’ Ｓ西麻布４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1212

TANUKItoWOLF 港区 西麻布３－２１－２４　西麻布Ｃ ’ ｓ８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5608

eesti 港区 西麻布３－２１－２４　第五中岡ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0613

RotisseriechikenALZE 港区 西麻布３－２－１３　コートアネックス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0878

材木町鮨奈可久 港区 西麻布３－２－１５　藤田萬年堂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0052

リビングザラウンジ 港区 西麻布３－２３－４　鈴本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0936

西麻布 MOCOMOCO 港区 西麻布３－２３－７　シャーメゾン西麻布Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0070

七 NANA 港区 西麻布３－２４－１９　ラ・バース西麻布　 飲食店 ZN-0000-0989

串かつくわ焼き やすきよ 港区 西麻布３－２４－２２　プラザ西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0029

96NIKUHOLIC 港区 西麻布３－２４－２３　ＣＵＢＥ西麻布５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0083

西麻布しゃぶ玄 港区 西麻布３－２４－２３　八星ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0536

さくら 港区 西麻布３－２４－２４　　 飲食店 ZN-0000-0972

麻布霞町 港区 西麻布３－２４－９　上田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4242

Gatto Nero 港区 西麻布３－２－５　ノゾエビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-2511

レストランアラジン 港区 西麻布３－２－６　六本木安田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9079

和食竹田 港区 西麻布３－２－６　六本木安田ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1667

鉄板焼きだんち 港区 西麻布３－３－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0665

蕎麦たじま 港区 西麻布３－８－６　　 飲食店 ZN-0000-0049

百菜 港区 西麻布４－１０－１　ラポート西麻布１Ｆ 飲食店 JS-0002-1753

東京 ROOST 港区 西麻布４－１０－１　西麻布ラポート２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0702

エピセ 港区 西麻布４－１０－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0729

ネメシス 港区 西麻布４－１０－７　西麻布４１０ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2912
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RESTAURANT JOJO 港区 西麻布４－１０－７　西麻布４１０ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-1172

ばむぶう 港区 西麻布４－１１－１０　　 飲食店 ZN-0000-0076

GET FORWARD 港区 西麻布４－１１－１１　クライテリオンビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0005-4864

おいちょ 港区 西麻布４－１１－１１　クライテリオンビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6650

FERRI’S 港区 西麻布４－１１－１１　ジュメイラビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1355

天府苑 港区 西麻布４－１１－２８　　 飲食店 ZN-0000-0949

インディアンレストラン嶮暮帰 港区 西麻布４－１１－２８　麻布エンパイアビル２Ｆ　 飲食店 SL-2001-0567

能代 港区 西麻布４－１１－２８　麻布エンパイアマンション　 飲食店 ZN-0000-0323

KEMURI 西麻布店 港区 西麻布４－１１－２８　麻布エンパイアマンション１０３　 飲食店 ZN-0000-1100

FUZZ 港区 西麻布４－１１－２８　麻布エンパイアマンション２０２　 飲食店 ZN-0000-0354

Food ＆ DRINKbesun 港区 西麻布４－１１－２８　麻布エンパイアマンション２Ｆ２０１ 飲食店 ZN-0000-0917

NIKUAZABU 港区 西麻布４－１１－３　横山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1105

西麻布山本 港区 西麻布４－１１－３　横山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0907

musica 港区 西麻布４－１１－４　尾花ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4275

鳥とも 港区 西麻布４－１－１５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9003

すし匠まさ 港区 西麻布４－１－１５　セブン西麻布Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-0435

Fess 港区 西麻布４－１－１６　西麻布ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0996

ichi 港区 西麻布４－１－１６　西麻布ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6555

tacca 港区 西麻布４－１－１６　西麻布ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0913

大谷之鮨 港区 西麻布４－１１－７　秀和西麻布レジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0001-1151

シャンデル 港区 西麻布４－１１－９　シャンデルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0031

KOKUWA 港区 西麻布４－１－４　西麻布ＭＫビルＡ棟Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0687

WestAve．Bar 港区 西麻布４－１－４　西麻布ＭＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1094

西麻布いちのや 港区 西麻布４－１－６　高ビル１Ｆ．２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0581

コントワール ミサゴ 港区 西麻布４－１７－２２　アビターレ西麻布２Ｆ 飲食店 JS-0001-6885

かわさき 港区 西麻布４－１７－２２　グレイシス西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1563

鳥さわ 港区 西麻布４－１８－１７　Ｋ－Ｎｉｓｈｉａｚａｂｕ１０３ 飲食店 JS-0004-1246

朱里 港区 西麻布４－２－１３　八幡ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8374

霞町やまがみ 港区 西麻布４－２－１３　八幡ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1548

葡呑 港区 西麻布４－２－１４　　 飲食店 ZN-0000-0071

鮨まつ 港区 西麻布４－２－１５　ゆずりはアパート中央　 飲食店 ZN-0000-1136

ViVian 港区 西麻布４－２－１５　水野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7258

KOLBE 港区 西麻布４－２－２　バルビゾン９２－２Ｆ 飲食店 JS-0002-3856

リビング。 港区 西麻布４－２２－１０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1037

ahill 港区 西麻布４－２２－１０　プレステージ西麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0371

西麻布 真不同 本店 港区 西麻布４－２２－１１　MIC 西麻布ビルＢ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0098

アッピア アルタ 西麻布 港区 西麻布４－２２－７　グランディア西麻布Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0436

twelv． 港区 西麻布４－２－４　ＴｈｅＷａｌｌＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1284

西麻布すし仙 港区 西麻布４－２－６　Ｌ１ｓｔビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1235

西麻布かみくら 港区 西麻布４－２－９　シーズンズ西麻布１Ｆ 飲食店 JS-0000-6748

ヴィナーヤ 西麻布 港区 西麻布４－３－２ 飲食店 JS-0001-4231

炭火焼肉牛坂 港区 西麻布４－３－２　田丸Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1347

土鍋ごはん米三 港区 西麻布４－４－１２　ニュー西麻布ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1451

ル・キャヴィストゥ 港区 西麻布４－４－１２　ニュー西麻布ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0336
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マーディガン 港区 西麻布４－４－１６　NISHIAZABU4416　１Ｆ 飲食店 AL-0000-0065

Pique － Nique 港区 西麻布４－５－８　Ｌａ西麻布４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0830

やまね 港区 西麻布４－５－８　ＬＡ西麻布ビルＢ２Ｆ 飲食店 ZN-0000-0337

TAIAN 港区 西麻布４－８－１２　マノワール西麻布Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4571

びのむ 港区 西麻布４－８－６　　 飲食店 ZN-0000-0561

頤和園溜池山王店 港区 赤坂１－１－１２　明産ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0418

CRISPARKHILLS 港区 赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4065

BistroBonneFemme 港区 赤坂１－３－１３　鈴木ビル　　 飲食店 ZN-2000-6696

広東料理 農家宴 港区 赤坂１－３－１８　ＤＧ２２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2899

楽屋 港区 赤坂１－３－１８　ＤＧ２２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5861

溜池 酉玉 港区 赤坂１－４－１０　赤坂三鈴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0043

赤坂酒場花 港区 赤坂１－４－１０　赤坂三鈴ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0672

旬彩赤坂叶 港区 赤坂１－４－６　光洋ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-0902

溜池さ和長 港区 赤坂１－４－８　　 飲食店 ZN-0000-0366

dipmahal 溜池山王店 1 階 港区 赤坂１－５－１３　祥文堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8939

dipmahal 溜池山王店 2 階 港区 赤坂１－５－１３　祥文堂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8940

すし久遠くまがい 港区 赤坂１－７－４　ニイクラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1245

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 赤坂店 港区 赤坂１－８－１　赤坂インターシティＡＩＲ　３Ｆ 飲食店 AX-2000-0012

やきとり宮川 赤坂 港区 赤坂１－８－１　赤坂インターシティーＡＩＲ　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6852

赤坂寿々亭 港区 赤坂２－１０－１３　成光ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4915

海鮮市場きときと 港区 赤坂２－１０－１５　宮原第２ビル　 飲食店 ZN-0000-0259

テツジ 港区 赤坂２－１０－１５　溜池ミツワビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5238

桂 港区 赤坂２－１０－１６　新陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1499

韓すぷん 港区 赤坂２－１０－１７　イーストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0753

ととバル nemuro 溜池山王駅前店 港区 赤坂２－１０－１７　赤坂三星ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2140

キングスアームス 港区 赤坂２－１０－３　横関ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2489

赤坂竹屋総本店 港区 赤坂２－１０－３　第２吉川ビル　　 飲食店 ZN-0000-1583

京華茶楼溜池山王店 港区 赤坂２－１１－１　ＤｅＬＣＣｓ溜池山王Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3832

DOBROGI 港区 赤坂２－１２－１１　シャルマン赤坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1607

鉄板焼きこよい 港区 赤坂２－１２－１２　赤坂フローラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1485

真 港区 赤坂２－１２－２　赤坂アーバンホテルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9174

炭火焼ステーキ播磨 港区 赤坂２－１２－２５　ネオキャステール１０１ 飲食店 JS-0003-4010

ラダカバーフュージョンキュイジーヌ 港区 赤坂２－１２－３３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6259

新悦園 港区 赤坂２－１２－３３　永楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0882

ワインバーシャトー TS 赤坂 港区 赤坂２－１２－９　中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0033

Querencia 港区 赤坂２－１３－１０　コリンズ３３ビル４Ｆ－Ｌ　 飲食店 ZN-2000-5318

花でん 港区 赤坂２－１３－１３　アープセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0373

とんちゃん赤坂店 港区 赤坂２－１３－１４　福富ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0545

とんちゃん赤坂店 3F 港区 赤坂２－１３－１４　福富ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1179

VirtuosoAKASAKA 港区 赤坂２－１３－１４　福冨ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1926

兄夫食堂－兄夫株式会社 港区 赤坂２－１３－１７　シントミ赤坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1292

赤坂一龍 別館 港区 赤坂２－１３－１７　シントミ赤坂第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3164

レストラン・アミーゴ 港区 赤坂２－１３－１７　シントミ赤坂第２ビル２０３ 飲食店 JS-0002-2846

青春キンパ 港区 赤坂２－１３－１７　シントミ赤坂第２ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1488
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赤坂一龍 本店 港区 赤坂２－１３－１７　シントミ赤坂第２ビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-3087

光州 港区 赤坂２－１３－１８　コリンズ３３ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1129

博多中洲ぢどり屋 港区 赤坂２－１３－２１　関根ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6407

ボア・セレスト 港区 赤坂２－１３－２１　清川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0460

ままや 港区 赤坂２－１３－２３　トミヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0756

トルコ料理レストラン サライ 赤坂店 港区 赤坂２－１３－２３　赤坂ＭＹビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0489

グリフィンズ・ガーデン 港区 赤坂２－１３－４　第１５大協ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-2533

満味家 港区 赤坂２－１３－７　栗原ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1147

広東厨房赤坂櫻花亭 港区 赤坂２－１３－７　栗原ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1285

イタリアンバールリチェット 港区 赤坂２－１３－７　赤坂キヨシビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1374

香港楼 港区 赤坂２－１３－８　　 飲食店 ZN-0000-0535

明洞 港区 赤坂２－１３－８　ロイヤルプラザ１０３ 飲食店 JS-0001-9997

ヌルンジ 港区 赤坂２－１３－８　ロイヤルプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1445

ヌルンジ別館 港区 赤坂２－１３－８　ロイヤルプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1446

韓国料理チョンソル 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザ１０２　 飲食店 ZN-0000-0026

燻製居酒屋きょう 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザ２０１ 飲食店 JS-0004-0054

居酒屋 六九 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0471

リアン 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザＢ１０１　 飲食店 ZN-2000-0981

Jam 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザＢ１０２　 飲食店 ZN-2000-2437

食べ門 港区 赤坂２－１４－１１　ＲＩＴＺ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7510

中国料理一龍 港区 赤坂２－１４－１１　ＲＩＴＺビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1255

赤坂よ志多 港区 赤坂２－１４－１２　高橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0528

ソウヤ 港区 赤坂２－１４－１２　川村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0933

赤坂三平 港区 赤坂２－１４－１３　シャトレ赤坂　 飲食店 ZN-0002-5866

天鴻餃子房赤坂店 港区 赤坂２－１４－２７　国際新赤坂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1492

赤坂やげん亭 港区 赤坂２－１４－２７　国際新赤坂ビル東館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0149

インドレストランモティ TBS 前店 港区 赤坂２－１４－３１　　 飲食店 ZN-0000-0329

火鍋屋 港区 赤坂２－１４－３１　金波ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5650

三九厨房赤坂 3 号店 港区 赤坂２－１４－３３　赤坂三田ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6536

HOTELREX1 港区 赤坂２－１４－３４ 飲食店 JS-0005-1729

割烹津やま 港区 赤坂２－１４－７ 飲食店 JS-0002-4389

赤坂ゆうが 港区 赤坂２－１４－８　山口建設第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6974

青松別館 港区 赤坂２－１４－８　赤坂ＳＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0743

赤坂酒場 港区 赤坂２－１４－８　赤坂ＳＫビル５－Ａ　 飲食店 ZN-2000-7229

ヘヴン 港区 赤坂２－１４－８　赤坂ＳＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0252

鉄板焼ダンテ 港区 赤坂２－１４－９　志津林ライオンズビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0864

波留乃屋赤坂店 港区 赤坂２－１５－１２　パール赤坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0728

bistroDAVARIE 港区 赤坂２－１５－１３　三東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1050

G’sbar 港区 赤坂２－１５－１３　三東ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2240

元祖もつ鍋博多屋赤坂店 港区 赤坂２－１５－１５　アカサカプラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1093

赤坂石島 港区 赤坂２－１５－１５　赤坂プラザ２Ｆ 飲食店 JS-0001-0996

中国料理たけくま 港区 赤坂２－１５－１８　西山興業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0891

瑞華楼 港区 赤坂２－１５－１８　西山興業赤坂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5504

Crear Bacchus 港区 赤坂２－１５－９　石井第３ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3750
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MINORI 港区 赤坂２－１７－５４　ホテルマイステイズプレミア赤坂１Ｆ 飲食店 JS-0003-5424

赤坂 紙音 港区 赤坂２－１７－５５　　 飲食店 ZN-0002-1382

レストラン シュマン 港区 赤坂２－１７－７　赤坂溜池タワーＡＮＮＥＸ　 飲食店 ZN-0000-0013

リトルアジア 港区 赤坂２－１７－７３　ＭＡＥＯＫＡＢＬＤＧ－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2660

家庭料理さん六 港区 赤坂２－１７－７３　前岡ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0747

力士料理富風 港区 赤坂２－１７－７３　前岡ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1375

赤坂蘭苑 港区 赤坂２－１７－７４　産業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8207

川崎鳥匠 港区 赤坂２－１８－１２　ポルトボヌール赤坂２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1111

魚六 港区 赤坂２－１８－１９　赤坂シャレー２　 飲食店 ZN-0000-1462

MATURS 港区 赤坂２－１８－１９　赤坂シャレー２－１０２　 飲食店 ZN-0000-0016

Cave 港区 赤坂２－１８－１９　赤坂シャレーⅡＢ１０１ 飲食店 JS-0005-6781

赤坂若狭 港区 赤坂２－１８－２　フラワーハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-1481

赤坂 SAKURASAKURA 港区 赤坂２－２０－１０　　 飲食店 ZN-2000-7008

炭火焼鳥もり穂 港区 赤坂２－２０－１８　　 飲食店 ZN-0000-0160

赤坂津つ井総本店 港区 赤坂２－２２－２４　泉赤坂ビル 飲食店 JS-0000-2710

創作和食 堂間 港区 赤坂２－６－８　サクラハウスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5488

赤坂マッシュ 港区 赤坂２－７－５　赤坂ブライトビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7374

サボウ溜池山王店 港区 赤坂２－８－１１　初穂マンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1048

雅屋溜池山王店 港区 赤坂２－８－１３　赤坂こうゆうビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0759

鳥通 港区 赤坂２－８－１４　ラミアール赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0327

肉塊 UNO 溜池山王店 港区 赤坂２－８－１４　丸玉第３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8011

九州まる 港区 赤坂２－８－１６　赤坂光和ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4215

Musha Tora 赤坂 港区 赤坂２－８－２　ｅｃｃｌｅｓｉａ　ｈｉｌｌｓ　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9813

一休 港区 赤坂２－８－９ 飲食店 JS-0002-1922

居酒屋あどし 港区 赤坂２－８－９　　 飲食店 ZN-2000-3426

レストランル・フィザリス 港区 赤坂２－９－３　静信第一ビル　　 飲食店 ZN-0000-0262

ソウルフードバンコク溜池山王店 港区 赤坂２－９－４ 飲食店 JS-0003-4124

湊 港区 赤坂３－１０－１　Ｂ２ 飲食店 JS-0005-8069

ぼてぢゅう赤坂店 港区 赤坂３－１０－１　対翠館ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9094

湊 港区 赤坂３－１０－１　対翠館ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2592

さかや Bar ＃ 301 港区 赤坂３－１０－１４　フォーディアビル３０１　 飲食店 ZN-0000-0409

SEPTEMBER 港区 赤坂３－１０－１４　フォディア４Ｆ－４０１　 飲食店 ZN-2000-6542

Cafe ＆ BarM 港区 赤坂３－１０－１４　赤坂フォディアビルＢ２Ｆ　２０４　 飲食店 ZN-2000-6395

築地屋・鳥吉 港区 赤坂３－１０－１７　マーカスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1405

三九厨房 港区 赤坂３－１０－１７　マーガスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0939

すて～き茶寮ひみ呼 港区 赤坂３－１０－１９　第２対翠館ビル４Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0003-6134

ECHOES 港区 赤坂３－１０－２０　第三対翠館ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1229

巣立つ魚金赤坂 港区 赤坂３－１０－３　黛ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1668

あばれ鮮魚 港区 赤坂３－１０－３　黛ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1303

なか指 港区 赤坂３－１０－３　黛ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5122

オストレア赤坂見附店 港区 赤坂３－１０－４　月世界ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0597

香港亭赤坂店 港区 赤坂３－１０－４　月世界ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1538

焼肉本家肉兵衛 港区 赤坂３－１０－５　赤坂クインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0765

すき焼き北斎 港区 赤坂３－１０－５　赤坂ワインビル７Ｆ　 飲食店 PK-0000-0098
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あ・うん 港区 赤坂３－１０－６　雪華堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0258

The Mermaid 港区 赤坂３－１０－９　赤坂グランベル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0518

とど 港区 赤坂３－１１－１　難波ビル　　 飲食店 ZN-0000-1263

やさいや赤坂店 港区 赤坂３－１１－１４－１０４　赤坂ベルゴ　 飲食店 ZN-2000-1662

鮨すずき赤坂店 港区 赤坂３－１１－１５　ＶＯＲＴ赤坂見附１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1536

活かに北斗 港区 赤坂３－１１－１７　ソシアル赤坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1215

百濟カルビ 港区 赤坂３－１１－１９　ＵＦ３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1047

赤坂江戸桜 港区 赤坂３－１１－１９　ＵＦビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2757

シンチョン 港区 赤坂３－１１－１９　ＵＦビル３Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7154

Chopin 港区 赤坂３－１１－７　ソシアルアカサカ４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7235

沙伽羅 港区 赤坂３－１１－７　ソシアル赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0541

Riche 港区 赤坂３－１１－７　ソシアル赤坂４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4658

MIND 港区 赤坂３－１１－７　ソシアル赤坂４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5763

BARPOPCORN 港区 赤坂３－１１－７　ソシアル赤坂５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3698

ビート 港区 赤坂３－１１－７　ソシアル赤坂ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4983

三九厨房 2 号館 港区 赤坂３－１１－８　コンチネンタルアパートメントアカサカ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1468

居酒屋ポチャ 港区 赤坂３－１２－１　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5627

amistria 港区 赤坂３－１２－１　トモエビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0872

ミスターチンズダイニング赤坂本店 港区 赤坂３－１２－１　フローレンス赤坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1652

名華園料理店 港区 赤坂３－１２－１　フロレンス赤坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1614

ゴルフバーグリップ 港区 赤坂３－１２－１　赤坂ともえビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1626

赤坂かこい新館 港区 赤坂３－１２－１０　サンビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4775

Member’sOui 港区 赤坂３－１２－１０　赤坂サンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0636

小料理 ほそ川 港区 赤坂３－１２－１０　赤坂サンビル３ＦＢ 飲食店 SL-2000-5551

鶏 Dining Bird Place 港区 赤坂３－１２－１０　赤坂サンビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-3319

赤坂かこい 港区 赤坂３－１２－１０　赤坂サンビル旧館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4771

さんしょ。 港区 赤坂３－１２－１０　赤坂サンビル新館地下Ｂ 飲食店 JS-0001-4324

三芳や 港区 赤坂３－１２－１１　６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6338

エレヴァージュサード 港区 赤坂３－１２－１１　ゴールド赤坂４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4457

赤坂武蔵 港区 赤坂３－１２－１１　セントラルビル赤坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4971

隠座 港区 赤坂３－１２－１１　ニューギンザビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1595

焼肉芝浦赤坂別邸 港区 赤坂３－１２－１３　ＲＩＦＡ２ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1104

膳屋／花雪赤坂店 港区 赤坂３－１２－１３　アミューズビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1489

アロハコブギ 港区 赤坂３－１２－１７　第二臨水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6780

まゆの子 港区 赤坂３－１２－１８　赤坂館Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0793

つる八 港区 赤坂３－１２－１８　第８荒井ビル赤坂館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2158

OPERA 港区 赤坂３－１２－１８　第８荒井ビル赤坂館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2035

観世水 本店 港区 赤坂３－１２－２２　竹下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0540

寿し処ひろ 港区 赤坂３－１２－２２　竹下ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-5780

アンジェ 港区 赤坂３－１２－２２　竹下ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1842

ミュージックバー HARLEQ 港区 赤坂３－１２－２２　竹下ビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-8759

観世水 別庵 港区 赤坂３－１２－２２　竹下ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0542

赤坂寿司 港区 赤坂３－１２－５　ホテルフェリーチェＢ－１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5489

チョンギワ新館 港区 赤坂３－１２－７　赤坂ソシアルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0837
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手羽先番長赤坂店 港区 赤坂３－１３－１　　 飲食店 ZN-2000-2732

サファリ アフリカン レストラン 港区 赤坂３－１３－１　ベルズ赤坂２Ｆ 飲食店 JS-0000-0014

Cerber 港区 赤坂３－１３－１　ベルズ赤坂４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0595

Bar もゝ 港区 赤坂３－１３－１　ベルズ赤坂５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0344

ワイン食堂 TAKEWAKA 港区 赤坂３－１３－１２　　 飲食店 ZN-0000-1501

orvin 港区 赤坂３－１３－１６　田川ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0832

赤坂すし秀 港区 赤坂３－１３－２　　 飲食店 ZN-0000-1497

魚がし旨いもん酒場どまん中赤坂店 港区 赤坂３－１３－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5587

朧 港区 赤坂３－１３－２　ＭＪビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1391

バーパンチ 港区 赤坂３－１３－２　ＭＪ赤坂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5951

籠や 港区 赤坂３－１３－３　みすじ３１３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5273

AMOU 港区 赤坂３－１３－３　赤坂セントラルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0296

三河家 港区 赤坂３－１３－４　　 飲食店 ZN-2000-6132

川の音 赤坂 港区 赤坂３－１３－４　赤坂三河家ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0546

張家 港区 赤坂３－１３－６　国際天野ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1605

きた福 港区 赤坂３－１３－６　国際天野ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6574

京風お好み焼き竹生 港区 赤坂３－１４－１０　ＳＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0538

照よし 港区 赤坂３－１４－１１　金井ビル 飲食店 JS-0002-0745

雷や 港区 赤坂３－１４－２　ドルミ赤坂１Ｆ 飲食店 JS-0000-1931

5 ばんてお 港区 赤坂３－１４－２　ドルミ赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1456

バー＆ダイニングサルーテ 港区 赤坂３－１４－２　ドルミ赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3726

ダイニングゲート 港区 赤坂３－１４－２　ドルミ赤坂２０３ 飲食店 JS-0000-9342

松林 港区 赤坂３－１４－２　トルミ赤坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0251

独楽 港区 赤坂３－１４－３　渡林赤坂ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0094

ユンさんの家 港区 赤坂３－１４－４　大橋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7276

古母里 港区 赤坂３－１４－４　大橋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-2330

赤坂かねさく 港区 赤坂３－１４－５　　 飲食店 ZN-0000-1507

でんでんでん 港区 赤坂３－１４－７　タニビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0350

美弥 港区 赤坂３－１４－７　バルビゾン４４　５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1346

La Tida 港区 赤坂３－１４－８　相模屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2399

味鉄 赤坂店 港区 赤坂３－１４－９　清水ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0853

赤札屋弁慶 港区 赤坂３－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-0566

韓一館 港区 赤坂３－１５－１　ＳＩＯＮビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1522

赤坂美豚 港区 赤坂３－１５－１　赤坂コーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1418

私の居酒屋月逢 港区 赤坂３－１５－１　赤坂コーストビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1055

信長赤坂店 港区 赤坂３－１５－１０　ＳＰ赤坂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1175

Spoon ヘジャングック 港区 赤坂３－１５－１１　リン・ツリービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0691

WINEBARTHEGATE 港区 赤坂３－１５－１１　リンツリービル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9618

焼肉しゃぶしゃぶシャンボール 港区 赤坂３－１５－１２　フオーラム赤坂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1380

カンガンスルレ 港区 赤坂３－１５－１２　フォラム赤坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0681

トラジ 赤坂店 港区 赤坂３－１５－１３　富司林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0179

赤坂餃子楼 港区 赤坂３－１５－１３　冨司林ビル２Ｆ－ＡＢ　 飲食店 ZN-0000-0999

大和 港区 赤坂３－１５－１３　冨司林ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1005

スアンサワン赤坂店 港区 赤坂３－１５－１４　ソフィアフォーラム２１　 飲食店 ZN-0000-1062
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チョンギワ 港区 赤坂３－１５－２　パラダイスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0131

くいどころバー箸○ 港区 赤坂３－１５－３　忍路ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0316

割烹 久木田 港区 赤坂３－１５－９　ＡＣＲビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-2556

榮林 港区 赤坂３－１６－２　　 飲食店 ZN-0000-0025

コッスンイ 港区 赤坂３－１６－４　ＤＭＫ赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1511

ココヤ 港区 赤坂３－１６－４　赤坂ＤＭＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5854

大阪お好み焼きともくん家赤坂見附店 港区 赤坂３－１６－５　ＷＦＡＫＡＳＡＫＡ３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1508

ちゃんこ玉海力赤坂店 港区 赤坂３－１７－１０　フローレンス一ツ木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1576

ビストロ＆ワインデリカージュ 港区 赤坂３－１７－７　赤坂門田ビル　　 飲食店 ZN-0000-0633

中国ラーメン揚州商人赤坂店 港区 赤坂３－１７－８　都ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6354

赤坂ざんまい一ツ木通りはらしの 港区 赤坂３－１７－８　土橋ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1294

ナポリス赤坂一ツ木通り 港区 赤坂３－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-1415

丸忠 港区 赤坂３－１８－１２　飛鳥ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0658

天ぷら利久 港区 赤坂３－１８－６ 飲食店 JS-0000-3341

赤坂聳え 港区 赤坂３－１８－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6811

ミスターグッドバー 港区 赤坂３－１８－７　パラッツオカリーナＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0301

赤坂一ツ木おばんざい智華んとこ 港区 赤坂３－１８－９　磯谷ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9490

大阪焼肉ホルモンふたご赤坂店 港区 赤坂３－１８－９　八百菊ビル１．２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1163

細うどん香吾芽 港区 赤坂３－１９－１３　参－小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7496

ぐるり赤坂 港区 赤坂３－１９－２　風間ビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-0948

トレビアン 港区 赤坂３－１９－３　センチュリオンホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1355

湧の台所陳家私菜赤坂店 港区 赤坂３－１９－８　赤坂ウエストビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0897

焼肉ホルモン CHINTAN 港区 赤坂３－１９－９　オレンジボックスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6276

開花 港区 赤坂３－１９－９　オレンジボックスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1159

CANARIAdining 赤坂店 港区 赤坂３－１９－９　一ツ木ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9071

那古野 港区 赤坂３－１９－９　泉商事一ツ木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0889

三代目ありた 港区 赤坂３－２０－６　川木ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1280

蜀膳坊 港区 赤坂３－２０－８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1318

洋酒酒場 モダンタイムス 港区 赤坂３－２０－９　千切屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0018

バーメビウス 港区 赤坂３－２１－１１　西脇ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0655

bottlebarbloc 港区 赤坂３－２１－１１　西脇ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2249

エンディ 港区 赤坂３－２１－１５　東都ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5938

鴻運楼 港区 赤坂３－２１－５　三銀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1450

酒菜家 ごぶごぶ 港区 赤坂３－２１－５　三銀ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2932

赤坂鮨兆 港区 赤坂３－６－１０　第三セイコービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1066

まめ多 港区 赤坂３－６－１０　桝よしビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0563

Cacher 港区 赤坂３－６－１０　桝よしビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0446

トライベッカダイニング 港区 赤坂３－６－１０　枡よしビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0556

サエラ 港区 赤坂３－６－１０　枡よしビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0544

聚福縁 港区 赤坂３－６－１２　山翠会館１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1529

いやま 港区 赤坂３－６－１３　アニマート赤坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0501

オー・ヴェロルージュ 港区 赤坂３－６－１４　赤坂楓庵ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0551

串カツあらた赤坂店 港区 赤坂３－６－１４　楓庵ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2688

えいとまん 港区 赤坂３－６－１７　Ｂ１ 飲食店 JS-0005-8469
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眞牛館 港区 赤坂３－６－１７　ダイムラービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5811

えいき 港区 赤坂３－６－１７　東洋グリーン赤坂１Ｆ 飲食店 JS-0005-3362

ウノバー 港区 赤坂３－６－１８　ニューロイヤル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4662

スティル 港区 赤坂３－６－１８　ニューロイヤルビルマネックス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1026

Gottin 港区 赤坂３－６－１８５０２ 飲食店 JS-0001-6293

伊太利屋酒場 伊ち太 港区 赤坂３－６－２　樽井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2475

TINUN 赤坂 港区 赤坂３－６－６　　 飲食店 ZN-2000-6729

ティーヌン赤坂 2F 港区 赤坂３－６－６　赤坂樽井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6757

焼肉 MUGEN 港区 赤坂３－７－１１　Ｒｅｇｉａ赤坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1572

MELON 港区 赤坂３－７－１１　レシアー３Ｆ・Ａ　 飲食店 ZN-2000-2798

赤坂グリル 港区 赤坂３－７－１１　レジーア赤坂１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1663

居酒屋たなか畜産赤坂店 港区 赤坂３－７－１１　レジーア赤坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1626

橋の下 港区 赤坂３－７－１５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3072

まめ多 3715 港区 赤坂３－７－１５　小川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1287

膳赤坂店 港区 赤坂３－７－１７　ＵＦ２ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1011

聳え別館となり 港区 赤坂３－７－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6836

馬に魚に／ぶらり蔵めぐり 港区 赤坂３－８－１　赤坂アルトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1131

赤坂ざんまい 港区 赤坂３－８－１　赤坂アルトビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0887

晴れのちけむり／＋ ASOBI 港区 赤坂３－８－１　赤坂アルトビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1103

SurfA 港区 赤坂３－８－１７　パンジャパンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1600

串天山本家 港区 赤坂３－８－７　中村屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6011

barmiyako 港区 赤坂３－９－１２　メトロビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3614

赤坂 鴨川 港区 赤坂３－９－１５　第２クワムラビル 飲食店 JS-0002-4405

鮨處 赤坂 石 港区 赤坂３－９－１５　第２クワムラビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7747

網焼おか 港区 赤坂３－９－１５　第２クワムラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0393

福虎 港区 赤坂３－９－１６　ハイブリッヂ赤坂１Ｆ～４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0595

なごみ 港区 赤坂３－９－３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8087

BAR 水瓶座 港区 赤坂３－９－４　赤坂扇やビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0334

星の音 港区 赤坂３－９－４　赤坂扇やビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5768

九遠・篤媛 港区 赤坂３－９－５　マーブル赤坂ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1360

赤坂黒猫夜 港区 赤坂３－９－８　篠原ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0240

にのまえ 港区 赤坂４－１１－２４ 飲食店 JS-0003-4632

秀よし 港区 赤坂４－１－２　シントミ一ツ木ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-9251

焼肉ええご 港区 赤坂４－１－２　シントミ赤坂一ツ木ビル　 飲食店 ZN-0000-1241

小錦江 港区 赤坂４－１－２　一ツ木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1002

メゾン・ド・ユーロン 港区 赤坂４－１３－１８　　 飲食店 ZN-0000-0834

鍬焼き あざみ 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ一ツ木館２０４ 飲食店 JS-0000-0455

MusicBarAccord 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館１０４　 飲食店 ZN-2000-5288

ながとも 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9818

バンケットルーム赤坂 HITOTSUGI 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0690

赤坂澤乃井 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0901

話食酒房トロントロン 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館Ｂ１Ｆ　 飲食店 JS-0003-1291

CHAMPAGNE 港区 赤坂４－２－３　ディアシティ赤坂一ツ木館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3050

魚と旬の料理まる 港区 赤坂４－２－５　薮田ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0265
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望蜀瀘 港区 赤坂４－２－５　藪田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6007

BAR ラーマン 港区 赤坂４－３－１１　高嶋１１ビル２０３　 飲食店 ZN-2000-3048

宮崎料理 やっちょっど 港区 赤坂４－３－１１　高嶋１１ビルＢ１００１ 飲食店 JS-0003-1534

炭火焼ホルモンかぶん 港区 赤坂４－３－１３　堀口ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1639

煌志寶 港区 赤坂４－３－１３　堀口ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0915

転石亭 HANARE 港区 赤坂４－３－１５　ＦＳＫビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0527

神戸牛懐石 511 港区 赤坂４－３－２８　ディアプラザ赤坂Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2148

福ろう 港区 赤坂４－３－３１　ライオンズマンション第２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0394

豚しゃぶ金豚 港区 赤坂４－３－６　Ａ－ＦＬＡＧ赤坂７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1664

赤坂時シラズ 港区 赤坂４－３－９　高池ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3296

HORUMONKABUN － CHIKA 港区 赤坂５－１－１　ＨＫアカサカ５－ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1638

ボロンテール 港区 赤坂５－１－２　エンゼルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2801

球磨川 港区 赤坂５－１－３６ 飲食店 JS-0001-8478

まぐろダイニングやまと 港区 赤坂５－１－３８　赤坂東商ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0903

カントリーハウス 港区 赤坂５－１－４　いそむらビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0019

赤坂氷川 港区 赤坂５－１－４　いそむらビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-2847

オゴ オノロア ハワイ 港区 赤坂５－１－４　イソムラビル５Ｆ 飲食店 SL-2000-2775

HALACAFEBARDINING 港区 赤坂５－１－４　いそむらビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4470

はなぜん 赤坂店 港区 赤坂５－２－４５ 飲食店 JS-0003-0699

広東名菜赤坂璃宮赤坂本店 港区 赤坂５－３－１　赤坂Ｂｉｚタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1435

サカスカフェバイカツゥ－ラ 港区 赤坂５－３－２　赤坂サカス内ギャラリ－　 飲食店 PK-0000-3151

麦屋 港区 赤坂５－４－１２　　 飲食店 ZN-0000-1525

赤坂宮川 港区 赤坂５－４－１３　ホワイトビル赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0263

アオザイ 港区 赤坂５－４－１４　トレード赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1353

たつむら 港区 赤坂５－４－１４　トレード赤坂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0381

葵 港区 赤坂５－４－１４　ベルテンポ赤坂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1409

KINOKUNI 赤坂 港区 赤坂５－４－１７　ＳＣ赤坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1051

オステルリースズキ 港区 赤坂５－４－１７　前田ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9255

中華うずまき 港区 赤坂５－５－１１　赤坂通り５０番ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0858

yakiyaki さんの家赤坂 港区 赤坂５－５－１８　ＡＵＳＰＩＣＥ赤坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1087

鮨奈可村 港区 赤坂５－５－８　赤坂ファイブビル　 飲食店 ZN-0000-0711

花のれん 花楽 港区 赤坂５－５－９　１Ｆ 飲食店 JS-0000-3674

い津み 港区 赤坂６－１１－１１　及なみビル　　 飲食店 ZN-0000-1601

ESSEDUE 赤坂 港区 赤坂６－１１－１３　ＦＡＢＲＩＣＢＬＤＧ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4776

ESSEDUE 赤坂 港区 赤坂６－１１－１３　ＦＡＢＲＩＣＢＬＤＧＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4772

かこい別邸 彩華 港区 赤坂６－１１－１３　赤坂鏡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4777

グリドルズバー赤蔵 港区 赤坂６－１１－１３　赤坂鏡ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6640

赤坂肉割烹大和屋 港区 赤坂６－１３－１１　ＫＤＸレジデンス赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6401

浜焼太郎赤坂店 港区 赤坂６－１３－１９　オリエント赤坂１０３ 飲食店 JS-0005-7239

ピレネ 港区 赤坂６－１３－１９　オリエント赤坂１０４ 飲食店 JS-0001-5176

BistroK 港区 赤坂６－１３－６　キャステール赤坂１０６　 飲食店 ZN-0000-1166

ブーツ 港区 赤坂６－１３－６　赤坂キャステール１０３　 飲食店 ZN-2000-0530

和酒旬菜 縷々 港区 赤坂６－１３－６　赤坂キャステール２１２ 飲食店 JS-0003-3171

赤坂服部 港区 赤坂６－１５－１４　東京都管工事会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0377
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t013 港区 赤坂６－１６－１ 飲食店 JS-0003-1753

赤坂潭亭 港区 赤坂６－１６－１１　浜ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0744

外松 港区 赤坂６－２－１２　サージュ赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0099

もうやんカレー赤坂 港区 赤坂６－３－１　アスモビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8568

LeRapport 港区 赤坂６－３－１２　リバービル１０３　 飲食店 ZN-2000-0920

赤べこ 港区 赤坂６－３－１２　リバービル１０５　 飲食店 ZN-0000-1421

中国料理かおたん 港区 赤坂６－３－１５　Ｊ・赤坂　　 飲食店 ZN-0002-6965

ニュージーランドカフェアカサカ 港区 赤坂６－３－１５　Ｊ－ＡＫＡＳＡＫＡ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2512

WINEPARK 港区 赤坂６－３－１５　Ｊ－ＡＫＡＳＡＫＡ７０２　 飲食店 ZN-2000-5289

かれー麺実之和赤坂店 港区 赤坂６－３－１６　赤坂瀬戸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1291

Restaurant Pour Toi 港区 赤坂６－３－１６　赤坂瀬戸ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7290

炭火割烹白坂 港区 赤坂６－３－９ 飲食店 JS-0005-7682

BirdsAKASAKA 港区 赤坂６－４－１１　ドミエメロード２Ｆ 飲食店 JS-0001-0353

庵朱 港区 赤坂６－４－１５　シティマンション１０６　 飲食店 ZN-0000-0920

コムアラメゾン 港区 赤坂６－４－１５　シティマンション赤坂　 飲食店 ZN-0000-0509

月宵美 港区 赤坂６－４－１７　オークビル１０３　 飲食店 ZN-2000-3069

もつ福赤坂店 港区 赤坂６－４－１７　オークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0248

花丸 港区 赤坂６－４－２１　ニューアカサカマンション２０４　 飲食店 ZN-0000-0663

lebilboquet2 号店 港区 赤坂６－４－２１　松園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1046

赤坂和寿 港区 赤坂６－４－２１　美濃屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1336

canti canti 港区 赤坂６－４－６　ＭＹビル赤坂２０１ 飲食店 JS-0001-3089

鮨処いとう 別館 港区 赤坂６－６－２６　北村ホームズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0261

口悦 港区 赤坂６－６－２７ 飲食店 JS-0004-3980

赤坂丈太郎 港区 赤坂６－６－２９　サンバレー赤坂２Ｆ 飲食店 JS-0000-3124

インド＆バングラデシュ料理ショナルガ赤坂店 港区 赤坂６－６－４　いずみマンション１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8540

花むら 港区 赤坂６－６－５　　 飲食店 ZN-0000-0443

タベルナ・ユキ 港区 赤坂６－６－５　赤坂ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0795

ビスバル満月 港区 赤坂７－１０－６　ストークビル赤坂１Ｆ－１０２ 飲食店 JS-0004-0397

ピッツェリアギタロー 港区 赤坂７－１０－７　 飲食店 SL-2000-0173

赤坂ちょろん 港区 赤坂７－１１－２　フラットＫ１２－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4870

Faucet 港区 赤坂７－１１－８　パームヒル赤坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0953

割烹杉よし 港区 赤坂７－５－３３ 飲食店 JS-0003-0321

鶴我東京赤坂店 港区 赤坂７－５－３３　ベルバン赤坂 飲食店 JS-0001-0232

栄記 港区 赤坂７－５－３４　インペリアル赤坂フォーラム２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1411

赤坂山ね家。 港区 赤坂７－８－１　赤坂三分坂マンション１０２　 飲食店 ZN-0000-0918

青山エリュシオンハウス 港区 赤坂８－２－１０　　 飲食店 ZN-0000-1587

志乃ぶ寿司 港区 赤坂８－８－４　　 飲食店 ZN-0000-0375

くらら別邸 港区 赤坂９－１－２３　クレース檜坂１０１　 飲食店 ZN-0000-1652

英 港区 赤坂９－１－７　赤坂レジデンシャルホテル１０２　 飲食店 ZN-0000-1077

A.bleu 港区 赤坂９－６－２６　フォンテ六本木２Ｆ 飲食店 AL-0000-0181

乃木坂鳥幸 港区 赤坂９－６－３０　乃木坂プレース１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-8871

魚真乃木坂店 港区 赤坂９－６－３２　　 飲食店 ZN-0000-0851

EHUKAIBEACH 港区 台場１－４－１　マリンハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7029

カフェ ラ・ボエム お台場 港区 台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0082
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ゼスト キャンティーナお台場 港区 台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0089

モンスーンカフェお台場 港区 台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0092

権八 お台場 港区 台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0101

Tokyo 串家 港区 台場２－３－２　台場フロンティアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0532

インコントロ 港区 台場２－６－１　グランパシフィックＬＥＤＡＩＢＡ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0937

今朝 港区 東新橋１－１－２１　今朝ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-6595

qua 新橋 港区 東新橋１－２－１０　パル汐留１Ｆ 飲食店 SL-2000-0398

博多劇場新橋店 港区 東新橋１－２－１４　ベル汐留１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9551

しんばし光寿 港区 東新橋１－２－１７　下島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0459

麺屋武一 汐留シティセンター 港区 東新橋１－５－２　汐留シティセンター２Ｆ 飲食店 JS-0002-9424

エアーズ 港区 東新橋１－５－２　汐留シティセンター４１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1332

千歳庵 港区 東新橋１－７－１　汐留メディアタワーＢ２Ｆ　 飲食店 JS-0000-5258

健康中華青蓮汐留店 港区 東新橋１－７－１　汐留メディアタワーＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1624

珈琲そらり 港区 東新橋１－８－１　電通本社ビル１４Ｆ 飲食店 JS-0004-6725

チャイナドール汐留店 港区 東新橋１－９－１　東京汐留ビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0859

CHINAGARDEN 港区 東新橋１－９－２　汐留住友ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0836

レストラントップ 港区 東新橋２－１０－２　中銀新橋マンシオン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0982

鮨 和美 港区 東新橋２－１０－２　中銀新橋マンション１０５ 飲食店 JS-0002-8486

ミッレフィオーレ 港区 東新橋２－１６－３　　 飲食店 ZN-0000-1158

コブタマーケット 港区 東新橋２－１６－４　パラッツォフォレスタ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0097

インド料理店 シャヒィマハル 港区 東新橋２－５－１１　メトロ沖山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2910

レストランローブ 港区 東麻布１－１７－９　アネックス東麻布２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1464

常盤屋べんべん 港区 東麻布１－１８－２　上野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6167

中華料理 満州香 港区 東麻布１－２３－２　石井ビル１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0724

CUCINAGIANNI 港区 東麻布１－２４－４　ＦＬＥＧ東麻布７０１ 飲食店 JS-0004-0188

オステリア スゲロ 港区 東麻布１－２４－６　麻布ハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-0145

ガネーシャダイニング 港区 東麻布１－２９－１７　グランクリユ麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0814

月下 港区 東麻布１－９－３　赤石ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1054

タワシタ 港区 東麻布１－９－３　赤石ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1220

L’inedit 港区 東麻布２－１０－７　リヴェール狸穴１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1616

インド料理スーリヤ東麻布店 港区 東麻布２－１２－３ 飲食店 JS-0000-9358

麻布～たら福～ 港区 東麻布２－１２－４　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0777

KoreanDiningKOSARI 港区 東麻布２－１９－３　ミレーヌ東麻布１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7130

トラットリア Zucca 港区 東麻布２－２０－６　宮崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8784

鉄板・お好焼かねいし 港区 東麻布２－３５－１　ＫＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6049

改 港区 東麻布２－５－１　麻布イースト１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0930

2ndcork 港区 東麻布２－６－１　伊藤ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0954

焼肉すみずみ 港区 東麻布３－３－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1458

BarBarriere 港区 東麻布３－４－１７　東麻布Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2952

Bistro Chick 港区 東麻布３－７－８　イイダアネックス１Ｆ 飲食店 JS-0002-1816

あじと 港区 東麻布３－８－１０　バーリータワーズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1168

あじと本店 港区 東麻布３－８－１０　バーリータワーズ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1461

カフェ＆レストラン縄 港区 東麻布３－８－９　東麻布ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3245

元祖紙やきホルモサ 港区 南青山１－１－１　新青山ビル　　 飲食店 ZN-0000-0740



33 2020/9/29

［港区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

庄屋 新青山ビル店 港区 南青山１－１－１　新青山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0151

sakura 食堂青山店 港区 南青山１－１－１　新青山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6926

島唄楽園美海店 港区 南青山１－１５－１８　リーラ乃木坂１０４号 飲食店 SL-2000-1478

リストランテダニーノ 港区 南青山１－１５－１９　グランドメゾン乃木坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0750

南青山アルス 港区 南青山１－１５－１９　グランドメゾン乃木坂Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8847

海華月乃木坂 港区 南青山１－１５－２０　ヴィラ乃木坂Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-1312

桜詩 港区 南青山１－１９－１４　メゾンデュパンソーＣ．Ｄ． 飲食店 JS-0003-3454

リストランテ山崎 港区 南青山１－２２－１０　ウエスト青山ガーデン２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1096

鮨處かざま 港区 南青山１－２２－５　　 飲食店 ZN-0000-0313

ninocaffe 港区 南青山１－２５－１　Ｂｒｏｎｚｅ南青山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1157

レストラン FEU 港区 南青山１－２６－１６－１０１　　 飲食店 ZN-0000-0264

青一 とどろき 港区 南青山１－３－２１　１－５５ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2890

インド料理サムラート南青山店 港区 南青山１－３－６　都営アパート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1339

寿司 かねまる 港区 南青山１－３－６　都営南青山アパート６号間 飲食店 SL-2000-8887

中華桃太郎 港区 南青山１－３－６－１０１　　 飲食店 ZN-0000-0849

鮨の四文屋青山 港区 南青山１－４－１７　美松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0811

LEGEANT 港区 南青山１－８－１５　とんぼハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0763

BARFRAU 港区 南青山１－８－１５　南青山１－ハウス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0680

青山もっきんばーど 港区 南青山１－９－２　大場ビル　　 飲食店 ZN-0000-0233

カフェバー麻有 港区 南青山２－１１－１３　南青山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2444

鮨処くどう 港区 南青山２－１１－１５　セピア絵画館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0331

おいしい料理とお酒 ぼちぼち 港区 南青山２－１２－４　南山荘小林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0055

Pr’evenance 港区 南青山２－１３－７　ユトリス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0904

てしごと料理まるやま 港区 南青山２－１４－１５　五十嵐ビル　 飲食店 ZN-0000-0748

米・肴・旬菜八 南青山 港区 南青山２－１８－２　竹中ツインビルＡ館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3494

アンティカトラットリアシュリシュリ 港区 南青山２－１８－２０　南青山マンパウド　 飲食店 ZN-0000-0845

GURAS 港区 南青山２－２０－１－１０２　　 飲食店 ZN-2000-2962

匠進吾 港区 南青山２－２－１５　ウィン青山１０３　 飲食店 ZN-0000-1490

豚富 港区 南青山２－２－１５　ウィン青山１Ｆ 飲食店 JS-0001-9902

能代 港区 南青山２－２－１５　ウィン青山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0704

蜀の家 港区 南青山２－２２－１７　川上ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5877

オステリアピノロッソ 港区 南青山２－２２－２　クインビルＦ１　 飲食店 ZN-0000-1099

食為鮮 青山店 港区 南青山２－２２－２　南青山篠崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1133

銀座あまくさ青山外苑 港区 南青山２－２６－３４　北屋ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1193

三喜園 港区 南青山２－２６－３５　青山Ｋ・ＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0236

Cucina Benvenuto 港区 南青山２－２７－１６ 飲食店 JS-0000-1307

中国料理 礼華 青鸞居 港区 南青山２－２７－１８　パサージュ青山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0139

CRISPAOYAMA 港区 南青山２－２７－１８　パサージュ青山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1576

AHILYA INDIAN レストラン 港区 南青山２－２７－１８　青山パサージュ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6189

ハンター・ラ・ストラーダ 港区 南青山２－２７－２０　工藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0723

ひごの屋 外苑前店 港区 南青山２－２７－２８　グラン青山２Ｆ 飲食店 JS-0003-9648

テール・ド・トリュフ 東京 港区 南青山２－２７－６　Ｒｅｖｅ南青山ビル１Ｆ 飲食店 AX-2000-0013

鮨孝 港区 南青山２－２８－８　坂巻ビルＢ１－１０１　 飲食店 ZN-0000-0032

かおたん・らーめん〔エントツ屋〕 港区 南青山２－３４－３０　　 飲食店 ZN-2000-6069
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日本料理 花・味兆 港区 南青山２－４－４　南青山コアパレス　 飲食店 ZN-0000-1502

NARISAWA 港区 南青山２－６－１５　　 飲食店 ZN-0000-0407

青山長寿庵 港区 南青山２－６－１８　　 飲食店 PK-0000-0820

はしづめ青山店 港区 南青山３－１０－３４　２Ｆ 飲食店 JS-0001-9887

青山麺飯坊 港区 南青山３－１０－４０ 飲食店 JS-0002-5304

鶏味座青山本店 港区 南青山３－１２－４ 飲食店 JS-0004-4013

ジャズバード 港区 南青山３－１３－１　小林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0424

そば割烹 しまだ 港区 南青山３－１３－３ 飲食店 JS-0001-6292

ラ・ロシェル 南青山 港区 南青山３－１４－２３　　 飲食店 ZN-0000-0041

ひごの屋 表参道店 港区 南青山３－１８－１７　エイジービル 飲食店 JS-0003-9647

LaCHIARA 港区 南青山３－１８－１９　フェスタ表参道ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1281

おばんざい鉢屋青山店 港区 南青山３－２－１８　光彩ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1571

WINEWORKS 南青山 港区 南青山３－２－３　カトレアビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7824

青山杏亭 港区 南青山３－２－３　カトレアビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9674

みつ芳 港区 南青山３－２－３　カトレアビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-0319

南青山ひふみ 港区 南青山３－２－３　カトレアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7298

Bar Boots 港区 南青山３－２－４　　ＢＢ号 飲食店 SL-2000-2330

天ぷら元吉 港区 南青山３－２－４　セントラル青山Ｎｏ．６ＢＡ　 飲食店 ZN-0000-0256

居酒屋るー 港区 南青山３－２－４　セントラル青山ＮＯ６－２ＦＢ 飲食店 JS-0000-2395

BarBoots 港区 南青山３－２－４　セントラル青山ＮＯ６ＢＢ号 飲食店 JS-0005-6785

ARTS 港区 南青山３－２－６　　 飲食店 ZN-2000-2651

韓国旬菜ハル 港区 南青山３－２－６　モリヤサンライトビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6052

青山すし泉 港区 南青山３－２－７　ブラック青山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0299

鳴神 港区 南青山３－４－６　ＡＯＹＡＭＡ３４６－１０２　 飲食店 ZN-2000-1973

RemerciementsOKAMOTO 港区 南青山３－６－７　ｂ－ｔｏｗｎ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1031

ひちょう 港区 南青山３－７－３　　 飲食店 ZN-0000-0392

とりまる 港区 南青山３－８－２　ＯＧビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0603

つかさ 港区 南青山３－８－３ 飲食店 JS-0000-0738

讃岐うどん愛 港区 南青山３－８－３　　 飲食店 ZN-0000-0062

外苑飯店 港区 南青山３－８－４０　青山センタービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8469

青山仁 港区 南青山３－９－１　指月ビル　　 飲食店 ZN-0000-1448

L for You 港区 南青山３－９－３　池上ビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0152

リストランテ アカーチェ 港区 南青山４－１－１５　アルテカ・ベルテプラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9048

雑草家 港区 南青山４－１－１５　アルテカ・ベルテプラザＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-1180

タヴェルナ 港区 南青山４－１－３　セントラル青山Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-0758

鮨 m 港区 南青山４－２４－８　アットホームスクエア２Ｆ 飲食店 AL-0000-0016

タヒチ 港区 南青山４－２７－１７ 飲食店 JS-0000-4474

日本料理若林 港区 南青山４－９－３　ＶＩＶＲＥＡＯＹＡＭＡ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5502

ジンジャーガーデンアオヤマ 港区 南青山５－１０－８　アナーブル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1363

ステーキリトルリマ 港区 南青山５－１２－２　倉沢ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0386

ティーヌン南青山店 港区 南青山５－１－２５　北村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6730

青山ぼこい 港区 南青山５－１３－２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-6753

CILQ 港区 南青山５－１６－５　ＭＡＦＩＶＥ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1254

ラヴァルス 港区 南青山５－４－２７　バルビゾン１０４－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5186
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BottleBarUtsubo 港区 南青山５－４－３０　南青山渋澤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1101

フラミンゴカフェ グラッセリア 青山 港区 南青山５－４－４１ 飲食店 JS-0004-6874

リストランテ・ヒロ青山本店 港区 南青山５－５－２５　Ｔ・ＰＬＡＣＥＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0467

トリニテ 港区 南青山５－５－４　ルーチェ青山Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5384

居酒屋 東京十月 港区 南青山５－７－１７　小原流会館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5689

SITAARA 港区 南青山５－７－１７　小原流会館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0406

lohas beans coffee 港区 南青山５－８－１０ 飲食店 JS-0004-9192

LeDonjon 港区 南青山５－８－１０　コモド南青山ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0490

ロータスガーデン南青山 港区 南青山５－９－３　第１南青山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1916

権兵ヱ 港区 南青山５－９－３　第一南青山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6669

インド料理ゴングル 港区 南青山５－９－６　セイナンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0402

ボディアンドソウル 港区 南青山６－１３－９　アニスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0657

バージャダ 港区 南青山６－２－７　クレグラン骨董通りビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3206

ブリンプ 港区 南青山６－３－１１　　 飲食店 ZN-0000-0370

PRISMA 港区 南青山６－４－６　青山アレ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0664

すし武 港区 南青山６－５－３９　南青山アネックス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1438

レッドシューズ 港区 南青山６－７－１４　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1856

ローブリュー 港区 南青山６－８－１８ 飲食店 JS-0000-2014

ヒロ・プルミエ 港区 南青山６－８－９　青南イワタビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0252

バルティザン ブレッドファクトリー 港区 南青山７－１１－４　Ｈ．Ｔ南青山ビルディングⅢ　１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0118

ギガバー東京 港区 南青山７－１１－４　ＨＴ南青山ビル３Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5896

ILTEATRINODA SALONE 港区 南青山７－１１－５　ＨＯＵＳＥ７１１５－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-0231

すだち 港区 南青山７－１２－１２　モアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1041

酒場 港区 南青山７－１３－１３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0379

RAGE 港区 南青山７－１３－１３　ＢＵＬＬＳ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0479

七鳥目 港区 南青山７－１３－１３　フォレストビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0749

中国料理春秋 港区 南青山７－１４－５　針村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0268

LIRE 港区 南青山７－２－７　バルビゾン６２－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-0715

山田チカラ 港区 南麻布１－１５－２　　 飲食店 ZN-0000-0006

イタリアンレストラン MIRKOLONE 港区 南麻布１－３－１２ 飲食店 JS-0000-4385

モワルーズ 港区 南麻布１－５－４　ＮＫＣビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0237

カーザヴィニタリア 港区 南麻布１－７－３１　Ｍタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1123

いちかわ 港区 南麻布２－１０－１３　ＯＪハウス１０１ 飲食店 JS-0002-1454

麻布菜館 港区 南麻布２－８－１０　　 飲食店 ZN-0000-0468

レストランセレニータ 港区 南麻布３－１－２３ 飲食店 JS-0001-3197

伊ざわ 港区 南麻布３－１－６－１０１　　 飲食店 ZN-0000-0573

アッピア 港区 南麻布４－１１－３５　インペリアル広尾Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0437

天現寺カフェ 港区 南麻布４－１２－２　ピュアーレ広尾１Ｆ 飲食店 JS-0000-9821

インカント 港区 南麻布４－１２－２　ピュアーレ広尾２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0751

LEGUME 港区 南麻布４－１２－６　ＭＡＮＯビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4056

BarRegista 港区 南麻布４－１３－８　プランドール南麻布２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2901

ロティサリーチキン ALZE 広尾店 港区 南麻布４－１４－１　サウス麻布１Ｆ 飲食店 JS-0002-1013

La Trattoriaccia 港区 南麻布４－２－４９　麻布サンパレス　２０３ 飲食店 SL-2000-5815

きえんきえら 港区 南麻布４－５－５４　　 飲食店 ZN-2000-7076
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HATONOMORIGARDEN 港区 南麻布５－１０－３２　麻布広尾ナショナルコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1177

こうもと 港区 南麻布５－１－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5495

つくしんぼ 港区 南麻布５－１５－１０ 飲食店 JS-0002-2361

LePlus 広尾 港区 南麻布５－１５－２０　南麻布フラワーマンション２Ｆ北側　 飲食店 ZN-0000-1170

鮨大貫 港区 南麻布５－１５－２５　広尾六幸館　 飲食店 ZN-2000-7505

花椒庭 港区 南麻布５－１５－２５　広尾六幸館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1449

有機和食山藤 港区 南麻布５－１５－２５　広尾六幸館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4622

BONDI CAFE 港区 南麻布５－１５－９　バルビゾン７０　 飲食店 ZN-0000-0141

はしづめ 港区 南麻布５－１６－１０　カルチェブラン広尾２Ｆ 飲食店 JS-0000-8793

ORIGAMI 広尾店 港区 南麻布５－１６－８　ドルチェ広尾１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5580

タレイア 港区 南麻布５－１６－９　高野ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-0674

FLASK 港区 南麻布５－２－９ 飲食店 JS-0001-3886

NOR 港区 白金１－１０－８　リブリ・シロカネ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1061

メゾン・ダーニ 港区 白金１－１１－１５ 飲食店 AL-0000-0067

ひき肉少年 港区 白金１－１１－１５ １Ｆ 飲食店 AL-0000-0063

今福 港区 白金１－１２－１９ 飲食店 AL-0000-0057

めうが 港区 白金１－１３－５ 飲食店 JS-0000-2519

ガスタ 港区 白金１－１４－１０ 飲食店 AL-0000-0066

白金ふくだ 港区 白金１－１４－４　コートモデリア１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1654

白金 可呂久 港区 白金１－１５－１３ 飲食店 JS-0002-5534

INDOR 港区 白金１－２５－１３　アインス白金　 飲食店 ZN-0000-0568

おばん菜屋 港区 白金１－２５－１５　平野ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-0716

CafeBar 弐五壱 港区 白金１－２５－１５　平野ビルＢ１－１０２　 飲食店 ZN-0000-0694

ひとやすみかわばた 港区 白金１－２５－３２ 飲食店 JS-0003-9567

ラクープドール 港区 白金１－２７－６　白金高輪ステーションビル　 飲食店 ZN-0000-0958

きらぼし食堂 港区 白金１－２９－１３ 飲食店 JS-0004-2220

ドロゲリア・サンクリッカ 港区 白金１－５－７　１Ｆ 飲食店 AL-0000-0068

このむ 港区 白金２－１－５　　 飲食店 ZN-0000-0296

和牛焼肉 KIM 白金本店 港区 白金２－２－２　ＭＨＭビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8389

中国料理聚宝園 港区 白金２－３－１７　ホワイトヒルズ白金２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0675

NORI 白金高輪 港区 白金２－３－２３　高輪デュープレックスＣ ’ ｓ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1537

オレキス 港区 白金２－３－３　カームコート白金高輪１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0522

焼肉ジャンボ白金 港区 白金３－１－１　第一麻布ビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0051

鳥亭 港区 白金３－１－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0306

すし龍尚 港区 白金３－１－５ 飲食店 SL-2000-6788

ラビラント 港区 白金３－２－７　Ｃ．ＫＩハイム１０１ 飲食店 JS-0003-3650

芝松 港区 白金３－５－１３　　 飲食店 PK-0000-6815

白金よこ山 港区 白金３－９－６　清園ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1322

Ordi － verre 港区 白金３－９－８　スカーラ白金シティプラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1457

白金 桜月 港区 白金３－９－８　スカーレ白金シティプラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1857

蓮香 港区 白金４－１－７－１Ｆ 飲食店 JS-0002-2746

牛泥棒 港区 白金５－１０－１２ 飲食店 JS-0001-7645

手打そば佶更 港区 白金５－１０－１２ 飲食店 JS-0005-4218

Bar トナリ 港区 白金５－１０－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-7646
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シロカネシェトモナチュラルキュイジーヌ 港区 白金５－１５－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0343

ガランス 港区 白金５－８－１３　白金ハイツ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1058

鮨みず乃 港区 白金６－１８－１２　プラチナスクエア白金１０１　 飲食店 ZN-0000-0107

鳥やふくち 港区 白金６－２２－１７　　 飲食店 ZN-0000-0835

さとう 港区 白金６－３－１４　ＫＵＫＡＩＴＥＲＲＡＣＥ白金１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0937

鮨真喜 港区 白金６－３－１６ 飲食店 JS-0000-7744

あき山 港区 白金６－５－３　さくら白金１０１ 飲食店 JS-0003-7784

私厨房勇 港区 白金６－５－５　モリハウス１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1436

煌 Bar ＆ Lounge 港区 白金６－６－１　マンション芝白金２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0802

鮨子史貴 港区 白金台２－１１－６　　 飲食店 ZN-0000-0328

TRATTORIALaFoglia 港区 白金台２－２５－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4683

BarRenaHorne 港区 白金台３－１７－５　間中ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1152

ダル・ビルバンテ・ジョコンド 港区 白金台３－１８－１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4086

料理屋壱 港区 白金台３－１８－１　ジャスティー白金台１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0799

ア・レガ ピッツァ・アルターリオ＆ジェラート 港区 白金台３－１８－５　１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0930

ア・ラ・カ～ヴ 港区 白金台３－２－１４　　 飲食店 ZN-0000-0037

カフェ ラ・ボエム 白金 港区 白金台４－１９－１７　１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0079

ステラート 港区 白金台４－１９－１７　３Ｆ　 飲食店 AX-2000-0112

ラゴッチャ東京 港区 白金台４－８－１０　立花ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5079

土佐ットリア マカロニナポリタン 港区 白金台４－８－１４　プラティーヌＡ２Ｆ 飲食店 JS-0000-8984

バーエピセ 港区 白金台４－８－１４　プラティーヌＤ２Ｆ 飲食店 SL-2000-5065

IL BATTICUORE 港区 白金台４－９－１８　バルビゾン３２Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1192

レストランラリューム 港区 白金台４－９－２３　ツツイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4472

堀兼 港区 白金台５－１０－１３　メゾンＩＴＯ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0426

鮨匠岡部 港区 白金台５－１３－１４　白金台ＴＨＥ１０００・１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0805

馳走麹屋 港区 白金台５－１４－８　白金台ＴＩＮＹ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7844

白金台すし兆 港区 白金台５－１５－１　アド白金台Ｂ１ 飲食店 JS-0001-1719

ジョンティアッシュ 港区 白金台５－１８－１７　ゴールドフォレストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0246

saltandplum 港区 白金台５－１８－１８　舩坂荘１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-4370

TAIRAKUCHA 港区 白金台５－１８－７　ダイヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4151

ドーナッツプラント白金台店 港区 白金台５－１８－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1906

艶 Bar ＆ Lounge 港区 白金台５－２－５　トランドゥ００７ 飲食店 JS-0000-9868

tane 港区 白金台５－３－１　村上ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4602

モレスク 港区 白金台５－３－３　協立興産白金台ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1057

カフェ カルバ白金台 港区 白金台５－３－４　国上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0023

レストランカフェどーる 港区 白金台５－５－２　マンション白金苑１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0242

東方廳浜松町店 港区 浜松町１－１２－５　αＨビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0456

みこし 港区 浜松町１－１４－７　　 飲食店 ZN-0000-1580

ステーキハウス梶 港区 浜松町１－１５－７　　 飲食店 ZN-0000-0389

蕎麦酒房本枯 港区 浜松町１－１６－１　中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1541

オステリア ドロミーティ 港区 浜松町１－１６－５　芝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9926

美乃 港区 浜松町１－１６－７ 飲食店 JS-0003-9916

焼肉 2 ＋ 9 港区 浜松町１－１８－１１　ＭＳビル　　 飲食店 ZN-2000-7367

鮨処なかね 港区 浜松町１－２０－１　　 飲食店 ZN-0000-0333
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よし川 港区 浜松町１－２３－２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1344

餃子専門店ツツミ 港区 浜松町１－２３－４　昭栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1403

ItalianBar CARLOTTA 港区 浜松町１－２３－４　隆江ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2995

LesPifetdodine 港区 浜松町１－２３－６ 飲食店 JS-0001-7049

ホルモンと特選赤身焼肉肉萬 港区 浜松町１－２３－６　　 飲食店 ZN-0000-0766

大天門 港区 浜松町１－２４－７　　 飲食店 ZN-0000-0075

和ちいず工房 港区 浜松町１－２７－１３　八大浜松町ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0968

常陸屋 港区 浜松町１－２７－９　１Ｆ 飲食店 JS-0001-8890

明洞クムデジ 港区 浜松町１－２８－１３　ＤａｉｍｏｎｅｘⅡ５Ｆ 飲食店 JS-0005-6914

バリーズ 港区 浜松町１－２８－１３　ムーンストリート大門１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0557

町屋個室×肉バル ジビエズマーケット 港区 浜松町１－２８－１３　ムーンストリート大門２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0852

炭火牛タン ふかざわ 港区 浜松町１－２８－１３　ムーンストリート大門３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0862

せごどん家浜松町店 港区 浜松町１－２８－１３　ムーンストリート大門４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0976

東京しゃ門 港区 浜松町１－２８－１３　ムーンストリート大門６．７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5498

上海園林 港区 浜松町１－２９－６　浜松町セントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0297

レストラン・カラバッシュ 港区 浜松町２－１０－１　浜松町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-9630

かんてきや浜松町店 港区 浜松町２－１－１　Ａ１ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1430

大衆炉端フジヤマ桜 港区 浜松町２－１－１　Ａ１ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1465

楽膳 港区 浜松町２－１１－１　宋和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1032

Da Pastamista 港区 浜松町２－１１－２ 飲食店 JS-0001-7923

五六八そば 大門店 港区 浜松町２－１－１５　芝パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2058

嘉一 港区 浜松町２－１－１６　ＳＶＡＸ浜松町ビル２　 飲食店 ZN-2000-6885

すし処宮葉 港区 浜松町２－１１－８ 飲食店 JS-0000-2648

和乃個室越後酒房浜松町本店 港区 浜松町２－１－２０　ＳＶＡＸ大門ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0701

42SANDA ／一之蔵浜松町店 港区 浜松町２－１－２０　ＳＶＡＸ大門ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1477

五六八そば 浜松町店 港区 浜松町２－１２－１２ 飲食店 JS-0000-2194

牛の五六八 港区 浜松町２－１２－１３　コンフォート芝１Ｆ 飲食店 JS-0000-1993

たかや 港区 浜松町２－１２－１４　竹内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5047

屋形船 竹内 港区 浜松町２－１３－１１ 飲食店 JS-0000-0159

唐文記 港区 浜松町２－１－８　１Ｆ．２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0243

張家大門店 港区 浜松町２－３－１　日本生命浜松町クレアタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4707

九州酒場 浜松町店 港区 浜松町２－４－１２　モノレールビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9916

居酒屋ないす 港区 浜松町２－４－１２　モノレールビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9678

ビストロ sasaya 浜松町 港区 浜松町２－５－２　浜松町クレアタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1573

バルティザン　ブレッドアンドパスタ 港区 浜松町２－５－３　リブポート浜松町ビル１Ｆ・Ｂ１　 飲食店 AX-2000-0120

鶏豚野 浜松町店 港区 浜松町２－５－４　秀和浜松町駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0038

浜松町ホルモン浜松町店 港区 浜松町２－５－８　井門浜松町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1393

うるのや 港区 浜松町２－６－１ 飲食店 JS-0000-1934

中華居酒屋三百宴や 港区 浜松町２－６－２　藤和浜松町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0806

魚金浜松町店 港区 浜松町２－６－４　　 飲食店 ZN-0000-0119

居酒屋一力本店 港区 浜松町２－６－４　九徳ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0774

居酒屋一力新館 港区 浜松町２－６－４　九徳ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1397

カーサ瀬戸内 港区 浜松町２－７－１０ 飲食店 JS-0004-4773

洋食やシェ・ノブ 港区 浜松町２－７－２　大ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1479
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ミンミン浜松町店 港区 浜松町２－８－４　高雄ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1113

たれ焼肉のんき浜松町店 港区 浜松町２－９－１　高橋第三ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1653

GREENBROTHERS 青山 港区 北青山１－２－３　　 飲食店 ZN-0000-1585

近江うし焼肉にく TATSU 青山本店 港区 北青山２－１１－１５　町田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1534

VAN 港区 北青山２－１２－２７　ハレクラニ北青山１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0004-0798

Bli Made 港区 北青山２－１２－２７　ハレクラニ北青山２Ｆ 飲食店 JS-0000-1909

PRBAR 港区 北青山２－１２－３５　　 飲食店 ZN-2000-7305

リストランテホンダ 港区 北青山２－１２－３５　タートルストーン青山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1246

広東名菜富徳 港区 北青山２－３－１　ＣＩプラザＢ１　 飲食店 ZN-2000-2492

BEER ＆ 246aoyamabrewer 港区 北青山２－３－１　シーアイプラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2592

ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー 港区 北青山２－５－８　青山ＯＭ－ＳＱＵＡＲＥ　 飲食店 AX-0000-0030

ロータスラウンジ外苑前店 港区 北青山２－７－１９　コヤノビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1857

かに漁師の家 港区 北青山２－７－１９　コヤノビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1069

AIX：S 港区 北青山２－９－８　セントラルレジデンス北青山アクシルコートＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2934

木と水と土と 港区 北青山３－１０－１３　ＦＰＧリンクス表参道 飲食店 JS-0001-5933

W 港区 北青山３－１０－６　青山パークスＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0622

TopNote 港区 北青山３－１２－２　ふじマンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7509

鮨いっ誠 港区 北青山３－１２－７　カプリース青山１０２ 飲食店 JS-0003-5911

ひごの屋 青山店 港区 北青山３－１２－７　カプリース青山２Ｆ 飲食店 JS-0003-9646

鮨みもと 港区 北青山３－１３－５　ＮＡＵＳビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1178

チャックワゴン 港区 北青山３－１３－８　青山チェリーヒルズＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3413

ドゥーアール 港区 北青山３－１４－４　イズミビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7079

シトラス 港区 北青山３－２－１　村上ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0067

サングリア 青山店 港区 北青山３－５－１４　青山鈴木硝子ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2914

トラジ青山店 港区 北青山３－５－１７　　 飲食店 ZN-0000-0173

鳥義 港区 北青山３－５－２５　下島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7397

Sam’s 港区 北青山３－５－８　青山ＯＫビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1286

dipmahal 青山店 港区 北青山３－５－９　レイカーズ青山１Ｆ 飲食店 JS-0003-8937

ラ・ストーリア 港区 北青山３－５－９　中央珈琲本社ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1226

Sports Cafe ＆ Bar SPALTI 港区 北青山３－６－２０　ＫＦＩビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3458

カフェ ラ・ボエム 北青山 港区 北青山３－６－２５　ＡＯＹＡＭＡ３６２５　１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0081

花ごころ 港区 北青山３－６－２６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0804

モンスーンカフェ 表参道 港区 北青山３－６－２６　佐藤ビル１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0097

wineBar16℃ 港区 北青山３－６－２６　第５ＳＩビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0685

KAPPAS 港区 北青山３－９－２　ＡＱＵＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0865

哲庵 港区 麻布十番　１－５－２６　麻布シティーマンション１Ｆ 飲食店 SL-2000-7029

トラジ麻布十番店 港区 麻布十番１－１０－３　モンテプラザ麻布２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0165

九州料理おにまる 港区 麻布十番１－１１－１０　十番アネックス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1350

蝦夷屋 港区 麻布十番１－１１－１０　十番アネックスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5461

A．O．C 港区 麻布十番１－２－１　ボヌール麻布十番１Ｆ 飲食店 JS-0003-0352

十一ばん 港区 麻布十番１－２－８　アザブタカノビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2388

麻布とさか店 港区 麻布十番１－２－８　麻布タカノビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0247

グリル満天星本店 港区 麻布十番１－３－１　アポリアＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0465

Prego 港区 麻布十番１－３－７　ベルレイン麻布１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1092
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MANCY’sTOKYO 港区 麻布十番１－３－９　ＴＢＣ麻布　　 飲食店 ZN-0000-0140

いがた 港区 麻布十番１－４－２　カーサツルオカ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1359

ARI 場 BAR 港区 麻布十番１－５－１　麻布十番ＹＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2843

アイムドラゴン 港区 麻布十番１－５－１０　１～３Ｆ 飲食店 JS-0003-5479

ブルーパパイア麻布十番店 港区 麻布十番１－５－１０　アトラスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0219

野毛とりとん麻布十番店 港区 麻布十番１－５－１０　アトラスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6173

栖 港区 麻布十番１－５－１０　アトラスビルＢ１Ｄ　 飲食店 ZN-0000-0021

Shaji 港区 麻布十番１－５－１１　紅梅ハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0227

花十番  麻布店 港区 麻布十番１－５－１３　 飲食店 OT-0000-0067

花十番  麻布店 港区 麻布十番１－５－１３　 飲食店 OT-0000-0068

大阪焼肉ホルモンふたご麻布十番店 港区 麻布十番１－５－１９　松山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1040

ダイニングオービット 港区 麻布十番１－５－１９　松山ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0736

ちょこっと 港区 麻布十番１－５－１９　松山ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-1912

たぬ吉 港区 麻布十番１－５－２６　麻布シティマンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0525

バル レストランテ ミヤカワ 港区 麻布十番１－５－４　藤田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4079

麻布幸村 港区 麻布十番１－５－５　湯建麻布十番ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-0960

麻布六角 港区 麻布十番１－５－５　湯建麻布十番ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-0961

麻布心月 港区 麻布十番１－５－５　湯建麻布十番ビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-0980

麻布十番さくら 港区 麻布十番１－５－７　第１長門ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1587

いずみ 港区 麻布十番１－５－７　第一長門ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0880

ホームワークス麻布十番店 港区 麻布十番１－５－８　ヴェスタビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3638

歌京 港区 麻布十番１－５－８　ヴェスタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1109

かなざわ 港区 麻布十番１－７－７　はせべやビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1617

excellent 港区 麻布十番１－７－９　酒井ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-5158

蔵六鮨 港区 麻布十番１－８－１　ＥＸ麻布十番ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4284

薬膳火鍋 OSHIDORI 港区 麻布十番１－８－１１　ＴＡＫＥＤＥＮビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1457

地鶏割烹稲垣 港区 麻布十番１－８－１２　ウェステル麻布十番５Ｆ 飲食店 AD-0000-1098

シーファン 港区 麻布十番１－９－２　ユニマット麻布十番ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0502

かに料理 麻布 諒 港区 麻布十番２－１－１１ 飲食店 JS-0003-1531

焼肉大昌園麻布十番店 港区 麻布十番２－１－１１ 飲食店 JS-0003-7191

十番のおばちゃん 港区 麻布十番２－１－１３ 飲食店 JS-0002-0065

麻布秀 港区 麻布十番２－１２－８　武田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9188

CHATON 港区 麻布十番２－１３－１０　ＳＫ麻布十番ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1478

ヴィノヒラタ 港区 麻布十番２－１３－１０　エンドウビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1482

レストランラ・パレット 港区 麻布十番２－１３－２　クリステーヌフジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0445

うなぎ天降川 港区 麻布十番２－１４－４　和可奈ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0580

魚 oh 貝 港区 麻布十番２－１４－７　田辺ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4801

月光浴 港区 麻布十番２－１６－１１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2305

VIA BRIANZA 港区 麻布十番２－１７－８　パークアイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0132

焼肉大関麻布十番店 港区 麻布十番２－１－８　グランドメゾン麻布十番館２０５　 飲食店 ZN-0000-1650

シャンパンバー TIQUOI 港区 麻布十番２－１８－１　オオシマハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0987

ALNiCan Rhodes Bar 港区 麻布十番２－１８－１　大島ハウスＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4461

さろんど・くま 3 港区 麻布十番２－１８－１７　グランルーブル－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1503

Maharl 港区 麻布十番２－１８－８　アサミビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0003
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THEBAROLD ＆ NEWAZABU 港区 麻布十番２－１９－１０　桂麻布十番ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0615

山忠 港区 麻布十番２－１９－１１　　 飲食店 ZN-0000-0928

別館あじと 港区 麻布十番２－１９－４　シルバープラザ麻布十番２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1460

ヴィネリアサクラランドリー 港区 麻布十番２－２０－１３　メゾン中村１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3041

BISTROCRESTA 港区 麻布十番２－２０－５　ライオンズマンション麻布十番２　 飲食店 ZN-0000-1470

天ぷら畑中 港区 麻布十番２－２１－１０　麻布コート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0783

玉寿司 港区 麻布十番２－２－４　　 飲食店 ZN-0000-0927

麻布十番商店街鰓呼吸 港区 麻布十番２－３－２　東和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0225

FRIJOLES 麻布十番店 港区 麻布十番２－３－５　羽田ビル　　 飲食店 ZN-0000-0660

groom 港区 麻布十番２－３－６　麻布十番Ｐｒｉｍｏ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0674

カフェ ラ・ボエム 麻布十番 港区 麻布十番２－３－７　グリーンコート麻布十番１Ｆ，２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0085

居酒屋 あじ彩 港区 麻布十番２－４－１５　イラーレ麻布十番２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0973

Principio 港区 麻布十番２－４－８　麻布十番館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1494

焼肉 BULLS 港区 麻布十番２－５－１　マニヴィア３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1195

パッキア 港区 麻布十番２－５－１　マニヴィアビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0040

di giorgio 港区 麻布十番２－５－１　マニヴィア麻布十番７Ｆ 飲食店 JS-0001-7040

LEGEND 港区 麻布十番２－５－１１　Ｂ１　　 飲食店 ZN-0000-1242

うなぎ時任 港区 麻布十番２－５－１１　麻布メゾン２０１　 飲食店 ZN-0000-1629

jin （ジン） 港区 麻布十番２－５－１４　マイコーナービル　６Ｆ 飲食店 SL-2000-3196

あもん 港区 麻布十番２－５－１４　マイコーナービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0706

あざぶ一期 港区 麻布十番２－５－１４　マイコーナービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1082

まる 赤坂 港区 麻布十番２－５－１４マ　イコーナービル５Ｆ 飲食店 JS-0004-3837

右京堂 港区 麻布十番２－６－３　クロドアッシュ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5539

aJ　Terrasse　wineb 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布９Ｆ　 飲食店 PK-0000-6414

石垣吉田 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布十番３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1192

麻布十番しも井 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布十番４Ｆ 飲食店 JS-0001-1384

エルブランシュ 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布十番５Ｆ 飲食店 SL-2001-0983

イマサラ 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布十番８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0576

asileJaune 港区 麻布十番２－８－１０　パティオ麻布十番９Ｆ 飲食店 SL-2001-0764

佐田十郎麻布十番店 港区 麻布十番２－８－１６　七面坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1340

FIVESTAR 港区 麻布十番２－８－３　ＤＫＮＳ麻布４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4183

たきや 港区 麻布十番２－８－６　ラベイユ麻布十番２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1393

鳥はん 港区 麻布十番２－８－７　Ｍ２ＫホールディングビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1832

魚 BAR 一歩麻布十番 港区 麻布十番２－８－８　エル麻布ビル３０２　 飲食店 ZN-0000-1185

十番 右京 港区 麻布十番２－８－８　ミレニアムタワーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0689

三六麻布十番店 港区 麻布十番２－９－５　　 飲食店 ZN-0000-0598

韓日館 港区 麻布十番２－９－７　ディオーネ８ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1356

リトモ・ディ・ブリブリブッスン 港区 麻布十番２－９－７　ディオーネ８ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1379

会員制バー Betty 港区 麻布十番２－９－７　ディオーネ８ビル８Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-1994

鶏繁麻布十番店 港区 麻布十番３－１１－１２　　 飲食店 ZN-0000-0295

松玄麻布十番店 港区 麻布十番３－１１－１２　仙台坂オークヒルズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0439

麻布ふぐ武 港区 麻布十番３－２－９　　 飲食店 ZN-0000-1344

すし家祥太 港区 麻布十番３－３－１０　ＬＡＮＩビルⅡ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1818

有限会社港鮨 港区 麻布十番３－３－２ 飲食店 JS-0002-0529
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もっこす麻布十番 港区 麻布十番３－３－２　１．２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0042

麻布十番 鳥さわ 港区 麻布十番３－３－４　サンピア麻布十番８Ｆ 飲食店 JS-0005-0073

ラパルタメントディナオキ 港区 麻布十番３－３－９　ＣＯＭＳＡＺＡＢＵＪＹＵＢＡＮ４Ｆ 飲食店 SL-2000-1253

割烹喜作 港区 麻布十番３－３－９　ＣＯＭＳＡＺＡＢＵＪＹＵＢＡＮ５Ｆ 飲食店 JS-0000-4212

麻布十番 鉄板焼 嘉山 港区 麻布十番３－３－９　ＣＯＭＳＡＺＡＢＵＪＹＵＢＡＮ６Ｆ 飲食店 JS-0001-7794

麻布九番 港区 麻布十番３－３－９　ＣＯＭＳ麻布十番３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0109

すし屋のまつ勘本店 港区 麻布十番３－４－１２　　 飲食店 ZN-0000-0461

麻布十番おざき 港区 麻布十番３－４－５　アクアコート１Ｆ 飲食店 JS-0004-0518

麻布十番おざき 港区 麻布十番３－４－５　アクアコート２Ｆ 飲食店 JS-0004-0519

居酒屋ふぐ武 港区 麻布十番３－４－６　　 飲食店 ZN-0000-1345

麻布紅屋 港区 麻布十番３－５－１２－Ｂ１０１　　 飲食店 ZN-0000-0900

Malsot 港区 麻布十番３－５－４　フレーミー麻布十番２Ｆ－Ａ 飲食店 ZN-2000-6146

霞 港区 麻布十番３－５－４　フレーミー麻布十番５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5295

Bar ＆ DiningPertica 港区 麻布十番３－５－８　エクセルシオール麻布Ｂ１ 飲食店 JS-0004-1560

大蓮餃子基地 DALIAN 麻布十番店 港区 麻布十番３－６－２　ＮＳ麻布十番ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1222

和処きてら 港区 麻布十番３－６－９　　 飲食店 ZN-0000-1665

ブルガズアダイスタンブルサライムトウファ 港区 麻布十番３－７－４　ＣＯＭＳ　ＡＺＡＢＵＪＵＢＡＮ１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0574

ALLIE 港区 麻布十番３－７－４　ＣｏｍｓＡｚａｂｕｊｕｂａｎ４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1512

とんかつ都 港区 麻布十番３－９－６　スバルＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2271

割烹うちわ 港区 麻布台１－５－６　パレス麻布ビル１０１ 飲食店 JS-0003-5766

中華菜館源記 港区 麻布台２－２－１２　三貴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0705

ESCRIBA 港区 麻布台２－２－１２　三貴ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1606

MAMI － ANA 港区 麻布台３－３－１９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0562

あかベコ家 港区 麻布台３－３－１９　石野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8417

アフェット 港区 麻布台３－４－１２　麻布台ロイヤルプラザＢ１０１　 飲食店 ZN-0000-0234

Auxgourmands 港区 麻布台３－４－１４　麻布台マンション１０３　 飲食店 ZN-0000-0449

ルーゴ 港区 麻布台３－４－１４　麻布台マンションＢ１０２　 飲食店 ZN-0000-0669

和風フレンチ ichiRyu 港区 麻布台３－４－８　ＶＫビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2847

雅山 GARDEN 港区 麻布台３－５－５　飯倉ヒルズ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0222

ALOHASALADS 泉ガーデン店 港区 六本木１－６－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9019

ROYAL INDIAN DINING 港区 六本木１－６－１　泉ガーデンタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0064

BALCONY RESTAURANT ＆ B 港区 六本木１－６－１　泉ガーデンタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0608

健康中華庵青蓮六本木一丁目店 港区 六本木１－６－１　泉ガーデンタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0815

天香園 港区 六本木２－３－５　セントラルクリブ六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1504

marisqueriasol 港区 六本木２－３－６　　 飲食店 ZN-0000-1632

ステーキ Buff 港区 六本木２－３－７　セントラルクリブ３－１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-1091

トラットリア Itsuki 港区 六本木２－３－９　アパホテル六本木１－駅前１Ｆ 飲食店 JS-0001-0392

ゆにおん食堂 港区 六本木２－３－９　ユニオンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0310

SUZU CAFE 六本木 港区 六本木３－１０－１　相鉄フレッサイン六本木東京１Ｆ 飲食店 JS-0003-6506

AMUELE 港区 六本木３－１０－１０　藤井ビル４Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-4304

BARBIWACO 港区 六本木３－１０－１０　藤井ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3244

かき心 港区 六本木３－１０－１１　青木ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9779

USHIO 港区 六本木３－１０－９　カジカワ誠志堂ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-7414

グランパ六本木店 港区 六本木３－１－１　ティーキューブ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1081
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チェゴヤ六本木 1 丁目店 港区 六本木３－１－１　六本木ティーキューブ　 飲食店 ZN-0000-0147

AQslounge 港区 六本木３－１１－１０　ココ六本木ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6929

九州さつき 港区 六本木３－１１－１０　ココ六本木ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1282

Sushi ＆ bar 琴 港区 六本木３－１１－１０　ココ六本木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0770

集い家こころ 港区 六本木３－１１－１０　ココ六本木ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5392

SlowPlay 港区 六本木３－１１－１０　ココ六本木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0623

ダイニングルースト 港区 六本木３－１１－５　山田ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0077

TheOffice 港区 六本木３－１１－６　２１泰明ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2535

焼肉朋ちゃん 港区 六本木３－１１－７　ウナガミビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1530

肉匠たん之助酒場 港区 六本木３－１－２５　六本木グランドタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0215

赤坂とさか 港区 六本木３－１－２５　六本木グランドプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1299

バードランド 港区 六本木３－１３－１４　ゴトウビルディング３ｒｄ 飲食店 JS-0002-6796

あうん 港区 六本木３－１３－３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0746

いさご家 港区 六本木３－１３－３　プチビル　　 飲食店 ZN-0000-0267

ヨンカイ 港区 六本木３－１３－３　第５ヴィレッジビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4867

takepin 港区 六本木３－１３－３　第５ヴィレッジビル４Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-1463

薩摩おごじょ 港区 六本木３－１３－３　第５ビレッジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1023

ぴんちゃん 港区 六本木３－１３－３　第５六本木ヴィレッジビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5796

和顔 港区 六本木３－１３－３　六本木アネックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0662

かれー麺実之和六本木店 港区 六本木３－１３－８　ゾーナンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1039

つるとんたん 六本木店 2F 港区 六本木３－１４－１２　　 飲食店 ZN-0002-1385

つるとんたん 六本木店 港区 六本木３－１４－１２　秀和六本木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1384

タンゴル 六本木 港区 六本木３－１４－１４　ＶＯＲＴ六本木カレイド８Ｆ 飲食店 JS-0004-1908

炭匠・円居 港区 六本木３－１４－１４　六本木３１４ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1473

Bordeaux 港区 六本木３－１４－１４　六本木３１４ビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-7044

FAIREL’AMOUR 港区 六本木３－１４－７　アロービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3124

7TOKYO 港区 六本木３－１４－７　アロービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5950

六本木銀座苑 港区 六本木３－１４－８　下条ビル　　 飲食店 ZN-0000-0990

やきとん親路 港区 六本木３－１４－９　コア六本木３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0408

KARON 港区 六本木３－１５－２２　グランディアビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0571

OTSUU 港区 六本木３－１５－２４　Ｂｅｌｌｅ六本木２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1385

555〔スリーファイブ〕 港区 六本木３－１５－２４　Ｂｅｌｌ六本木ビル２Ｆ－２０１　 飲食店 ZN-2000-7327

ぎ・ろっぽん 港区 六本木３－１５－２４　ＢＯＸ六本木２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1013

D 港区 六本木３－１５－２４　ＢＯＸ六本木４０３　 飲食店 ZN-2000-0971

Dolce 港区 六本木３－１５－２４　ＢＯＸ六本木５０１　 飲食店 ZN-2000-0974

西麻布 WALTZ 港区 六本木３－１５－２４　アリエスビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1320

エル・カフェ ラティーノ 港区 六本木３－１５－２４　ウィン六本木１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0448

ミラクル六本木 港区 六本木３－１５－２４　ボックス六本木３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1311

ReBirth 港区 六本木３－１５－２５　善隣会館１Ｆ号棟 飲食店 JS-0005-9787

RoppongiCLAPS 港区 六本木３－１６－３３　青葉ビルＢ１ 飲食店 JS-0001-3460

DippalaceRoppongi 港区 六本木３－２－１　住友不動産六本木グランドタワー２Ｆ 飲食店 JS-0003-8924

居酒屋まるし六本木グランドタワー店 港区 六本木３－２－１　六本木グランドタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1579

ひとしずく 港区 六本木３－３－２５ 飲食店 JS-0000-1707

ラミーズ六本木 港区 六本木３－４－１７　ラミーズ六本木ビル１Ｆ＆Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2597
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デュース 港区 六本木３－４－３０　ホンシャンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0825

Gaucher 港区 六本木３－４－３３　マルマン六本木Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1044

葦駄天 IDATEN 六本木 港区 六本木３－４－７　ＫＹ六本木ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-1377

すし仙六本木店 港区 六本木３－８－１　サンアネックスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1236

バリアンダイニングガーデンエムズ 港区 六本木３－８－１１　中島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0671

YAKITORI 燃 港区 六本木３－８－１２　　 飲食店 ZN-0000-0357

BOBU HOUSE 港区 六本木３－８－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0005-9971

たんや又兵衛・支店 港区 六本木３－８－１２　ＪＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0239

Lumber 港区 六本木３－８－１２　イーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1289

99 SPORTS BAR 港区 六本木３－８－１５　日拓ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8405

iroha 港区 六本木３－８－２　 飲食店 SL-2000-9610

鮨処直 港区 六本木３－８－３　　 飲食店 ZN-0000-0410

源六本木 港区 六本木３－８－７　シゲミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5548

鉄板焼き grow 六本木店 港区 六本木３－８－７　六本木サクセスビル１ＦＡ　 飲食店 ZN-0000-1001

Algernon 港区 六本木３－８－７　六本木サクセスビルＢ１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-1703

串むら 港区 六本木３－８－８　ＷＯＯビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0269

ちょめ吉 港区 六本木３－８－８　Ｗｏｏビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-0588

焼肉 KOFUKU 港区 六本木３－８－９　ソシエ六本木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5414

碧海 港区 六本木３－９－３　　 飲食店 ZN-0000-0983

レストラン マルズ・バー 港区 六本木３－９－３　第２六本木ヴィレッジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0304

QUESTION 港区 六本木３－９－３　第２六本木ビレッジ２ＢＦ　 飲食店 ZN-2000-1280

Dear．．． 港区 六本木３－９－３　第二六本木ビレッジビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1368

6thAveBar 港区 六本木３－９－３　六本木第２ビレッジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1061

七りん 港区 六本木３－９－４　ロッポンギロイヤルビルＢ１ 飲食店 JS-0000-7426

でん六 港区 六本木３－９－４　六本木ロイヤルビルＢ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0246

正直家 港区 六本木４－１０－１０　正直家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2898

ぶるこぎ亭 港区 六本木４－１０－１０　正直家ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0444

ドープクラブ 港区 六本木４－１０－１１　八巻ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0258

BuenasRoppongi 港区 六本木４－１０－１２　ザチューブ六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1618

なっちゃんち 港区 六本木４－１０－２　荒川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0718

粲 SUN 港区 六本木４－１０－３　第５大栄ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1486

ターゲット 港区 六本木４－１０－４　Ｋ ’ ｓ三宅ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0667

吉野 港区 六本木４－１０－５ 飲食店 JS-0000-6351

ODENBARM’s 港区 六本木４－１０－５　　 飲食店 ZN-2000-2075

TIPTOPYOU 港区 六本木４－１０－５　サワタカ六本木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1314

カルネ六本木 港区 六本木４－１０－５　六本木４１０ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0250

LOCOS 港区 六本木４－１０－６　六本木ＡＸビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1063

NIKUAZABUROPPONGI 港区 六本木４－１０－７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1612

六本木 まんぷく 港区 六本木４－１０－７　エルビルＢ１ 飲食店 JS-0003-2829

肉バルノースマン六本木店 港区 六本木４－１０－７　六本木エルビル３Ｆ 飲食店 ZN-0000-1188

龍 IMPROVE 港区 六本木４－１０－８　パーレットビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2239

Softwind 港区 六本木４－１０－８　六本木パーレットビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0573

シャングリラズシークレット 港区 六本木４－１１－１１　六本木ＧＭビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1088

ROOTSROPPONGI 港区 六本木４－１１－１１　六本木ＧＭビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0775
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SahifaKebab ＆ Biryanii 港区 六本木４－１１－８　　 飲食店 ZN-0000-0791

イタリア食堂伊菜 港区 六本木４－１１－８　フランセビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0475

チルアップ六本木店 港区 六本木４－１２－１０　グレイトビル７．８Ｆ 飲食店 JS-0005-8854

カオス 港区 六本木４－１２－１０　綱ビル５Ｄ　 飲食店 ZN-2000-6551

SNACK CITY ROPPONGI 港区 六本木４－１２－１１　ＴＡＫＥＯＫＡＢｌｄｇ７Ｆ 飲食店 JS-0004-5751

万徳 港区 六本木４－１２－１１　竹岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5231

ラムしゃぶ金の目六本木店 港区 六本木４－１２－１１　竹岡ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1592

ハーレム・フリーク 港区 六本木４－１２－１２　三江ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1110

NUMBERFIFTEEN〔NO，15〕 港区 六本木４－１２－１２　三江ビル４Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-0057

BarK － Julep 港区 六本木４－１２－２　佐々木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2272

スチーム DIMSUM ＆ WINE 港区 六本木４－１２－２　佐々木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6227

鶏繁六本木店 港区 六本木４－１２－４　アドバンテージ飯田ビル　 飲食店 ZN-0000-0229

BARTURUKAME 港区 六本木４－１２－４　清水ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5135

433 港区 六本木４－１２－４　飯田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1313

AGATHA 港区 六本木４－１２－７　ＲＢビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-2908

チョイチョイセブン 港区 六本木４－１２－７　ＲＢビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2235

さぶ 港区 六本木４－２－１５　　 飲食店 ZN-0000-0938

料理茶屋はし本 港区 六本木４－４－１１　　 飲食店 ZN-0000-0400

28 港区 六本木４－４－１１　第１六本木ビレッジＢ１Ｆの右　 飲食店 ZN-0000-1120

ミスタースタンプスワインガーデン 港区 六本木４－４－２　ヒルサイドパレス六本木　 飲食店 ZN-0000-0308

焼とり いちかわ 港区 六本木４－４－３　共和ビル西館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6100

六本木炉端や 港区 六本木４－４－３　協和ビル西館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0030

割烹たか野 港区 六本木４－４－３　六本木協和ビル西館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0355

ミントリーフ 港区 六本木４－４－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-7606

はとり 港区 六本木４－４－５　メゾン六本木２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0940

PROVISION 港区 六本木４－５－１３　Ｒｅｖｅ六本木３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1191

おでん屋ずぶ六 港区 六本木４－５－１３　岩渕ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6554

焼鶏輪 港区 六本木４－５－１４　アーバンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0106

Frey’sfamousPizzeria 港区 六本木４－５－１５　シティ六本木第１ビル 飲食店 JS-0000-6169

東京バル Ajito 六本木店 港区 六本木４－５－２　六本木Ｕビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6619

ADDRESS 港区 六本木４－５－２　六本木Ｕビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4664

えにし 港区 六本木４－５－３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5624

六本木南蛮亭総本店 港区 六本木４－５－６ 飲食店 JS-0004-4518

JSK 港区 六本木４－５－７　スタジオＤ１０１　 飲食店 ZN-0000-1203

听屋六本木 港区 六本木４－５－８　ＫＡＺビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5547

BAR 秋津 港区 六本木４－５－８　ＫＡＺビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7219

和牛料理さんだ 港区 六本木４－５－９　　 飲食店 ZN-0000-0893

BarTRIANGLE 港区 六本木４－５－９　トリニティビル２－２０１　 飲食店 ZN-2000-4919

GONI 港区 六本木４－６－４　第５一越ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1553

龍叶苑 港区 六本木４－８－１２　　 飲食店 ZN-0000-0514

薫風花麗 港区 六本木４－８－３　日栄ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0788

HAPPY・CAT 港区 六本木４－８－３　日栄ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3529

BarVanilla 港区 六本木４－８－３　日栄ビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6349

六本木 P・T・T 港区 六本木４－８－４　ＡｒｕｇａＲｏｐｐｏｎｇｉ２Ｆ 飲食店 JS-0002-0757
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御曹司きよやす邸 港区 六本木４－８－６　パシフィック　キャピタルプラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1016

KEYSTONE 港区 六本木４－８－８　第十二岡崎ビル４Ｆ・５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0932

ろっぽん座 港区 六本木４－８－９　玉菊ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0224

大阪焼肉・ホルモンふたご六本木店 港区 六本木４－９－１　佐竹ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1876

六本木黒猫夜 港区 六本木４－９－１　佐竹ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0241

なかみ屋本店 港区 六本木４－９－１１　第２小田切ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0430

ウインド 港区 六本木４－９－４　ＵＦビル４－４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3000

Laughter 港区 六本木４－９－９　タカヒラビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1142

リビングバー レガロ 港区 六本木５－１０－２８　恵伊幸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0480

寿し屋の後藤 港区 六本木５－１－１１　三井無線六本木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0302

POTATO 港区 六本木５－１－１１　三共無線六本木ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1211

アマゾネス 港区 六本木５－１－１１　三共無線六本木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1283

ゴストーゾ 港区 六本木５－１１－２５　鳥居坂アネックス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1090

旬熟成 港区 六本木５－１１－３１　　 飲食店 ZN-0000-0822

肉とスパイス JINDARI 港区 六本木５－１１－３２　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-1042

白金三代目豚タツ 港区 六本木５－１１－３２　第２岩崎１Ｆ 飲食店 JS-0002-8151

和チャイナ Roppongi 港区 六本木５－１１－３２　第三岩崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0974

ガンチャン 港区 六本木５－１６－４　三河台ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0110

BAUHAUS 港区 六本木５－１６－５　インペリアルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0586

cloud 港区 六本木５－１６－５　インペリアル六本木１号館１０３　 飲食店 ZN-2000-3802

NEWNANAY’s 港区 六本木５－１６－５　インペリアル六本木１号館Ｓ－１０２　 飲食店 ZN-0000-1080

SIZKU 港区 六本木５－１６－５　インペリアル六本木Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-5065

ウルフギャング・ステーキハウス 六本木店 港区 六本木５－１６－５０　六本木デュープレックスＭ ’ ｓ１Ｆ　 飲食店 AX-0000-0027

KIRAKU 港区 六本木５－１６－５２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7990

FYBTOKYO 港区 六本木５－１６－５２　インペリアル六本木２号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2491

六本木とんかつトントン 港区 六本木５－１８－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8528

BERND’SBAR 港区 六本木５－１８－１　ピュア六本木２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0587

鮨かくの 港区 六本木５－１８－２　大昌第二ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4412

HOME’SBAR48 港区 六本木５－１８－２１　ファイブプラザビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1018

ホオキパスクエア 港区 六本木５－１８－２１　ファイブプラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1371

JASMINETHAI 六本木店 港区 六本木５－１８－２１　六本木ファイブプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0668

レストランヴァンサン 港区 六本木５－１８－２３　イナックビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-0451

ダイニングバル コダマ 港区 六本木５－２－１　ほうらいやビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8039

YOKAYOKACAFE 港区 六本木５－２－１１　パティオ六本木２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2268

BARSWAMPkROPPONGI 港区 六本木５－２－１１　パティオ六本木３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6955

ビービー 港区 六本木５－２－１１　パティオ六本木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0942

Bugsyofstyle 港区 六本木５－２－１３　コリンズビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0661

飲み喰い処ずっこけ 港区 六本木５－２－１４ 飲食店 JS-0001-5673

金肉 港区 六本木５－２－６　六本木ＴＫビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0100

ビスタ 港区 六本木５－２－６　六本木ＴＫビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1368

串屋．しもむら 港区 六本木５－３－４　第一レーヌビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0512

ハードロックカフェ 東京 港区 六本木５－４－２０　 飲食店 AX-0000-0011

トニーローマ 六本木店 港区 六本木５－４－２０　 飲食店 AX-0000-0015

ダイニングバー roose 港区 六本木５－５－８　　 飲食店 ZN-0000-0356
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巨牛荘 六本木 港区 六本木５－７－８　 飲食店 AX-0000-0025

あーえー TOKYO 港区 六本木５－８－２　ＨＥＩＢＯＮビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-1455

BRAMARE 港区 六本木５－８－２　ＨＥＩＢＯＮビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1053

赤札屋六本木店 港区 六本木５－８－２　ＨＥＩＢＯＮ六本木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6384

ワーグ 港区 六本木５－８－２　ＨＥＩＢＯＮ六本木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3325

LoungeBar582 港区 六本木５－８－２　ＨＥＩＢＯＮ六本木ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1623

寿司寿 港区 六本木５－８－３　中野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0339

トラジ庵 六本木 5 丁目店 港区 六本木５－８－３　中野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0175

BarLotus 港区 六本木５－９－１４　第７ヴィレッジビル２Ｆ－Ｆ 飲食店 JS-0000-4741

酔香郎 港区 六本木５－９－１４　第７ビレッジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0384

すし貝政 港区 六本木５－９－１４　第７ビレッジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0945

クッチーナアッラバーバ 港区 六本木５－９－１４　第７ビレッジビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1144

クラウドダイニング 港区 六本木５－９－１６　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0944

バーアンジェラ 港区 六本木５－９－１６　ＧＨ六本木ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0503

魚洋水産 港区 六本木５－９－１６　第三桃源社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1078

博多串焼 ジョウモン 港区 六本木５－９－１７　フジモリビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0533

アンディキャップ 港区 六本木５－９－２２　６Ｆ 飲食店 JS-0000-2892

あぶらや 港区 六本木５－９－２３　クレッセントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0266

TUSK 港区 六本木６－１０－１　六本木ヒルズウエストウォーク１Ｆ 飲食店 JS-0005-8908

クリスプサラダワークス六本木ヒルズ店 港区 六本木６－１０－１　六本木ヒルズヒルサイドＢ２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4066

RPIZZAROPPONGI 港区 六本木６－１０－１　六本木ヒルズヒルサイドＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5404

バルバッコア 六本木ヒルズ店 港区 六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワーウェストウォーク５Ｆ 飲食店 AX-2000-0009

さつま黒千代香 港区 六本木６－１－２　富士プラザビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-6055

いろは 港区 六本木６－１－２　富士プラザビルＢ１ 飲食店 JS-0000-1621

てんぷらみかわけやき坂通り店 港区 六本木６－１２－２　六本木ヒルズけやき坂通りレジデンスＢ　 飲食店 ZN-0000-0065

ジャン・ジョルジュ トウキョウ 港区 六本木６－１２－４　六本木ヒルズ六本木けやき坂通り１Ｆ 飲食店 AX-2000-0014

マハラジャ六本木 港区 六本木６－１－３　六門ビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-9494

六本木 すし巽 港区 六本木６－１－４　丸正小林ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1413

六本木寿司屋のいけ勘 港区 六本木６－１５－１９　六本木アームス２０１　 飲食店 ZN-2000-3385

創作レストラン Wood Spoon 港区 六本木６－１５－１９　六本木アームス２０４ 飲食店 JS-0002-1488

居酒屋しら石 港区 六本木６－１５－１９　六本木アームス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0539

鉄板焼 炭焼き 斎藤 港区 六本木６－１－６　ザクセンビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-5792

プティアクイーユ 港区 六本木６－１７－６　ＰＩＡ麻布十番７Ｆ 飲食店 JS-0005-4444

SATINDOLL 港区 六本木６－１－８　グリーンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1506

Shojin 宗胡 港区 六本木６－１－８　六本木グリーンビル３Ｆ 飲食店 AL-0000-0085

ミズナラカスク 港区 六本木６－１－８　六本木グリーンビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-2300

モティ六本木店 港区 六本木６－２－３５　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0330

アルフィー 港区 六本木６－２－３５　ハマ六本木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0137

男の手料理ぶりきや 港区 六本木６－２－３５　六本木６６２ビル６Ｆ　 飲食店 SL-2000-2244

オービカ モッツァレラバー 六本木ヒルズ店 港区 六本木６－４－１　六本木ヒルズハリウッドビューティプラザ１Ｆ 飲食店 AX-2000-0001

サルーチェ 港区 六本木６－７－１５　永和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1085

Mijas 港区 六本木６－７－１５　永和ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1121

てんぷら味覚 港区 六本木６－７－１７　　 飲食店 ZN-0000-0290

SUNNYDINER 六本木店 港区 六本木６－７－２　ＩＷＡＨＯＲＩビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8542
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銘柄高級焼肉 MASU 港区 六本木６－７－７　Ｍｅｒｃｕｒｙ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1330

CONA 六本木店 港区 六本木６－７－７　ラ・レンヌ六本木　 飲食店 ZN-0000-0088

ヴィナーヤ 六本木 港区 六本木６－７－７　ラ・レンヌ六本木２Ｆ 飲食店 JS-0002-1411

松栄六本木店 港区 六本木６－７－９　エムズ六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0438

六本木トリコロ－ルシアタ－ ホワイエ 港区 六本木６－８－１５ 飲食店 JS-0004-4898

六本木串焼 がんちゃん 港区 六本木６－８－２３　オカガミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0483

カフェ・タピロス 港区 六本木６－８－２８　宮崎ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2511

CASK 港区 六本木６－８－２９　六本木シローマンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0015

BARAsilo 港区 六本木６－８－８　ゴーディービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4262

ISM 港区 六本木６－８－８　ゴーディビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3057

プティーシャルトルーズ 港区 六本木７－１０－２　７第２国分ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9132

海月 港区 六本木７－１０－２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2028

イベリコ屋 港区 六本木７－１０－２　カプリス六本木　 飲食店 ZN-0002-1357

の里 港区 六本木７－１０－２　カプリス六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1243

祥瑞 港区 六本木７－１０－２　清水ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2742

ARIA 港区 六本木７－１０－２３　ボラーノ六本木１Ｆ 飲食店 JS-0000-9080

Yoshioka 港区 六本木７－１０－２７　国分第２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1471

旬の味 いち 港区 六本木７－１０－３０　清水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7083

LAVITA 港区 六本木７－１０－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0683

Gochi 港区 六本木７－１２－２３　フォルトゥーナ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1257

和門おく山 港区 六本木７－１２－２３　六本木フォルトゥーナビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-1059

焼鍋まつ岡 byMATILDA 港区 六本木７－１２－２３　六本木フォルトゥナ２Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-1549

六本木串とろ 港区 六本木７－１２－３　パワーハウスビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-0818

OYSTER ＆ WINESEASON 港区 六本木７－１２－３　パワーハウスビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0455

UN HUIT 港区 六本木７－１３－１０ 飲食店 JS-0001-7396

YAKITORI 蒼 SORA 港区 六本木７－１３－１０　宮下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3755

志る角 港区 六本木７－１３－１１　　 飲食店 ZN-0000-0326

韓のかおり家 港区 六本木７－１３－２　アーバンビル２０１ 飲食店 JS-0003-8618

美健食道 港区 六本木７－１３－２　アーバンビル２０４　 飲食店 ZN-0000-0230

夜盛 港区 六本木７－１３－２　アーバンビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2882

阿波尾鶏 港区 六本木７－１３－２　アーバンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0151

博多串焼き 鳥安 港区 六本木７－１３－５　萩原ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1165

Shamrock 港区 六本木７－１３－６　コンドウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0769

ヴィースクエア 港区 六本木７－１３－７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2403

GoldenBallCafe 港区 六本木７－１３－８　フュージョンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1657

産直鉄板 くり 港区 六本木７－１４－１　宝祥ビル中 2F 飲食店 AL-0000-0252

GOLDCLUB 港区 六本木７－１４－１　宝祥六本木ソシアルビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4888

MyStyle 六本木店 港区 六本木７－１４－１０　誠志堂ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1189

MARCHE・うお天 港区 六本木７－１４－１０　誠志堂ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1407

総作料理日いづる 港区 六本木７－１４－１１　ニイクラビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-0226

鉄板焼せん 港区 六本木７－１４－１６　六本木ＦＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5228

中国料理 龍華楼 港区 六本木７－１４－３　ＸＥビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0868

LASTOKYO 港区 六本木７－１４－３　六本木ＸｅビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6615

TOKYOSPORTSBAR 港区 六本木７－１４－５　大和ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6364
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博多華善六本木 港区 六本木７－１４－７　萩原ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1244

戈六 港区 六本木７－１４－８　アーツショップビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9866

オストレア六本木店 港区 六本木７－１５－１７　ユニ六本木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1662

HoneyBunny 港区 六本木７－１５－２５　セブンスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1491

焼鳥鈴音 港区 六本木７－１５－２５　六本木セブンスビル２Ａ　 飲食店 ZN-0000-1658

CHEERCOUNTER 港区 六本木７－１６－１１　ヴェルデ六本木２Ｆ 飲食店 SL-2000-3677

T1BAR 港区 六本木７－１６－５　六本木戸田ビルＢ１－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-1621

chopsticks 港区 六本木７－１６－５　六本木戸田ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2001-0519

ALBA 港区 六本木７－１６－５　六本木戸田ビル地下１Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-3076

旬菜 港区 六本木７－１７－１２　ビジネスアパートメント１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0513

ぬる燗佐藤 港区 六本木７－１７－１２　六本木ビジネスアパートメンツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1017

尖沙咀 港区 六本木７－１７－１２－１０１ 飲食店 JS-0001-6860

沖縄ダイニングびたろー 港区 六本木７－１７－１６　米久ビルＮｏ２－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0881

たけはし 港区 六本木７－１７－１９　フレッグ六本木セコンド１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1214

六本木小の半 港区 六本木７－１７－２　　 飲食店 ZN-0000-0045

トレフミヤモト 港区 六本木７－１７－２０　明泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5294

肉とワイン Uchibito 港区 六本木７－１７－２０　明泉ビル２０１ 飲食店 JS-0001-5579

MyScotch 港区 六本木７－１８－１１　ＤＭビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1278

C － ZOOBAR 港区 六本木７－１８－１１　ＤＭビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3642

Andante 港区 六本木７－１８－１１　ＤＭビル８Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0000-2979

Amore DiVino GRINGO 港区 六本木７－１８－１４　小市米ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1509

colours 港区 六本木７－１８－１５　六本木７１８ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-3804

蔵六雄山 港区 六本木７－１８－２４　鈴木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1268

九州鳥酒とりぞの 港区 六本木７－１８－６　六本木グランドール　 飲食店 ZN-2000-5118

料理屋 三船 港区 六本木７－１８－７　内海ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0054

やさいや六本木店 港区 六本木７－１８－８　岸田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0898

森本 atelier morimoto 港区 六本木７－２１－１９　ＩＫＮ六本木ビル 飲食店 JS-0001-0360

バーレストラン寓 港区 六本木７－２１－７　ウェスタ六本木Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1174

くるくる BAR 港区 六本木７－３－１４　東海ホワイトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0558

プラチナゲート 港区 六本木７－３－１４　東海ホワイトビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1519

風姿 港区 六本木７－３－１９－１０５　バルミー六本木　 飲食店 ZN-0000-0312

小樽ジンギスカン倶楽部北とうがらし 港区 六本木７－３－２３　六本木Ｅフラット１Ｆ 飲食店 JS-0000-4837

匠そば 六本木店 港区 六本木７－４－１　スマイリービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0559

ハンドレッド 港区 六本木７－４－１２　ジャスミン六本木ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7241

VEGANIC TO GO 港区 六本木７－４－１４　乃木坂スタジオ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9452

新橋魚金六本木店 港区 六本木７－４－５　六本木稲垣ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0127

焼とりの八兵衛 六本木店 港区 六本木７－４－５　六本木稲垣ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1366

惣 ’sBar 港区 六本木７－４－８　ＴＫＧビル２０３　 飲食店 ZN-2000-0980

ペ－ズマジック 港区 六本木７－５－１１　カサグランデミワ　 飲食店 PK-0000-2898

六本木真おか 港区 六本木７－６－３　喜楽ビル１０３　 飲食店 ZN-0000-1027

MyALL 港区 六本木７－６－３　喜楽ビルＢ１Ｆ－１０１　 飲食店 ZN-2000-2424

オステリアナカムラ 港区 六本木７－６－５　六本木栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0442

まとい寿司 港区 六本木７－８－１３　　 飲食店 ZN-0000-0347

鮨奈可久 港区 六本木７－８－４　根嶺ビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-0334
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［港区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

一徹 港区 六本木７－８－５　藤和六本木コープ２－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0143

BARMOA 港区 六本木７－８－５　藤和六本木コープ２－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4452

YSB 港区 六本木７－８－５　藤和六本木コープ２－２Ｆ－２０３Ｂ　 飲食店 ZN-0000-1560

かね萬六本木 港区 六本木７－９－１０　クレスト六本木２　 飲食店 ZN-0000-0676

五太夫 港区 六本木７－９－２　岡野ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-2291

BAR Z 港区 六本木７－９－３　クレストビル３Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0004-8767

マーシーズ 港区 六本木７－９－３　クレスト六本木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0411

ビストロドゥジャポン裏椿 港区 六本木７－９－４　惣慶ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-0995

BistroChick 港区 六本木７－９－５　森長ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3342

すしはまもと 港区 六本木７－９－６　第１０サンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0908

ひろ庵 港区 六本木７－９－６　第１０サンビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-8301

ルスプートニク 港区 六本木７－９－９　リッモーネ六本木１Ｆ－１　 飲食店 ZN-0000-1333


