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Piccolo Stanza 世田谷区 奥沢１－４０－１０　小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4288

il vinvino 奥沢 世田谷区 奥沢２－１０－６　エクセル奥沢１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8319

アンリ－ヴル 世田谷区 奥沢２－１０－７　　 飲食店 PK-0000-1796

Y，s ダイナー 世田谷区 奥沢２－１０－７　伊賀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6004

77SALOON 世田谷区 奥沢２－１０－７　伊賀ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4658

たのしみち 世田谷区 奥沢２－１１－８　メゾン中村１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6778

たのしみち 世田谷区 奥沢２－１１－８　メゾン中村１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5899

オステリアバールイルンゴ 世田谷区 奥沢２－１２－６　平井ビル１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-6453

すし屋のつの田 世田谷区 奥沢２－２３－２　　 飲食店 ZN-0000-6214

仁松庵 世田谷区 奥沢２－３７－９　高見ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6234

フレンチレストラン・ラ・フィーユ 世田谷区 奥沢２－６－９－１０３　　 飲食店 ZN-0000-6077

PIZZERIAIMOLA 世田谷区 奥沢３－３１－９　ラ・リベルタ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5311

フランス料理ラ・クープ 世田谷区 奥沢３－３５－１３　スワヤマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7298

ChezShimizu 世田谷区 奥沢３－３６－１１　キャッスル奥沢 飲食店 JS-0004-1713

DAD’SRIBS 世田谷区 奥沢３－４５－１　奥沢欅ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-6485

パチャカフェ 世田谷区 奥沢３－４６－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6114

いちご 世田谷区 奥沢４－２７－１２　パトラ奥沢１Ｆ 飲食店 JS-0004-5934

il vinvino 世田谷区 奥沢５－１３－１２　豊嶋ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-8318

すし仙 世田谷区 奥沢５－２０－１６　　 飲食店 ZN-0000-6322

ふたば 世田谷区 奥沢５－２０－１７　テラス自由が丘２Ｆ 飲食店 JS-0003-5548

みつばち 世田谷区 奥沢５－２０－１７　ユングフラウビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3725

八沢川 世田谷区 奥沢５－２５－１２　 飲食店 OT-0000-0062

チャノコ 世田谷区 奥沢５－２６－１２　　 飲食店 ZN-0000-6512

BARUGObymosto 世田谷区 奥沢５－２９－１０　リブレビル　 飲食店 ZN-0000-6284

チャイニーズダイニング龍皇 世田谷区 奥沢５－２９－１０　リブレビル２Ｆ　 飲食店 OT-0000-0173

南国飯店 世田谷区 奥沢５－４０－１２　 飲食店 OT-0000-0052

自由が丘 LIMANI 世田谷区 奥沢５－４０－４　　 飲食店 ZN-0000-6176

自由が丘マリスコス 世田谷区 奥沢５－４１－１３　 飲食店 OT-0000-0051

GONZO　自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘Ａ１０１ 飲食店 AL-0000-0188

酒場シナトラ　自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘Ａ１０２ 飲食店 AL-0000-0189

ラ・ガッツァラードラ 世田谷区 奥沢６－１１－１１　アーバン九品仏１Ｆ 飲食店 JS-0001-3655

Cafe’tora 世田谷区 奥沢６－１３－５　カーサ九品仏　 飲食店 ZN-0000-6005

べこ亭自由が丘店 世田谷区 奥沢６－２０－２３　　 飲食店 ZN-0000-6013

こばやし 世田谷区 奥沢６－２２－４　コーポサンローク１Ｆ　 飲食店 OT-0000-0183

KOST 世田谷区 奥沢６－２８－１０　　 飲食店 ZN-0000-5936

クッチーナヒダ 世田谷区 奥沢６－２８－６　ＦＫハウス１０１　 飲食店 ZN-0000-5966

旬炉 あわい 世田谷区 奥沢６－３１－１８　ローカーサ自由が丘１Ｆ 飲食店 JS-0003-0025

ミセスハンのお店 世田谷区 奥沢６－３３－１４　　 飲食店 ZN-0000-5880

リゴロ 世田谷区 奥沢６－３３－１４　もみの木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5894

爆香房 世田谷区 奥沢６－３３－１４　第２シーランドビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3858
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奥沢江戸銀 世田谷区 奥沢６－３－７　サンプラザ田園調布　 飲食店 ZN-0000-6111

梅川 世田谷区 奥沢７－５３－２－１０２ 飲食店 JS-0000-9537

O RESTO la med． 世田谷区 奥沢８－１３－９　タウンハイツ九品仏１　Ｂ０１号 飲食店 SL-2000-7947

トラットリアミシン 世田谷区 下馬１－３７－７ 飲食店 JS-0000-8471

焼肉芝浦 世田谷区 下馬１－４５－６　ウイスタリアプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5934

ごはんや ゆずか 世田谷区 下馬３－１５－５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3422

三喜平 世田谷区 下馬３－１６－８ 飲食店 JS-0002-5064

酒杯ぎんのとら 世田谷区 下馬３－３８－１３　　 飲食店 ZN-0000-6330

Nishi や庵 世田谷区 下馬３－３９－５ 飲食店 JS-0002-5260

松野 世田谷区 下馬６－２１－１　ＬａＪｏｌｉｅＭａｉｓｏｎ１０１　 飲食店 ZN-0000-6455

CafeSoulTree 世田谷区 鎌田３－２－１５ 飲食店 JS-0004-6104

世田谷鎌田肉流通センター 世田谷区 鎌田４－１４－３　２Ｆ　アメリカンスタジアム　 飲食店 ZN-2000-7352

Mt．FISHTAIL 世田谷区 喜多見６－１８－８ 飲食店 JS-0002-5844

焼鳥ニジトラ酒場 世田谷区 喜多見８－１５－３２　　 飲食店 ZN-0000-6492

牛繁喜多見店 世田谷区 喜多見９－２－３５　小田急マルシェ喜多見３　 飲食店 ZN-0000-3548

鰻・季節料理明 世田谷区 喜多見９－４－２　みのわアメージングマンション１０２　 飲食店 ZN-0000-6275

トラットリアジータ 世田谷区 砧３－１７－６　マイキャッスル大蔵１０１　 飲食店 ZN-0000-5910

バスナ 世田谷区 砧３－５－１ 飲食店 JS-0004-4929

ヤマタニ餃子店　祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 砧６－３６－６　ＦＬＡＰビル１Ｃ　 飲食店 PK-0000-6769

祖師ヶ谷バル Haracucci 世田谷区 砧８－３－１０　砧ＯＫマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6190

牛繁祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 砧８－５－１８　　 飲食店 ZN-2000-6330

BAR PERLA 世田谷区 砧８－８－２１　松澤ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-0168

オステリアエジリオサーラ 世田谷区 砧８－９－８　島屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6106

ル・ジャルダン 世田谷区 砧公園１－２　世田谷美術館内　　 飲食店 ZN-0000-6320

牛繁経堂店 世田谷区 宮坂２－１８－２　メゾン・ド・経堂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3587

経堂美登利寿司寿矢 世田谷区 宮坂３－１２－１９　芙蓉ＫＴビル　 飲食店 ZN-0000-6361

リゴレッティーノ 世田谷区 宮坂３－１２－８　経堂鈴木マンションＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3030

ハチヴィラ 世田谷区 宮坂３－２７－３　　 飲食店 ZN-2000-1141

ゲッコ 世田谷区 玉川１－１－４　巴ハイツ２Ｆ 飲食店 JS-0000-1894

CHICHICAFE 世田谷区 玉川１－２－８ 飲食店 JS-0000-6688

タージクティ二子玉川店 世田谷区 玉川２－２－１　バーズモール１１４　 飲食店 ZN-0000-5933

LINEWINEDINING 世田谷区 玉川２－２４－２４　セゾン玉川２Ｆ２０８，２０９ 飲食店 JS-0001-0190

黄金屋 二子玉川店 世田谷区 玉川３－１０－１１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3719

八仙閣杏仁坊 世田谷区 玉川３－１０－８　　 飲食店 ZN-0000-6102

SHOW’SBAR 世田谷区 玉川３－１２－１３　明友Ｎｏ．１１ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0402

BleueBlanche 世田谷区 玉川３－１２－１３　明友プラッツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6058

おでん家 みどり 世田谷区 玉川３－１２－１３　明友プラッツビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-7811

ダイニングルーナノクトオヤマダ 世田谷区 玉川３－１２－４　ＢＬＤＮＩＭＯ２Ｆ 飲食店 JS-0000-5474

FIVE EIGHT KAFE 世田谷区 玉川３－１９－３　宝恵ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5972

GLUTEN － FREECAFE 世田谷区 玉川３－２０－１　名川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6168

鮨 逸喜優 世田谷区 玉川３－２０－５　マノア第一１０３　 飲食店 ZN-0000-6060

酉たか 世田谷区 玉川３－３－２１－２１ 飲食店 AL-0000-0061

玉川倶楽部 世田谷区 玉川３－４－２　ベルフラット玉川Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6119

串むすび 世田谷区 玉川３－５－１　サンモール飯田１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5932
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BAR417 世田谷区 玉川３－５－７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7117

ホドリグランディ 世田谷区 玉川３－９－１　第３明友ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6270

ALVI 世田谷区 玉川３－９－１　第３明友ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6271

二子玉川せき亭 世田谷区 玉川３－９－１　第３明友ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6396

牛 8 二子玉川店 世田谷区 玉川３－９－１０　マノア玉川第２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6391

イタリアンレストラン碧い月 世田谷区 玉川３－９－３　ストリームタマガワＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8255

AtsushiHatae 用賀 世田谷区 玉川台１－５－３　グレース玉川台１０１ 飲食店 JS-0005-1851

Wine Cafe 用賀 世田谷区 玉川台２－２２－１７　スプリングヒルズ玉川台２０１ 飲食店 JS-0001-8493

焼肉の牛太二子玉川店 世田谷区 玉堤１－８－３　　 飲食店 ZN-0000-6136

HopeIsland 世田谷区 駒沢１－２０－８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9486

GoldenTimeIsYours 世田谷区 駒沢１－２０－８　アトリエ駒沢１Ｆ 飲食店 JS-0003-4977

CAFE ＆ DININGGEORGE 世田谷区 駒沢１－３－１　駒沢グリーンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6306

バースポッチュ 世田谷区 駒沢１－５－１３　ビラ・アペックス駒沢６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6176

駒沢かふぇ 世田谷区 駒沢１－５－１４　玉川ビル２－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3868

よし鳥 世田谷区 駒沢２－１－３　伊東ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6365

炭火焼肉十一 世田谷区 駒沢２－１８－５　第１１フォンタナ１０１　 飲食店 ZN-0000-6388

駒沢サンイチバル 世田谷区 駒沢２－２－１７　 飲食店 SL-2000-3814

酉の市 世田谷区 駒沢２－２－１８　　 飲食店 ZN-0000-6092

韓々 世田谷区 駒沢３－１８－２　３Ｆ 飲食店 JS-0004-0889

五大 世田谷区 駒沢３－１８－２　オザワビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0890

寿し正 世田谷区 駒沢３－２－２３　　 飲食店 ZN-0000-6057

割烹～れ小もみじ 世田谷区 駒沢３－２８－９－１０１　ミノシマビル　 飲食店 ZN-2000-2019

カフェ キュア・ナチュラ 世田谷区 駒沢４－１－２２　ＪＣＳ駒沢ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-1011

グリ－ンテラス 世田谷区 駒沢４－１２－２２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3207

LibertyBell 世田谷区 駒沢４－１－２３　パークサイドヒルズ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5895

Mr．Chicken 世田谷区 駒沢４－１３－１０ 飲食店 JS-0003-1019

鮨辰浜野 世田谷区 駒沢４－１８－１４　　 飲食店 ZN-0000-5945

博多屋台九一駒沢店 世田谷区 駒沢４－１８－１５ 飲食店 JS-0000-6602

炭火焼肉ほしや 世田谷区 駒沢４－１８－１８　　 飲食店 ZN-0000-6460

はる〔治〕 世田谷区 駒沢４－１８－２０　　 飲食店 ZN-0000-5988

焼肉 芝浦 世田谷区 駒沢５－１６－９　駒沢ビル　　 飲食店 ZN-0000-5884

イルジョット 世田谷区 駒沢５－２１－９ 飲食店 JS-0003-7594

CRISPKOMAZAWA － KOEN 世田谷区 駒沢５－２５－５　パークハイム駒沢　 飲食店 ZN-2000-5831

ENGLANDNEW8 世田谷区 経堂１－１１－１３　プレステージ経堂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6040

COZICOZIhouse 世田谷区 経堂１－１１－８　シンフォニー経堂２Ｆ 飲食店 JS-0000-7295

鮨処 喜楽 世田谷区 経堂１－１２－１２ 飲食店 JS-0000-0092

魚粋 世田谷区 経堂１－１２－４　峰ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6172

魚のタナ 世田谷区 経堂１－１７－１２　　 飲食店 ZN-0000-6356

幸鮨 世田谷区 経堂１－１８－８　　 飲食店 ZN-0000-6001

太陽堂 世田谷区 経堂１－２２－１５　松原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6002

もつやき優貴 世田谷区 経堂１－２２－１８－１０３　　 飲食店 ZN-0000-6346

経堂らかん茶屋 世田谷区 経堂１－２３－１３　興輝ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-6071

ナポレオン経堂店 世田谷区 経堂１－４－１０　相原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6308

ヴェルデ寿矢 世田谷区 経堂２－１０－９　　 飲食店 ZN-0000-5979
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てんぷらはやし 世田谷区 経堂２－１６－３　　 飲食店 ZN-0000-6258

美登利寿司 世田谷区 経堂２－２－４　　 飲食店 ZN-0000-6093

やま長 世田谷区 経堂２－２５－１３　コーポ山元１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6301

CrazyVirgin 世田谷区 経堂２－３－９－２０１　ハイヌーン　 飲食店 ZN-2000-3294

トスカーナ経堂 世田谷区 経堂２－４－１　経堂Ｋビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9860

いちわ経堂店 世田谷区 経堂３－１－１　大六ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6353

鳥へい 世田谷区 経堂３－２－１０ 飲食店 JS-0003-8800

コーヒーハウスブレンド 世田谷区 経堂４－６－１０　直井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6315

ヤマタニ餃子店千歳船橋店 世田谷区 経堂４－７－８　　 飲食店 PK-0000-2342

BISTRO ＆ WINEBARMOMO 世田谷区 経堂５－２９－２１　　 飲食店 ZN-0000-6209

Cossott’e 世田谷区 弦巻２－９－１１　プルミエ琴富貴１Ｆ 飲食店 JS-0000-2521

クチーナチロレーゼ三輪亭 世田谷区 豪徳寺１－１３－１５　ツノダビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7537

クワット豪徳寺 世田谷区 豪徳寺１－２２－５　豪徳寺市場１　 飲食店 ZN-0000-6499

豪徳寺まねき屋 世田谷区 豪徳寺１－２２－６　村田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6683

イルキャンティフィレンツェ 世田谷区 豪徳寺１－２３－１２　ささビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2379

ダイニング然 世田谷区 豪徳寺１－２３－１２　見知ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6048

酒と肴きたの 世田谷区 豪徳寺１－４５－１０　冨士ビル２０３　 飲食店 PK-0000-0377

bar ＆ dining emu 世田谷区 豪徳寺２－１－１０ 飲食店 JS-0001-2810

イタリア料理ジータ 世田谷区 桜３－２－１０　桜クリーンキャッスル１０１ 飲食店 JS-0003-7133

ダイニングバー 30’S クラブ 世田谷区 桜３－８－１５　バル世田谷１０５　 飲食店 ZN-0000-6108

エル・カンピドイオ 世田谷区 桜丘１－１７－１１ 飲食店 JS-0003-6469

すし雅 世田谷区 桜丘２－２１－５　　 飲食店 ZN-0000-6441

72 世田谷区 桜丘２－２５－５　サンペイビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6406

TAMAS 世田谷区 桜丘２－２６－１４　　 飲食店 PK-0000-6527

BistrotL’adret 世田谷区 桜丘２－２６－１４　松野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6181

いちわ 世田谷区 桜丘２－２７－１　　 飲食店 ZN-0000-6267

魚道 世田谷区 桜丘２－２９－１４　　 飲食店 ZN-0000-6246

ウラニワ千歳船橋店 世田谷区 桜丘２－２９－１４　林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6166

焼鳥けん 世田谷区 桜丘２－２９－２０　第二稲荷ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6174

久弥 世田谷区 桜丘２－２９－２１　稲荷ビル１０１ 飲食店 SL-2001-0423

cotocoto 世田谷区 桜丘２－２９－２１　稲荷ビル１０３　 飲食店 ZN-0000-6380

木々 世田谷区 桜上水４－２０－１９ 飲食店 JS-0002-1447

KOTETSU 世田谷区 桜上水４－７－４ 飲食店 JS-0000-7057

新富鮨 世田谷区 桜新町１－１２－１２　　 飲食店 ZN-0000-6129

鴻翔 世田谷区 桜新町１－１２－１３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5625

炭火屋どっこい 世田谷区 桜新町１－１２－９　シノザワビルＢ１Ｆ北側　 飲食店 ZN-0000-6381

Shin 和 dining 世田谷区 桜新町１－１３－３　　 飲食店 ZN-0000-6120

焼肉 かごしま 世田谷区 桜新町１－１４－１７　グロワール桜新町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5912

しがらき 世田谷区 桜新町１－１５－１チェリーハイム１０３ 飲食店 JS-0000-5027

もつ山 世田谷区 桜新町１－１５－２２　　 飲食店 ZN-0000-6476

神田屋 世田谷区 桜新町１－１７－１４　神田屋ビル　 飲食店 ZN-0000-6052

焼鳥 なもと 世田谷区 桜新町１－２９－１　　 飲食店 ZN-0000-6128

生パスタ専門店カレン 世田谷区 桜新町１－３－８　　 飲食店 ZN-0000-6511

桜子酒家 世田谷区 桜新町２－１－１ 飲食店 JS-0000-5330
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ラクレ 世田谷区 桜新町２－２６－１　スカイハイツ広沢１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5964

カフェ ラ・ボエム 桜新町 世田谷区 桜新町２－９－２　ＴＮＫビル１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0088

炭焼き権八 桜新町 世田谷区 桜新町２－９－２　ＴＮＫビル２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0105

BistroFilsetFille 世田谷区 三軒茶屋１－１１－２２ 飲食店 JS-0000-4069

ラルテ 世田谷区 三軒茶屋１－３５－１７　エールプラッツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5965

鉄板酒家 このみせ 世田谷区 三軒茶屋１－３５－３ 飲食店 JS-0004-8031

bar CERO 世田谷区 三軒茶屋１－３５－４ 飲食店 JS-0003-3181

motsu ＆ wineMOZ 世田谷区 三軒茶屋１－３６－１　高木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1511

GO’SBAR 世田谷区 三軒茶屋１－３６－１２　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0625

やきにく蔵まめ牛三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３６－５　　 飲食店 ZN-0000-6066

大阪焼肉ホルモンふたご三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３６－６　ラビ三軒茶屋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6248

和処ととし 世田谷区 三軒茶屋１－３６－６　ラビ三軒茶屋２Ｆ 飲食店 JS-0002-0219

居酒屋 いっとく 世田谷区 三軒茶屋１－３６－６　ラビ三軒茶屋Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6137

Farmers chicken 三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋１－３７－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9703

津門菜館 世田谷区 三軒茶屋１－３７－１３　オアシス三軒茶屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6241

GirlsBarMocci 世田谷区 三軒茶屋１－３７－３　グロワール三軒茶屋３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7051

Live ＆ Bar 茶茶茶 世田谷区 三軒茶屋１－４１－１２　ファーストビル２Ｆ・３Ｆ 飲食店 SL-2000-2391

だるま 世田谷区 三軒茶屋１－４１－１４ 飲食店 JS-0003-6768

本格ジンギスカン寅々 世田谷区 三軒茶屋１－５－１７　カサ・デルテＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3699

イルキアッソ 世田谷区 三軒茶屋１－６－１３　　 飲食店 ZN-0000-6126

てぃださんさん 世田谷区 三軒茶屋１－６－１３　　 飲食店 ZN-0000-6446

BistroVasy 世田谷区 三軒茶屋１－７－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5195

Bricca 世田谷区 三軒茶屋１－７－１２ 飲食店 JS-0001-1105

ブラジリアン食堂 BANCHO2 号店 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１２　　 飲食店 ZN-0000-6382

BatBoy 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１２　　 飲食店 ZN-2000-1382

elf villa 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１４　昭和ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5566

武蔵野うどんじんこ三軒茶屋支店 世田谷区 三軒茶屋２－１１－１１　プレジオ三軒茶屋１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6981

中国料理燕来香本店 世田谷区 三軒茶屋２－１１－２４　　 飲食店 ZN-0000-6422

FORTMARKET 世田谷区 三軒茶屋２－１１－２４　サンタワ－ズＡ２０４ 飲食店 AD-0000-1101

FLATBAR 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１９　２Ｆ 飲食店 JS-0001-7304

Had A Good Day 世田谷区 三軒茶屋２－１３－５　フラット１Ｆ－Ａ　 飲食店 SL-2000-2084

五臓六腑 世田谷区 三軒茶屋２－１３－７　　 飲食店 ZN-0000-5978

ブラジリアン食堂 BANCHO1 号店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－９　　 飲食店 ZN-0000-6383

食堂おさか 世田谷区 三軒茶屋２－１３－９　　 飲食店 ZN-2000-0537

MODeLa 三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－１４－１２　三元ビル６０３　 飲食店 ZN-0000-6259

COCOON 三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－１４－１２　三元ビル７０２　 飲食店 ZN-0000-6260

すぶらきはうすやきとりよし 世田谷区 三軒茶屋２－１４－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6866

炉とマタギ三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－１４－２１　　 飲食店 ZN-0000-5998

A・garden 世田谷区 三軒茶屋２－１４－２１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5902

鹿児島 黒豚しゃぶしゃぶ あじと 世田谷区 三軒茶屋２－１４－５　　 飲食店 ZN-0000-5907

つぼくら 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビル１０２　 飲食店 ZN-0000-6212

和食ごしき 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビル１０９　 飲食店 ZN-0000-6235

カンテラサンゲンチャヤテン 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビル１Ｆ１０８　 飲食店 ZN-0000-6186

ルースター 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビルＢ１ 飲食店 SL-2001-0003
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Y’Z32 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１５　　 飲食店 ZN-0000-5897

Chanks 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１５　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0945

Dininghome きーち 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6183

cazeuzumaki 世田谷区 三軒茶屋２－１６－１５　　 飲食店 ZN-0000-5986

大三 世田谷区 三軒茶屋２－１６－１６　　 飲食店 ZN-0000-6038

チキンジョージ 世田谷区 三軒茶屋２－１６－５　今永ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6051

ラ・ボワットアンボワ 世田谷区 三軒茶屋２－４５－７１０１ 飲食店 JS-0000-6006

eight 世田谷区 三軒茶屋２－５１－１　レイコー三軒茶屋１０１　 飲食店 ZN-0000-6510

SITARA 世田谷区 三軒茶屋２－５５－１２ 飲食店 JS-0004-9269

夕 世田谷区 三軒茶屋２－５５－１２　ライオンズマンション１０１　 飲食店 ZN-0000-6141

ラブルダイニング 世田谷区 三軒茶屋２－８－１０　ルナパーク三軒茶屋１０３　 飲食店 ZN-0000-6368

炉端焼八八 世田谷区 三宿１－３－１８　ボナール石井３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6493

焼肉ケニヤ 世田谷区 三宿１－４－１９　　 飲食店 ZN-0000-6386

Silverz papa 世田谷区 三宿１－４－２１　昌英ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0184

DINING イゴコチ 世田谷区 三宿２－２－６　ジュネス三宿１Ｆ 飲食店 JS-0000-3567

朔 世田谷区 若林１－１８－１　ウエストハイツ根岸１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5994

すし忠 世田谷区 若林１－８－８　デンス河野Ｂ１－１０１ 飲食店 SL-2000-6637

浅草もんじゃ 土蛍 松陰神社前店 世田谷区 若林３－１５－３　若林ハイホーム１０３ 飲食店 SL-2001-0912

居酒屋蔵八 世田谷区 若林３－１９－６　１Ｆ 飲食店 JS-0000-1776

酔処みね 世田谷区 若林３－３６－８　藤崎ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6304

GRANDARBRE 世田谷区 若林４－２１－３　松陰神社前レジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6255

アジアン BISTROTIKA 世田谷区 若林４－３１－９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6297

和処喜庄 世田谷区 若林５－７－１１ 飲食店 JS-0003-6641

明大前肉流通センター 世田谷区 松原１－３６－１０　中根ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6029

Pool ＆ DartsEDGE 世田谷区 松原１－３６－７　明大前ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4368

ソウル苑 世田谷区 松原１－３８－８ 飲食店 JS-0001-2639

TAVERNA Bacca 世田谷区 松原２－２２－１８　撫子ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4859

Lotus 世田谷区 松原２－２８－２０　サンクレール　 飲食店 ZN-0000-5977

シ－ズレシピ 世田谷区 松原２－２８－２０　サンクレ－ルＢ１Ｆ東　 飲食店 SL-2000-0008

魚酎 世田谷区 松原２－４２－５　明大前フラワーハイホーム１０３ 飲食店 JS-0002-6032

猫次郎 世田谷区 松原２－４２－５　明大前フラワーハイホーム２０１ 飲食店 JS-0003-3637

米・肴・旬菜八 明大前 世田谷区 松原２－４２－８　ＹＳ第二ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3703

牛繁明大前店 世田谷区 松原２－４６－７　第二はなぶさビル　 飲食店 ZN-2000-5460

宮川 下高井戸店 世田谷区 松原３－２８－９ 飲食店 JS-0005-6092

酒食基地さいとり 世田谷区 松原３－３０－１２　森口ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-3925

BARViVi 世田谷区 松原３－３０－１３　西島ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2141

AGLIO 世田谷区 松原３－４２－１　長谷川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6371

カフェバーくるくる 世田谷区 松原５－１－８ 飲食店 JS-0000-3379

ととや東松原店 世田谷区 松原５－２－５　東松原ユニオンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6458

真心酒菜一帆 世田谷区 松原５－２－５　東松原ユニオンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5989

鮨なが井 世田谷区 松原５－２７－３ 飲食店 SL-2000-9492

ホットケーキパーラー Fru － Full 世田谷区 松原６－１－１１ 飲食店 JS-0002-1368

はたけん家とかちまる 世田谷区 上馬１－３２－１０　ハイツ三軒茶屋２０３　 飲食店 ZN-0000-5968

Osteria Due 世田谷区 上馬２－２２－２　セントヒルズ三軒茶屋１０３ 飲食店 SL-2001-0419
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越佐庵須坂屋そば三軒茶屋店 世田谷区 上馬２－２２－６　ライオンズマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6030

バーディスタント 世田谷区 上馬２－２５－７　東洋興信所ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-6215

そば蔵駒沢店 世田谷区 上馬４－１１－２６　パレスコマザワ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3027

大松寿し 世田谷区 上馬５－３８－１０　　 飲食店 ZN-0000-6010

レストランぷーれ 世田谷区 上北沢３－１８－７　川口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6421

ilsoleGaO 世田谷区 上北沢４－１３－１４　山辺ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9415

焼肉 金城 世田谷区 上北沢４－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-5883

茶館 世田谷区 上北沢４－１５－１３ 飲食店 JS-0001-0554

ナマステ東京上北沢店 世田谷区 上北沢４－１５－１３　　 飲食店 ZN-0000-6494

串揚げ酒房 武之家 世田谷区 上北沢４－１５－２ 飲食店 JS-0002-8099

サムスアイランド 世田谷区 上北沢４－２３－２５　　 飲食店 ZN-0000-6277

ナンバーナイン 世田谷区 上北沢４－２９－１９　アローハイツ上北沢１０４ 飲食店 JS-0000-4413

みこ家 世田谷区 上北沢４－３４－１１ 飲食店 JS-0005-1778

居酒屋 INATA 世田谷区 上野毛１－１３－７　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0869

ZAIKA 世田谷区 上野毛１－２６－１６　　 飲食店 ZN-0000-6490

蕎麦はやかわ 世田谷区 上野毛２－７－１０　　 飲食店 ZN-2000-4642

上野毛魚光 世田谷区 上野毛３－１－１１　上野毛ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-6394

RAMEN　CAFE　de　IIN 世田谷区 上用賀２－３－１　パシフィック馬事公苑前１－１０５　 飲食店 PK-0000-6548

ルレサクラ 世田谷区 新町１－３６－９　　 飲食店 ZN-0000-6252

歩夢 世田谷区 新町２－１－１３　新町住宅社ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-6392

NaturalDining ヤマシタ 世田谷区 新町２－２２－１５　ユニベル新町１０１　 飲食店 ZN-0000-5939

ASiAN Dining SiTARA 世田谷区 新町２－５－１５　内田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2352

vegetable ensemble 世田谷区 新町２－５－５ 飲食店 JS-0004-3331

魚旨家の壱兜 世田谷区 新町２－６－１８　　 飲食店 ZN-0000-6389

コマザワパークカフェ 世田谷区 深沢２－１９－２０　クレドール駒沢公園　 飲食店 ZN-2000-6269

中華喫茶 一紀 世田谷区 深沢３－８－１３ 飲食店 JS-0001-4045

とんかつひびき 世田谷区 深沢５－１－８　ハマックスビル２０２　 飲食店 PK-0000-0771

創作和食 田 世田谷区 深沢６－１４－２ 飲食店 JS-0002-6789

掌庵蕎麦石はら世田谷店 世田谷区 世田谷１－１１－１６　天野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5967

酒樂 世田谷区 世田谷１－１８－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6249

栄寿司 世田谷区 世田谷１－２４－３　 飲食店 SL-2000-7695

亜瑪羅亭 世田谷区 世田谷１－２４－３　　 飲食店 ZN-0000-6194

イタリ庵蕎麦石はら 世田谷区 世田谷１－２９－１４　　 飲食店 ZN-0000-6445

CUCINA KIONA 世田谷区 世田谷２－１５－２ 飲食店 JS-0000-9426

くし蔵 世田谷区 世田谷２－５－１　　 飲食店 ZN-0000-6205

カフェトレジャー 世田谷区 世田谷３－１１－１２　萩原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3280

セキハナレ 世田谷区 世田谷３－１－３　　 飲食店 ZN-0000-6211

ArbredeVie 世田谷区 世田谷４－１－１　　 飲食店 ZN-0000-6280

炭火焼いろり亭 世田谷区 世田谷４－４－１９－１０３　　 飲食店 ZN-0000-6220

鮨一久 世田谷区 世田谷４－７－７　　 飲食店 ZN-0000-6100

プラシッダタージ上野毛店 世田谷区 瀬田１－２０－１９　　 飲食店 ZN-0000-6374

一軒家貸切ダイニング KADO 二子玉川 世田谷区 瀬田２－２８－１０　池田ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4391

いづちく 世田谷区 瀬田３－６－８　　 飲食店 ZN-0000-6244

旭鮨総本店成城店 世田谷区 成城２－２６－１８　　 飲食店 ZN-0000-5875
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ゴキゲン鳥成城店 世田谷区 成城２－３４－１　小泉第２ビル中地下階 飲食店 JS-0004-8225

レストラン アシエット ワインバー アシエット 世田谷区 成城６－１０－３　 飲食店 SL-2000-0877

いちぼ 世田谷区 成城６－１５－２１　三幸ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6405

Set Lip 成城学園店 世田谷区 成城６－３－１４　テラウェアビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9476

中国料理 桂花 世田谷区 成城６－４－１３　成城フルールビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9554

釜めしやき鳥成城 世田谷区 成城６－４－１３　成城フルールビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5639

てん成城 世田谷区 成城６－４－１３　村田永楽園ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6370

ことぶきや成城学園 世田谷区 成城６－６－５　　 飲食店 ZN-0000-6274

TeppanCuisine703 世田谷区 成城６－７－９　プレイスＫ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6448

焼肉成城おはな 世田谷区 成城６－９－４　笹本ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3958

junglejim 世田谷区 成城６－９－６　成城エスポワール北野Ｂ１ 飲食店 SL-2000-0922

やきとり屋こころ 世田谷区 赤堤２－２－８　第１３通南ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6266

レストランレ・リース 世田谷区 赤堤３－３－１１　　 飲食店 ZN-0000-6115

とんかつ 勝一 世田谷区 赤堤４－１－１　ＭＯＭＯＹＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6908

Garret 世田谷区 赤堤４－４１－１０　第三通南ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-5891

旭鮨総本店下高井戸本店 世田谷区 赤堤４－４６－１０　　 飲食店 ZN-0000-5874

bluey 世田谷区 赤堤４－４７－１ 飲食店 JS-0000-8950

眞太 世田谷区 赤堤４－４８－５　辻ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1147

カナピナ 世田谷区 赤堤５－２６－１０ 飲食店 JS-0003-3263

魚魚魚 世田谷区 赤堤５－２９－１４ 飲食店 JS-0002-0977

バーハリーズ 世田谷区 赤堤５－３１－３　フレンド１０４Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-6218

ふくだ 世田谷区 千歳台１－２０－２６　　 飲食店 ZN-0000-5911

berryC 世田谷区 船橋１－１－１２　大黒ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5982

小料理 友喜 世田谷区 船橋１－１－１７　ジョイパーク千歳船橋２Ｆ 飲食店 JS-0005-0551

mixbar カマ Q。 世田谷区 船橋１－１－１７　ジョイパーク船橋３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2455

鳥膳 世田谷区 船橋１－１１－８　友山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7467

中む食堂 世田谷区 船橋１－１２－１３　新田ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0003-9250

千歳船橋肉流通センター 世田谷区 船橋１－３８－４　第３内藤ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-6504

行辺 世田谷区 船橋１－５－１３　メゾン桜　　 飲食店 ZN-0000-5984

OKINAWAN BAR ゆくりば 世田谷区 船橋１－８－１０ 飲食店 JS-0000-0559

ビストロオーランデ・ヴー 世田谷区 船橋３－１－７　　 飲食店 ZN-0000-5887

金寿司 世田谷区 祖師谷１－１１－１０ 飲食店 JS-0005-9000

ZERO 地点 世田谷区 祖師谷１－８－１７　丸芳ビル２０４　 飲食店 ZN-0000-6032

Kitchen Fumi 世田谷区 祖師谷１－９－１４ 飲食店 JS-0004-0165

四季酒彩海田 世田谷区 祖師谷１－９－５　いづみビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4879

居酒屋ダイニングひみつきち 世田谷区 祖師谷３－３０－４　ＳＡビル半地下１Ｆ 飲食店 JS-0002-8859

魚店きなり 世田谷区 祖師谷３－３３－２　　 飲食店 ZN-0000-5941

横浜家系らーめんそしが屋 世田谷区 祖師谷３－３４－１０　青木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2136

かど慶 世田谷区 祖師谷３－３６－２６　祖師谷セントラルプラザＢ１　 飲食店 ZN-0000-6484

マシハナ 世田谷区 祖師谷３－３６－２９　佐藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6507

イタリア料理フィオッキ 世田谷区 祖師谷３－４－９　　 飲食店 ZN-0000-6099

祖師酒家 世田谷区 祖師谷４－２－１４　 飲食店 ZN-0000-6219

ノクトンブル 世田谷区 祖師谷４－２４－２３　 飲食店 SL-2000-7592

コモード三軒茶屋 世田谷区 太子堂１－１４－１４　ライオンズマンション２０６ 飲食店 JS-0001-2251
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鶏太 世田谷区 太子堂１－１４－１４　ライオンズマンション２Ｆ 飲食店 JS-0004-4988

ハレバレ 世田谷区 太子堂１－１５－１３　ソフィアビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-1955

LUA 世田谷区 太子堂２－１７－５　シークラウド三軒茶屋３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2804

HoaHoa 世田谷区 太子堂２－１７－５　シークラウド三軒茶屋Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1182

一穂 世田谷区 太子堂２－１９－５　ライファービル４Ｆ 飲食店 JS-0004-1070

三茶呑場マルコ 世田谷区 太子堂２－２２－９　中野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6397

小料理まい 世田谷区 太子堂２－２２－９　中野ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-6272

cafe ＆ bar 東京セブン 世田谷区 太子堂２－２２－９　中野ビル２０２　 飲食店 ZN-0002-5210

五臓六腑本店 世田谷区 太子堂２－２３－２　ラ・フィン１０３　 飲食店 ZN-0000-5987

てっぽうや 世田谷区 太子堂２－２３－２　ラ・フィン２－２０２　 飲食店 ZN-2000-5565

Quatto 世田谷区 太子堂２－２３－２　ラワイン２－２０１　 飲食店 ZN-0000-6143

幸の羽 世田谷区 太子堂２－２３－５　ブランカビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9474

ゆいま～る食堂三軒茶屋店 世田谷区 太子堂２－２４－６　ドミー三軒茶屋Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6228

JOE’SMAN2 号 世田谷区 太子堂２－２５－６　池田屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9876

GENERAL STORE MIKAWA 世田谷区 太子堂２－８－１１　モアナハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5922

miCasa 世田谷区 太子堂２－８－１２　佐々木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6469

三軒茶屋焼肉さかもと 世田谷区 太子堂３－１４－８　太子堂ＣＯＭＰＬＥＸＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1455

自然派ワインとスペイン料理 LUZ 世田谷区 太子堂３－１５－５　金地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3242

新時代　三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－１－１　キャロットタワー北－２Ｆ 飲食店 JS-0002-6704

レインボーカフェ＆ワインダイニング三軒茶 世田谷区 太子堂４－２２－１１　三幸ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6288

暁 AKATSUKI 世田谷区 太子堂４－２２－１２　Ｙビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2177

ラビングパワー 世田谷区 太子堂４－２２－１２－２　ＦＹビル　 飲食店 ZN-2000-1122

マザーハウス 世田谷区 太子堂４－２２－１３　第２９東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6416

MixBarScramble 世田谷区 太子堂４－２２－１４　関ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-0117

魚や 次男坊 世田谷区 太子堂４－２２－１４　香田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3658

錦わらい 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２３－１１　ＧＥＭＳ三軒茶屋５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1501

無添加薬膳スープカレー COSMOS 三軒茶 世田谷区 太子堂４－２３－１６　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6378

Pizzanista7 世田谷区 太子堂４－２３－４　定山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6164

ChillTime 世田谷区 太子堂４－２３－７　味とめビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6530

ターブルドット 世田谷区 太子堂４－２５－１１　あずみビル　 飲食店 ZN-0000-6257

食後の詩 世田谷区 太子堂４－２５－５　岡戸ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-0529

三茶喜楽堂 世田谷区 太子堂４－２５－６ 飲食店 JS-0005-8964

寿屋 世田谷区 太子堂４－２５－６　　 飲食店 ZN-0000-5938

ブルーム 世田谷区 太子堂４－２６－２　サンフラワーコシミズ１０２　 飲食店 ZN-0000-6403

蕎麦×美酒 たけや 世田谷区 太子堂４－２６－７ 飲食店 JS-0002-6187

太樹苑三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２７－１０　瑞樹ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6079

三軒茶屋鳥心 世田谷区 太子堂４－２８－２　　 飲食店 ZN-0000-6509

MOSSDiningBar 世田谷区 太子堂４－２８－２　サンフェル三軒茶屋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6497

ナチュール 世田谷区 太子堂４－２８－２　サンフェル三軒茶屋２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6336

しゅう 世田谷区 太子堂４－２９－２　アメニティ三軒茶屋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6015

3 世田谷区 太子堂４－３０－２９　ファイブ内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6362

SushiCafeTaro 世田谷区 太子堂４－８－２ 飲食店 JS-0004-7192

蕎麦酒膳くら嶋 世田谷区 太子堂５－１－１０　　 飲食店 ZN-0000-6117

奥三茶たまや 世田谷区 太子堂５－１６－７ 飲食店 JS-0003-7637
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RoyalThali 世田谷区 太子堂５－１６－９　　 飲食店 ZN-0000-6328

すしひふみ 世田谷区 太子堂５－２８－９　クレア太子堂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6295

鮨なか尾 世田谷区 代沢２－３６－２１ 飲食店 JS-0005-6231

バルボアカフェ 世田谷区 代沢５－１９－１２　カーサ関谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6105

蕎麦前酒場 CAZILO 世田谷区 代沢５－２８－１　　 飲食店 ZN-0000-6487

ごっつい下北沢店 世田谷区 代沢５－２９－９　ナイスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6035

レディジェーン 世田谷区 代沢５－３１－１４　　 飲食店 ZN-0000-6091

俊 世田谷区 代沢５－３２－１３　露崎商店ビル１Ｆ－Ａ区画 飲食店 JS-0001-0187

ダイニングバー GENKI － CLUB 世田谷区 代沢５－３２－３　アクア下北沢１０２ 飲食店 JS-0000-6197

GOODHEAVENS 世田谷区 代沢５－３２－５　シェルボ下北沢２Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0001-2925

金兵 世田谷区 代沢５－３６－１２　共同ビル１ＦＢ 飲食店 JS-0000-0723

MOTHER 世田谷区 代沢５－３６－１４　　 飲食店 ZN-0000-6230

ウィスキーキャット 世田谷区 代沢５－８－１１　ニューハイム福島１０１　 飲食店 ZN-0000-6123

西佳苑 世田谷区 代田１－３０－１２　メゾン代田１０３　 飲食店 ZN-2000-0265

鉄のタナ 世田谷区 代田２－１８－１０　Ｎビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6513

COBITO 世田谷区 代田２－２０－５　ハニハラビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5967

IL MARE AZZURRO 世田谷区 代田３－５２－１１　シャトルヒエイ３－１０１ 飲食店 JS-0002-8138

玄鮨 世田谷区 代田６－２９－８　　 飲食店 ZN-0000-6101

やきとり楽だ。 世田谷区 大原２－２６－１２　ロイヤルパレス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5915

焼きそば ON 世田谷区 大原２－２６－５　長屋内 飲食店 JS-0005-2499

パリバール代田橋 世田谷区 大原２－２７－３４　代田橋駅前ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7672

カフェ ビュシュロン 世田谷区 大蔵１－１６－１７　 飲食店 SL-2000-1411

レストラン 赤坂ク－ポ－ル 大蔵店 世田谷区 大蔵４－７－１　大蔵第二運動場本館１Ｆ 飲食店 JS-0002-5473

やきとり児玉 世田谷区 池尻１－１１－１２　パレ・ド・ジュネス２Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5652

ELNIDO 世田谷区 池尻１－１１－８　和光ハイム１０３　 飲食店 ZN-0000-6187

カフェ ラ・ボエム 世田谷 世田谷区 池尻１－９－１１　メゾン・ド・ソレーユ１Ｆ・Ｂ１　 飲食店 AX-2000-0077

鮨おさ内 世田谷区 池尻２－１６－１２　　 飲食店 ZN-0000-6264

OGINO 世田谷区 池尻２－２０－９　岡田屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5914

CigarMalt 世田谷区 池尻２－２１－９　　 飲食店 ZN-0000-6125

おわん 世田谷区 池尻２－２６－７　岡田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6063

さとう 世田谷区 池尻２－３０－１３－１Ｆ　ケイビル　 飲食店 ZN-0000-6495

旬菜おぐら家 世田谷区 池尻２－３１－１８　ライム池尻大橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5990

BarNoah 世田谷区 池尻２－３１－２３　ニュー池尻ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2330

Julep 世田谷区 池尻２－３４－１６　１Ｆ左　　 飲食店 ZN-0000-6130

Osteria Orto 世田谷区 池尻２－８－３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1162

成味屋 世田谷区 池尻３－１８－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5983

みんなのぶた池尻店 世田谷区 池尻３－１９－１５　マイキャッスル１０２　 飲食店 ZN-0000-6310

八代井亭 世田谷区 池尻３－２０－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6065

かがやま 世田谷区 池尻３－２１－２５　グリーンヴィラ池尻１０２　 飲食店 ZN-0000-6133

ゆんたく酒場あかばな～ 世田谷区 池尻３－２１－２６ 飲食店 JS-0005-6357

DonGiovanni 世田谷区 池尻３－２１－３３　セリーヌ池尻大橋１Ｆ 飲食店 JS-0001-1599

Duranbar 世田谷区 池尻３－２１－３３　セリーヌ池尻大橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5876

居酒屋そてつ 世田谷区 池尻３－２－３　　 飲食店 ZN-0000-6069

世田谷～たら福～ 世田谷区 池尻３－２３－５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-5136
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東京バルタン 世田谷区 池尻３－２－５　コンフィアンス流来１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-5951

ラ・テールメゾン 世田谷区 池尻３－２７－９ 飲食店 JS-0000-2030

MARDOCK 世田谷区 池尻３－２８－６　ファーストアミューズビル１Ａ　 飲食店 ZN-0000-6003

TRIANGLE 世田谷区 池尻３－２８－６　ファーストアミューズメントビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5892

Pescheria Cara mishuku 世田谷区 池尻３－３０－１０　三旺ビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-3837

ビストロ喜楽亭 世田谷区 池尻３－３０－５ 飲食店 JS-0003-3016

三葉洞 世田谷区 池尻３－３－３　　 飲食店 ZN-0000-6118

花しずく 世田谷区 池尻３－３－３　グレイス池尻１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5962

レガーレ＋茂 世田谷区 池尻３－４－２　　 飲食店 ZN-0000-6384

琥珀庭池尻店 世田谷区 池尻３－４－３　　 飲食店 ZN-0000-6104

宵の椿 世田谷区 池尻４－３６－８　　 飲食店 ZN-0000-5974

柳 世田谷区 池尻４－３９－３ 飲食店 JS-0004-7072

沖縄ダイニングゆんたく 世田谷区 池尻４－９－１５ 飲食店 JS-0001-7552

旬の寿司 いち井 世田谷区 中町４－２８－１０　トレンディハウス１０１ 飲食店 JS-0002-0096

てんぷら 天佑 世田谷区 中町５－３５－１３　　 飲食店 ZN-0000-5896

リーノ・バンビーノ 世田谷区 等々力２－１－１４ 飲食店 JS-0000-9182

食彩酒となり 世田谷区 等々力２－１６－１５　早川電機ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6430

ヴィーノ 世田谷区 等々力２－１８－１１　ＪＣＳ尾山台ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4806

くらうど 世田谷区 等々力２－１９－１２　ＯＫビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6720

すし処 會 世田谷区 等々力２－３４－５　　 飲食店 ZN-0000-6082

うおいちばん等々力 世田谷区 等々力３－１７－６　　 飲食店 ZN-0000-6395

エビス参　等々力店 世田谷区 等々力３－５－１１　ライオンズマンション等々力第５－１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6847

Andiamo 世田谷区 等々力４－１３－１８　プレステージ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6553

ラ・ゴルディータ 世田谷区 等々力４－２４－１０　　 飲食店 ZN-2000-0461

SingleMaltBarTIME 世田谷区 等々力５－５－９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2737

BENETOKYO 世田谷区 等々力６－３８－１８　パラスト自由が丘１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6180

鮨はあべすと 世田谷区 等々力７－１４－５　　 飲食店 ZN-0000-6121

寿司割烹 水郷 世田谷区 等々力８－１５－１４　　 飲食店 ZN-2000-0038

TrattoriadaCanda 世田谷区 南烏山１－３０－２　藤和シティーコープ芦花公園１０４ 飲食店 JS-0001-0563

川国風味小林 世田谷区 南烏山３－２３－７　芦花パークヒル３－１０１ 飲食店 JS-0000-9037

Gon － Pesche 世田谷区 南烏山４－１０－２　安田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6016

なぶら屋 世田谷区 南烏山４－１３－９　誠ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3176

松海寿司 世田谷区 南烏山４－１４－７　　 飲食店 ZN-0000-6291

peco peco 世田谷区 南烏山４－９－１３　烏山ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5488

だるま千歳烏山 世田谷区 南烏山５－１２－１　安田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9502

八 総本店 世田谷区 南烏山５－１２－８　Ｋビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6475

もつやき処い志井烏山店 世田谷区 南烏山５－１３－４　　 飲食店 ZN-0000-6085

シゴルギル 世田谷区 南烏山５－１７－１１　三栄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4086

FullBase 世田谷区 南烏山５－１７－１１　三栄ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6447

世田谷餃子 世田谷区 南烏山５－１７－１２　２Ｆ 飲食店 SL-2001-0075

焼鳥屋優 世田谷区 南烏山５－１８－１５　ＡＮＯＡＴＨ南烏山４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6440

かもくら 世田谷区 南烏山５－２５－１２　　 飲食店 ZN-2000-4314

エノテカクラフト 世田谷区 南烏山５－２５－４ 飲食店 JS-0003-2154

ふぐ季節料理二合半 世田谷区 南烏山５－３２－１４　　 飲食店 ZN-0000-6086
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遊和食きときと 世田谷区 南烏山５－３２－６　サンマルシェ３－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5919

和風イタリアン 村上食堂 世田谷区 南烏山６－２５－１１　セラグリオ烏山１０１ 飲食店 JS-0002-4932

若竹 世田谷区 南烏山６－２８－１４　エステエビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6112

我舎我舎 世田谷区 南烏山６－２９－１３ 飲食店 JS-0004-6672

コーナーズグリル 世田谷区 南烏山６－２９－３　快晴館ビル１０２ 飲食店 JS-0001-2114

クゥ・ド・コション 世田谷区 南烏山６－２９－９　コーポ長澤１０２　 飲食店 SL-2000-0611

牛繁 烏山 2 号店 世田谷区 南烏山６－３－１７　ホワイトパークビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3519

ダイニングバー トルトゥーガ 世田谷区 南烏山６－３３－３２　第２ニイツビル 飲食店 JS-0001-5954

BIRTH 世田谷区 南烏山６－３３－３４　　 飲食店 ZN-2000-3452

新鮮ホルモン自家製キムチの店サランヘ 世田谷区 南烏山６－３３－３４　ＹＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7461

カフェ bluemoon37 世田谷区 南烏山６－４－１２　第５萩野ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-6283

品香園 世田谷区 南烏山６－４－１３　エルデ６－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6348

焼肉東京苑 世田谷区 南烏山６－４－１８　宇田川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5955

エノテカのんとろっぽ 世田谷区 南烏山６－４－６　リバービル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-2768

バニラアイス 世田谷区 南烏山６－５－７　明光ビル新館Ｂ－１０１ 飲食店 JS-0005-1733

四季の家烏山店 世田谷区 南烏山６－６－２　サンマルシェ　 飲食店 ZN-0000-6332

やきとり鬼金棒 世田谷区 南烏山６－７－１９　友野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9861

へちもんや 世田谷区 梅丘１－２１－２　サンクレール的場２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6147

居酒屋しみ亭 世田谷区 梅丘１－２２－４　Ｂ１－１０２号 飲食店 JS-0005-2507

二階苑 世田谷区 梅丘１－２２－５　ＢＮａｖｉ梅ヶ丘２Ｆ 飲食店 ZN-0000-6250

CoCo スタジオ 5 世田谷区 梅丘１－２４－１３　アーバン梅丘Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1812

洋風料理店 TANAKA 世田谷区 梅丘１－２４－１３　サンライズ小池１Ｆ 飲食店 JS-0000-5182

ひみつきち 世田谷区 梅丘１－２６－７　アサノビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8861

いち伍 世田谷区 粕谷４－１８－７　　 飲食店 ZN-0000-5901

BarWonderwall 世田谷区 粕谷４－１９－８　パレスハイツ千歳烏山Ｂ１０２　 飲食店 ZN-2000-4030

焼肉平和亭 世田谷区 粕谷４－２０－１８ 飲食店 JS-0005-7647

鮨徳助 世田谷区 尾山台３－１０－１０　ＯＳビル１　２Ｆ 飲食店 ZN-0000-5952

串よし わいわい 世田谷区 尾山台３－１０－１１　Ｏ・Ａ・Ｂビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5295

生パスタ ピエーノ 世田谷区 尾山台３－１０－９　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0637

ザエカ 世田谷区 尾山台３－１０－９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5928

55TOKYO 世田谷区 尾山台３－２２－５　タニギシビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0003-5595

SUSHIIZAKAYA 楽 HAWAII 世田谷区 尾山台３－２３－１２　Ｒベル尾山台１０１ 飲食店 JS-0002-7585

カラオケ WAVE　尾山台店 1 世田谷区 尾山台３－９－８　石山ビル２Ｆ－２０２　 飲食店 PK-0000-7588

鰻季節料理淺や 世田谷区 北烏山７－３０－３２　北烏山ロータリーマンション１０３ 飲食店 JS-0003-7397

宮崎牛専門店 牛匠 世田谷区 北烏山７－３０－３２　北烏山ロータリーマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6326

椿ノ原 世田谷区 北沢１－３３－１８　リヴェール北沢１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6162

焼肉屋 YAZAWA 世田谷区 北沢２－１０－１２　　 飲食店 ZN-0000-6307

CONA 下北沢店 世田谷区 北沢２－１１－２　　 飲食店 ZN-2000-6317

うまいもの楽味 世田谷区 北沢２－１２－１１　　 飲食店 ZN-0000-6159

Beblue 世田谷区 北沢２－１２－１１　島田ビル　 飲食店 ZN-2000-3558

炭火焼鳥 西田屋 世田谷区 北沢２－１２－２　　 飲食店 ZN-0002-1374

かくれ家 世田谷区 北沢２－１２－２　下北沢店舗１－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-6184

下北ホルモン肉力屋 世田谷区 北沢２－１２－３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8738

串房醉下北沢店 世田谷区 北沢２－１２－７　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8086
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pebble 世田谷区 北沢２－１４－１　ＯＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5924

ゆくてぃ家 世田谷区 北沢２－１４－１　ＯＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0428

3rdstonecafe 世田谷区 北沢２－１４－１　ＯＴビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6602

前菜坊風神 世田谷区 北沢２－１４－１０　こだまビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6480

KebabCHef 世田谷区 北沢２－１４－１４　ハニー下北沢２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6409

楽酒屋ごえん 世田谷区 北沢２－１４－１６　北沢プラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6262

萬波　下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－１８　ミネット下北沢　 飲食店 PK-0000-6384

CoCo 都可下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－７　下北沢セントラルビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8674

ブリキボタン CAFE ＆ DINING 下北沢 世田谷区 北沢２－１４－７　下北沢セントラルビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5447

炭火ダイニング ゆんたく 世田谷区 北沢２－１４－７　第３４東京ビル２ＦＢ 飲食店 JS-0002-1917

松 下北沢 世田谷区 北沢２－１５－１１　センヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7234

うなぎの竹若 世田谷区 北沢２－１５－３　中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6186

博多炭火焼鳥 とりを 世田谷区 北沢２－１５－４　光倫ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2001-1141

シアムエラワン 世田谷区 北沢２－１５－５　アヴニールビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7057

Cinq 世田谷区 北沢２－１－７　ハウジング北沢ビル２－６Ｆ 飲食店 JS-0003-1155

王さんの菜館 世田谷区 北沢２－１７－１０　　 飲食店 ZN-0000-6199

COSMOS 下北沢店 世田谷区 北沢２－１－８　サンクビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6318

Bar John Doe 世田谷区 北沢２－１８－５　Ｎｅビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6898

澤乃茶屋源八 世田谷区 北沢２－１８－５　北沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6080

もんじゃの居酒屋 みんなん家 世田谷区 北沢２－２－１４　モアイ茶沢２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5909

SCHMATZ 下北沢店 世田谷区 北沢２－２４ 飲食店 JS-0005-4906

無国籍 DINING 一心 世田谷区 北沢２－２４－９ 飲食店 JS-0005-6322

ワッフルカフェオランジ 世田谷区 北沢２－２６－２１　エルフェアシティ下北沢１０１ 飲食店 ZN-2000-3722

Mother’sRUIN 世田谷区 北沢２－２－７　ＮＦビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-6231

蕎麦切り正音 世田谷区 北沢２－２８－１　慶水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6224

namida 世田谷区 北沢２－２８－７　エルフェアシティ下北沢２－１０２Ｂ　 飲食店 ZN-0000-6240

cafegarageDogberry 世田谷区 北沢２－２９－１６　高木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7147

サンデーブランチ 世田谷区 北沢２－２９－２　フェニキアビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1138

サンデーブランチ 世田谷区 北沢２－２９－２　フェニキュアビル 飲食店 JS-0005-7508

大阪焼肉ホルモンふたご下北沢店 世田谷区 北沢２－３１－２　大久ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6294

虹色 CURRY 食堂 世田谷区 北沢２－３１－９　ニュービルト２Ａ　 飲食店 ZN-0000-5942

フォース 世田谷区 北沢２－３２－７　青柳ビル２－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-6372

串かつ Tonbi 世田谷区 北沢２－３３－１０　Ｄ ’ ｓビル１０１ 飲食店 JS-0003-3726

barnitas 世田谷区 北沢２－３３－１１　ＳＹ－１－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4192

漣桜ト桃蕾 世田谷区 北沢２－３３－１２　ＭＧ－１ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6268

RAINBOWCAFEBARDINING 世田谷区 北沢２－３３－５　マスヤマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6042

Musha Musha 世田谷区 北沢２－３３－６　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7699

牛繁下北沢店 世田谷区 北沢２－３４－１０　ミチルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6118

La casa Prima － e － vera 世田谷区 北沢２－３４－１１　ふくろうビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-6523

SHARE 世田谷区 北沢２－３４－１１　リアンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6210

両花 世田谷区 北沢２－３４－８　ＫＭビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6059

おじゃが 世田谷区 北沢２－３５－１５　シンヤシキビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7445

Bullseye 世田谷区 北沢２－４０－１５　芦田ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-6281

下北ぞっこん 世田谷区 北沢２－４－１０　プラザ花１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-6167
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［世田谷区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

デューク 世田谷区 北沢２－５－１０　第５マツヤビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5920

新台北 世田谷区 北沢２－６－５　　 飲食店 ZN-2000-6487

炭火焼肉ホルモン劇場 den 世田谷区 北沢２－６－５　ルイビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6143

和食ばるざっくばらん下北沢店 世田谷区 北沢２－６－６　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5875

のたぼうず 下北沢 世田谷区 北沢２－８－４　松田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4481

太樹苑下北沢店 世田谷区 北沢２－８－８　　 飲食店 ZN-0000-6094

ビアバル Festa 世田谷区 北沢２－９－１　大新ビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-2482

にしんば 世田谷区 北沢２－９－２０　　 飲食店 ZN-0000-6064

COCO 世田谷区 北沢２－９－２１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3084

鳥友 世田谷区 北沢２－９－２３　　 飲食店 ZN-0000-6390

Bar CHASSY 世田谷区 北沢２－９－２３　第２鈴木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1293

ami － amis 世田谷区 北沢２－９－２４　博雅ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6173

モロッコ料理の台所エンリケマルエ 世田谷区 北沢３－１－１５　プレジオ北沢１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1222

テピート 世田谷区 北沢３－１９－９　　 飲食店 ZN-2000-6557

炭火串焼てっちょこ 世田谷区 北沢３－２－１０　堀口ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9006

YUUKOKU 世田谷区 北沢３－２６－１　ハイムフランス１０２ 飲食店 JS-0003-7737

春草 世田谷区 野沢２－５－１　ＤＡＹＡＷＡＲＤＹ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5961

CORDE 世田谷区 野沢４－２４－１　ヴィルヌーブタワー２Ｆ－Ｃ－３　 飲食店 ZN-0000-6439

ユナイテッド・カフェ 世田谷区 野沢４－４－８　　 飲食店 ZN-0000-6496

すし処 井乃上 世田谷区 用賀２－１４－４ 飲食店 JS-0003-0148

ホドリ用賀店 世田谷区 用賀２－２８－１９　　 飲食店 ZN-0000-5925

だいたや 世田谷区 用賀２－３８－１２　パルメフェゾン１０２　 飲食店 ZN-0000-6373

CONA 用賀店 世田谷区 用賀２－３８－７　サンバーナビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6265

パリス 世田谷区 用賀２－３９－１７　第３ベルハイム駅地下ビルＡ－１　 飲食店 ZN-0000-6044

いちぼ 世田谷区 用賀３－１１－１４　　 飲食店 ZN-0000-6398

豆魚菜 万さく 世田谷区 用賀３－１５－６　Ｍ．ＢＯＮＤ用賀１０１ 飲食店 JS-0001-6077

QP’s 世田谷区 用賀３－１７－５　石黒ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6020

大衆肉割烹三ツ星 世田谷区 用賀３－１８－５　ダイニコバヤシビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6486

福寿 用賀店 世田谷区 用賀４－１０－１　ＳＢＳビルテラス２－２Ｆ 飲食店 JS-0000-0705

しゃぶしゃぶ・すき焼鍋まる用賀店 世田谷区 用賀４－１０－１　ＳＢＳビルテラス２－２Ｆ 飲食店 JS-0004-4574

ほろりや 世田谷区 用賀４－１１－１０　サンエイ用賀ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6302

ボディアンドソウル用賀 世田谷区 用賀４－１１－４　福島ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-6193

焼肉星山 世田谷区 用賀４－１４－２　　 飲食店 ZN-0000-6459

市屋苑 世田谷区 用賀４－１４－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6155

ダイニングバー ジーニー 世田谷区 用賀４－１－５ 飲食店 JS-0003-9691

aletta 世田谷区 用賀４－１６－６　川村ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6021

魚庄 世田谷区 用賀４－１７－７　　 飲食店 ZN-2000-0169

リリーアン 世田谷区 用賀４－１９－１５　　 飲食店 ZN-0000-6429

鮨やぎはし 世田谷区 用賀４－３１－１　サンアンドフラワービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-9357

BAR 月光 世田谷区 用賀４－５－１５　４Ｆ 飲食店 JS-0002-2478

司バラ焼き大衆食堂東京組 世田谷区 用賀４－５－１５　プラグインガーデン３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6475

炎陣用賀店 世田谷区 用賀４－９－２０　プチフレール１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6435
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