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加盟店名 所在地 ジャンル

bistro brown 渋谷区 宇田川町　３３－１０　Ｊ＋ＲビルＪサイド２Ｆ 飲食店 SL-2001-0255

CONA 宇田川町店 渋谷区 宇田川町１０－１　パークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5188

宇田川町魚金 渋谷区 宇田川町１０－２　いちご渋谷宇田川町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4841

andpeopleudagawa 渋谷区 宇田川町１０－２　新東京ビル 飲食店 JS-0004-7739

リズムカフェ 渋谷区 宇田川町１１－１　柳光ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5017

然 渋谷区 宇田川町１１－１１　４Ｆ 飲食店 JS-0004-6351

炙焼肉・ホルモン 渋谷区 宇田川町１２－１２　シグマ第５ビル　 飲食店 ZN-0000-4997

SACANOVA GRAN 渋谷区 宇田川町１２－１７　プロトビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4542

花の邸 渋谷区 宇田川町１２－７　７Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5123

卓球酒場ぽん蔵渋谷店 渋谷区 宇田川町１２－７　エメラルドビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0960

スパイシースパイシーセンター街店 渋谷区 宇田川町１２－９　ジュール渋谷８Ｆ 飲食店 JS-0000-8830

Hailey’5Cafe 渋谷店 1st 渋谷区 宇田川町１３－１１　ＫＮ渋谷１ビル７Ｆ 飲食店 JS-0003-2153

宇田川紫扇 渋谷区 宇田川町１３－１６　コクサイビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5038

PeruvianMIRAFLORES 渋谷区 宇田川町１３－１６　国際ビルＡ館４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5048

THE CASTLE 渋谷区 宇田川町１３－７　ちとせ会館ビル７階Ａフロア 飲食店 JS-0004-7977

渋谷たまり場えん家～渋谷肉横丁店～ 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館２Ｆ 飲食店 JS-0002-3412

とりビアー渋谷肉横丁店 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館２Ｆ 飲食店 JS-0004-2285

肉神 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5712

渋谷肉横丁てっぱん 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6703

渋谷肉横丁肉寿司 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館２Ｆ渋谷肉横町内　 飲食店 ZN-0000-5303

響 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4848

肉広場 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5077

Ha chi ka i 渋谷区 宇田川町１３－９　８Ｆ 飲食店 JS-0004-5644

東京基地スペイン坂店 渋谷区 宇田川町１６－１４　スペイン坂松下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5039

バルバッコア  渋谷店 渋谷区 宇田川町２０－１５　ヒューマックスパビリオン渋谷公園通り７Ｆ 飲食店 AX-2000-0007

北陸旬鮮かわせ 渋谷区 宇田川町２－１　渋谷ホームズＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3362

牛繁 渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町２２－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4761

咲蔵 渋谷区 宇田川町２３－５　ハイマンテン渋谷６－Ａ　 飲食店 ZN-0000-5186

月島もんじゃ おこげ渋谷 渋谷区 宇田川町２４－８ 飲食店 AL-0000-0130

SHISO BURGER 渋谷店 渋谷区 宇田川町２５－１１　江島屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8465

牛若丸 渋谷区 宇田川町２６－１１　白馬ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7228

おいどん 渋谷店 渋谷区 宇田川町２６－２　サンルイビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4778

魚龍 渋谷区 宇田川町２６－４　Ｌｕ８２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4894

うみきん 渋谷区 宇田川町２６－４　Ｌｕ８２ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5091

しぶや駄菓子バー 渋谷区 宇田川町２６－５　育真プラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5099

大阪焼肉ホルモンふたご渋谷店 渋谷区 宇田川町２９－２　渋谷センター街マイアミビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4982

CoCo 都可渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町２９－３　渋谷北田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8722

香港厨房 渋谷店 渋谷区 宇田川町３０－１　蓬莱屋ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-0072

SOLAMIGO 渋谷店 渋谷区 宇田川町３０－２　ケゼットハウスＢ２ 飲食店 JS-0001-7306

THE ALDGATE 渋谷区 宇田川町３０－４　新岩崎ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-7523

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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プレス 渋谷区 宇田川町３０－４　新岩崎ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4601

居酒屋彩 渋谷区 宇田川町３０－５　ＪＯＷビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5027

牛丸 渋谷区 宇田川町３０－５　渋谷ＪＯＷビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5111

サムギョブサル専門店金ちゃん 渋谷区 宇田川町３０－５　渋谷ＪＯＷビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5184

博多劇場 渋谷店 渋谷区 宇田川町３１－１　７Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9561

Hailey’5Cafe 渋谷 BEAM 店 渋谷区 宇田川町３１－２　渋谷ＢＥＡＭ５Ｆ 飲食店 JS-0005-1583

佐賀雑穀 渋谷区 宇田川町３１－４　篠田ビル７Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5160

KANATA 渋谷区 宇田川町３１－９　ハナテイビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5105

創作ゆず料理ゆずの小町渋谷店 渋谷区 宇田川町３２－１２　アソルティ渋谷６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1988

串焼黒松屋渋谷店 渋谷区 宇田川町３３　グランド東京渋谷ビル内 飲食店 JS-0005-4904

BOILINGPOINT 渋谷区 宇田川町３３－１　グランド東京渋谷ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7556

中国ラーメン揚州商人渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町３３－１２　Ｊ＋Ｒビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5310

LoungeVillas 渋谷区 宇田川町３３－８　塚田ビル７Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5005

MarieIranganee 渋谷区 宇田川町３４－６　Ｍ＆Ｉビル５Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0001-4519

RODEO ＆ Cafe 渋谷区 宇田川町３５－１　　 飲食店 ZN-2000-5598

ミスミヤ 渋谷区 宇田川町３５－４　オークヴィレッジＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1897

韓ちゃんね 渋谷店 渋谷区 宇田川町３６－１　Ｎａｖｉ渋谷３－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4541

ホルモン千葉 渋谷店 渋谷区 宇田川町３７－１２　眞砂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9518

てっぺん渋谷男道場 渋谷区 宇田川町３７－１３　下田ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-4775

NIGHTFLY 渋谷区 宇田川町３７－１８　トツネビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9044

てっぺん渋谷女道場 渋谷区 宇田川町４１－２３　河野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4740

なかめのてっぺん 渋谷店 渋谷区 宇田川町４１－２６　Ｆ１０ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4560

BOW 渋谷区 宇田川町４１－２６－２０２ 飲食店 JS-0003-7603

鮨あい澤 渋谷区 宇田川町４２－１５　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4602

チャングミ 渋谷区 宇田川町４２－２９　　 飲食店 ZN-0000-4972

焼肉最牛 渋谷区 宇田川町６－１１　原宿パークマンションＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2678

ほるもん倶楽部あじくら渋谷 2 号店 渋谷区 円山町１０－７　リーフ渋谷１６－１Ｆ 飲食店 JS-0003-6199

いち座 渋谷区 円山町１－１６　３Ｆ 飲食店 JS-0005-5443

すし○× 渋谷区 円山町１－１８　峯ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5786

椿堂バル 渋谷区 円山町１－３　猪鼻ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4970

肴とり 渋谷区 円山町１－３　猪鼻ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5103

ゆいま～る食堂 渋谷区 円山町１３－９　メゾン若林Ｂ１０１　 飲食店 ZN-0000-4958

LOFT9Shibuya 渋谷区 円山町１－５　ＫＩＮＯＨＡＯＳ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1478

老麻火鍋房 渋谷区 円山町１５－３　グランエストビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6133

アンシャンテ 渋谷区 円山町１７－２ 飲食店 JS-0001-6466

楽家 渋谷区 円山町１７－２ 飲食店 JS-0002-7861

奈る実 渋谷区 円山町１７－２　　 飲食店 ZN-0000-4732

ひしゅうや 渋谷区 円山町１８－２　藤田ハイツ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4758

おかめ茶屋 渋谷区 円山町１９－１１　松原コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0174

くいものや洛神泉店 渋谷区 円山町１９－１２　ウエストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4607

メリプリンチペッサ 渋谷区 円山町２２－１１　ソレイユＮＳ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4589

ぽっらぽっら 渋谷区 円山町２２－１１　堀内ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5150

まるみ商店 渋谷区 円山町２２－１４　塙ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5024

LeZinc 渋谷区 円山町２２－１５　ミドリエンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0531
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KitchenHASEGAWA 渋谷区 円山町２２－１６　　 飲食店 ZN-0000-4938

ダム・ジャンヌ 渋谷区 円山町２３－４　　 飲食店 ZN-0000-4825

日本料理いまここ 渋谷区 円山町２５－８　ビション道玄坂 飲食店 JS-0001-9039

蛇の健寿司 渋谷区 円山町２７－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4730

JUNK CAFE TOKYO 渋谷区 円山町３－２　後藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2999

SUSHI 権八 渋谷 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0099

権八 渋谷 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１４Ｆ　 飲食店 AX-2000-0103

カフェ レガート 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１５Ｆ　 飲食店 AX-2000-0113

SIXKITCHEN 渋谷区 円山町５－１４　スタービル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5237

和食居酒屋 MARU 渋谷区 円山町５－１８　道玄坂スクエア１Ｆ 飲食店 JS-0003-3507

荒木山 渋谷区 円山町６－１１　　 飲食店 ZN-0000-5173

松木家 渋谷区 円山町６－８　　 飲食店 ZN-2000-0505

グッドフェローズ 渋谷区 円山町７－１１　梅北ビル３０２ 飲食店 JS-0001-1381

ほるもん倶楽部あじくら 1 号店 渋谷区 円山町７－１２　池田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5670

水炊き波多野 渋谷区 円山町７－２　ＥＤＩＦＩＣＥ渋谷１０３ 飲食店 JS-0003-3589

バブルス 渋谷区 円山町７－２　今江マンション　１０１　 飲食店 ZN-0000-4523

ワイン酒場ウラッチェ 渋谷区 円山町７－７　川路ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5229

ハイライフポークテーブル 渋谷区 猿楽町１０－１　マンサード代官山２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5132

ブラッスリー タブローズ 渋谷区 猿楽町１１－６　サンローゼ代官山Ｂ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0110

タブローズ ラウンジ 渋谷区 猿楽町１１－６　サンローゼ代官山Ｂ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0111

美味飲茶酒楼 渋谷区 猿楽町１１－６サンローゼ代官山２０４ 飲食店 JS-0000-9661

オステリアウララ 渋谷区 猿楽町１－３　ユガテビル１．２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4878

AtsushiHatae 代官山 渋谷区 猿楽町１７－１７　ＭＨ代官山１Ｆ 飲食店 JS-0005-1894

代官山いく田 渋谷区 猿楽町１８－８　ヒルサイドテラスＦ－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7336

レストランシェリュイ 渋谷区 猿楽町２０－１５ 飲食店 SL-2001-0896

代官山 RINGRAZIARE koji morita 渋谷区 猿楽町２－１１　氷川ビル４０２ 飲食店 SL-2000-3274

アジアンスパイスキング 渋谷区 猿楽町２－１２　あいのやビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4900

CRISP DAIKANYAMA 渋谷区 猿楽町２４－７　代官山プラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5171

アマランスラウンジ 渋谷区 猿楽町２－５　佐藤エステートビル３号館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0369

はいさいキッチン代官山 渋谷区 猿楽町２６－２　ＳａｒｕｇａｋｕＡ－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4985

代官山 まるひら 渋谷区 猿楽町２６－２　ＳａｒｕｇａｋｕＣ－２Ｆ 飲食店 JS-0002-3115

ル・コントワール・オクシタン 渋谷区 猿楽町２９－１８　ヒルサイドテラスＡ－６　 飲食店 ZN-0000-4700

レストランパッション 渋谷区 猿楽町２９－１８　ヒルサイドテラスＢ－１　 飲食店 ZN-0000-4701

立道屋 渋谷区 猿楽町３０－８　ツインビル代官山Ｂ－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-4695

SCAPE 渋谷区 恵比寿１－１１　グランベル恵比寿３－７Ｆ 飲食店 JS-0004-0505

松栄恵比寿東口店 渋谷区 恵比寿１－１１－１３　諸戸ビル２Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5214

串焼きもんじろう 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5211

FRAGANTEHUMO 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5215

くずし鉄板あばぐら GEMS 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5318

秋田純米酒処恵比寿店本家あべや 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5271

バルデビス 渋谷区 恵比寿１ー２２ー１４　石井ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-3226

ソナロッサ 渋谷区 恵比寿１－１２－５　アジマビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5139

NICHE 渋谷区 恵比寿１－１２－７　三恵３１－８Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-2475

月 渋谷区 恵比寿１－１２－７　三恵３１ビル５－Ａ　 飲食店 ZN-0000-4592
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サラ・アンダルーサ 渋谷区 恵比寿１－１６－２８　ＴＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8932

レストランモンタンベール 渋谷区 恵比寿１－１６－２９　デリス第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4964

67 餃子恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－１－７　　 飲食店 ZN-0000-4918

東京オイスターバーエビス 渋谷区 恵比寿１－１８－１６－１０４　　 飲食店 ZN-0000-5071

越後屋喜八郎 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２０－１　恵比寿コンフォートビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4629

haconiwa 渋谷区 恵比寿１－２０－１　恵比寿コンフォートビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3125

MASA’SKITCHEN47 渋谷区 恵比寿１－２１　コンフォリア恵比寿Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4507

自然生村 渋谷区 恵比寿１－２１－１５　いーすとＥＢＩＳＵ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4549

おばんざい料理なかよしはなれ 渋谷区 恵比寿１－２１－５　ＧＬＡＮＺ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5045

魚 BAR 一歩 渋谷区 恵比寿１－２２－１０　カマスヤ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5081

ブラウンシュガー 渋谷区 恵比寿１－２２－１７　オーワビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4922

魁人 渋谷区 恵比寿１－２２－２３　ヴィラハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4760

Tsunami．EbisuTokyo 渋谷区 恵比寿１－２２－３　シルバープラザ恵比寿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5328

炭 bio 渋谷区 恵比寿１－２２－８　恵比寿ファーストプレイス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4981

フィッシュハウスオイスターバー東口店 渋谷区 恵比寿１－２３－１６　第六大浦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0664

リストランテマッサ 渋谷区 恵比寿１－２３－２２　小林鉄工ビル　 飲食店 ZN-0000-4735

えびす あふそや 渋谷区 恵比寿１－２４－７ 飲食店 JS-0002-3070

Lib 渋谷区 恵比寿１－２５－１１　２Ｆ 飲食店 SL-2000-7404

馬肉屋たけし 渋谷区 恵比寿１－２５－１１　３Ｆ 飲食店 JS-0001-2704

餃子歩兵恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２５－１１　ＴＹＭＳビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0066

恵比寿ほし 渋谷区 恵比寿１－２５－７　サンダラータ恵比寿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4587

にんにくや 渋谷区 恵比寿１－２６－１２　　 飲食店 ZN-0000-4634

十番右京恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２６－１３　ＳＥビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5312

中国名菜 錦 渋谷区 恵比寿１－２６－１３　ＳＥビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7366

MERCERCAFE 渋谷区 恵比寿１－２６－１６　柴田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1365

鮨まつした 渋谷区 恵比寿１－２９－１６　ベルハイム１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-5326

GEMbymoto 渋谷区 恵比寿１－３０－９　　 飲食店 ZN-0000-5044

plate 渋谷区 恵比寿１－３１－１１　ソシア恵比寿１Ｆ 飲食店 SL-2000-8105

kingyo 渋谷区 恵比寿１－５－８　初鹿野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6659

貝鮮市場 渋谷区 恵比寿１－６－１　　 飲食店 ZN-0000-4817

トラジ恵比寿園店 渋谷区 恵比寿１－６－９　　 飲食店 ZN-0000-0167

う福恵比寿 渋谷区 恵比寿１－７－１０　　 飲食店 ZN-0000-5253

鮨たかだ 渋谷区 恵比寿１－７－１２　追分ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4832

がらく本店 渋谷区 恵比寿１－７－１２　追分ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-4596

浜椿 渋谷区 恵比寿１－７－２　恵比寿横丁内 飲食店 JS-0000-0391

恵比寿横丁恋酒場 渋谷区 恵比寿１－７－３　第一協栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5234

きのこ料理きのこ 渋谷区 恵比寿１－７－４　　 飲食店 ZN-0000-5064

恵比寿横丁肉寿司 渋谷区 恵比寿１－７－４　山下ショッピングセンター　 飲食店 ZN-0000-5286

GROOCHY1 渋谷区 恵比寿１－７－９　ハイライフ恵比寿２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0003

恵比寿でですけ 渋谷区 恵比寿１－８－１４　大黒ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4746

MUSE 渋谷区 恵比寿１－８－１８　Ｋ－１２Ｆ 飲食店 JS-0003-1007

鍈輝 渋谷区 恵比寿２－１０－５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7333

ドランカー 渋谷区 恵比寿２－１１－７　グランディオ恵比寿２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5042

レストランラベイエ 渋谷区 恵比寿２－１３－１０　レンブラント広尾１０２　 飲食店 ZN-0000-4910
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日本料理四四 A2 渋谷区 恵比寿２－１３－１０　レンブラント広尾１Ｆ 飲食店 JS-0002-3830

1969 渋谷区 恵比寿２－１３－２１　　 飲食店 ZN-0000-4966

賛否両論 渋谷区 恵比寿２－１４－４　太田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1625

フミーズグリル 渋谷区 恵比寿２－１－５　佐々木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1773

パスタ料理屋ニーノ 渋谷区 恵比寿２－１７－１８　小海ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4505

日本料理天現寺笹岡 渋谷区 恵比寿２－１７－１８　中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4729

アラディン 渋谷区 恵比寿２－２２－１０　　 飲食店 ZN-0000-4741

audeco 渋谷区 恵比寿２－２３－３　　 飲食店 ZN-2000-6254

タベルナクアーレクラシケ 渋谷区 恵比寿２－２６－６　　 飲食店 ZN-0000-5251

鮨 広尾 桂 渋谷区 恵比寿２－２８－７　秀マンション１Ａ 飲食店 JS-0004-1424

BonSweets ＆ Congrats ！ 渋谷区 恵比寿２－３７－８　恵比寿ヂョイフル２０１ 飲食店 JS-0004-4147

REBORN 渋谷区 恵比寿２－３８－１２　高木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4660

きえん 渋谷区 恵比寿２－３９－４　　 飲食店 ZN-2000-7073

焼とり中川 渋谷区 恵比寿２－５－７　富澤店舖１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-5200

artichaut 渋谷区 恵比寿２－６－２９　アコルタビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8104

弥栄 渋谷区 恵比寿２－８－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-5149

城ヶ崎おかもと 渋谷区 恵比寿２－９－１　ＥＢＩＳＦＬＡＴ１Ｂ 飲食店 JS-0000-6808

日本料理秀たか 渋谷区 恵比寿２－９－４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6502

TETOTEAPARTMENT 渋谷区 恵比寿３－１－４　モンシャトー恵比寿　 飲食店 ZN-0000-5061

Rue Favart 渋谷区 恵比寿３－２８－１２ 飲食店 JS-0004-9139

トラットリア モード 渋谷区 恵比寿３－２８－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4996

AUGAMINDETOKIO 渋谷区 恵比寿３－２８－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5001

深夜食堂はなれ 渋谷区 恵比寿３－２８－３　ＣＡＳＡＰＩＡＴＴＯＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0698

四一一 渋谷区 恵比寿３－２９－１６　ＡＢＣＡＮＮＥＸビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4986

CRISPEBISU 渋谷区 恵比寿３－２９－１６　ＡＢＣアネックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5072

晩翠恵比寿白金 渋谷区 恵比寿３－３９－７　ラフィネＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5227

マジカメンテ 渋谷区 恵比寿３－４１－９　恵比寿台ハイツ１０２　 飲食店 ZN-2000-3954

馬加羅亭 渋谷区 恵比寿３－４－７　第４得丸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4528

バンブーグラッシィ 渋谷区 恵比寿３－９－２９　シェビア恵比寿Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4953

ebisu 蔵 渋谷区 恵比寿４－１０－３ 飲食店 JS-0002-0794

北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－１０－８－２０２ 飲食店 JS-0003-1704

恵比寿くろいわ 渋谷区 恵比寿４－１１－１２ 飲食店 JS-0003-5910

串焼き鳥獣戯画 渋谷区 恵比寿４－１－１８　恵比寿ネオナートビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4860

恵比寿魚金 渋谷区 恵比寿４－１－１８　恵比寿ネオナートビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1411

銀平恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－２０－３　　 飲食店 ZN-0002-1458

鮨たか 恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイスタワー３８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4503

えびす坂鳥幸 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイスタワー３８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5131

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガーデンプレイス店 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイスタワーＢ２Ｆ 飲食店 AX-2000-0011

九州男とうまかもん。わさび 渋谷区 恵比寿４－２２－８　グロリアスマンション１０１ 飲食店 JS-0000-8887

鮨くりや川 渋谷区 恵比寿４－２３－１０　ヒルサイドレジデンスＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4627

MHOUSE 渋谷区 恵比寿４－２３－１３　ＭＥＲＣＥＲＢＬＤＧ１Ｆ～３Ｆ 飲食店 ZN-0002-1411

炭火焼鶏鶏敏 渋谷区 恵比寿４－２３－１４　ＡＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2861

勝又 渋谷区 恵比寿４－２３－９　恵比寿ブルーメ１０１ 飲食店 JS-0000-9551

リグニス 渋谷区 恵比寿４－２７－１　ｐａｇｏｄａ　ＳＫビル１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0114
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こがねうどん 酒場 渋谷区 恵比寿４－２７－１６　グランコートエビス１Ｆ 飲食店 JS-0001-7634

ブラチェリアデリツィオーゾイタリア 渋谷区 恵比寿４－２７－１７　ルビナス恵比寿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4798

So － TEN 渋谷区 恵比寿４－２７－４　１Ｆ～５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4521

肉割烹かつまた 渋谷区 恵比寿４－２７－７　Ｓ：ｖｏｒｔ恵比寿６Ｆ 飲食店 JS-0004-6987

京鼎樓 HANARE 渋谷区 恵比寿４－３－１　クイズ恵比寿　 飲食店 ZN-0000-4654

京鼎樓 渋谷区 恵比寿４－３－１　ケイズ恵比寿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4736

麺酒場 框 渋谷区 恵比寿４－４－１４　イナビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4859

モンスーンカフェ 恵比寿 渋谷区 恵比寿４－４－６　ＭＡＲＩＸ恵比寿ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0094

レストラン・バー アミューズメント 渋谷区 恵比寿４－６－１　ＭＦビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0080

カフェ．カルフール 渋谷区 恵比寿４－６－１　恵比寿ＭＦビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8567

播鳥 恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－７－１　ＤＯＷＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1370

張家恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－７－２　　 飲食店 ZN-0000-4526

Ku-Fuku 渋谷区 恵比寿４－９－１５　HAGIWARA BLDG. ５　Ｂ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0106

四一一はなれ 渋谷区 恵比寿４－９－１５　萩原ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5178

キムカツ恵比寿 渋谷区 恵比寿４－９－５　　 飲食店 ZN-0000-5149

関西割烹 和心庵のら 渋谷区 恵比寿４－９－８　Ｅ・ＢＯＸ・１ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0440

NOSTALGIE 渋谷区 恵比寿４－９－８　Ｅ・ＢＯＸ１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4704

moffoomfika 渋谷区 恵比寿西１－１０－１　クリーンパレス２Ｆ 飲食店 JS-0005-4506

炊き肉牛ちゃん 渋谷区 恵比寿西１－１０－１１　フジワラビルアネックス１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6825

小泉料理店 渋谷区 恵比寿西１－１０－１２　坂元マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4672

VEGA 渋谷区 恵比寿西１－１０－１６　　 飲食店 ZN-0000-4597

Cave de champagne Di 渋谷区 恵比寿西１－１０－３　トラストリンク恵比寿ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4557

焼肉あきちゃん 渋谷区 恵比寿西１－１０－８　杉山ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0004-7994

食彩かどた 渋谷区 恵比寿西１－１－２　しんみつビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4807

肉塊 UNO 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１２－１１　Ｂｉｏｓビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7987

Heroes’Table 渋谷区 恵比寿西１－１２－１１　Ｂｉｏｓビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8896

マザーアースカフェ 渋谷区 恵比寿西１－１２－３　　 飲食店 ZN-0000-4945

Bar 漆 渋谷区 恵比寿西１－１２－９　内田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7498

アガロ 渋谷区 恵比寿西１－１－３　タキカワエビスビル 飲食店 JS-0004-5229

虎 8 渋谷区 恵比寿西１－１３－２　サンキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5249

ゑびす鯛家 渋谷区 恵比寿西１－１３－３　ＲＯＯＢ６　１Ｆ　 飲食店 JS-0000-0645

CAVO 渋谷区 恵比寿西１－１３－３　ＲＯＯＢ６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4656

VT ～ Violet Tiger ～／紫音 渋谷区 恵比寿西１－１３－３　ＲＯＯＢ６　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4906

今市 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-5138

BarCaroNero 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブラッサムＺＥＮ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4834

恵比寿黒帯 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブラッサムＺＥＮ４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4880

鳥幸 WINE PAIRING 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブロッサムＺＥＮ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5021

えびす駄菓子バー 渋谷区 恵比寿西１－１３－７　　 飲食店 ZN-0000-5100

buri 渋谷区 恵比寿西１－１４－１　　 飲食店 ZN-0000-4854

八百長 3RAINBOW 渋谷区 恵比寿西１－１４－１　サンライズビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1117

栃木屋 渋谷区 恵比寿西１－１４－２　　 飲食店 ZN-0000-4584

ふわとろ本舗 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１４－３　満栄佐藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1362

レストランモナリザ 渋谷区 恵比寿西１－１４－４　　 飲食店 ZN-0000-4743

波の家 渋谷区 恵比寿西１－１４－６　ＨＡＧＩＷＡＲＡＢＬＤＧ．６－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6874
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框家 渋谷区 恵比寿西１－１４－９　ブラッサム西ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4597

Pitfall 渋谷区 恵比寿西１－１５－１　センチュリーホーム４０１　 飲食店 ZN-2000-5952

Albente 渋谷区 恵比寿西１－１５－１０　第６横芝ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4558

TAP ＋ 渋谷区 恵比寿西１－１５－２　アパルトマンイトウ１０１　 飲食店 ZN-0002-5209

ゆめの庵 渋谷区 恵比寿西１－１５－４　アパルトマンイトウ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0963

恵比寿米ル 渋谷区 恵比寿西１－１６－７　ＨＡＧＩＷＡＲＡＢＬＤＧ．７Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5620

鮨竹半若槻 渋谷区 恵比寿西１－１６－７　ＨＡＧＩＷＡＲＡビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5197

鮨 竹半 渋谷区 恵比寿西１－１６－８　ドロップイン代官山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4678

きのした恵比寿はなれ 渋谷区 恵比寿西１－１６－８　ドロップイン代官山Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3119

ura ebisu． 渋谷区 恵比寿西１－１７－１　ミトモビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4765

日本料理吉住 渋谷区 恵比寿西１－２０－６　中島グリーンハイツ１０２　 飲食店 ZN-0000-4687

CAFEPARK 渋谷区 恵比寿西１－２１－１５　コンフォリア代官山Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4927

創作料理 凪 渋谷区 恵比寿西１－２９－９　ツゥロワイー代官山１Ｆ 飲食店 JS-0002-7642

abysse 渋谷区 恵比寿西１－３０－１２　ｅｂｉｓｕ－ｈｉｌｌｓ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5151

ラブレー 渋谷区 恵比寿西１－３０－１３　グリーンヒル代官山２０３ 飲食店 ZN-2000-0717

ゴデレッチョ 渋谷区 恵比寿西１－３０－１４　エコー代官山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4887

JENITH GUSTRO 渋谷区 恵比寿西１－３０－１４　エコー代官山２０１ 飲食店 JS-0003-9381

ロワ蔵 渋谷区 恵比寿西１－３－１０　ファイブアネックス１Ｆ 飲食店 JS-0002-1938

美神鶏 渋谷区 恵比寿西１－３－１０　ファイブアネックス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4722

FISHHOUSE OYSTER BAR 渋谷区 恵比寿西１－３－１１　Ｂｅｌｌｅ恵比寿Ｍ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0624

居酒屋 VAGABOND 渋谷区 恵比寿西１－３－１３ 飲食店 JS-0003-1482

ベリーグッドマン 渋谷区 恵比寿西１－３２－１６ 飲食店 JS-0004-4287

寺カフェ代官山 渋谷区 恵比寿西１－３３－１５　ＥＮ代官山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4954

中國名菜龍坊 渋谷区 恵比寿西１－３３－３６　代官山ＭＢビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4963

茶々丸 渋谷区 恵比寿西１－３４－１５　ヒルズ代官山２Ｆ 飲食店 JS-0002-1192

たまきんち 渋谷区 恵比寿西１－３－５　アルス恵比寿メイクス１０６ 飲食店 JS-0005-2307

英司 渋谷区 恵比寿西１－３－５　アルス恵比寿メイクス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5082

トラットリアサルサマーレ 渋谷区 恵比寿西１－３６－５　　 飲食店 ZN-0000-4712

スペインバルガポス 渋谷区 恵比寿西１－３－８　　 飲食店 ZN-0000-4784

Slow 渋谷区 恵比寿西１－３－８　吉田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5141

和酒和食の坂 渋谷区 恵比寿西１－３－８　廣田ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-1409

ボデガスガパ 渋谷区 恵比寿西１－４－１　ＶＡＮＤＡビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4936

米福 渋谷区 恵比寿西１－４－２　川田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4647

恵比寿ダイニング囲本 渋谷区 恵比寿西１－４－４　ＥＢＩＳＵ－Ｓ２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4889

惠比寿コンテナ 渋谷区 恵比寿西１－４－５ 飲食店 JS-0003-6638

シャケ殻荘 渋谷区 恵比寿西１－７－１０　大須賀ビル　 飲食店 ZN-0000-4965

馬喰ろう恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－７－１２　ウインエビス　 飲食店 ZN-0000-4608

KaitoBal 渋谷区 恵比寿西１－７－１３　スイングビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4874

恵比寿ビヤ・ホール 渋谷区 恵比寿西１－７－１５　　 飲食店 ZN-0000-0645

焼肉もとやま 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－７－１５　エビスＫＡＴＯＨビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4942

酒処おやっとさぁ。 渋谷区 恵比寿西１－７－１５　エビスＫＡＴＯＨビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5015

鳥星 渋谷区 恵比寿西１－７－２　ビックストーンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4837

囲邸 渋谷区 恵比寿西１－７－４　Ｍビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-7726

バールミエール 渋谷区 恵比寿西１－７－４　Ｍビル恵比寿１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5108
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寿司文 渋谷区 恵比寿西１－７－７　ＥＢＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8562

ホルモンや恵比寿丸福 渋谷区 恵比寿西１－７－９　タイムハウスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4799

肉寿司 間借り 渋谷区 恵比寿西１－７－９　大須賀ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5157

喜鈴 渋谷区 恵比寿西１－８－１０　ＥＢＩＳＵ高橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5057

TERANGA 渋谷区 恵比寿西１－８－１０　高橋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4525

大阪焼肉ホルモンふたご恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－８－１０　木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5304

凛音 渋谷区 恵比寿西１－８－１３　エムロード戸田３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4853

播鳥 恵比寿別館 渋谷区 恵比寿西１－８－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1375

なかよし本店 渋谷区 恵比寿西１－８－２　ウエストパレス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3929

インダストリアルラウンジ 渋谷区 恵比寿西１－８－２　ウエストパレス２Ｆ－２０３．２０５ 飲食店 JS-0001-0894

pilecafeEBISU 渋谷区 恵比寿西１－８－２　ウエストパレスビル２０７ 飲食店 JS-0001-3721

bistro FUJI 渋谷区 恵比寿西１－８－２　恵比寿ウエストパレス２１２ 飲食店 JS-0004-3534

串カツぼっちゃんと恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－９－１３　ステージファースト恵比寿１０１　 飲食店 ZN-2000-5974

焼肉チャンピオン PENTHOUSE 渋谷区 恵比寿西１－９－３　恵比寿入船ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4822

炭福あこや 渋谷区 恵比寿西１－９－４　小熊ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2395

肉匠とろにく 渋谷区 恵比寿西１－９－４　入船ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5014

BARSHELTER 渋谷区 恵比寿西１－９－６　ＷＥＳＴ．ＣＯビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1301

GREENBROTHER’S 渋谷区 恵比寿西１－９－７　グランベル恵比寿ＷＥＳＴ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5104

アクイーユ 渋谷区 恵比寿西２－１０－１０　　 飲食店 ZN-0000-4610

孫ヱ門 渋谷区 恵比寿西２－１０－２　高梨ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0825

MUSE2 渋谷区 恵比寿西２－１１－８　３Ｆ 飲食店 JS-0004-7212

ブラッカウズ 渋谷区 恵比寿西２－１１－９ 飲食店 AL-0000-0062

ミート矢澤 テイクアウト恵比寿 渋谷区 恵比寿西２－１１－９　東光ホワイトビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0056

Kan’sDiningKOHUKU 渋谷区 恵比寿西２－１６－１１　ビラエビス１０２ 飲食店 JS-0004-0851

831 渋谷区 恵比寿西２－１７－９　ワンシンプリシティ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-5252

フリホーレス代官山 渋谷区 恵比寿西２－１９－８　ＴａｋｅＯｎｅ代官山１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5233

BAL HARA 渋谷区 恵比寿西２－２１－１３　Ｆビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2588

THE MARK trattoria 渋谷区 恵比寿西２－２１－１５ 飲食店 JS-0001-7295

恵比寿 ダルマット 渋谷区 恵比寿西２ー７ー８　Ｓリトリート１Ｆ 飲食店 SL-2000-1649

恵比寿それがし 渋谷区 恵比寿西２－３－１１　メゾンドエビス・１０２ 飲食店 JS-0001-5483

いまり恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－３－１２　メゾンドエビス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4893

ホルモン焼婁熊東京 渋谷区 恵比寿西２－３－５　石井ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-4613

ふさ助 渋谷区 恵比寿西２－３－９　浦－ＭＫＹエビスビル１０２ 飲食店 JS-0001-1957

こっこ 渋谷区 恵比寿西２－８－８　ウエストエビスビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-0572

NS 渋谷区 恵比寿西２－８－８　ウエストエビスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4538

広東料理海栄 渋谷区 恵比寿南１－１０－１１ 飲食店 JS-0004-8683

トラジ恵比寿庵店 渋谷区 恵比寿南１－１－１０　　 飲食店 ZN-0000-0169

CASUALBARBELL 渋谷区 恵比寿南１－１１－１　松本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5780

129 渋谷区 恵比寿南１－１－３　マツダイビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4532

MATAHARI 渋谷区 恵比寿南１－１－３　マツダイビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-6949

おやまだ 渋谷区 恵比寿南１－１３－１１　ヴェール１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4624

モリ 渋谷区 恵比寿南１－１４－２　タイムゾーンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0767

雨後晴 渋谷区 恵比寿南１－１４－２　タイムゾーンビルＢ１Ｆ 飲食店 AD-0000-0424

焼肉レストラン 喜福世 渋谷区 恵比寿南１－１６－１１　ＡＢＣＷＡＣＯビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7080
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MERCER CAFE DANRO 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣＭＡＭＩＥＳ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1378

焼鳥しょうちゃん恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣＭＡＭＩＥＳ４Ｆ 飲食店 JS-0004-7465

恵比寿山の上バル 渋谷区 恵比寿南１－１６－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4950

KNOCK 恵比寿 渋谷区 恵比寿南１－１７－１７　ＴＩＭＥＺＯＮＥテラスビル　 飲食店 ZN-0000-5117

匠鮨おわな 渋谷区 恵比寿南１－１７－１７　タイムゾーンテラスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5213

恵比寿 天ぷら串 山本家 渋谷区 恵比寿南１－１７－２　Ｒホール２Ｆ 飲食店 JS-0004-5800

恵比寿えんどう 渋谷区 恵比寿南１－１７－２　Ｒホール４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5323

八福寿家 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１ 飲食店 JS-0003-4610

オステリアラ・リベラ 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１　西田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7320

中村 玄 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１　西田ビル２０１　 飲食店 ZN-2000-0020

てっぱん料理不愛荘 渋谷区 恵比寿南１－１８－１２　竜王ビル２－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5050

森の机 渋谷区 恵比寿南１－１８－９　ＴｉｍｅＺｏｎｅヒルトップビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4999

Kinoe 渋谷区 恵比寿南１－１８－９　ＴｉｍｅＺｏｎｅヒルトップビル４Ｆ－Ｂ 飲食店 ZN-0000-5230

焼肉鳥 gg じじ 渋谷区 恵比寿南１－２－１０　ユニオンビル１０５ 飲食店 JS-0002-4643

恵比寿和顔 渋谷区 恵比寿南１－２－１２　　 飲食店 ZN-0000-4838

和風料理瀬川屋 渋谷区 恵比寿南１－２－１２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4781

N － parkbarandkitc 渋谷区 恵比寿南１－２１－２０　ＥＮ恵比寿ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0410

喜相逢 渋谷区 恵比寿南１－２３－１　ＡＢＣ亜米利加橋２Ｆ 飲食店 JS-0001-1085

串焼ダイニング十兵衛 渋谷区 恵比寿南１－２３－５　アメリカンブリッジカンパニービル　 飲食店 ZN-0000-4559

GARDEN 渋谷区 恵比寿南１－２３－８　アメリカンブリッジビル　 飲食店 ZN-0000-5158

cam 渋谷区 恵比寿南１－２３－８　アメリカンブリッジビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5254

松栄恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－４　　 飲食店 ZN-0000-4723

THESTELLA － ebisu － 渋谷区 恵比寿南１－２－６　サンポウ恵比寿ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5212

チャンピオン 渋谷区 恵比寿南１－２－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4751

鐵玄恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－８　雨宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4016

炉ばた屋 渋谷区 恵比寿南１－２－８　雨宮ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4738

魚真恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－９　小林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4530

喫茶 銀座 渋谷区 恵比寿南１－３－９　新井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2213

牛恋恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－４－１３　ＲＥＭＡＸビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5647

煌梨恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－４－１４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5035

UP 恵比寿 渋谷区 恵比寿南１－４－１６　シエルブルー恵比寿南３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5137

喰家 渋谷区 恵比寿南１－４－１７　　 飲食店 ZN-0000-4940

牛たん英司 渋谷区 恵比寿南１－４－３　木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5083

焼貝あこや 渋谷区 恵比寿南１－４－４　タイムゾーン小町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6398

ROSEBLUE 渋谷区 恵比寿南１－４－９　床瓜ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5062

アート・カフェ・フレンズ 渋谷区 恵比寿南１－７－８　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7875

ALLBlue 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ恵比寿　 飲食店 ZN-0000-4889

アジアン屋台バルクアトロ 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ恵比寿１０６　 飲食店 ZN-0000-5144

bistro Vista ebisu 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ恵比寿２０３　 飲食店 ZN-0000-5292

裏 NO 庭恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－７－８　恵比寿サウスワン１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4564

EBISUGRILLTEfUTEfU 渋谷区 恵比寿南１－７－８　恵比寿サウスワンビル１ＦＡ区画　 飲食店 ZN-0000-4931

ニクアザブエビステン 渋谷区 恵比寿南１－８－１０　　 飲食店 ZN-0000-5030

炭火焼きえびす鶏 渋谷区 恵比寿南１－８－１０　アンシュティーク恵比寿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5070

アナログカフェラウンジトーキョー 渋谷区 恵比寿南１－８－３　４Ｆ 飲食店 JS-0005-6738
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恵比寿鮪家 渋谷区 恵比寿南１－８－３　東亜恵比寿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5098

オステリアエバールデブー 渋谷区 恵比寿南１－８－４　屋宮ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4668

Ray 渋谷区 恵比寿南１－８－８　リアルミホビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2382

EBISUTEPPANSHOBU 渋谷区 恵比寿南１－８－９　　 飲食店 ZN-0000-5325

イクラ食堂 渋谷区 恵比寿南１－８－９　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7285

えびす呑み場 やました 渋谷区 恵比寿南１－８－９　京城ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2940

しゃぶ焼ふくのや 渋谷区 恵比寿南１－８－９　京城ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1514

真不同 飲茶倶楽部 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－８－９　京城ビル６Ｆ 飲食店 AL-0000-0099

風 渋谷区 恵比寿南１－８－９　第一黄色いビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4535

恵比寿鮪喜 渋谷区 恵比寿南１－９－１０　　 飲食店 ZN-0000-4987

こがね 渋谷区 恵比寿南１－９－１０　ＴＤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5261

HaRe Gastronomia 渋谷区 恵比寿南１－９－４　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7287

福皆来 渋谷区 恵比寿南１－９－４　長谷川ビル１０１ 飲食店 JS-0000-5366

HaRe Gastronomia 渋谷区 恵比寿南１－９－４　長谷川力ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5037

恵比寿ガパオ食堂 渋谷区 恵比寿南２－１－１　恵比寿大森ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6937

ETSUBO 渋谷区 恵比寿南２－１３－１４　茶屋坂Ｔ＆Ｋビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0439

東京和食　りくう 渋谷区 恵比寿南２－１－４　ジョワレ恵比寿２Ｆ 飲食店 AL-0000-0194

酒場シナトラ　恵比寿店 渋谷区 恵比寿南２－１－４　ジョワレ恵比寿Ｂ１Ｆ １Ｆ 飲食店 AL-0000-0193

松下 渋谷区 恵比寿南２－１－６　鳥居ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4726

TrattoriaTomatica 渋谷区 恵比寿南２－１７－５ 飲食店 JS-0000-9963

民家 渋谷区 恵比寿南２－２－２　Ｋ・ＴビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-4753

焼肉トラジ本店 渋谷区 恵比寿南２－２－４　山燃２ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0181

T’sSteakHouse 渋谷区 恵比寿南２－２－４　山燃２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0207

喜鈴別邸〔はなれ〕 渋谷区 恵比寿南２－２５－３　　 飲食店 ZN-2000-6143

クッキアイノ アスティチェ 渋谷区 恵比寿南２－２５－３　ＥＢＩＳＵ　ＨＡＮＡ　ＢＬＤＧ　２Ｆ 飲食店 SL-2000-8278

がらく恵比寿南店 渋谷区 恵比寿南２－２－６　山本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0546

鮨二斬 渋谷区 恵比寿南２－２９－５　ブルーローズガーデン１０２　 飲食店 ZN-0000-4916

タベルナクアーレ 渋谷区 恵比寿南２－３－１　Ｐａｉｚａ恵比寿１０１　 飲食店 ZN-0000-4947

鮨喜一 渋谷区 恵比寿南２－３－１　ＰＡＩＺＡ恵比寿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4774

えびな亭 渋谷区 恵比寿南２－３－１１　杉浦ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3620

恵比寿 18 番 渋谷区 恵比寿南２－３－１３　山燃ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5109

すし松玄 渋谷区 恵比寿南２－３－１３　山燃ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5011

MADISON 渋谷区 恵比寿南２－３－１４　コンツュ恵比寿１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1421

ecru 渋谷区 恵比寿南２－３－１５　ＯＡＫビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5772

haco 渋谷区 恵比寿南２－３－１５　インペリアルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5143

3mm 渋谷区 恵比寿南２－３－２　Ｔ・ナカムラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4818

吉崎食堂恵比寿店 渋谷区 恵比寿南２－３－２　Ｔ－ナカムラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4676

ライフイズビューティフル 渋谷区 恵比寿南２－３－３　第一恵比寿マンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4858

gRay 渋谷区 恵比寿南２－３－３　第一恵比寿マンションＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3649

BARdo 渋谷区 恵比寿南２－３－３　第一恵比寿マンションＣ　 飲食店 ZN-0000-5075

ル・キャトルズ 渋谷区 恵比寿南２－７－４　クオリア恵比寿サウス１０１ 飲食店 JS-0004-2092

エビスマトヤ 渋谷区 恵比寿南２－８－５　岩崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5178

リストランテ デッラ コリーナ 渋谷区 恵比寿南２－９－４　安島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-6028

ピコレ 渋谷区 恵比寿南３－１－２　サウスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7051
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えびす海岸本店 渋谷区 恵比寿南３－４－１　　 飲食店 ZN-0000-4915

火鍋酒家 笑龍 渋谷区 恵比寿南３－９－１５ 飲食店 JS-0005-9021

笑龍 渋谷区 恵比寿南３－９－１５　　 飲食店 ZN-0000-4756

観音坂 鳥幸 渋谷区 恵比寿南３－９－３　　 飲食店 ZN-0000-4992

一新 渋谷区 元代々木町１０－３　第二高宏ビル　 飲食店 ZN-0000-4745

縁家とりつぎ 渋谷区 元代々木町１１－１　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0648

VivaBanco 渋谷区 元代々木町１２－７　ＴＨＥ３ｒｄ代々木上原　 飲食店 ZN-0000-4908

エンボカ F2 渋谷区 元代々木町１６－１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5199

璃珠 渋谷区 元代々木町２３－１１　パーク代々木上原１０２ 飲食店 JS-0000-6363

シャントレル 渋谷区 元代々木町２４－１　アブニール元代々木町１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4670

BHARATI 渋谷区 元代々木町２－９　　 飲食店 ZN-0000-4911

そば處大野屋元代々木町店 渋谷区 元代々木町３－１０ 飲食店 JS-0000-6613

代々木八幡おわん 渋谷区 元代々木町３－７　大森ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4890

MID 渋谷区 元代々木町５５－７　桜苑ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4811

GENEI．WAGAN 渋谷区 広尾１－１０－１０　ＮＫビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5746

恵比寿橋酒場 TUGI 渋谷区 広尾１－１２－１６　一光広尾第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1015

デキシーダイナー恵比寿 渋谷区 広尾１－１－３９　プライムスクエアタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7304

スターズ 渋谷区 広尾１－１５－６　　 飲食店 ZN-0000-5302

THAIFOODPUBCONROW 渋谷区 広尾１－１６－１　ＥｂｉｓｕＨｉｒｏｏＳｑｕａｒｅ２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0170

Honda7 渋谷区 広尾１－１６－１　エビスヒロオスクエア７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5380

松虎 渋谷区 広尾１－１６－２　Ｋ＆Ｓ恵比寿ビル２－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4725

松玄恵比寿店 渋谷区 広尾１－３－１　ハギワラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4724

caffe trattoria Doro 渋谷区 広尾１－３－１８　広尾オフィスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4694

アムール 渋谷区 広尾１－６－１３　　 飲食店 ZN-0000-1124

鉄板焼くびれ 渋谷区 広尾１－７－１７　グリーンキャピタル広尾１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5007

AnimaLibera 渋谷区 広尾１－９－１９　ＦＬＥＧ広尾ＦＵＳＥＢ１　 飲食店 ZN-0000-4649

広尾鉄板焼高見 渋谷区 広尾３－１２－４０　広尾ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4516

HASUO 渋谷区 広尾５－１０－３　フロストバード広尾１Ｆ 飲食店 JS-0004-2706

ホームワークス広尾店 渋谷区 広尾５－１－２０　七星舎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3755

鮨 小倉 渋谷区 広尾５－１６－１７　武藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0050

LAJOLLA 渋谷区 広尾５－１６－３　小安ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4971

船橋屋 こよみ 渋谷区 広尾５－１７－１　　 飲食店 ZN-0000-4733

和食 貴山 渋谷区 広尾５－１７－４　秋山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0947

ALETHEIA 渋谷区 広尾５－１７－８　アプリシエ広尾２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5022

味福あさの 渋谷区 広尾５－１８－２　　 飲食店 ZN-0000-4957

江戸っ子寿司 渋谷区 広尾５－１８－８ 飲食店 JS-0002-2704

鉄板焼よしむら 渋谷区 広尾５－１９－１１　マリオン広尾ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4638

ア・ニュ 渋谷区 広尾５－１９－４　ＳＲ広尾ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7631

リアルワインクラブ 渋谷区 広尾５－２０－１－１Ｆ 飲食店 JS-0005-4445

YOSHIDAHOUSE 渋谷区 広尾５－２０－５　　 飲食店 PK-0000-0005

お肉屋 けいすけ 三男坊 渋谷区 広尾５－２－２５　ＨＯＮＧＯＫＵビル　 飲食店 ZN-0000-5089

PRIYA 渋谷区 広尾５－２－２５　本国ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4803

お好み焼 天現寺亭 渋谷区 広尾５－２５－６　 飲食店 SL-2000-7197

お好み焼　天現寺亭 渋谷区 広尾５－２５－６　　 飲食店 PK-0000-6460
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Bar Drunky 渋谷区 広尾５－２５－７　第２広尾フラワーハイホームＡ－１０２ 飲食店 JS-0000-4507

旬菜魚 味家 渋谷区 広尾５－３－１２　 飲食店 SL-2000-4679

141 渋谷区 広尾５－４－１４　川島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6090

福寿司 渋谷区 広尾５－４－１５　　 飲食店 ZN-0000-4715

椿宗善広尾店 渋谷区 広尾５－８－１ 飲食店 JS-0001-9766

Thai Food Dining Shangri － La 渋谷区 広尾５－８－１２　ＨＩＲＯＯ　ＦＩＶＥ　１Ｆ 飲食店 SL-2000-5906

ズッカ 渋谷区 桜丘町１０－４　モドマルシェ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4651

澄み藤 渋谷区 桜丘町１２－５　Ｋビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5300

桜ヶ丘椿堂 渋谷区 桜丘町１５－３　堀ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4969

肉寿司 渋谷区 桜丘町１６－１０　　 飲食店 ZN-0000-4658

バーれい 渋谷区 桜丘町１６－１０　　 飲食店 ZN-2000-2269

カタラタス 渋谷区 桜丘町１６－１４　　 飲食店 ZN-0000-4995

琉球ビストロテヤンデー 渋谷区 桜丘町１６－２　サクラブルーム２０２　 飲食店 ZN-2000-0143

焼鳥みなと 渋谷区 桜丘町１６－２　桜ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3895

海浜食堂渋谷たけだ 渋谷区 桜丘町１６－６　サンライズ桜丘ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3984

カンティプール 渋谷区 桜丘町１６－６　サンライズ桜丘ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4742

京や 渋谷区 桜丘町１６－８　桜ケ丘ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1655

いまり渋谷店 渋谷区 桜丘町１７－１０　ＭＣＤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4835

虎うま 渋谷区 桜丘町１７－１０　吉野ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4973

サングリア 渋谷区 桜丘町１７－１０　吉野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-5273

cucina．s 渋谷区 桜丘町１７－１２　ジョンソンビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7467

名古屋バル渋谷店 渋谷区 桜丘町１７－１２　ジョンソンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4925

START 渋谷区 桜丘町１７－１２　渋谷ジョンソンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5153

WHITE GLASS COFFEE 渋谷区 桜丘町２３－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9450

桜丘 肉バル GOTTSU 渋谷区 桜丘町２４－１８　東松ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5963

トラットリアベル・マーレ 渋谷区 桜丘町２４－２　第三富士商事ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4911

鮨以とう一貫 渋谷区 桜丘町２６－１　セルリアンタワー東急ホテルタワーサイドテラス２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7329

レインフロッグ 渋谷区 桜丘町２９－５　石島ビル１０１　　 飲食店 ZN-2000-2565

MUSIC ＆ BARPLEASURE 渋谷区 桜丘町３０－１０　青野ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4929

CENTOANNISHIBUYA 渋谷区 桜丘町３０－１５ 飲食店 JS-0003-9983

五万米 渋谷区 桜丘町３０－１８　メイサ南平台Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4849

レストラン兎屋 渋谷区 笹塚１－１０－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4748

にくる 渋谷区 笹塚１－１０－６　笹塚ビル 飲食店 JS-0006-0176

牛繁 笹塚 店 渋谷区 笹塚１－２２－７　　 飲食店 ZN-0000-3600

炭火焼大衆酒場御厨 渋谷区 笹塚１－２４－３　カステーロササヅカ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4113

まるま 渋谷区 笹塚１－２９－７　Ｆファーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4562

笹塚酒場はだか電球 渋谷区 笹塚１－５６－１　ＮＨ駅前ビル２Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4618

大阪焼肉ホルモンふたご笹塚店 渋谷区 笹塚１－５６－５　ＴＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5266

JAIHIND 渋谷区 笹塚１－５６－６　クレセントプラザ笹塚２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5065

焼トンのなかみや 渋谷区 笹塚１－５７－１０　笹塚駅前ビル 飲食店 JS-0003-9482

AsianKitchen ワイガヤ 渋谷区 笹塚１－５７－１０　笹塚駅前ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5159

太樹苑笹塚本店 渋谷区 笹塚１－５７－１５　　 飲食店 ZN-0000-4699

らぁ・たん 渋谷区 笹塚１－５８－１３　フェスタ笹塚３０１　 飲食店 ZN-0000-4820

HOME 笹塚店 渋谷区 笹塚２－１２－１４　ＹＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4636
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蒼凛 渋谷区 笹塚２－３０－９　　 飲食店 ZN-0000-5317

焼肉 太樹苑 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１２－１　カレイド渋谷宮益坂４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4546

天厨菜館渋谷店 渋谷区 渋谷１－１２－２　クロスオフィス渋谷２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5216

鉄板餃子酒場 大虎 渋谷区 渋谷１－１２－２２　イセビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4949

今も昔や 渋谷区 渋谷１－１２－２４　７０７渋谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5080

SANKAI 渋谷区 渋谷１－１２－２４　７０７渋谷ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4924

Hemel ミヤマス 渋谷区 渋谷１－１２－７　ＣＲ－ＶＩＴＥ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1826

ぼてぢゅう 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１２－９ 飲食店 JS-0003-9296

自然薯 tororo 渋谷区 渋谷１－１－３　第３５荒井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2318

煌煌庵 渋谷区 渋谷１－１３－５　７Ｆ 飲食店 JS-0004-5136

ビストロボルドー 渋谷区 渋谷１－１５－１６　　 飲食店 ZN-2000-1006

merumo 渋谷区 渋谷１－１５－１６　渋谷ソシアルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4524

炭火焼鳥西田屋渋谷店 渋谷区 渋谷１－１５－２１　ポーラ渋谷ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1424

ボイルストン 渋谷区 渋谷１－１５－２２　カミムラビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1690

笹陣渋谷店 渋谷区 渋谷１－１６－１４　　 飲食店 ZN-0000-4815

渋谷の八虎 渋谷区 渋谷１－２４－２　朱ビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-2011

渋谷っ子居酒屋旨串とりとん 渋谷区 渋谷１－２４－２　渋谷朱ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8910

呑々道場 渋谷区 渋谷１－２４－４　こうゆうビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5239

串焼勧進帳 渋谷区 渋谷１－２４－７　宮下パークビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4623

月島もんじゃ くうや渋谷 渋谷区 渋谷１－２５－６　１Ｆ 飲食店 AL-0000-0128

ミクロコスモス 渋谷区 渋谷１－２５－６　渋谷パークサイド共同ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2529

とりきん 渋谷区 渋谷１－２７－１　　 飲食店 ZN-0000-5193

ビストロ MEATMAN 渋谷区 渋谷１－５－６　ラ・コリーナ渋谷　 飲食店 ZN-2000-4643

くろ崎 渋谷区 渋谷１－５－９　Ｎ．ＫＥＦＩＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5135

ラルゴ 渋谷区 渋谷１－６－４　ザ・ニート青山Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4814

割烹たがみ 渋谷区 渋谷１－６－４　せいこうビル　　 飲食店 ZN-2000-0777

煉瓦 渋谷区 渋谷１－６－４　せいこうビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2312

番番渋谷店 渋谷区 渋谷１－６－７　ＩＣＩビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4686

もうやんカレー 246 渋谷区 渋谷１－７－５　　 飲食店 ZN-0000-5032

concealcafe ミヤマスザカ 渋谷区 渋谷１－８－１５　小山ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3719

カオサン宮益坂 渋谷区 渋谷１－８－５　小山ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2959

レストラン おまかせ亭 渋谷区 渋谷１－９－５　高橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-6407

とんがらし 渋谷区 渋谷１－９－８　センスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4801

アカバルイタリアン 渋谷区 渋谷２－１１－１　ナガタビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4935

醸音屋 渋谷区 渋谷２－１１－１　ナガタビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5320

LAMAI 渋谷区 渋谷２－１１－１４　２Ｆ 飲食店 JS-0000-2638

Jail House 渋谷区 渋谷２－１２－１１　松下ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5502

ラ・プラーヤ 渋谷区 渋谷２－１４－４　渋谷ｍＩｍビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4595

イル・ド・レ 渋谷区 渋谷２－１５－１　渋谷クロスタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5013

DartsCafeGROVE 渋谷店 渋谷区 渋谷２－１９－１７　第１０６東京ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6456

新寮 渋谷区 渋谷２－１９－２０　岡ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5078

やきとん ざぶ 渋谷区 渋谷２－２－１　青山グリーンガーデン２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5029

雨後晴 渋谷区 渋谷２－２－１７ 飲食店 AD-0001-0044

オステリア ヴィネリア ラ コッポラ 渋谷区 渋谷２－２－２　ルカビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4612



14 2020/9/29

［渋谷区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

東京トンテキ渋谷店 渋谷区 渋谷２－２２－１０　タキザワビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7071

もっくん渋谷 渋谷区 渋谷２－２２－１４　春日ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8906

ビストロ 彩 石志水産 渋谷店 渋谷区 渋谷２－２２－１６　渋谷ＴＲビルＢ１Ｆ・１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0272

THEGRIFFON 渋谷店 渋谷区 渋谷２－２２－６　幸和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5134

きくや 渋谷区 渋谷２－２２－７　共栄ビル地下　 飲食店 ZN-2000-0985

MARZAC 渋谷区 渋谷２－２－３　ルカビル２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5296

エムナチュール 渋谷区 渋谷２－２－３　ルカビル２－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4870

LaCoccinella 渋谷区 渋谷２－２－４　青山アルコーブ２０１　 飲食店 ZN-0000-5120

BarMIZ 渋谷区 渋谷２－２－４　青山アルコーブ２０３　 飲食店 ZN-0000-5002

GYOZABAR コムアパリ 渋谷区 渋谷２－２－４　青山アルコープ２０５　 飲食店 ZN-0000-5255

TAMA 渋谷区 渋谷２－３－２　藤本ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4534

SkyHigh 渋谷区 渋谷２－３－４　青山ＴＮビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9698

トラットリア ドンチッチョ 渋谷区 渋谷２－３－６　ＳＧＳＳＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4780

凛 渋谷区 渋谷２－４－６　野村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4387

ナポリマニア 渋谷区 渋谷２－７－１３　ネオメット青山　 飲食店 ZN-0000-4603

MANX 渋谷区 渋谷２－７－１３　福本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4590

つる屋 渋谷区 渋谷２－８－１　森ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6667

BARVESPER 青山店 渋谷区 渋谷２－８－１　森ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1630

Wine ＆ Grill TACT 渋谷区 渋谷２－８－４　東和青山ビル２０２　 飲食店 SL-2000-6728

YOSHIDAPASTABAR 渋谷区 渋谷２－８－７　青山宮野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5016

AGA 渋谷区 渋谷２－９－１０　キングビルサトウＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5114

東京焼酎 BarGEN 渋谷区 渋谷２－９－１０　青山台ビルＢ１Ｆ－２　 飲食店 ZN-0000-4793

ELCastellano 渋谷区 渋谷２－９－１１　インテリックス青山通りビル２０２　 飲食店 ZN-0000-5090

ZERO 渋谷区 渋谷２－９－３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1925

R 渋谷区 渋谷３－１０－１９　渋谷ＭＪ－２ビル 飲食店 JS-0000-7630

座空 渋谷区 渋谷３－１０－１９　渋谷ＭＪ２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5882

ダブルトールカフェ渋谷店 渋谷区 渋谷３－１２－２４　渋谷イーストサイドビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4665

月乃ひかり亭 渋谷区 渋谷３－１３－９　エトワールＵビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5146

ゴチャ屋 渋谷区 渋谷３－１４－４　渋谷Ｎビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8534

ひつじの湯 渋谷区 渋谷３－１４－４　足立ビル２Ｆ．３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5189

牛門 渋谷区 渋谷３－１４－５　　 飲食店 ZN-0000-4578

渋谷鳥祐 渋谷区 渋谷３－１５－１　テルイチビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3557

ひつじもん 渋谷区 渋谷３－１５－１１　並木橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4876

GastroPub Augustus 渋谷区 渋谷３－１５－２　Ｆ９３ｓｈｉｂｕｙａ２　２Ｆ 飲食店 SL-2000-0453

味道本色渋谷店 渋谷区 渋谷３－１５－２　コンパルビルＢ１Ｆ・１Ｆ 飲食店 JS-0004-1298

婁熊東京 渋谷区 渋谷３－１５－２　住報渋谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4555

山下本気うどん渋谷並木橋店 渋谷区 渋谷３－１５－８　並木橋ビル　　 飲食店 ZN-2000-6769

魚料理のじま 渋谷区 渋谷３－１５－９　　 飲食店 ZN-0000-4727

うま魚 米家 渋谷区 渋谷３－１７－５　鈴屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2308

鮨 須賀 渋谷区 渋谷３－１８－１０　３Ｆ 飲食店 JS-0004-9041

リコピンモンスーンバル 渋谷区 渋谷３－１８－５　佐藤エステートビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-9370

渋谷ワイン酒場 渋谷区 渋谷３－１８－７　渋谷東１号館ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5260

渋谷鳥田むら 渋谷区 渋谷３－１８－８　大野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5018

鉄板餃子酒場 大虎 渋谷区 渋谷３－２２－１１　サンクスプライムビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2172
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Li － Po 渋谷区 渋谷３－２２－１１　サンクスプライムビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-2071

LasBocas 渋谷区 渋谷３－２－３　帝都青山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5124

ガブリシェア渋谷店 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4946

渋三・魚金 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4839

SUZUCAFE GEMSSHIBUYA 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷３Ｆ 飲食店 JS-0000-9747

LA COCORICO 渋谷 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4663

燻製工房 渋谷店 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2017

炭火焼ホルモンぐう渋谷 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷９Ｆ 飲食店 ZN-2000-5754

tangerine 渋谷区 渋谷３－６－４　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5070

並木倶楽部 渋谷区 渋谷３－７－５　大石ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6385

C － MEN － HAN． 渋谷区 渋谷３－７－６　第６矢木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4642

かつ吉渋谷店 渋谷区 渋谷３－９－１０　ＫＤＣ渋谷ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2651

マノワールディノ 渋谷区 渋谷４－１－１３　　 飲食店 ZN-0000-4731

Scrop COFFEEROASTERS 渋谷区 渋谷４－４－２５ 飲食店 JS-0005-1425

初台酒場三丁目 渋谷区 初台１－１１－１５　南洋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5192

初台 こもれび 渋谷区 初台１－３５－３ 飲食店 JS-0002-9595

千串屋初台店 渋谷区 初台１－３７－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6602

ビストロガブリ初台店 渋谷区 初台１－３７－１１　シャトー初台１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5008

牛繁初台店 渋谷区 初台１－３７－１１　シャトー初台２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3513

Mangiafuoco 渋谷区 初台１－３８－１０　第２近江ビル１Ｆ－３ 飲食店 JS-0004-2010

養老乃瀧初台店 渋谷区 初台１－３８－１１　桜内ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-6636

オステリアスミヴィノ 渋谷区 初台１－３８－１２　三谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4892

ヴィノテカ・モモ 渋谷区 初台１－５１－５－１０２　アクスハツダイ　 飲食店 ZN-0000-4937

ビストロコージー 渋谷区 初台１－７－６ 飲食店 JS-0005-1577

Attitude 渋谷区 初台１－９－１２　Ｔ＆Ｔビル１０２　 飲食店 ZN-0000-5053

レストランアニス 渋谷区 初台１－９－７　初台Ｔ＆Ｔ 飲食店 JS-0001-2152

HOFF 渋谷区 初台２－１１－１１　ステータスビル初台１Ｆ 飲食店 JS-0001-0113

マヌエルコジーニャポルトゲーザ 渋谷区 松濤１－２５－６　　 飲食店 ZN-0000-4904

Dining Table 101 渋谷区 松濤１－２６－２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6340

Arossa 渋谷区 松濤１－２６－２２　　 飲食店 ZN-0000-4905

イザカヤ トリビー マーク 2 渋谷区 松濤１－２８－７　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0377

Goccia 渋谷区 松濤１－２８－７　シャトレー松濤１０１　 飲食店 ZN-0000-5293

お好み焼むら 松濤店 渋谷区 松濤１－２９－２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5580

清武 渋谷区 松濤１－２９－２　松濤スクエアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4867

4 番サード魚真 渋谷区 松濤１－２９－５　松涛ＣＳコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4531

SansDeconner 渋谷区 松濤２－１３－１０　パルフェ松濤 飲食店 JS-0004-1750

PUBLIC SHOTO 渋谷区 松濤２－１４－５　ヴィラ松濤１０１ 飲食店 SL-2000-2809

うつらうつら 渋谷区 松濤２－１４－５　ヴィラ松濤１０３　 飲食店 ZN-0000-5034

アルドアック 渋谷区 上原１－１－２０　ＪＰビル２０１ 飲食店 JS-0005-3938

サレ・ポワヴレ・ウノ 渋谷区 上原１－１２－３　サンフラッツＦＩＫ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3926

虞妃 渋谷区 上原１－１７－１４ 飲食店 JS-0003-6813

BOWERY LANE NY Table 渋谷区 上原１－２５－１１　 飲食店 SL-2000-6080

笹吟 渋谷区 上原１－３２－１５ 飲食店 JS-0001-3208

割烹一楓 渋谷区 上原１－３２－５　ロイヤルテラス１０１　 飲食店 ZN-0000-5329
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ラ・ファソン 古賀 渋谷区 上原１－３２－５　ロイヤルテラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4734

居酒屋 ステップ 渋谷区 上原１－３３－１２　チトセビル１０１ 飲食店 SL-2000-2751

中戸川 渋谷区 上原１－３３－１２　ちとせビル２０１　 飲食店 ZN-0000-5026

キガルニワショク弾 渋谷区 上原１－３３－１２　ちとせビル２０２　 飲食店 ZN-0000-5313

カエサリオン 渋谷区 上原１－３３－１６　オーツカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4883

潮待ち 渋谷区 上原１－３４－１０　志賀屋ビル２０２ 飲食店 JS-0003-3817

きんはる 渋谷区 上原１－３４－７　和田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5307

上原ワインライブラリー ESOLA 渋谷区 上原１－３５－２　上原銀座ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4667

LOCAVORE 渋谷区 上原１－３５－６　水上ビル１－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-5037

手打そば ごとう 渋谷区 上原１－３５－９　吉野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4502

俊樹 渋谷区 上原２－３３－２　ユニマットブルーポイント４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4868

楽酒屋ごえん代々木上原店 渋谷区 上原２－４８－１１　ハニハラビル　 飲食店 ZN-0000-5170

初代割烹高橋 渋谷区 上原２－４８－１１　ハニハラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4856

ダブルトールカフェ原宿本店 渋谷区 神宮前１－１１－１１　グリーンファンタジアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4661

CoCo 都可原宿店 渋谷区 神宮前１－１３－２１ 飲食店 JS-0004-8749

SINGAPORE HOLIC LAKSA 渋谷区 神宮前１－１３－２１　大山ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4786

串カツ楽市 渋谷区 神宮前１－１４－２　３Ｆ 飲食店 JS-0001-1277

VIVAGOA 渋谷区 神宮前１－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-4994

アチェロ 渋谷区 神宮前１－１５－１４　ルセーヌ１号館 飲食店 JS-0004-4283

原宿はしづめ 渋谷区 神宮前１－１５－１４　ルセーヌ１号館２Ｆ 飲食店 JS-0003-2612

原宿駅前カフェ 渋谷区 神宮前１－１９－１１　はらじゅくアッシュ６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5221

手打ちそば 野むら 渋谷区 神宮前１－２０－１２　原宿フォースＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4181

野方ホープ 原宿店 渋谷区 神宮前１－２－１　タートル原宿１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3099

マサラハット原宿店 渋谷区 神宮前１－２１－１５　ナポレ原宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4899

原宿プードル 渋谷区 神宮前１－２１－１５　ナポレ原宿ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5432

蒼兵衛 渋谷区 神宮前１－２１－１７　　 飲食店 ZN-0000-5151

SOLOMONSannex 渋谷区 神宮前１－９－８　ＫＩ－４９８ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5375

はなれ 渋谷区 神宮前２－１３－５　第６渡辺ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5324

旦過 渋谷区 神宮前２－１５－２ 飲食店 JS-0000-3626

FiGARO 原宿 H － 14 渋谷区 神宮前２－１９－１３　Ｊ２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9183

Famiglia 渋谷区 神宮前２－１９－１５　コーポ松園２０２ 飲食店 JS-0001-7223

AZFINOM 渋谷区 神宮前２－１９－５　ＡＺＵＭＡビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4808

鳥伝 渋谷区 神宮前２－２０－１２ 飲食店 JS-0000-0557

ビストロココ 渋谷区 神宮前２－２０－５　コンフォール神宮前１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5245

カレー＆バル移民の歌 渋谷区 神宮前２－３１－７　ビラグロリアＢ－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5169

傳 渋谷区 神宮前２－３－１８　建築家会館ＪＩＡ館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5148

おけいすし 渋谷区 神宮前２－３－２６　　 飲食店 ZN-0000-4721

舶来居酒屋ボデガ 渋谷区 神宮前２－３－２８　　 飲食店 ZN-0000-4506

フォンダ・デ・ラ・マドゥルガーダ 渋谷区 神宮前２－３３－１２　ビラビアンカＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5275

フロリレージュ 渋谷区 神宮前２－５－４　ＳＥＩＺＡＮ外苑Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5020

アミニマ 渋谷区 神宮前２－５－６　アマデウスハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4961

ラ・パタータ 渋谷区 神宮前２－９－１１ 飲食店 JS-0001-5039

竈 渋谷区 神宮前２－９－１１　シオバラ外苑ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4707

とちの樹 渋谷区 神宮前３－１－２１　坂本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4582
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とうがらし 渋谷区 神宮前３－１－２１　坂本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5179

やるきよ 渋谷区 神宮前３－１－２１　坂本ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4826

ねぎぼうず 渋谷区 神宮前３－２０－２１　ベルウッド原宿Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5361

まるほ 渋谷区 神宮前３－２１－２１　トビタビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1598

MOCH 渋谷区 神宮前３－２２－１３　大田店舗１Ｆ・左　 飲食店 ZN-0000-4637

まめひろ原宿店 渋谷区 神宮前３－２５－７　丹治ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9349

Royal Den Pao 原宿 渋谷区 神宮前３－２５－７　波多野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4897

神牛前三丁目 渋谷区 神宮前３－２５－８　武山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5274

ALA 渋谷区 神宮前３－２６－１１　原宿ＳＨビル　 飲食店 ZN-0000-4891

原宿鳥久 渋谷区 神宮前３－２７－１７　　 飲食店 ZN-0000-4689

鉄板焼きステーキあずま 渋谷区 神宮前３－２７－１７　ＴＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2711

SanFranciscoPeaks 渋谷区 神宮前３－２８－７ 飲食店 JS-0000-9124

HARO 渋谷区 神宮前３－３５－８　ハニービル青山Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4540

タヴェルナ・アズーラ 渋谷区 神宮前３－３８－１２　パズル青山Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4777

わいわい 渋谷区 神宮前３－３８－２　　 飲食店 ZN-0000-4768

Ysm 渋谷区 神宮前３－３９－９　ヒルズ青山Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1094

蛸あざぶ 渋谷区 神宮前３－４０－３　　 飲食店 ZN-0000-5315

上海ダイニング嘉麟香 渋谷区 神宮前３－４１－２　岡本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9942

とうふ創菜 Dining 蒼 渋谷区 神宮前３－４２－３　林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4869

ブラマソーレ 渋谷区 神宮前３－４２－５　スピナッチヒル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5321

Q ー potCAFE．表参道 渋谷区 神宮前３－４－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9238

しろう 渋谷区 神宮前３－５－１　 飲食店 SL-2001-1084

シュペールサンク 渋谷区 神宮前３－５－１　神宮前３５１ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1083

GarEden 渋谷区 神宮前３－６－６ 飲食店 JS-0003-7974

L’Evol 渋谷区 神宮前３－６－７　Ｄｅａｒ神宮前Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8013

味楽門たか野 渋谷区 神宮前４－１１－２　高野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4567

GERMOGLIO 渋谷区 神宮前４－２－１７　アオヤママールナツノビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4591

ビオ・オジヤン・カフェ 原宿本店 渋谷区 神宮前４－２６－２８　セナイビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0737

九合 渋谷区 神宮前４－２８－２６　２・３Ｆ 飲食店 JS-0001-9559

うどん伊呂波 渋谷区 神宮前４－２８－２６　木村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5132

バール・デ・じゃんがら 渋谷区 神宮前４－２９－８ 飲食店 JS-0000-9900

カフェ ステュディオ 渋谷区 神宮前４－３１－１０　ＹＭスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0005-4764

バルバッコア  青山本店 渋谷区 神宮前４－３－２　ＴＯＫＹＵＲＥＩＴ表参道スクエアＢ１Ｆ 飲食店 AX-2000-0004

神宮前もくち 渋谷区 神宮前４－５－１０　野口ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4487

ロカンダ・エッフェク 渋谷区 神宮前５－１０－１０　　 飲食店 ZN-0000-5112

ラフェデリース 渋谷区 神宮前５－１１－１３ 飲食店 JS-0000-5338

カフェバニヤン 渋谷区 神宮前５－１２－１４　Ｄ－ＡＳＳＥＴ神宮前Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5085

ソウル ビー 渋谷区 神宮前５－１７－１１　神宮前紫波ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4520

SOUR 渋谷区 神宮前５－２５－１　原宿ＭＯＥビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8966

SUZU CAFE 神宮前 渋谷区 神宮前５－２７－７　３Ｆ 飲食店 JS-0000-8903

RISTORANTE DA FIORE 渋谷区 神宮前５－３９－３　表参道ＯＳＡＫＩＳＱＵＡＲＥ　ＢＬＤＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4514

立吉青山店 渋谷区 神宮前５－５０－１　サンケイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5101

博多もつ鍋山笠 渋谷区 神宮前５－５０－３　大喜ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9308

エルヴエロ 渋谷区 神宮前５－５０－６　サクセス青山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4619
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ビストロ ブノワ 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山１０Ｆ　 飲食店 SL-2000-0582

COSARITOKYO 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8807

豆沙久 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラポルト青山１Ｆ 飲食店 JS-0005-2196

GoFa 渋谷区 神宮前５－５２－２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7764

福縁 渋谷区 神宮前５－５２－２　青山オーバルビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5197

カフェ ラ・ボエム 表参道 渋谷区 神宮前５－８－５　ジュビリープラザビルＢ１Ｆ 飲食店 AX-2000-0078

バンブー 渋谷区 神宮前５－８－８　　 飲食店 ZN-0000-4757

燕東京茶楼 渋谷区 神宮前６－１３－１１　川名ビル　 飲食店 ZN-0000-4635

麺散 渋谷区 神宮前６－１３－７　グランドオム１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4847

さなか 渋谷区 神宮前６－１４－１　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4809

クロコダイル 渋谷区 神宮前６－１８－８　ニュー関口ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0823

ブッチャーズキャンプヤキニクゼニバ 渋谷区 神宮前６－１９－１７　１０Ｆ 飲食店 JS-0003-8267

かわらや 渋谷区 神宮前６－２３－７　　 飲食店 ZN-0000-4776

MUSHROOM TOKYO 渋谷区 神宮前６－２－４　岡島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5007

ペニーレーン 渋谷区 神宮前６－２－７　永沢ビル　　 飲食店 ZN-2000-1014

ナタラジ原宿表参道店 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5268

日々薬 渋谷区 神宮前６－２９－５ 飲食店 JS-0004-6469

MIZUcafe produced by Cleansui 渋谷区 神宮前６－３４－１４　原宿表参道ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0839

権八 NORI － TEMAKI 原宿 渋谷区 神宮前６－３５－３　コープオリンピア１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0109

タイ国料理 チャイヤプーム 渋谷区 神宮前６－４－１　４Ｆ 飲食店 JS-0001-0185

八丈島料理はっとり 渋谷区 神宮前６－４－１　４Ｆ 飲食店 ZN-0000-4794

北京カォ鴨店原宿 渋谷区 神宮前６－４－１　原宿八角館３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5140

CoCo 都可 表参道店 渋谷区 神宮前６－４－２　神宮前Ｆビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9636

カフェド・武 原宿店 渋谷区 神宮前６－６－２　原宿ベルピア 飲食店 JS-0004-2755

昌 渋谷区 神宮前６－７－１６　エムエスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4690

kikiharajuku 渋谷区 神宮前６－９－９　アヴニール表参道１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5298

PATINASTELLA 渋谷区 神山町１１－１５　神山フォレスト１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7186

聞弦坊 渋谷区 神山町１１－１７　日興パレス渋谷 飲食店 JS-0004-0466

神山町 魚金 渋谷区 神山町１２－３　アーバン神山１０１　 飲食店 ZN-0000-4840

Trattoria THE CODE 渋谷区 神山町１－３　アマ－ブル神山町１Ｆ 飲食店 SL-2000-3041

ピニョン 渋谷区 神山町１６－３　　 飲食店 ZN-0000-4630

心和心 渋谷区 神山町１６－４　ヴィラメトロポリス３Ｂ 飲食店 JS-0005-6897

トップテラス 2031 渋谷区 神山町１６－４　ヴィラメトロポリス屋上 飲食店 JS-0005-5059

猫八 渋谷区 神山町１７－１　第二渡辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4754

肉ダイニングま～さん 渋谷区 神山町１７－５　アイエヌビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3865

そば処絆 渋谷区 神山町２４－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4913

オーノ・ブォーノ 渋谷区 神山町４０－３　神山ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9898

ワインバー繭 渋谷区 神山町４０－３　神山ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4589

魚力 渋谷区 神山町４０－４　鈴木ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4819

Newzea Platform 渋谷区 神山町４２－３　神山町ビル３・４Ｆ　 飲食店 SL-2000-7945

鮨とみなか 渋谷区 神山町７－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4926

SAjiYA 渋谷区 神山町９－１７　神山ビル１０１ 飲食店 JS-0002-1604

のんきや 渋谷区 神泉町１０－２　第５岡崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4709

和楽 渋谷区 神泉町１０－２　第５岡崎ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4881
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BAR A － seat 渋谷区 神泉町１－１９　美幸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4097

酒とさか菜 渋谷区 神泉町１２－４　アーガス神泉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4998

BISTROPONTL’EVEQUE 渋谷区 神泉町１２－４　アーガス神泉ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4884

天ぷら和久田 渋谷区 神泉町１８－８　松涛ハイツ１０２ 飲食店 JS-0004-0044

すし菊地 渋谷区 神泉町２０－１５　モンドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4698

神泉いちのや 渋谷区 神泉町２０－２２　ＭＫＣハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-4682

佐乃家 渋谷区 神泉町２－９　シャルム神泉Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5136

FONTANA 渋谷区 神泉町４－６　神泉駅ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0553

鮨泉 渋谷区 神泉町７－１０　　 飲食店 ZN-0000-4652

仄仄 渋谷区 神泉町７－６　芦沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0952

Ninety Plus 渋谷区 神泉町８－１２ 飲食店 JS-0004-2688

焼肉富士門 渋谷区 神南１－１０－６－２Ｆ　バルビゾン９８　 飲食店 ZN-0000-4831

VICTASSHIBUYA 渋谷区 神南１－１２－１６　アジアビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6460

THERALLYTABLE 渋谷区 神南１－１２－１６　アジアビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6623

CAFE ＆ DINNINGBARKOKU 渋谷区 神南１－１５－７　ＣＯＥＮビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-4957

陳家私菜渋谷店 渋谷区 神南１－１６－３　ブルーヴァールビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4919

andpeoplejinnan 渋谷区 神南１－２０－５　ＮＡＶＩ渋谷６Ｆ 飲食店 JS-0004-7738

SUZU CAFE 神南 渋谷区 神南１－２０－５　ナビ渋谷３Ｆ 飲食店 JS-0003-6505

牛旬 渋谷区 神南１－２２－１０　宮川ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5306

ミラン・ナタラジ渋谷店 渋谷区 神南１－２２－７　岩本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5054

AOMARU 渋谷区 神南１－３－３ 飲食店 JS-0005-0730

ドンナ・セルヴァーティカ 渋谷区 神南１－３－３　サンファーレストモリタビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4552

TheSGClub 渋谷区 神南１－７－８　豊産ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4844

ワンダーボウル 渋谷区 神南１－９－４　ＮＣビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9739

VORTEXSPORTSCAFE 渋谷区 神南２－１－１ 飲食店 JS-0004-7136

Dix － Huit 渋谷区 西原１－１８－５　　 飲食店 ZN-0000-4632

琉球酒場 渋谷区 西原２－３０－１　　 飲食店 ZN-0000-4639

おこん 渋谷区 西原２－４８－２　　 飲食店 ZN-2000-1954

funicula 渋谷区 西原３－１－１　　 飲食店 ZN-0000-4976

エミュ 渋谷区 西原３－１１－９　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2775

焼肉処 カルネ 渋谷区 西原３－１１－９　蜂章ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8923

はたがやレバー 代々木上原店 渋谷区 西原３－１－４　トライアングルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4522

トラットリア 522 渋谷区 西原３－２０－５　ファーストパティオ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4948

mujina BAR 渋谷区 西原３－２０－５　ファーストパティオＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4551

CannedCradBar 渋谷区 西原３－２１－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4823

割烹山形 渋谷区 西原３－２３－５ 飲食店 JS-0005-1035

ブレス 渋谷区 西原３－２３－５　ラウンドＴＫ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4828

コントン 渋谷区 西原３－２４－１２　岡部ビル１０５　 飲食店 ZN-0000-4513

皆月 渋谷区 西原３－２４－１２　岡部ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6426

WelfunCafe 渋谷区 西原３－２４－１２　岡部ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5002

魚目 渋谷区 西原３－２５－５　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4744

すし 久遠 渋谷区 西原３－２９－８　　 飲食店 ZN-0000-4544

PAL 渋谷区 西原３－３－１　アラキビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4343

サンフォコン 渋谷区 西原３ー５ー３　小林ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0800
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酉吉 渋谷区 西原３－４－３　ジュエル代々木上原１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4609

笑助 渋谷区 西原３－４－５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-9826

喰いもんや武蔵 渋谷区 西原３－７－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4750

BRENTWOODTERRACE 渋谷区 千駄ヶ谷１－２０－３　Ｂａｒｂｉｚｏｎ１１　 飲食店 ZN-0002-1472

LAITIER 渋谷区 千駄ヶ谷１－２２－７　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0001

ハトノモリ 渋谷区 千駄ヶ谷１－５－１　　 飲食店 ZN-0000-5046

猪八戒千駄ケ谷店 渋谷区 千駄ヶ谷１－７－１１　姉妹舎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4755

CHACO あめみや 渋谷区 千駄ヶ谷１－７－１２　　 飲食店 ZN-0000-4824

アンフォラ 渋谷区 千駄ヶ谷１－７－１２　２Ｆ　 飲食店 SL-2001-0058

Trattoria Ride 渋谷区 千駄ヶ谷２－１－６　マーシュストーン原宿ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6678

SAVOY 千駄ヶ谷店 渋谷区 千駄ヶ谷２－３３－８　ＹＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5256

アミリ 渋谷区 千駄ヶ谷２－３－４　　 飲食店 PK-0000-6403

ヴィネリヒラノ 渋谷区 千駄ヶ谷２－５－５　ウィルコート１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0280

もつ鍋ダイニング繪もん 渋谷区 千駄ヶ谷３－１３－２０　第７宮庭マンション　 飲食店 ZN-0000-4572

小熊飯店 渋谷区 千駄ヶ谷３－１４－１０　ＣｈｅｚＣｏａｔｏｒＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4617

豚忠 渋谷区 千駄ヶ谷３－１４－６　ストーク千駄ヶ谷富田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5804

CONVIVIO 渋谷区 千駄ヶ谷３－１７－１２　カミムラビル　 飲食店 ZN-0000-5012

へぎそば昆北参道店 渋谷区 千駄ヶ谷３－１７－５　グエル．サカエ北参道Ｂ１－Ａ　 飲食店 ZN-0000-5319

ロクターヴ ハヤト コバヤシ 渋谷区 千駄ヶ谷３－３０－９　モデリアブリュット１０１ 飲食店 SL-2000-2687

お料理 Miee 渋谷区 千駄ヶ谷３－３－３　エグゼクティブ原宿Ｂ１－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-4672

アロハ 豚珍串 渋谷区 千駄ヶ谷３－５２－３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9188

LeRire 渋谷区 千駄ヶ谷４－１９－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5364

LeVerdurier 渋谷区 千駄ヶ谷４－１９－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5366

レストラン オースー 渋谷区 千駄ヶ谷４－２０－２　　 飲食店 ZN-0000-4508

まんだりん 渋谷区 千駄ヶ谷４－２１－５　エイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4688

寿司高瀬 渋谷区 千駄ヶ谷４－２６－１　代々木ＴＨ＆Ｃビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5079

YABIN 代々木 北参道店 渋谷区 千駄ヶ谷４－２７－１３　シャトレー代々木　 飲食店 ZN-0000-5097

ビストロ MD 渋谷区 千駄ヶ谷４－２９－１２　北参道ダイヤモンドパレス１０１　 飲食店 ZN-0000-5000

しすい 渋谷区 千駄ヶ谷４－２９－１２　北参道ダイヤモンドパレス１０４　 飲食店 ZN-0000-4606

繪もん北参道店 渋谷区 千駄ヶ谷４－５－１　　 飲食店 ZN-0000-4573

御天 渋谷区 千駄ヶ谷５－１５－８ 飲食店 JS-0002-7395

代々木う福 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１０　　 飲食店 ZN-0000-5246

Azzurro520 代々木店 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１１　　 飲食店 ZN-0000-5162

オイスターバー COVO 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１６　タカハシビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8199

HEDGEHOG 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１８　ＪＨＭ店舗１Ｆ 飲食店 JS-0004-5121

代々木バルはなれ 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１９　　 飲食店 ZN-0000-5330

なばため 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１９　勝英ビル　 飲食店 ZN-0000-4984

代々木アローイ兄弟 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－２１　　 飲食店 ZN-0000-5172

貝焼酒場カイフォルニア 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－２１　ほぼ新宿のれん街ヘ区画　 飲食店 ZN-0000-5238

もつ焼 キャプテン 代々木店 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－２２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8036

牛タンいろ葉別邸 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－３　　 飲食店 ZN-0000-5166

代々木神鶏 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－３－２　　 飲食店 ZN-0000-5165

コロニアルラウンジ 渋谷区 千駄ヶ谷５－２１－６　プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0438

ロバーツ上海家庭料理 渋谷区 千駄ヶ谷５－２１－６　プレサビル２０１　 飲食店 ZN-2000-5871
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佳宴 渋谷区 千駄ヶ谷５－２２－１　　 飲食店 ZN-0000-5067

代々木トンちゃん 渋谷区 千駄ヶ谷５－２２－３　　 飲食店 ZN-0000-4545

AnSOLAS 渋谷区 千駄ヶ谷５－２２－３　千駄ヶ谷アパート１号館１０３　 飲食店 ZN-0000-4991

SITAARA 渋谷区 千駄ヶ谷５－２４－２　タカシマヤタイムズスクエア１３Ｆ　 飲食店 PK-0000-0017

ヴェトナムガーデン 渋谷区 千駄ヶ谷５－２４－３　ＮＴＴドコモアネックス１－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4518

FISHHOUSEMARIO 渋谷区 千駄ヶ谷５－２５－７　　 飲食店 ZN-0000-4939

TOKYOCHINOIS 神子 渋谷区 千駄ヶ谷５－３０－１０　ＭＥＰＯ２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5220

WeekendGarageTokyo 渋谷区 代官山町１－１　グラパ代官山ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4928

代官山くま田 渋谷区 代官山町１２－１６　シンフォニー代官山２０３　 飲食店 ZN-0000-5272

代官山 大吉 渋谷区 代官山町１２－１８　第二伊能ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0895

サルイアモール 渋谷区 代官山町１２－１９　第３横芝ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4865

GARDEN HOUSE CRAFTS 渋谷区 代官山町１３－１　ログロード代官山５ 飲食店 JS-0002-0364

ラ・カシータ 渋谷区 代官山町１３－４　セレサ代官山２Ｆ 飲食店 JS-0000-2527

LB8 渋谷区 代官山町１６－２　八幡ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0117

ロティシェリュイ 渋谷区 代官山町１７－５　代官山アドレスＥ２０３ 飲食店 SL-2001-0897

PUREARIA 渋谷区 代官山町２０－９　サザン代官山１－Ｃ 飲食店 JS-0005-0064

ALDEIRA 渋谷区 代官山町２０－９　サザン代官山ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4580

離島 24° 渋谷区 代官山町７－５　ＬｅＣｕｂｅ代官山ｓｔｄ．２Ｆ 飲食店 JS-0003-7474

さん昇 渋谷区 代官山町８－１６ 飲食店 JS-0003-5961

だいかんやま 吟 渋谷区 代官山町８－１６　　 飲食店 ZN-0000-4550

淡水研究室 渋谷区 代々木１－１３－２　遠藤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2223

炭火焼ホルモンまんてん代々木店 渋谷区 代々木１－１８－１６　ＲＥＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4554

グリーンスポット 渋谷区 代々木１－２１－１２　ガイアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4766

Lalibera 渋谷区 代々木１－２３－７　第３瑞穂ビル１１２ 飲食店 JS-0000-5864

山形蕎麦茶寮 月の山 渋谷区 代々木１－２５－５　ＢＩＺＳＭＡＲＴ代々木１Ｆ 飲食店 SL-2000-7367

高瀬 渋谷区 代々木１－２７－５　市川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4685

SUPERMe 渋谷区 代々木１－２８－９　代々木ビレッジ内　 飲食店 ZN-0000-5028

大衆居酒屋代々木横丁 渋谷区 代々木１－３１－１７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7250

オリエンタルテーブルアマよよぎてん 渋谷区 代々木１－３２－１２　パリスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5225

大使館 渋谷区 代々木１－３２－１２　大王ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5163

大阪焼肉ホルモンふたご代々木店 渋谷区 代々木１－３２－９　代々木吉川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6871

トンガコーヒー 渋谷区 代々木１－３３－１　　 飲食店 ZN-0000-5288

代々木バル 渋谷区 代々木１－３７－３　早川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5232

よろず萬べえ 渋谷区 代々木１－３７－６　金港堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3656

串揚げひなた 渋谷区 代々木１－４２－２　代々木ｂｅｒｒｙ１０２　 飲食店 PK-0000-0175

かめかめ波 渋谷区 代々木１－４２－２　藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5049

江戸前焼肉 がんこちゃん 渋谷区 代々木１－４２－５　　 飲食店 ZN-0000-5127

味道本色代々木店 渋谷区 代々木１－４３－１ 飲食店 JS-0004-1245

PIZZERIALABUONAVITA 渋谷区 代々木１－４５－３　セントオフィス代々木１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5110

LA BUONA VITA 渋谷区 代々木１－４５－４　代々木山陽ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6315

レストランシャルム 渋谷区 代々木１－４５－６　豊田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5392

Ruchi 渋谷区 代々木１－５４－２　ナリオカビル半地下　 飲食店 ZN-0000-5009

永福苑 渋谷区 代々木２－１１－１２　　 飲食店 ZN-0000-5106

炭火活烹三是 渋谷区 代々木２－１１－１２　田中ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4717
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クライネヒュッテ 渋谷区 代々木２－１１－５　アクティブ新宿Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4718

なんなん亭 渋谷区 代々木２－１３－６　ＹＵ－ＷＡビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5852

スペインバル ボルコ 渋谷区 代々木２－１４－１　新宿松本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4813

陳家私菜新宿店 渋谷区 代々木２－１５－９　加瀬ビル　　 飲食店 ZN-0000-4920

ダ ベーレ ヴィニタリア 渋谷区 代々木２－１５－９　加瀬ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4697

市場仲間 渋谷区 代々木２－１６－９　　 飲食店 ZN-0000-4863

わぶ 渋谷区 代々木２－１９－１２　唐沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4692

ポポラーレネオ 渋谷区 代々木２－２０－１２　呉羽小野木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3372

三是人 渋谷区 代々木２－２０－１５　　 飲食店 ZN-0000-5240

ブラッセルズ ビア プロジェクト 渋谷区 代々木２－２０－１６ 飲食店 JS-0000-2744

西湖春 渋谷区 代々木２－２０－１９　東洋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1349

添好運 新宿サザンテラス店 渋谷区 代々木２－２－２　 飲食店 AX-0000-0026

利代 渋谷区 代々木２－２６－２　第二桑野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5248

ルシアン 渋谷区 代々木２－５－１　　 飲食店 ZN-0000-4767

尊新宿店 渋谷区 代々木２－６－８　ｅｘビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4980

くつろぎ創彩酒家四季 渋谷区 代々木２－６－８　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0323

和牛焼肉慶 渋谷区 代々木２－６－８　中島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0324

ICE 渋谷区 代々木２－７－６　ＧＳハイム佐藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4512

アジア料理アジヤ 渋谷区 代々木２－７－６　佐藤ビル３０１　 飲食店 ZN-0000-5004

Dining 彩・新宿店 渋谷区 代々木２－９－２　久保ビルＢ２ＦーＢ　 飲食店 ZN-0000-0273

黒牛 渋谷区 代々木３－１－１１　パシフィックスクエア代々木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6631

カフェデガロ 渋谷区 代々木３－２２－７　新宿文化クイントビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2819

インド料理パトワール新宿店 渋谷区 代々木３－２３－５　高橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5059

昌楽 渋谷区 代々木３－２－７　　 飲食店 ZN-2000-2220

LaSaveur 樺澤 渋谷区 代々木３－２－７－１０３　　 飲食店 ZN-0000-4773

北澤倶楽部西参道店 渋谷区 代々木３－３３－９　ウェストアベニュー代々木１Ｆ 飲食店 JS-0000-8426

参宮橋彩わ 渋谷区 代々木３－４３－１　ガーリックビル参宮橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4968

aneacafe 参宮橋店 渋谷区 代々木４－１０－４　レインボーパレス参宮橋１Ｆ 飲食店 JS-0000-6671

ラジャ 渋谷区 代々木４－２－８　ピースビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1618

居酒屋 だいぶつ 渋谷区 代々木４－３４－１２　　 飲食店 ZN-0000-4806

炭火焼肉にくなべ屋神戸びいどろ 渋谷区 代々木４－３７－１２　　 飲食店 ZN-0002-1433

HellGate 渋谷区 代々木４－４５－５　パークテラス参宮橋１０１　 飲食店 ZN-0000-4659

SandoSando 渋谷区 代々木４－５０－８　参宮橋ゲストハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5167

参宮橋 すし 清水 渋谷区 代々木４－５－１ 飲食店 JS-0000-0739

LIFESon 渋谷区 代々木４－５－１３　レインボビル３－１　 飲食店 ZN-0000-4641

ミトラタカセ 渋谷区 代々木４－６－５　七福ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4605

鉄板お好焼昇次郎 渋谷区 代々木４－６－５　七福ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4797

haccho Miso － bar 渋谷区 代々木５－６７－１０　成田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4216

礼讃 渋谷区 代々木５－９－９　カーサブリランテ代々木公園１－Ａ 飲食店 JS-0003-2011

スワンレイクパブエド代々木上原店 渋谷区 大山町４６－９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4949

アンティヴィーノ 渋谷区 東１－１４－１３　サンフローラハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4679

鮨やじま 渋谷区 東１－２６－３１　大島ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4677

Saint － Jean － Pied － de － P 渋谷区 東１－２７－５　シンエイ東ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4873

冷麺ダイニングつるしこ 渋谷区 東１－２７－６　ＹＭビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2775
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TRIANGLE CURRY 渋谷区 東１－２９－３ 飲食店 JS-0004-6110

TSUBAKI GARDEN 渋谷区 東１－３－１　カミニートビル１Ｆ－４　 飲食店 ZN-0000-4933

串打ち大地 渋谷区 東１－３－５　モアエクセレンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5269

ワインの樹 渋谷区 東２－１５－２　　 飲食店 ZN-0000-4657

なみの上 渋谷区 東２－２２－１６　　 飲食店 ZN-0000-5285

焼肉讃 渋谷区 東２－２３－６　池田ビル　　 飲食店 ZN-0000-5316

casan 渋谷区 東２－２４－５　渋谷東ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4137

リストランテベリータ渋谷東店 渋谷区 東３－１２－１３　ベリータ 飲食店 JS-0000-1508

イル チェーロ 恵比寿 渋谷区 東３－１５－９　桑原ビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0105

LOVAT 渋谷区 東３－１６－６　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1400

LaFusion 渋谷区 東３－１６－９　中村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6677

BLUE PAPAYA 渋谷区 東３－１７－１１　ヴェラハイツ恵比寿東２０４　 飲食店 ZN-0000-0213

焼肉寿司別邸 渋谷区 東３－１７－１４　　 飲食店 ZN-0000-5164

HEMP CAFE TOKYO 渋谷区 東３－１７－１４　クリスティエビス８Ｆ 飲食店 JS-0003-3427

nomad dalla libera 渋谷区 東３－２０－１　アークプレイス恵比寿２Ｆ 飲食店 JS-0003-2772

B FLAT 渋谷区 東３－２０－１１０１　　 飲食店 ZN-0000-4568

鮨ニシツグ 渋谷区 東３－２５－６　楠ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5629

とんちゃん恵比寿店 渋谷区 東３－２６－１　中村ビル　　 飲食店 ZN-0000-4600

bar ＆ enotecaimplicito 渋谷区 東４－６－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4511

幸せ三昧 渋谷区 東４－８－１　メゾン・ド・ハラ・ドゥ１０１　 飲食店 ZN-0000-4548

玉寿し 渋谷区 東４－８－２ 飲食店 JS-0004-3220

渋谷鳥ぶらん 渋谷区 道玄坂１－１０－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9443

炭火焼肉 ぶち 渋谷南口本店 渋谷区 道玄坂１－１０－２　渋谷ＴＨビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0004-0664

北新地鳥屋渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１０－７　五島育英会ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1361

Abbot’sChoice 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１１－１　大番ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4611

炭火焼きホルモン哲 渋谷区 道玄坂１－１１－１　第２大番ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-4631

TRYANGLE 渋谷区 道玄坂１－１１－１　第２大番ビル４０１　 飲食店 ZN-0000-5003

道玄坂肉寿司 渋谷区 道玄坂１－１１－２　　 飲食店 ZN-0000-5287

エスグロッソ 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォースワンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4791

とうか 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォースワンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4664

大阪焼肉ホルモンふたご 渋谷南口店 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォースワンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6202

マドリ－ド 1 階 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォ－スワンビル１Ｆ－２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0342

マドリ－ド 2 階 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォ－スワンビル１Ｆ－２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0767

七甲山渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１１－６　第２大番ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5881

Citrus 渋谷区 道玄坂１－１３－１　３Ｆ 飲食店 JS-0004-6341

広瀬 渋谷区 道玄坂１－１３－２　ＭＭビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4978

Shin’s 渋谷区 道玄坂１－１３－２　宝ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5125

渋谷ハイボール 渋谷区 道玄坂１－１３－３　ＭＳＴ道玄坂１Ｆ 飲食店 JS-0000-4691

Bar CAOL ILA 渋谷区 道玄坂１－１３－３　ＭＳＴ道玄坂３Ｆ 飲食店 JS-0000-2056

炭火串焼あおば 道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１３－５　ＭＳＴビル本館１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0001-4160

溶岩焼ダイニング bonbori 渋谷道玄 渋谷区 道玄坂１－１３－６　斉藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4519

VINTHEO 渋谷区 道玄坂１－１４－９　ソシアル道玄坂１０１　 飲食店 ZN-0000-4885

トルコレストランアンカラ道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１４－９　ソシアル道玄坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4959

PaccioOysterBar 渋谷区 道玄坂１－１５－１０　万字ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4588
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旬彩料理てん 渋谷区 道玄坂１－１５－１０　万字ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4810

地酒一献米の花 渋谷区 道玄坂１－１６－１３　西川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5265

きんぼし 渋谷区 道玄坂１－１６－８　常盤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5277

焼肉 神宮 渋谷区 道玄坂１－１７－１０　第２宝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4851

串焼焼鳥ぶんぶく 渋谷区 道玄坂１－１７－１１　ミナミビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0462

Oysterbar ＆ WineBelon 渋谷区 道玄坂１－１７－２　第二野々ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4579

ROCKETS 渋谷区 道玄坂１－１７－２　野々ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8061

旨焼もぐり渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１７－４　道玄坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1509

蕎麦由々金王庵 渋谷区 道玄坂１－１７－５　オリンピックビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4785

UeCONA 渋谷区 道玄坂１－１７－９　ヴィラハイツ道玄坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5262

CONQUISTAR 渋谷区 道玄坂１－１７－９　ヴェラハイツ道玄坂００１　 飲食店 ZN-0000-5154

寿司処博 渋谷区 道玄坂１－１８－４　　 飲食店 ZN-0000-4993

ajito wonderdining 渋谷区 道玄坂１－１８－４　和田ビル２Ｆ 飲食店 AL-0000-0096

大阪焼肉ホルモンふたご渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１９－１０　ＪＩビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4983

韓国石焼食堂 辛トォンデジ 渋谷区 道玄坂１－２０－１２　　 飲食店 ZN-0000-4779

らせら 渋谷区 道玄坂１－２０－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3506

BioSakeDiningRingRin 渋谷区 道玄坂１－２２－１１　星野ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6942

オストレア渋谷店 渋谷区 道玄坂１－２２－１２　長島第一ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-5333

FIGLI 渋谷区 道玄坂１－２２－１２　和孝渋谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9982

HOBGOBLINSHIBUYA 渋谷区 道玄坂１－３－１１　一番ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4706

黄金屋 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－３－１１　一番ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-4752

渋谷コーンバレー 渋谷区 道玄坂１－３－６　香山ビル３．４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4571

串かつ天ぷらひろかつ渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－５－４　照力ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1498

VIN 渋谷区 道玄坂１－５－７　　 飲食店 ZN-0000-4749

焼肉ナルゲ 渋谷区 道玄坂１－５－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4762

炭焼酒場小倉山 渋谷区 道玄坂１－５－９　ザ・レンガビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5088

串焼き処佐五右衛門別邸 渋谷区 道玄坂１－５－９　ザ・レンガビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5118

串焼と鉄板焼 居酒屋 かわら屋 渋谷 渋谷区 道玄坂１－５－９　ザレンガビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4643

カフェ 1 采 渋谷区 道玄坂１－５－９　レンガビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4930

串天ぷらと日本酒バルかぐら 渋谷区 道玄坂１－５－９　レンガビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5345

Cafe Zoo あにまるピット！ 渋谷区 道玄坂１－６－２　４Ｆ 飲食店 JS-0004-5983

頭バー 渋谷区 道玄坂１－６－３　山路ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6283

くれおーる道玄坂 1 丁目店 渋谷区 道玄坂１－６－４ 飲食店 JS-0001-8726

道玄坂漁 渋谷区 道玄坂１－６－５　九鬼ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4599

手づくりの味藍 渋谷区 道玄坂１－６－７　須坂ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4710

すずめや 渋谷区 道玄坂１－６－９　ＩＬＡ道玄坂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5055

焼魚食堂 渋谷区 道玄坂１－７－１　グローリアビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0322

鳳美酒家 渋谷区 道玄坂１－７－１　渋谷グローリアビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5069

ajito luxe 渋谷区 道玄坂１－７－１０　 新大宗ソシアルビル２Ｆ 飲食店 AL-0000-0097

EATSFUN 渋谷区 道玄坂１－７－８　新井ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7376

北陸×イタリアン バルッチャ道玄坂 渋谷区 道玄坂１－７－９　２Ｆ　 飲食店 SL-2001-1239

古都 渋谷区 道玄坂１－７－９　Ｙ．ＰＬＡＣＥ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5052

BARVESPER 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－７－９　Ｙ．ＰＬＡＣＥ５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4802

鶏豚きっちん 渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－１０－１０　　 飲食店 ZN-0002-1376
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地酒一路米心 渋谷区 道玄坂２－１０－１２　スヤマビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4912

NATURALIASHIBUYA 渋谷区 道玄坂２－１０－１２　新大宗ビル３号館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6875

とととりとん渋谷 2 号 渋谷区 道玄坂２－１０－１２　新大宗ビル３号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8909

ハヌリ渋谷店 渋谷区 道玄坂２－１０－１３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4898

ステーキロッヂ 渋谷区 道玄坂２－１０－１３　成瀬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0944

27ParadiseCafe 渋谷区 道玄坂２－１５－１　ノア道玄坂Ｂ１Ｆ・Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0003-4088

ホルモン焼肉縁渋谷店 渋谷区 道玄坂２－１６－１　鳥げビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5084

Lapis 渋谷区 道玄坂２－１６－１　都路ビル４０３ 飲食店 JS-0004-8647

cabin 渋谷区 道玄坂２－１６－１９　都路ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-4866

こしの 渋谷区 道玄坂２－１６－１９　都路ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9458

ブルゴンディセヘイメル 渋谷区 道玄坂２－１６－８　坂本ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1822

THEWU 渋谷区 道玄坂２－１７－２　トップ美奄ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5109

もりげん 渋谷区 道玄坂２－１８－１１　サンモール道玄坂１０５　 飲食店 ZN-0000-4737

JAGAJAGA 渋谷区 道玄坂２－１８－２　上村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4598

BAREBONY 渋谷区 道玄坂２－１８－２　上村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3386

肉なべ千葉 渋谷店 渋谷区 道玄坂２－１９－１０　ＮＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4712

GOODWOODTERRACE 渋谷区 道玄坂２－１９－３　ライオンズマンション１０３ 飲食店 JS-0000-7142

ロブスター＆シャンパン Ebizo 渋谷区 道玄坂２－１９－３　ライオンズマンション１０４ 飲食店 SL-2000-8920

CONA 渋谷百軒店 渋谷区 道玄坂２－１９－３　ライオンズマンション１０６ 飲食店 SL-2000-9051

BAR 渋谷 CARROT 渋谷区 道玄坂２－２０－２６　藤和エクシール道玄坂Ｂ１－０３ 飲食店 JS-0003-6410

MUSICBAR NAGASAKI 渋谷区 道玄坂２－２０－５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9190

讃岐うどん 萬斎 渋谷区 道玄坂２－２０－５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-9191

ジンギスカン羊一渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２０－９　道玄坂柳光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2756

TAKASAKIJAPAN 渋谷区 道玄坂２－２０－９　柳光ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4367

しぶや花魁 渋谷区 道玄坂２－２２－６ 飲食店 JS-0003-3795

渋谷 牡蠣入レ時 渋谷区 道玄坂２－２３－１　小池ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5259

Bistro 千 渋谷区 道玄坂２－２３－１１　ビルトオショオ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5096

魚山亭渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4696

台湾料理故宮 渋谷区 道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4816

金太郎 渋谷区 道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4877

匠文化村店 渋谷区 道玄坂２－２３－１４　道玄坂２２５ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0558

明洞タッカルビ渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２５－１０　ベニー清建ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-2169

コックマン 渋谷区 道玄坂２－２５－１４　堀田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4576

魚真渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4888

CHASECO 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル２－Ｂ 飲食店 JS-0001-2576

国境の南 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4879

渋谷焼肉金剛園 渋谷区 道玄坂２－２５－７　プラザ道玄坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4979

ウォキニ 渋谷区 道玄坂２－２６－５　ひまわりビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4504

月世界 渋谷区 道玄坂２－２６－５　ひまわりビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4742

salute じゃぽん 渋谷区 道玄坂２－２８－２　ＭＭビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-9569

百えん屋渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－２８－５　道玄坂ＳＵＮ－Ｊビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4616

串焼専門左五右衛門 渋谷区 道玄坂２－２９－８　道玄坂センタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4895

USHIHACHI 渋谷店 渋谷区 道玄坂２－３－１　渋谷駅前ビル　 飲食店 ZN-0000-5198

カフェベルチュ 渋谷区 道玄坂２－６－１１　鳥升ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5092



26 2020/9/29

［渋谷区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

カプリス 渋谷区 道玄坂２－６－１１　鳥升ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4974

おにぎり＆ BAR ひろ松 渋谷区 道玄坂２－６－１２　ＳＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4792

漁十八番 渋谷区 道玄坂２－６－１２　トロワビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4505

串焼き末代 渋谷区 道玄坂２－６－１２　道玄坂トロワービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4842

S 渋谷区 道玄坂２－６－１２　道玄坂トロワービルＢ１－Ａ　 飲食店 ZN-0000-5209

千串屋渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－１４　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6762

越後屋三太夫 道玄坂 渋谷区 道玄坂２－６－１５　ユニ道玄坂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4644

パンダレストラン 渋谷区 道玄坂２－６－１６ 飲食店 JS-0004-6761

とんちゃん渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－２　藤山恒産ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5219

とんちゃん渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－２　藤山恒産道玄坂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5152

バーイースト 渋谷区 道玄坂２－６－６　山本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4670

治郎丸 渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－６－７　ＲＩＳＭ渋谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5093

お好み焼き鉄板焼呑兵衛 渋谷区 道玄坂２－６－７　ＴビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5033

餃子研究所 渋谷区 道玄坂２－７－１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4882

よかとこ 渋谷区 道玄坂２－７－３　三喜ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4234

とととりとん渋谷 渋谷区 道玄坂２－７－３　三喜ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8903

気づここト－キョ－道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－７－５　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0045

庵 GURI55 － 66 渋谷区 道玄坂２－８－１　Ｂ－大和田１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4674

御八渋谷店 渋谷区 道玄坂２－８－７　渋谷道玄坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9386

居酒屋 天国 渋谷区 道玄坂２－８－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5153

和 D 渋谷区 道玄坂２－８－８　コスモ渋谷館２０１ 飲食店 JS-0003-6902

クラブ タンポポ 渋谷区 道玄坂２－８－８　コスモ渋谷館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0532

チャオタイ渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－９－１０　Ｋ＆Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4804

NEAR’N 渋谷区 道玄坂２－９－４　第２宝徳ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0737

べるまっしゅ 渋谷区 南平台町１３－１　佐藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4943

レストラン南平台 渋谷区 南平台町６－７　　 飲食店 ZN-0000-5196

狐狸庵亭 渋谷区 幡ヶ谷１－３２－１　村川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5118

寿司のみやび屋 渋谷区 幡ヶ谷１－３３－３　幡ヶ谷田中ビル　 飲食店 ZN-0000-5023

オステリアリッコ 渋谷区 幡ヶ谷１－３３－６　　 飲食店 ZN-0000-4786

幡が谷のらんぽう 渋谷区 幡ヶ谷１－５－３　平和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4515

ももたろう 渋谷区 幡ヶ谷１－５－４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7085

魚の兆治 渋谷区 幡ヶ谷１－６－３　ジャンブル幡ヶ谷１０６　 飲食店 ZN-0000-5006

〔TOKYO〕BLOWIN’ 渋谷区 幡ヶ谷１－６－５　コーエーマンション１０２　 飲食店 ZN-0000-5311

うね女 渋谷区 幡ヶ谷２－１３－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4782

幡ヶ谷酒場はだか電球 渋谷区 幡ヶ谷２－３－９　２Ｆ　つくしビル　 飲食店 ZN-0000-4952

ビラッジョ幡ヶ谷 渋谷区 幡ヶ谷２－４８－１　　 飲食店 ZN-0000-5226

かごしま黒豚 くろ黒亭 渋谷区 幡ヶ谷２－４８－５　　 飲食店 ZN-0000-5076

チャイニーズ、メイファン 渋谷区 幡ヶ谷２－５２－３－１０２ 飲食店 JS-0001-1123

焼肉の三是 渋谷区 幡ヶ谷２－５２－３－１０７　都営幡谷２－アパート　 飲食店 ZN-0000-5133

なごみナチュルア幡ヶ谷店 渋谷区 幡ヶ谷２－５－６ 飲食店 JS-0004-7837

ホルモン炭火焼牛楽苑 渋谷区 幡ヶ谷２－５６－５ 飲食店 JS-0000-3492

ダイニングカフェデトックス 渋谷区 幡ヶ谷２－６－５　梅村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8027

牛繁幡ヶ谷北口店 渋谷区 幡ヶ谷２－７－１　ニューセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5180

パリバ－ル 渋谷区 幡ヶ谷２－７－９　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6027
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BARJASH 渋谷区 幡ヶ谷２－７－９　酒井ビル２Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-6271

ウォーカー 渋谷区 幡ヶ谷２－７－９　酒井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4575

モンゴル料理青空 渋谷区 幡ヶ谷２－７－９　仲ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4902

チョコボールファミリー 渋谷区 幡ヶ谷２－８－５　近藤ビルＢ１－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4006

WAEN 渋谷区 幡ヶ谷２－９－１６　ライベストコート幡ヶ谷２Ｆ－２０６　 飲食店 ZN-0000-5161

レガロ 渋谷区 鉢山町１４－２　代官山フラット１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5119

RISTORANTE YAGI 渋谷区 鉢山町１５－２　プラザ１０００代官山Ｂ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0086

モンスーンカフェ 代官山 渋谷区 鉢山町１５－４　 飲食店 AX-2000-0091

アデニア 渋谷区 鉢山町１－７ 飲食店 JS-0003-7976

メゾン・ド・スリジェ 渋谷区 鉢山町２－２ 飲食店 SL-2000-7124

なかふく 渋谷区 鉢山町２－４　冨沢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4917

花とら 渋谷区 富ヶ谷１－１０－１　ラ・トゥール代々木公園１０１　 飲食店 ZN-0000-4604

ビストロとサカバ TAKE 渋谷区 富ヶ谷１－１４－１４　スタンフォードアネックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4783

菜彩グリルいしはら 渋谷区 富ヶ谷１－１４－２０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4509

Bar Unkempt 渋谷区 富ヶ谷１－１４－２０－４０１ 飲食店 JS-0004-3170

BONDICAFEYOYOGIBP 渋谷区 富ヶ谷１－１５－２　１Ｆ　バルビゾン５５　 飲食店 ZN-0000-4625

MEALS 渋谷区 富ヶ谷１－１７－５　ＭＥＡＬＳＡＲＥＤＥＬＩＧＨＴＦＵＬ２Ｆ 飲食店 JS-0004-4325

MardeCristiano 渋谷区 富ヶ谷１－３－１２　４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4988

日本料理かぶら 渋谷区 富ヶ谷１－３－１３　マキビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3576

Bojun TOMIGAYA 渋谷区 富ヶ谷１－３５－２０　富ヶ谷スプリングス２Ｆ 飲食店 JS-0001-5119

シャイニーアウル 富ヶ谷 渋谷区 富ヶ谷１－３５－２３　 飲食店 SL-2000-7119

Sakeria 酒坊主 渋谷区 富ヶ谷１－３７－１　ロナーＹＳビル２０１　 飲食店 ZN-0000-4923

橘寿司 渋谷区 富ヶ谷１－３－９ 飲食店 JS-0000-2234

G．G．C． 渋谷区 富ヶ谷１－４４－４　いずみマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2237

ポルトガル料理＆ワインバークリスチアノ 渋谷区 富ヶ谷１－５１－１０　プリティパイン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4583

焼肉ぽんが LA 渋谷区 富ヶ谷１－５１－１２　小ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4850

花咲じいさん HACHIMAN 渋谷区 富ヶ谷１－５２－２２０２ 飲食店 JS-0005-9599

エスカレラ 渋谷区 富ヶ谷１－５２－６　２Ｆ 飲食店 JS-0001-8772

そば處 大野屋 富ヶ谷店 渋谷区 富ヶ谷１－５２－８　八幡ロイヤル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4328

ドリア＆グラタンなつめ 代々木八幡本店 渋谷区 富ヶ谷１－５３－２　レオマックビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3183

カリメロ 渋谷区 富ヶ谷１－８－７　飯島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4714

にく久 渋谷区 富ヶ谷１－８－８　代々木ワルトハイム１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4708

シャンブル アヴェク ヴュ 渋谷区 富ヶ谷２－１８－１６　スカイガーデン代々木公園１０１ 飲食店 JS-0002-1751

BONDICOFFEESANDWICH 渋谷区 富ヶ谷２－２２－８　アキラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5074

焼肉可禮亜 渋谷区 本町１－１７－１０　ＡＦプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2622

音楽茶房 Buddy － Buddy 渋谷区 本町１－５８－６　木下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9619

大衆割烹 えびす 渋谷区 本町２－１４－２ 飲食店 JS-0001-9693

VANNO 渋谷区 本町２－２８－４　サンエムマンション第３－１０１ 飲食店 JS-0003-7816

tententen 初台 渋谷区 本町２－３９－１　堀江ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0218

DOROHATSUDAI 渋谷区 本町２－４０－１　プレアデス初台１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5107

喜楽鮨 渋谷区 本町２－４０－３　　 飲食店 ZN-0000-5280

サモサ初台店 渋谷区 本町２－４－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3907

酒と飯 橙 渋谷区 本町２－４６－１ 飲食店 JS-0005-9908

ダイニングバー HATSUNE 渋谷区 本町２－７－９ 飲食店 JS-0000-1842
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［渋谷区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

酒処理せい 渋谷区 本町３－１１－３　ホーヨー東京レジデンスＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5894

ラダムオーカメリア 渋谷区 本町４－１３－１１　 飲食店 SL-2000-4385

七輪焼き 塩 渋谷区 本町６－３９－７ 飲食店 JS-0002-7728

Port of call 渋谷区 鶯谷町１－３　外山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3720

Bookcafedays 渋谷区 鶯谷町１５－１０　ロイヤルパレス渋谷１０５ 飲食店 JS-0001-0871

活惚れ 渋谷区 鶯谷町１９－１９　第三叶ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-5270

27 MCM 渋谷区 鶯谷町６－５　メグミビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8151

とり茶太郎 渋谷区 鶯谷町７－１２ 飲食店 JS-0005-0296

comecafe Osamu bar 渋谷区 鶯谷町８－１０　代官山トゥエルブⅡ２Ｆ－Ａ 飲食店 SL-2000-0844

BAR 鶴田 渋谷区 鶯谷町８－８ 飲食店 JS-0001-1510

ROLL 渋谷区 鶯谷町８－８ 飲食店 JS-0001-3250


