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INDIANDININGSPICE 新宿区 愛住町１９－１３　泰見ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4181

ワインバール OrsoVerde 新宿区 愛住町４－１　四谷愛住町ビル（湯本ビル）２Ｆ 飲食店 JS-0001-7854

つづみ留次郎 新宿区 愛住町４－１　湯本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8640

和食おかもと 新宿区 愛住町８－２９ 飲食店 JS-0000-1594

中国四川料理梅香 新宿区 横寺町３７－３９　中嶋第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3486

神楽坂イタリアン 新宿区 横寺町６８　　 飲食店 ZN-0000-3885

天香宴 新宿区 下宮比町２－７　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0408

小体な呑み屋 新宿区 下宮比町２－７　西欧ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3466

レストランかざみどりポアソン店 新宿区 下落合３－１７－３９　　 飲食店 ZN-0000-3435

兎 新宿区 下落合３－１８－２　福田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2760

寿司たつ 新宿区 下落合３－１８－３ 飲食店 JS-0000-7186

揚子江 新宿区 下落合３－２０－３　　 飲食店 ZN-0000-7555

天作 新宿区 下落合３－２－１６　池龍ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3784

みかわや 新宿区 下落合３－２２－１６　 飲食店 SL-2000-7093

SEKAIDE1BAR 新宿区 歌舞伎町１－１０－１２　豊ビルディングＢ１F　 飲食店 ZN-2000-3663

蒙古苑 新宿区 歌舞伎町１－１０－３　Ｇ３ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3755

ホルモン焼肉縁新宿歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１０－４　　 飲食店 ZN-0000-3479

海月 新宿区 歌舞伎町１－１０－５　えびす会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4688

BLACKSUNJazzClub 新宿区 歌舞伎町１－１０－５　えびす会館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3351

GODZ 新宿区 歌舞伎町１－１０－５　えびす会館Ｂ１ 飲食店 SL-2000-9225

くれば わかる 新宿区 歌舞伎町１－１－１０　　 飲食店 ZN-0000-3688

突風 新宿区 歌舞伎町１－１－１０　　 飲食店 ZN-2000-0437

PARASOL 新宿区 歌舞伎町１－１－１０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3977

OTSUU 歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１１－１０　イクザスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4271

OXYGEN 新宿区 歌舞伎町１－１１－１０　イグザスビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3771

佐和 新宿区 歌舞伎町１－１１－１０　イクサスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4377

SeptemBar2 号店 新宿区 歌舞伎町１－１１－１０　三経４２ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4167

MUSE COLLECTION 新宿区 歌舞伎町１－１１－１２　Ｍ１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1234

Leia 新宿区 歌舞伎町１－１１－１２　木村慶ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6040

LEMPicKA 新宿区 歌舞伎町１－１１－３　加藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3771

肉寿司新宿歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１１－５　長谷川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4112

魚魚家 新宿区 歌舞伎町１－１１－６　ロイヤル歌舞伎町第１　 飲食店 ZN-0000-3847

俺の味世 新宿区 歌舞伎町１－１１－７ 飲食店 JS-0005-6196

進ゲキの猫 新宿区 歌舞伎町１－１２－１　５Ｆ 飲食店 JS-0004-3687

WOODBAR　cabana 新宿区 歌舞伎町１－１２－１４　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6829

CasBAR 新宿区 歌舞伎町１－１２－１９　タテハナビル２－Ｅ　 飲食店 ZN-0002-2923

肉バル GYU － TORI － TON 新宿区 歌舞伎町１－１２－２　第５８東京ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4310

Borracho 新宿 新宿区 歌舞伎町１－１２－３　ＭＯＮビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-8885

もうやんカレー 新宿東口店 新宿区 歌舞伎町１－１２－５　チェリービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5010

Bar 夜兎 新宿区 歌舞伎町１－１２－５　チェリ－ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-9604
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ダイニングバー M 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3823

居酒屋うまいもん 本店 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8958

ご馳走や叶え 歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3330

BarAMUSE 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4602

和処暖簾 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3228

台湾料理青葉 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3749

HANOI 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1250

BarLabo 新宿区 歌舞伎町１－１２－６　歌舞伎町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3938

L 新宿区 歌舞伎町１－１２－９　タテハナビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5585

FiveAnnex 新宿区 歌舞伎町１－１２－９　タテハナビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4610

CAFE88 新宿区 歌舞伎町１－１２－９－Ｄ　　 飲食店 ZN-0000-4068

八方寿司 新宿区 歌舞伎町１－１３－１０ 飲食店 JS-0000-1268

歌舞伎市場 新宿区 歌舞伎町１－１３－１０　フジビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4830

NOMEATNOLIFE クワトロ 新宿区 歌舞伎町１－１３－１０　一草堂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9772

ホルモンバンカラ 新宿区 歌舞伎町１－１３－９　　 飲食店 ZN-0000-3727

B － TOKYO 新宿区 歌舞伎町１－１４－３　第１０３東京ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4148

ととりこ 新宿区 歌舞伎町１－１４－４　川新ビル８F　 飲食店 ZN-0000-4118

LAFITTE 新宿区 歌舞伎町１－１４－６　５Ｆ 飲食店 JS-0005-2879

焼そばかぶきち 新宿区 歌舞伎町１－１４－６　第２１東京ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4495

おう。ばん。 新宿区 歌舞伎町１－１４－６　東京２１ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3743

DREAMSTORE 新宿区 歌舞伎町１－１４－７　新宿ハヤシビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3848

まんぷくカルビ 新宿区 歌舞伎町１－１４－７　林ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3310

ロフトプラスワン 新宿区 歌舞伎町１－１４－７　林ビルＢ２ 飲食店 JS-0004-1479

3rdRoom 新宿区 歌舞伎町１－１－５　パレスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4334

やさいや歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１５－１３　建成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1661

BARK － Station 新宿区 歌舞伎町１－１５－１８　ウイングスビル６０１　 飲食店 ZN-2000-1785

けむり新宿店 新宿区 歌舞伎町１－１５－７　榮喜堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3906

OLD － CAFEACQUA 新宿区 歌舞伎町１－１５－８　ウィングスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3826

何となく 新宿区 歌舞伎町１－１－６　　 飲食店 ZN-0000-3687

88P 新宿区 歌舞伎町１－１－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0376

ジンギスカン霧島新宿店 新宿区 歌舞伎町１－１６－１０　第２７東京ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4107

米新 新宿区 歌舞伎町１－１６－１２ 飲食店 JS-0001-9604

将軍ホルモン 新宿区 歌舞伎町１－１６－１２　蓬麻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4346

ミートテーブル 新宿区 歌舞伎町１－１６－１２　蓬麻ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-3633

K － St． 新宿区 歌舞伎町１－１－７　　 飲食店 PK-0000-0880

Shampoo 新宿区 歌舞伎町１－１－７　　 飲食店 PK-0000-1018

Ken’sBar 新宿区 歌舞伎町１－１－７　マルハビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3172

Bar Pitou 新宿区 歌舞伎町１－１－７　新宿ゴールデン街　花園五番街 飲食店 SL-2000-7171

肉バル肉道 新宿区 歌舞伎町１－１７－１１　プレーンシティ新宿５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4409

アジアティーク 新宿区 歌舞伎町１－１７－１１　プレーンシティ新宿ビルＢ１F　 飲食店 ZN-2000-7285

大阪家 新宿区 歌舞伎町１－１７－１２　浅川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0603

うさぎや 5F 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　　 飲食店 ZN-0000-3896

東京ヤキトリ本舗 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　　 飲食店 ZN-0000-3897

銀と桜 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　６Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4291
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居路裏 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　Ｊ１ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4418

お好み焼きとらぢゅう 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　ピックペックビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4335

虎の子 新宿区 歌舞伎町１－１７－１３　ピックペックビル４F　 飲食店 ZN-0000-4376

鉄板ベイビー新宿店 新宿区 歌舞伎町１－１７－４　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5841

東京豚骨拉麺ばんから 新宿区 歌舞伎町１－１７－５　第二安田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3858

居酒屋 うまいもん 一番街 新宿区 歌舞伎町１－１７－５　第二安田ビル B １Ｆ 飲食店 JS-0001-6898

香屋 新宿区 歌舞伎町１－１７－７　リカム３ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9903

Bar るつぼ 新宿区 歌舞伎町１－１－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4276

COCOBBQ 新宿区 歌舞伎町１－１８－４　コマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4161

澣花火鍋 新宿区 歌舞伎町１－１８－５　　 飲食店 ZN-0000-4461

ハヌリ歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－１８－９　ＷａＭａｌｌ歌舞伎町　 飲食店 ZN-0000-4168

肉亭ふたご 新宿区 歌舞伎町１－１８－９　ＷａＭａｌｌ歌舞伎町１０Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4147

おとなのジャンプ酒場 新宿区 歌舞伎町１－１８－９　ＷａＭａｌｌ歌舞伎町５Ｆ 飲食店 JS-0003-8911

TAVERNA UOKIN 歌舞伎町 新宿区 歌舞伎町１－１８－９　ワモールビル歌舞伎町３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3400

新橋魚金歌舞伎町弐 新宿区 歌舞伎町１－１８－９　ワモールビル歌舞伎町４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3401

どんがらがっしゃん 新宿区 歌舞伎町１－１－９ 飲食店 JS-0001-4910

ALLEYNUTS 新宿区 歌舞伎町１－１－９　ＡＬＬＥＹ・ＮＵＴＳ２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2213

クエッション 新宿区 歌舞伎町１－１－９　ゴールデン街 飲食店 JS-0000-4743

misosoup 新宿区 歌舞伎町１－１－９　新宿ゴールデン街花園一番街 飲食店 JS-0006-0045

京ちゃばな 新宿東宝ビル店 新宿区 歌舞伎町１－１９－１ 飲食店 JS-0003-6172

SOLAHSPICES 新宿東宝店 新宿区 歌舞伎町１－１９－１　新宿東宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3587

セガ歌舞伎町 新宿区 歌舞伎町１－２１－１　第二東亜会館２Ｆ 飲食店 JS-0002-9102

D’te 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　Ａ新光ビル８F　 飲食店 ZN-2000-1968

ステーキハウス神戸 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　新光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4544

マジックバー クオーレ 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　新光ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0182

Axis 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　新光ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4712

BaNiT 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　新光ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1174

Yotty 新宿区 歌舞伎町１－２－１３　新光ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6082

H 新宿区 歌舞伎町１－２－１４　コリンズ１５－５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-4039

カフェプリンス 新宿区 歌舞伎町１－２－１４　コリンズ１５ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-4721

ROOM 新宿区 歌舞伎町１－２－１５　ソシアルビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3413

APiTS 新宿区 歌舞伎町１－２－１５　ソシアルビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0850

湛山 新宿区 歌舞伎町１－２－１５　ソシアルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4180

ジーニー 新宿区 歌舞伎町１－２－１５　歌舞伎ソシアルビル２Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-3121

狐白 新宿区 歌舞伎町１－２－１５　歌舞伎町ソシアルビル１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3389

釜めし華 新宿区 歌舞伎町１－２－１７　第二桑原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1327

鳥京 新宿区 歌舞伎町１－２２　鳥京ビル１－５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4485

割烹あそう 新宿区 歌舞伎町１－２２－４ 飲食店 JS-0001-5836

黒毛和牛焼肉新宿肉善 新宿区 歌舞伎町１－２２－６　富士ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6975

焼肉肉縁 新宿区 歌舞伎町１－２２－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4222

月色 新宿区 歌舞伎町１－２２－９　ｊゴールドビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4914

空のとりこ 新宿区 歌舞伎町１－２２－９　Ｊゴールドビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4085

鳥道酒場 新宿区 歌舞伎町１－２３－１０　歌舞伎町Ｙビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5773

BUNNY’STOKYO 新宿区 歌舞伎町１－２３－１２　第１０ＮＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4146
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Bacchus 新宿区 歌舞伎町１－２３－１２　第１０ＮＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4147

居酒屋 HIBIKI 新宿区 歌舞伎町１－２３－１２　第１０ＮＫビル５Ｆ－５０１　 飲食店 ZN-0000-4332

湖南菜館 新宿区 歌舞伎町１－２３－１３　４Ｆ 飲食店 JS-0001-5473

焼肉どんどん歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－２３－１３　下村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1380

パンキッシュ 新宿区 歌舞伎町１－２３－１３　下村ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3481

カブキラウンジ 新宿区 歌舞伎町１－２３－１３　大滝ビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-5251

新橋魚金歌舞伎町 壱 新宿区 歌舞伎町１－２３－１５　ＳＵＺＵＹＡビルディング７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3399

新宿三代目ホルモン家 新宿区 歌舞伎町１－２３－９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3768

GG 新宿区 歌舞伎町１－２３－９　ＴＣ１８ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4644

ジャストミート 新宿区 歌舞伎町１－２３－９　ＴＣ第１８えび通りビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3348

鉄板王国西武新宿駅前店 新宿区 歌舞伎町１－２４－６　鶴切ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4414

桜寿司 新宿区 歌舞伎町１－２５－３　西武新宿駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0932

ハレバレペコリ西新宿店 新宿区 歌舞伎町１－２５－３　西武新宿駅前ビル７Ｆ 飲食店 JS-0004-4303

くるり 新宿区 歌舞伎町１－２５－３　西武新宿駅前ビルＢ２F　 飲食店 ZN-0000-4003

TIPPLE 新宿区 歌舞伎町１－２－６　三経５５ビル７０４　 飲食店 ZN-0002-2922

マウンテン 新宿区 歌舞伎町１－２－６　三経５５ビル８０３　 飲食店 ZN-2000-6961

炭火焼肉 トラジ 新宿店 新宿区 歌舞伎町１－２－６　三経ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0209

トラジ新宿店 3F 新宿区 歌舞伎町１－２－６　三経ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0174

からげんき 新宿区 歌舞伎町１－２６－１　風月会館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9592

清龍酒蔵 歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－２－７　　 飲食店 ZN-0000-3324

JADE 新宿区 歌舞伎町１－２－７　６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4032

ラフテル 新宿区 歌舞伎町１－２－７　ダイカンプラザ星座館４０６　 飲食店 ZN-0000-3415

伊利嬉 新宿区 歌舞伎町１－２－７　ダイカンプラザ星座館７０６　 飲食店 ZN-0000-4014

ROSE 新宿区 歌舞伎町１－２－７　ダイカンプラザ星座館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4372

MR．WOLF 新宿区 歌舞伎町１－２－７　歌舞伎町ダイカンプラザ星座館３０６　 飲食店 ZN-2000-3912

ルクソール 新宿区 歌舞伎町１－２－７　星座館ビル７１３　 飲食店 ZN-2000-0170

レストランバー No．1 新宿区 歌舞伎町１－２－７　星座館ビル８Ｆ 飲食店 JS-0000-3485

フォーチュンバータロット 新宿区 歌舞伎町１－２－７　星座館ビル９０３　 飲食店 ZN-2000-0943

焼肉ホルモン 龍の巣 歌舞伎町区役所通り 新宿区 歌舞伎町１－２－８　第２ウィザードセブンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1494

BarEnergy 新宿区 歌舞伎町１－２８－２　第２鈴鹿ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4228

するり 新宿区 歌舞伎町１－２－９　オウミ新宿ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3838

上海家庭料理上海小吃 新宿区 歌舞伎町１－３－１０　　 飲食店 ZN-0000-4094

DHALICURRY 新宿区 歌舞伎町１－３－１０　　 飲食店 ZN-0000-4179

天草 MIAKI 新宿区 歌舞伎町１－３－１５ 飲食店 JS-0004-1656

POLLO68 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5216

ラルレジェンヌ 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　カテリーナビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-1822

てけてけ 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　ザ・カテリーナ５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4229

Episode 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　ザ・カテリーナ７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3612

Nyank 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　ザ・カテリーナビル３Ｆ－２　 飲食店 ZN-2000-3297

KeyCrew 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　ザ・カテリーナビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4090

ACE 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　ザ・カテリーナビル６Ｆ－Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5403

鰻将本店 新宿区 歌舞伎町１－３－１５　谷合ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3412

VIVA 新宿区 歌舞伎町１－３－５　イーストプラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5378

ARIA 新宿区 歌舞伎町１－３－５　相模観光ビルイーストプラザＢ１－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-4810
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DiningBarESOLA 新宿区 歌舞伎町１－３－５　相模観光ビル地下２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3390

旬彩 はなれ 新宿区 歌舞伎町１－３－７　金嶋ビル 飲食店 JS-0002-0106

歌舞伎町神鶏 新宿区 歌舞伎町１－３－７　第１金嶋ビルＢ　 飲食店 ZN-0000-4423

牛タンいろ葉歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町１－３－７　第１金嶋ビルＢ　 飲食店 ZN-0000-4441

シーロム 新宿区 歌舞伎町１－４－１２　ミヤタビルＢ２ 飲食店 JS-0003-3407

5IVE 新宿区 歌舞伎町１－４－１２　ミヤタビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1158

SAKEBaratika 新宿区 歌舞伎町１－４－１２　新宿ミヤタビルＢ－１０５　 飲食店 ZN-0000-4202

翔湖 新宿区 歌舞伎町１－４－８　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7125

元ちゃん 新宿区 歌舞伎町１－６－１１　栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3764

焼肉いたみ はなれ 新宿区 歌舞伎町１－６－１３　良川ビル７－１F 飲食店 ZN-0000-4319

GIVAS 新宿区 歌舞伎町１－６－１３　良川ビル７－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2137

新宿比内・阿波尾鶏 新宿区 歌舞伎町１－６－１４　第二ショーリビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4173

新宿駄菓子バー 新宿区 歌舞伎町１－６－２　Ｔ－ｗｉｎｇ５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4353

個室居酒屋 虎や 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2352

豊ノ藏 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4494

天空の雫 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4364

吉宗 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3501

Tokaien 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル８Ｆ 飲食店 JS-0004-7219

龍太 新宿区 歌舞伎町１－６－３　東海苑ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4252

八蔵 新宿区 歌舞伎町１－６－６　橋本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6158

和風居酒屋 京吉 新宿区 歌舞伎町１－６－６　橋本ビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-1880

上上品焼肉しゃぶしゃぶ 新宿区 歌舞伎町１－６－６　橋本ビルＢ１F　 飲食店 ZN-2000-5384

豊か盛り 新宿区 歌舞伎町１－６－７　三経３８ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3918

なごみ 新宿区 歌舞伎町１－６－７　三経３８ビル６F　 飲食店 ZN-2000-2799

セクターセブン・ジー 新宿区 歌舞伎町１－８－１　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1913

ForFunkyLife 新宿区 歌舞伎町１－８－３　　 飲食店 ZN-2000-0436

No．1 焼肉しゃぶしゃぶ 新宿区 歌舞伎町１－８－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4205

ハートビート 新宿区 歌舞伎町１－８－３　良川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2315

酔っこら処 新宿区 歌舞伎町１－８－３　良川ビル５－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4184

はじまりはいつも・・・569 新宿区 歌舞伎町１－８－４　良川ビル６－２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6052

LAYLA 新宿区 歌舞伎町１－８－４　良川ビル６－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3611

串焼きなごみ 新宿区 歌舞伎町１－８－４　良川ビル６B １Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1355

MINNANOBAR997 新宿区 歌舞伎町１－８－４　良川ビルＢ２F　 飲食店 ZN-0000-3913

SALAS 新宿区 歌舞伎町１－９－１　ヒサコービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3454

K 新宿区 歌舞伎町１－９－１　ヒサコービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1981

Bar ぶりぶり 新宿区 歌舞伎町１－９－１　ヒサコービルＢ１Ｆ２号室　 飲食店 ZN-2000-4152

DeuxTours 新宿区 歌舞伎町１－９－１０　Ｋ ’ ｓビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3803

トンマッコル 新宿区 歌舞伎町１－９－６　三経ビル３２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4306

旬彩 新宿区 歌舞伎町１－９－８　アサヒビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0294

AVANT 新宿区 歌舞伎町２－１０－２　ジェスト３ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4454

SSB 新宿区 歌舞伎町２－１０－２　ジェスト３ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6889

すしぜん 新宿区 歌舞伎町２－１０－５　ＧＩビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4328

BlueWater 新宿区 歌舞伎町２－１０－７　ダイヤモンドビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6274

回転扉 新宿区 歌舞伎町２－１０－７　ダイヤモンドビル５Ｆ－Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4733
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BEATLES7080 新宿区 歌舞伎町２－１１－１１　Ｋ．Ｃビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4050

Coyote 新宿区 歌舞伎町２－１１－２　良川３ビル１F 飲食店 SL-2000-4987

BAR ハングオーバー 新宿区 歌舞伎町２－１１－４　Ｌｅｅ３ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6450

BARtequila 新宿区 歌舞伎町２－１１－４　Ｌｅｅ３ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4399

健心流 新宿区 歌舞伎町２－１１－４　新宿Ｌｅｅ３ビル－２Ｆ 飲食店 JS-0003-4848

痩身膳 新宿区 歌舞伎町２－１１－４　新宿Ｌｅｅ３ビル－８Ｆ 飲食店 JS-0004-2055

居酒屋ごん 新宿区 歌舞伎町２－１１－７　メトロビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5947

宮崎屋どげんよ 新宿区 歌舞伎町２－１１－７　メトロビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3492

ciel 新宿区 歌舞伎町２－１１－７　メトロビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2751

バーデス 新宿区 歌舞伎町２－１１－７　メトロビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4153

焼肉いたみ元 2 号店 新宿区 歌舞伎町２－１３－２　良川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4318

HaruHaru 新宿区 歌舞伎町２－１３－４　第６金嶋ビル４０８　 飲食店 ZN-2000-2685

楽球や 新宿区 歌舞伎町２－１３－６　メトロプラザ１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3636

おいた 新宿区 歌舞伎町２－１３－６　メトロプラザ１－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3772

エス 新宿区 歌舞伎町２－１３－６　メトロプラザ１ビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-3286

222 新宿区 歌舞伎町２－１３－６　メトロプラザ１ビル７Ｆ－ｉ　 飲食店 ZN-2000-2391

柏 新宿区 歌舞伎町２－１３－６　メトロプラザビル１－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0062

まる宿めんてんてん 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8671

GARDEN 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　４Ｆ 飲食店 JS-0004-6339

加奈 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　メトロプラザ２－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4095

High ＆ Low 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　メトロプラザ２－３Ｆ－Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3926

とんちゃん 新宿店 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　メトロプラザ２ビル１　 飲食店 ZN-0000-4366

ミューズ 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　メトロプラザ２ビル６Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4475

KingKong2nd 新宿区 歌舞伎町２－１４－８　メトロプラザ２ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2699

ソナ 新宿区 歌舞伎町２－１７－４　コリンズ３７ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3170

玉蘭 新宿区 歌舞伎町２－１８－１　　 飲食店 ZN-0002-6951

串焼おでん黒川 新宿区 歌舞伎町２－１８－６　日光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3672

HGRAND 新宿区 歌舞伎町２－１８－６　日光ビル５－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3383

豚かん 新宿区 歌舞伎町２－１９－１０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3777

UNIQUE 新宿区 歌舞伎町２－１９－１０　ＡＢＣビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6097

香港飯店 0410 新宿区 歌舞伎町２－１９－１０　金嶋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4212

阿里香 新宿区 歌舞伎町２－１９－１０Ａ　ＢＣビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-7978

ますお 新宿区 歌舞伎町２－１９－１２　レジデンシャルステージ東新宿Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2998

二等兵の手紙 新宿区 歌舞伎町２－１９－７　Ｂ号新田中ビル４F　 飲食店 ZN-2000-7481

まいど 新宿区 歌舞伎町２－１９－７　新田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3996

BeniBouchonCork 新宿区 歌舞伎町２－１９－７　新田中ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4240

感じポチャ 新宿区 歌舞伎町２－１９－７　新田中ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7211

学校へ行こう 新宿区 歌舞伎町２－１９－７　新田中ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4188

ヘウンデ二号店 新宿区 歌舞伎町２－２０－１０　　 飲食店 ZN-0000-4331

味自慢 新宿区 歌舞伎町２－２０－１０　Ｊビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3708

ダイニングバー 2C 新宿区 歌舞伎町２－２０－１０　Ｊビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3692

韓流 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　　 飲食店 ZN-0000-4462

ミサリ 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　玉野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5681

小さな鉄板焼き 小高屋 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　玉野ビル２Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0002-2523
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清水 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　玉野ビル３Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2829

JAM ＋ 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　玉野ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3527

ゆかり 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　第７本間ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5508

BITCH ！！ 新宿区 歌舞伎町２－２０－１１　第７本間ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4189

Bar20’s 新宿区 歌舞伎町２－２０－１２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6175

沖縄料理琉球亭 新宿区 歌舞伎町２－２０－１２　ミネルバビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4082

新村食堂 新宿区 歌舞伎町２－２０－１４　内田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3477

新宿柳苑 新宿区 歌舞伎町２－２０－６　第２本間ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3643

薬膳マ－ラ－タン 新宿区 歌舞伎町２－２１－４　三経２１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6342

BarITZY 新宿区 歌舞伎町２－２１－５　三経２０ビル４Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-6484

旬菜居酒屋小夏食堂 新宿区 歌舞伎町２－２１－５　第２平沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7782

LIBERTE 新宿区 歌舞伎町２－２１－５　第二平沢ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5167

芝大門夏冬 新宿区 歌舞伎町２－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-4399

HIGE ゴリラ 新宿区 歌舞伎町２－２２－１　アイトスビル２Ｆ－Ｅ 飲食店 JS-0002-9829

2ndCafe 新宿区 歌舞伎町２－２２－１３　ＡＤビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2394

バ－ カラ－ズ 新宿区 歌舞伎町２－２２－１３　ＡＤビル２Ｆ－Ｅ 飲食店 JS-0004-2180

はやし新宿店 新宿区 歌舞伎町２－２２－５　叙々苑第２新宿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3692

BARKING 新宿区 歌舞伎町２－２２－５　叙々苑第２新宿ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4471

BARKAKISUKE 新宿区 歌舞伎町２－２２－５　叙々苑第２新宿ビル３Ｆ－Ｂ 飲食店 ZN-0000-4455

Magic RAMP 新宿区 歌舞伎町２－２２－５　叙々苑第２新宿ビル４Ｆ　Ｆ号室 飲食店 JS-0005-1754

RINGO 新宿区 歌舞伎町２－２２－５　第２叙々苑ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3831

ダーギー 新宿区 歌舞伎町２－２２－８　第八金嶋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-6861

バー プレッソ 新宿区 歌舞伎町２－２３－１　風林会館Ｂ１　 飲食店 ZN-2000-0071

BarJack 新宿区 歌舞伎町２－２３－１　風林会館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6062

KUJIRAENTERTAINMENT 新宿区 歌舞伎町２－２３－１　風林会館Ｂ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4936

味楽亭 新宿区 歌舞伎町２－２３－１０　　 飲食店 ZN-0000-3359

新宿つむぎ 新宿区 歌舞伎町２－２３－１０　第一本間ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4247

お料理 茶々 新宿区 歌舞伎町２－２３－１２　チェックメイトビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0857

大吉 新宿区 歌舞伎町２－２３－１２　チェックメイトビル２Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-0000-4110

BAR くず星 新宿区 歌舞伎町２－２３－７　歌舞伎町プチプラザ３０５　 飲食店 ZN-2000-4333

BarAtomic 新宿区 歌舞伎町２－２４－３　新宿興和ビル１Ｆ－Ｐ　 飲食店 ZN-2000-3264

Signal 新宿区 歌舞伎町２－２４－３　新宿興和ビルＢ１Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-4575

パピコ 新宿区 歌舞伎町２－２４－６　プランド２２４６ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2289

ハート様 新宿区 歌舞伎町２－２４－６　プランド２２４６ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5262

PIKAPIKACHU 新宿区 歌舞伎町２－２４－７　ＭＲＴビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3928

BarSkyjam 新宿区 歌舞伎町２－２５－２　アラオビル５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-4564

binbim 新宿区 歌舞伎町２－２５－２　荒生ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1404

BAR 高飛車 新宿区 歌舞伎町２－２５－２　荒生ビル６Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-2030

しゃぶ叙 新宿区 歌舞伎町２－２６－１０　ＴＭＫ－０３歌舞伎町２－ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3728

つるとんたん 新宿店 新宿区 歌舞伎町２－２６－３　　 飲食店 ZN-0002-1383

オリエンタルテラス ロータス 新宿区 歌舞伎町２－２６－５　アパホテル１F 飲食店 JS-0005-1017

桑 s 新宿区 歌舞伎町２－２７－１１　三経２７ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3302

マリブ 新宿区 歌舞伎町２－２７－１２　新宿リービル２地下１Ｆ－Ｅ　 飲食店 ZN-2000-1551

ベロベロバー 2 新宿区 歌舞伎町２－２７－８　アタミビル３０１　 飲食店 ZN-2000-2900
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ベロベロバー SIKI 新宿区 歌舞伎町２－２７－８　アタミビル３０２　 飲食店 ZN-2000-7237

CLOVER 新宿区 歌舞伎町２－２７－９　アタックビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7011

ばー山田 新宿区 歌舞伎町２－２８－１　ソフィアビル１Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4461

ちんちら 新宿区 歌舞伎町２－２８－１５　２ＦＫビル　 飲食店 ZN-2000-0615

バリ 3 新宿区 歌舞伎町２－２８－１５　Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3947

カシータ 新宿区 歌舞伎町２－２８－１５　Ｋビル４Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-2481

クロウダディクラブ 新宿区 歌舞伎町２－２８－１５　ＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3647

CasaDELMARE 新宿区 歌舞伎町２－２８－１５　サチビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4146

おいらの肉屋歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町２－２８－１６　ウィザードセブン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4322

つけ蕎麦安土 新宿区 歌舞伎町２－２８－１６　ウィザードセブンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3964

桃太郎新宿店 新宿区 歌舞伎町２－２８－２　東松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3346

Barwasuka 新宿区 歌舞伎町２－２８－２　東松ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2863

ChAoS 新宿区 歌舞伎町２－２８－２　東松ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3414

わっかない亭 新宿区 歌舞伎町２－２９－１　第３ウィザードセブンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3387

アール 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1231

ワインバーキャビン 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1990

酒物語 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1773

なごみ 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビル－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0978

BarForce 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビル３Ｆ－Ｇ　 飲食店 ZN-2000-3279

Diamant 新宿区 歌舞伎町２－３０－１３　高島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3256

Fierte 新宿区 歌舞伎町２－３０－１４　三経８２ビル５Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5308

創作料理野辺地 新宿区 歌舞伎町２－３０－２　第五本間ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4273

酒肴れん 新宿区 歌舞伎町２－３０－２　第五本間ビル１Ｆ奥 飲食店 JS-0003-2244

テンチョ 新宿区 歌舞伎町２－３１－３　トーコープラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3449

ワンシンリ 新宿区 歌舞伎町２－３１－７　東京慶北ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3428

EDYS BAR 新宿区 歌舞伎町２－３２－４ 飲食店 JS-0005-1019

barmiyan 新宿区 歌舞伎町２－３３－１　第六トーアビルＢ１０１　 飲食店 ZN-2000-3620

DoubleBerry 新宿区 歌舞伎町２－３４－８　第５Ｓビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3532

牛のよたれ 新宿区 歌舞伎町２－３７－２　鈴木ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3570

新宿モンシェリー 新宿区 歌舞伎町２－３７－２　鈴木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3322

小次郎歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町２－３７－５　日新ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3459

パーティーダイニング乾杯 新宿区 歌舞伎町２－３７－５　日新ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1319

ゴールドモンキー 新宿区 歌舞伎町２－３７－５　日新ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3373

イージーライト 新宿区 歌舞伎町２－３７－５　日新ビル３Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2754

新宿あぐら屋 新宿区 歌舞伎町２－３７－５　日新ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4200

きらん 新宿区 歌舞伎町２－３８－１１　スカイラーク５Ａ 飲食店 JS-0002-0242

ブタゴリラ V．I．P 新宿区 歌舞伎町２－３８－１１　スカイラークビル５Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2984

BLACKOUT 新宿区 歌舞伎町２－３８－２　第２メトロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2989

ANA BAR Relax Dining 新宿区 歌舞伎町２－３８－４　古屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3295

水炊き季節料理 新宿なごみ 新宿区 歌舞伎町２－３８－４　古屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-4926

Majitomo 新宿区 歌舞伎町２－３８－８　八汐会館ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1376

TeN 空 新宿区 歌舞伎町２－３８－９　三星ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1440

タイ国料理 MARAKO 新宿区 歌舞伎町２－３９－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9333

BAN × KARAZONE － DS 新宿区 歌舞伎町２－３９－３　ＫＭＳ会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4126
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近江源氏 新宿区 歌舞伎町２－３９－８　ダーマビル１Ｆ，Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3661

DEUXTOURS 新宿区 歌舞伎町２－３９－８　ダーマビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4038

K － ZONE 新宿区 歌舞伎町２－４１－３　レオ寿ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-5995

FINEST 新宿区 歌舞伎町２－４１－３　レオ寿ビルＢ１－Ａ　 飲食店 PK-0000-1184

G ＆ B 新宿区 歌舞伎町２－４１－７　川井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3598

カサベリヤ 新宿区 歌舞伎町２－４２－１１－２Ｆ 飲食店 JS-0005-5474

オムニ食堂 新宿区 歌舞伎町２－４２－１３　東広ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3666

グッネチキン歌舞伎町店 新宿区 歌舞伎町２－４２－１６　１Ｆ第二大滝ビル　 飲食店 ZN-0000-4370

とも子 新宿区 歌舞伎町２－４２－１７　新宿ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-4172

台南担仔麺新宿店 新宿区 歌舞伎町２－４５－１　　 飲食店 ZN-0000-3680

きてや 新宿店 新宿区 歌舞伎町２－４５－４　若月ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7353

ロシアレストランスンガリー新宿東口本店 新宿区 歌舞伎町２－４５－６　千代田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3662

のだぴん 新宿区 歌舞伎町２－４５－７　石井ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3801

KARAOKE BAR 999 新宿区 歌舞伎町２－４５－７　石井ビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-6247

牛恋 新宿 1 階 新宿区 歌舞伎町２－４５－８　ＨＨＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3999

牛恋 新宿 2 階 新宿区 歌舞伎町２－４５－８　アビテビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4483

ACQUACITY 新宿区 歌舞伎町２－４６－３　西武新宿駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3921

AnChor 新宿区 歌舞伎町２－４６－７　第３平沢ビル４Ｆ－Ｅ　 飲食店 ZN-2000-3342

ジンギスカン羊一新宿店 新宿区 歌舞伎町２－８－１２　新宿アーバンホテル　 飲食店 ZN-0002-2755

ダボ屋 新宿区 歌舞伎町２－８－２　ホテルアビスＢ１　 飲食店 ZN-0000-3773

タイ料理ひまわり 新宿区 歌舞伎町２－９－１５　ダイヤモンドパレス１０７ 飲食店 JS-0000-7829

和処秀 新宿区 歌舞伎町２－９－１８　ライオンズプラザ新宿１１０　 飲食店 ZN-0000-4093

新宿つむぎ 2 号店 新宿区 歌舞伎町２－９－１８　ライオンズプラザ新宿１Ｆ 飲食店 JS-0004-8626

MORI 屋 新宿区 歌舞伎町２－９－１８　ライオンズプラザ新宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4044

Joint 新宿区 歌舞伎町２－９－１８　ライオンズプラザ新宿Ｂ１０５ 飲食店 ZN-2000-2466

グァヒーラ 新宿区 歌舞伎町２－９－１８　ライオンズプラザ新宿Ｂ１１５　 飲食店 ZN-2000-4175

元気大将 新宿区 歌舞伎町２－９－３　三経５９ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7021

小笠原伯爵邸 新宿区 河田町１０－１０　　 飲食店 ZN-0000-3685

小笠原伯爵邸カフェ 新宿区 河田町１０－１０　　 飲食店 ZN-0000-3970

新宿春川ダックカルビ 新宿区 河田町４－８　　 飲食店 ZN-2000-6133

おんゆの家 新宿区 河田町６－２４　ニューシティ河田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4352

東京女子医ビアンモ－ル 新宿区 河田町８－１ 飲食店 JS-0005-4461

RISTORANTEE’VOLTA 新宿区 霞ヶ丘町１１－３　三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア　 飲食店 ZN-2000-6922

Dippalace 神楽坂店 新宿区 岩戸町１　Ｍ ’ ｓ神楽坂１Ｆ 飲食店 JS-0003-8927

かもぞう 新宿区 岩戸町１　Ｍｓ神楽坂２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3416

日本酒処酒音 新宿区 岩戸町１１　清風ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4170

神楽酒 新宿区 岩戸町１６－２　メイジャー神楽坂２０１ 飲食店 JS-0004-0720

アンジェラ 新宿区 岩戸町２３　 飲食店 SL-2000-1163

ケトハレ 新宿区 原町３－３７　アイランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4359

遠州家 新宿区 戸山１－１－９ 飲食店 JS-0000-1234

荒木町たつや 新宿区 荒木町１０　タウンコートナナウミ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4354

青華こばやし 新宿区 荒木町１０－１７－１０１　　 飲食店 ZN-0000-4123

以志久 新宿区 荒木町１０－２９　荒木町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1226

仏蘭西料理 N 新宿区 荒木町１０－９　フォレスト四谷１Ｆ 飲食店 JS-0000-8186
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居酒 BarJILL 新宿区 荒木町１－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3845

Bully’s 新宿区 荒木町１１－２４　エーシービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3864

福の川いしだ 新宿区 荒木町１５　津の守坂マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4289

うぶか 新宿区 荒木町２　アイエスビル２－１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3824

glossy 新宿区 荒木町２０－１７　浅野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3875

ElLaguito 新宿区 荒木町２－１４－１　アイエス２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3907

の弥七 新宿区 荒木町２－９　ＭＩＴ四谷三－ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3333

MaisondeMINAMI 新宿区 荒木町２－９　ＭＩＴ四谷三－ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9395

寿司長 新宿区 荒木町３ 飲食店 JS-0004-5452

RISK 新宿区 荒木町３　田村ビル１－Ａ 飲食店 JS-0001-0434

道しるべ 新宿区 荒木町３－１ 飲食店 JS-0002-2975

多仁本 新宿区 荒木町３－２１　宮内ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0863

酒場のんき 新宿区 荒木町３－２３　国都マンション四谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4348

花見や 新宿区 荒木町３－２６　サウスウイング荒木町１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3442

AlcoholixAnonymous 新宿区 荒木町３－２６　サウスウィング荒木町２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4091

しほ瀬 新宿区 荒木町６ 飲食店 JS-0000-1220

荒木町やなぎ 新宿区 荒木町６　　 飲食店 ZN-0000-3364

赤坂光楽亭 新宿区 荒木町６－１ 飲食店 JS-0004-3965

棘や 新宿区 荒木町７　　 飲食店 ZN-0000-3809

Kitchen428 新宿区 荒木町７　安藤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3883

ROOTS 新宿区 荒木町７　三番館１０２　　 飲食店 ZN-0000-4080

羅無櫓 新宿区 荒木町７　飯田アパート１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3361

居酒屋おかげさま 新宿区 荒木町７－１　野崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9730

chiori 新宿区 荒木町７－１４　ＡＸＡＳ四谷三－１０２ 飲食店 JS-0003-4533

K ＇ Zkitchen 新宿区 荒木町８　ＩＡビル２Ｆ右 飲食店 SL-2000-0026

継ぐ 鮨政 新宿区 荒木町８　カインドステージ四谷三丁目 飲食店 ZN-0000-3312

Shuffle 新宿区 荒木町８－１　根本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3854

トラットリア ラッコルタ 新宿区 荒木町８－３　クレスト四ッ谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3333

橙 新宿区 荒木町９　美舟ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4424

ワイン・割烹 CONTRASTE 新宿区 荒木町９　美舟ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4472

焼鳥おがわ 新宿区 荒木町９－１　ウインド荒木町１－Ｒ　 飲食店 ZN-0000-4062

SoledeItaly 新宿区 荒木町９－１　ウインド荒木町２－Ｒ 飲食店 JS-0004-0287

キッチンタツヤストーリエ 新宿区 荒木町９－２２　菅沼ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4297

オ－ル・ザット・ジャズ 新宿区 荒木町９－２２　菅沼ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1593

焼鳥多喜 新宿区 荒木町９－２２　菅沼ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4403

茶のつたや 新宿区 高田馬場１－１７－１７　つたやビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6286

愛川 新宿区 高田馬場１－１７－２２　　 飲食店 ZN-0000-4458

ソウル家 新宿区 高田馬場１－２１－５　　 飲食店 ZN-0000-3704

FLATTORIA 新宿区 高田馬場１－２５－３０　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4895

おさかな食道 いろ川 新宿区 高田馬場１－２６－５　Ｆ１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0792

餃子の安亭高田馬場店 新宿区 高田馬場１－２６－５　ＦＩビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1757

おさかな食道　いろ川 新宿区 高田馬場１－２６－５　ＦＩビルＢ１Ｆ 飲食店 PK-0000-6291

TeaMo 新宿区 高田馬場１－２６－７　名店ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8062

だるま 新宿区 高田馬場１－２６－７　名店ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3432



11 2020/9/17

［新宿区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ROSSINI 新宿区 高田馬場１－２６－７　名店ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3433

ちばチャン高田馬場店 新宿区 高田馬場１－２７－１　ファインテックビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4019

the7thchordLINE 新宿区 高田馬場１－２７－２　イチカワビル２Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0000-4324

にんじんや高田馬場店 新宿区 高田馬場１－２７－６　Ｋ・Ｉビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3888

焼肉 はやみ 新宿区 高田馬場１－２９－６　野菊ビル１０１ 飲食店 JS-0002-8569

中国菜館敦煌 新宿区 高田馬場１－２９－７ 飲食店 JS-0005-3299

中国菜館 敦煌 新宿区 高田馬場１－２９－７　スカイパレスビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3111

わっしょい 新宿区 高田馬場１－３－１３　第２天台ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3726

みそり 新宿区 高田馬場１－３１－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4478

イル クッキアイオ ディ アンジェロ 新宿区 高田馬場１－３２－１３　高田馬場マリンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0726

カフェココ 新宿区 高田馬場１－３３－１５　後楽園ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2528

和創さくらの庭本店 新宿区 高田馬場１－３３－１５　後楽園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6848

たぎつ屋高田馬場店 新宿区 高田馬場１－３３－６　宇都宮ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7257

薬膳料理漢方ハウス高田馬場店 新宿区 高田馬場１－３４－１２　竹内ローリエビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3934

めっけもん 新宿区 高田馬場２－１１－９　埼玉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4127

ヨーロピアンバールアントレ 新宿区 高田馬場２－１３－３　橘ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3434

やき鶏義 新宿区 高田馬場２－１４－５　サンエスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5995

カオタイ 新宿区 高田馬場２－１４－６　アライビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3700

とんちゃん高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１４－７　ニュー西村ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4342

地酒と料理高田馬場研究所 新宿区 高田馬場２－１４－７　新東ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-4089

野方ホープ 高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１４－７　泉和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3101

串焼 かめや 新宿区 高田馬場２－１４－８　ＮＴビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1332

馬場の美和食さしうま 新宿区 高田馬場２－１４－８　ＮＴビルＢ１Ｆ－ＣＤ　 飲食店 ZN-2000-5914

アウトサイダー 2 新宿区 高田馬場２－１５－１０　城北ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3653

竹とんぼ 新宿区 高田馬場２－１５－１０　城北ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6699

meetMeats5 バル高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１５－７　０３ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1423

十七番地高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１５－８　新澤ビル　 飲食店 ZN-0000-4236

築地食堂源ちゃん高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１６－２　土屋ビル　 飲食店 ZN-0000-3500

ハルタ 新宿区 高田馬場２－１６－４　　 飲食店 ZN-0000-3908

割烹桂 新宿区 高田馬場２－１７－１　イセナミビル　 飲食店 ZN-0000-3930

LIZARRAN 高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１７－１５　唐橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5189

韓国食彩二東マッコリ高田馬場店 新宿区 高田馬場２－１８－１１　稲門ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3456

まんぷく亭 新宿区 高田馬場２－１８－１１　稲門ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0367

いちだん 新宿区 高田馬場２－１８－６　柳屋ビル　 飲食店 ZN-0000-3751

十日 新宿区 高田馬場２－１８－６　柳屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3319

克ッ 高田馬場 新宿区 高田馬場２－１９－７　タックイレブン１０６ 飲食店 SL-2000-4753

沖縄料理ハイビー 新宿区 高田馬場２－１９－７－１１０　　 飲食店 ZN-0000-3729

インドダイニング＆バー Namaste 新宿区 高田馬場２－５－２０　　 飲食店 ZN-2000-6882

めりはり屋高田馬場店 新宿区 高田馬場２－６－１０　関ビル１０１ 飲食店 JS-0005-8359

清龍酒蔵 高田馬場店 新宿区 高田馬場３－１－２　　 飲食店 ZN-0000-3323

炭火ダイニング shiba1F 新宿区 高田馬場３－１２－１　ＴＭビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4422

炭火ダイニング shiba 新宿区 高田馬場３－１２－１　ＴＭビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4228

TAWANTHAI 新宿区 高田馬場３－１２－１　タイリクビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4099

ラ・セパ 新宿区 高田馬場３－１２－１０ 飲食店 JS-0000-9315
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居酒屋まき野 新宿区 高田馬場３－１２－２４ 飲食店 JS-0003-8214

角家 新宿区 高田馬場３－１２－２７　　 飲食店 ZN-0000-3675

French ＆ Wine CAVE BAR 新宿区 高田馬場３－１２－６　高田馬場西商店街ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3389

福茶庵 新宿区 高田馬場３－１２－６　西商店街ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3935

大ちゃん 新宿区 高田馬場３－１－３　東栄ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4083

味彩 新宿区 高田馬場３－１－４　吾妻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3366

酒 Dining やえ 新宿区 高田馬場３－１－４　吾妻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3866

こめこめや高田馬場店 新宿区 高田馬場３－１－４　吾妻ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3983

太郎 新宿区 高田馬場３－１－５　菊栄ビル１０６　 飲食店 ZN-2000-1074

バー ノラ 新宿区 高田馬場３－１－５　菊栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0029

さかなや魚清 新宿区 高田馬場３－２－１１ 飲食店 JS-0005-6339

ちゃぼ 新宿区 高田馬場３－２－１３　ドムスサニーヤナガワビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6286

新橋 魚金 高田馬場店 新宿区 高田馬場３－２－１４　丸曽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3402

牛繁高田馬場店 新宿区 高田馬場３－２－１４　丸曽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3573

大阪焼肉ホルモンふたご高田馬場店 新宿区 高田馬場３－２－１５　　 飲食店 ZN-0000-4007

高田馬場タップルーム 新宿区 高田馬場３－２－１５　第２６東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4160

良継丼丸 高田馬場店 新宿区 高田馬場３－２２－２　山仙ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9549

あいらくてい 新宿区 高田馬場３－２２－４　テサンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4060

ウルムチ 新宿区 高田馬場３－３６－９　　 飲食店 PK-0000-4678

ウラニワ高田馬場店 新宿区 高田馬場３－４－１１　ＢａＢａｈａｔｃｈビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1627

李厨 新宿区 高田馬場３－４－１６　ＭＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4268

火麒麟酒場 新宿区 高田馬場３－４－４　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4343

BarHamlet 新宿区 高田馬場４－１１－９　三協ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4874

伊豆栄 新宿区 高田馬場４－１３－１２　　 飲食店 ZN-0000-4426

HYGEIA 新宿区 高田馬場４－１４－６　第一長谷川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3893

東京 Jimbei 新宿区 高田馬場４－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-4257

東京 jimbei 新宿区 高田馬場４－１８－１０　サンハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8136

THE FACTORY byDREAMS 新宿区 高田馬場４－２－２８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7950

Cafe au lait Tokyo 新宿区 高田馬場４－２－２８ Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3579

稜花 新宿区 左門町１　ベルフラッツ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1832

四谷有薫亭 新宿区 左門町１－１３　第一凡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2181

小料理池田屋 新宿区 左門町２　　 飲食店 ZN-0000-3756

欧風カレ－　グレ－ス 新宿区 左門町２１－３　ニュ－信濃町ハイツ１０１　 飲食店 PK-0000-6652

中華 一番停 新宿区 左門町３－１　左門イレブンビル１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0001-9947

リストランテ カルミネ 新宿区 細工町１－１９　西川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0730

やま輝 新宿区 細工町１－２０　　 飲食店 ZN-0000-4186

むつみ 新宿区 坂町２１　　 飲食店 ZN-2000-0928

陽だまり 新宿区 三栄町１　堀内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2843

暖呑酒場もやん 新宿区 三栄町１８　三栄ビル２０１　　 飲食店 ZN-2000-1632

北島亭 新宿区 三栄町７　ＪＨＣビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3803

LINK 新宿区 三栄町７　ヴィラアート四谷Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7962

肉やしるし 新宿区 三栄町８－１　メゾンド・マリーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3827

旬鮮酒旨　ふたば 新宿区 山吹町２６５－１１　プレミスト山吹神楽坂１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6715

永盛昌 新宿区 山吹町２９３　第一小久保ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0070
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居待月 新宿区 山吹町３６４　大野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4069

イルドパスィオン 新宿区 四谷１－１　アーバンビルサカス１７－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3628

イルベッキオプラタノ 新宿区 四谷１－１１－１９　小山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3339

JASMINETHAI 四谷店 新宿区 四谷１－１７　後藤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3470

ただ野 新宿区 四谷１－１８　フランセビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3640

oldwaystewrestaurant 新宿区 四谷１－１８－４　フランセビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6382

魚真四谷店 新宿区 四谷１－１８－５　綿半野原ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3475

餃子酒場四谷本店 新宿区 四谷１－１９　中沢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3850

Wine ＆ LiquorNOBU 新宿区 四谷１－１９　中沢ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4114

小島チューリップ 新宿区 四谷１－２０　岩井第２ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4466

龍月園 新宿区 四谷１－２０　玉川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3615

太平山総本店 新宿区 四谷１－２０　小泉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3448

志ら井 新宿区 四谷１－２０－１１ 飲食店 JS-0000-0196

三谷 新宿区 四谷１－２２－１ 飲食店 JS-0002-0772

鮨いがらし 新宿区 四谷１－２２－１１　ビルディングＫ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3447

炭火焼肉山星四谷一丁目店 新宿区 四谷１－２３　　 飲食店 ZN-0000-3694

俵屋四谷店 新宿区 四谷１－２３　第２菊重ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3327

四味屋 新宿区 四谷１－２－３１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9853

武蔵野うどんじんこ四ッ谷店 新宿区 四谷１－２３－８　　 飲食店 ZN-2000-6980

ShotBar フラット 新宿区 四谷１－３　Ｍ＆ＭビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0482

和ごころ 新宿区 四谷１－３　高増屋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4311

京華園 新宿区 四谷１－３　三陽ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3971

魚屋ふっきち 新宿区 四谷１－４－２　峯村ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7210

すだち屋 新宿区 四谷１－４－２　峯村ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-3491

旬彩美食和食処しん 新宿区 四谷１－６－１　コモレ四谷モール１１１ 飲食店 JS-0000-5963

胡桃屋 新宿区 四谷１－７　　 飲食店 ZN-0000-0646

姜太公四谷 新宿区 四谷１－７　　 飲食店 ZN-0000-3427

エル・アルボル 新宿区 四谷１－７　第２鹿倉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3665

嘉賓 新宿区 四谷１－７　第三鹿倉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1387

直心 新宿区 四谷１－７　第二鹿倉ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1760

赤札屋四谷店 新宿区 四谷１－７－２５　四谷鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5079

鳥久 新宿区 四谷１－７－２７　セントラル四谷ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3684

肉バル RUMP 新宿区 四谷１－７－２７　第４３東京ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4467

炭火串焼 北町商店 新宿区 四谷１－８　四谷小川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3741

おでんや den 新宿区 四谷１－８　中川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5217

鹿児島酒処ふるさと 新宿区 四谷１－８－１４　四谷１丁目ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3484

ムンバイ四谷店 新宿区 四谷１－８－６　ホリナカビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0031

肥後ばっ天 新宿区 四谷１－８－８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3820

香港料理皇記 新宿区 四谷１－８－８　佐伯千成ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4006

ザ・ライジング・サン 新宿区 四谷１－９－３　新盛ビル　　 飲食店 ZN-0000-3753

くすのき 新宿区 四谷１－９－４ 飲食店 KW-0000-0011

源源飯店 新宿区 四谷１－９－６　中央総合ビル８Ｆ 飲食店 JS-0002-6677

萬屋 おかげさん 新宿区 四谷２－１０　松本館Ｂ－１　　 飲食店 ZN-0000-3671

牛串ちぇっく 新宿区 四谷２－１０－５　八ツ橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4393
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四ツ谷つなぐ 新宿区 四谷２－１１－２　龍文堂ビル２０１　 飲食店 ZN-0000-4190

なごみナチュルア 四谷店 新宿区 四谷２－１１－８ 飲食店 JS-0005-8216

四ツ谷コーヒースタンド 新宿区 四谷２－２　第２２相信ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3004

エステティックレストラン ラボーテ 新宿区 四谷２ー３ー１９　大新四谷ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-0035

オステリアピノッキオ 新宿区 四谷２－３－１９　四ツ谷大新ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4347

末廣鮨 新宿区 四谷２－３－３　　 飲食店 ZN-0000-3763

江南亭 新宿区 四谷２－４－１　ルネ四谷ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3457

四谷焼肉ブルズ亭 新宿区 四谷２－８－８　第５三和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4428

True － Blue 新宿区 四谷２－９　サンサーラ四谷Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3699

割烹香美 新宿区 四谷３－１　須賀ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4369

南昌飯店 新宿区 四谷３－１３　　 飲食店 ZN-0000-3857

匠そば 四谷店 新宿区 四谷３－１３　ミズキビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3776

たく庵 新宿区 四谷３－１３－１　大高ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4054

香港料理華縁四谷三丁目店 新宿区 四谷３－１３－４　亜細亜観光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0720

炭火焼肉山星四谷本店 新宿区 四谷３－３　　 飲食店 ZN-0000-3693

LaTaperia 新宿区 四谷３－３　アーバン四谷Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4275

dipmahal 四谷本店 新宿区 四谷３－３　アーバン四谷三丁目２Ｆ 飲食店 JS-0003-8923

竜 新宿区 四谷３－３　阿部ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9128

LAVITA 新宿区 四谷３－４－９　　 飲食店 ZN-0000-3633

木挽町大野 新宿区 四谷３－６　大野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2022

鉄板焼玄 新宿区 四谷３－８－４　中央ビル７Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3430

クワトロヴァッリ 新宿区 四谷３－９－１１　３Ｆ 飲食店 SL-2000-9411

LoveetWelina 新宿区 四谷３－９－１１　四谷シンコービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4238

酒菜居酒屋 和乃匠 やまもと 新宿区 四谷３－９－１１　四谷シンコービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3306

すず 新宿区 四谷４－１０－２　カサ・デ・セレサ１０１　 飲食店 ZN-0000-4165

四八珈琲 新宿区 四谷４－１５　九久ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6666

フランス料理 IIZAKA 新宿区 四谷４－２２－１７　グランドゥールオークラ１Ｆ店舗　 飲食店 ZN-0000-3818

日本料理さくま 新宿区 四谷４－２４　滝沢ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6140

とり仟 新宿区 四谷４－２５－１３ 飲食店 JS-0003-8434

BarOffRoad 新宿区 四谷４－２５－１３　第一濱庄ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0488

福禄寿 新宿区 四谷４－２８－１４　　 飲食店 ZN-0000-4470

中国料理木蘭 新宿区 四谷４－２８－２０　パレエテルネル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4026

四谷ふく 新宿区 四谷４－２８－８　パルトビル１０５　 飲食店 ZN-0000-3360

とんちゃん四谷店 新宿区 四谷４－３－２　中川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3835

ラノー・ドール 新宿区 四谷４－６－１　四谷サンハイツＢ１　 飲食店 ZN-0000-4397

藪蕎麦 新宿区 四谷４－７　　 飲食店 PK-0000-4075

Dippalace 四谷四丁目店 新宿区 四谷４－７　小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8928

はらまさ 新宿区 四谷４－８　ライオンズ四谷タワーゲート店舗棟Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8234

Agito 新宿区 四谷４－９　新宿４４ステーションビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0607

鳥焼のんき四谷本店 新宿区 四谷三栄町３－１０　ルネ三栄町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6767

銀香園 新宿区 市谷左内町１－１　山本ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4284

池治 新宿区 市谷左内町１－１　山本ビルＢ１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3902

ジョリー酒場 新宿区 市谷左内町２１－８　南沢ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4011

ピッツェリアトラットリアニッターナ 新宿区 市谷船河原町６　ＳＡＫＵＲＡＴＥＲＲＡＣＥ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4393
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味寛ほんまや 新宿区 市谷台町８－１　吉澤ビル　　 飲食店 ZN-0000-4406

GarNI 新宿区 市谷仲之町４－２８　ハイム安田１０１ 飲食店 JS-0000-7598

居酒屋大八 新宿区 市谷仲之町４－４５　グレース市ヶ谷１Ｆ 飲食店 JS-0000-5278

LeFleur 新宿区 市谷田町１－１　ＡＴビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6163

北新地鳥屋市ヶ谷店 新宿区 市谷田町１－２　松下ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1507

もみじ灯ノいち凛市ヶ谷本店 新宿区 市谷田町１－２－１　戸塚ビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0004-5907

市ヶ谷 神鶏 新宿区 市谷田町１－３－５　　 飲食店 ZN-0000-3917

東昇餃子楼市ヶ谷駅前店 新宿区 市谷田町２－１－５　三友市ヶ谷ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4089

市ケ谷バルモンパカ 新宿区 市谷田町２－２０－４　　 飲食店 ZN-0002-1989

TrattoriaSuolodalSuo 新宿区 市谷田町２－３　市ヶ谷有楽ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4417

みひろ 新宿区 市谷田町２－７　Ｂ１　　 飲食店 ZN-0000-4032

酒当番 新宿区 市谷田町２－７　三貴ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-3480

京華茶楼市ケ谷店 新宿区 市谷田町２－７　市谷伊東ハイム１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4217

エル チリンギート 新宿区 市谷八幡町１２－１　ガーデンテラス市谷八幡１Ｆ 飲食店 SL-2000-3825

燕食堂 新宿区 市谷本村町２－３３ 飲食店 JS-0005-9810

萬達 新宿区 市谷本村町３－２０ 飲食店 JS-0001-6900

東京閣 新宿区 市谷本村町４－１　ホテルグランドヒル市ヶ谷Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4242

グラス 新宿区 市谷薬王寺町５３　　 飲食店 ZN-0000-4151

味処河村 新宿区 市谷薬王寺町５８ 飲食店 JS-0001-1126

ido Bistro 新宿区 市谷柳町２０　 飲食店 SL-2000-2583

FLAT 新宿区 若宮町１０－７　ヴィラ若宮１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6172

lien 新宿区 若宮町１１－２　近藤ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4447

メゾンツクダ 新宿区 若宮町１３　金井ビル 飲食店 SL-2000-1589

神楽坂 ゆずりは 新宿区 若宮町１６　塩谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3686

ILBOLLITO 新宿区 若宮町５　　 飲食店 ZN-2000-1896

梅香苑 新宿区 若松町１１－３　　 飲食店 ZN-0000-3451

味韓 新宿区 若松町２８－３４　　 飲食店 ZN-0000-3630

焼肉処羅生門曙橋店 新宿区 舟町１１　　 飲食店 ZN-0000-3669

REVOLBAR 新宿区 舟町１１　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7180

もつ焼のんき四谷店 新宿区 舟町１１　小川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3462

焼肉名門 新宿区 舟町１１　松川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3920

Bar461 新宿区 舟町１２　ビリジアン新坂１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0671

赤身とホルモン焼のんき 新宿区 舟町１２　ミルボレー四谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4159

旬菜料理ほしの 新宿区 舟町１５　荒川ビル１０３　　 飲食店 ZN-0000-3471

すし処志げる 新宿区 舟町１５　荒川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1206

一秒の碧 新宿区 舟町３　橋本ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4267

おろく 新宿区 舟町３　増田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7886

清水苑 新宿区 舟町３－１－Ｂ　　 飲食店 ZN-0000-3939

ダイヤモンドクラブ 新宿区 舟町３－４　第２トリイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7115

旬彩料理やまびこ 新宿区 舟町３－６　石山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3798

三櫂屋 新宿区 舟町４　北村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4042

mangetsu 新宿区 舟町４　北村ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8306

アンチェブロ 新宿区 舟町４－８　北村ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0021

舟町一期 新宿区 舟町５－２５　ＴＳＩ　ＦＵＮＡＭＡＣＨＩ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3859
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だあしゑんか 新宿区 舟町５－２５　ＴＳＩ舟町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3461

ゴリラ食堂 新宿区 舟町５－８　舟町５番ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4005

みつ竹四谷店 新宿区 舟町６－１２　石橋興業本社ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3641

串揚げと煮込み いしやん 新宿区 舟町７　ＡＣＮ四谷三丁目ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6132

焼肉処羅生門四谷本店 新宿区 舟町７－１４　　 飲食店 ZN-0000-3668

PIZZA バールあるぱか 新宿区 住吉町２－１４　四谷曙橋ビルＢ１０１　 飲食店 ZN-2000-4898

関西酒場らくだばオアシス曙橋店 新宿区 住吉町２－１４　四谷曙橋ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3978

姜太公 新宿区 住吉町２－１８　ウイン四谷１０２　 飲食店 ZN-0000-3775

曙橋まる富 新宿区 住吉町２－１８　ウィン四谷１０９ 飲食店 JS-0001-1070

慶美 新宿区 住吉町２－１８　ウィン四谷２０５　 飲食店 ZN-0000-4060

BACK IN TOWN 新宿区 住吉町３－２　第２山田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8353

福餃子 新宿区 住吉町５－９　リフレッシュ住吉Ｂ１Ｆ－右　 飲食店 ZN-2000-2138

OLIVE 曙橋 新宿区 住吉町６－１０　小松ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3474

喰場の心 新宿区 住吉町６－１０　小松ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4148

ホルモン焼こうちゃん 新宿区 住吉町６－１３　北元ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1515

魚亭かみや 新宿区 住吉町７－１　福松ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3678

茶啖 新宿区 住吉町８－１９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4092

酒蔵和心 新宿区 住吉町８－２２　フリーデンハイム四谷２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6775

鮨中乃見家 新宿区 住吉町８－２３　富井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3792

33 トッポギ 新宿区 住吉町９－８　かつよしビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6386

インド料理ヒマラヤ 新宿区 上落合２－２８－１　ワールドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4155

神田尾張屋信濃町店 新宿区 信濃町１０　田辺ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5519

TOKYOSTYLECURRYRE 新宿区 信濃町１１－４　五十嵐ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2772

パリワール 新宿区 信濃町２０　花村ビル１０１　　 飲食店 ZN-2000-4034

珈琲壹番館 新宿区 信濃町３０　松本ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1316

中国料理はくぶん 新宿区 信濃町３０　東西哲学書院ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2342

和食処満月 新宿区 信濃町３１　シナノビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2347

寿司満月 新宿区 信濃町３１　シナノビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-2325

和乃食ここから 新宿区 信濃町３－１　シャトレ信濃町別館２Ｆ 飲食店 JS-0001-6901

猿楽 新宿区 信濃町３４　トーシン信濃町駅前ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3299

じんとくや 新宿区 信濃町３４　信濃町駅前ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4295

ダイニング翼 新宿区 信濃町８－１１　坂田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9189

ザワン 新宿区 新宿１－１１－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8435

匠達広 新宿区 新宿１－１１－７　サンサーラ第５御苑ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4299

Chartro 新宿区 新宿１－１２－１　サンサーラ第三御苑１０３　 飲食店 ZN-0000-4363

きんぐこんぐ 新宿区 新宿１－１２－１１　近江ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4323

居酒屋家屋 新宿区 新宿１－１２－３　ガーデンビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8741

酔ってけふるさわ 新宿区 新宿１－１３－７　東宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2382

新宿魚縁一丁目 新宿区 新宿１－－１３－８　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7240

輝太郎 新宿区 新宿１－１４－９　石橋ビル　　 飲食店 ZN-0000-4075

ダイニングアットホーム K 新宿区 新宿１－１５－１２　千寿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3856

BARAdagio 新宿区 新宿１－１５－１２　千寿ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4437

タートヴァン 新宿区 新宿１－１５－１５　メゾン花園　 飲食店 ZN-0000-3769

香名屋 花園店 新宿区 新宿１－１５－１８　　 飲食店 ZN-0000-3958
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COPA 新宿区 新宿１－１５－１８　花園住宅１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4383

肉居酒屋肉べぇ 新宿区 新宿１－１６－１０　カテリーナネオハイツ１Ｆ－１０１ 飲食店 ZN-0000-3384

焼鳥しん 新宿区 新宿１－１６－９　寿御苑前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6810

カフェ ラ・ボエム 新宿御苑 新宿区 新宿１－１－７　コスモ新宿御苑ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0083

crane ＆ megratitude 新宿区 新宿１－１８－１７　関口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8662

懐石龍雲庵 新宿区 新宿１－１８－３　 飲食店 SL-2000-0041

グット ド レザン 新宿区 新宿１－１９－１１　クサマビルＢ１ 飲食店 SL-2000-2524

鮨ばんど 新宿区 新宿１－１９－６　１５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4300

関西酒場らくだば 新宿区 新宿１－２３－１６　第２得丸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3476

シェフス 新宿区 新宿１－２４－１　藤和ハイタウン１Ｆ 飲食店 JS-0004-0938

天ぷら串山本家 新宿区 新宿１－２－６　御苑花忠ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6012

炭や 八十八 新宿区 新宿１－２９－７　廣瀬ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3695

パンダ餃子酒場 新宿区 新宿１－３０－６ 飲食店 JS-0004-1728

Dish ＆ Bar たていし 新宿区 新宿１－３１－１５　第３寺田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3634

カフェレストラン オリオール 新宿区 新宿１－３－１２　壱－参番館１０１　 飲食店 SL-2000-0740

中国料理 礼華 新宿区 新宿１－３－１２　壱－参番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3653

イタリアンバールアルテシア 新宿区 新宿１－３１－４　リプル葵１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3861

新宿花園町蕎麦角ヤ 新宿区 新宿１－３２－１　ＳＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4355

富の蔵 新宿区 新宿１－３－５　新進ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0804

花園町 大木戸 矢部 新宿区 新宿１－３５－８　明石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3629

鮨御苑 新宿区 新宿１－３５－９－１０１　　 飲食店 ZN-0000-3724

福招門 新宿区 新宿１－３６－５　　 飲食店 ZN-0000-3829

中国料理 東方一角 新宿区 新宿１－３－８　ＹＫＢ新宿御苑Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3309

ピッツェリア・バール・ロマーナ 新宿区 新宿１－５－６　１５６御苑ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6822

ル・ビストロ・ダ・コテ 新宿区 新宿１－６－１１　永井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2073

和心蕎花 新宿区 新宿１－６－５　シガラキビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3831

マエストロベイカーズ 新宿区 新宿１－９－３　ＮＢＫ祭苑ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8832

サロンドヴァン 新宿区 新宿１－９－８　真木ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4429

ZATTAShinjuku 新宿区 新宿２－１０－２　江花ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3912

あっぱれ 新宿区 新宿２－１０－２　江花ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1090

もふもふ 新宿区 新宿２－１０－２　江花ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1603

BAR フリックフラック 新宿区 新宿２－１０－３　セブンフタミビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0491

BarDouble 新宿区 新宿２－１０－３　井上ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-0947

Bar アンナ 新宿区 新宿２－１０－３　八木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6063

アゲハ 新宿区 新宿２－１０－３　八木ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4400

430 新宿区 新宿２－１０－５　第６天香ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2701

S2C 新宿区 新宿２－１０－５　第六天香ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4244

WordupBar 新宿区 新宿２－１０－７　ＴＯＭビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1649

クロスドレス新宿 新宿区 新宿２－１１－１０　新宿センタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3189

いろは 新宿区 新宿２－１１－１０　新宿二－センタービル２Ｃ　 飲食店 ZN-2000-1814

ONEROOM 新宿区 新宿２－１１－１２　第三得丸ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4563

BITTER 新宿区 新宿２－１１－３　新宿二－センタービル２・１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3002

弄堂新宿店 新宿区 新宿２－１１－７　　 飲食店 ZN-0000-3357

RuedeRoi 新宿区 新宿２－１２－１　１林ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-5731
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8282［ハニーバニー］ 新宿区 新宿２－１２－１１　林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0713

T．K 新宿区 新宿２－１２－１５　Ｍ＆Ｔビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4121

HONEY 新宿区 新宿２－１２－１５　Ｍ＆Ｔビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3422

TOMTOM 新宿区 新宿２－１２－１５　新宿山原ハイツ２０２　 飲食店 ZN-2000-0918

bar べろべろぱんだ 新宿区 新宿２－１２－１５－１０２　山原ハイツ　 飲食店 ZN-2000-3517

NORAZO 新宿区 新宿２－１２－１６　セントフォービル地下Ｂ１０６　 飲食店 ZN-2000-4370

プリティウーマン 新宿区 新宿２－１２－２　リードビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2938

クルンテープミドナイト 新宿区 新宿２－１２－９　大倉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3855

楽庵 新宿区 新宿２－１３－１０　武蔵野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6007

KID’S 新宿区 新宿２－１３－１１　ライオンズマンションＢ－５　 飲食店 ZN-2000-0464

オム 新宿区 新宿２－１３－１１　ライオンズマンション新宿御苑２Ｂ－１Ｎｏ．３　 飲食店 ZN-2000-1934

ブリンギット 新宿区 新宿２－１３－１１　ライオンズマンション新宿御苑前Ｎｏ２Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3548

Gapan カフェ 新宿区 新宿２－１３－１６　ＳＥＮＳＨＯ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4476

beloved 新宿区 新宿２－１３－１６　ｓｅｎＳＨＯ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3709

TAMAGOBAR 新宿区 新宿２－１３－７　新宿ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1311

BanBan 新宿区 新宿２－１４－１１　フタミビル３０４　 飲食店 ZN-2000-3021

ムーチョ 新宿区 新宿２－１４－３　大木ビル３０２　 飲食店 ZN-2000-0942

barGuigUi 新宿区 新宿２－１４－５　坂上ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1708

Bar メンミク 新宿区 新宿２－１４－７　ＤＫＹ１６ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6590

OKAWARISHINJUKU 新宿区 新宿２－１４－７　渡辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4350

STRESS 新宿区 新宿２－１４－７　渡辺ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4698

モンドループ 新宿区 新宿２－１４－８　　 飲食店 ZN-2000-1099

IKUYO 新宿区 新宿２－１４－８　第３天香ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1489

Joker 新宿区 新宿２－１４－８　第三天香ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-2836

かまちょ 新宿区 新宿２－１４－８　第三天香ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2430

Joint 新宿区 新宿２－１４－８　第三天香ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7344

Happiness 新宿区 新宿２－１４－８　第三天香ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2877

マークランド 新宿区 新宿２－１４－９　島崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3489

アイララ 新宿区 新宿２－１５－１１　信田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6899

BUNBUN 新宿区 新宿２－１５－１１　信田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4286

TABOO － K 新宿区 新宿２－１５－１３　フジタビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2803

BANCOdeBEBIDA 新宿区 新宿２－１５－１３　細野ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-1219

呑喰屋すぱいす。 新宿区 新宿２－１５－１３　木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3895

東順永 新宿区 新宿２－１５－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6678

SANMA 新宿区 新宿２－１５－８　　 飲食店 ZN-2000-0338

ぽんぽこ 新宿区 新宿２－１５－９　笑楽校２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2971

クチーナサンタ 新宿区 新宿２－１－６　　 飲食店 ZN-2000-6806

なかよし 新宿区 新宿２－１６－３　第三宏和ビル２０１ 飲食店 JS-0003-3634

九州男 新宿区 新宿２－１７－１　サンフラワービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4215

シャンソンの店 Kuwa 新宿区 新宿２－１７－１０　黒岩ビルＢ１ 飲食店 JS-0003-3391

sono － town 新宿区 新宿２－１８－１　ＴＷＯＦＲＯＮＴＢＬＤＧ．２０１　 飲食店 ZN-2000-2666

MAROHIGE 新宿区 新宿２－１８－１　ＴＷＯＦＲＯＮＴＢＬＤＧ５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0493

MEGAROCK 新宿区 新宿２－１８－１　ＴＷＯＦＲＯＮＴＢＬＵＤ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2438

このブタ野郎 新宿区 新宿２－１８－１　第７天香ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2937
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F・P 新宿区 新宿２－１８－１　第７天香ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0623

90’s 新宿区 新宿２－１８－１　第七天香ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4241

infinity 新宿区 新宿２－１８－１　第七天香ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4129

ファースト 新宿区 新宿２－１８－１　第七天香ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2188

DINNING BAR GR 新宿区 新宿２－１８－１　第七天香ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3879

ミモザ 新宿区 新宿２－１８－１０　新千鳥街１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1818

マグマグ 新宿区 新宿２－１８－１０　新千鳥街２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0594

LAGOON 新宿区 新宿２－１８－１０　新千鳥街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0576

Paradise BLUE 新宿区 新宿２－１８－１０　新千鳥街ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0059

天国の階段 新宿区 新宿２－１８－１０　新千鳥街ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4659

花膳 新宿区 新宿２－１８－５　　 飲食店 ZN-0000-3654

ぱるぷんて 新宿区 新宿２－１８－５　第二天香ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-2290

北海亭 新宿区 新宿２－１－９　第百生命新宿ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4198

今日、豚の気分なんです 新宿区 新宿２－３－１１　中根ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3193

マスカレードカフェ 新宿区 新宿２－４－１　　 飲食店 ZN-0000-4073

五番館くろ田 新宿区 新宿２－４－１　第２２宮庭マンション１０１ 飲食店 JS-0001-9066

ScoppCafe 新宿区 新宿２－５－１１　甲州屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7748

バルペロタ 新宿区 新宿２－５－１５　　 飲食店 ZN-0000-3494

日本ワイン食堂新宿葡庵 新宿区 新宿２－７－１　不二川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3386

TSUKEMA 新宿区 新宿２－７－３　ヴェラハイツ新宿御苑２０６　 飲食店 ZN-2000-4758

千代 新宿区 新宿２－７－３－１１２　　 飲食店 ZN-0000-3944

燻煙 SmokeDining 新宿東口店 新宿区 新宿２－７－３６１０ 飲食店 JS-0003-3560

グラン 新宿区 新宿２－７－５　松田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9098

グランマ 新宿区 新宿２－７－５　松田ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-8980

もつ焼・もつ鍋どんでん 新宿区 新宿２－７－９　比嘉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3491

TRANSBAR PaRipi 新宿区 新宿２－９－１７　藤原ビル５－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0512

すし亭郡司 新宿区 新宿２－９－１８　エビスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3652

ものぐさや 新宿区 新宿２－９－２２　ＳＶＡＸビルＡ館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3497

SOBA － JU 新宿区 新宿３－１０－１　吉岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5829

焼肉ホルモン龍の巣シン新宿三丁目 新宿区 新宿３－１０－１０　ＦＯＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1506

BEERBISTRO 角屋本店 新宿区 新宿３－１０－１１　国久ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3979

浅草豚とことん新宿店 新宿区 新宿３－１０－２　　 飲食店 ZN-2000-0443

nico 新宿店 新宿区 新宿３－１０－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4224

新宿三丁目肉寿司 新宿区 新宿３－１０－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4360

花ぜん 東口別邸 新宿区 新宿３－１０－３　　 飲食店 ZN-0000-3353

満月廬 新宿区 新宿３－１０－４　　 飲食店 ZN-0000-3351

エルザ 新宿区 新宿３－１０－５　　 飲食店 ZN-0000-3352

ラ・フォルツァ・デル・ソーレ 新宿区 新宿３－１０－７　前田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3632

ソウルジョイント 新宿区 新宿３－１０－７　前田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0499

BaoBab 新宿区 新宿３－１０－７　馬酔木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4211

globe 新宿区 新宿３－１０－８　国久ビル３Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-3374

nico ＋ 新宿区 新宿３－１０－９　１Ｆ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3949

牛繁 新宿店 新宿区 新宿３－１１－１０　エクレ新宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3505

焼肉もとやま新宿三丁目店 新宿区 新宿３－１１－１１　ダイアン新宿４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4256
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完全個室居酒屋燻製工房 新宿区 新宿３－１１－１１　ダイアン新宿６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1985

燻製工房 新宿区 新宿３－１１－１１　ダイアン新宿８Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1986

鮨 おが和 新宿区 新宿３－１１－１１　ダイア新宿ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3748

Violet 新宿区 新宿３－１１－１１　ダイア新宿ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3747

CONA 新宿店 新宿区 新宿３－１１－１２　永谷テイクエイト１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4225

STEM 新宿区 新宿３－１１－１２　永谷テイクエイト２０１　 飲食店 ZN-2000-4131

リトマス 新宿区 新宿３－１１－１２　永谷テイクエイトＢ００２　 飲食店 ZN-2000-0193

居留地 新宿区 新宿３－１１－１３　新宿土地建物第３ビル　 飲食店 ZN-0000-3851

ヤキニクホルモントミタ 新宿区 新宿３－１１－２　村木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4479

Rusty’s Bar 新宿区 新宿３－１１－２　村木ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7112

ビストロ向日葵 新宿区 新宿３－１１－６　エクレ新宿１０３　 飲食店 ZN-0000-3493

なんじゃこりゃ 新宿区 新宿３－１１－６　エクレ新宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3314

ラムしゃぶ金の目新宿店 新宿区 新宿３－１１－６　エクレ新宿３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4435

とりや その二 新宿区 新宿３－１１－６　エクレ新宿３Ｆ－３０４　 飲食店 ZN-0000-4018

豚○商店 新宿区 新宿３－１１－９　花菱ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3954

ROOSTER 新宿区 新宿３－１２－１　サトウビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3884

新宿丸港水産 新宿区 新宿３－１２－１２　吉田ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3465

UP 新宿三丁目 新宿区 新宿３－１２－１２　吉田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3148

居酒屋鼎 新宿区 新宿３－１２－１２　吉田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6857

スアータイ 新宿区 新宿３－１２－４　熊三ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4477

ドリア＆グラタンなつめ新宿マルイアネック 新宿区 新宿３－１－２６　新宿マルイアネックス８Ｆ 飲食店 JS-0002-8824

新宿ダイアログ 新宿区 新宿３－１－３２　新宿ビル１号館２Ｆ 飲食店 JS-0004-6986

so bar 徳秋 新宿区 新宿３－１－３２　新宿ビル１号館５Ｆ 飲食店 JS-0003-9060

ぽっとで 新宿区 新宿３－１－３２　新宿ビル３号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3655

ワイガヤシンジュクサンチョウメテン 新宿区 新宿３－１３－５　フリハシビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4045

地鶏焼そして・・・はなまる 新宿区 新宿３－１４－２２　小川ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5870

イヴォ ホームズ パスタ 新宿区 新宿３－１４－２３　マヤビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9608

鹿児島黒豚あいし 新宿区 新宿３－１４－２３　マヤビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4281

コーヒーラウンジレモン 新宿区 新宿３－１４－２４　イセタンパークシティ３ 飲食店 JS-0003-7151

グリル満天星新宿店 新宿区 新宿３－１５－１７　伊勢丹会館４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3691

タブラオフラメンコガルロチ 新宿区 新宿３－１５－１７　伊勢丹会館６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4203

個室居酒屋番屋新宿店 新宿区 新宿３－１７－１　いさみやビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4229

そっくり館キサラ 新宿区 新宿３－１７－１　いさみやビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3959

JCLUB 新宿区 新宿３－１７－２１　　 飲食店 ZN-0000-3331

燻煙 SmokeDining 新宿区 新宿３－１７－２１　新三ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8587

新宿ケントス 新宿区 新宿３－１８－４　セノビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3825

サムラート 新宿店 新宿区 新宿３－１８－４　セノビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-3049

和カフェ花鳥風月 新宿区 新宿３－２０－１　嶋田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2648

リットバー 新宿区 新宿３－２０－１　嶋田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3624

串タロー東口 2 号店 新宿区 新宿３－２０－２　富士一ビル 飲食店 JS-0004-6147

壽山・いさご 新宿区 新宿３－２０－５　ニューサンパーク６Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4450

cavacava 新宿区 新宿３－２０－６　ＦＳビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3622

ルージュ 新宿区 新宿３－２０－６　ＦＳビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3623

マルゴ 新宿区 新宿３－２０－８　ＴＯＰＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3423
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マルゴ 新宿区 新宿３－２０－８　ＴＯＰＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3424

ハヌリ新宿店 新宿区 新宿３－２０－８　トップハウス３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3901

新宿カンフー飯店 新宿区 新宿３－２１－２　ナナエビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4266

串タロー東口店 新宿区 新宿３－２１－４　第２サンパークビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6146

CoCo 都可新宿東口店 新宿区 新宿３－２１－５　第二サンパークビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8336

どうらく 新宿区 新宿３－２－２　紺野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2847

丼こまつ 新宿区 新宿３－２２－１４　　 飲食店 ZN-0000-3828

どすこい四文屋 新宿区 新宿３－２２－４　モア新宿サンパークビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4177

11 号店新宿天空の囲 新宿区 新宿３－２３－３　新宿サンビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3392

夜乃桜 新宿区 新宿３－２５－９　モアビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4197

よりどり 新宿区 新宿３－２５－９　モアビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4250

銀彗富運 新宿区 新宿３－２－７　ＥＳＴＰＬＡＺＡＢ１　 飲食店 ZN-0000-3938

寄道 新宿区 新宿３－２７－５　Ｋ３ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6508

オーダーメイド 新宿区 新宿３－２８－１　新宿コルネ坂詰ビル７Ｆ 飲食店 JS-0004-9185

黄金屋 新宿店 新宿区 新宿３－２８－１５　　 飲食店 ZN-0000-3718

グランドダージリン新宿 新宿区 新宿３－２８－１６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0803

阿杏てらす 新宿区 新宿３－２８－２　フクモトビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4491

阿杏 新宿区 新宿３－２８－２　ルナージュビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4152

サニーサイド 新宿区 新宿３－２８－７　　 飲食店 ZN-0000-3735

サニーサイド BAR39TH 新宿区 新宿３－２８－７　キーストンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3732

チャイナムーン 新宿店 新宿区 新宿３－２８－７　キーストンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3733

七厘炙り焼き 花炎 新宿店 新宿区 新宿３－２８－７　キーストンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3731

南蛮亭 新宿店 新宿区 新宿３－２８－７　キーストンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3734

ロータスラウンジ 新宿区 新宿３－３１－１　大伸第２ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-8855

プレゴプレゴ 新宿区 新宿３－３１－３　全日第４プラザ４Ｆ 飲食店 JS-0004-9291

蔵音 新宿区 新宿３－３１－５　５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4037

まさらダイニング 新宿区 新宿３－３１－５　ペガサスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8861

九州よしき 新宿区 新宿３－３１－５　ペガサス館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4216

沖縄料理いちゃりば 新宿区 新宿３－３－２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4038

今澤 新宿 新宿区 新宿３－３２－１０　Ｔ＆Ｔビル７Ｆ 飲食店 SL-2000-9775

SMOTO STAND 新宿区 新宿３－３２－６　ビームスジャパン１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5258

鉄板王国新宿中央東口店 新宿区 新宿３－３４－１４　玉マーチャントビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4412

百花 新宿区 新宿３－３４－１５　ニュー新宿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8379

千草 新宿区 新宿３－３４－３　千草ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4161

串タロー本店別館 新宿区 新宿３－３４－３　東京ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6144

オストレア新宿三丁目店 新宿区 新宿３－３－５－１　サンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4497

新宿ドゥースラー 新宿区 新宿３－３５－１　小宮ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3347

もんじゃや新宿中央口店 新宿区 新宿３－３５－１０　ローヤルプリンスビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-9428

串タロー本店 新宿区 新宿３－３５－１０　朝賀ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1811

やさいたっぷり焼肉ジンギスカン飯田屋 新宿区 新宿３－３５－１１　タイムスビル２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4427

串タロー 6 号店 新宿区 新宿３－３５－１２　ＮＫ新宿第二ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7737

魚真新宿店 新宿区 新宿３－３５－５　守ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3431

サムライ 新宿区 新宿３－３５－５　守ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1577

Lad’s Dining 新宿店 新宿区 新宿３－３５－７　さんらくビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8404
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米助新宿総本店 新宿区 新宿３－３６－１３　Ｍビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4408

バインセオサイゴン新宿 新宿区 新宿３－３６－１４　カワノアネックス６Ｆ・７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4050

台湾料理 味王 小酒舘 新宿区 新宿３－３６－１８　国土三協ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-8657

もんじゃや 新宿東南口店 新宿区 新宿３－３６－２　キリンビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5172

肉バル カンビーフ 新宿東南口店 新宿区 新宿３－３６－２　キリンビルＢ２Ｆ 飲食店 SL-2001-1452

無頓着 新宿区 新宿３－３－７　三慶ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3765

ボナパンチ 新宿区 新宿３－３－７　三慶ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4029

遊酔亭 かり屋 新宿区 新宿３－３－７　酒井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3326

かね七商店鮨ひろ喜 新宿区 新宿３－３－７　酒井ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3425

バルバッコア 新宿店 新宿区 新宿３－５－４　レインボービレッジビル７Ｆ 飲食店 AX-2000-0008

ぞんぶん 新宿区 新宿３－６－１０　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4052

アンカラ新宿 3 丁目店 新宿区 新宿３－６－１１　玉屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4792

BAR LIMITE 新宿区 新宿３－６－１１　第一玉屋ビル１Ｆ－１－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3499

呑者家 末広通店 新宿区 新宿３－６－１２　藤堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3342

昆ぶ家 新宿区 新宿３－６－１３　石井ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2384

マルゴ G 新宿区 新宿３－６－１４　　 飲食店 ZN-0000-3315

豚や三八 新宿区 新宿３－６－１４　　 飲食店 ZN-0000-3862

肉焼屋 はなれ 新宿区 新宿３－６－３　ＩＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7251

かるいごちそう 新宿区 新宿３－６－３　ＩＳビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3963

アドンウエ 新宿区 新宿３－６－４　楽屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5092

ヴァンアドン 新宿区 新宿３－６－４　楽屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3840

大衆酒場鳥さむらい新宿三丁目店 新宿区 新宿３－６－７　第６三和ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-2431

九州産地直送居酒屋さくら 新宿区 新宿３－６－９　山口ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2359

371BAR 新宿区 新宿３－７－１　　 飲食店 ZN-0000-4049

三三五五 新宿区 新宿３－７－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4048

らんまる 新宿区 新宿３－７－２　中川ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3990

がむしゃら 新宿区 新宿３－７－２　中川ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3991

マルゴ 新宿区 新宿３－７－５　一兆ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3316

盛岡五郎 新宿区 新宿３－７－７　十字屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3905

ビゴーテ 新宿区 新宿３－７－７　十字屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3986

ブリューダー 新宿区 新宿３－７－７　十字屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3503

炭火焼肉長春館 新宿区 新宿３－８－１０　　 飲食店 ZN-0000-3616

松喜鮨 新宿区 新宿３－８－２　　 飲食店 ZN-0000-3469

炭火焼ホルモンぐう新宿三丁目 新宿区 新宿３－８－２　クロスビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-5781

Animo 新宿区 新宿３－８－２　クロスビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-3886

gyubarREA 新宿区 新宿３－８－４　第５明石ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7479

食酒処桃 新宿区 新宿３－８－４　末廣ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3703

はまぐり 新宿区 新宿３－８－４　矢儀ビル　　 飲食店 ZN-0000-4066

海森 新宿区 新宿３－８－５　イオヤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3369

弥兵衛 新宿区 新宿３－８－５　新宿土地建物第７ビル　 飲食店 ZN-0000-3368

がりゅう 新宿区 新宿３－８－５　新宿土地建物第７ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3317

海森 2 新宿区 新宿３－８－７　吉川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3370

NADNYE 新宿区 新宿３－８－７　吉川ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4169

BarCaruso 新宿区 新宿３－８－８　平田ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6529
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呑者家 本店 新宿区 新宿３－９－１０　　 飲食店 ZN-0000-3341

ヤングマン 新宿区 新宿３－９－１０　大谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3318

nico chica 新宿区 新宿３－９－３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4214

焼肉ホルモン龍の巣新宿 3 丁目店 新宿区 新宿３－９－３　高盛８ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1450

Saudade 新宿区 新宿３－９－３　第２江戸金ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3722

雷紋 新宿区 新宿３－９－３　第八新宿土地建物ビル　 飲食店 ZN-0000-3869

彗富運 新宿区 新宿３－９－４　　 飲食店 ZN-0000-3941

牛繁 新宿 2 号店 新宿区 新宿３－９－５　ゴールドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3506

自分流鉄板焼てっしん 新宿区 新宿３－９－５　ゴールドビル３Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3933

呑者家 銅羅 新宿区 新宿３－９－５　ゴールドビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3343

アガリコ 新宿店 新宿区 新宿３－９－９　新宿ワタセイ・タマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4166

鉄板 DinerJAKEN 新宿店 新宿区 新宿３－９－９　新宿ワタセイ・タマビルＢＦ 飲食店 SL-2000-8381

うまかばる 新宿区 新宿４－１－１３　田園新宿ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3975

牡蠣入レ時新宿店 新宿区 新宿４－２－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4379

とり処 新宿区 新宿４－２－９　新宿４２９ビル　 飲食店 ZN-0000-3382

Bar Hies 新宿区 新宿５－１０－２　ＫＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8268

本格中華料理佳宴新宿店 新宿区 新宿５－１０－４　ＨＹＤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7466

Riti 新宿区 新宿５－１０－５　プログレス新宿３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1965

福の鶏 新宿区 新宿５－１１－２３　八千代ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1532

Gin ＆ It 新宿区 新宿５－１１－２５　アソルティ新宿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3774

オステリア ヴィンチェロ 新宿区 新宿５－１－１３　ＭＯＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3296

かっぱ食堂 新宿区 新宿５－１２－１６　正剛ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3782

北京胡同焼肉 新宿区 新宿５－１７－１１　白鳳ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4410

九龍餃子房 新宿区 新宿５－１７－１１　白鳳ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3358

本格炭火焼鳥たくみ 新宿区 新宿５－１７－１１　白鳳ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3702

レオン〔LEON〕 新宿区 新宿５－１７－６　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4347

ダイニングバーオセロ 新宿区 新宿５－１７－６　中田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3426

和味りん 新宿区 新宿５－１７－６　中田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8186

大衆酒場がもん 新宿区 新宿５－１８－１１　谷川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3418

Jeremiah 新宿区 新宿５－４－１　新宿Ｑフラットビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2824

タイ居酒屋トンタイ新宿店 新宿区 新宿５－４－１　新宿Ｑフラットビル２０１ 飲食店 JS-0002-9273

KEITEL 新宿区 新宿５－６－４ 飲食店 JS-0003-8428

松月館 新宿区 新宿５－９－９　松村ビル　　 飲食店 ZN-2000-5726

YAKITORI 鷆 新宿区 新宿６－２０－６　小山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3863

中国料理祥龍房新宿店 新宿区 新宿６－２７－３０　新宿イーストサイドスクエアＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0917

中国料理 歓 新宿区 新宿６－７－３　　 飲食店 ZN-0000-3676

まんま 新宿区 新宿７－１２－１９　　 飲食店 ZN-0000-3973

THETHREE LITTLE PIGS 新宿区 新宿７－３－３６　戸山センチュリー１０３ 飲食店 JS-0004-8806

讃岐のおうどん花は咲く 新宿戸山店 新宿区 新宿７－３－３６　戸山センチュリー１０５ 飲食店 SL-2000-7318

ボローニャ 新宿区 新小川町３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8729

肉ぼうず 新宿区 新小川町９－２５　中田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3931

八海山越後酒房神楽坂店 新宿区 神楽坂１－１０　アイダビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3891

PUSH 新宿区 神楽坂１－１０　会田ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4388

VIGOR 新宿区 神楽坂１－１０　三経２２ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3539
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神楽坂ラ・カシェット 新宿区 神楽坂１－１０　三経第２２ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3302

立ち呑みイタリアン かね子 新宿区 神楽坂１－１１　ふぁーぶる１－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4396

坂下良酒倉庫 新宿区 神楽坂１－１１　ふぁーぶるビル１　 飲食店 ZN-0000-4207

中国菜膳楽房 新宿区 神楽坂１－１１－８ 飲食店 JS-0002-1423

神楽坂大六天 新宿区 神楽坂１－１４　東邦ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4439

志満金 新宿区 神楽坂２－１　　 飲食店 ZN-0000-3618

フロマティック 新宿区 神楽坂２－１０　　 飲食店 ZN-0000-3411

もー吉 新宿区 神楽坂２－１０　　 飲食店 ZN-0000-3617

水漫庭 新宿区 神楽坂２－１０　カグラヒルズＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3502

タヌキ 新宿区 神楽坂２－１１　　 飲食店 ZN-0000-3378

ラリアンス 新宿区 神楽坂２－１１　　 飲食店 ZN-0000-3740

神楽坂ワイン食堂 Terzo 新宿区 神楽坂２－１１－６　第８３東京ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4065

ラ・プロシュッテリア 新宿区 神楽坂２－１１－７　ＡＹ２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3381

TOKI CAFE 新宿区 神楽坂２－１２　　 飲食店 ZN-0000-4047

BAR LOUNGE CHAKO 新宿区 神楽坂２－１２　神楽坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1593

赤ちょうちん×ビストロ酒場喰家 新宿区 神楽坂２－１２　神楽坂綿屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4280

カフェルコキヤージュ 新宿区 神楽坂２－１２－１０　ヒルズ神楽坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3335

焼肉ここから神楽坂店 新宿区 神楽坂２－２０　　 飲食店 ZN-0000-0204

神楽坂 OSAKA きっちん 新宿区 神楽坂２－２０　　 飲食店 ZN-0000-4041

ILScampi 新宿区 神楽坂２－２０－１　　 飲食店 ZN-2000-1568

BAR 松柏 新宿区 神楽坂２－２１　サンアセント木村ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-1346

BAR MULE 新宿区 神楽坂２－２１　サンアセント木村ビル１０２　 飲食店 ZN-0000-3307

SAPANA 神楽坂店 新宿区 神楽坂２－６　ＰＯＲＴＡ神楽坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3948

鉄板中華青山シャンウェイ神楽坂店 新宿区 神楽坂２－６－１　ポルタ神楽坂２０４　 飲食店 ZN-0000-3375

牡蠣屋バル 新宿区 神楽坂２－９　アルファタウン神楽坂２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3909

裏路地板前心吾 新宿区 神楽坂２－９　アルファタウン神楽坂Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2761

本多横丁 八千代鮨 新宿区 神楽坂３－１ 飲食店 JS-0002-1331

神楽坂天孝 新宿区 神楽坂３－１　　 飲食店 ZN-0000-4022

神楽坂魚金 新宿区 神楽坂３－１　あさひこビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3396

TREES 新宿区 神楽坂３－１　クレール神楽坂２－Ｂ１　 飲食店 ZN-0000-3778

神楽坂スタジオーネ 新宿区 神楽坂３－１　クレール神楽坂３－５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4105

神楽坂翔山亭本館 新宿区 神楽坂３－１　クレール神楽坂３Ｆ．４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4210

福全徳 新宿区 神楽坂３－１　高井ビル　　 飲食店 ZN-0000-4487

アンドゥ 新宿区 神楽坂３－１　美元ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3900

神楽坂鳥幸 新宿区 神楽坂３－１　本橋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4501

リストランテ ソリッソ 新宿区 神楽坂３－１－１５　シャトー寿寿１Ｆ 飲食店 JS-0001-0731

カフェ楽日庵 新宿区 神楽坂３－１－１７　ハイポイントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3468

トーキョーサワースタンド 新宿区 神楽坂３－１－２６　ＭＳビル２－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5374

神楽坂てっぱんや 新宿区 神楽坂３－１－４　　 飲食店 ZN-0000-3481

神楽坂 和食 千 新宿区 神楽坂３－１－４３ 飲食店 JS-0003-1065

ロッキーカナイ神楽坂店 新宿区 神楽坂３－２　　 飲食店 ZN-0000-3345

天婦羅喜楽 新宿区 神楽坂３－２　　 飲食店 ZN-0000-3967

神楽坂翔山亭茶寮 新宿区 神楽坂３－２　トレビスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4209

串揚げ大ひら 新宿区 神楽坂３－２　ナカノビルＢ－１　 飲食店 ZN-2000-5210
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えん 新宿区 神楽坂３－２　黒須ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4484

ラ・クエスタ 新宿区 神楽坂３－２　山ノ内ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3789

和食おの寺 新宿区 神楽坂３－２　神楽坂越後屋ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-0929

Bis 新宿区 神楽坂３－２　田辺ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3485

焼肉家 KAZU 別邸 新宿区 神楽坂３－２　木村屋ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4239

結華楼 新宿区 神楽坂３－２　木村屋ビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3894

夏目亭 新宿区 神楽坂３－２　林ビル２０１　 飲食店 SL-2000-5437

日本料理和奏谷むら 新宿区 神楽坂３－２　林ビル２０３　　 飲食店 ZN-0000-4307

Buona carne 新宿区 神楽坂３－２－１　Ａｃｔｏビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1755

わしょくや神楽坂店 新宿区 神楽坂３－２－１６　ベスト神楽坂２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3887

sobadining 和み 新宿区 神楽坂３－２－３１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4333

英 新宿区 神楽坂３－２－３１　大宗第３ビル２０２　 飲食店 ZN-0000-3303

MANVAR 新宿区 神楽坂３－２－３９　神楽坂ＭＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3438

神楽坂あべや 新宿区 神楽坂３－２－４０　神楽坂ＣＯ＆ＣＯビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3363

sacree fleur 新宿区 神楽坂３－２－５０　大宗第五ビル　 飲食店 ZN-0000-3965

Bar Socius 新宿区 神楽坂３－２－６　神楽坂越後屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1443

Jug 新宿区 神楽坂３－３　野本ハイツ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3717

紅龍 新宿区 神楽坂３－３　野本ハイツ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4218

炙屋小鉄 新宿区 神楽坂３ー２　中野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8640

虎白 新宿区 神楽坂３－４　　 飲食店 ZN-0000-3441

ELBUEY 新宿区 神楽坂３－４　ＡＹビル１Ｆ－２　 飲食店 ZN-0000-3439

神楽坂梅助 新宿区 神楽坂３－５　　 飲食店 ZN-0002-2072

神楽坂 前田 新宿区 神楽坂３－６　　 飲食店 ZN-0000-3297

もりのいえ 新宿区 神楽坂３－６　　 飲食店 ZN-0000-3670

三五八 神楽坂店 新宿区 神楽坂３－６　ＭＩビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3421

天 新宿区 神楽坂３－６　ＴｈｅＲｏｏｍ６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3981

Bar LIDEMO 新宿区 神楽坂３－６　カーサピッコラ神楽坂Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4086

ロッチャドォーロ神楽坂 新宿区 神楽坂３－６　サムライ堂ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4115

神楽坂恵さき 新宿区 神楽坂３－６　佐藤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4096

ご馳走や叶え 神楽坂店 新宿区 神楽坂３－６－１９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3892

Floraison 新宿区 神楽坂３－６－２９　ＭＩビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5236

Parador de KAGURA 新宿区 神楽坂３－６－４０　かぐらビル２Ａ 飲食店 JS-0004-3521

中国名菜酒家つる見 新宿区 神楽坂３－６－４０　かぐらビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4129

たれ焼肉のんき神楽坂店 新宿区 神楽坂３－６－４４　神楽坂ＴＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4465

しずく 新宿区 神楽坂３－６－４７　　 飲食店 ZN-2000-0977

薬膳家庭料理松の実 新宿区 神楽坂４－２ 飲食店 JS-0002-2528

御料理山さき 新宿区 神楽坂４－２　福屋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3293

FASTOYSTERS 新宿区 神楽坂４－２－１　　 飲食店 ZN-2000-4466

御料理宮した 新宿区 神楽坂４－２－１　島田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3646

うおさん 新宿区 神楽坂４－３　　 飲食店 ZN-0000-3705

めの惣 新宿区 神楽坂４－３　　 飲食店 ZN-0000-3821

たつみや 新宿区 神楽坂４－３　　 飲食店 ZN-0000-4420

パティオ 新宿区 神楽坂４－３　１Ｆ 飲食店 JS-0002-2426

AGARIS 神楽坂 新宿区 神楽坂４－３　楽山ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3450



26 2020/9/17

［新宿区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

クワトロチェント 新宿区 神楽坂４－３　近江屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3770

だいこんや神楽坂店 新宿区 神楽坂４－３－１５　煉瓦塔ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3889

LEVEL 新宿区 神楽坂４－３－２２　ＴＫビル　　 飲食店 ZN-0000-3927

ルグドゥノムブションリヨネ 新宿区 神楽坂４－３－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3767

ろばた肴町 五合 新宿区 神楽坂４－４　　 飲食店 ZN-0000-3649

かぐら坂新富寿司 新宿区 神楽坂４－４－１７ 飲食店 JS-0001-3068

炭火串焼がく屋 新宿区 神楽坂４－４－３　　 飲食店 ZN-0000-4230

鉄板焼・ステーキ Tarond 新宿区 神楽坂４－５　　 飲食店 ZN-0000-3404

MUCCARINA 新宿区 神楽坂４－５　中井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4475

Circo 新宿区 神楽坂４－５－４　　 飲食店 ZN-0000-3932

神楽坂 ARBOL 新宿区 神楽坂４－７　　 飲食店 ZN-2000-6457

天婦羅あら井 新宿区 神楽坂４－８　ＡＧＥビルＢ１　　 飲食店 ZN-0000-4183

神楽坂横内 新宿区 神楽坂４－８　神楽坂ＡＧＥビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4380

神楽坂 13 新宿区 神楽坂５－１　コアビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4164

縁香園 新宿区 神楽坂５－１　神楽坂テラス２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2245

神楽坂カントリークラブ 新宿区 神楽坂５－１　神楽坂テラス５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6664

Cierpo 新宿区 神楽坂５－１　神楽坂テラス７ＦＡ　 飲食店 ZN-0000-3443

焼肉 Guu 神楽坂 新宿区 神楽坂５－１－２　ＴＮヒルズ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7423

KURODINO 新宿区 神楽坂５－１－２　神楽坂ＴＮヒルズ３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4004

居酒屋スナックコア 新宿区 神楽坂５－１－３０１ 飲食店 JS-0003-9539

和酒 Bar 風雅 新宿区 神楽坂５－３０　　 飲食店 ZN-0000-3482

魚がし旨いもん酒場神楽坂店 新宿区 神楽坂５－３０　エムティティ神楽坂 飲食店 JS-0002-2648

神楽 新宿区 神楽坂５－３０　エムティティ神楽坂３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4109

アジアンタワン神楽坂 新宿区 神楽坂５－３０－２０１　ファン神楽坂　 飲食店 ZN-0000-4027

神楽坂 新泉 新宿区 神楽坂５－３２　八潮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9477

神楽坂鳥伸 新宿区 神楽坂５－３５　モリワキハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5818

casa uokin 神楽坂 新宿区 神楽坂５－３５－８　　 飲食店 ZN-0000-3398

神楽坂 創彩割烹 清水 新宿区 神楽坂５－３７ 飲食店 AL-0000-0041

十兵衛鮨 新宿区 神楽坂５－３７ 飲食店 JS-0004-1617

神楽坂石かわ 新宿区 神楽坂５－３７　高村ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3645

くすだま 新宿区 神楽坂５－４３－２　ロジ神楽坂ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4051

MADOY 神楽坂 新宿区 神楽坂５－６１－１　中嶋第二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3349

酉玉 神楽坂 新宿区 神楽坂５－７－３ 飲食店 AL-0000-0060

KagurazakaVeri 新宿区 神楽坂６－２４　　 飲食店 ZN-0000-3969

大川や神楽坂店 新宿区 神楽坂６－２５　　 飲食店 ZN-0000-4174

神楽坂 今彩 新宿区 神楽坂６－２６－８ 飲食店 JS-0002-9828

レストラン・ラ・マティエール 新宿区 神楽坂６－２９　　 飲食店 ZN-0000-3334

D．i．s．k 新宿区 神楽坂６－３６－１　神楽坂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4170

コパン 新宿区 神楽坂６－５０ 飲食店 JS-0005-6754

ろばたや次朗 新宿区 神楽坂６－５６　荒井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1254

マリアーヌ 新宿区 神楽坂６－５８　ＲＩＴＺ神楽坂２Ｆ 飲食店 JS-0005-8221

神楽坂 宙山 新宿区 神楽坂６－６５　アミシュマン神楽坂２Ｆ 飲食店 SL-2000-3859

鮨処よね山 新宿区 神楽坂６－６６　三上ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3631

梵 新宿区 神楽坂６－６６　宝生堂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3761
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CarinaCarina 新宿区 神楽坂６－６６－１　宝生堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3997

鮨処響 新宿区 神楽坂６－７　　 飲食店 ZN-0000-3639

穂禮上海 新宿区 神楽坂６－７　響ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3681

ラムダック東京 新宿区 神楽坂６－８ 飲食店 JS-0005-8307

もつ鍋やましょう神楽坂店 新宿区 神楽坂６－８　　 飲食店 ZN-0002-1394

ラ・シャンパーニュ 新宿区 神楽坂６－８　サンモール東和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4405

炭火焼肉理清蘭 新宿区 神楽坂６－８　大内ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3880

STAGIONEFRUTTIFICARE 新宿区 神楽坂６－８－１８　　 飲食店 ZN-0000-3299

加賀廣江戸川橋 新宿区 水道町２－２　　 飲食店 ZN-2000-1786

がんこ新宿西口店 新宿区 西新宿１－１０－２　新宿１１０ビル１０Ｆ　 飲食店 AX-0000-0282

バールイクタ 新宿区 西新宿１－１１－１２ 飲食店 JS-0004-0941

笹陣新宿店 新宿区 西新宿１－１－２　新宿メトロ食堂街Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3882

永坂更科布屋太兵衛地下鉄店 新宿区 西新宿１－１－２　地下鉄ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3586

いち 新宿区 西新宿１－１２－１０　八洋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4191

豚しゃぶとやきとん inton 新宿区 西新宿１－１３－１２　新宿昭和ビルＢ　１Ｆ 飲食店 SL-2001-0788

9 号店新宿ミート田中 新宿区 西新宿１－１３－３　西新ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3391

B ＆ F 新宿区 西新宿１－１３－７　大和家ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4272

ベンフィディック 新宿区 西新宿１－１３－７　大和家ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4034

三是 貝だらけ 新宿区 西新宿１－１３－８　ＬｅＣＩＥＬ西新宿館　 飲食店 ZN-0000-4078

清香苑別館 新宿区 西新宿１－１４－１５　　 飲食店 ZN-0000-3758

雅 新宿区 西新宿１－１４－１６　１１４ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7147

Viagio 新宿区 西新宿１－１４－１７　Ａｙａ西新宿ビル　 飲食店 ZN-0000-3988

飯場魚金 新宿区 西新宿１－１４－１７　港屋第三ビル１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7261

4 分 33 秒 新宿区 西新宿１－１４－２　安西ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3736

MISSIONDININGBAR 新宿区 西新宿１－１４－３　５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4196

バースティラージュ B1 新宿区 西新宿１－１４－３　ひかりビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4201

Bacca 新宿区 西新宿１－１４－３　新宿ひかりビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4290

ワイン酒場ジョルノ 新宿区 西新宿１－１４－４　新宿小黒ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4269

鉄板王国西新宿店 新宿区 西新宿１－１４－５　新和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4413

どかん 新宿区 西新宿１－１４－５　西口第２三平ビル　 飲食店 ZN-0002-1467

大阪焼肉ホルモンふたご新宿西口 新宿区 西新宿１－１４－５　浅田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4490

壱角家西新宿本店 新宿区 西新宿１－１５－１　桜木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4415

とととりとん新宿 新宿区 西新宿１－１５－５　升屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8904

炭火活烹三是新宿西口店 新宿区 西新宿１－１５－５　升屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3822

トルコレストランチャンカヤ 新宿区 西新宿１－１５－７　西口ライフビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3336

オールドバレー 新宿区 西新宿１－１５－９　ＫＣビルＢ１ 飲食店 JS-0002-4657

番番 新宿区 西新宿１－１６－５　菊水ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3619

庄屋 新宿 IDS ビル 新宿区 西新宿１－１６－７　新宿ＩＤＳビルＢ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0147

伊吹 新宿区 西新宿１－１６－８　河野ビル別館２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4040

バークリーム 新宿区 西新宿１－１６－８　河野ビル別館３Ｆ 飲食店 JS-0001-0993

スリーバー 新宿区 西新宿１－１６－８　河野ビル別館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0992

焼肉アリラン 2 新宿区 西新宿１－１６－９　盛栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3832

三是食堂 新宿区 西新宿１－１６－９　盛栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4079

呑者家 西口店 新宿区 西新宿１－１８－４　共新ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3344
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Bars’Tirage 新宿区 西新宿１－１８－５　中沖ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3830

アジアンダイニング KALASH 新宿区 西新宿１－１９－１１　パシフィカ西新宿ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4157

BarAle 新宿区 西新宿１－１９－１１　パシフィカ西新宿ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3814

九州ダイニング さくらみち 新宿区 西新宿１－１９－１１　西新宿甲州ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3460

KATSU NUMBERS 新宿区 西新宿１－１９－１１　西新宿甲州ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1500

鴻福餃子王 新宿区 西新宿１－１９－１２　鮎沢ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5744

ASGOD 新宿区 西新宿１－１９－１２　鮎沢ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-2646

餃子の安亭新宿大本店 新宿区 西新宿１－２－１　ファイブＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1756

江戸小町新宿店 新宿区 西新宿１－２－１　思横ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4206

安兵衛 新宿区 西新宿１－２－３ 飲食店 JS-0005-0361

新宿牛タンいろ葉 新宿区 西新宿１－２－３　ハウスポート思い出横丁ビル　 飲食店 ZN-0000-4484

森の酒場 隠豚 新宿区 西新宿１－２４－１　エステック情報ビルＢ２Ｆ 飲食店 SL-2001-0787

牛若丸 MPRIME 新宿区 西新宿１－２６－２　新宿野村ビル４９Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2057

wine no RuisukezeRo 新宿区 西新宿１－２６－２　新宿野村ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7934

ビール工房新宿 新宿区 西新宿１－２６－２　新宿野村ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0004-9061

日本そば一ノ瀬 新宿区 西新宿１－２６－２　新宿野村ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4303

和風居酒屋新宿嵯峨野 新宿区 西新宿１－３－１　サンフラワービル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3706

魚の三是 新宿区 西新宿１－３－１　サンフラワービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3976

32 号店新宿うまいもん 新宿区 西新宿１－３－３　品川ステーションビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3395

BULLSTOKYO 新宿区 西新宿１－４－１　新宿プリンスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4391

満月盧の離宮 新宿区 西新宿１－４－１５　高松ビル１Ｆ～４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3355

SteakDiningG4U 新宿区 西新宿１－４－１５　高松ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-4482

ロードハウスダイニングビアーバー 新宿区 西新宿１－４－１９　ミルトスビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0002-4186

居酒屋 ばがぼんど 新宿区 西新宿１－４－２０ 飲食店 JS-0003-1484

黒豚しゃぶしゃぶぐるなべ新宿店 新宿区 西新宿１－４－５　明広ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4267

肉とワインの酒場  Ferrous 新宿区 西新宿１－６－１　新宿Ｌタワー 飲食店 SL-2001-0786

鮨 いしかわ エルタワー店 新宿区 西新宿１－６－１　新宿エルタワーＢ２　 飲食店 ZN-0000-3739

犇一焼肉酒場 新宿区 西新宿１－９－２　シルバービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5976

オーガニックハウス新宿三井ビル店 新宿区 西新宿２－１－１　新宿三井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9958

とん 新宿三井ビル 新宿区 西新宿２－１－１　新宿三井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0153

台北夜市新宿 NS ビル 新宿区 西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル２９Ｆ 飲食店 JS-0004-4622

個室和食東山新宿本店 新宿区 西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル２９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0003

個室居酒屋 番屋 西新宿店 新宿区 西新宿２－６－１　新宿住友ビル４９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1140

個室会席北大路新宿茶寮 新宿区 西新宿２－６－１　新宿住友ビル５１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0404

台北夜市小田急第一生命ビル店 新宿区 西新宿２－７－１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4620

酔居 新宿区 西新宿３－１７－７　西新宿ＴＯＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3715

旭鮨総本店オペラシティ 53F 店 新宿区 西新宿３－２０－２　東京オペラシティ５３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3292

カフェ ラフィ－ネ 新宿区 西新宿３－２－９　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4692

ヘーチョン 新宿区 西新宿３－２－９　ワシントンホテルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3496

カプリチョーザ新宿ワシントンホテル店 新宿区 西新宿３－２－９　新宿ワシントンホテルＢ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0127

ラヴィアンローズ 新宿区 西新宿３－３－１５　ワシントンホテル新館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3458

新宿すし岩瀬 新宿区 西新宿３－４－１　福地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3312

ザ・コンランショップカフェ 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワー３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0214

やぶ新宿パークタワー店 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワーＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1310
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満月盧新宿パークタワー店 新宿区 西新宿３－７－１　新宿パークタワーＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4061

かくれ家 新宿区 西新宿４－１２－１３　グランドステータス古谷１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3403

いちぞう 新宿区 西新宿４－１４－２　パルク西新宿１０１　 飲食店 ZN-2000-5741

居酒屋ひろ 新宿区 西新宿４－１６－１　西新宿カーネル１０２　 飲食店 ZN-0002-5801

サラダニース 4 丁目店 新宿区 西新宿４－１７－３　ベルパークシティ西新宿１０２　 飲食店 ZN-0000-3696

REMO － RE 新宿区 西新宿４－３－１１　Ｍビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4286

も～れ 2 新宿区 西新宿４－３－１１　エムビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3752

禾 新宿区 西新宿４－３６－１３　松原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4419

へぎそばししくら 新宿区 西新宿５－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-3942

bocci 新宿区 西新宿５－２５－１３　パラガイハイツ１Ｆ－Ａ　 飲食店 SL-2000-2367

へぎそばししくら 新宿区 西新宿５－８－１－１０７　第一ともえビル　 飲食店 ZN-2000-5343

蜀香園 新宿区 西新宿６－１０－１　日土地ビルＬＢＦ　 飲食店 ZN-0000-4264

美食処作治 新宿区 西新宿６－１６－１０　　 飲食店 ZN-0000-3429

インディアンレストランカナ 新宿区 西新宿６－１６－１２－１０２ 飲食店 JS-0004-2323

バレル 新宿区 西新宿６－１６－６　タツミビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8380

サラダニース 新宿区 西新宿６－２０－１１　梅月ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3663

ワイガヤ新宿十二社通り店 新宿区 西新宿６－２０－１２　山口ビル　 飲食店 ZN-0000-4120

ナマステダイニングバー西新宿 新宿区 西新宿６－２１－１　アイタウンプラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4223

KHANA2 号店 新宿区 西新宿６－２１－１－Ｂ－１０４　 飲食店 ZN-2000-3198

オービカ モッツアレラバー 西新宿店 新宿区 西新宿６－２４－１　西新宿三井ビルディング１Ｆ 飲食店 AX-2000-0003

もうやんカレー利瓶具 新宿区 西新宿６－２５－１４　第２仲川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4063

リストランテ カリエラ 新宿区 西新宿６－６－２　ヒルトピアＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8445

鶏贅沢青蓮新宿オークタワー店 新宿区 西新宿６－８－１　新宿オークタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3852

博多劇場西新宿店 新宿区 西新宿７－１０－１０　山崎西新宿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9562

300BONE 新宿店 新宿区 西新宿７－１０－１０　西村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0004-8136

濁酒本舗てじまうる 新宿区 西新宿７－１０－１０　西村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4036

焼肉もとやま新宿店 新宿区 西新宿７－１０－１２　ダイハンビルデンス２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3350

芝浦買付け和牛炭火焼肉ホルモン焼き肉鮮問 新宿区 西新宿７－１０－１３　ガイアビル３－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3436

俺の魚を食ってみろ！！西新宿店 新宿区 西新宿７－１０－１４　富士山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4443

串タロー西口店 新宿区 西新宿７－１０－１９　西新宿ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-6145

花ぜん 本店 新宿区 西新宿７－１０－２０　　 飲食店 ZN-0000-3354

完全個室ダイニング田村屋 新宿区 西新宿７－１０－２０　第一日新ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3922

大阪焼肉ホルモンふたご西新宿 7 丁目 新宿区 西新宿７－１０－４　富士山ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3936

キタキュウシュウサカバ 新宿区 西新宿７－１１－１８　７１１ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1511

丸鶏るいすけハナレ 新宿区 西新宿７－１１－３　平田ビル２号館１Ｆ 飲食店 JS-0002-0878

魚がし 新宿区 西新宿７－１２－３　小島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0092

21 世紀 新宿区 西新宿７－１３－５　１２山京ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-3674

ワイガヤ西新宿店 新宿区 西新宿７－１３－７　タカラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3966

TORO 新宿区 西新宿７－１３－７　タカラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3794

ウォータールー 新宿区 西新宿７－１４－１１　柏木片桐ビル　 飲食店 ZN-0000-3498

TAVERNA UOKIN 新宿区 西新宿７－１４－１２　華王ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3397

天の川 新宿区 西新宿７－１４－１４　　 飲食店 ZN-2000-3383

ビストロサンク 新宿区 西新宿７－１４－６　西新宿第２高橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3780

GRILL DE ICOCCA 新宿区 西新宿７－１４－６　西新宿第二高橋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5191
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蓮 新宿区 西新宿７－１４－６　西新宿第二高橋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4460

丸鶏るいすけ 新宿区 西新宿７－１４－６　第２高橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5249

太樹苑西新宿小滝橋通り店 新宿区 西新宿７－１５－１２　　 飲食店 ZN-0000-3730

加賀屋 新宿区 西新宿７－１５－１２　布施ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3473

Cafe － barHygge 新宿区 西新宿７－１５－１４　ＦＯＮＴＡＩＮＥ三須１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4416

熾火 新宿区 西新宿７－１５－１５　東宝観光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3810

焼肉バルタイジュ 新宿区 西新宿７－１５－１７　東光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4308

チャコールグリル＆バー我楽多家西新宿店 新宿区 西新宿７－１５－１７　東光ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4339

大衆ビストロジル　西新宿店 新宿区 西新宿７－１５－１７　東光ビルＢ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0190

ひなた 新宿区 西新宿７－１５－８　ニッパンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3321

炭火焼ホルモンぐう新宿 新宿区 西新宿７－１６－１０　西新宿ミカエラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5758

満月酒場別館 BY 新宿区 西新宿７－１６－１５　第１シダビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4369

板前心 菊うら 新宿区 西新宿７－１６－３　第１８フジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3713

がらんす 新宿区 西新宿７－１６－６　森正ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3721

イタリアンバル ’umi 新宿区 西新宿７－１６－６　森正ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5665

トラジ葉菜西新宿店 新宿区 西新宿７－１－７　新宿ダイカンプラザＡ館　 飲食店 ZN-0000-0206

かっぽうや鷹 新宿区 西新宿７－１７－５　ＮＣビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3627

霞舫本店 新宿区 西新宿７－１８－１８　税理士ビル別館１Ｆ 飲食店 JS-0000-2128

もつ焼 キャプテン 新宿区 西新宿７－１９－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8018

サバイサバイ 新宿区 西新宿７－１９－１８　セードル新宿ハイツ１Ｆ－１０４－Ａ　 飲食店 ZN-0000-3962

韓感 新宿区 西新宿７－１９－６　東洋ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-4220

新宿すし紺や 新宿区 西新宿７－１９－９　３Ｆ 飲食店 JS-0004-0793

ワイン屋 新宿区 西新宿７－２０－１６　　 飲食店 ZN-0000-3805

とりとん西新宿 新宿区 西新宿７－２１－１　新宿ロイヤルビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8908

WinenoRuisuke 新宿区 西新宿７－２２－４５ 飲食店 JS-0001-1505

太樹苑西新宿店 新宿区 西新宿７－２３－１　ＴＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3709

焼肉トラジ新宿西口店 新宿区 西新宿７－２－５　ＴＨ西新宿３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0193

焼肉亭六歌仙 新宿区 西新宿７－２－６　西新宿Ｋ１ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4344

ワインバー・リースリング 新宿区 西新宿７－３－１　三光パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5091

新宿 板前バル 新宿区 西新宿７－３－１　三光パークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2103

鶏 Dining ＆ BarGoto 新宿区 西新宿７－４－５ 飲食店 JS-0000-4694

BARJordu 新宿区 西新宿７－５－１１　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ１－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3068

カクテルブックシンジュク 新宿区 西新宿７－５－５　プラザ西新宿２０１　 飲食店 ZN-0000-3819

LIZARRAN 西新宿小滝橋通り店 新宿区 西新宿７－７－２５　ワコーレ新宿第二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4194

ティーヌンキッチン 新宿区 西新宿７－７－７　ハイライフ西新宿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3919

うなぎ菊川 新宿区 西新宿７－８－３　　 飲食店 ZN-0000-3294

N7C 新宿区 西新宿７－９－１３　大国屋１５ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4245

立喰い寿司 にぎりて 新宿区 西新宿７－９－１５　新宿ダイカンプラザビジネス清田ビル１０８ 飲食店 JS-0003-1976

WA － DINNER き 新宿区 西新宿７－９－１７　第一伊藤ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-3635

串焼き 我楽多酒場 新宿区 西新宿７－９－５　布屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3338

Soulmate 新宿区 西新宿８－１１－１３　日東ビル１０２　 飲食店 SL-2000-5233

味彩坊西新宿店 新宿区 西新宿８－１５－１２　第２秋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3868

ミートバルタイジュニシシンジュク 新宿区 西新宿８－１－７　Ｍ ’ ｓＧａｒｄｅｎ西新宿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4124

もうやんカレー大忍具 新宿区 西新宿８－１９－２　ＴＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4064
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zenno 新宿区 西新宿８－１９－２　ＴＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3380

居酒屋 ターリー 新宿区 西新宿８－５－４　ＳＴビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8433

Hiro’scafe 新宿区 西早稲田１－１－２０　プリンセスライン西早稲田１Ｆ 飲食店 JS-0003-5687

地酒や鷹ばん 新宿区 西早稲田１－１９－１６　大山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3630

焼肉レストランニューエコー 新宿区 西早稲田１－８－１４　メゾン早稲田２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3843

兼六寿司 新宿区 西早稲田２－１０－１８－１０４　 飲食店 ZN-2000-0467

老北京羊蝎子 新宿区 西早稲田２－１１－１３　第一山武ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4439

トラットリア ダイ パエサーニ 新宿区 西早稲田２－１８－１９　ＹＯＫＥ－５－１Ｆ 飲食店 JS-0001-6909

ティーヌン西早稲田 新宿区 西早稲田２－１８－２５　横川ビル　 飲食店 ZN-2000-6709

香港料理華翠苑 新宿区 西早稲田２－１８－２６　東龍ビル１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ 飲食店 JS-0004-6457

大昌苑 新宿区 西早稲田２－５－１２　ザ・ステージワセダ１０３ 飲食店 JS-0001-8406

八幡鮨 新宿区 西早稲田３－１－１　　 飲食店 ZN-0000-3707

焼鳥はちまん 新宿区 西早稲田３－１－１　安井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3867

やってまれ酒場 稲郷 新宿区 西早稲田３－１２－４　サンハイツ早稲田２Ｆ 飲食店 JS-0003-5348

甘露 新宿区 西早稲田３ー１４ー１１　 飲食店 SL-2000-4834

牛の介 新宿区 西落合１－１４－１２　サンライズフジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4185

レストラン エシャロット 新宿区 西落合１－１４－１４　ビューティフルマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-1003

アグニ西落合店 新宿区 西落合２－９－６　１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0001-2286

ラ・タルタルギーナ 新宿区 赤城下町３３－２４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2169

カド 新宿区 赤城元町１－３２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9650

さくら 新宿区 赤城元町３－７　ＯＤＡビル２０２ 飲食店 JS-0004-8301

東寿司 新宿区 早稲田鶴巻町１１１ 飲食店 JS-0004-4063

キャトルフォンテーヌ 新宿区 早稲田鶴巻町５１９　井筒屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3642

磨ゐ土 新宿区 早稲田鶴巻町５３８　　 飲食店 ZN-0000-3697

手打ち蕎麦汐見 新宿区 早稲田鶴巻町５５６　松下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8164

神楽坂うぶ 新宿区 袋町１　栗原ビル２０２　　 飲食店 ZN-0000-4070

神楽坂 睦 新宿区 袋町１７ 飲食店 JS-0001-6541

二葉寿司 新宿区 袋町２　　 飲食店 ZN-0000-4258

アルベリーニ 新宿区 袋町２　杵屋ビル１１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3899

NODO 新宿区 袋町３　　 飲食店 ZN-0000-3385

RESTAURANT AROMES 新宿区 袋町３　神楽坂センタービル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3799

坂の花 新宿区 袋町３　神楽坂センタービルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3806

プングム 1 号店 新宿区 大久保１－１０－１５　大久保レックスマンション２０２　 飲食店 ZN-0000-3737

BarTwice 新宿区 大久保１－１０－６　　 飲食店 ZN-2000-3115

水宝館 新宿区 大久保１－１１－１　大森ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4316

チング 2 新宿区 大久保１－１１－１　大森ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6603

9”36 新宿区 大久保１－１１－１　大森ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6604

両班 新宿区 大久保１－１１－１　朝日ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3677

ラーメン・餃子館小次郎新宿店 新宿区 大久保１－１－２　菅原ビル　　 飲食店 ZN-0000-4074

焼酎一杯 新宿区 大久保１－１２－１４　　 飲食店 ZN-0000-4254

ホシギ 2 羽チキン＆チャンポ 2 号店 新宿区 大久保１－１２－２９　森田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4055

東京肉しゃぶ家 新宿区 大久保１－１２－３　カーサ第２新宿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4394

Barbie 新宿区 大久保１－１２－３　カーサ第２新宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4140

韓国料理マニト 新宿区 大久保１－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-3783



32 2020/9/17

［新宿区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

中央市場 新宿区 大久保１－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-4119

韓国料理 GOGI 新宿区 大久保１－１３－６　　 飲食店 ZN-0000-4387

ドヤジ屋 新宿区 大久保１－１３－６　明優ビル１０３　 飲食店 ZN-0000-4077

カントンの思い出 029 店 新宿区 大久保１－１３－６－１０１　　 飲食店 ZN-0000-3419

サムギョプサル専門店トマト 1 号店 新宿区 大久保１－１４－１８　バリュー大久保１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3405

サムギョプサル専門店トマト 2 号店 新宿区 大久保１－１４－１８　バリュー大久保２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3406

TOMATOBar 新宿区 大久保１－１４－１８　バリュー大久保４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3408

モイセ 新宿区 大久保１－１５－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3762

炭人 新宿区 大久保１－１５－１７　　 飲食店 ZN-0000-4421

オムニ食堂 新宿区 大久保１－１５－１７　サンハイム大久保１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4500

GOGO タッカルビ 新宿区 大久保１－１５－１７　サンハイム大久保２０３　 飲食店 ZN-0000-4445

トンマッコル 新宿区 大久保１－１５－１７　サンハイム大久保２Ｆ－２０２　 飲食店 ZN-2000-5036

ヘラン 新宿区 大久保１－１５－１８　みゆきビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4117

GOGO チキン 新宿区 大久保１－１５－８　　 飲食店 ZN-0000-4431

でりかおんどる 2 号店 新宿区 大久保１－１６－１３　新大久保ＳＨＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4016

プングム 3 号店 新宿区 大久保１－１６－１４　山水林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3487

プングム 4 号店 新宿区 大久保１－１６－１４　山水林ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3940

プングム 2 号店 新宿区 大久保１－１６－１４　山水林ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3440

ソレカルメギ 新宿区 大久保１－１６－１６　祥栄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8334

青松 新宿区 大久保１－１６－１９　ビラメール　 飲食店 ZN-0000-4046

ヨプの王豚塩焼 新宿区 大久保１－１６－２１ 飲食店 JS-0002-9461

鶏肉研究所 新宿区 大久保１－１６－２２　　 飲食店 ZN-0000-3837

Kanton JMT 新宿区 大久保１－１６－２２　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4128

マッコリの物語 新宿区 大久保１－１６－２４　　 飲食店 ZN-0000-4402

FACTORY45 新宿区 大久保１－１６－２７　ＫＭプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4081

チャカン食堂 新宿区 大久保１－１６－５　　 飲食店 ZN-2000-5454

韓国料理ヤキハンキ 新宿区 大久保１－１６－５　　 飲食店 ZN-2000-6206

カントンの思い出 3 号店 新宿区 大久保１－１７－１　　 飲食店 ZN-0000-3710

とんちゃん＋職安通り店 新宿区 大久保１－１７－５　ＴＯＮＣ　ＨＡＮＧＢＵＩＬＤＩＮＧ．１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-4134

980 トッポッキ 新宿区 大久保１－１７－５　ＴＯＮＣ　ＨＡＮＧＢＵＩＬＤＩＮＧ．２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4136

とんちゃんイケメン通り店 新宿区 大久保１－１７－５　ＴＯＮＣ　ＨＡＮＧＢＵＩＬＤＩＮＧ１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0000-4135

ジャント 新宿区 大久保１－１７－７　メゾン豊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4088

海豚 新宿区 大久保１－１－９　フラワーハイホーム１１０ 飲食店 JS-0003-9481

辛ちゃん 新宿区 大久保１－１－９　新宿フラワーハイホーム１０２　 飲食店 ZN-0000-3800

RIDOS カフェレストラン 新宿区 大久保１－３－１３　三矢マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6652

フレンズ 新宿区 大久保１－３－１４　ＷＢＣ新宿２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2513

KaYa 新宿区 大久保１－４－２０　グロウハイム２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3911

名家 新宿区 大久保１－５－１３　桜井ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3995

ヤンピョンヘジャンク 新宿区 大久保１－６－１２　川越屋ビル　 飲食店 ZN-0000-3711

ホンデコプチャンゴ 新宿区 大久保１－７－１９　パーク１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4446

ハンヤンクッパヤ 新宿区 大久保１－７－１９　保坂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3793

蝎子王 新宿区 大久保１－９－１７　寿ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1402

焼肉中央苑 新宿区 大久保２－１３－４　北原ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0989

MAGICKITCHEN 新宿区 大久保２－１－９　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4305
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串焼きおでん吉の 新宿区 大久保２－１９－１　セントラル大久保１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4378

大久保ジンコゲ 新宿区 大久保２－１９－１０　東和１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4100

焼肉 美苑 新宿区 大久保２－２５－２　　 飲食店 ZN-0000-3667

カマロチキン大久保店 新宿区 大久保２－２６－１　とんちゃんビル第５　３Ｆ・４Ｆ 飲食店 ZN-0000-4499

とんちゃんポチャ 新宿区 大久保２－２６－１　とんちゃん第５ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4498

インド料理レストラン ヒマラヤ 新宿区 大久保２－３－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0541

まいう KOREA 新宿区 大久保２－３２－２３　和孝レジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4471

ソウルフードバンコク 新大久保店 新宿区 大久保２－３２－２３　和孝第２レジデンス１Ｆ 飲食店 SL-2000-6167

ワールド・カップ 新宿区 大久保２－３２－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4219

とんちゃん 新大久保店 新宿区 大久保２－３２－３　リスボンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4368

高麗参鶏湯 新宿区 大久保２－３２－３　リスボンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4452

ウィナー 新宿区 大久保２－３２－４　貴志ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4087

山西亭 新宿区 大久保２－６－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9387

やきとり酒場 新宿区 大久保２－６－１０　第２アルプスＭ１０５ 飲食店 JS-0001-5570

和食処一貫 新宿区 大久保２－６－１０　第２アルプスＭ－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3446

へそんちゃん 新宿区 大久保２－７－１　大久保フジビル１０６　 飲食店 ZN-0000-4386

炭火焼肉おかやま 新宿区 大久保２－７－１　大久保フジビル１Ｆ－１０７　 飲食店 ZN-0000-4156

鳳雛 チムタク 新宿区 大久保２－７－２　ニューハイム共栄２２１　 飲食店 ZN-0000-3750

i デポ 新宿区 大久保２－７－５　共栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5965

台湾料理東栄 新宿区 大久保２－７－５－２０８　共栄ビルヂング　 飲食店 ZN-0002-6937

甲州屋蕎麦店 新宿区 大久保３－１３－１－１０５ 飲食店 JS-0005-8089

MAISONSARASHINA 新宿区 箪笥町１　水落第２ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3388

一葉 新宿区 筑土八幡町１－２－１０１ 飲食店 JS-0003-8557

炭蔵飯田橋店 新宿区 筑土八幡町２－２２　　 飲食店 ZN-0000-3974

神楽坂しゅうご 新宿区 筑土八幡町５－１２　相川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4187

じゃんじゃん 5 号店 新宿区 中落合１－１７－１３ 飲食店 JS-0003-1736

串かつ源 新宿区 中落合１－１７－３　　 飲食店 PK-0000-2335

稲毛屋 新宿区 中落合２－１－１５－１０４ 飲食店 JS-0001-1325

蕎楽亭もがみ 新宿区 中里町３ 飲食店 JS-0001-5991

Lantern 新宿区 津久戸町１－１４　　 飲食店 ZN-0000-3478

葉歩花庭 新宿区 津久戸町３－３　松井本社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3781

てっ平 新宿区 津久戸町３－５　　 飲食店 ZN-2000-0001

神楽坂くろす 新宿区 津久戸町４－１１　 飲食店 SL-2000-5790

春波 新宿区 津久戸町４－３ 飲食店 JS-0002-5243

中華風 海老専家 新宿区 津久戸町４－７　ＯＳビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1457

水町 新宿区 天神町１２　　 飲食店 ZN-0000-4237

季乃香 新宿区 天神町２　　 飲食店 ZN-0000-3463

香港酒家 新宿区 天神町６３　ライオンズマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-9818

神楽坂たんたか 新宿区 天神町６３　神楽坂メゾン１Ｆ 飲食店 JS-0003-3231

焼肉明洞 新宿区 天神町６６　　 飲食店 ZN-0000-3929

ピアッティカステリーナ 新宿区 天神町６８－３　橋本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3998

ブルッチャブルッチャ 新宿区 天神町７７　都住創ラスティックビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4095

京のおばんざいくらま 新宿区 南山伏町３－５　ウィンコート神楽坂１０２　 飲食店 ZN-0000-3301

ル・マンジュ・トゥー 新宿区 納戸町２２　　 飲食店 ZN-0000-3673
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さいめ 新宿区 納戸町３３　ガーデンヒルズ市ヶ谷１０１　 飲食店 ZN-0000-4057

すし北野 新宿区 納戸町３５　ドムス牛込１０１ 飲食店 JS-0002-3215

KHANA 新宿区 馬場下町１４－４　清渓ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6044

OISHI TEA 新宿区 馬場下町１８ 飲食店 JS-0004-4514

オリエンタルテーブルアマワセダ 新宿区 馬場下町６１　吉村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4320

焼鳥 きなり 新宿区 馬場下町６２－１８　早稲田武蔵野ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9205

魚扇 新宿区 馬場下町９　須田ビル　　 飲食店 ZN-0000-3947

中国菜 智林 新宿区 白銀町１２－５　白銀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0029

TANDOORNIMTO 新宿区 百人町１－１０－１１　ＳＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6995

韓味 新宿区 百人町１－１０－１１　フレスカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3332

梁の家 新宿区 百人町１－１０－５　ファミリアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4453

クンメー 新大久保本店 新宿区 百人町１－１０－７　大森ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1522

ラトバレレストランアンドバー 新宿区 百人町１－１１－１　アーバンビルＢ１Ｃ 飲食店 JS-0002-7208

ボンジュクおかゆ新大久保店 新宿区 百人町１－１１－２８　ＰＬＡＴ１００－１Ｆ－１１　 飲食店 ZN-0000-4013

焼き万歳 新宿区 百人町１－１１－３１　新大久保ビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4030

Picasso1 新宿区 百人町１ー２３ー２１　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-8079

カンホドン 678 チキン専門店 新宿区 百人町１－１－２６－２０１　第三サタケ　 飲食店 ZN-0000-4008

ベクチョルパン 新宿区 百人町１－１－４　Ｔ・ＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4327

シークレットバー 新宿区 百人町１－１５－１９　黒澤ビルＢ１Ｆ奥　 飲食店 ZN-2000-3365

i ポチャ 新宿区 百人町１－１５－２４　　 飲食店 ZN-0000-4400

焼肉鬼 新宿区 百人町１－１５－２４　ＯＳセンタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4486

千里香新大久保店 新宿区 百人町１－１７－１０　常陽第二ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3452

デジニランド 新宿区 百人町１－１７－６　東都ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3945

淘湘記 新宿区 百人町１－１７－６　東都ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5803

ヘルシー韓友家 新宿区 百人町１－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-3348

麺処 直久 大久保店 新宿区 百人町１－１８－１９　大久保センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8515

周黒鴨大久保店 新宿区 百人町１－１８－９　大久保センタービル２０２　 飲食店 ZN-0000-4274

炭焼 焼きとん なみ平 新宿区 百人町１－２０－１５ 飲食店 JS-0003-0035

板橋冷麺 新宿区 百人町１－２１－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4102

CHAKANSIKDANG 新宿区 百人町１－２－３　ベストホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6879

食味鮮 新宿区 百人町１－２３－６　ケーエムビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3807

クローバー 大久保店 新宿区 百人町１－２４－６　百山荘 飲食店 JS-0002-4716

ショットバーフルクサス 新宿区 百人町１－２４－８　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3641

ペルー南米酒場 HUANCHACO 新宿区 百人町１－２４－８　新宿タウンプラザＢＦ－Ｅ　 飲食店 ZN-2000-5825

串えん 新宿区 百人町１－２４－８　新宿タウンプラザビル１Ｆ－Ｍ　 飲食店 ZN-2000-4294

チキン 辛ちゃん 新宿区 百人町１－２－９　１Ｆ 飲食店 JS-0001-6221

ホンデポチャ 新宿区 百人町１－３－１　東方ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4337

ホンデポチャ別館 新宿区 百人町１－３－１　東方ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5648

ヨプトッポキ 2 号店 新宿区 百人町１－３－１４　　 飲食店 ZN-2000-7209

おんどる 新宿区 百人町１－３－２０　ＳＫビル１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-4015

韓国料理無鉄砲 新宿区 百人町１－３－２０　ＳＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3417

でりかおんどる 2F 新宿区 百人町１－３－２０　ＳＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4024

民俗村 新宿区 百人町１－４－１５　９ｈビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4263

南大門チキン 新宿区 百人町１－４－１５　国際プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4144
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多もあ 新宿区 百人町１－５－１　百人町２Ｆ（Ａ）　 飲食店 ZN-0002-5728

やきとり 辛ちゃん 新宿区 百人町１－５－４－１０５ 飲食店 JS-0001-6223

テジョンデ 新宿区 百人町１－６－１５　ＮＫビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4375

尋香亭 新宿区 百人町１－６－１５　ＮＫビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4193

美楽味 新宿区 百人町１－６－１５　ヤナギヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8777

RED 新宿区 百人町１－７－１５　コリアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3985

BLUE 新宿区 百人町１－７－１５　コリアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3812

GF 新宿区 百人町１－７－１６　フォーラム新大久保３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6042

ジャガルチ市場 新宿区 百人町１－８－２４　　 飲食店 ZN-0000-4259

Queen’s Bar 新宿区 百人町１－８－２４　宮沢ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6222

CafeON 新宿区 百人町２－１－１　Ｋ－ＰＬＡＺＡ１－２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4132

SOOKDAL 新宿区 百人町２－１－１　Ｋ－ＰＬＡＺＡ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3796

新大久保ブデチゲ 新宿区 百人町２－１－１　Ｋ－ＰＬＡＺＡ－１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4473

ソウル本家 新宿区 百人町２－１－３　Ｋ－ＰＬＡＺＡ３－３Ｆ・４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3968

金達莱 新宿区 百人町２－１－３　ＫＰＬＡＺＡ３号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3664

とんちゃん 新大久保別館 新宿区 百人町２－１－４　盛好堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4365

ソルマリ新大久保店 新宿区 百人町２－２０－２３ 飲食店 JS-0005-9822

ヨプの王豚塩焼 2 号店 新宿区 百人町２－２－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4158

延吉香 新宿区 百人町２－２－１　ＲＥＭＡＸ新大久保ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0073

胡家小館 新宿区 百人町２－２７－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4139

大豊收創作料理 新宿区 百人町２－２７－５　ツシマＢＬＤ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4020

Oh ！キッチン N 新大久保店 新宿区 百人町２－３－２０　エイタイビル１０２　 飲食店 ZN-0000-4204

ヨプの大豚塩焼 新宿区 百人町２－３－２０　英泰ビル２０１ 飲食店 JS-0005-2359

ヨプトッポキ 1 号店 新宿区 百人町２－３－２５　　 飲食店 ZN-2000-7207

豚友家 新宿区 百人町２－６－６　勝英ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4138

エスペリア 新宿区 富久町８－２７　ニューライフ新宿東１０２　 飲食店 ZN-0000-4178

ビリーザキッド市ヶ谷店 新宿区 片町１－３　第３田中ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4011

喜之帆 新宿区 弁天町３０　長谷川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3648

ChineseDiningIkegame 新宿区 北新宿１－１－４　コンシェリア新宿Ｎｏｒｔｈ－Ｏｎｅ１０２ 飲食店 JS-0000-1573

ミラン大久保店 新宿区 北新宿１－２８－１８　スズキビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2270

ミラン　大久保店 新宿区 北新宿１－２８－１８　スズキビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6283

吟造 新宿区 北新宿１－３－１７　パレスのはら１０３　 飲食店 ZN-0000-3797

トラットリアピアット 新宿区 北新宿１－７－２０　プロスペリタ新宿１０１　 飲食店 ZN-0000-4141

福園新宿フロントタワー店 新宿区 北新宿２－２１－１　新宿フロントタワー店２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3795

サザンハウス 新宿区 北新宿３－１－２０　北新宿ユニオンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4485

居酒屋じん 新宿区 北新宿４－１６－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-4459

Lamela 新宿区 本塩町６－１　横尾ビル１０１　　 飲食店 ZN-0000-4253

サッシペレレ 新宿区 本塩町９　光丘四谷ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3650

吟遊 新宿区 矢来町１１０　　 飲食店 ZN-0000-4009

からり 新宿区 矢来町１１２－６　神楽坂ＲＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9591

K．WEST 新宿区 矢来町１２２　第二矢来ビルＢ１　　 飲食店 ZN-2000-4776

ラ・ターシュ 新宿区 矢来町１２２　矢来イーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3760

松兵衛 駅前店 新宿区 矢来町１２５ 飲食店 JS-0002-0926

松兵衛 本店 新宿区 矢来町１４８－３ 飲食店 JS-0002-0927
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串揚げ はやし 新宿区 矢来町６１　木下ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3337

神楽坂喜久寿し 新宿区 矢来町７５　ライオンズマンション矢来町第２　 飲食店 ZN-0000-3712

ブラッセルズ神楽坂店 新宿区 矢来町７５－１ 飲食店 JS-0000-2752

Sekiharapasta ＆ wine 新宿区 余丁町１０－１２　ＨＯＵＳＥＳＥＫＩＨＡＲＡ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4116

ビリーザキッド新宿曙橋店 新宿区 余丁町４－１５　エスペランザ新宿１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-4010

トリノ 新宿区 揚場町１－３ 飲食店 JS-0002-8372

肉匠 円居 神楽坂 新宿区 揚場町２－１　軽子坂ＭＮビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-3690


