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加盟店名 所在地 ジャンル

居酒屋米酵母 台東区 下谷１－１１－１４　山口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6838

ビリビリ 台東区 下谷１－１１－１７斎藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6843

ソウル 台東区 下谷１－１２－２５　舘野ビル１０６　 飲食店 ZN-0000-6929

New ナマステヒマール 台東区 下谷１－６－９　ナカビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6986

焼肉鳳来苑 台東区 下谷２－１１－６　　 飲食店 ZN-0000-6576

入谷鬼子母神門前のだや 台東区 下谷２－３－１　　 飲食店 ZN-2000-1322

兜 RESTAURANT 三ノ輪支店 台東区 下谷３－２０－１０　　 飲食店 ZN-0000-6715

SUKE6DINER 台東区 花川戸１－１１－１　あゆみビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9839

SUKE6DINER2 台東区 花川戸１－１１－１　あゆみビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0581

manufacture 台東区 花川戸１－１１－１　あゆみビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-9740

Matsu 151 台東区 花川戸１－１５－１　フェスタ花川戸１Ｆ 飲食店 JS-0001-8238

雷一茶 浅草本店 台東区 花川戸１－１５－９ 飲食店 JS-0002-7411

浅草うな鐵駅前本店 台東区 花川戸１－２－１１　　 飲食店 ZN-0000-7119

バンキーナ 台東区 花川戸１－２－６　中傳ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6954

浅草 昭和軒 台東区 花川戸１－８－１３　　 飲食店 ZN-0000-6546

CACOM 台東区 花川戸２－１５－６　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3363

山之宿 台東区 花川戸２－１７－２ 飲食店 JS-0004-3310

フレンチフードレストラン etvous ？ 台東区 花川戸２－９－１１　キンランビル１０１　 飲食店 ZN-2000-1576

十五夜 台東区 駒形１－１０－８　　 飲食店 ZN-0000-6722

天ぷら割烹つかごし 台東区 駒形１－１２－１６　アパホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4916

鮨松波 台東区 駒形１－９－５　　 飲食店 ZN-0000-6721

ささのや 台東区 駒形２－１－１３　ＡＭＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7074

浅草ツリーハウス 台東区 駒形２－１－１３　ＡＭＳビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3375

Nabeno － ism 台東区 駒形２－１－１７　　 飲食店 ZN-0000-6608

日本料理花坊 台東区 駒形２－１－２７　ＲＡＩＤ浅草　 飲食店 ZN-0000-6884

鰻駒形前川 台東区 駒形２－１－２９ 飲食店 JS-0002-1786

まんぼう 台東区 駒形２－１－３０ 飲食店 JS-0000-6013

DOG DEPT 浅草店 台東区 駒形２－１－３０ 飲食店 JS-0003-9919

DOG DEPT ＋ CAFE 浅草店 台東区 駒形２－１－３０　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0001

吟しゃも 台東区 駒形２－３－４　第一荒井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7116

Ashi 台東区 駒形２－６－５　柳原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5159

駒形蕎上人 台東区 駒形２－７－３－１０１　セブンツー駒形　 飲食店 ZN-2000-5305

AMOR 台東区 駒形２－７－５ 飲食店 JS-0002-1837

過橋米線上野店 台東区 元浅草１－２０－５　工藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-1139

鳥笑元浅草店 台東区 元浅草１－４－３　貝原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5813

浅草弥太郎鶯谷店 台東区 根岸１－１－１５　佐藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5815

歌謡曲カフェラヴァーズ 台東区 根岸１－１－１６　銀星ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3394

鮨くり田 台東区 根岸１－１－２６　　 飲食店 ZN-0000-6742

酒場あじとよ屋 台東区 根岸１－２－１３ 飲食店 JS-0004-4051

シャーウッド 台東区 根岸１－２－２１ 飲食店 JS-0001-9060
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カフェダイニング イリス 台東区 根岸１－２－２１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-9059

焼貝うぐいす 台東区 根岸１－３－２１ 飲食店 JS-0003-6399

鶯谷 きらく苑 台東区 根岸１－５－１２　　 飲食店 ZN-0000-6946

養老乃滝 鶯谷店 台東区 根岸１－７－１１ 飲食店 JS-0001-5567

加賀屋鶯谷店 台東区 根岸１－７－３　　 飲食店 ZN-2000-6682

旬鮮酒菜いっちょらい 台東区 根岸１－８－３　鶯谷Ｋ－１ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6635

刺身屋新太郎日暮里支店 台東区 根岸２－１９－１８　マルゼン本社ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0448

Bar ジュリア 台東区 根岸３－１２－１８　博俊ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-2515

割烹いちふく 台東区 根岸３－６－１　　 飲食店 ZN-0000-6708

龍－吟 台東区 根岸３－６－５　根岸ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6008

鴻福餃子酒場 台東区 根岸３－７－１８　　 飲食店 ZN-0000-6935

りん 台東区 根岸４－２－２　パラシオ竹内１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6807

ステーキ 定谷 台東区 根岸４－３－２ 飲食店 JS-0000-1045

季節料理さつき 台東区 根岸４－６－１ 飲食店 JS-0001-5881

中国料理香港楼三ノ輪店 台東区 根岸５－２４－５　　 飲食店 ZN-0000-6750

和風居酒屋あかね 台東区 三ノ輪１－２１－８ 飲食店 JS-0004-2778

七輪庵 台東区 三ノ輪２－１５－９　ラミアール１０３ 飲食店 JS-0000-0194

みやこし 台東区 三筋２－５－１０ 飲食店 JS-0000-0339

やき鳥かめや 台東区 三筋２－９－６－１０１　　 飲食店 ZN-0000-6785

あずみ野寿店 台東区 寿１－１－２　関ビル１０１　　 飲食店 ZN-0000-6757

バルスモーク 台東区 寿４－６－１ 飲食店 JS-0004-7043

居酒屋サラン 台東区 小島１－１１－１２　　 飲食店 ZN-2000-6765

カフェテラス 台東区 小島２－６－９　平和ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6252

BARANAM 台東区 松が谷１－３－２ 飲食店 JS-0004-0791

阿里山 台東区 松が谷２－２－５　シントミプラザ稲荷町　 飲食店 PK-0000-3773

Craft　Burger　＆　Gr 台東区 松が谷２－３１－７　ユ－ハイム久米　 飲食店 PK-0000-6462

レストラン 世話 3 号店 台東区 松が谷４－２７－１６　サンライフ松が谷１０１ 飲食店 JS-0002-0760

四季料理 かわ乃 台東区 松が谷４－２８－７　パールハウス１Ｆ 飲食店 JS-0004-5420

かず味家 台東区 上野１－１１－９　イマスサニービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6848

スタッズ 台東区 上野１－１６－１　佐藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6782

上野黒門市場 台東区 上野１－１６－１３　　 飲食店 ZN-0000-6762

食彩やえしょう 台東区 上野１－１６－１６　第三三倉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6472

板前料理 みずた 台東区 上野１－１７－６　第一扇園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7312

居酒屋鐙 台東区 上野１－２－５　　 飲食店 ZN-0000-6738

起英ファミリー 台東区 上野１－２－５　黒門町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6618

居酒屋瓢箪 台東区 上野１－２－６　長谷川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7025

ラ・サエッタ 台東区 上野１－３－５　　 飲食店 ZN-0000-6591

鳥やき 川中島 台東区 上野１－６－４ 飲食店 JS-0000-0199

湯島 6vin スタンド 台東区 上野１－７－３　カワナミビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1562

KADOYA 黒門町スタンド 台東区 上野１－７－３　カワナミビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6558

きたろう 台東区 上野１－８－７　石渡ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6569

鬼太郎寿し上野店 台東区 上野２－１０－８ 飲食店 JS-0001-0907

飲み食い処 Bar PaPa 屋 台東区 上野２－１１－１２　ＴＫＳビル６Ｆ　 飲食店 SL-2000-9736

センチュリオン箱根別邸 台東区 上野２－１１－１３ 飲食店 JS-0002-6736
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天ぷらころも 台東区 上野２－１１－１８　ホテルパークサイド１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6589

シノバズ カフェ 台東区 上野２－１１－２０　たんぽぽビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7100

Sora 台東区 上野２－１１－８　ウィステリア９１－３Ｆ－５ 飲食店 JS-0002-8820

パクレット 台東区 上野２－１１－８　ウィステリア９１４Ｆ 飲食店 JS-0003-5965

ぐらっちぇ 台東区 上野２－１１－８　ウィステリア９１ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0730

萬華〔香港料理〕 台東区 上野２－１１－９　オスカービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0311

マグロ婆裟羅上野店 台東区 上野２－１２－１　セントラル２１ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6934

喜羊門上野店 台東区 上野２－１２－１　セントラル２１ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7079

佐渡島へ渡れ上野店 台東区 上野２－１２－１　セントラル２１ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6857

18 号店上野ミート吉田 台東区 上野２－１２－１　セントラル２１ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6614

フェローズ 台東区 上野２－１２－１１　宝丹ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2365

BLESSED 台東区 上野２－１２－１６　小島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6208

ミス・サイゴン 台東区 上野２－１２－１６　小島ビル２Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-4809

i － ROOM 台東区 上野２－１２－１６　小島ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6210

ENDLESS 台東区 上野２－１２－１６　小島ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6129

火鍋眞巴石 台東区 上野２－１２－２３　上野ユーワンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7001

BarNewOneTime’s 台東区 上野２－１２－４　レインボータワービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6195

MIXBAR モモンガ 台東区 上野２－１２－６　クレオビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4557

会津妓楼 台東区 上野２－１２－６　仲町通りクレオビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4598

桃太郎上野店 台東区 上野２－１２－７　　 飲食店 ZN-0000-6551

焼肉 牛蔵 上野店 台東区 上野２－１２－９　金栄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9732

永山本店 上野レイクサイドビル 台東区 上野２－１４　上野レイクサイドビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7012

不忍海岸湘南食堂 台東区 上野２－１４－２６　アパホテル京成上野駅前１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6925

大衆酒場ちばチャン上野店 台東区 上野２－１４－３０　ライオンズマンション上野山下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6885

焼肉トラジ上野店 台東区 上野２－１４－３１　レイクサイドビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0195

麻辣大学 上野店 台東区 上野２－１４－３１　レイクサイドビル７Ｆ 飲食店 AL-0000-0015

一家上野店 台東区 上野２－１４－３１　レイクサイドビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9552

アレンモク 台東区 上野２－１－５　ＴＳ上野ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6596

博多道場 上野御徒町店 台東区 上野２－１－９　ＧＡＯＨ黒門ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6671

燻製工房＆ダイニング GAGA 上野店 台東区 上野２－１－９　Ｋ－ＰＬＡＺＡ９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7072

広小路店 台東区 上野２－１－９　Ｋプラザ３Ｆ 飲食店 JS-0000-9407

バー・アイランダース 台東区 上野２－２－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0748

カントンの思い出 台東区 上野２－２－３　コロンビアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6730

Bar Phume 台東区 上野２－２－３　コロンビアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1463

焼肉たむら 2 号店 台東区 上野２－２－６　 飲食店 ZN-0000-6575

きょうも 台東区 上野２－２－８　　 飲食店 ZN-2000-2950

カルビー家カルビー 台東区 上野２－２－８　１Ｆ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7065

焼肉菜茶 台東区 上野２－２－８　アレンモク本館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6909

焼肉 やまだ 台東区 上野２－２－８　山田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6773

焼肉肉縁上野店 台東区 上野２－３－１０　　 飲食店 ZN-2000-6234

上野 とれび庵 台東区 上野２－３－４ 飲食店 JS-0003-4822

イムアロイ 台東区 上野２－３－９　第１カンカンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6813

焼肉味楽 台東区 上野２－４－４　信水ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6572

ホームホアン 台東区 上野２－４－４　信水ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1827
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はた屋 台東区 上野２－４－５　エクセル上野 飲食店 JS-0002-5475

Mulberry 台東区 上野２－４－５　エクセル上野３号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3904

ワガヤ 台東区 上野２－５－１　　 飲食店 ZN-0000-6979

焼肉たむら 台東区 上野２－５－１　ＹＳビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6763

BARDabo 台東区 上野２－５－４　上野サンシャインビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1860

まんぷくカルビ 上野店 台東区 上野２－５－７　石井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6749

KAMIMORI 台東区 上野２－５－７　石井ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0451

焼肉ここから上野店 台東区 上野２－５－８　数寄屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-0216

焼肉ダイニング GROW 上野店 台東区 上野２－６－４　　 飲食店 ZN-0000-6962

居 zack Jin2 台東区 上野２－６－５　ラヴィサンド白樺１０６ 飲食店 JS-0001-3376

エンタメ JIN2 台東区 上野２－６－５　ラヴィサンド白樺１０８ 飲食店 JS-0005-2291

ジョワヨ 台東区 上野２－６－５　ラヴィサンド白樺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3955

てんぷら 天寿々 台東区 上野２－６－７　 飲食店 SL-2001-0333

焼肉じゃんじゃん亭 台東区 上野２－８－１０　　 飲食店 ZN-0000-6590

私房菜館三百杯 台東区 上野２－８－１１　　 飲食店 ZN-0000-7104

焼肉たむら仲町通り店 台東区 上野２－８－４　日栄ビル１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-6818

とんちゃん上野店 台東区 上野２－８－７　上野広小路永谷ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6965

COZY 台東区 上野２－８－７　上野広小路永谷ビル３０４　 飲食店 ZN-2000-5328

BarJin 台東区 上野２－８－７　上野広小路永谷ビル３０６　 飲食店 ZN-2000-0809

D．O．D 台東区 上野２－８－７　上野広小路永谷ビル３０７　 飲食店 ZN-2000-3927

大阪焼肉ホルモンふたご上野店 台東区 上野２－８－７　神谷ビル１、２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-5031

下谷屋久水 台東区 上野２－９－１ 飲食店 JS-0005-6146

ASMONE 台東区 上野２－９－３　ギャラン第５ビル５Ｆ 飲食店 AD-0000-1122

再来宴上野店 台東区 上野２－９－６　大和ビル１Ｆ２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6526

シュウ 台東区 上野２－９－８　吉本ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4302

ヴァルト 台東区 上野３－１０－７　ＬＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1951

羊香味坊 台東区 上野３－１２－６　　 飲食店 ZN-0002-5812

香鶏酒房鳥八御徒町店 台東区 上野３－１４－５　ヴェルコ黒門ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8344

カフェ・ラパン 1 台東区 上野３－１５－７　寿ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6459

べろ～家上野広小路店 台東区 上野３－１７－５　フロンティア上野中央通りビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4121

鳥恵御徒町店 台東区 上野３－１８－１　大熊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6914

御徒町ワイン食堂パパン 台東区 上野３－１８－２　フルカワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6949

十勝ダイニング豚っく 台東区 上野３－１８－４　蓬莱ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9763

美酒佳肴ゴヨウマツ 台東区 上野３－１－９　鹿嶋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3915

彩季食感九州力御徒町店 台東区 上野３－１９－１　ＨＫ御徒町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6982

きどや 台東区 上野３－１９－１　松岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6625

上野三丁目市場 台東区 上野３－２２－２　青山ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1078

加賀屋上野広小路店 台東区 上野３－２３－１１　東販ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7046

上野味喜庵 台東区 上野３－２３－２　飯田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6867

AIMSatB 台東区 上野３－２７－３　ハトヤビル３－４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6592

延吉香御徒町店 台東区 上野３－２７－３　ハトヤビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5812

ジンギスカン霧島御徒町店 台東区 上野３－２７－３　ハトヤビル３号館５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6895

居酒屋釧路 台東区 上野３－２７－７　　 飲食店 ZN-0000-7099

下町焼きそば銀ちゃん 台東区 上野３－２８－７　　 飲食店 PK-0000-2774
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はなみずき 台東区 上野３－５－１０　 飲食店 SL-2000-0840

81 ＋ 台東区 上野３－５－６ 飲食店 JS-0004-7432

とりじん 台東区 上野３－７－２　　 飲食店 ZN-0000-2929

ビアバール丸々御徒町店 台東区 上野３－８－６　朝日ビル１１号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6976

クラウゾ 台東区 上野４－１－３　仙家ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6911

GOLFPARKFaraway 台東区 上野４－２－６　上野西田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-7465

王さん私家菜 台東区 上野４－２－８　光輝ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6913

治郎丸御徒町店 台東区 上野４－４－１　上野松坂屋前ビル　 飲食店 ZN-0000-6959

卸神保町食肉センター上野店 台東区 上野４－４－３　ハトヤビル１号館　 飲食店 ZN-0000-6858

陽山道 広小路店 台東区 上野４－４－４ 飲食店 JS-0002-8082

Hailey’5Cafe 上野御徒町店 台東区 上野４－４－４　上野広小路２０００ビル５Ｆ・６Ｆ 飲食店 JS-0005-1582

日本料理榮 台東区 上野４－４－５　１２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6849

海龍宮重慶火鍋名膳 台東区 上野４－４－５　５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7115

餃酒 台東区 上野４－４－５　７Ｆ 飲食店 JS-0005-2000

鼎上記 台東区 上野４－４－５　上野Ｃ－ｒｏａｄＢｌｄｇ８Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7064

ふわとろ工房アメ横店 台東区 上野４－５－１１　安富ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6987

さかえ屋 台東区 上野４－５－５　４５５上野ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7021

鳥ヶ島 五番地 台東区 上野４－５－５　４５５上野ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6997

鮨処西鶴 上野店 台東区 上野４－５－５　アクティオーレ上野２Ｆ 飲食店 JS-0005-0419

hoho 台東区 上野４－５－９　三州屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7035

クラウゾ 台東区 上野４－６－１０　上野すゞやビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5642

しゃぶしゃぶ鉢の木 2F 台東区 上野４－７－３　コムロビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6632

しゃぶしゃぶ鉢の木 台東区 上野４－７－３　コムロビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6627

ミートビア上野店 台東区 上野４－８－６　プラザＵ８Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6968

呑み喰い処 れんこん 台東区 上野４－９－１　　 飲食店 ZN-0000-6735

上野 500bar 台東区 上野４－９－１５　ミハシビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6835

れんこん はなれ 台東区 上野４－９－２　小出ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6736

伊勢ろく 上野店 台東区 上野４－９－３ 飲食店 JS-0002-8152

彩羽・紫音 台東区 上野４－９－６　ナガフジビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6647

がんこ上野本店 台東区 上野４－９－６　ナガフジビル６Ｆ　 飲食店 AX-0000-0285

SAURYAASIANDINI 台東区 上野５－１０－１１　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-3333

東京ブッチャーズ 台東区 上野５－１０－９ 飲食店 JS-0004-6246

egg baby cafe 台東区 上野５－１０－９ 飲食店 JS-0004-6247

新錦江 台東区 上野５－１５－１７　ソルマーレビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2790

日本酒・焼酎ダイニング二瓶 台東区 上野５－１８－１－１０１　　 飲食店 PK-0000-0543

オールドサイゴン 台東区 上野５－１９－６　丸政ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-5110

戸隠製粉 台東区 上野５－２０－１５ 飲食店 JS-0002-8705

博多劇場御徒町店 台東区 上野５－２０－１５　　 飲食店 ZN-2000-4421

ジンギスカンラムちゃん御徒町店 台東区 上野５－２０－１５　　 飲食店 ZN-2000-4422

鳥よし 台東区 上野５－２０－３　　 飲食店 ZN-0000-6824

清龍酒蔵 上野店 台東区 上野５－２１－８　　 飲食店 ZN-0000-6523

こんごう庵御徒町店 台東区 上野５－２２－４　リューツウ本店ビル　 飲食店 ZN-0000-7032

TOKYO 焼肉ごぉ 台東区 上野５－２２－８　御徒町電子ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6964

焼肉もとやま本店 台東区 上野５－２２－８　笹本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6776
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縁味屋 台東区 上野５－２３－１１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2163

AIMS 台東区 上野５－２５－７　三宝ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0707

01 えんや御徒町店 台東区 上野５－２５－８　御徒町グランディアビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1084

加賀屋御徒町駅前店 台東区 上野５－２６－５　日清ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7047

焼肉やいち 2．0 台東区 上野５－２６－６　桂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5886

珍味館 台東区 上野５－２７－１７　　 飲食店 ZN-0000-6784

金魚 台東区 上野５－２７－７ 飲食店 JS-0003-3230

和食ありえ 台東区 上野５－５－６　　 飲食店 ZN-0000-6826

やなか珈琲 2k540 店 台東区 上野５－９－７２　ｋ５４０アキオカアルチザンＤ棟 飲食店 JS-0005-8781

月島もんじゃ もへじ上野 台東区 上野６－１１－２ 飲食店 AL-0000-0127

古家 台東区 上野６－１３－２　　 飲食店 ZN-2000-7426

串かつ酒場ひろかつ上野アメ横店 台東区 上野６－１３－３　白川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1517

夜行列車 台東区 上野６－１３－４　　 飲食店 ZN-0000-6517

京町さくら 4F 台東区 上野６－１３－５　４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7496

鳥道酒場上野六丁目店 台東区 上野６－１３－５　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7117

もんじゃや上野店 台東区 上野６－１３－８　ソシアルビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-9352

ESOLA 上野店 台東区 上野６－１４－７　ベリタス岡埜栄泉４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6900

とろにく 上野店 台東区 上野６－１４－７　ベリタス岡埜栄泉ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6554

永山本店 台東区 上野６－１４－７　岡埜栄泉ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6527

中国東北料理小虎 台東区 上野６－１－６　御徒町グリーンハイツ１０１　 飲食店 ZN-0000-6669

串焼勇 台東区 上野６－１－６　御徒町グリーンハイツ１０６ 飲食店 ZN-0000-6820

心洗庵 台東区 上野６－１－６　上野シックスロードビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6542

バーストーンズ 台東区 上野６－１－６　上野シックスワードビルＢ１０５ 飲食店 JS-0003-6337

シヤートムヤムクンポーチャナー 台東区 上野６－１６－７　Ｄ・Ｂ上野２－３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6875

Relax24 上野 2 号店 台東区 上野６－２－１１　トミビル２ 飲食店 JS-0003-5173

中国家常菜胡同 101 御徒町店 台東区 上野６－２－６　　 飲食店 ZN-0000-6734

relax24 台東区 上野６－２－６　ＹＯＮＥＹＡビル３、４、５Ｆ 飲食店 JS-0001-9403

焼肉 和光 台東区 上野６－３－６　　 飲食店 ZN-0000-6834

八仙宮 台東区 上野６－５－１　羽山ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7070

陽山道 本店 台東区 上野６－５－３ 飲食店 JS-0002-8087

房家 上野 6 丁目店 台東区 上野６－６－６　　 飲食店 ZN-0000-6888

大衆酒場 とんまる 台東区 上野６－７－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6864

そば処いち川 台東区 上野６－７－１９ 飲食店 JS-0001-1065

福笊籬 台東区 上野６－７－９　ＴＣ第５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6856

侍 台東区 上野６－７－９　中川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6570

磯べゑ 台東区 上野６－７－９　中川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6764

焼肉陽山道 上野駅前店 台東区 上野６－８－１６ 飲食店 JS-0003-1913

やきとん酒場御徒町とら八 台東区 上野６－８－２　　 飲食店 ZN-0000-6916

居酒屋釧路別館 台東区 上野６－８－２２　井川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7018

焼肉 金鳳苑 台東区 上野６－８－４ 飲食店 JS-0000-0678

美味亭上野店 台東区 上野６－９－１１　三真ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6840

上野やぶそば 台東区 上野６－９－１６　　 飲食店 PK-0000-0683

鶏っく上野 台東区 上野７－２－４　ＦＵＮＤＥＳ上野６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2080

李厨 台東区 上野７－３－２　ＧＥ上野駅前ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7102
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小尾羊 上野店 台東区 上野７－３－２　ＴＳＤビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7434

La cocorico 上野本店 台東区 上野７－７－１　ホテルサンルートステラ上野１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6581

焼肉フジ 台東区 上野７－８－１　逸品館ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2056

KOTETSU 台東区 上野７－８－２３－１０２ 飲食店 JS-0005-1223

LACOCORICO 上野の森さくらテラス 台東区 上野公園１－５４　上野の森さくらテラス１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6795

鳥光國上野駅前店 台東区 上野公園１－５４　上野の森さくらテラスＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6809

ペペ・ル・モコ 台東区 上野桜木１－１０－２６　　 飲食店 ZN-0000-6525

ことりカフェ上野 台東区 上野桜木１－８－６ 飲食店 JS-0001-6239

Amets 台東区 西浅草１－１－１２　藤田ビル　　 飲食店 ZN-2000-0292

炙酒場 縁 西浅草店 台東区 西浅草１－１－１３　カーサ田原町１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6649

一丁目一番地 台東区 西浅草１－１－１３　カーサ田原町２０５　 飲食店 ZN-0000-6571

和助 台東区 西浅草１－５－１４　京成サンコーポ１１１　 飲食店 ZN-0000-6665

PANAS 台東区 西浅草１－７－１８　シノビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6981

旬花 台東区 西浅草２－１０－７　西原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6968

すてぇき屋すきずき 台東区 西浅草２－１２－８ 飲食店 JS-0003-7759

喜多屋浅草別邸 台東区 西浅草２－１２－８　　 飲食店 ZN-0000-6950

Bar Jukmo 台東区 西浅草２－１３－９　大国屋１４ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3590

BarA 台東区 西浅草２－１３－９　大国屋１４ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4853

四川料理福楽西浅草店 台東区 西浅草２－１４－１３　マンション西浅草１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6565

しゃぶしゃぶ 浅草 和み 台東区 西浅草２－１４－１７　 飲食店 SL-2000-1324

ChurrascariaQuebom 台東区 西浅草２－１５－１３　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6991

Wazn 台東区 西浅草２－１６－９　　 飲食店 ZN-0002-2779

浅草ビール工房 台東区 西浅草２－２－２ 飲食店 JS-0005-3077

もんじゃ七五三 台東区 西浅草２－２３－７ 飲食店 JS-0005-8688

浅草貴乃 台東区 西浅草２－２４－１　ＴＫビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6658

浅草川井 台東区 西浅草２－２６－１　坂田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6958

九鼎火鍋屋 台東区 西浅草２－２６－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6566

串バー山三 台東区 西浅草２－２７－１　伊藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6850

トンテキ元気 台東区 西浅草２－２７－１０　豚八ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4464

向日葵 台東区 西浅草２－２７－１１　梅源ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-1341

天ぷら福岡 台東区 西浅草２－７－８ 飲食店 JS-0000-6637

グラッチェ 台東区 西浅草３－１－１０　第１０５新井ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6568

浅草 barSECOND 台東区 西浅草３－１５－１３　ソシアルビルＢ１－Ｂ　 飲食店 ZN-2000-3441

As － ok．O2 台東区 西浅草３－１６－１０　浅草高洋ビル４Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-0000-6876

焼肉 熙楽苑 本館 台東区 西浅草３－１－９　　 飲食店 ZN-0000-6539

炭火焼肉 本とさや 台東区 西浅草３－１－９　　 飲食店 ZN-0000-6886

浅草三ツ星 台東区 西浅草３－２０－４　１Ｆ　みどり荘　 飲食店 ZN-2000-6095

炭火焼肉 本とさや 台東区 西浅草３－２－１２　　 飲食店 ZN-0000-6887

チキンプレイスティサリーズ浅草店 台東区 西浅草３－２４－１２　　 飲食店 ZN-0000-6927

イマージュ 台東区 西浅草３－２５－１　太田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6865

BarD 台東区 西浅草３－３－１　金子ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4320

ナカオファクトリーワークスコーヒースタン 台東区 西浅草３－３－６Ｏ　Ｘレジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0005-4920

鮨 一徳 台東区 千束２－２１－３　広野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0560

バリ 3 台東区 千束３－２７－１４　ダイアパレス浅草第２－１０９　 飲食店 ZN-2000-3858
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ブラザー 台東区 千束４－１３－３　早川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7075

ベッラルージュ 台東区 千束４－２３－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7059

蜀食成都 台東区 千束４－３１－２　久栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6897

吉原もん 台東区 千束４－３６－１　　 飲食店 ZN-0000-6617

香味家雷門通り店 台東区 浅草１－１０－２　ＹＮビル２Ｆ．３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2617

なごみや居酒屋 台東区 浅草１－１０－５　ＫＮ浅草ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7062

ザ・ケバブファクトリー 台東区 浅草１－１－１２　第一屋ビル　　 飲食店 ZN-0002-3021

ここちや 浅草店 台東区 浅草１－１－１６　ワールド浅草５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7034

BAR FLOW 台東区 浅草１－１２－８　大山ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3454

浅草弥太郎スタミナ屋 台東区 浅草１－１４－４　　 飲食店 ZN-0000-6685

洋食ぱいち 台東区 浅草１－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-6597

鉄板焼徳吉 台東区 浅草１－１５－９ 飲食店 JS-0000-6743

ハードロックカフェ東京 浅草 台東区 浅草１－１６－１１　孔雀堂ビル　 飲食店 AX-0000-0010

浅草サンボア 台東区 浅草１－１６－８　　 飲食店 ZN-2000-0513

海鮮もんじゃ えもん 台東区 浅草１－１７－１０ 飲食店 AL-0000-0121

魚菜 UOSAI 台東区 浅草１－１７－９ 飲食店 JS-0001-1915

浅草もんじゃ ぜんや 台東区 浅草１－２１－９ 飲食店 AL-0000-0124

浅草弥太郎本店 台東区 浅草１－２７－１０　　 飲食店 ZN-2000-1691

江戸前焼肉 岡本 台東区 浅草１－３３－１　２Ｆ武石ビル 飲食店 JS-0003-1788

すし栄 台東区 浅草１－３４－４ 飲食店 JS-0004-1834

中清 台東区 浅草１－３９－１３ 飲食店 JS-0001-1020

ラルース 台東区 浅草１－３９－２　日比野ビル　　 飲食店 ZN-0000-6975

山葵 台東区 浅草１－３９－５　澤田屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0666

肉のスタミナ屋 台東区 浅草１－４０－２　　 飲食店 ZN-0000-6992

ヨシカミ 台東区 浅草１－４１－４ 飲食店 JS-0006-0058

PORAMU 台東区 浅草１－４１－４　　 飲食店 ZN-0000-7015

オレンジルーム 台東区 浅草１－４１－８　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8272

北の市場 浅草店 台東区 浅草１－４２－４　電機館ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7033

宝来鮨 本店 台東区 浅草１－４－３ 飲食店 JS-0001-8815

浅草うな鐵国際通り店 台東区 浅草１－４３－７　　 飲食店 ZN-0000-7120

ジンギスカン霧島浅草店 台東区 浅草１－４３－９　レクス浅草３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6896

海鮮もんじゃ もすけ 台東区 浅草１－５－１ 飲食店 AL-0000-0122

居酒屋酒浪漫 台東区 浅草１－６－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6803

祭ばやし 台東区 浅草１－８－４　金山ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0000-7011

アミューズカフェシアター 台東区 浅草２－１０　ドン・キホーテ浅草ビル７Ｆ 飲食店 JS-0001-5719

縁みそら屋 台東区 浅草２－１０－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-3163

好茶 浅草店 台東区 浅草２－１１－１３　松ロイヤルビル２ 飲食店 SL-2000-1682

まるごと北海道国際通り店 台東区 浅草２－１１－５　大草ビル 飲食店 JS-0001-6805

Bar Goccia 台東区 浅草２－１１－５　第二宏和ビル４Ｆ，５Ｆ 飲食店 JS-0002-9169

弁天山美家古寿司 台東区 浅草２－１－１６ 飲食店 JS-0002-2790

もつ鍋ラーメン浅草がばい 台東区 浅草２－１１－７　森口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6710

浅草六区ばる 台東区 浅草２－１２－５ 飲食店 JS-0001-2335

三陸漁灯 台東区 浅草２－１３－１０　幸楽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7054

浅草もんじゃてっちゃん 台東区 浅草２－１３－１１ 飲食店 JS-0001-0239
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穂浅草店 台東区 浅草２－１３－４　小野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6891

しゃぶしゃぶ Dining 房 台東区 浅草２－１３－６　松田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6121

焼肉一頭牛 台東区 浅草２－１４－７　　 飲食店 PK-0000-6600

タイレストランイサーン 台東区 浅草２－１７－３　吉野マンション　 飲食店 ZN-0000-7019

GRound 台東区 浅草２－１７－９　　 飲食店 ZN-0000-6812

焼肉 BEAST 台東区 浅草２－１９－５　イントラビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7508

華春樓 台東区 浅草２－２０－８　岡本ビル 飲食店 JS-0002-8605

晴晴居酒屋 台東区 浅草２－２３－４　　 飲食店 ZN-0000-7026

鉄板酒場浅吉 台東区 浅草２－２８－６　　 飲食店 ZN-0000-6944

鶏翔 台東区 浅草２－３５－１４　　 飲食店 ZN-0000-6791

浅草もんじゃ かのや 台東区 浅草２－４－１１ 飲食店 AL-0000-0123

酒場 ととや 台東区 浅草２－４－１３ 飲食店 AL-0000-0125

foodee’s 台東区 浅草２－４－５　木村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6313

参食堂 台東区 浅草２－５－９ 飲食店 JS-0004-2538

成田屋 台東区 浅草２－７－１３　　 飲食店 ZN-0000-7081

浅草もんじゃ もきち 台東区 浅草２－７－１９ 飲食店 AL-0000-0120

浅草一文本店 台東区 浅草３－１２－６ 飲食店 JS-0004-1992

居酒屋 万潮 台東区 浅草３－１５－８ 飲食店 JS-0004-4600

とんかつ 三好弥 台東区 浅草３－１７－５　 飲食店 SL-2000-7194

割烹満さき 台東区 浅草３－１８－９　　 飲食店 ZN-0000-6601

栄寿司 台東区 浅草３－２１－６　　 飲食店 ZN-0000-6684

ら・せらん 台東区 浅草３－２４－９　　 飲食店 PK-0000-6546

浅草一文別館 台東区 浅草３－３２－２ 飲食店 JS-0004-1991

とり幸 台東区 浅草３－３３－７ 飲食店 JS-0005-7431

懐石瓢庵 台東区 浅草３－３４－１１　　 飲食店 ZN-0000-6604

とうふ川風 台東区 浅草３－３４－１１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6605

丹想庵健次郎 台東区 浅草３－３５－３　　 飲食店 ZN-0000-6932

バカラ 台東区 浅草３－３５－９　早苗マンション１０３　 飲食店 ZN-0000-7055

食菜朋 台東区 浅草３－３６－１　Ｋビル　　 飲食店 ZN-0000-6931

おりべ 台東区 浅草３－３７－３　 飲食店 SL-2000-2220

粋種 台東区 浅草３－３８－５　サンクタス浅草レジデンス店舗１　 飲食店 ZN-2000-4912

海鮮旬菜三楽 台東区 浅草３－３９－８ 飲食店 JS-0003-6179

ワインバークロドユータ 台東区 浅草３－４０－２　　 飲食店 ZN-0000-6822

割烹家一直 台東区 浅草３－８－６ 飲食店 JS-0004-6304

ちょべりば 台東区 浅草４－１９－５　　 飲食店 ZN-0000-6908

Miwa 台東区 浅草４－２０－７　横山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3784

なると 台東区 浅草４－３９－２　Ｙコーポ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8594

かしま 台東区 浅草４－７－３ 飲食店 JS-0002-2290

笑ひめ 台東区 浅草４－８－２ 飲食店 JS-0000-3197

居食屋 柳家 台東区 浅草５－１９－３ 飲食店 JS-0000-0955

龍苑 台東区 浅草５－２９－５　　 飲食店 ZN-0000-6753

ソンポーン 台東区 浅草５－３０－１１　　 飲食店 ZN-0000-7089

喫茶バーディー 台東区 浅草５－５８－４　村松ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1460

vineriaPINCOPALLINO 台東区 浅草７－１－６　　 飲食店 ZN-0002-2314
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加賀屋 台東区 浅草橋１－１２－８　証心ビル　　 飲食店 ZN-0000-6582

村さ来 浅草橋店 台東区 浅草橋１－１３－６　ＳＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6410

馬肉酒処酔つ馬 台東区 浅草橋１－１３－８　森田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6604

創作和食古月 台東区 浅草橋１－１３－８　森田ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-6639

小池寿司 台東区 浅草橋１－１６－６　　 飲食店 ZN-2000-6579

上海ブラッセリー 台東区 浅草橋１－１－８ 飲食店 JS-0003-4961

楽膳楽酒 台東区 浅草橋１－１８－１０　　 飲食店 ZN-0000-6729

神屋流博多道場浅草橋店 台東区 浅草橋１－１８－９　山上ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6560

朝天門 台東区 浅草橋１－１８－９　山上ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6966

BISTRO いちご 台東区 浅草橋１－１９－２　　 飲食店 ZN-0000-6670

酒膳屋 moon 台東区 浅草橋１－１９－４　白崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2255

浅草橋肉寿司 台東区 浅草橋１－２０－１　　 飲食店 ZN-0000-7023

あらいばる 台東区 浅草橋１－２０－１　２Ｆ・３Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7053

やきとん三吉浅草橋店 台東区 浅草橋１－２０－３ 飲食店 JS-0004-7380

旬鮮和食味蕾 台東区 浅草橋１－２０－４　ムーンビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0000-5614

金太楼鮨浅草橋店 台東区 浅草橋１－２０－６　　 飲食店 ZN-2000-7153

COOKAI 台東区 浅草橋１－２１－９ 飲食店 JS-0001-4665

MoonShade 台東区 浅草橋１－２３－４　サンロードビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2385

酔壱や 台東区 浅草橋１－２８－１ 飲食店 JS-0002-6604

HICRA． 台東区 浅草橋１－２８－２　　 飲食店 ZN-0000-7105

日本橋焼餃子浅草橋店 台東区 浅草橋１－２８－６　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6974

居酒屋蔵家 台東区 浅草橋１－２９－１　ソリューション浅草橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7096

浅草橋 KUHNS 台東区 浅草橋１－２９－１１　　 飲食店 ZN-0000-6584

スタンドバー チョイ 台東区 浅草橋１－２９－３ 飲食店 JS-0003-4962

びんてじ 台東区 浅草橋１－３１－４　大原第３ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6638

浅草橋鉄板焼夕煙 台東区 浅草橋１－３３－５　むさしやビル　 飲食店 ZN-0000-6919

スパイスワークス 台東区 浅草橋１－７－６　　 飲食店 ZN-0000-4131

火ノ国 台東区 浅草橋１－９－１１　浅草橋小沢ビル　 飲食店 SL-2001-0555

インド料理フルバリ 台東区 浅草橋１－９－１５　　 飲食店 ZN-0000-7042

ギリシャ家庭料理　フィリ 台東区 浅草橋２－１５－３　フィルパーク浅草橋１Ｆ 飲食店 AL-0000-0168

Gentil 台東区 浅草橋２－５－３　　 飲食店 ZN-0000-6528

俊ちゃん 台東区 浅草橋３－１７－９　田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5816

中華楼 台東区 浅草橋３－３２－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6766

葉もれ日 台東区 浅草橋３－４－４ 飲食店 JS-0004-6925

KHANAPINA 浅草橋店 台東区 浅草橋５－２０－８　ＣＳタワー１１２ 飲食店 JS-0002-9850

軍鶏じ 台東区 浅草橋５－４－２　横山第二ビル 飲食店 JS-0004-9090

酒蔵駒忠 台東区 蔵前３－１２－１０　伸栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0330

リビング座ガーデン 台東区 蔵前３－１７－４　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5228

MANUKA 台東区 蔵前３－１９－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0005-1517

くわちゃん 台東区 蔵前３－２０－１３ 飲食店 JS-0002-6787

幸鮓 台東区 蔵前３－４－８　　 飲食店 ZN-0000-6724

和洋ダイニング 山やす 台東区 蔵前３－６－８　　 飲食店 ZN-0000-6535

聚豊園 台東区 台東１－１－１０　　 飲食店 ZN-0000-6630

中華 na きもち 台東区 台東１－１１－２　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6679
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落語・小料理 やきもち 台東区 台東１－１２－１１　青木ビル１Ｂ 飲食店 JS-0002-7252

蘭ちゃん 台東区 台東１－１９－１２　秋山マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2178

チキンプレイス秋葉原店 台東区 台東１－３１－９　ニューセンチュリービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6779

錦味軒 台東区 台東１－３８－７　高ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2602

初音鮨本店 台東区 台東２－１５－２ 飲食店 JS-0003-2051

紅屋 台東区 台東２－１９－９ 飲食店 JS-0004-4737

インド＆バングラデシュダイニング EUSA 台東区 台東２－６－２　台東ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7038

満月 台東区 台東２－７－３　瀬戸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6904

美膳房 台東区 台東２－７－４　桜田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6547

旨いもん割烹輝咲 台東区 台東３－１７－９　ビアン御徒町１Ｆ 飲食店 JS-0001-3181

プラシッダ TAJ 台東区 台東３－３０－１１　　 飲食店 ZN-0000-6890

ピザ屋 想兵衛 台東区 台東３－３０－１２　 飲食店 SL-2000-3951

にじ 台東区 台東３－４２－１　ＭＫ第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6947

酒房ラテン 台東区 台東４－１１－２　紫光ビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-1232

魚旬かねしょう 台東区 台東４－１９－１５　泰平ビル１Ｆ．２Ｆ 飲食店 JS-0005-9856

貝料理 梵厨 台東区 台東４－２０－１１　谷古宇ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5599

盛興園 台東区 台東４－２２－９　　 飲食店 PK-0000-5844

魚旬 台東区 台東４－２４－７　オノビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8583

山海楼御徒町店 台東区 台東４－２８－２　メゾンドＫ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6819

韓日プラザ 台東区 台東４－２９－５　佐竹ビルＢ１　 飲食店 ZN-0000-7040

中華料理雅亭 台東区 台東４－２９－５　佐竹第一ビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6881

和楽庵はなれ 台東区 台東４－３１－６　松田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6159

和楽庵 台東区 台東４－３２－７　第２宮地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6482

田舎家 台東区 台東４－８－２　　 飲食店 ZN-2000-3286

吉仙 台東区 台東４－８－５　わかばビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6543

ヴェヌスサウスインディアンダイニング 台東区 台東４－８－９ 飲食店 JS-0004-6004

谷中魚善 台東区 谷中１－２－１０　　 飲食店 ZN-0000-6728

慶 台東区 谷中１－２－１４　　 飲食店 ZN-0000-6933

ビストロ ToM 台東区 谷中２－３－１６　木村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4850

吉里 台東区 谷中３－２－６ 飲食店 JS-0000-4919

サルガム 湯島店 台東区 池之端１－１－２ 飲食店 JS-0002-2071

レストランコーダリー 台東区 池之端１－６－１９　高瀬ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6778

インド＆ネパール レストラン サルガム 台東区 池之端２－１－４５　パシフィックパレス１Ｆ 飲食店 JS-0000-0523

SAKURA 台東区 鳥越１－１１－３ 飲食店 JS-0003-4298

味農家 台東区 鳥越１－５－５　 飲食店 SL-2000-4627

鮨処 翁 本店 台東区 東上野１－１２－１３　佐藤ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6781

BistroDOMANNAKA 台東区 東上野１－１３－２ 飲食店 JS-0003-2395

韓国家庭料理チャリム 台東区 東上野１－１４－１１　安井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6994

笑門 台東区 東上野１－１４－１２　　 飲食店 ZN-2000-5916

BAKUROU 台東区 東上野１－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-6631

カナピナ 東上野店 台東区 東上野１－１９－３　コタリビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2090

古都 台東区 東上野１－２２－３　片岡ビル１、２Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6874

CORE・DO 宮崎 台東区 東上野１－６－８　３Ｆ　 飲食店 SL-2000-3028

L’ambiance douce 台東区 東上野２－１２－２　岩本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6527
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山海楼餃子酒場 台東区 東上野２－１２－９　福星ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4738

貝料理吟 台東区 東上野２－１４－１　シエロビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5636

ソウル 台東区 東上野２－１５－２　文原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7076

海雲台 台東区 東上野２－１５－４ 飲食店 JS-0001-4014

牛スター 台東区 東上野２－１５－６　１Ｆ～３Ｆ 飲食店 JS-0005-0835

焼鳥 鳥笑 本店 台東区 東上野２－１８－３　上野アンユビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6622

食しんぼう 台東区 東上野２－１９－１ 飲食店 JS-0000-0112

富貴坊 台東区 東上野２－１９－５　ホテル山百合Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6928

日昌園 東上野店 台東区 東上野２－２０－１３　吉川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9578

虎の子 台東区 東上野２－２０－９ 飲食店 JS-0001-0349

TOVARISCH 台東区 東上野３－１４－１１ 飲食店 JS-0000-0437

潤 台東区 東上野３－１４－１１　サングレースビル１０１　 飲食店 ZN-0000-6802

とりたま 台東区 東上野３－１４－３　吉井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7067

はや川 台東区 東上野３－１５－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4624

庵来留 台東区 東上野３－１５－８ 飲食店 JS-0000-2013

一の倉上野店 台東区 東上野３－１６－５　サンク・ユービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6698

三蔵 台東区 東上野３－１７－９　Ｂ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-7044

たるや 台東区 東上野３－２２－３　津多屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6574

上海陽春麺坊 台東区 東上野３－２２－３　津多屋第二ビル　 飲食店 ZN-0000-6892

HALIMA － KEBAB BIRYANI 台東区 東上野３－３６－７　上野ビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6831

喫茶古城 台東区 東上野３－３９－１０　光和ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6946

龍城 台東区 東上野３－３９－５　第一地所上野ビル　 飲食店 ZN-0000-7112

Didot 台東区 東上野３－３９－７　マルヤビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7085

中国料理 山久 台東区 東上野４－１５－１　　 飲食店 ZN-0000-6514

一心 台東区 東上野４－３－９ 飲食店 JS-0001-0888

生粋そば 玉屋 台東区 東上野４－８－１－１０４　ＴＩＸＴＯＷＥＲＵＥＮＯ 飲食店 JS-0003-2525

タルグジ 台東区 東上野５－１－４２０１　　 飲食店 ZN-0000-6680

生パスタエピナール 台東区 東上野５－２３－２　かしわせビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3980

藤よし 台東区 東上野５－２４－１０　浅海ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6651

満月 台東区 東上野５－７－３　セブンスターマンション１０３ 飲食店 JS-0000-0263

武乃蔵 台東区 東上野６－１－１７　　 飲食店 ZN-0000-6751

一番太鼓 台東区 東上野６－２－７　飛翔ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0811

さかなや野村 台東区 東上野６－３－１１ 飲食店 JS-0002-7074

酒菜魚処じゅぼう 台東区 入谷１－１６－２　野原ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1561

入谷きらく苑 台東区 入谷１－３３－４　　 飲食店 ZN-0000-6872

ワイン酒場入谷 1・4・4 台東区 入谷１－４－４　白根ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4085

天三 台東区 入谷１－８－１ 飲食店 JS-0002-3365

天ぷら大 台東区 入谷２－１２－１１　　 飲食店 PK-0000-3296

ふぐ料理魚直 台東区 入谷２－３－２　コンフォート入谷１０１ 飲食店 JS-0000-6858

鳥千 台東区 北上野１－１－１　　 飲食店 ZN-2000-1958

日昌園 台東区 北上野１－５－２　ＥＫＣビル１０１ 飲食店 JS-0000-4807

かくれんぼ 台東区 北上野１－８－２　宏和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0845

小料理バルあかぎ 台東区 北上野２－２９－３　メゾン森１０１　 飲食店 ZN-0000-6844

ナマステ 台東区 北上野２－３０－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6985
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BUZEN 台東区 北上野２－３１－８　　 飲食店 ZN-0000-6769

不二苑 台東区 北上野２－３２－１０　高橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-6534

手創り酒場星ちゃん 台東区 柳橋１－１３－１　山慶ビル 飲食店 JS-0004-3243

柳ばし千金 台東区 柳橋１－１３－１１ 飲食店 JS-0003-8160

ねぎま屋武蔵浅草橋店 台東区 柳橋１－１３－４　浅草橋丹羽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7030

チキンプレイス柳橋店 台東区 柳橋１－２４－６　　 飲食店 ZN-0000-7106

日本酒居酒屋　権 台東区 柳橋１－３０－２　　 飲食店 PK-0000-6714

洋食大吉 台東区 柳橋１－３０－５　　 飲食店 ZN-0000-6703

鳥茂 台東区 柳橋１－３２－２　　 飲食店 ZN-0000-6743

酒場トリビアン 台東区 柳橋１－３２－４　　 飲食店 ZN-0000-6877

アカネコ 台東区 柳橋１－３２－５　木下柳橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1562

船宿 田中屋 台東区 柳橋１－３－５ 飲食店 JS-0000-2905

ボンマルシェ ボンテ 台東区 柳橋１－３－５　ダイヤモンドレジデンス柳橋１０１　 飲食店 ZN-0000-6545

月の井 台東区 柳橋１－５－８　掬水ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-6710

玉椿 台東区 柳橋１－６－１　　 飲食店 ZN-0000-6700

梅寿司 台東区 柳橋２－４－１　梅寿司ビル　　 飲食店 ZN-0000-6828

インドナンハウス 台東区 柳橋２－７－１０　　 飲食店 ZN-0000-7092

創作料理まさぞう 台東区 雷門１－１－１１　竹下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9833

ステーキ鉄板焼 裕 台東区 雷門１ー１２ー８　ファミール浅草雷門１０３ 飲食店 SL-2001-0213

茶寮一松 台東区 雷門１－１５－１ 飲食店 JS-0001-0878

鉄板焼 KUDAKA 台東区 雷門１－１６－９　ＭＧ雷門ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0000-7083

ライブインアップル 台東区 雷門１－１６－９　気楽ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3361

鳥なお 台東区 雷門１－５－９　いさよビル　　 飲食店 ZN-2000-6134

日本海 浅草店 2F 台東区 雷門１－６－５　　 飲食店 ZN-0000-6740

日本海 浅草店 1F 台東区 雷門１－６－５　　 飲食店 ZN-0000-6741

香港楼 台東区 雷門１－６－７　　 飲食店 ZN-0000-6706

蕎麦処西原 台東区 雷門１－７－４ 飲食店 JS-0004-2649

ぱんだカフェ 台東区 雷門１－７－７ 飲食店 JS-0004-3420

浅草グリルバーグ雷門本店 台東区 雷門１－７－７　 飲食店 SL-2000-4444

権八 浅草吾妻橋 台東区 雷門２－１－１５　中川ビル１Ｆ・２Ｆ　 飲食店 AX-2000-0106

ワガママシャブシャブ TOKYO 浅草店 台東区 雷門２－１６－９　８Ｆ 飲食店 JS-0004-6014

planetboy 台東区 雷門２－１７－１３　雷門ウスイビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3645

雷門き介 台東区 雷門２－３－１２　　 飲食店 ZN-0000-6774

オープンセサミ 台東区 雷門２－３－３　ルシール雷門１Ｆ 飲食店 JS-0002-6285

かがやき三ノ輪店 台東区 竜泉２－１６－６　　 飲食店 ZN-2000-6024

シトロンリーフ 台東区 下谷２－１０－１０　木村ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0903

サンメガ 入谷店 台東区 下谷２－７－１０ ショッピング JS-0004-5262

ギターショップアウラ 台東区 下谷３－３－５　上野２０１（アズール） ショッピング JS-0003-7684

レイドバックアサクサ 台東区 花川戸１－１２－７　ＮＳＳビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3734

ライオンラグス 台東区 花川戸１－１５－１　フェスタ花川戸１０３ ショッピング JS-0002-8858

靴の丸善 1F 台東区 花川戸１－２－４　丸善ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5903

靴の丸善 2F 台東区 花川戸１－２－４　丸善ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5904

靴の丸善 3F 台東区 花川戸１－２－４　丸善ビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5905

靴の丸善 4F 台東区 花川戸１－２－４　丸善ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5906
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京越浅草店 台東区 花川戸１－９－１　花川戸一丁目ビル５Ｆ ショッピング JS-0004-0800

カザマランドセル 浅草ショールーム 台東区 花川戸２－１６－８　あおいハイツ ショッピング JS-0002-5088

ザ．スリーラバーズ 台東区 花川戸２－２１－１　クインシューズビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3737

つくし薬局 台東区 橋場２－２－８　１Ｆ ショッピング JS-0005-4492

Stylin 台東区 駒形１－１－２　ＧＬ蔵前１Ｆ ショッピング JS-0001-8541

チェドックザッカストア 台東区 駒形１－７－１２ ショッピング JS-0005-9845

チェドックザッカストア 台東区 駒形１－７－１２ ショッピング JS-0005-9952

ゴルフクリニック 123 台東区 駒形２－７－４　駒形ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0354

山本仏具店 台東区 元浅草２－１０－１２ ショッピング JS-0002-3290

浅草病院売店 台東区 今戸２－２６－１５ ショッピング JS-0005-3852

〔HC〕（有）コミヤ電機 台東区 根岸１－５－１４ ショッピング JS-0000-3854

有限会社雄飛堂薬局 台東区 根岸３－１８－２３ ショッピング JS-0003-0588

お多福 三ノ輪店 台東区 根岸５－２３－１ ショッピング JS-0003-3245

はんこ屋さん 21 三ノ輪店 台東区 根岸５－２３－８　　 ショッピング ZN-0002-5330

＃ 203 台東区 三筋１－２－５　ＩＡビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9439

Obelisk 台東区 三筋１－６－３　シュマンドソワ１Ｆ ショッピング JS-0000-5271

ホワイトローズ工房 台東区 寿２－４－８ ショッピング JS-0002-3452

みす平 本店 台東区 寿２－７－１３ ショッピング JS-0002-3317

伊藤又右衛門之商店 台東区 寿２－９－１２　　 ショッピング ZN-2000-1612

ブルー・ブロンズ 台東区 寿３－１６－１０ ショッピング JS-0002-7539

株式会社宝研堂 台東区 寿４－１－１１ ショッピング JS-0002-6073

キプリング 台東区 寿４－１－２　三栄寿ビル６Ｆ ショッピング JS-0001-7852

カフェテラスコ－ヒ－工場 台東区 小島２－６－９　平和ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-3259

伊藤景パック産業合羽橋店 台東区 松が谷１－１－１２　　 ショッピング PK-0000-1301

株式会社志村製作所 台東区 松が谷１－１１－８ ショッピング JS-0004-0843

ArtShopNa 台東区 松が谷１－８－１２　　 ショッピング ZN-2000-7386

星和合羽橋本店 台東区 松が谷１－９－１１ ショッピング JS-0005-9736

株式会社山下洋食器 台東区 松が谷２－１－１３ ショッピング JS-0003-8501

プロナイフセンター東京 台東区 松が谷２－１２－１ ショッピング JS-0002-2511

カケス雑貨店 台東区 松が谷２－２－３ ショッピング JS-0004-9201

さがみ屋 台東区 松が谷２－３１－１０　　 ショッピング ZN-2000-2026

かっぱ橋レジ安君 台東区 松が谷３－１－１５　飯田ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7357

itonowa 台東区 松が谷３－７－１　第５サニーハイツ１０２ ショッピング JS-0000-8824

漢方養生堂 台東区 上野１－１８－１１　山光堂ビル４Ｆ ショッピング JS-0002-7276

上野上さま 台東区 上野１－２－５　黒門町ビル２０５ ショッピング SL-2000-8774

道明 台東区 上野２－１１－１ ショッピング JS-0004-7571

協和コンタクト 上野店 台東区 上野２－１３－１３　キクヤビル５Ｆ ショッピング JS-0003-2297

モードナビ 台東区 上野２－４－２　エクセル上野２号館１Ｆ－Ｂ　 ショッピング ZN-0002-3739

株式会社丸山宝飾 台東区 上野３－１０－６　 ショッピング SL-2000-0773

はんこ広場 上野店 台東区 上野３－１７－９　タイムビル２１Ｆ ショッピング JS-0000-0020

ミリタリーショップマイトリー 台東区 上野３－１９－４　フロンティアサカイビル２Ｆ ショッピング JS-0003-7439

遊舎工房 台東区 上野３－６－１０ ショッピング JS-0004-7319

ELBODYPIERCING 台東区 上野３－９－５　久里ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-2094

BEAUTYGYMBEHAING 上野店 台東区 上野３－９－５　豊島ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9360
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シャトルハウス 東京上野店 台東区 上野４－２－５　美濃里ビル３Ｆ ショッピング JS-0002-7963

二木ゴルフ 中古センターアメ横店 台東区 上野４－６－１　 ショッピング AX-2000-0072

メンズウェアー タゴ 台東区 上野４－６－８ ショッピング JS-0002-3419

アメ横カメラ 台東区 上野４－７－８ ショッピング JS-0002-3494

ヤヨイ 台東区 上野４－７－８ ショッピング JS-0005-2160

カネダ パスカル 台東区 上野４－７－８　アメ横センタービル１Ｆ ショッピング JS-0005-6927

スカジャン専門店大熊商会 台東区 上野４－７－８　アメ横センタービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1254

GRACEY 台東区 上野４－７－８　アメ横センタービル１Ｆ－８　 ショッピング ZN-0002-2164

土産ショップ MARUMI センタービル店 台東区 上野４－７－８　アメ横センタービル１Ｆ上中通り３　 ショッピング ZN-0003-1339

Dragon 台東区 上野４－７－８　アメ横センタービルｓｈｏｐ３０ ショッピング JS-0001-1654

マイバックアメ横店 台東区 上野４－７－８－３９　アメ横センタービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2499

Face to Face 上野店 台東区 上野４－８－１３　高田ビル ショッピング JS-0001-1733

パフューマリー K － crew 台東区 上野４－８－１５　ＳＩビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4181

JOE’SCLOTHING 台東区 上野４－９－５　早田ビルＢ１ ショッピング JS-0001-1193

POWWOW2 号店 台東区 上野５－１０－１３　　 ショッピング ZN-0002-3717

自然堂 台東区 上野５－１０－２ ショッピング JS-0001-3671

SUN DIGI 台東区 上野５－１１－２　１Ｆ ショッピング JS-0000-9267

サングラスプロショップオードビー 台東区 上野５－１３－１１　第二オリエントビル１０２　 ショッピング ZN-0002-5105

SWEENYJEWELLERS 台東区 上野５－１３－４　ウインド上野ビル３Ｆ３０１ ショッピング JS-0005-2483

麒麟貿易 台東区 上野５－１５－６　松村ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3333

Indie’s Won 台東区 上野５－１６－１３ ショッピング JS-0000-5942

トリプル・エー 台東区 上野５－１６－１３　信宝ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3982

河原宝飾 御徒町店 台東区 上野５－１６－８　サンライズビル２Ａ ショッピング JS-0003-2964

FineGate 台東区 上野５－１６－９ ショッピング AD-0000-1894

リューツウ支店 台東区 上野５－２１－９ ショッピング JS-0003-2653

北欧産業株式会社 御徒町店 台東区 上野５－２２－１２ ショッピング JS-0002-7160

リューツウ本店 台東区 上野５－２２－５ ショッピング JS-0003-2648

玉煌 台東区 上野５－２２－８　笹本ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2377

GOLDON2 台東区 上野５－２３－６　田中法律事務所ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8211

ニルヴァーナストーン 台東区 上野５－２３－８　大八ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6143

ジュエリー コンバーター 台東区 上野５－２５－１ ショッピング JS-0000-9881

JEWELLRYKOUFUKU 台東区 上野５－２５－１　　 ショッピング ZN-2000-4363

ストーンキャッスル 台東区 上野５－２５－１６　サトウビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3660

東京美宝 台東区 上野５－２５－３　２Ｆ ショッピング JS-0003-7115

リューツウ駅前店 台東区 上野５－２６－４ ショッピング JS-0003-2649

ファーストインプレッション 台東区 上野５－２６－６ ショッピング JS-0003-2378

サトウ ジュエリー 台東区 上野５－２７－１５ ショッピング JS-0001-6975

（株）サトウ宝石 台東区 上野５－３－１０　山口ビル１０２ ショッピング JS-0001-7062

ピコラボ 台東区 上野５－４－１ ショッピング JS-0004-5841

スミノ宝石 台東区 上野５－７－１１　吉栄ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7802

株式会社信一商事 台東区 上野５－７－３　星野ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1568

創心万華鏡 台東区 上野５－９－１０　２Ｋ５４０－Ｇ３ ショッピング JS-0000-7733

器屋 TUKU 台東区 上野５－９－１１ ショッピング JS-0000-7252

MASUNAGA1905 台東区 上野５－９－１１　Ｈ３２Ｋ５４０ＡＫＩＯＫＡＡＲＴＩＳＡＮ ショッピング JS-0000-7291
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ワールドコインギャラリー 台東区 上野５－９－１２ ショッピング JS-0000-7345

中澤鞄 台東区 上野５－９－１６ ショッピング JS-0000-7585

クリエー鉄 台東区 上野５－９－１６　２Ｋ５４０Ｑ－１ ショッピング JS-0000-8493

トウメイ 台東区 上野５－９－１６　Ｑ－３ ショッピング JS-0000-7421

桐屋田中 2K540 台東区 上野５－９－１７　Ｐ－２２Ｋ５４０ ショッピング JS-0004-7918

染めこうば にじゆら 台東区 上野５－９－１８　２Ｋ５４０ＡＫＩ－ＯＫＡＡＲＴＩＳＡＮ０－２区画 ショッピング JS-0001-7468

inoui 台東区 上野５－９－１８　２ｋ５４０－Ｏ－１ ショッピング JS-0000-6001

AtelierSYOKO 台東区 上野５－９－１９　２Ｋ５４０Ｎ－１ ショッピング JS-0000-7527

Allamanda － leather 台東区 上野５－９－１９　２Ｋ５４０Ｎ－２ ショッピング JS-0001-0653

Tokyonoble 台東区 上野５－９－１９　ＡＫＩ－ＯＫＡＡＲＴＩＳＡＮ ショッピング JS-0000-5301

高取焼鬼丸雪山窯 台東区 上野５－９－２０ ショッピング JS-0000-5695

MAITO ／真糸 2k540 店 台東区 上野５－９－２０　２ｋ５４０　Ｍ－１ ショッピング SL-2001-0682

2moa 台東区 上野５－９－２０　２Ｋ５４０Ｍ－２ ショッピング JS-0002-5589

めぐりて 台東区 上野５－９－２１　２Ｋ５４０Ｌ－１ ショッピング JS-0003-4297

GLEN CLYDE 2k540 台東区 上野５－９－２３　Ｊ１２ｋ５４０ＡＫＩ－ＯＫＡＡＲＴＩＳＡＮ ショッピング JS-0005-0560

ミック御徒町店 台東区 上野５－９－７ ショッピング JS-0000-5447

ikhtiart 台東区 上野５－９－８　Ｅ－１ ショッピング JS-0000-5431

帽子工房 YAMASAN〔2 号店〕 台東区 上野６－１０－２　　 ショッピング ZN-0003-1336

ヤング 台東区 上野６－１０－２　　 ショッピング ZN-2000-1424

フィッツ＆フレッシュ店 台東区 上野６－１０－２３ ショッピング JS-0002-3470

NEWYORK NEWYORK 台東区 上野６－１０－７ ショッピング JS-0003-8112

麒麟堂 プラザ店 台東区 上野６－１０－７　９号 ショッピング JS-0006-0168

Pick up 台東区 上野６－１０－７　アメ横ＰＡＺＡ８５－８６ ショッピング JS-0002-8338

SelfisH 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ１８　 ショッピング ZN-0002-2751

MARSONE 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ２５ ショッピング JS-0000-6309

フリークマーケットアメ横店 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ３１・３２ ショッピング JS-0002-3497

有限会社シカゴ商会 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ４１ ショッピング JS-0000-9883

（株）丸菱商会 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ４４ ショッピング JS-0000-9866

天野 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ５１ ショッピング JS-0004-1311

ボルサ・モーダ プラザ店 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ６８ ショッピング JS-0003-3884

WORKS 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ７４－７８ ショッピング JS-0002-2210

THEGracey 上野 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザ８　 ショッピング ZN-0002-2163

帽 ”s アメ横プラザ 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＡ－２４　 ショッピング ZN-0003-1338

サクラコマチ 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＡ２８ ショッピング JS-0003-1829

station40 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＡ－４７ ショッピング JS-0001-9923

Tung Tung 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＡ－４８ ショッピング JS-0001-9967

TAKE 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＢ－１Ｆ－１１０　 ショッピング ZN-0002-6805

L．S．TOM 台東区 上野６－１０－７　アメ横プラザＢ－８１ ショッピング JS-0002-3735

CULTIVATE 台東区 上野６－１６－２　　 ショッピング ZN-0003-1276

Freeport 台東区 上野６－２－１０ ショッピング JS-0001-0320

Foot Monkey 台東区 上野６－３－８ ショッピング JS-0000-3374

D ＆ A 台東区 上野６－４－１２ ショッピング JS-0002-5066

ニシムラ 台東区 上野６－４－１２ ショッピング JS-0002-6440

グロリア 台東区 上野６－４－１２ ショッピング JS-0002-7533
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石原商店 A － one 台東区 上野６－４－１２　 ショッピング SL-2000-9911

ラ・セ・ヌ 台東区 上野６－４－１５ ショッピング JS-0002-6387

POWWOW1 号店 台東区 上野６－４－１６　　 ショッピング ZN-0002-3718

自然堂アメ横店 台東区 上野６－４－１９ ショッピング JS-0001-3668

丸宝商会 台東区 上野６－４－４ ショッピング JS-0003-2767

RoyalSweets 台東区 上野６－４－４ ショッピング JS-0005-5480

マルキン商店 台東区 上野６－４－４　 ショッピング SL-2000-4343

二木ゴルフ アメ横本店 台東区 上野６－４－６　 ショッピング AX-2000-0029

ティーエス・ホリウチ 台東区 上野６－４－７ ショッピング JS-0005-8819

クラウドカフェ 台東区 上野６－４－７　　 ショッピング ZN-0002-6344

ぶらん堂 台東区 上野６－４－７　　 ショッピング ZN-0002-6346

BRAVES TRADING CO． 台東区 上野６－６－５　ライオンビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8539

高岡屋 台東区 上野６－７－２２ ショッピング JS-0001-9261

JM 中脉 台東区 上野６－７－７　竹内ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-4593

HAPPY STYLE 台東区 上野６－９－３　きょうりつ第二ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6447

内野印舖 台東区 上野７－５－８　１Ｆ ショッピング JS-0001-8920

プロピア上野 台東区 上野７－７－７　早稲田ビル５Ｆ ショッピング JS-0004-1780

特別企画展ショップ 台東区 上野公園１３－９　東京国立博物館平成館　 ショッピング ZN-2000-0248

特別企画展ショップ 7 台東区 上野公園１３－９　東京国立博物館本館　 ショッピング ZN-2000-0529

特別企画展ショップ 13 台東区 上野公園８－３６　東京都美術館　　 ショッピング ZN-2000-1903

花寅〔町のお花屋さん〕 台東区 清川１－１２－１０　　 ショッピング PK-0000-8501

COCORORO 台東区 西浅草１－１－１６　第２升広ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1128

伊藤景パック産業ファインダイニン 台東区 西浅草１－５－１３　　 ショッピング PK-0000-0640

東京美研 台東区 西浅草１－５－１５ ショッピング JS-0000-4105

星和合羽橋 1 号店 台東区 西浅草１－５－１６ ショッピング JS-0005-9737

飯田屋 台東区 西浅草２－２１－６　 ショッピング SL-2000-7780

合羽橋陽鶴 台東区 西浅草２－２２－７　小野岡ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2310

ナカオファクトリーワークス 台東区 西浅草２－２３－９　１Ｆ ショッピング JS-0005-9915

菅波 台東区 西浅草２－５－２ ショッピング JS-0000-5758

La vie en couleur 台東区 西浅草２－９－２　浅草スカイレジテル ショッピング JS-0000-8022

ガレージ・セール 台東区 西浅草２－９－９　　 ショッピング ZN-0002-3722

江戸昔菓子あさくさ梅源 台東区 西浅草３－１０－５　　 ショッピング PK-0000-2923

ANDRE 台東区 西浅草３－１－２ ショッピング SL-2000-3240

NAKAO SHOP ＆ OFFICE 台東区 西浅草３－８－４　１Ｆ ショッピング JS-0004-0395

和なり屋 台東区 千束１－８－１０　黒澤ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-0345

有限会社ナダカ電研 台東区 千束１－８－５ ショッピング JS-0005-3421

王様堂本店 台東区 千束２－６－８　 ショッピング SL-2000-8038

浅草文庫 本店 台東区 浅草１－１０－２　ＹＮビル１Ｆ ショッピング JS-0002-3040

和なり屋六区店 台東区 浅草１－１２－６　磯野邸１Ｆ ショッピング JS-0005-0325

柏ビーズ浅草店 台東区 浅草１－１６－１１　　 ショッピング ZN-0002-3415

渡辺眼鏡商店 台東区 浅草１－１６－７ ショッピング JS-0004-3986

柴田慶信商店 台東区 浅草１－１７－５ ショッピング JS-0002-1717

帯源 台東区 浅草１－２０－１１　　 ショッピング ZN-2000-3742

美ね邑 台東区 浅草１－２１－８　　 ショッピング ZN-0002-3736
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ミヨシヤ 台東区 浅草１－２１－９　　 ショッピング ZN-0002-6736

D．KELLY 台東区 浅草１－２２－３　大東ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-5443

きもの館 浅草店 台東区 浅草１－２２－７　増川ビル ショッピング JS-0005-2225

shanit 仲見世店 台東区 浅草１－２３－８　　 ショッピング ZN-0002-3719

浅草ハヤシ 台東区 浅草１－２４－４　　 ショッピング ZN-0002-5315

ゑり丹 台東区 浅草１－２９－１　　 ショッピング ZN-0002-5274

かまわぬ 浅草店 台東区 浅草１－２９－６ ショッピング JS-0001-3443

浅草もり銀 台東区 浅草１－２９－６ ショッピング JS-0002-8845

銀座カリス 台東区 浅草１－３０－２ ショッピング JS-0004-2030

アミューゼ 台東区 浅草１－３０－５ ショッピング JS-0005-9633

浅草スズヤ 台東区 浅草１－３０－５　スズヤビル１Ｆ ショッピング JS-0005-3208

のレン浅草 台東区 浅草１－３３－１ ショッピング JS-0002-3634

リサイクルきもの福服浅草店 台東区 浅草１－３３－３　タケイシビル３Ｆ ショッピング JS-0000-9476

箱長メトロ通り店 台東区 浅草１－３４－５　　 ショッピング ZN-0002-5444

エリッツ浅草店 台東区 浅草１－３７－６ ショッピング JS-0000-8835

レオニダスカフェリオン 台東区 浅草１－３７－６　ライオンズマンション雷門１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2972

やまとみ呉服店 台東区 浅草１－３７－８ ショッピング JS-0000-8236

浅草う布ふ 台東区 浅草１－３７－８　　 ショッピング ZN-0002-7037

今昔きもの龍巳 台東区 浅草１－３９－１ ショッピング JS-0004-8266

今昔きもの胡蝶 台東区 浅草１－３９－１１ ショッピング JS-0004-8288

シューズギャラリーパッション 台東区 浅草１－３９－１１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5951

ruyi 台東区 浅草１－３９－１１　二宮デンボービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1250

SAKURA 台東区 浅草１－４１－７　　 ショッピング ZN-0002-3725

浅草 FUJIYAMA 台東区 浅草１－４２－４　電気館ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2602

フロロフラワーパレット 台東区 浅草１－４２－４－１０３　　 ショッピング ZN-0002-5530

箱長オレンジ通り店 台東区 浅草１－４－５　　 ショッピング ZN-0002-5443

パン工房クラージュ 台東区 浅草１－７－１　寿美屋ビル　　 ショッピング ZN-0002-3397

ブランド村 台東区 浅草１－８－３　アルファ浅草ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1505

サンバレ－ジャパン 台東区 浅草１－８－３　アルファ－浅草ビル４Ｆ　 ショッピング PK-0000-8686

画廊百一草有限会社 台東区 浅草１－８－６－１０３　　 ショッピング ZN-2000-3395

チドリ屋紳士部 台東区 浅草２－１１－８ ショッピング JS-0004-4440

浅草べんてん 台東区 浅草２－１－５ ショッピング JS-0005-8946

日本酒文化専門店 窖 台東区 浅草２－２－１　森田ビル 1F ショッピング AL-0000-0251

茶和々 浅草店 台東区 浅草２－２－１０ ショッピング JS-0004-4847

銀泉いづみけん 台東区 浅草２－２６－５ ショッピング JS-0002-1409

えるらんてぃ～ 台東区 浅草２－２９－３ ショッピング JS-0001-1375

たから薬局浅草店 台東区 浅草２－３４－７　グレイプス浅草１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5226

佐々木扇子店 台東区 浅草２－３－６　　 ショッピング ZN-0002-6919

田口工房 台東区 浅草２－３－９ ショッピング JS-0004-5172

イシイの甘栗浅草六区店 台東区 浅草２－４－６ ショッピング JS-0000-8574

浅草一両屋平川 台東区 浅草２－７－１３ ショッピング JS-0000-8703

すずや 台東区 浅草２－７－１３　　 ショッピング ZN-0002-6078

仟昔堂 台東区 浅草２－７－１３　　 ショッピング ZN-2000-4989

雷一茶お抹茶体験店 台東区 浅草２－７－３　２Ｆ ショッピング JS-0005-3224
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セルージュ 台東区 浅草３－１６－１　　 ショッピング ZN-2000-4954

かっぱ村粋品店 台東区 浅草３－１６－１　ディアハイム浅草２０３ ショッピング JS-0002-0682

ウエキ薬局 台東区 浅草３－２１－１０ ショッピング JS-0005-0692

ミリ 台東区 浅草３－３４－９　小嶋ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3733

アルティメットミカカブクワ 台東区 浅草４－１６－２　大貫ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1921

銅銀銅器店 台東区 浅草４－２２－１０ ショッピング JS-0003-6292

たけの薬局浅草店 台東区 浅草４－４２－９　　 ショッピング ZN-0003-1394

WholesalerPet エリール 台東区 浅草４－５－３ ショッピング JS-0000-2206

マチダデンキ 台東区 浅草５－１８－９　ダイアパレス１Ｆ ショッピング JS-0000-3950

アクアフィールド 台東区 浅草６－１－１８ ショッピング JS-0003-2010

ポストホビー×エラン 台東区 浅草６－４０－１１ ショッピング JS-0002-7224

日光や 台東区 浅草６－５－２ ショッピング JS-0002-4637

株式会社松竹タオル店 台東区 浅草橋１－１３－１　丸善ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2962

AndLeather 浅草橋 Factory 台東区 浅草橋１－１７－１０ ショッピング JS-0005-4832

人形の田辺 台東区 浅草橋１－１８－１０　アックビル７Ｆ　 ショッピング ZN-0002-7078

市川豊玉 台東区 浅草橋１－１８－９　山上ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8355

AndLeather 浅草橋本店 台東区 浅草橋１－２１－１ ショッピング JS-0000-2994

松栄浅草橋店 台東区 浅草橋１－２１－１　キクヤビル１Ｆ・２Ｆ ショッピング JS-0001-1432

ブロカント 台東区 浅草橋１－２２－２　海原ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-2071

ウエストファイブ浅草橋駅前店 台東区 浅草橋１－２３－１ ショッピング JS-0004-7924

AndLeather 浅草橋 A 台東区 浅草橋１－２３－５　飯島ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4806

AndLeather 浅草橋駅前店 台東区 浅草橋１－２４－１１　高正ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5140

幸山商店 東京店〔和遊房〕 台東区 浅草橋１－２４－２ ショッピング JS-0003-5174

AndLeather 浅草橋西口店 台東区 浅草橋１－２４－５　稲垣ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3370

ビーズショップ J4 東京本店 台東区 浅草橋１－２６－５　アーデン浅草橋１Ｆ ショッピング JS-0002-3715

AndLeather 浅草橋店 台東区 浅草橋１－２７－３　谷亀ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3368

クラシック仏壇ギャラリー奏音 台東区 浅草橋１－３２－５ ショッピング JS-0001-3062

花楽堂 台東区 浅草橋１－３４－７　　 ショッピング PK-0000-2230

IKETEI VILLA 台東区 浅草橋２－５－１　ヴィラ ショッピング JS-0001-4538

浅草橋眼鏡店 台東区 浅草橋２－７－３　　 ショッピング ZN-0002-5036

taratta 台東区 浅草橋３－１４－１　ヴェルトゥール浅草橋１０２ ショッピング JS-0003-5727

キングラム 浅草橋店 台東区 浅草橋３－１８－１ ショッピング JS-0003-4737

Bougainvillea 台東区 浅草橋３－３０－５　１Ｆ ショッピング JS-0003-1202

BEADSFACTORY 東京店 台東区 浅草橋４－１０－８ ショッピング JS-0003-5723

タカシマ 台東区 浅草橋４－１－４　ＭＴＣビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4917

くすりのいしい 台東区 浅草橋４－６－４ ショッピング JS-0003-0974

gigi － fabbrica 台東区 浅草橋５－１６－３　遠山ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1850

VIENTO スイムショップ 1 号 台東区 浅草橋５－２－３　鈴和ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-1223

VIENTO スイムショップ 2 号 2 台東区 浅草橋５－２－３　鈴和ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-1435

東宝商事 台東区 浅草橋５－２９－８ ショッピング JS-0004-8420

アール薬局 台東区 蔵前１－８－６　リバーサイドタワー蔵前１Ｆ ショッピング JS-0005-9404

結わえる よろずや 台東区 蔵前２－１４－１４ ショッピング JS-0002-3694

結わえる 本店 台東区 蔵前２－１４－１４ ショッピング JS-0002-3731

NEWOLD STOCK by OTOGI DESIGNs 台東区 蔵前２－１５－６　寺輪ビル３Ｆ ショッピング SL-2001-0505
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GUNMALL TOKYO 台東区 蔵前２－３－４　蔵前センタービル１Ｆ／２Ｆ ショッピング SL-2000-9638

KONCENT 台東区 蔵前２－４－５　岩金ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2981

Circle 台東区 蔵前３－１０－５　蔵前ＥＳビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1337

株式会社エムピウ 台東区 蔵前３－４－５　中尾ビル ショッピング JS-0002-6632

Maito Design Works 台東区 蔵前４－１４－１２　１Ｆ　 ショッピング SL-2001-0958

MAITO 蔵前 台東区 蔵前４－１４－１２　ニューハイツクラマエ１Ｆ ショッピング JS-0005-5062

PRO － MENER 台東区 蔵前４－２０－１２　クラマエビル３Ｂ ショッピング JS-0001-7486

木宮商店 台東区 蔵前４－２０－５　保光ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2246

リベラ 台東区 台東１－１４－１２　３Ｆ－３０５ヒロキビル　 ショッピング ZN-2000-3962

徳川株式会社 台東区 台東２－１１－７ ショッピング JS-0004-6759

COPA 台東区 台東２－３０－１３ ショッピング JS-0002-5072

パズルショップトリト 台東区 台東２－７－３　瀬戸ビル５Ｆ ショッピング JS-0004-4760

仏壇あとう本店 台東区 台東３－２７－１１　　 ショッピング ZN-2000-4137

ヘアプラス東京 台東区 台東３－４１－８ ショッピング JS-0004-8797

スピードキャスト 台東区 台東３－４３－１０　ライオンズマンション御徒町第２－１０３ ショッピング JS-0003-0695

WOODWORK 台東区 台東４－１４－８ 　１Ｆ ショッピング JS-0004-5742

シーフォース株式会社 台東区 台東４－１８－１２ ショッピング JS-0000-3451

センタリング 台東区 台東４－２０－１１　谷古宇ビル５Ｆ ショッピング JS-0005-9345

ぷらすにこ 台東区 台東４－２２－１０　　 ショッピング ZN-0002-6145

アセスジャパン 台東区 台東４－２５－３　　 ショッピング ZN-0002-5702

BUY SELL 上野 台東区 台東４－３２－７　第二宮地ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-3842

SPICYFOODNETWORK 御徒町 台東区 台東４－８－１　いいじまビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6676

株式会社 田中金華堂 台東区 台東４－９－３　 ショッピング SL-2000-3066

得応軒 台東区 谷中１－１－２２ ショッピング JS-0000-1711

下町てぬぐい処 賞 台東区 谷中１－３－３ ショッピング JS-0002-9998

金開堂 台東区 谷中１－５－１０ ショッピング JS-0003-7528

ツバメハウス 台東区 谷中２－１５－１３　高橋ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6397

MaisD．cuir 台東区 谷中２－５－１４ ショッピング JS-0002-3079

谷中三清洞 台東区 谷中２－５－１４　　 ショッピング PK-0000-4249

SWEDENGRACE 台東区 谷中２－５－１５　　 ショッピング PK-0000-1134

ビスケット谷中店 台東区 谷中２－９－１４ ショッピング JS-0000-6436

クリコ 台東区 谷中２－９－９　　 ショッピング ZN-0002-6262

YUZURIHA 谷中店 台東区 谷中３－１３－５　１０１ ショッピング JS-0001-0659

谷中和楽や 台東区 谷中３－１４－８　ハイムすずき１０１　 ショッピング ZN-0003-1729

あめ細工吉原谷中店 台東区 谷中３－１８－６ ショッピング JS-0004-9077

かなかな 台東区 谷中３－２－９ ショッピング JS-0002-4448

HOWHOUSE 台東区 谷中３－４－７　菅アパート１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2963

サブリエ・ド・ヴェリエ 台東区 谷中３－９－１８　　 ショッピング ZN-2000-1801

アジアン雑貨ダナン 台東区 谷中５－１－９　 ショッピング SL-2000-9544

和の器 韋駄天 台東区 谷中５－２－２４ ショッピング JS-0001-9788

ひいらぎ 台東区 谷中５－４－１ ショッピング AL-0000-0196

大久保美術 台東区 谷中６－２－４０ ショッピング JS-0004-0388

工房徳元 台東区 谷中６－４－６　シティコーポ谷中１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3727

ボエム 台東区 谷中７－１７－９　轟天０１ ショッピング JS-0003-6583
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A’sTrading 台東区 池之端２－７－１１　清水ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2222

池之端銀革店 台東区 池之端３－４－２０　河津ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7247

ゲットワン 台東区 池之端４－１４－８－１０５ ショッピング JS-0002-9100

WATCH BOX 台東区 池之端４－１６－２０　三段坂ヒルズ１Ｆ ショッピング SL-2000-3583

つばめ工房 台東区 鳥越１－１２－１ ショッピング JS-0004-3196

アラナヴジェムス 台東区 鳥越１－２８－５　ＳＲビル５Ｆ　 ショッピング PK-0000-1592

ファーアウト 台東区 鳥越１－４－３　鳥越ミハマビル６Ｆ ショッピング JS-0003-4204

Coquette 台東区 東上野１－１１－５　１Ｆ ショッピング JS-0000-3434

PEARLSEIWAPRO 台東区 東上野１－１２－２　ＴＨＥＧＡＴＥＵＥＮＯ１Ｆ ショッピング JS-0004-1715

山口工具店 台東区 東上野１－１３－１　１Ｆ ショッピング JS-0002-9179

CUORE 台東区 東上野１－１３－１０　和田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7810

PEARL SEIWA 台東区 東上野１－１３－２　ふくやビル１Ｆ ショッピング JS-0002-3888

大澤カバン店 台東区 東上野１－１４－２ ショッピング JS-0004-2838

ドラゴンパソコンショップ 台東区 東上野１－２２－３　金子ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6336

フカイチ薬局東上野店 台東区 東上野１－７－２　冨田ビル１Ｆ奥　 ショッピング PK-0000-1629

まるきん 台東区 東上野２－１９－１　金剛ビル　　 ショッピング ZN-0002-5743

パンダドラッグストア 台東区 東上野２－１９－９　東宝第三ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-9188

栄光武道具株式会社上野店 台東区 東上野３－１６－３ ショッピング JS-0000-2327

一心堂 台東区 東上野３－３３－９ ショッピング JS-0002-3487

株式会社 池田屋神仏具店 台東区 東上野３－３６－６ ショッピング JS-0000-1918

岸時計店 台東区 東上野３－３９－８　丸治（マルヤ）ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3913

ジュエリーリフォーム モア 台東区 東上野３－８－７　矢口ビル ショッピング JS-0002-3036

m．ripple 台東区 東上野４－１３－９　ルート８９ビルディング２Ｆ ショッピング SL-2001-0020

オートモデリ G．T 台東区 東上野６－１０－７　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1362

東京松屋 台東区 東上野６－１－３ ショッピング JS-0002-4133

二胡専門店 名師堂 台東区 東上野６－１－５　高橋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9790

ヒトミ商店 台東区 東上野６－２－２ ショッピング JS-0005-8390

町の薬局 台東区 日本堤１－５－３ ショッピング JS-0005-9661

メガネオフ入谷店 台東区 入谷１－５－１０　大塚ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0011

東京堂インターナショナル 台東区 柳橋１－１０－９　 ショッピング SL-2000-9755

おいしい御進物逸品会 台東区 柳橋１－１３－３　　 ショッピング ZN-0002-5617

柳橋小松屋 台東区 柳橋１－２－１　　 ショッピング ZN-2000-4174

コットンファミリー TMK 台東区 柳橋２－２－１０ ショッピング JS-0005-6116

MOYOconnectio 浅草 台東区 雷門１－１－５　　 ショッピング ZN-0003-1633

岡田屋布施 台東区 雷門１－１６－５ ショッピング JS-0002-5004

アサクサ ミハラシ カフェ 台東区 雷門２－１８－９　浅草観光センター ショッピング JS-0005-1226

プロショップ大塚 浅草店 台東区 雷門２－３－１２ ショッピング JS-0005-7322

朝日調剤薬局 台東区 雷門２－３－３　植木ビル　　 ショッピング ZN-2000-2776

PARADISECOVE 台東区 竜泉３－１０－７　　 ショッピング ZN-2000-1910

ShannyBeauty 台東区 下谷１－５－３６　富田ビル１Ｆ サービス JS-0005-7928

美容室 TOTOSA カミング店 台東区 下谷２－１５－１　　 サービス ZN-0002-7725

クニ動物病院 台東区 下谷３－２０－２－１０１　ハルモニア サービス JS-0001-0250

アタマッテ 台東区 花川戸１－１１－１－７０１　あゆみビル　 サービス ZN-0002-4847

浅草レンタル着物小梅 台東区 花川戸１－１１－７　あみ貴ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-6949
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Ambiento 台東区 駒形１－６－５　竹内マンション１Ｆ サービス JS-0000-5733

メディラボ 台東区 元浅草１－１９－２　２Ｆ サービス JS-0004-6919

ファイン竜泉店 台東区 三ノ輪１－２１－４ サービス JS-0005-7121

hairmakeMIKI 台東区 上野１－１８－９　黒門平成ビル　 サービス ZN-2000-2399

夢足庵 上野店 台東区 上野２－１１－１　Ｋ２ビル１Ｆ サービス JS-0002-8706

Handoll 台東区 上野２－１１－１３　コンネンタル池之端２Ｆ サービス JS-0002-9626

イリオス Personal 上野店 台東区 上野２－１３－２　パークサイドビル５Ｆ・６Ｆ サービス JS-0003-0581

HairSalonKIM 台東区 上野２－２－６　杉崎ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3283

シエスタ 台東区 上野２－６－１　太平ビル４Ｆ サービス JS-0003-9322

カルマリゾ－ト 台東区 上野３－１４－１　Ｂ１Ｆ サービス JS-0004-3448

石井屋スポーツマッサージ鍼灸院 台東区 上野３－２０－８ サービス JS-0004-7627

AngelBeauty 上野 台東区 上野３－２２－３　内田ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-5963

Nailbeat 台東区 上野３－２３－１１　４Ｆ サービス JS-0004-9223

リラクゼーションサロン縁 台東区 上野３－２３－１１　東販ビル４Ｆ サービス JS-0005-6387

IRIStotalbeautysalon 台東区 上野３－７－７　青邦ビル１Ｆ サービス JS-0002-6525

もみの気ハウス上野店 台東区 上野４－５－２ サービス JS-0001-1225

Riviera 上野御徒町店 台東区 上野４－９－２　たいまるビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8639

株式会社職人工房 台東区 上野５－２５－１６　サトウビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3316

タイアロマスパ 台東区 上野６－１－６　御徒町グリーンハイツＢ１Ｆ サービス JS-0005-6770

タイヴィレッジ 台東区 上野６－１－６　御徒町グリーンハイツＢ１Ｆ サービス JS-0005-6772

Coco．Nail 上野店 台東区 上野６－１６－２１　西入ビル７Ｆ　 サービス ZN-0002-3170

Emerge 上野店 台東区 上野６－１６－７　Ｄ・Ｂ上野３ビル４Ｆ　 サービス ZN-2000-6125

AROMAhairroom 上野店 台東区 上野６－１６－７　Ｄ・Ｂ上野３ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-6058

Syma コーポレーション上野 台東区 上野６－７－１６　川久保ビル１Ｆ サービス JS-0003-9781

GENKIPlus 上野 台東区 上野６－９－２２　坂井ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-0230

CILGRACE 上野店 台東区 上野６－９－２２　坂井ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-0785

For u 台東区 上野７－３－９　アルベルゴ４０４　 サービス ZN-0002-3171

浅草小羊撮影工作室 台東区 西浅草１－３－１５　ＮＪ田原町ビル５Ｆ サービス JS-0004-4398

東京浅草画廊 Gei 藝 台東区 浅草１－２４－３　２Ｆ サービス JS-0002-6393

Aina 台東区 浅草１－４－１　大森ビル２Ｆ　　 サービス ZN-2000-6543

志村薬局 台東区 浅草２－１－１５　浅芽野ビル２Ｆ サービス JS-0002-9299

タイ古式マッサージ トゥンカウ 台東区 浅草２－１３－３　浅草都ビル２Ｆ サービス JS-0001-5573

浅井自動車 台東区 浅草６－２９－３ サービス JS-0002-0671

hairresortAi 浅草橋店 台東区 浅草橋１－１２－３　ＫＳビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-6463

ACOORD 台東区 浅草橋１－５－８　ジュエル浅草橋１Ｆ　 サービス SL-2000-4978

SELFISH 台東区 浅草橋２－２１－５　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7723

アクア鍼灸整骨院浅草橋院 台東区 浅草橋３－８－１１　藤和シティコープ１０５ サービス JS-0004-3698

kralik 台東区 蔵前４－４－６ サービス JS-0005-2213

サイクルスタヂオハクセン 2ND 台東区 台東４－１８－７　シモジンビルディング１Ｆ　 サービス ZN-0002-6397

たかはし谷中薬局 台東区 谷中３－１８－４ サービス JS-0002-9627

シンメトリー上野 台東区 東上野１－１３－２　成田第２ビル５Ａ サービス JS-0004-7794

B sun south 台東区 東上野１－１８－７　１Ｆ２Ｆ サービス JS-0004-8306

Fere Bright 上野店 台東区 東上野２－１８－３　アンユビル２Ｆ サービス JS-0001-8068

MIRYO 整体院 台東区 東上野２－１９－１２　中柳ビル３Ｆ－Ｂ サービス JS-0002-6826
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車坂薬局 台東区 東上野３－１１－３ サービス JS-0003-4928

和光堂薬局 台東区 東上野３－１５－１１ サービス JS-0004-5500

Roots 台東区 東上野３－１５－３　あづまビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7728

AromaHot リラクゼーション上野店 台東区 東上野３－１６－３　東宝ビル２Ｆ サービス JS-0004-2240

ATTICJAM 台東区 東上野６－２７－８　スカイタワー１０２　 サービス ZN-0002-8634

ニコニコレンタカー三ノ輪店 台東区 日本堤２－３６－１０ サービス JS-0004-4274

テイク 5 入谷店 台東区 入谷１－６－４　金山ビル１Ｆ サービス JS-0005-7120

ヘアーサロン K3M 台東区 入谷１－６－５　寿々喜屋ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7720

テイク 5 台東店 台東区 柳橋２－１６－８　永和ビル１Ｆ サービス JS-0005-7127

LaPrese 台東区 雷門２－１９－１３　浅草駅前ビル１Ｆ サービス JS-0001-6106

浅草レンタル着物小桃 台東区 雷門２－１９－４　戸田ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-6950

MINORUKI 台東区 雷門２－８－７　　 サービス ZN-0002-8636

SUGATAMI 台東区 雷門２－９－９　　 サービス ZN-2000-3997

竜泉薬品 台東区 竜泉３－１４－４　吉田ビル１Ｆ サービス JS-0002-9364

あらき薬局 台東区 竜泉３－６－４ サービス JS-0002-9342

宝島 24　鶯谷店 台東区 根岸１－２－２１　ＴＣ第１４鶯谷南口ビル２Ｆ　 エンターテインメント PK-0000-7724

千里香カラオケ 台東区 上野１－１６－１　　 エンターテインメント ZN-2000-5646

宝島 24 上野店 台東区 上野６－７－９　ＴＣ第５上野６－ビル２－５Ｆ　 エンターテインメント PK-0000-2164

まんがランド上野店 台東区 上野６－８－４　五味ビル２Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0000-6902

カラオケスタジオタンタン 台東区 浅草橋１－３１－１　　 エンターテインメント ZN-0000-6758

ホール新世紀 3F 台東区 根岸１－１－１４　大島ビル３Ｆ その他 JS-0003-8038

ワンダフルわん 台東区 寿４－１５－９　ディオ・スカーラ田原町１Ｆ その他 JS-0002-1987

刃物屋 越乃一刀 本舗 かっぱ橋店 台東区 松が谷３－１－１６　 その他 SL-2001-0879

ビストロ ガルニ 台東区 上野２－１－９　Ｋ－ＰＬＡＺＡ４Ｆ その他 SL-2000-3255

自然堂本店 台東区 上野５－１０－２０　 その他 SL-2000-2866

万代薬局 上野店 台東区 上野６－１６－１６　ＯＲＡＧＡビル１０１　 その他 SL-2000-9710

ボクシングクラブ上野 台東区 上野７－３－９　アルベルゴ上野２Ｆ その他 JS-0004-4311

刃物屋 越乃一刀 本舗 西浅草店 台東区 西浅草３－２４－４　 その他 SL-2001-0880

鳥のいるカフェ 台東区 浅草１－１２－８　大山ビルＢ１Ｆ その他 JS-0005-2238

アクアビジョン浅草店 台東区 浅草１－３３－９　 その他 SL-2001-1864

花やしき 笑運閣 台東区 浅草２－２８－１ その他 JS-0005-1231

花やしき 第二出札 台東区 浅草２－２８－１ その他 JS-0005-1242

花やしき 浅草門 台東区 浅草２－２８－１ その他 JS-0005-1261

花やしき 浅花風 アハナウィンド 台東区 浅草２－２８－１ その他 JS-0005-1324

BBQ ガーデン 台東区 浅草２－２８－１ その他 JS-0005-1699

ワイン・スタイルズ 台東区 台東３－４０－１０　大畑ビル１Ｆ その他 SL-2000-2982

ビューティキックス 台東区 東上野３－１５－１４　ウエノエストビル１Ｆ その他 JS-0003-5355


