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「ハチペイ」ふるさと納税
利用可能店舗一覧

※実店舗でご利用いただけます。オンラインショップ等ではご利用いただけません。
※一部の店舗・売場では利用できない場合や対象外の商品・サービスがあります。詳しくは店頭にてご確認ください。

加盟店舗名 郵便番号 住所 業種

1 穏田珈琲 150-0001 神宮前4丁目13番2号 HAP表参道ビルBF1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

2 野趣家 150-0001 神宮前5-51-8 ラ・ポルト青山B1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

3 COSARI NEW KOREAN TABLE TOKYO 150-0001 神宮前5-51-8 ラポルト青山B1F 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

4 カステリーナ神宮前 150-0001 神宮前6-19-17 GEMS神宮前4F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

5 黒豚・地鶏ダイニング　SATSUMA 150-0001 神宮前1-23-26 神宮前123ビル　1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

6 魚まみれ眞吉神宮前本館場末店 150-0001 神宮前2-19-16 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

7 COCO-agepan 150-0001 神宮前5-17-16 101 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

8 ロカンダ・エッフェク 150-0001 神宮前5丁目10番10号 101 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

9 Famiglia 150-0001 神宮前2-19-15 コーポ松園202 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

10 八丈島料理はっとり 150-0001 神宮前6-4-1 原宿八角館ビル4F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

11 ビオ・オジヤン・カフェ原宿本店 150-0001 神宮前4-26-28 ヤナイビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

12 ビストロ神六 150-0001 神宮前5-11-8 K&TTビル 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

13 麺菜家 北斗 原宿店 150-0001 神宮前1-17-1 ルポンテビル1階 飲食 > 外国料理 > 中国料理

14 創作アジアンダイニング 移民の歌 150-0001 神宮前2-31-7 ビラグロリアB-1 飲食 > 外国料理 > その他

15 MACCHA HOUSE 抹茶館　WITH HARAJUKU 150-0001 神宮前1-14-32 WITH HARAJUKU2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

16 ポピーズ2 150-0001 神宮前2-20-12 尾形ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

17 アジアンキッチンラーイマーイ 150-0001 神宮前4-9-5 飲食 > 外国料理 > その他

18 MOKUBAZA 150-0001 神宮前2-28-12 一階 飲食 > 外国料理 > その他

19 HAUS 150-0001 神宮前2-14-5 HAUS 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

20 in the house 150-0001 神宮前三丁目31番20号 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

21 マグパイカフェ 150-0001 神宮前2丁目32番11号 J-polestar 1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

22 FOODISKOREA原宿店 150-0001 神宮前1-15-4 Barbizon1階B号室 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

23 LATTEST OMOTESANDO Espresso Bar 150-0001 神宮前3丁目5番2号 EFビルディング1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

24 ビストロ ココ 路地裏 150-0001 神宮前2-20-5 コンフォール神宮前1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

25 モツ酒場kogane 150-0001 神宮前3-42-15 メグビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

26 MATOIYA　表参道店 150-0001 神宮前5-50-6 中島ビルB1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

27 FiGARO原宿H-14 150-0001 神宮前2丁目19番13号 J2ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

28 HORAIYA 150-0001 神宮前2-19-10 原電ビル1F-C 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

29 Bar Perche 150-0001 神宮前2-3-30 第二竹上ビル101 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

30 炭火焼肉じんじん 150-0001 神宮前2-3-30 第二竹上ビル102 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

31 SPACE&CAFE BANKSIA 150-0001 神宮前3-20-3 石井ビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

32 Blakes 150-0001 神宮前2-20-13 神宮前TNビル2階 飲食 > 外国料理 > インド料理

33 ユニ 150-0001 神宮前5-10-1 GYRE4F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

34 カフェ　ウズナオムオム 150-0001 神宮前5丁目17-8 原宿XS203 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

35 味甘CLUB 150-0001 神宮前4-15-2 裏参道ガーデン1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

36 ビアブレインハラジュク 150-0001 神宮前2-18-19 the Folks BY IOQ 1F SHOP4 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

37 いちひく 150-0001 神宮前2-20-12 1FーB号 飲食 > 日本料理 > その他

38 ミヤシタカフェ 150-0001 神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK  South 2F 
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飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

39 ぎっちょん 150-0001 神宮前2-22-1 長谷川ビル1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

40 有限会社大炊宴 150-0001 神宮前3丁目24番1号 鈴木ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

41 ピコデガヨ原宿表参道店 150-0001 神宮前6-4-2 神宮前Fビル一階 飲食 > 外国料理 > その他

42 パークカフェ渋谷区立中央図書館店 150-0001 神宮前1丁目4-1 渋谷区立中央図書館 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

43 ひょうたん 150-0001 神宮前3-25-7 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

44 BROWNHORSE 150-0001 神宮前2-22-1 神宮前court1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

45 上海ダイニング嘉麟香(カリンシャン) 150-0001 神宮前3-41-2 岡本ビル2F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

46 MOMINOKI HOUSE 150-0001 神宮前2-18-5 大網ビル1f 飲食 > 日本料理 > その他

47 セントベーネ 150-0001 神宮前3丁目1番28号 ベルタウン青山2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

48 原宿うどん伊呂波 150-0001 神宮前4-28-26 木村ビル1F 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

49 お酒の美術館原宿店 150-0001 神宮前1-23-26 JINGUMAECOMICHI 1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

50 寿司さなか 150-0001 神宮前6-14-1 カナザワビル3F 飲食 > 日本料理 > 寿司

51 organiclife&eyestyleRiboN 150-0001 神宮前6-7-3 ネスト原宿パート2　2階 サービス > 理容・美容 > 美容

52 Lysa 150-0001 神宮前3-14-17 神宮苑101 サービス > 理容・美容 > 美容

53 Lyon hair&makeup 150-0001 神宮前3-31-20 野津ビル5F サービス > 理容・美容 > 美容

54 imaii scaena×colore 150-0001 神宮前4-28-21 ハーモニー原宿2F サービス > 理容・美容 > 美容

55 Alto 150-0001 神宮前6-23-6 石川ビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

56 ピチカート 150-0001 神宮前4-28-11 クレールミキ2階 サービス > 理容・美容 > 美容

57 ピチカートシータ 150-0001 神宮前3-26-2 NS-T B1 サービス > 理容・美容 > 美容

58 ピチカート　パクト 150-0001 神宮前1-19-14 サンキュービル3階 サービス > 理容・美容 > 美容

59 ＴＯ/ＲＥ 150-0001 神宮前2丁目19番14号 CROSS神宮前2階 サービス > 理容・美容 > 美容

60 SHIN HAIR STUDIO 表参道 150-0001 神宮前6-3-7 山岡ビル4階5階6階 サービス > 理容・美容 > 美容

61 CURE 150-0001 神宮前2-14-10 サービス > 理容・美容 > 美容

62 シェリオン・エ・ナチュール 150-0001 神宮前1-20-11  原宿カタリナ館 2F サービス > 理容・美容 > 美容

63 アトリエ　サニーデイ 150-0001 神宮前2-31-21 ヴィアレット原宿002号室 サービス > 理容・美容 > 美容

64 美容室Ozaka 150-0001 神宮前2-19-10 原電ビル サービス > 理容・美容 > 美容

65 CLASSICS 150-0001 神宮前1-2-7 林ビル1F サービス > 理容・美容 > 美容



2023/04/26 現在

2

「ハチペイ」ふるさと納税
利用可能店舗一覧

※実店舗でご利用いただけます。オンラインショップ等ではご利用いただけません。
※一部の店舗・売場では利用できない場合や対象外の商品・サービスがあります。詳しくは店頭にてご確認ください。

66 EARTH　IS　ART　表参道 150-0001 神宮前5-12-1 マハール 表参道 サービス > 理容・美容 > 美容

67 shatter 150-0001 神宮前3-4-9 第2南原宿ビルB1 サービス > 理容・美容 > 美容

68 coo et fuu 髪質改善&トリートメント 150-0001 神宮前5-6-5 Path OMOTESANDO B2棟 B1F サービス > 理容・美容 > 美容

69 SCENT 150-0001 神宮前3-7-11 若木ビル1階 サービス > 理容・美容 > 美容

70 candyesyrup 150-0001 神宮前3-22-7 藤原ビル3階 サービス > 理容・美容 > 美容

71 loka 表参道 150-0001 神宮前4-22-17 神宮前コート2 303 サービス > 理容・美容 > 美容

72 Overland 150-0001 神宮前神宮前4-23-2 原宿テラス101 サービス > 理容・美容 > 美容

73 quilt_organic salon 150-0001 神宮前2-31-21 ヴィアレット原宿001号 サービス > 理容・美容 > 美容

74 チョビー 150-0001 神宮前4丁目7-1 原宿イノセビル202 サービス > 理容・美容 > 美容

75 sylph 150-0001 神宮前4-8-14 エンリーベグリンB1 サービス > 理容・美容 > 美容

76 Relief 150-0001 神宮前4-4-11 わかば表参道3F サービス > 理容・美容 > 美容

77 OBRI HAIR 150-0001 神宮前4丁目9番2号 神宮前MMビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

78 D×D(ディーディー) 150-0001 神宮前6-5-6 サンポウ綜合ビル702 サービス > 理容・美容 > 美容

79 IJKOMOTESANDO 150-0001 神宮前5丁目46番16号2階 イルチェントロセレーノ サービス > 理容・美容 > 美容

80 BarL 150-0001 神宮前4-15-3 T's jingumae 102 サービス > 理容・美容 > 美容

81 ade-omotesando 150-0001 神宮前5-13-3 田ノ上ハウス1F サービス > 理容・美容 > 美容

82 プルースラウンジ 150-0001 神宮前2丁目32番3号 ニチハタビル4F サービス > 理容・美容 > 美容

83 REGARDS 150-0001 神宮前4-26-35-101 エステート神宮前 サービス > 理容・美容 > 理容

84 ジャンクション・ヘアギャラリー 150-0001 神宮前1-2-10 メゾンドシモン202 サービス > 理容・美容 > 理容

85 Richer 150-0001 神宮前6-23-17 サービス > 理容・美容 > ネイル

86 ネイルメンテナンススタジオ 150-0001 神宮前6-19-16 U-natura 501 サービス > 理容・美容 > ネイル

87 SUNNY LOT 150-0001 神宮前1-1-8- 102 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

88 珈琲茶館　集　原宿表参道店 150-0001 神宮前1-13-11 大西ビルB1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

89 UNCUT&LOUNGE 150-0001 神宮前1-15-12 シャトーヒロ本館305&408 サービス > 理容・美容 > 美容

90 FUGO harajuku 150-0001 神宮前1-19-8 原宿ファミリービル303 サービス > 理容・美容 > 美容

91 CINEMA HARAJUKU 150-0001 神宮前1-21-15 原宿ATMビルB1F サービス > 理容・美容 > 美容

92 パーラーじゃりンこ神宮前店 150-0001 神宮前1-23-26 JINGUMAECOMICHI2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

93 SCOO 150-0001 神宮前2-18-7 フードビル103 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

94 ハンガリーワインダイニング AZ Finom 150-0001 神宮前2-19-5 AZUMAビル B1F 飲食 > 外国料理 > その他

95 もつ鍋旦過 150-0001 神宮前2-19-5 AZUMAビル B1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

96 カーサベッラ 150-0001 神宮前2-3-30 第二竹上ビルB1 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

97 粥麺楽屋喜々 150-0001 神宮前2-6-6 秀和外苑レジデンス 飲食 > 外国料理 > 中国料理

98 BAGGAGE COFFEE 150-0001 神宮前3-14-17 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

99 カフェボラボラ原宿 150-0001 神宮前3-14-17 1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

100 yocca 150-0001 神宮前3-20-21 ベルウッド原宿2C サービス > 理容・美容 > 美容

101 ＲＵＡＬＡ 150-0001 神宮前3-20-21 ベルウッド原宿2C サービス > 理容・美容 > 美容

102 やさい家めい 表参道ヒルズ本家 150-0001 神宮前4-12-10 表参道ヒルズ　本館三階 飲食 > 日本料理 > その他

103 ごとうまきこ美容室 150-0001 神宮前4-18-11 サンクレスト原宿101 サービス > 理容・美容 > 美容

104  Mr.FARMER　表参道店 150-0001 神宮前4-5-12 セピア原宿ビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

105 とんかつまい泉　青山本店 150-0001 神宮前4-8-5 飲食 > 日本料理 > とんかつ・串かつ

106 トルネード 150-0001 神宮前4丁目5番10号 野口ビル2階 サービス > 理容・美容 > 美容

107 LANVERY 150-0001 神宮前5-2-5 Max Mara 6階 サービス > 理容・美容 > 美容

108 ReMiX 150-0001 神宮前5-28-7 ローヤルタウン306 サービス > 理容・美容 > 美容

109 花ぜん 150-0001 神宮前5-30-5 スカイラーク神宮前1階 飲食 > 日本料理 > その他

110 湖月 150-0001 神宮前5-50-10 ぴゅあ1 飲食 > 日本料理 > 日本料理

111 スパネイル表参道店 150-0001 神宮前5-52-2 青山オーバルビル4F サービス > 理容・美容 > ネイル

112 炭火焼鳥　鳥祐 150-0002 渋谷3-15-1 F93shibuya1  2階 飲食 > 日本料理 > 焼鳥

113 コンシールカフェ宮益坂 150-0002 渋谷1-8-5 小山ビル3F 飲食 > 外国料理 > インド料理

114 渋谷ベルゴ 150-0002 渋谷3-18-7 B1F 渋谷東一号館ビル 飲食 > 外国料理 > その他

115 串だおれ　渋谷宮益坂店 150-0002 渋谷一丁目12番7号 CR-VITE2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

116 月島もんじゃ　くうや　渋谷 150-0002 渋谷1-25-6-1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

117 sathi渋谷 150-0002 渋谷2-5-9 パル青山101 飲食 > 外国料理 > インド料理

118 KURA 渋谷店 150-0002 渋谷1-24-7 渋谷フラットビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

119 魚まみれ眞吉渋谷宮益坂店 150-0002 渋谷1-10-12 宮城ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

120 ミニオン 150-0002 渋谷3-14-5 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

121 キミドリ. 150-0002 渋谷3丁目12番24号小池ビル1F 小池ビル 飲食 > 居酒屋 > その他

122 Bar MIZ 150-0002 渋谷2-2-4 青山アルコーブ203 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

123 ターリー屋並木橋 150-0002 渋谷3-14-2 足立ビル1階 飲食 > 外国料理 > インド料理

124 中華風家庭料理　Yamaのuchi 150-0002 渋谷1-10-12 宮城ビルB2 飲食 > 外国料理 > 中国料理

125 UPLIGHT CAFE 150-0002 渋谷2-23-16 渋谷駅東口地下広場 B2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

126 Glorious Chain Café 150-0002 渋谷1-23-16 cocoti 1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

127 BARALCOOL 150-0002 渋谷2-8-4 東和青山ビルB01 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

128 獅天鶏飯 150-0002 渋谷3-18-10  大野ビル2号館2F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

129 VIVE LA VIE 150-0002 渋谷2-4-6 サンゼンビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

130 BANH MI STAR SHIBUYA by Nha Viet nam 150-0002 渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 2F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

131 THE THEATRE TABLE 150-0002 渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ11F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

132 鉄板やきそば・酒場　しぶやき 150-0002 渋谷3-13-1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋
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133 酒呑堂 150-0002 渋谷1-25-10 渋谷のんべい横丁2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

134 燻製酒場おりおん 150-0002 渋谷1-25-10 渋谷のんべい横丁 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

135 エノテカミヤヂ 150-0002 渋谷2-2-4 青山アルコーブ202 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

136 海月 150-0002 渋谷2-2-4 アルコーブ青山204 飲食 > 日本料理 > その他

137 BarLm. 150-0002 渋谷2丁目12番11号B1F 渋谷KKビル 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

138 yinega 150-0002 渋谷1-10-2 志水ビル1F 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

139 ファミリー 150-0002 渋谷1-10-2 志水ビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

140 sera coure 150-0002 渋谷1-20-11 渋谷アインス1610 サービス > 理容・美容 > 美容

141 ＩＮＦＩＮＩＣ 150-0002 渋谷3丁目18-4 渋谷3丁目ビル9F サービス > 理容・美容 > 美容

142 スペイン料理　シーフード　ワイン　ラスボカス 150-0002 渋谷 渋谷3丁目2-3帝都青山ビルB1 飲食 > 外国料理 > スペイン料理

143 un*de hair make studio 150-0002 渋谷1-12-11 HAMAMOTO Ⅱ　2F サービス > 理容・美容 > 美容

144 珈琲茶館　集　渋谷宮益坂店 150-0002 渋谷1-13-8 サカエビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

145 フリーマンカフェ 渋谷 150-0002 渋谷1-16-14 メトロプラザ2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

146 HEAT by UNCUT&LOUNGE 150-0002 渋谷1-22-10 TBミヤシタビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

147 串カツ田中　渋谷宮益坂店 150-0002 渋谷2-14-4 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

148 まいた 渋谷本店 150-0002 渋谷2-19-17 第106東京ビル9F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

149 VERBshibuya 150-0002 渋谷2-19-17 グローリア渋谷301 サービス > 理容・美容 > 美容

150 茶寮伊勢藤次郎 150-0002 渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

151 さつま おてちきや 150-0002 渋谷2-8-4 東和青山ビルB02 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

152 peche 150-0002 渋谷2-9-10 青山台ビル401 サービス > 理容・美容 > 美容

153 ズーガンズー渋谷店 150-0002 渋谷2-9-11 青山シティビルB1 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

154 月乃ひかり亭 150-0002 渋谷3-13-9 エトワールUビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

155 ヘアアンドエステナチュラル 150-0002 渋谷3-15-2 MTエステートビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

156 バーバーオガワ 150-0002 渋谷3-15-6 並木橋ビル1F サービス > 理容・美容 > 理容

157 写真集食堂　めぐたま 150-0011 東　3-2-7 飲食 > 日本料理 > 日本料理

158 しじゅうから 150-0011 東1-27-5 シンエイ東ビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

159 有限会社大穀 150-0011 東1丁目27番9号 飲食 > 日本料理 > ラーメン

160 Etain cafe & bar 150-0011 東2-15-1 Trias215 - 101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

161 夜ノ森 恵比寿 150-0011 東1丁目27-5 シンエイ東ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

162 ニル 150-0011 東1-25-5 フィルパーク渋谷東1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

163 居酒屋ふくみ 150-0011 東3-25-3 ライオンズプラザ恵比寿B 1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

164 es Cafe Bar & Beauty Salon 150-0011 東3丁目25番6号 楠ビル2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

165 ebisu diner olive 150-0011 東3-16-9 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

166 オステリア　しん介 150-0011 東4-7-2 1階部分 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

167 DALIcute 150-0011 東1-20-3 cs常磐松1階　DALIcute サービス > 理容・美容 > 美容

168 バグ 150-0011 東3-15-9 桑原ビル2階 サービス > 理容・美容 > 美容

169 PAM. 150-0011 東3-20-1 Ark Place 恵比寿3F サービス > 理容・美容 > 美容

170 オシャレサロンアサオカ 150-0011 東2-4-5 サービス > 理容・美容 > 理容

171 hair pocket 恵比寿 150-0011 東3-20-3 白鳥マンション1F サービス > 理容・美容 > 理容

172 Vegeater 150-0011 東1-14-12 常盤松マンション1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

173 THE OAK LEAF 150-0011 東2-17-12 十一ビル　1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

174 イエローカンパニー恵比寿本店 150-0011 東3-14-19オークヒルズ1階 飲食 > 日本料理 > その他

175 as always 150-0011 東3-20-8 オリエンタルビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

176 お好み焼　天現寺亭 150-0012 広尾5丁目25番6号 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

177 スペインバル貴バル 150-0012 広尾5-19-3 マチダビル1c 飲食 > 外国料理 > スペイン料理

178 AND THE FRIET 150-0012 広尾5丁目16番1号 飲食 > 外国料理 > その他

179 Antelope 150-0012 広尾5-3-15 HHBビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

180 有限会社もくもく 150-0012 広尾5丁目2番26号 M2ビル広尾 飲食 > 外国料理 > 中国料理

181 Stars☆Tokyo 150-0012 広尾1-15-6 ヒーロービル一階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

182 CASE広尾 150-0012 広尾5-18-2 飲食 > 外国料理 > その他

183 福寿司 150-0012 広尾5-4-15 飲食 > 日本料理 > 寿司

184 大阪王将広尾店 150-0012 広尾5-25-7 飲食 > 外国料理 > 中国料理

185 焼肉29TOWN 150-0012 広尾5-17-4 5Project 2F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

186 RUBYMURRAY 150-0012 広尾1-11-2 AIOS広尾ビル1F 飲食 > 外国料理 > インド料理

187 HASUO 150-0012 広尾5-10-3 フロストバード広尾1階 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

188 旬菜魚味家 150-0012 広尾5-3-12 飲食 > 日本料理 > 小料理

189 今尽 150-0012 広尾 3-1-26 飲食 > 日本料理 > その他

190 キッチンふるはし 150-0012 広尾5-18-2 飲食 > ステーキ・焼肉 > その他

191 きたぽん酒 150-0012 広尾1-10-5 日興パレス広尾プラザ103 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

192 イザカヤあだん 150-0012 広尾5-15-1 日計広尾コーポ1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

193 Matthew広尾 150-0012 広尾5-11-1 クリスタルミュー広尾303 サービス > 理容・美容 > 美容

194 La plume 150-0012 広尾5-19-20 落合ビル102 サービス > 理容・美容 > 美容

195 バーバーライオン 150-0012 広尾1-11-2 サービス > 理容・美容 > 理容

196 huul 150-0012 広尾5-8-12 飯田広尾ビル701 サービス > 理容・美容 > ネイル

197 Bar 松虎 150-0012 広尾1-16-2 VORT恵比寿II 2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

198 松玄 恵比寿 150-0012 広尾1-3-1 ハギワラビル1・1F 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

199 MyRoom雲母 150-0012 広尾5-17-4-3F 飲食 > 居酒屋 > その他
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200 Les amis d'Ami 150-0012 広尾5-19-11 U-Branch広尾 飲食 > 外国料理 > フランス料理

201 有限会社福田屋 150-0012 広尾5-3-14 飲食 > 日本料理 > 日本料理

202 ロジェカフェ 150-0013 恵比寿1-7-3 協栄マンション201 飲食 > 外国料理 > フランス料理

203 Delcharlro 150-0013 恵比寿4-4-14 イナビル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

204 城ヶ崎おかもと 150-0013 恵比寿2-9-1 EBISFLAT1B 飲食 > 居酒屋 > その他

205 串や　馬加羅亭 150-0013 恵比寿3-4-3 第四得丸ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

206 風花 150-0013 恵比寿1-22-10 カマスヤビル1F 飲食 > 日本料理 > 小料理

207 BAR EBIS 29 150-0013 恵比寿1-23-10 LCUBE EBIS 5F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

208 リストランテマッサ 150-0013 恵比寿1-23-22 小林鉄工ビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

209 恵比寿横丁　だるまてんぐ 150-0013 恵比寿1-7-2 オークビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

210 タイ屋台ラオラオ 150-0013 恵比寿4-4-14 恵比寿イナビル1階左 飲食 > 外国料理 > その他

211 ステーキむささび 150-0013 恵比寿4-23-12 茗荷原ビル1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

212 大衆喫茶つばき 150-0013 恵比寿2-1-4 ステージファースト恵比寿二番館102 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

213 PUBLIC HOUSE EPILOGUE 150-0013 恵比寿1-6-3 ゼネラルビル恵比寿イーストB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

214 ニャフェ・メランジェ 150-0013 恵比寿1-7-13　 麻仁ビル恵比寿3F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

215 恵比寿BAR  BASE2 150-0013 恵比寿1-5-8 初鹿野ビル2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

216 恵比寿BAR  BASE 150-0013 恵比寿1-12-7 三恵31ビル4階B号室 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

217 株式会社ALAWA 150-0013 恵比寿4-9-1 武川ビル2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

218 EBISUBASHI珊瑚 150-0013 恵比寿1-16-18 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

219 BARSync 150-0013 恵比寿1-8-7 三恵エイトビル102 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

220 Bar 糸 150-0013 恵比寿4-11-8 グランヌーノ301 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

221 四一一はなれ 150-0013 恵比寿4-9-15 ハギワラビル5 3階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

222 ebisu NUKA factory. 150-0013 恵比寿4-10-8 エビスビル102 飲食 > 日本料理 > 小料理

223 ラムアンドピース 150-0013 恵比寿4-9-5 マンションニューエビス 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

224 マンサルヴァ 150-0013 恵比寿4-23-7 恵比寿レーベン2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

225 BAR LOUNGE VIVI 150-0013 恵比寿1-12-7 三恵31ビル 6階C 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

226 ぶーてん 150-0013 恵比寿1-22-10 カマスヤビル101 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

227 YEBISU BAR STAND　恵比寿ガーデンプレイス店 150-0013 恵比寿4-20-5 恵比寿ガーデンプレイス エントランス
パビリオン棟1階

飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

228 BASE-CHIC 150-0013 恵比寿2-9-1 EBISU FLAT 1-A 飲食 > 外国料理 > その他

229 haconiwa. 150-0013 恵比寿1-20-1 恵比寿コンフォートビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

230 オリエンタルテーブルアマ恵比寿店 150-0013 恵比寿1-4-1 恵比寿ア-バンハウス104 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

231 BARDEBIS 150-0013 恵比寿1-22-14 石井ビルB1F 飲食 > 外国料理 > スペイン料理

232 黒毛七厘 150-0013 恵比寿1-23-16 第六大浦ビル102 飲食 > 外国料理 > その他

233 かんな美容室 150-0013 恵比寿2-23-1 サービス > 理容・美容 > 美容

234 エミュ 150-0013 恵比寿1-22-17 オーワビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

235 PLAISIR 150-0013 恵比寿4-9-13 中健ビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

236 エクシアホワイト恵比寿 150-0013 恵比寿2丁目28-16 オルテンシア恵比寿102号室 サービス > 理容・美容 > 美容

237 PALETA 150-0013 恵比寿4-10-3 あすかビル1F サービス > 理容・美容 > 美容

238 LIVING 150-0013 恵比寿4-10-5 東グリーンハイツ102 サービス > 理容・美容 > 美容

239 恵比寿2丁目サロンたに 150-0013 恵比寿2-5-8 サンクオーレ恵比寿103 サービス > 理容・美容 > 理容

240 ブッチャー・リパブリック エビス シカゴピザ & ビア 150-0013 恵比寿 1丁目11-5 GEMS恵比寿 1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

241 クラフトビール量り売りTAP&TUMBLER恵比寿店 150-0013 恵比寿 恵比寿MFビル1階 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

242 stance. 150-0013 恵比寿1-1-6 エビスオークビル1　1F サービス > 理容・美容 > 美容

243 松栄 恵比寿東口店 150-0013 恵比寿1-11-13 諸戸ビル2 B1F 飲食 > 日本料理 > 寿司

244 鮨博一 150-0013 恵比寿1-22-17 オーワビル1F 飲食 > 日本料理 > 寿司

245 gueninグエィニンTaiwanzakkacafe 150-0013 恵比寿1-22-23 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

246 恵比寿エスクラシコ 150-0013 恵比寿1-24-11-1F グラッセ 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

247 Lib 150-0013 恵比寿1-25-11 2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

248 邦人式中華酒館HOI 150-0013 恵比寿1-30-9 飲食 > 外国料理 > 中国料理

249 SODABAR 恵比寿 150-0013 恵比寿1-8-1 サン栄ビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > パーラー

250 HaHaHa WHITENING GYM&DENTAL SUPPORT 150-0013 恵比寿1丁目11-4 サービス > 理容・美容 > 美容

251 Anbeehive 150-0013 恵比寿3-3-8 ラピツカキヌマ1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

252 visavis美容室 - - サービス > 理容・美容 > 美容

253 BeefGarden恵比寿 150-0013 恵比寿4-10-8 orange恵比寿1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

254 恵比寿　吉乃坐 150-0013 恵比寿4-24-4 キエイビル1階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

255 マティーニbyMOI恵比寿 150-0013 恵比寿4-3-1 サービス > 理容・美容 > 美容

256 Nail&EyelashWHISP 150-0013 恵比寿4-5-23-1F サービス > 理容・美容 > ネイル

257 aphrodite 150-0013 恵比寿4-5-28 恵比寿ガーデン101 サービス > 理容・美容 > 美容

258 フェアリー恵比寿店 150-0013 恵比寿4-6-10 ホークビル1F サービス > 理容・美容 > ネイル

259 手打ち蕎麦と鴨料理　慈玄 150-0013 恵比寿　1-24-9 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

260 パイルカフェ 150-0021 恵比寿西1-8-2 ウエストパレスビル207 飲食 > 外国料理 > その他

261 インダストリアルラウンジ 150-0021 恵比寿西1-8-2 ウエストパレス205 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

262 和食と串揚げ六角亭 150-0021 恵比寿西1-36-5 1F 飲食 > 日本料理 > とんかつ・串かつ

263 Melt 150-0021 恵比寿西1丁目4番地7号LierEbisu2F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

264 楚々TheZen 150-0021 恵比寿西3-48-12 代官山ファーストビル　1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

265 恵比寿そそそ 150-0021 恵比寿西1-4-1 代官山ファーストビル　1F 飲食 > 居酒屋 > その他
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266 ビストロフジ 150-0021 恵比寿西1-8-2 ウエストパレス212 飲食 > 外国料理 > フランス料理

267 ベトナム料理 バインセオサイゴン屋台 恵比寿 150-0021 恵比寿西1-4-1 福隆ビル1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

268 CREAM PAND BAKERs 150-0021 恵比寿西2-14-10 TWONE代官山1F-B 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

269 バルコモド 150-0021 恵比寿西1-14-6 萩原ビル第6 1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

270 凛音 150-0021 恵比寿西1-8-13 エムロード戸田3F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

271 孫ヱ門 150-0021 恵比寿西2-10-2 高梨ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

272 オンザヒル 150-0021 恵比寿西2-15-9 代官山フラット一階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

273 グリーンカレー食堂 Green 150-0021 恵比寿西2丁目14-10 トゥワォン代官山 B-02 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

274 喫茶室 とし 150-0021 恵比寿西1丁目8-2 ウエストパレスビル1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

275 大衆かっぽう和家 150-0021 恵比寿西1-8-4 Diビル2F 飲食 > 日本料理 > 焼鳥

276 ouahouah 150-0021 恵比寿西2-18-6 代官山ウイング102 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

277 焼肉一七三本店 150-0021 恵比寿西1-9-2 YAMAビル1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

278 Virgin Swan 150-0021 恵比寿西1丁目14番6号 ハギワラビル6地下1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > スナック・
パブ・キャバレー

279 二代目鮓桂田 150-0021 恵比寿西2-17-8 アイティーオー代官山一階 飲食 > 日本料理 > 寿司

280 Bar dritt 150-0021 恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル101号 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

281 呑喰らい Don't Cry 150-0021 恵比寿西1-3-2 恵比寿テラスビル 1階A 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

282 ゆめの庵 150-0021 恵比寿西1-15-2 アパルトマンイトウ1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

283 SALA ridente 150-0021 恵比寿西2-17-22 アプリュスII 一階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

284 えびすさうなー 150-0021 恵比寿西1-21-5 ウエスト21 1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

285 BAR　andatt 150-0021 恵比寿西1-4-4 ルソレイユ地下1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

286 酒処 おやっとさぁ。 150-0021 恵比寿西1-7-15 エビス加藤ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

287 Wine Bar entendu! 150-0021 恵比寿西1-10-14 バルビゾン88 9階 飲食 > 外国料理 > フランス料理

288 もっとやるき恵比寿店 150-0021 恵比寿西1-9-1 第2ともえビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

289 Twenty eight.st 150-0021 恵比寿西1丁目7‐4 エビスファーストビル7F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

290 C'sBAR 150-0021 恵比寿西1丁目8-2 ウエストパレスビルB1-B 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

291 ミスター・フレンドリーカフェ 150-0021 恵比寿西2-18-6 -SPビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

292 美容室瞳工房 150-0021 恵比寿西1-16-4 ナガヤトビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

293 トゥーリックス 150-0021 恵比寿西2-17-5 サンビレッジ代官山1階 サービス > 理容・美容 > 美容

294 アンプス恵比寿店 150-0021 恵比寿西1丁目20番3号 三信ビル1F サービス > 理容・美容 > 美容

295 ブロッコリープレイヘアー 150-0021 恵比寿西1-30-16 オアシス代官山2F サービス > 理容・美容 > 美容

296 FOLK 150-0021 恵比寿西1-8-11 スバルAビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

297 KoKoChi 150-0021 恵比寿西1-31-14 グリーンマンション101 サービス > 理容・美容 > 美容

298 hyggelig 150-0021 恵比寿西1-34-21 クレスト代官山203 サービス > 理容・美容 > 美容

299 Heartim代官山 150-0021 恵比寿西2-18-6 代官山ウィング201 サービス > 理容・美容 > 美容

300 hair&make ioLani 150-0021 恵比寿西1-2-1 エビスマンション807 サービス > 理容・美容 > 美容

301 ルーパーアンド 150-0021 恵比寿西1-8-8 ライオンズマンション小川恵比寿904
号室

サービス > 理容・美容 > 美容

302 CANNA 150-0021 恵比寿西2丁目21番1号 青木ビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

303 tranquil 150-0021 恵比寿西2丁目21番1号 青木ビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

304 Lucy by PAM. 150-0021 恵比寿西1-17-10 ヒロ代官山ビル1F サービス > 理容・美容 > 美容

305 ネイルケア専門店エムズネイル恵比寿 150-0021 恵比寿西1-5-1 WOYEBISU402 サービス > 理容・美容 > ネイル

306 SOLMANI 150-0021 恵比寿西1-32-14 DearEbisu9F サービス > 理容・美容 > ネイル

307 恵比寿　宮崎ダイニング　ヒムカテラス 150-0021 恵比寿西1-20-8 コンド恵比寿 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

308 Taloon Hair 150-0021 恵比寿西1-3-10 EBISU　TANAKA　BLDG3F サービス > 理容・美容 > 美容

309 Body 150-0021 恵比寿西1-3-4 Oak Cabin 1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

310 たまきんち 150-0021 恵比寿西1-3-5 アルス恵比寿メイクス106 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

311 トラットリアサルサマーレ 150-0021 恵比寿西1-36-5 2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

312 米福 150-0021 恵比寿西1-4-2 川田ビルB1F 飲食 > 日本料理 > その他

313 BAR　natural - - 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

314 カイトバル 150-0021 恵比寿西1-7-13 スウィングビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

315 焼肉チャンピオン PENTHOUSE 150-0021 恵比寿西1-9-3 入船ビル 9F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

316 collina 150-0021 恵比寿西2-16-12 2F サービス > 理容・美容 > 美容

317 QUATRE VINGT HUIT - キャトルヴァンユイット 150-0021 恵比寿西2-20-8 パーフェクトルーム316 サービス > 理容・美容 > ネイル

318 恵比寿ダルマット 150-1500 恵比寿西2-7-8 Sリトリート 1F/B1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

319 Solpisca 150-0021 恵比寿西2-8-6 ACN恵比寿西ビル7F サービス > 理容・美容 > 美容

320 TOMATO 150-0021 恵比寿西2-8-9 代官山宝ビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > スナック・
パブ・キャバレー

321 トーチカフェ 150-0022 恵比寿南2-1-12 サトウビル2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

322 パラドール 150-0022 恵比寿南2-3-1 パイザ恵比寿ビル2F 飲食 > 外国料理 > スペイン料理

323 Wine Bar ETSUBO 150-0022 恵比寿南2-13-14 茶屋坂T&Kビル2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

324 ノンベエエビス 150-0022 恵比寿南2-3-3 第一恵比寿マンション地下 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

325 魚まみれ眞吉恵比寿店 150-0022 恵比寿南1-11-1 松本ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

326 大衆酒場けいじ 150-0022 恵比寿南1-8-11 タオスビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

327 MAGURO MARKET　RAYARD MIYASHITA PARK 150-0022 神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK　
South　3F

飲食 > 外国料理 > その他

328 青森×イタリアンえびな亭 150-0022 恵比寿南2-3-11 B1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

329 恵比寿　牡蠣ツ端 150-0022 恵比寿南1-9-2 AIビルB1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋
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330 BISTRO SAVEUR　（ビストロサヴェール） 150-0022 恵比寿南1丁目17-17 TimeZoneテラスビル3階全号
室

飲食 > 外国料理 > その他

331 恵比寿489 150-0022 恵比寿南2-1-6 鳥居ビル5階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

332 ニャーヴェトナム恵比寿本店 150-0022 恵比寿南1丁目18番9号 タイムゾーンヒルトップビル3
階

飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

333 Noir 150-0022 恵比寿南3-1-25 Ice Cube 5F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

334 FoxTrot 150-0022 恵比寿南2-2-8 神山ビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

335 MATAHARI 150-0022 恵比寿南1-1-3 マツダイビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

336 焼肉一七三向山 150-0022 恵比寿南1-13-3 GOLDビル5F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

337 酒と焼肉　ニュートミー 150-0022 恵比寿南1-1-3 今鉾ビル1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

338 Yellow 150-0022 恵比寿南1-8-9 第一黄色いビル4F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

339 cafe＆Bar Rooster 150-0022 恵比寿南2-2-1 込山ビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

340 福はうち 150-0022 恵比寿南1-4-5 けやきビルB1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

341 イタリアン　 chim chim 150-0022 恵比寿南1-9-12 ピトレスクビル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

342 吉崎食堂 150-0022 恵比寿南 T.ナカムラビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

343 cafebar home S 150-0022 恵比寿南1-7-8 ニューライフ恵比寿204 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

344 Lamb u 恵比寿 150-0022 恵比寿南1-4-17 GINZA K2ビル1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

345 レストラン間 150-0022 恵比寿南2-25-3 EBISU 　HANA　BLDG　1F 飲食 > 外国料理 > フランス料理

346 Cafe&bar The4th EBISU 150-0022 恵比寿南2-3-12 je1ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

347 銀座ライオン　アトレ恵比寿店 150-0022 恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿　6F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

348 恵比壽ビヤホール 150-0022 恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル B1F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

349 ＮＥＯＮ 150-0022 恵比寿南2-3-3 第一恵比寿マンション B1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > スナック・
パブ・キャバレー

350 DA HOUSE 150-0022 恵比寿南2-3-15 cocospace恵比寿南2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

351 BAR風木 150-0022 恵比寿南1-1-4 村田ビル3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

352 6GRAMSstreet 150-0022 恵比寿南2-1-11 恵比寿A・Mビル1a 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

353 恵比寿焼鳥しんご 150-0022 恵比寿南1-8-10 アンシュティーク恵比寿2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

354 トラットリアトマティカ 150-0022 恵比寿南2-17-5 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

355 エビスルンバ 150-0022 恵比寿南2-3-3 第一恵比寿マンション地下15室 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

356 ローカルインディア恵比寿本店 150-0022 恵比寿南1-23-8 アメリカンブリッジビル2階 飲食 > 外国料理 > インド料理

357 蕎麦と日本酒八福寿家恵比寿店 150-0022 恵比寿南1-18-11 エビステムズコート　八福寿家 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

358 鉄板焼バルcam 150-0022 恵比寿南1-23-8 アメリカンブリッジビル2階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

359 エッセ 150-0022 恵比寿南2-4-19 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

360 株式会社ＥＮＩＳＨＩ 150-0022 恵比寿南2丁目20番1号 只木ビル2階 サービス > 理容・美容 > 美容

361 Nepenji恵比寿 150-0022 恵比寿南2-6-14 サウスコート恵比寿　1F サービス > 理容・美容 > 美容

362 Nepenji　はなれ 150-0022 恵比寿南2-5-2 TYフラッツ　1F サービス > 理容・美容 > 美容

363 MUSTACHE 150-0022 恵比寿南2-2-8 神山ビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

364 suntieMn　TOKYO 150-0022 恵比寿南1-13-3 GOLD2F北 サービス > 理容・美容 > 美容

365 LULLABY恵比寿店 150-0022 恵比寿南1-2-10 エビスユニオンビル8階 サービス > 理容・美容 > 美容

366 ｍｅｅｔｓ　ＨＡＮＤ 150-0022 恵比寿南2丁目24番2号 メゾンホリ1階 サービス > 理容・美容 > 美容

367 nailsalon LUCE 150-0022 恵比寿南2-8-5 岩崎ビル1F サービス > 理容・美容 > ネイル

368 プラステイックオーシャン 150-0022 恵比寿南1-1-3 イマホコビル2F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

369 アンジェリーナ 150-0022 恵比寿南1-2-10 エビスユニオンビル401 サービス > 理容・美容 > 美容

370 松栄 恵比寿本店 150-0022 恵比寿南1-2-4 飲食 > 日本料理 > 寿司

371 焼肉チャンピオン 恵比寿本店 150-0022 恵比寿南1-2-8 雨宮ビル 1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

372 Salt恵比寿 150-0022 恵比寿南1-3-2 エルスタンザ恵比寿B1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

373 恵比寿ホルモン龍村 150-0022 恵比寿南1-4-17 GinzaK2ビル4階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

374 麦酒庵恵比寿店 150-0022 恵比寿南1-4-17 GinzaK2ビル4階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

375 TANTO TANTO OSTERIA　アトレ恵比寿 150-0022 恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿店6F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

376 Mr.FARMER　アトレ恵比寿 150-0022 恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿店6F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

377 HB 150-0022 恵比寿南1丁目8‐10 アンシュティークエビス3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

378 LUCUA 150-0022 恵比寿南2-1-4 ジョワレ恵比寿6F サービス > 理容・美容 > 美容

379 Bar松下 150-0022 恵比寿南2-1-6 鳥居ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

380 Nove 150-0022 恵比寿南2-9-4 安島ビル2 B1F サービス > 理容・美容 > 美容

381 PUERTAsakuragaoka 150-0031 桜丘17-12 ジョンソンビル2F-R 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

382 On The Wine 150-0031 桜丘町30-9 桜丘芳和ビルB1 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

383 Bar夜行 150-0031 桜丘町16-2 サクラブルーム201 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

384 Kouji＆ko ITALIAN 150-0031 桜丘町16-13 桜丘フロントⅡビル2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

385 ハイパー 150-0031 桜丘町16-8 アトラス桜丘ビル301 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

386 イタリアンレストランズッカ 150-0031 桜丘町10-4 モドマルシェビル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

387 ラーメン・つけ麺・桜ん坊 150-0031 桜丘町16-8 アトラス桜丘ビル 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

388 belmare 150-0031 桜丘町24-2 第3富士商事ビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

389 まぜそば七 150-0031 桜丘町16番10号 飲食 > 日本料理 > ラーメン

390 ちょい呑みバー 8カウント 150-0031 桜丘町16-8 アトラス桜丘ビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

391 music bar 45 145-0031 桜丘町17-10 吉野ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

392 Taki 150-0031 桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル3F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

393 ベトナム料理　フォーのお店　ハノイのホイさん 150-0031 桜丘町17番6号 渋谷協栄ビル 1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

394 ポートオブコール代官山 150-0032 鶯谷町1-3 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード
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395 comecafe  Osamu bar 150-0032 鶯谷町8-10 代官山トゥエルブ2 2F-A 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

396 The Bake 150-0032 鶯谷町7-6 磯田ビル1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

397 ARALE 150-0032 鶯谷町7-12 GranDuo渋谷1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

398 コテ・フー 150-0032 鶯谷町8-10 代官山トゥエルブ2 / 1階D区画 飲食 > 外国料理 > フランス料理

399 椋鳥 150-0032 鶯谷町8-8 イートス代官山B1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

400 toB 150-0032 鶯谷町4-21 ELCASA 1B サービス > 理容・美容 > 美容

401 KeelBeauty 150-0032 鶯谷町7-10 12マンス2階 サービス > 理容・美容 > 美容

402 Asian dining and bar sathi 150-0033 猿楽町23-6 Scott side 代官山2f 飲食 > 外国料理 > インド料理

403 アロハテーブル代官山 150-0033 猿楽町17-10 代官山アートビレッジ1F 飲食 > 外国料理 > その他

404 HEAVENLY Island Lifestyle 代官山 150-0033 猿楽町24-7 代官山プラザ 2F 飲食 > 外国料理 > その他

405 BONTA ITALIA 150-0033 猿楽町12番35号 t+Daikanyama 1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

406 美味飲茶酒樓 150-0033 猿楽町11-6 サンローゼ代官山204 飲食 > 外国料理 > 中国料理

407 とんかつのげん田 150-0033 猿楽町24-7 代官山プラザ B1 飲食 > 日本料理 > とんかつ・串かつ

408 代官山間人 150-0033 猿楽町9-8 アーバンパーク代官山1・B03 飲食 > 日本料理 > 日本料理

409 代官山天風 150-0033 猿楽町1-5 代官山ハイム103 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

410 梁 150-0033 猿楽町12-10 DHビル1D 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

411 Queen's Collection Chocolate Cafe 150-0033 猿楽町25-3 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

412 モンキーカフェ 150-0033 猿楽町12-8 -1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

413 AKUBI-台湾火鍋&クラフトビール- 150-0033 猿楽町2-13 F93daikanyama 1F 飲食 > 外国料理 > その他

414 alloy代官山 150-0033 猿楽町12-35 t+DAIKANYAMA 2F サービス > 理容・美容 > 美容

415 カレンダ 150-0033 猿楽町2-11 氷川ビル303号 サービス > 理容・美容 > 美容

416 Roston Hair 150-0033 猿楽町20-6 サービス > 理容・美容 > 美容

417 ヴェガ 150-0033 猿楽町29番18号 ヒルサイドテラスA棟 サービス > 理容・美容 > 美容

418 daikanyamaSOU 150-0033 猿楽町12-10 DHビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

419 VoguA 150-0033 猿楽町26-2 sarugaku E-B1 サービス > 理容・美容 > 美容

420 dandelion 150-0034 代官山町13-4 ヴォーグ代官山2 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

421 喫茶と酒場　代官山ジャンプ 150-0034 代官山町13-4 セレサ代官山2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

422 代官山パンケーキカフェ　Clover’s 150-0034 代官山町18-8 堀井代官山ビル2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

423 代官山Kyogo 150-0034 代官山町18-4 代官山マンジビル2号室 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

424 L.C.d.B 150-0034 代官山町15-8 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

425 LAIDBACK 150-0034 代官山町8-6 アイディ代官山B1-E サービス > 理容・美容 > 美容

426 Hotely 150-0034 代官山町13番7号 ベルビー代官山3F サービス > 理容・美容 > 美容

427 Hi Nails! 150-0034 代官山町 16-1カスティーヨ代官山501号室 サービス > 理容・美容 > ネイル

428 スプリングバレーブルワリー東京 150-0034 代官山町13-1 ログロード代官山内 飲食 > 外国料理 > その他

429 白髪抜きとネイルの専門店Miyance代官山店 150-0034 代官山町13-8 キャッスルマンション代官山2F サービス > 理容・美容 > ネイル

430 La Fab. Daikanyama 150-0034 代官山町14-24 ワイエム代官山102 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

431 たい焼き新宿椿庵 150-0034 代官山町16-2 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

432 Cuore 150-0034 代官山町20-6 IDE 代官山1F サービス > 理容・美容 > ネイル

433 代官山 のんき 150-0034 代官山町8-15 DIビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

434 ADENIAアデニア 150-0035 鉢山町1番7号 飲食 > 外国料理 > フランス料理

435 アンジェパティオ 150-0036 南平台町12-11 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

436 デニーズ南平台店 150-0036 南平台町16-11 MFPR渋谷南平台ビル 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

437 チアーアップトーキョーハチ公前店 150-0041 神南1-23-7 第一榮來ビル7F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

438 バー・ロカイユ 150-0041 神南1-3-3 サンフォーレスト601 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

439 中華そば天宝 150-0041 神南1丁目10番7号 テルス神南1F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

440 T4KITCHEN 150-0041 神南1-12-16 ASIABUILDING 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

441 デニーズ渋谷公園通り店 150-0041 神南1-16-3 ブルヴァールビル2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

442 CAMELOT 150-0041 神南1丁目18番2号 フレーム神南坂B1～B3 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > クラブ

443 燻製BARオリオン 150-0041 神南1-20-9 パークウェイ渋谷2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

444 B3SalonTotalBeautyStudio 150-0041 神南1丁目20番16号 高山ランドビル5階 サービス > 理容・美容 > 美容

445 OKOKAY 150-0041 神南1丁目20-16高山ランドビル 5階 サービス > 理容・美容 > 美容

446 九月堂 150-0041 神南1-15-12 佐藤ビル2階 飲食 > 外国料理 > 中国料理

447 ジンナンカフェ渋谷 150-0041 神南1-17-5 クーラビル1F&B1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

448 Bar and Shisha Vedge 150-0071 神南1-20-8 パークウェイテラス4F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

449 BANKSIA 150-0041 神南1-8-17 横山ビル1階 サービス > 理容・美容 > 美容

450 CELSUS SECRET GARDEN 150-0041 神南1丁目20番15号 和田ビル202 サービス > 理容・美容 > 美容

451 月島もんじゃ　おこげ渋谷 150-0042 宇田川町24-8 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

452 SALASA サラサ 150-0042 宇田川町28-12 アダチビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

453 ケニックカレー 150-0042 宇田川町13番9号 KN渋谷2ビル4階 飲食 > 外国料理 > インド料理

454 SHIBUYA BALL 150-0042 宇田川町4番9号 くれたけビル 4階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

455 㐂宵 150-0042 宇田川町36-16 プラザマリーナビル103 飲食 > 居酒屋 > その他

456 Bistro Horitetsu 150-0042 宇田川町42-15 中島ビルB1 飲食 > 外国料理 > フランス料理

457 SINGAPORE HOLIC LAKSA 150-0042 宇田川町37-15 ARISTO渋谷2F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

458 BODY&SOUL 150-0042 宇田川町2-1-B15 渋谷ホームズB-15 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > ライブハウ
ス

459 &BASSO 150-0042 宇田川町11-1 柳光ビル別館2階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

460 北陸旬鮮かわせ 150-0042 宇田川町2-1 渋谷ホームズB1 飲食 > 日本料理 > 日本料理
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461 桜ガーデン渋谷 SAKURA GARDEN 150-0042 宇田川町30-5 JOWビル5F 飲食 > 外国料理 > その他

462 N9Y　奥渋店 150-0042 宇田川町37-11 大久保ビル　1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

463 ごんべえ 150-0042 宇田川町31-3 第三田中ビルB1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

464 RUBIA 150-0042 宇田川町13-4 国際ビル C館 飲食 > 外国料理 > その他

465 モガカフェ 150-0042 宇田川町4-9 くれたけビル2階 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

466 グッドグッドノットバッド 150-0042 宇田川町4番8号 昭和ビル101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

467 バー　ムーンシャイナー 150-0042 宇田川町28-1高山ランド第15ビル9F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

468 ノースマリンドライブ 150-0042 宇田川町11-2 2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

469 燦々 150-0042 宇田川町37-15 ヨネクラハウス　1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

470 ビストロブラウン 150-0042 宇田川町33-10 J+RビルJサイド2F 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

471 金ちゃん渋谷本店 150-0042 宇田川町30-5 渋谷JOWビル9階 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

472 金ちゃん渋谷2号店 150-0042 宇田川町28-15 サンマルジェビル5階 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

473 タイベトナム料理の店アジアの味 150-0042 宇田川町28番12号 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

474 株式会社nsp 150-0042 宇田川町37-14 塚田ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

475 Le Comptoirル・コントワール渋谷店チーズ・ナチュラル
ワイン

150-0042 宇田川町37-15 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

476 ヘアサロンナノ 150-0042 宇田川町12-17 プロトビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

477 喫茶SMiLE 喫茶スマイル 150-0042 宇田川町11-11 柳光ビル本館3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

478 リゾットカフェ東京基地はなれ　スペイン坂 150-0042 宇田川町16番14号 松下ビル2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

479 渋谷マスダ亭 150-0042 宇田川町22-1 マスダ亭 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

480 渋谷西村フルーツパーラー道玄坂店 150-0042 宇田川町22-2　2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > パーラー

481 中国料理白鳳 150-0042 宇田川町24-1 髙木ビル地下1階中国料理白鳳 飲食 > 外国料理 > 中国料理

482 ヴェントゥーノトウキョウ 150-0042 宇田川町24-1 髙木ビル地下1階中国料理白鳳 飲食 > 外国料理 > フランス料理

483 ワゴンリ 150-0042 宇田川町25-3 2階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

484 リゾットカフェ東京基地　渋谷店 150-0042 宇田川町28-1 高山ランド第15ビル7F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

485 THE ALDGATE British Pub 150-0042 宇田川町30-4 新岩崎ビル3F 飲食 > 外国料理 > その他

486 CoCo都可 渋谷本店 150-0042 宇田川町32-15 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

487 珈琲茶館　集　プレミアムグランド渋谷店 150-0042 宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

488 shibuya101 150-0042 宇田川町34-6 M&Iビル3F-A 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

489 YOLO完全個室プライベートサロン 150-0042 宇田川町36-22 ノア渋谷パート2 405 サービス > 理容・美容 > 美容

490 む鉄砲 150-0042 宇田川町41-28 茂木ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

491 pipal 150-0042 宇田川町42-11 プラザ51 1F 飲食 > 外国料理 > フランス料理

492 クラフトビール量り売り TAP&CROWLER 渋谷店 150-0042 宇田川町6-20 パラシオン渋谷1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

493 ギャラリーコンシールシブヤ 150-0043 道玄坂1-11-3 富士商事ビル4F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

494 エマラウンジ 150-0043 道玄坂1-14-9 ソシアルビル2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

495 こしの 150-0043 道玄坂2-16-19 都路ビル105 飲食 > 日本料理 > 小料理

496 ワインバルRough 150-0043 道玄坂2-17-2 トップ美奄1階 飲食 > 外国料理 > フランス料理

497 バッキー 150-0043 道玄坂1-6-5 クキビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

498 本格タイ料理バル　プアン　渋谷店 150-0043 道玄坂1-5-9 ザ・レンガビル2階 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

499 居酒屋　九四六屋 150-0043 道玄坂2ー23ー1 小池ビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

500 きまぐれクミコ 150-0043 道玄坂2-20-26 藤和エクシール道玄坂B1-5 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

501 酒場てづか 150-0043 道玄坂1-13-1 Mビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

502 渋谷フォルチェ 150-0043 道玄坂1-5-2 渋谷SEDEビル5F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

503 神戸焼肉かんてき　渋谷店 150-0043 道玄坂2-7-6 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

504 神戸焼肉かんてき　渋谷ハナレ店 150-0043 道玄坂2-6-7 4階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

505 渋谷花魁 150-0043 道玄坂2丁目22-6 ゴールデンヒルズA棟 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

506 焼肉　寿亭 150-0043 道玄坂2-9-2 ブルマン正実ビルB1 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

507 ロブスター＆シャンパンEbizo 150-0043 道玄坂2丁目19-3 ライオンズマンション104 飲食 > 外国料理 > その他

508 料理人のいる魚屋ガシラ 150-0043 道玄坂1丁目19番5号 飲食 > 日本料理 > 日本料理

509 もしも食堂 150-0043 道玄坂1-2-3 東急プラザ6F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

510 Bar Winny 150-0043 道玄坂2-29-18 清水ビル8階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

511 酒処　富川 150-0043 道玄坂1-5-5 藤木ビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

512 らせら 150-0043 道玄坂1-20-12 地下1階MT道玄坂ビル 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

513 MEAT＆OYSTER kairi 150-0043 道玄坂1-11-1 第二大番ビル203 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

514 Ottotto Brewery 渋谷道玄坂店 150-0043 道玄坂2-25-15 福田ビル1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

515 金タレ　渋谷道玄坂店 150-0043 道玄坂2-25-15 福田ビルB1 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

516 Cafe＆Bar1985 150-0043 道玄坂2-22-6 CREA道玄坂1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

517 イーツファン 150-0043 道玄坂1-7-8 新井ビル3階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

518 銀座ライオン　渋谷マークシティ店 150-0043 道玄坂1-12-5 渋谷マークシティウエスト　4F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

519 鳥源氏 150-0043 道玄坂2-29-18 才藤第二ビル4F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

520 房総ホルモン道玄坂基地店 150-0043 道玄坂1-13-1 Mビル2F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

521 どうげんざかかつ 150-0043 道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂109 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

522 Shibuya　Fromage　倶楽部　 150-0043 道玄坂2-10-1 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

523 本格炭火焼鳥たくみ 150-0043 道玄坂2-23-13 渋谷デリタワー3F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

524 ビール100円たんと 150-0043 道玄坂1-9-1 梅山ビルB1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

525 広瀬 150-0043 道玄坂1-13-2 MMビル2F 飲食 > 日本料理 > 小料理

526 ホブゴブリン渋谷 150-0043 道玄坂1-3-11 一番ビル3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー
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527 多古菊 150-0043 道玄坂1丁目6番2号 ファイブビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

528 HABURASHIBEERANDPOTATO 150-0043 道玄坂2-9-4 道玄坂LEE-ONEビル3階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

529 株式会社花菱 150-0043 道玄坂2-16-7 花菱ビル1階 飲食 > 日本料理 > うなぎ

530 トウカカレー 150-0043 道玄坂1丁目6-10 早川ビルB1F 飲食 > 日本料理 > その他

531 R∴EVOL 150-0043 道玄坂2丁目25番10号小田原屋ビル6階 サービス > 理容・美容 > 美容

532 Pure Soul 150-0043 道玄坂2-23-10 渋谷ランドビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

533 まつげ家Kurun渋谷店 150-0043 道玄坂1-18-8 渋谷道玄坂プラザ仁科屋ビル904 サービス > 理容・美容 > 美容

534 文化村ドゥ マゴ パリ 150-8507 道玄坂 2丁目24番1号 飲食 > 外国料理 > フランス料理

535 文化村ロビーラウンジ 150-8507 道玄坂 2丁目24番1号 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

536 炭火焼肉ぶち　渋谷南口店 150-0043 道玄坂1-10-2 渋谷CRビル　B2F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

537 Taki AKANE 150-0043 道玄坂1-11-1 第2大番ビル404 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

538 tokyo salonard cafe : dub 150-0043 道玄坂1-11-3 富士商事ビル2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

539 コップンタイガー 150-0043 道玄坂1-11-3 富士商事ビル2F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

540 サーティワンアイスクリーム　渋谷マークシティ店 150-0043 道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ イースト 4F 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

541 BAR日知屋 150-0043 道玄坂1-17-9 ヴェラハイツ道玄坂 1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

542 LA17 150-0043 道玄坂1-19-8 斉丸道玄坂ビル2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

543 Counter Sharing imantokoro 150-0043 道玄坂1-20-2 オリエンタル道玄坂B1-001 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

544 酒とご飯ビオサケダイニングリンリン 150-0043 道玄坂1-22-11 星野ビルB! 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

545 純米酒専門YATA渋谷店 150-0043 道玄坂1-6-9 ILA道玄坂ビル5F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

546 Wailele 150-0043 道玄坂1-7-8 新井ビル2F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

547 鮨㐂すしき 150-0043 道玄坂1-7-9 Y-placeビル3階 飲食 > 日本料理 > 寿司

548 TOKYO KAKI STAND 渋谷道玄坂 150-0043 道玄坂2-16-1 ミノハナビル1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

549 串カツ田中　渋谷百軒店店 150-0043 道玄坂2-18-7 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

550 ジンギスカン羊一渋谷店 150-0043 道玄坂2-20-9 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

551 BAR 30 CLUB 150-0043 道玄坂2-23-11 トウショウビル3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

552 ビグ 150-0043 道玄坂2-23-11 トウショウビル3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

553 Bar×Grill Lust 150-0043 道玄坂2-23-13 渋谷デリタワー8階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

554 串音 150-0043 道玄坂2-23-13 渋谷デリタワー5階 飲食 > 日本料理 > とんかつ・串かつ

555 BAR SHIBUYA KALLAS(カラス 150-0043 道玄坂2-23-13 渋谷デリタワー10階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

556 TANTO TANTO　東急百貨店渋谷本店 150-0043 道玄坂2-24-1 東急百貨店本店8F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

557 珈琲茶館　集　プレミアム渋谷駅前店 150-0043 道玄坂2-29-3 道玄坂共同ビル1・2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

558 bar蕾 150-0043 道玄坂道玄坂1-19-6 津田ソシアルビル地下1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

559 株式会社　松木家 150-0044 円山町6-8 松木家ビル1階　　 飲食 > 日本料理 > その他

560 BAR31° 150-0044 円山町1-18 ミネビル3F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

561 くいものや洛 150-0044 円山町19-12 ウエストビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

562 bar kaze 150-0044 円山町1-3 SKビル4F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

563 北海道&沖縄酒場シブネコ 150-0044 円山町23-8 円ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

564 Bubbles 150-0044 円山町7-2 EDIFICE渋谷101 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

565 ば〜ささめ 150-0044 円山町1-18 峯ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

566 房総ホルモン渋谷本店 150-0044 円山町7-11 梅北ビル1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

567 ひととき 150-0044 円山町27-3 円山町ビル2階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

568 メルローズ•アベニュー 150-0044 円山町25-7 菊屋in渋谷1階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

569 渋谷ゴルフクラブ 150-0044 円山町25-7 ファザーランド渋谷5階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

570 ビストロボルドー 150-0044 円山町12-10　HTマルヤマ 飲食 > 外国料理 > フランス料理

571 エステサロンテイアラ 150-0044 円山町5-4 フィールA渋谷7階 サービス > 理容・美容 > 美容

572 和楽 150-0045 神泉町10-2第五岡崎ビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

573 アネモネ 150-0045 神泉町12-7 Foursビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

574 旬おばんざいと発酵酒肴　ただ今 150-0045 神泉町15-6 飲食 > 日本料理 > 日本料理

575 海鮮処向井 150-0045 神泉町15-6 1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

576 TurnTableRestaurant 150-0045 神泉町10-3 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

577 土濵笑店 150-0045 神泉町12-4 アーガス神泉ビル2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

578 TurnTableHostel 150-0045 神泉町10-3 サービス > 旅行・宿泊 > 旅館・ホテル

579 BAR A seat 150-0045 神泉町1-19 美幸ビル1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

580 たもいやんせ渋谷店 150-0045 神泉町10-10 volt渋谷神泉ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

581 神泉 遠藤利三郎商店 150-0045 神泉町11-9 ワインアパートメント 1F 飲食 > 外国料理 > フランス料理

582 アテド 150-0045 神泉町12-6 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

583 Green Sloth 150-0045 神泉町8-12 ザ・シティ渋谷神泉3F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

584 Bistro eight 150-0046 松濤1-28-6 飲食 > 外国料理 > フランス料理

585 キュイジーヌ エ ヴァン アルル 150-0046 松濤1丁目25番6号 パークサイド松濤101 飲食 > 外国料理 > フランス料理

586 urura 150-0046 松濤 1丁目29-2　スクエアビル 2F 飲食 > 外国料理 > フランス料理

587 BYRONBAY TOKYO 150-0046 松濤1-28-8 サービス > 理容・美容 > 美容

588 SKILLED 150-0046 松濤1-28-8 池田ビル1F サービス > 理容・美容 > 美容

589 BASE 150-0046 松濤2-14-12 シャンボール松涛106 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

590 SHIBUYA CHEESE STAND 150-0047 神山町5-8ステラハイム神山101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

591 Craftbeer gau's 150-0047 神山町16-4 ヴィラメトロポリス2A 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

592 2031 150-0047 神山町16-4 ヴィラメトロポリス5A 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

593 立飲み　ゆみちゃん 150-0047 神山町40-1 鈴井ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋
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594 ピポンペン 150-0047 神山町40-1 鈴井ビル 2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > パーラー

595 澄音 150-0047 神山町17-1 第二渡辺ビル3F B 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > スナック・
パブ・キャバレー

596 CAMELBACK sandwich＆espresso 150-0047 神山町42番2号 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

597 maruta 150-0047 神山町17-1 第二渡辺ビル3A 飲食 > 日本料理 > 日本料理

598 おいちゃん 150-0047 神山町9-14 白樺ビル102 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

599 酔香楼 150-0047 神山町6-2 ホテルニューワシントン 1階 飲食 > 外国料理 > 中国料理

600 FREAKY 150-0047 神山町43-2 神山町ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

601 ANANAS COFFEE 150-0047 神山町7-15 イムーブル渋谷神山町4F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

602 WEPwafflefactory 150-0047 神山町25-17 UpperHillscourt101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

603 HACHIYAcurry 150-0047 神山町10-8 グランドゥール101 飲食 > 外国料理 > インド料理

604 滝乃家 150-0047 神山町4番19号 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

605 Cidernaut 150-0047 神山町16-4 堀内ビル 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

606 3.08HAIR&MAKE-UP 150-0047 神山町9-15-1F サービス > 理容・美容 > 美容

607 奥渋魚力 150-0047 神山町 40-4 飲食 > 日本料理 > 日本料理

608 BARE nail treatment salon 150-0047 神山町 3-3 T’s green 渋谷神山201 サービス > 理容・美容 > ネイル

609 渋谷神山　聞弦坊 150-0047 神山町11-17 日興パレス渋谷 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

610 鮨五徳 150-0047 神山町12-8 飲食 > 日本料理 > 寿司

611 海鮮ワイン酒房　VINDUSTRY 150-0047 神山町4-18 フィルトップ神山　2F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

612 奥渋谷 もつ焼のんき 150-0047 神山町4-18 フィルトップ神山1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

613 オーノ・ブォーノ 150-0047 神山町40-3 神山ビル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

614 Sumika Hair&Make 150-0047 神山町9-5 ホーリーランドAmi  301 サービス > 理容・美容 > 美容

615 THE TEST KITCHEN 150-6090 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1階 
PORTAL POINT Ebisu E

飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

616 そうめんそそそ研究室 150-8510 渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 6F 6-7 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

617 やさい家めい 渋谷ヒカリエ店 150-8510 渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7F 飲食 > 日本料理 > その他

618 セルリアンタワー東急ホテル　ガーデンキッチン「かる
めら」

150-8512 桜丘町26-1 セルリアンタワー東急ホテル 飲食 > 外国料理 > その他

619 セルリアンタワー東急ホテル　ガーデンラウンジ「坐忘」 150-8512 桜丘町26-1 セルリアンタワー東急ホテル　LBF 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

620 AGING SANDWICH 151-0051 千駄ヶ谷4.-30-6 エビデンワビルB1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

621 ドナテロウズ新宿タカシマヤタイムズスクエア店 151-0051 千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア12F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

622 立吞寿ずらん 151-0051 千駄ヶ谷3-32-7 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

623 ムーンドッグ 151-0051 千駄ヶ谷3-26-5 金子裕俊 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

624 Ryuda 151-0051 千駄ヶ谷4-29-12 北参道ダイヤモンドパレス111 飲食 > 日本料理 > 日本料理

625 昭和歌謡居酒屋UFO 151-0051 千駄ヶ谷4丁目29-12 千駄ヶ谷北参道ダイヤモンドパ
レス104

飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

626 HIDEAWAY 151-0051 千駄ヶ谷4-29-11 玉造ビル2　B1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

627 とんかつ  ふじもと 151-0051 千駄ヶ谷3丁目14番2号 飲食 > 日本料理 > とんかつ・串かつ

628 うなぎ  ふじもと 151-0051 千駄ヶ谷3丁目15番12号 飲食 > 日本料理 > うなぎ

629 ricopua 151-0051 千駄ヶ谷3-8-14-1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

630 ricocurryキッチンカー 151-0051 千駄ヶ谷3-8-14-1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

631 rico間借り 151-0051 神宮前 2-23-4 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

632 ラーイマーイ千駄ヶ谷キッチン 151-0051 千駄ヶ谷3-37-6 飲食 > 外国料理 > その他

633 お料理Miee 151-0051 千駄ヶ谷3-3-3 エグゼクティブ原宿B1-C 飲食 > 日本料理 > 小料理

634 E・A・T GRILL＆BAR 151-0051 千駄ヶ谷4丁目10番4号 千駄ヶ谷グリーンランドビル1
階

飲食 > 外国料理 > その他

635 鳩やぐら 151-0051 千駄ヶ谷1-22-4 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

636 バノーク コーヒー 151-0051 千駄ヶ谷3-7-6 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

637 アロハ豚珍串 151-0051 千駄ヶ谷3-52-3 サニー原宿1階 飲食 > 外国料理 > その他

638 茶席辰吉 151-0051 千駄ヶ谷3-60-4 林ビル1階 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

639 LAITIER(レティエ) 151-0051 千駄ヶ谷1-22-7 Sビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

640 一堂 151-0051 千駄ヶ谷1-28-4 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

641 有限会社千寿司 151-0051 千駄ヶ谷3-14-1 飲食 > 日本料理 > 寿司

642 ワールドフードラボ 151-0051 千駄ヶ谷5-23-2 イノスビル1F 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

643 Bar Tnb 151-0051 千駄ヶ谷 エビデンワビル2.5階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

644 カフェフラッティーザスタンド 151-0051 千駄ヶ谷3-33-6 101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

645 CHACOあめみや 151-0051 千駄ヶ谷1-7-12 飲食 > ステーキ・焼肉 > ステーキ

646 カフェフラッティーザスタンダードトウキョウ 151-0051 千駄ヶ谷1-21-4 かがみビル1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

647 みどり食堂 151-0051 千駄ヶ谷5-12-9 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

648 カフェ・レストラン泥人形 151-0051 千駄ヶ谷4-20-2 民主青年会館　B1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

649 豚忠(トンチュー) 151-0051 千駄ヶ谷3-14-6 1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

650 AGINGSANDWICH 151-0051 千駄ヶ谷4-30-6 エビデンワビルB1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

651 ルクラビレッジbyHimalayaCurry 151-0051 千駄ヶ谷3-15-12 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

652 炭火串焼いっせき 151-0051 千駄ヶ谷4-4-13 ニュー寿ビル101 飲食 > 日本料理 > 焼鳥

653 グランストーリー 151-0051 千駄ヶ谷4-1-8 グランストーリー千駄ヶ谷2 サービス > 理容・美容 > 美容

654 Sophie haircare ソフィー美容室 151-0051 千駄ヶ谷3-22-5 1F サービス > 理容・美容 > 美容

655 vary 151-0051 千駄ヶ谷4-13-7 Y&Y北参道201 サービス > 理容・美容 > 美容

656 standard 151-0051 千駄ヶ谷4-16-4 カーサ千駄ヶ谷店舗101 サービス > 理容・美容 > 美容

657 couleur 151-0051 千駄ヶ谷1-3-24 アライビル1F サービス > 理容・美容 > 美容
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658 ヘアーショップアライ 151-0051 千駄ヶ谷5-16-1 サービス > 理容・美容 > 理容

659 理容ムラヤマ 151-0051 千駄ヶ谷3-25-5 星館102 サービス > 理容・美容 > 理容

660 バーバーバー 151-0051 千駄ヶ谷1-6-4 千駄ヶ谷コーポラス102 サービス > 理容・美容 > 理容

661 ワインビストロ アンフォラ 151-0051 千駄ヶ谷 1-7-12 千駄ヶ谷ビル2階 飲食 > 外国料理 > フランス料理

662 PENTA Herbal Medicine Energy 151-0051 千駄ヶ谷2-33-10 DAVISON Bldg. 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

663 collecte 151-0051 千駄ヶ谷3-33-6 千駄ヶ谷コープ602 サービス > 理容・美容 > ネイル

664 SOWAT 151-0051 千駄ヶ谷3-36-2 アトラス原宿1階 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

665 ガストロノミアカーサ 151-0051 千駄ヶ谷3-7-6 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

666 日本ワインSirocco 151-0051 千駄ヶ谷3丁目24番8号 北参道R 1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

667 お好み焼・もんじゃ焼　ええとこ代々木店 151-0051 千駄ヶ谷5-22-3 都営千駄ヶ谷アパート2号棟1階 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

668 中国酒菜　好来　代々木店 151-0051 千駄ヶ谷5ー24ー3 NTTドコモ代々木ビルアネックス2
階

飲食 > 外国料理 > 中国料理

669 なんなん亭 151-0053 代々木2-13-6 YU-WAビル　B1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

670 ICON 151-0053 代々木1-41-4 飲食 > 外国料理 > その他

671 LAYER 151-0053 代々木2-30-3  ヨシダペアランドB棟101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

672 シティ倶楽部 151-0053 代々木2-23-1 ニューステイトメナー114 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

673 大衆居酒屋代々木横丁 151-0053 代々木1-31-17 麻緒ビル101号室 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

674 ヨヨナム 151-0053 代々木5丁目66-4 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

675 Vaji spice 151-0053 代々木5-63-10 飲食 > 外国料理 > その他

676 １８合同会社 151-0053 代々木1丁目58番7号 ヴェラハイツ代々木店舗103 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

677 バーベベ 151-0053 代々木1-41-3 タキガワビル1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

678 BAR FLAT 151-0053 代々木1-54-2 小林ビルB1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

679 Life son 151-0053 代々木4-5-13 レインボービル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

680 Y.Y.G. Brewery & Beer Kitchen 151-0053 代々木2-18-3 オーチュー第一ビル1F/7F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

681 veggie tempo代々木公園 151-0053 代々木5-67-8 1F MAKITAKI 飲食 > 外国料理 > その他

682 ル　スフレ 151-0053 代々木3-39-15 代々木ヴィラージュ1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

683 山形蕎麦茶寮月の山 151-0053 代々木1-25-5 BIZSMART代々木1F 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

684 すし酒場サザエ 151-0053 代々木1-58-7 ヴェラハイツ代々木104 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

685 アルティカセブン 151-0053 代々木1-41-3 福井ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > ライブハウ
ス

686 Bakery & Burger JB’s TOKYO 151-0053 代々木1-33-3 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

687 Dan de CHAYA　だんで茶屋 151-0053 代々木5-2-5 2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

688 黒毛和牛とホルモンまもる 151-0053 代々木1-54-2 小林ビル1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

689 串揚げ居酒屋ひなた 151-0053 代々木1-42-2 代々木berry102 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

690 アンコールワット 151-0053 代々木1-38-13 住研ビル1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

691 MONTEMEAT 151-0053 代々木2-14-1 新宿松本ビル地下1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

692 ラウンジバー檸檬 151-0053 代々木2-23-1 ニューステイトメナー123 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

693 ヨシダコーヒーサングウバシ 151-0053 代々木4-21-12 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

694 ジュウケイフシンシュクテン 151-0053 代々木2-1-1 新宿マインズタワーB1F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

695 CoffeeCrevice 151-0053 代々木4-2-9 ピーズビル2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

696 オリエンタルテーブルアマ代々木店 151-0053 代々木1-32-12 パリス　ビル3階 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

697 asianstandAMA 151-0053 代々木1-33-1 1階 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

698 ライオンシェア 151-0053 代々木3-1-7 ライオンズマンション代々木 飲食 > 外国料理 > インド料理

699 淡水研究室 151-0053 代々木1-13-2 エンドウビル101 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

700 ヒマラヤカリー参宮橋店 151-0053 代々木4-6-1 飲食 > 外国料理 > インド料理

701 AsianDiningMomoCaveTokyo 151-0053 代々木4-5-1 参宮橋ショッピングセンター 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

702 三亀勢 151-0053 代々木2丁目26番2号 第2桑野ビル 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

703 クライネヒュッテ 151-0053 代々木2-11-5 アクティブ新宿B1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

704 新宿フリゴ 151-0053 代々木2-11-20 新宿島津ビルB1F 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

705 中華料理沙羅 151-0053 代々木2丁目11番12号 新宿島津ビルB1F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

706 リボンズ 151-0053 代々木2-27-16 ハイシティ代々木102 サービス > 理容・美容 > 美容

707 Loufreasy hair&life 151-0053 代々木1-54-1 YS.I ビル 4F サービス > 理容・美容 > 美容

708 ヘアブティック風ろまん 151-0053 代々木2-16-9 神山ビル2F風ろまん サービス > 理容・美容 > 美容

709 ヘアカット専門店JIKU 151-0053 代々木3-23-4 VOLT西新宿ビル1f サービス > 理容・美容 > 理容

710 SHOW the Barber 151-0053 代々木2-23-1 ニューステイトメナー119 サービス > 理容・美容 > 理容

711 Nail cottage 新宿南口店 151-0053 代々木2-26-2 第2桑野ビル201 サービス > 理容・美容 > ネイル

712 ブラッセルズビアプロジェクト新宿 151-0053 代々木 2丁目20-16 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

713 ファンアイス fun.ice! 151-0053 代々木 5-64-4 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

714 土風炉　代々木店 151-0053 代々木 1-32-1第2白倉ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

715 スペアリブハウスハウディ代々木店 151-0053 代々木1-18-16 RES代々木ビルB1 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

716 タリーズコーヒー　代々木駅北口店 151-0053 代々木1-36-1 オダカビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

717 cafe nook 151-0053 代々木1-37-3 岩崎ビル地下1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

718 味音 151-0053 代々木1-44-12 R&Hビル1階 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

719 パンコントマテ 代々木 151-0053 代々木1-58-7 ヴェラハイツ代々木206 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

720 noka 151-0053 代々木2-12-4 西原ビル501 サービス > 理容・美容 > 美容

721 世界一のカキフライと肴　わぶ 151-0053 代々木2-19-12 唐沢第二ビル1階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

722 ジャンクロードビギン新宿南口店 151-0053 代々木2丁目10番4号 第2TRビル1階 サービス > 理容・美容 > 美容

723 TAIKOKAN-Men's Hair Salon- 151-0053 代々木2丁目26番2号 2桑野ビル3-D サービス > 理容・美容 > 理容
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724 黒牛 151-0053 代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

725 VALLETTA TOKYO 151-0053 代々木3-14-14 土屋コーポ1F サービス > 理容・美容 > 美容

726 Bearty hair atelier 151-0053 代々木3-55-9 佐々木マンション　1B サービス > 理容・美容 > 美容

727 上海飯店 151-0053 代々木4-10-9 上海飯店 飲食 > 外国料理 > 中国料理

728 RAJA 151-0053 代々木4-2-8 ピースビル1階 飲食 > 外国料理 > インド料理

729 お好み焼きえん　参宮橋2号店 151-0053 代々木4-5-1 参宮橋ダイヤビル110号室 飲食 > ステーキ・焼肉 > その他

730 ねこまど 151-0061 初台1-38-10 二名ビル1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

731 トモキッチン 151-0061 初台1-11-2 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

732 そば処初台丸屋 151-0061 初台1-37-11 シャトー初台1F 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

733 初台　こもれび 151-0061 初台1-35-3 飲食 > 日本料理 > 小料理

734 喫茶ダンボ 151-0061 初台1-39-10 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

735 HOFF 151-0061 初台2-11-11 ステータスヒル初台1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

736 まるカフェ 151-0061 初台1-11-12 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

737 更科 151-0061 初台1-39-10 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

738 バーバーカフェエムワイズ 151-0061 初台1-19-4 サービス > 理容・美容 > 理容

739 コズミックダイニング・GAILA 151-0061 初台 1-36-1 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

740 ブーランジュリーラ・セゾン初台店 151-0061 初台1-10-7 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

741 魚音 151-0061 初台1-11-12 飲食 > 日本料理 > 日本料理

742 初台酒場三丁目 151-0061 初台1-11-15 南洋ビル1F C号室 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

743 麺屋　琥珀 151-0061 初台1-34-1 飲食 > 日本料理 > ラーメン

744 赤垣 - - 飲食 > 日本料理 > うなぎ

745 オステリアスミヴィノ - - 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

746 ビストロコージー 151-0061 初台1-7-6 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

747 ココNAIL 151-0061 初台1丁目11-5プルミエ101 サービス > 理容・美容 > ネイル

748 Pourl Works 151-0061 初台1丁目29番4号 ハイツ幡代1F サービス > 理容・美容 > 美容

749 有限会社えん 151-0061 初台1丁目36-1 飲食 > ステーキ・焼肉 > その他

750 和食くずみ 151-0061 初台1丁目38番10号 第2近江ビル1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

751 1500(ミレチンクエチェント) 151-0062 元代々木町4-2 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

752 TANA diner 151-0062 元代々木町 9-6 TANA diner 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

753 おすし磯部 151-0062 元代々木町2-11 GSハイム第二代々木公園101 飲食 > 日本料理 > 寿司

754 BHARATIIndianRESTAURANT 151-0062 元代々木町2-9 City House Yoyogikoen 飲食 > 外国料理 > インド料理

755 PerrosPerras 151-0062 元代々木町9番6号 1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

756 縁家とりつぎ 151-0062 元代々木町11-1 田中ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

757 arcoiris hair beauty 151-0062 元代々木町33-11 ルチェソラーレ元代々木103 サービス > 理容・美容 > 美容

758 YUKI WORK 151-0062 元代々木町10-8 代々木上原ttビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

759 SpeakeasySaloonBeautysmith 151-0062 元代々木町8-7 ショウコ 1F サービス > 理容・美容 > 美容

760 ヘアー　デザイニング　マツ 151-0062 元代々木町10-2 西俣ビル2階 サービス > 理容・美容 > 美容

761 Barberアキタ 151-0062 元代々木町2-12 GSハイム第3代々木公園101 サービス > 理容・美容 > 理容

762 そば處大野屋元代々木町店 151-0062 元代々木町3-10 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

763 五音 151-0062 元代々木町3-7 大森ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

764 Afterhours 151-0063 富ヶ谷1-7-9 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

765 串焼き七福 151-0063 富ヶ谷1-3-12 エムプレイス201 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

766 居酒屋七福 151-0063 富ヶ谷1-3-13 マキビル104 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

767 日々ごはん 穂の間。 151-0063 富ヶ谷1-53-2 辰美ビル 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

768 イエローハウス 151-0063 富ヶ谷1-6-14 第2代々木公園ビル1階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

769 そば処　丸屋 151-0063 富ヶ谷1-51-1 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

770 TREEbyNAKEDyoyogipark 151-0063 富ヶ谷1丁目10-2 CITTA代々木公園1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

771 麗郷 151-0063 富ヶ谷1-14-18 ハウス池田 1F 飲食 > 外国料理 > その他

772 リンコルン 151-0063 富ヶ谷1-44-7 サンライズビルB1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

773 ManaTee 151-0063 富ヶ谷1-14-16 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

774 味の店　たけ 151-0063 富ヶ谷2-21-13 飲食 > 日本料理 > その他

775 代々木苑 151-0063 富ヶ谷1-52-2 石橋ビル2階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

776 イタリアンレストランLIFE 151-0063 富ヶ谷1-9-19 STビル1階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

777 MUGE 151-0063 富ヶ谷1-9-20 リンデン代々木公園1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

778 CALLASTOKYO 151-0063 富ヶ谷2-45-21 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

779 Betterave Bistro Jiro 151-0063 富ヶ谷1-10-5 パークサイドコグレ1階 飲食 > 外国料理 > その他

780 Ｇ.Ｇ.Ｃ 151-0063 富ヶ谷1-44-4　 いずみマンション1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

781 BAR-SARAKA 151-0063 富ヶ谷1-43-23 代々木公園ガーデニア104 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

782 富ヶ谷一丁目倶楽部 151-0063 富ヶ谷1-52-2 石橋ビル1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

783 粋 151-0063 富ヶ谷2-18-16 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

784 カフェアンソロジア 151-0063 富ヶ谷1-12-7 田村ビル101 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

785 シャンブル・アヴェク・ヴュ 151-0063 富ヶ谷2丁目18番16号 スカイガーデン代々木公園
101

飲食 > 外国料理 > フランス料理

786 チュウカメンシュカテンホウ 151-0063 富ヶ谷1-3-12 エルプレイス富ヶ谷2F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

787 レタープレスレターズカンティーン 151-0063 富ヶ谷2-20-2 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

788 千真野 151-0063 富ヶ谷1-51-12 代々木公園ハウスB101 飲食 > 日本料理 > 日本料理

789 Gemma 151-0063 富ヶ谷1-6-14 第二代々木公園1F サービス > 理容・美容 > 美容
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790 ajuga hair 151-0063 富ヶ谷1-53-3 Fビル3F サービス > 理容・美容 > 美容

791 bizo 151-0063 富ヶ谷2-44-10 大橋コーポ1F サービス > 理容・美容 > 美容

792 美容室フレッド 151-0063 富ヶ谷1-4-8 サービス > 理容・美容 > 美容

793 aina-hair 151-0063 富ヶ谷1丁目11-12 LOビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

794 COMFYPLACE 151-0063 富ヶ谷1-9-20 腰越ビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

795 京料理　阿うん 151-0063 富ヶ谷 1-33-6 代々木パークサイドB1 飲食 > 日本料理 > 日本料理

796 ダルマテリアーレ 151-0063 富ヶ谷1-2-11 代々木ヘキサビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

797 魚まみれ眞吉代々木八幡店 151-0063 富ヶ谷1-2-13 高松DCビルB1F-A 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

798 MUJOあさひる 151-0063 富ヶ谷1-3-14 飲食 > 日本料理 > 日本料理

799 代々木八幡 BISTRO NONKI 151-0063 富ヶ谷1-3-16 クレッシェンド代々木公園ビル101号室 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

800 トミガヤカルム 151-0063 富ヶ谷1-37-1 飲食 > 外国料理 > フランス料理

801 ドトールコーヒーショップ代々木八幡店 151-0063 富ヶ谷1-52-1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

802 La Cute 151-0063 富ヶ谷1-53-4 リコービル2F サービス > 理容・美容 > 美容

803 mimet 151-0063 富ヶ谷1-9-20 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

804 美容室スプラッシュ 151-0063 富ヶ谷1-9-20 エスペランサ代々木B1F サービス > 理容・美容 > 美容

805 restaurant Goût 151-0063 富ヶ谷2-14-6 伸和ビル101 飲食 > 外国料理 > フランス料理

806 MILE 151-0063 富ヶ谷2-43-11 永和ビル富ヶ谷　2F サービス > 理容・美容 > 美容

807 居酒屋　俊樹 151-0064 上原2-33-2 ユニマットブルーポイント4F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

808 UEHARA PARLOR 151-0064 上原1-36-12 内藤ビル2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

809 にんにくレストランアホアホ 151-0064 上原1-34-8 ヒガヤビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

810 WHY BEER ? 151-0064 上原1-35-5 第2上原堂ビル101号室 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

811 季織亭合同会社 151-0064 上原1丁目42番4号 飲食 > 日本料理 > ラーメン

812 parkcafe 151-0064 上原 吉野ビルB1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

813 funico 151-0064 上原1-19-7 上原ハウス101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

814 串カツ民屋代々木上原店 151-0064 上原1-35-2 上原銀座ビル2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

815 Mi Choripan 151-0064 上原2-4-8 飲食 > 外国料理 > その他

816 TORIPLETTA 151-0064 上原1-33-16 オーツカビル201 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

817 Blau Mohn 151-0064 上原1-40-3 ジャルダン上原内101 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

818 潮待ち 151-0064 上原1丁目34-10 志賀屋ビル202号室 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

819 四季ごはん 晴れ間。 151-0064 上原1-1-20 飲食 > 日本料理 > 日本料理

820 おいしい日本のワイン ≡sun 151-0064 上原1-2-1 飲食 > 居酒屋 > その他

821 aux 151-0064 上原1-2-3 auxビル1f 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

822 THE GRUB 代々木上原 151-0064 上原1-32-15 第二小林ビル2階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

823 旬彩居酒屋　吉の 151-0064 上原2-33-2 ユニマットプルーポイント2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

824 ウエハラキッチン 151-0064 上原3-1-17 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

825 bistrot SEMAILLES 151-0064 上原1-3-8 ル・パルク上原102 飲食 > 外国料理 > フランス料理

826 有限会社きんはる 151-0064 上原1丁目34番7号 和田ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

827 鮒与 151-0064 上原1-34-8 飲食 > 日本料理 > うなぎ

828 CLANNS  HAIR  LOUNGE 151-0064 上原1-32-16 近藤ビル2F サービス > 理容・美容 > 美容

829 foncuo&_ 151-0064 上原1-36-9 ランブリング上原101 サービス > 理容・美容 > 美容

830 Nail Salon Emi 151-0064 上原1-37-10 菱和パレス代々木上原304号室 サービス > 理容・美容 > ネイル

831 Nail cottage代々木八幡店 151-0064 上原1-47-4 金子ビル201 サービス > 理容・美容 > ネイル

832 efnail&eyelash 151-0064 上原1-35-7 KUDOビル202 サービス > 理容・美容 > ネイル

833 Barber'sShopSANYO 151-0064 上原1-1-7 ハイツ537-1A サービス > 理容・美容 > 理容

834 そば季寄　武蔵屋 151-0064 上原1-22-3 ムサシビル1階 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

835 GatemoTabum　ガテモタブン 151-0064 上原1-22-5 飲食 > 外国料理 > その他

836 DENALI HAIR 151-0064 上原1-30-1 上原MKビル2階 サービス > 理容・美容 > 美容

837 串カツ田中　代々木上原店 151-0064 上原1-35-3 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

838 on hairdressing - - サービス > 理容・美容 > 美容

839 ネイルサロンプールトゥジュール 151-0064 上原2-45-7 プレインハイツB1号室 サービス > 理容・美容 > ネイル

840 あんちゅう 151-0064 上原2-48-9 松崎ビル1 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

841 終日one 151-0064 上原3-44-11 高宏ビル 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

842 ごはん処五鉢 151-0066 西原1-22-9 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

843 中華料理 聚満園 151-0066 西原2-31-7 内藤ビル1F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

844 funicula 151-0066 西原3-1-1 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

845 ごはん・ごはん 151-0066 西原2-30-2 飲食 > 日本料理 > その他

846 幡ヶ谷　浜屋　本店 151-0066 西原2-26-1 TMビル一階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

847 ハチドリ 151-0066 西原 1丁目40-18 渋谷区スポーツセンター2階 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

848 坂の上ホタル 151-0066 西原3-21-1 ホタルビル2F 飲食 > 外国料理 > その他

849 nadoya no kaTte 151-0066 西原3丁目19-3 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

850 Wild,Bushy 151-0066 西原1-21-16 パラスト西原105 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

851 鮨武 151-0066 西原3-23-1 代々木上原羽田ビル1階 飲食 > 日本料理 > 寿司

852 Grunge 151-0066 西原2-28-4 宮嶋ビルB1-1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

853 クークー 151-0066 西原 1-7-8 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

854 ビーグル 151-0066 西原3-23-6 K'sスクエア1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

855 バードラゴンフルーツ 151-0066 西原3-24-12 テラ代々木上原103 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

856 マンマーノ 151-0066 西原3丁目6番5号 MH代々木上原 1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他
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857 呑み喰い亭あいねぇ〜 151-0066 西原2-28-4 宮嶋ビル105 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

858 カフェRaiRai 151-0066 西原2-28-1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

859 ハルカブレッズ 151-0066 西原1-29-3 ドエルアーバン1-A 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

860 株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｕｎｎｙ 151-0066 西原2丁目35番1号 ブランエール代々幡101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

861 酒処小林 151-0066 西原3-6-1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

862 カタネカフェ 151-0066 西原1-7-5 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

863 サンフォコン 151-0066 西原3-5-3 小林ビル1階 飲食 > 外国料理 > フランス料理

864 東 151-0066 西原1-13-5 飲食 > 日本料理 > 小料理

865 Dubois(デュボワ) 151-0066 西原2-20-8 コーポ小沢1階 Dubois 飲食 > 外国料理 > フランス料理

866 color produce by ALBA 151-0066 西原2-31-3 山本ビル1F サービス > 理容・美容 > 美容

867 ARCH 151-0066 西原3-30-4-B サービス > 理容・美容 > 美容

868 STACK 151-0066 西原2-26-16 コートオリエール1階 サービス > 理容・美容 > 美容

869 ドッグサロンチョコナッツ 151-0066 西原3-45-6 ドッグサロンチョコナッツ サービス > 理容・美容 > 理容

870 UJU nail room 151-0066 西原3-3-3 西原ビル301 サービス > 理容・美容 > ネイル

871 NY STYLE 美・自由 151-0066 西原3-11-8 NODE UEHARA 202 サービス > 理容・美容 > ネイル

872 gloss nail 151-0066 西原3-3-1 Rosmarin 1F サービス > 理容・美容 > ネイル

873 パンとコーヒーの店ジャムハウス 151-0066 西原1-35-8 ジャムハウス 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

874 一食 151-0066 西原1-7-8 ツインパレスK1 101 飲食 > 日本料理 > その他

875 鰾 151-0066 西原3-22-5 飲食 > 日本料理 > 日本料理

876 Table by S 151-0066 西原3-23-6 プラド2F 飲食 > 外国料理 > その他

877 アトリエフジタ 151-0066 西原3-4-3 アミティ代々木上原2F 飲食 > 外国料理 > その他

878 Nail Room One Third 151-0066 西原3-45-16 Sherry A サービス > 理容・美容 > ネイル

879 大衆割烹えびす 151-0071 本町2丁目14番2号 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

880 初台　魚ちゃん 151-0071 本町2-7-10 シブヤfハウス1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

881 福臨門　台湾料理 151-0071 本町2-20-5 富裕ビル1F 飲食 > 外国料理 > その他

882 焼肉可禮亜 151-0071 本町1-17-10 AFプラザ　 1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

883 NUTS&MILK 151-0071 本町 6-38-4-1階店舗 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

884 楽食楽酒まこと 151-0071 本町3-21-6 パレスK&K1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

885 カフェダイニングサンキャッチャー 151-0071 本町6-34-3 藤森コーポ101 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

886 GET BETTERcoffee&sandwich 151-0071 本町2-7-9 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

887 しろふわランドリー幡ヶ谷北店 151-0071 本町6-38-7 アミティ幡ヶ谷1F店舗 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

888 インド料理サモサ初台店 151-0071 本町2-4-10 1F 飲食 > 外国料理 > インド料理

889 拓寅 151-0071 本町6-7-4 ルーブル渋谷本町 1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

890 POPOPEKU 151-0071 本町2-43-4 ヴァーチェストーンハウス1A 飲食 > 外国料理 > その他

891 CONCENT 151-0071 本町6-34-8 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

892 東京ラーメン　てん 151-0071 本町3-48-21 新都心マンション1階 飲食 > 日本料理 > ラーメン

893 デニーズ西新宿店 151-0071 本町1-55-1 飲食 > 喫茶店・カフェ > その他

894 和幻　初台本店 151-0071 本町2-1-9 アップルアイレジデンス1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

895 Hamburger & Sandwich base 151-0071 本町2-46-1 第三市田ビル105 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

896 有限会社初音 151-0071 本町2丁目7番地9号 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

897 炭焼きこむらど 151-0071 本町1-22-5 山下ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

898 蔵 151-0071 本町2-7-11 メゾン渋谷本町1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

899 イドコロネ 151-0071 本町2-33-2 初台ワールドマンション2階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

900 VANNO 151-0071 本町2-28-4 サンエムマンション3-101 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

901 Cyodo 151-0071 本町6-37-10 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

902 中華料理永楽 151-0071 本町2-47-2 飲食 > 外国料理 > 中国料理

903 松乃家 151-0071 本町2-7-11 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

904 cafeNABE 151-0071 本町2-39-1 eフラット1f 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

905 roll 151-0071 本町6-35-3 深野ビル201 サービス > 理容・美容 > 美容

906 ロッシュ美容院 151-0071 本町6-37-10 サービス > 理容・美容 > 美容

907 れん 151-0071 本町3-37-2 石川ビル1階 サービス > 理容・美容 > 美容

908 n.nail 151-0071 本町4-21-1 Mベルトゥール302 サービス > 理容・美容 > ネイル

909 珈琲館初台オペラ通り店 151-0071 本町1-4-11 ルミエールヴァン1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

910 福ノ家 151-0071 本町2-20-5 飲食 > 日本料理 > 焼鳥

911 G☆P COFFEE ROASTER 151-0071 本町2-28-4 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

912 酒と飯橙 151-0071 本町2-46-1 第三市田ビル103 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

913 バーバーアサノ 151-0071 本町2-8-12 エスペランサ101 サービス > 理容・美容 > 理容

914 Laundry 151-0071 本町6-37-10 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

915 てんてんてん 151-0071 本町6-37-6 銀河ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

916 MEXIPON TOKYO 151-0072 幡ヶ谷2-47-1 ダイショービル1F 飲食 > 外国料理 > その他

917 幡ヶ谷ルディ 151-0072 幡ヶ谷2-47-1 小路ビルB号室 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

918 コーヒーハウスぽえむ幡ヶ谷店 151-0072 幡ヶ谷2-8-10 リッシェル幡ヶ谷1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

919 軽食喫茶栞 151-0072 幡ヶ谷1-3-1 幡ヶ谷ゴールデンマンションB1 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

920 ももたろう 151-0072 幡ヶ谷1-5-4 大坂屋ビル1階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

921 しんざ笑もん 151-0072 幡ヶ谷2丁目8番10号リッシェル幡ヶ谷101 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

922 みやび屋幡ヶ谷店 151-0072 幡ヶ谷2-9-20 サカエビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

923 DINING BAR SCUBA 151-0072 幡ヶ谷1-1-5 第一岩田ビル　B1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー
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924 haf moon club 151-0072 幡ヶ谷2-8-15 KODAビル202 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

925 豊洲銀ちゃん食堂 151-0072 幡ヶ谷1-33-3 田中ビル 飲食 > 日本料理 > 寿司

926 BAR木蓮 151-0072 幡ヶ谷2-8-15 KODAビル幡ヶ谷303 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

927 幡が谷のらんぽう 151-0072 幡ヶ谷2-12-17 清水荘1-D 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

928 パチパチミートカフェ 151-0072 幡ヶ谷2丁目1-1 都営幡ヶ谷2丁目アパート1号棟116
号

飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

929 モンゴル料理　青空 151-0072 幡ヶ谷2-7-9 仲ビル2階 飲食 > 外国料理 > その他

930 紋寿司 151-0072 幡ヶ谷2-12-17 飲食 > 日本料理 > 寿司

931 酒場RESISTANCE 151-0072 幡ヶ谷2-9-19 青木ビル2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

932 幡ヶ谷　浜屋　新店 151-0072 幡ヶ谷2-7-6 仲ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

933 グレムリン 151-0072 幡ヶ谷1-3-1 ゴールデンセンターB1 飲食 > 居酒屋 > ビアホール

934 ハラミが主役 151-0072 幡ヶ谷2-7-9 仲屋ビルB1 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

935 CURRY&SPICE 青い鳥 151-0072 幡ヶ谷2丁目47-12 ハウス満盛 2F 飲食 > 外国料理 > その他

936 LUG HATAGAYA - - 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

937 笹よし 151-0072 幡ヶ谷2-30-2 ヒマラヤクラウドビル1階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

938 東京ロージー 151-0072 幡ヶ谷2丁目12番17号 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

939 Bar Table かば山 151-0072 幡ヶ谷3-2-6 佐藤ビル　1階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

940 ともあれ呑もうよ 151-0072 幡ヶ谷2-48-1 三木ビル 1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

941 CONA幡ヶ谷店 151-0072 幡ヶ谷2-7-10 松本ビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

942 オキナワンダイニング島物語 151-0072 幡ヶ谷2-8-5 近藤ビルB1 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

943 タンジャイミールス 151-0072 幡ヶ谷2-7-10 松本ビル2F 飲食 > 外国料理 > インド料理

944 Miki’s Art Cafe 151-0072 幡ヶ谷3-16-3 コーポ保科1階 飲食 > 外国料理 > 無国籍料理

945 さんじゅうろくどごぶのお昼ご飯 151-0072 幡ヶ谷2-13-1 平沼ビル201 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

946 韓ぐる 151-0072 幡ヶ谷2-9-20 第二DNビル　2F 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

947 獣‘sダイニング 151-0072 幡ヶ谷2-13-4 定石ビル2階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

948 BARFANKA 151-0072 幡ヶ谷2-7-6 仲ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

949 SHUWASHUWA PEACE 151-0072 幡ヶ谷3-16-3 幡ヶ谷ハウス102 飲食 > 居酒屋 > その他

950 中華スタンドDanDan 151-0072 幡ヶ谷2-48-2 英ビル1B 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

951 アジアン屋台 チャオパリバール 151-0072 幡ヶ谷 2-7-9 酒井ビル 2F 飲食 > 外国料理 > インド料理

952 はなわベイビー 151-0072 幡ヶ谷2-9-3 ナカケンビル1階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

953 よこや 151-0072 幡ヶ谷2-1-5 弓ビルB1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

954 炭火酒場　すす 151-0072 幡ヶ谷2-13-4 幡ヶ谷定石ビル3階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

955 アウルセカンドフロア 151-0072 幡ヶ谷2-47-11 田口ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

956 カリヒオ 151-0072 幡ヶ谷2-48-7 細谷荘1F 飲食 > 外国料理 > インド料理

957 香福園 151-0072 幡ヶ谷2-13-6 富士ビルB1 飲食 > 外国料理 > 中国料理

958 ヘアパシアント幡ヶ谷店 151-0072 幡ヶ谷3-8-6 サービス > 理容・美容 > 美容

959 Angela 151-0072 幡ヶ谷2-49-2 ロゼショコラ101 サービス > 理容・美容 > 美容

960 STAGE 151-0072 幡ヶ谷2-6-11 サービス > 理容・美容 > 美容

961 髪工房 151-0072 幡ヶ谷2-47-1 2F サービス > 理容・美容 > 理容

962 HUB 151-0072 幡ヶ谷2-25-2 2F サービス > 理容・美容 > 理容

963 ＡＳＴＯＲＩＡ有限会社 151-0072 幡ヶ谷2丁目6番12号 サービス > 理容・美容 > 理容

964 焼肉はたがや 151-0072 幡ヶ谷1-2-8 林ビル1F 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

965 TOIRO Salon 151-0072 幡ヶ谷1-30-13 サービス > 理容・美容 > 美容

966 龍華園 151-0072 幡ヶ谷1-33-1 シャトーフタバ2F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

967 焼肉スタンド　肉と麦 151-0072 幡ヶ谷1-33-1 シティ幡ヶ谷1階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

968 barSeaRoom(バーシールーム) 151-0072 幡ヶ谷1-33-6 UH幡ヶ谷102 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

969 酒菜おたま 151-0072 幡ヶ谷1-9-6 リッツ幡ヶ谷101 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

970 RACCOS　BAR 151-0072 幡ヶ谷1丁目7 佐藤ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

971 株式会社太陽食堂 151-0072 幡ヶ谷1丁目7 佐藤ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

972 バーガースタンドプラグ 151-0072 幡ヶ谷2-1-4 ザ・シティ渋谷幡ヶ谷B1 飲食 > 外国料理 > その他

973 酒と魚の隠れ家兼六 151-0072 幡ヶ谷2-13-4 定石ビル地下1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

974 LaLaChai 151-0072 幡ヶ谷2-18-4 カナデール幡ヶ谷1F 飲食 > 外国料理 > 東南アジア料理

975 割烹季誠 151-0072 幡ヶ谷2-25-3 アーバン幡ヶ谷1F 飲食 > 日本料理 > 日本料理

976 はたがや酒場　はだか電球 151-0072 幡ヶ谷2-3-9 つくしビル2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

977 Villaggio 151-0072 幡ヶ谷2-48-1 三木ビル1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

978 mai bevi 151-0072 幡ヶ谷2-48-2 英ビル地下1階 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

979 Cafe and Bar Margarita 151-0072 幡ヶ谷2-5-4 セイジョービル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

980 Wine食堂 久 151-0072 幡ヶ谷2-56-1 コーポラス幡ヶ谷101 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

981 デトックスダイニング 151-0072 幡ヶ谷2-6-5 梅村ビル1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

982 とりあん幡ヶ谷店 151-0072 幡ヶ谷2-8-9 -1F 飲食 > 日本料理 > その他

983 風の中の髪 ヘナ＆カラーサロン 151-0072 幡ヶ谷2-8-9 三河屋ビル 2階 サービス > 理容・美容 > 美容

984 六号酒場 151-0072 幡ヶ谷2-9-12コートリーブル103 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

985 7CAFE 151-0072 幡ヶ谷2–13-1 平沼ビル102 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

986 有限会社うね女 151-0072 幡ヶ谷2丁目13番6号富士ビル2階 飲食 > 日本料理 > 日本料理

987 i Clarity 151-0072 幡ヶ谷2丁目9番16号 フェリーチェミキ2F サービス > 理容・美容 > 美容

988 鮨・酒・肴杉玉笹塚 151-0073 笹塚1-21-12 杉本ビル1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

989 MIL TACOS 笹塚店 151-0073 笹塚3-17-4 飲食 > 外国料理 > その他
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990 ﾌﾗﾝｷｰ 151-0073 笹塚2丁目10番6号 飲食 > ステーキ・焼肉 > その他

991 BEANS&BEANSぽえむ 151-0073 笹塚1-48-14 ショッピングモール笹塚21　2F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

992 kitchen GCH 151-0073 笹塚3-19-4 平野ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > その他

993 ロッカビアンカ 151-0073 笹塚2-1-14 スタープラザ笹塚1F 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

994 Cafe＆Bar　753～nagomi～ 151-0073 笹塚2-14-6 ディアレストケイオーB1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

995 笹塚ピザCamp 151-0073 笹塚1-57-15 笹塚店舗2階 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

996 uni-BAR 151-0073 笹塚3-28-3 後藤ビル1F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

997 焼肉店にくる 151-0073 笹塚1-10-6 笹塚ビル1,2階 飲食 > ステーキ・焼肉 > 焼肉

998 マリースコット 151-0073 笹塚2-27-5 B’s笹塚ビル　1階 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

999 しろふわランドリー笹塚南店 151-0073 笹塚1-26-4 J&Jハウス1F店舗 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

1000 ジャイヒンド 151-0073 笹塚1-56-6 クレセントプラザ　笹塚2階 飲食 > 外国料理 > インド料理

1001 ワイガヤ 151-0073 笹塚1-57-10 笹塚駅前ビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1002 さけとさかなばとん 151-0073 笹塚1-24-4 三好ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1003 笹塚　浜屋 151-0073 笹塚3-44-9 三好ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1004 雅 151-0073 笹塚2-11-8 泰山荘103号室 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1005 THAうちあげ 151-0073 笹塚2-7-9 ライブイン笹塚1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1006 笹塚ソーススタンド 151-0073 笹塚2丁目10-6 今井ビル16号室 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1007 炭火串焼まるま 151-0073 笹塚1-29-7 Fファーストビル2階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1008 トトノカレー 151-0073 笹塚3-13-15 飲食 > 外国料理 > その他

1009 つぼ八笹塚店 151-0073 笹塚1-29-7 FファーストビルB1 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1010 ラーメン　せい家　笹塚店 151-0073 笹塚2-43-6 飲食 > 日本料理 > ラーメン

1011 SPLASH 151-0073 笹塚3-19-6 萩原ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1012 アキッチョ笹塚バンブー 151-0073 笹塚2-10-6 今井ビル103 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

1013 バルクリブ 151-0073 笹塚3-43-6 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1014 チェルシー食堂 151-0073 笹塚3丁目40-1 our days Brewery 2F 飲食 > 居酒屋 > その他

1015 笹塚　鶏唐揚専賣店 151-0073 笹塚2‐10‐6 飲食 > ステーキ・焼肉 > その他

1016 韓国料理らーたん 151-0073 笹塚1-58-13 フィエスタ笹塚3F 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

1017 油そば　てつ 151-0073 笹塚2-7-9 ライブイン笹塚1階 飲食 > 日本料理 > ラーメン

1018 ビストロデコ／ガレットデコ 151-0073 笹塚3-19-6 萩原ビル1階 飲食 > 外国料理 > フランス料理

1019 立食い鮨　鮨川 151-0073 笹塚1-62-6 プライムブリス笹塚1F 飲食 > 日本料理 > 寿司

1020 ジュリーズスパイス 151-0073 笹塚3-19-5 飲食 > 外国料理 > インド料理

1021 ミジュリ 151-0073 笹塚1丁目29番3号 ファーストビル4F 飲食 > 外国料理 > 韓国料理

1022 炭火焼大衆酒場御厨 151-0073 笹塚1-24-3 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1023 天宝 151-0073 笹塚2-43-4 ハイムマスビル1階 飲食 > 外国料理 > 中国料理

1024 柳屋そば店 151-0073 笹塚2-11-4 飲食 > 日本料理 > そば・うどん

1025 鳥屋花 151-0073 笹塚1-28-7 第一レアヒビル101 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1026 長浜や 151-0073 笹塚1ー58ー7 長浜や 飲食 > 日本料理 > ラーメン

1027 炉端座八戸 151-0073 笹塚3-18-8 板垣ビル1F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1028 笹塚バルスケッチ 151-0073 笹塚3-14-1 荻野荘1F 飲食 > 外国料理 > スペイン料理

1029 Pieni Joki Coffee 151-0073 笹塚3-14-1 荻野荘1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

1030 竹もと 151-0073 笹塚3-13-9 ビューノ笹塚102 飲食 > 日本料理 > 小料理

1031 海 151-0073 笹塚2-16-4 アロービル101 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1032 Dear All 151-0073 笹塚1-59-5 バンブー皐月101 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

1033 BARU HiLO 151-0073 笹塚1-22-9 里テラス1階 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1034 Asain dining and bar bharat 151-0073 笹塚3丁目9番7号 飲食 > 外国料理 > インド料理

1035 OURDAYS 151-0073 笹塚3-40-1 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1036 小料理割烹祥じ 151-0073 笹塚1-21-6 飲食 > 日本料理 > 日本料理

1037 3rd COLOR 笹塚 151-0073 笹塚2丁目10-5 エポックG2　102 サービス > 理容・美容 > 美容

1038 TOMOWL 151-0073 笹塚1-22-5 第2マルエスビル3階 サービス > 理容・美容 > 美容

1039 with 151-0073 笹塚2-19-2 TSK笹塚ビル一階 サービス > 理容・美容 > 美容

1040 ライズ　ヘアーサロン 151-0073 笹塚3-18-8 板垣ビル101 サービス > 理容・美容 > 美容

1041 arya 151-0073 笹塚2-11-7 201 サービス > 理容・美容 > 美容

1042 Atelier Kazu 151-0073 笹塚1-48-14 ショッピングモール21 2F サービス > 理容・美容 > 美容

1043 ヘアーデザインコンパス 151-0073 笹塚1-16-4 サービス > 理容・美容 > 美容

1044 カット　スタジオ　パレット 151-0073 笹塚3-12-2 サービス > 理容・美容 > 理容

1045 炭豚豚、武蔵野うどん・みらい家 151-0073 笹塚1-15-5 堀内ビル 飲食 > 日本料理 > 日本料理

1046 肉バルIchi 151-0073 笹塚1-28-7 第一レアヒビル103 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

1047 THE LASTBARBER 151-0073 笹塚1-54-9 パラシオン笹塚1A サービス > 理容・美容 > 理容

1048 ささづか酒場　はだか電球 151-0073 笹塚1-56-1 NH駅前ビル2F 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1049 ワミレスフェイス&メイクルームタンドリス 151-0073 笹塚1-56-10 総榮ビル902 サービス > 理容・美容 > 美容

1050 サーティワンアイスクリーム　京王クラウン街笹塚店 151-0073 笹塚1-56-18 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

1051 Carasawagi Bar 151-0073 笹塚1-57-10 笹塚駅前ビル2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1052 カンパイ!BUTTON 151-0073 笹塚1-57-10 笹塚駅前ビル2F WAIGAYA内 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

1053 うなとり×宇奈とと　笹塚店 151-0073 笹塚1-57-16 飲食 > 居酒屋 > 居酒屋

1054 munasawagi Bar 151-0073 笹塚1-58-13 フィエスタ笹塚6F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > バー

1055 お好み焼き　はち 151-0073 笹塚1-58-13 フィエスタ笹塚5階 飲食 > 日本料理 > お好み焼き

1056 HAIR SWITCH 151-0073 笹塚2-11-6 アーバンイマイ 201 サービス > 理容・美容 > 美容
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「ハチペイ」ふるさと納税
利用可能店舗一覧

※実店舗でご利用いただけます。オンラインショップ等ではご利用いただけません。
※一部の店舗・売場では利用できない場合や対象外の商品・サービスがあります。詳しくは店頭にてご確認ください。

1057 Chocolate Pocket 151-0073 笹塚2-12-13 Y2ビル1F 飲食 > 居酒屋 > ダイニング・バー

1058 神戸　みなと屋 151-0073 笹塚2-41-20 岡田ビル1F 飲食 > 喫茶店・カフェ > 喫茶店・カフェ

1059 中国四川料理笹華 151-0073 笹塚2丁目22番5号 セイワパラシオン笹塚 101号室 飲食 > 外国料理 > 中国料理

1060 東方美人 151-0073 笹塚3-37-4 1F 飲食 > 外国料理 > 中国料理

1061 hairsalonFIGONA 151-0073 笹塚3-39-5 サービス > 理容・美容 > 美容

1062 発酵喫茶と酒場 yuen 151-0073 笹塚3-40-1 2F 飲食 > その他(バー・クラブ・スナックなど) > カフェバー

1063 ブーランジュリーラ・セゾン本店 151-0053 代々木4-6-4 飲食 > 喫茶店・カフェ > ファーストフード

1064 赤坂ふきぬき新宿タカシマヤタイムズスクエア店 151-8580 千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤタイムズスクエア14階 飲食 > 日本料理 > うなぎ

1065 プティデリリウムタップカフェ新宿 151-8583 代々木2丁目2-1 新宿サザンテラス内 飲食 > 外国料理 > イタリア料理

1066  
1067  
1068  
1069  
1070  
1071  
1072  
1073  
1074  
1075  
1076  
1077  
1078  
1079  
1080  
1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1087  
1088  
1089  


