
NO 屋号 所在地

1 和乃家 新宿区高田馬場

2 太助 北区赤羽

3 ﾊﾞｰ　ﾘｽﾞﾓｱ 目黒区自由ヶ丘

4 よし邑 板橋区蓮根

5 新橋お多幸 港区新橋

6 蛮加良 練馬区練馬

7 山崎 豊島区巣鴨

8 居留地 新宿区新宿

9 赤坂　三河家 港区赤坂

10 とん一 江戸川区平井

11 ﾊﾞｰﾄﾞ 北区西ヶ原

12 割烹　松月 北区滝野川

13 (有)ｴｺｰ食品 江戸川区西小岩

14 とり焼　松阪食堂 新宿区百人町

15 Verry　Well 八王子市南町

16 Go's　BAR 世田谷区三軒茶屋

17 ﾏﾇｸｰ 中央区月島

18 信濃路 中野区中野

19 居酒屋ゆず 江戸川区一之江

20 つきじ川食堂　ひさ野 中央区築地

21 Bar　MoGuTaco's 中央区築地

22 やまだや 中央区築地

23 もんじゃ　一樹 中央区月島

24 スナック和 千代田区内神田

25 楽市楽座 北区赤羽

26 渡なべ 港区赤坂

27 かんだ串亭 千代田区神田小川町

28 ｺｰｻｲﾄﾞｶﾌｪ＠ﾂｷｼﾞｻﾉｷﾔ 中央区湊

29 永楽 江戸川区北小岩

30 G's　Bar 新宿区新宿

31 自分流鉄焼　てっしん 新宿区新宿

32 J-CLUB 新宿区新宿

33 RIO 新宿区新宿

34 御苑前　花膳 新宿区新宿

35 ﾊﾞｰﾝｷﾗｵﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 新宿区新宿

36 bigote 新宿区新宿

37 ballad 新宿区新宿

38 いとう酒場 新宿区新宿

39 鉄板酒場　こて屋 新宿区新宿

40 浅草豚とことん新宿店 新宿区新宿



41 たん焼　忍 新宿区四谷三栄町

42 ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ　ｺﾞﾗｯｿ 新宿区新宿

43 がむしゃら 新宿区新宿

44 ﾊﾟﾝとｻｰｶｽ 新宿区新宿

45 日本再生酒場　その弐 新宿区新宿

46 Vin de Trentecing 新宿区新宿

47 ﾜｲﾝとｲﾀﾘｱ料理141 目黒区自由ヶ丘

48 Usbane 目黒区自由ヶ丘

49 食堂　ﾑﾗｯﾁｮ 目黒区自由ヶ丘

50 京乃臣 目黒区自由ヶ丘

51 自由が丘　ｵｽﾋﾟｽ 目黒区自由ヶ丘

52 てっぺん自由が丘 目黒区自由ヶ丘

53 鳥へい 目黒区自由ヶ丘

54 Bar　Neverland 世田谷区奥沢

55 味彩 目黒区自由ヶ丘

56 縁LAVIDA 目黒区自由ヶ丘

57 きくがみ 板橋区高島平

58 蓮根　お多幸 板橋区蓮根

59 ItabashiChuban　越前 板橋区宮本町

60 ｶﾗｵｹ居酒屋　夢宿 板橋区高島平

61 bar LUNA 板橋区志村

62 こころ 板橋区蓮根

63 とき和 板橋区志村

64 ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ　友禅 板橋区志村

65 鉄板　ﾆｼﾑﾗ本店 武蔵野吉祥本町

66 大鵬本店 武蔵野市吉祥寺本町

67 ｽﾅｯｸ　ﾁｬｰﾑ 武蔵野市境南町

68 大地 武蔵野市境南町

69 ﾋﾟｱﾉ＆ｽﾅｯｸ　JAJA 武蔵野市吉祥寺南町

70 美舟 武蔵野市吉祥寺本町

71 味の店いなかっぺ 武蔵野市境

72 香車 武蔵野市境南町

73 ｶﾗｵｹ居酒屋　からく 武蔵野市吉祥寺本町

74 さかな家　碧 武蔵野市境南町

75 闘鶏　新橋店 港区新橋

76 寿司　金兵衛 港区新橋

77 焼鳥　雀屋 港区新橋

78 鳥海 港区新橋

79 ﾆｭｰいずみ 港区新橋

80 ｵｽﾃﾘｱ　ﾄﾞﾛﾐｰﾃｨ 港区浜松町

81 摩耶 港区西新橋

82 新日本料理　美正 港区芝公園



83 甚兵衛 港区虎ノ門

84 宇多美寿司 港区浜松町

85 風子 中央区銀座

86 ときそば 港区新橋

87 古今亭 港区新橋

88 新らく 港区新橋

89 小料理　すみや 港区新橋

90 たぬき寿司 港区芝大門

91 末げん 港区新橋

92 赤城 港区新橋

93 鉄火場 港区新橋

94 鳥九 港区新橋

95 逸品料理　赤坂ひさ野 港区赤坂

96 手打ち蕎麦の井坂 港区赤坂

97 よし乃 港区赤坂

98 九州料理ｼｹﾞﾙ 港区赤坂

99 ｵｰ･ｳﾞｪﾛﾙｰｼﾞｭ 港区赤坂

100 正駒 港区赤坂

101 土佐料理　祢保希赤坂店 港区赤坂

102 いなげ家 港区赤坂

103 赤坂璃宮　赤坂本店 港区赤坂

104 津やま 港区赤坂

105 ﾀﾞﾝﾃ 港区赤坂

106 赤坂観世水 港区赤坂

107 BAR　Salonのら犬 港区赤坂

108 赤坂江戸桜 港区赤坂

109 ﾜｲﾝ食堂TAKEWAKA 港区赤坂

110 沙伽羅 港区赤坂

111 ﾒｿﾞﾝ　ﾄﾞ　ﾕｰﾛﾝ 港区赤坂

112 ㈱煌志寶 港区赤坂

113 酒と魚　あかうず 港区赤坂

114 串焼処　鶏太 世田谷区太子堂

115 居酒屋　くまちゃん 世田谷区三軒茶屋

116 ｷｯﾁﾝ村山 世田谷区上馬

117 そば　りあん 世田谷区太子堂

118 きゃら 世田谷区三軒茶屋

119 ﾊﾟﾚｯﾄ 世田谷区若林

120 らんたな 世田谷区三軒茶屋

121 ｽﾅｯｸ　たぬき 世田谷区世田谷

122 ｸｲﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ 世田谷区三軒茶屋

123 全盛 世田谷区三軒茶屋

124 青木商店 世田谷区三軒茶屋



125 Harlem　Shuffle 世田谷区三軒茶屋

126 ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ 世田谷区三軒茶屋

127 ｽﾅｯｸきのこ 世田谷区三軒茶屋

128 ｽﾅｯｸみつる 世田谷区池尻

129 田はら 世田谷区三軒茶屋

130 らーめん香や 世田谷区太子堂

131 ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ 世田谷区太子堂

132 和処　ととし 世田谷区三軒茶屋

133 くし頌　三軒茶屋店 世田谷区太子堂

134 やきとり小太郎 八王子市子安町

135 焼肉ﾎﾙﾓﾝ　恭や 八王子市

136 心地酔い　真っすぐ 八王子市中町

137 TTTO 八王子市南町

138 栄茶屋 八王子市高尾町

139 女将の台所　串兼 八王子市東浅川町

140 gauche 八王子市横山町

141 BarLounge　Emina 八王子市南町

142 三戸郷土料理まるたつ 八王子市中町

143 もすけ 八王子市三崎町

144 よい処　うさぎ 豊島区巣鴨

145 珠寿司 豊島区巣鴨

146 あんどん 豊島区西巣鴨

147 うなぎ　ながしま 豊島区巣鴨

148 すなっく琴音 豊島区南大塚

149 神楽坂　静 新宿区神楽坂

150 琉球ﾋﾞｽﾄﾛ　ﾆﾗｲｶﾅｲ 豊島区南大塚

151 末廣鮨 豊島区南大塚

152 あら井 豊島区南大塚

153 壱縁 豊島区南大塚


