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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

裏恵比寿まました 目黒区 三田１－１１－１９ 飲食店

Restaurant Hiromichi 目黒区 三田１－１２－２４　ＭＴ３ビル１Ｆ 飲食店

サロンドメリッサ 目黒区 三田１－１２－２６　３Ｆ サービス

APONTE 目黒区 三田１－１２－２６　エビスボービル１０１ 飲食店

ナディッフ バイテン 目黒区 三田１－１３－３　東京都写真美術館　２Ｆ ショッピング

薬膳ス－プカレ－・シャナイア 目黒区 三田１－５－５ 飲食店

京しずく 目黒区 三田１丁目１２−２５ 飲食店

COMPLEX．U．F．S 目黒区 三田２－１０－３５　中銀目黒マンシオン１Ｆ ショッピング

蕎麦懐石 義 目黒区 三田２－３－２０　ｐｅｅｒｌｅｓｓ　Ｂ１Ｆ 飲食店

CALM 目黒区 三田２－３－２０　伊藤ビル　１Ｆ サービス

たんドコロ なゆた 目黒区 三田２－４－６　エビスボー　Ｂ１Ｆ 飲食店

BalCochonrose 目黒区 三田２－８－４　野口ビル１Ｆ 飲食店

和酒バルKIRAZ 目黒区 三田２－９－５　１Ｆ 飲食店

Kathedra 目黒区 三田２丁目３－１８　山野井ビル　１Ｆ ショッピング

LIFE’s ＃203 代官山店 目黒区 上目黒１－１－５　第二育良ビル　１Ｆ ショッピング

オルゴー 目黒区 上目黒１－１０－６　パインヴィレッジ代官山
　１００ ショッピング

miniature garden 目黒区 上目黒１－１３－５ 飲食店

SPADIC 目黒区 上目黒１－１３－７　中目黒Ｋビル　２Ｆ サービス

TOIRO nakamegur 目黒区 上目黒１－１５－１２　メゾン太陽　１Ｆ サービス

orme 目黒区 上目黒１－１５－１２　メゾン太陽２０１．　
２０２ サービス

MASSES 目黒区 上目黒１－１５－１２　メゾン太陽２０３ ショッピング

Mark Matsuoka Grill 目黒区 上目黒１－１６－１２　鈴房ビル　１Ｆ 飲食店

バッチョーネ 目黒区 上目黒１－１６－２　鹿コーポラス１Ｆ 飲食店

Kisai Buzz 目黒区 上目黒１－１７－１２ サービス

ヨハン 目黒区 上目黒１－１８－１５ 飲食店

Margo 目黒区 上目黒１－１８－３　シュ－ビル　２０５ サービス

FRAMES中目黒店 目黒区 上目黒１－１８－６　ＮＭビル１Ｆ 飲食店

BARShio 目黒区 上目黒１－１９－１　ＭＧビル２Ｆ 飲食店

串若丸 目黒区 上目黒１－１９－２ 飲食店

piece201 目黒区 上目黒１－１９－４　中目黒ＴＮビル　３Ｆ サービス

廣尾 瓢月堂 中目黒店 目黒区 上目黒１－１９－５ 飲食店

中目黒金魚 目黒区 上目黒１－１９－５　七幸ビル　１Ｆ 飲食店

beauty：beast中目黒 目黒区 上目黒１－１９－５　七幸ビル８　２Ｆ サービス

牡蠣入レ時 目黒区 上目黒１－１９－７　タカギアネックスビル５
Ｆ 飲食店
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コウメ 目黒区 上目黒１－２０－１０ 飲食店

すぱじろう 中目黒 目黒区 上目黒１－２０－１２　コミヤビル　１Ｆ 飲食店

台湾料理故宮中目黒店 目黒区 上目黒１－２０－１２　コミヤビル２Ｂ 飲食店

和えに 目黒区 上目黒１－２０－２　加藤ビル２Ｆ 飲食店

中津からあげ おお丘 目黒区 上目黒１－２０－５　エ－ワンビル　１Ｆ 飲食店

焼鳥つかだ中目黒 目黒区 上目黒１－２０－５　エーワンビル　１Ｆ 飲食店

バンコクスパイス 中目黒店 目黒区 上目黒１－２０－７　１Ｆ・Ｂ１ 飲食店

焼肉翠苑かえん坊 目黒区 上目黒１－２０－７　山口ビル　２Ｆ 飲食店

relow 目黒区 上目黒１－２０－７　山口ビル　３Ｆ サービス

中目黒 蔦屋書店 目黒区 上目黒１－２２－１０ ショッピング

LONCAFE 目黒区 上目黒１－２２－１２　中目黒高架下Ｂ－７区
画 飲食店

大江戸あられ本舗 目黒区 上目黒１－２３－１　中目黒アリーナ 飲食店

クリオロ中目黒店 目黒区 上目黒１－２３－１　中目黒アリーナ　１０３ 飲食店

AFURI中目黒 目黒区 上目黒１－２３－１　中目黒アリーナ　１Ｆ 飲食店

小籠包茶樓龍哉 目黒区 上目黒１－２６　アトラスタワー２Ｆ 飲食店

B．B．S．ダイニング 目黒区 上目黒１－２６－１　アトラスタワー１０７ 飲食店

インド料理 ス－リヤ 中目黒店 目黒区 上目黒１－２６－１　中目黒アトラスタワ　２
Ｆ 飲食店

新高堂書店 目黒区 上目黒１－２６－１－１１４　中目黒アトラス
タワー ショッピング

YES TOKYO 目黒区 上目黒１－３－１１　ＹＥＳＢＬＤＧ． 飲食店

JUMPIN’ JAPFLASH 目黒区 上目黒１－３－１３　ラインハウス中目黒　１
Ｆ ショッピング

大衆ビストロジル　中目黒店 目黒区 上目黒１－３－１９ 飲食店

Lepes 目黒区 上目黒１－３－２０　ＮＡＫＡＭＥＧＵＲＯＨ
ＩＬＬＺ　２－Ｂ サービス

NYU 目黒区 上目黒１－３－２０　中目黒ヒルズ２　Ａ 飲食店

AND 目黒区 上目黒１－４－２　惣秀ビル　１Ｆ サービス

Chocolate Soup 目黒区 上目黒１－５－１ ショッピング

炭火焼肉オ－ルスタ－ズホルモンとん 目黒区 上目黒１－５－１　ｎａｋａｍｅ　１５１ 飲食店

TheweftNakameguro 目黒区 上目黒１－５－１０　中目黒マンション　１０
５ ショッピング

バンブーシュート 目黒区 上目黒１－５－１０　中目黒マンション　１０
７ ショッピング

タコ ファナティコ 中目黒 目黒区 上目黒１－５－１０　中目黒マンション１Ｆ 飲食店

salon funza 目黒区 上目黒１－５－１０　小川ビル　２Ｆ サービス

グッドムーン 目黒区 上目黒１－５－１０　小川ビル１Ｆ 飲食店

中目黒いろは寿司 目黒区 上目黒１－５－１３ 飲食店

居酒屋いかり屋 目黒川店 目黒区 上目黒１－５－１５　第三フレンドビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビストロケイ 目黒区 上目黒１－６－５　森ビル　２Ｆ 飲食店

クルン・サイアム中目黒店 目黒区 上目黒１－６－５　森ビル　２Ｆ－２０２ 飲食店

庵GURI中目黒店 目黒区 上目黒１－６－７　小島ビル１Ｆ 飲食店

1LDK apartments． 目黒区 上目黒１－７－１３　Ｂ－ＴＯＷＮイースト　
１Ｆ ショッピング

TOKYOLAMPOON 目黒区 上目黒１－７－６　２Ｆ ショッピング

ニコネイル中目黒本店 目黒区 上目黒１－７－８　アペルト中目黒　３Ｆ サービス

KARTE 目黒区 上目黒１－８－２７　ライブフィ－ルド中目黒
　１Ｆ サービス

roma 目黒区 上目黒１－８－２８ サービス

1LDK 目黒区 上目黒１－８－２８　マンション鈴　１－Ａ ショッピング

笄軒 中目黒店 目黒区 上目黒１－８－２９ 飲食店

H jumpin’ Jap flash 目黒区 上目黒１丁目３－１３ ショッピング

中目黒　バール・デルソーレ 目黒区 上目黒２－１－２　中目黒ＧＴプラザ　１Ｆ 飲食店

enne 目黒区 上目黒２－１０－７　アサミビル　２０１ サービス

しゃぶしゃぶ れたす 中目黒店 目黒区 上目黒２－１２－１　アックスビル中目黒　２
Ｆ 飲食店

寿司・海鮮魚いち 目黒区 上目黒２－１２－１０　杉山ビル　１Ｆ 飲食店

Steadic 目黒区 上目黒２－１２－１０　金生堂ビル　１Ｆ サービス

トラスパレンテ 中目黒店 目黒区 上目黒２－１２－１１ 飲食店

いずみ田　中目黒店 目黒区 上目黒２－１２－１１　戸田ビル　２Ｆ 飲食店

Ange，Lumiere 目黒区 上目黒２－１２－１３　今井ビル２Ｆ サービス

葡萄酒処SCAD 目黒区 上目黒２－１２－２　Ｗ．ＮＡＫＡＭＥＧＵＲ
Ｏ２Ｆ 飲食店

FIFTHGENERALSTORE 目黒区 上目黒２－１３－３　井内ビル裏　１Ｆ ショッピング

立飲みビールボーイ中目黒店 目黒区 上目黒２－１３－６　神田屋ビル　１Ｆ 飲食店

MR．BROTHERS中目黒店 目黒区 上目黒２－１３－７　１Ｆ サービス

お好み焼 ロック 目黒区 上目黒２－１４－１　三浦ビル　１Ｆ 飲食店

東京台湾 目黒区 上目黒２－１４－１　寺内ビル１Ｆ 飲食店

ラルテ 中目黒 目黒区 上目黒２－１４－５ サービス

ホルモンとく中目黒 目黒区 上目黒２－１５－６　諸橋ビル２Ｆ 飲食店

Le pere 目黒区 上目黒２－１６－１４ 飲食店

天婦羅みやしろ 目黒区 上目黒２－１８－１１ 飲食店

Salt中目黒 目黒区 上目黒２－１８－１３　ヒルズ中目黒　１Ｆ 飲食店

ホルモン松田HANARE 目黒区 上目黒２－１８－９　高伸建物　２Ｆ 飲食店

nakameguroSLOWTABLE 目黒区 上目黒２－２０－５　ハイツ伊勢脇１０３ 飲食店

uros． 目黒区 上目黒２－２４－１　第一麻生ビル　１０３ サービス

JANTIQUES 目黒区 上目黒２－２５－１３　エムス南　１０１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ビストロタツミ 目黒区 上目黒２－４２－１２　スカイヒルズ中目黒　
１Ｆ 飲食店

クオーレアズーロ 目黒区 上目黒２－４２－１２　渋谷ビル　１Ｆ 飲食店

クアトロラガッツィ 目黒区 上目黒２－４３－１０　アステリア中目黒　１
０１ 飲食店

熊の焼鳥 目黒区 上目黒２－４４－２４　ＣＯＭＳ中目黒　２Ｆ 飲食店

夕月 目黒区 上目黒２－４４－３　第２麻生ビル　１Ｆ 飲食店

新潟三宝亭東京ラボ 目黒区 上目黒２－４４－５ 飲食店

ビストロボレロ 目黒区 上目黒２－４７－１１ 飲食店

もんじゃ麦中目黒別邸 目黒区 上目黒２－６－３　１Ｆ 飲食店

トラットリア コロッセオ中目黒 目黒区 上目黒２－６－９　マルモビル　２Ｆ 飲食店

Bar　Agrado 目黒区 上目黒２－７－１０ 飲食店

眞か 目黒区 上目黒２－７－１０　北上ビル２Ｆ、３Ｆ 飲食店

草花木果 目黒区 上目黒２－７－１１　２Ｆ 飲食店

FANTASISTA223 目黒区 上目黒２－７－２ 飲食店

和BISTROじじ 目黒区 上目黒２－７－４　コートモデリア１０３ 飲食店

セイロンイン 目黒区 上目黒２－７－８ 飲食店

鉄板バル SOURCE 目黒区 上目黒２－８－１０ 飲食店

分店 鳥よし 目黒区 上目黒２－８－５　プリモ中目黒 飲食店

MEATESOLA中目黒 目黒区 上目黒２－８－８ 飲食店

プレマルシェ中目黒 目黒区 上目黒２－９－３６　目黒銀座ビル　１Ｆ 飲食店

Steakdining Vitis 目黒区 上目黒３－１－１３　Ｂａｒｂｉｚｏｎ４９　
Ｂ１Ｆ 飲食店

BBNail 目黒区 上目黒３－１－５　サンライズＳＫ２Ｆ サービス

e’s 目黒区 上目黒３－１０－３－１０３　メイツ扶翼中目
黒 サービス

sifflet 目黒区 上目黒３－１２－４　フレンドハウスビル　１
Ｆ 飲食店

トラベラーズファクトリー 目黒区 上目黒３－１３－１０ ショッピング

大阪焼肉ホルモンふたご中目黒別館 目黒区 上目黒３－１６－１　コットンビル２Ｆ 飲食店

BLOCKS 目黒区 上目黒３－１６－１３　ＣＵＢＥ－Ｍ２Ｆ 飲食店

天雅 目黒区 上目黒３－１６－１３　ＣＵＢＥ－ＭＢ１ 飲食店

注文焙煎豆虎中目黒焙煎所 目黒区 上目黒３－３－７　スペースＡビル１Ｆ 飲食店

魚哲 目黒区 上目黒３－３２－５　カーサデラソル　１Ａ 飲食店

串揚げキッチンだん中目黒店 目黒区 上目黒３－３２－５　カーサデラソル　２Ｆ 飲食店

青山フラワーマーケット中目黒店 目黒区 上目黒３－４－１５ ショッピング

ヴィノスやまざき 中目黒店 目黒区 上目黒３－４－１５ ショッピング

ザ シティベーカリー 中目黒 目黒区 上目黒３－４－１５　中目黒高架下区画Ｄ－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

5 / 26

[東京都東京都]



御門屋 中目黒店 目黒区 上目黒３－４－３　小金井ビル　１０２ 飲食店

中目黒ないとう 目黒区 上目黒３－５－２０ 飲食店

あぶり清水 中目黒店 目黒区 上目黒３－５－２０　中目黒高架下柱Ｎｏ．７
３ 飲食店

炉端のぬる燗佐藤 目黒区 上目黒３－５－２２ 飲食店

手打ちそばATARIYA 目黒区 上目黒３－５－２４ 飲食店

Caldo Nakameguro 目黒区 上目黒３－５－２９ 飲食店

鶏だしおでんさもん 目黒区 上目黒３－５－３１ 飲食店

串むすび・博 目黒区 上目黒３－６－２　伊藤ビル２Ｆ 飲食店

スエヒロガリ 目黒区 上目黒３－６－４ 飲食店

とりビアー中目黒店 目黒区 上目黒３－６－４ 飲食店

valletta 目黒区 上目黒3-6-4 2階 サービス

est by valletta 目黒区 上目黒３－６－４　桐ハウス　２Ｆ サービス

居酒屋 三盃 目黒区 上目黒３－６－５　中目ビル　１Ｆ 飲食店

蕎麦酒処空庵 目黒区 上目黒３－７－３ 飲食店

中目黒ブックセンター 目黒区 上目黒３－７－６　２Ｆ ショッピング

MASA3 目黒区 上目黒３－８－１５　片谷ビル　１Ｆ 飲食店

野方ホープ 中目黒店 目黒区 上目黒３－８－３　千陽中目黒ビルアネックス
　１Ｆ 飲食店

はまぐり屋串左衛門中目黒店 目黒区 上目黒３－９－５　プラージュ目黒　１Ｆ 飲食店

鮨おにかい＋1／吉次蟹蔵 目黒区 上目黒３－９－５　プラージュ目黒　３Ｆ 飲食店

ジャンカデリック　中目黒店 目黒区 上目黒４－１０－４　三島ビル　１Ｆ 飲食店

Brand New Box 目黒区 上目黒４－７－５ サービス

平野屋米店 目黒区 上目黒４－８－１２ ショッピング

NAKAMEGUROGARELIA 目黒区 上目黒４－９－２　１Ｆ 飲食店

橋本酒店 目黒区 上目黒５－２５－７　クイーンズ上目黒　１０
１ ショッピング

hairspacegab 目黒区 上目黒５－２６－１７　１Ｆ サービス

柿の木坂 更科 蛇崩店 目黒区 上目黒５－３０－１１ 飲食店

とんき 目黒区 下目黒１－１－２ 飲食店

ヘアーサロンアンク 目黒区 下目黒１－２－２０　坂田ビル　２Ｆ サービス

ネイルサロンイズ目黒店 目黒区 下目黒１－２－２０　坂田ビル３Ｆ サービス

おさかなや 魚魚権 目黒区 下目黒１－２－２１　泰山堂ビル　Ｂ１ 飲食店

居酒屋たつみや 目黒区 下目黒１－２－２２　セザール目黒　１Ｆ 飲食店

TrattoriaCIAORO 目黒区 下目黒１－３－２８　サンウッド目黒　Ｂ１Ｆ 飲食店

Cellar Fete 目黒区 下目黒１－３－４　ベルグリ－ン目黒　ＢＦ 飲食店

元租串天ぷらむてっぽう 目黒区 下目黒１－５－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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i－rottah 目黒区 下目黒１－５－２１　目黒ＤＫウエスト１Ｆ 飲食店

3ma 目黒区 下目黒１－８－１　ＡＲＣＯＴＯＷＥＲ　２Ｆ 飲食店

ステーキハウス　ハマ目黒店 目黒区 下目黒１－８－１　目黒雅叙園内　１Ｆ 飲食店

カフェラウンジ パンドラ 目黒区 下目黒１－８－１　目黒雅叙園内　１Ｆ 飲食店

香港園 目黒区 下目黒１－８－８　Ｂ１F 飲食店

焼肉乙ちゃん目黒不動前店 目黒区 下目黒２－１３－１０　ＲＫビル 飲食店

Garden 目黒区 下目黒２－１５－１０　エムズ目黒３Ｆ 飲食店

ENERGEIA 目黒区 下目黒２－１８－６ サービス

ピッツァジャルディーノサボイ 目黒区 下目黒２－２－１６　第六千陽ビル　１０１ 飲食店

すし 仁平 目黒区 下目黒２－２－１６　第六千陽ビル　１Ｆ 飲食店

リナシメント 目黒区 下目黒２－２３－２　エストラルゴ目黒　１Ｆ 飲食店

鮨りんだ 目黒区 下目黒２－２４－１２ 飲食店

（株）オッジ目黒本店 目黒区 下目黒２－３－２３　大東カカオビル 飲食店

我が家 目黒区 下目黒２ー２ー８　メディアビル１階 飲食店

らんまる 目黒区 下目黒３－１６－２ 飲食店

COLORS 目黒区 下目黒３－１９－８ ショッピング

すし処佐藤 目黒区 下目黒３－５－１　梶浦ビル２Ｆ 飲食店

レッカービッセン目黒本店 目黒区 下目黒５－３－１２ ショッピング

WESTRIDETOKYO 目黒区 下目黒６－１－２６－１０３ ショッピング

東京ガーデン 目黒区 下目黒６－１－２７ ショッピング

カブ 目黒区 中央町１－１０－１２　ヴィラセイヤー２Ｆ 飲食店

プレゼンスNAVY 目黒区 中央町１－１５－２１　パークサイド学芸大　
１Ｆ サービス

S－sale－ 目黒区 中央町１－１６－１４　飯島ビルｐａｒｔ　１
Ｆ 飲食店

Cafe＆Bar Blue Reef 目黒区 中央町１－１７－１２ 飲食店

銀座いさみ寿し鈴本 目黒区 中央町１－３－６　サマースノー　１Ｆ 飲食店

神乃珈琲 目黒区 中央町１－４－１４ 飲食店

FIVE TREES 目黒区 中央町２－３５－１３ ショッピング

エーフラット家具 目黒通り本店 目黒区 中根１－１４－１５　カーサエルミタッジオ　
１Ｆ ショッピング

ワークハウス 東京目黒店 目黒区 中根１－１４－１８　自由ケ丘レックス　１Ｆ ショッピング

トラスパレンテ 都立大学店 目黒区 中根１－２－５　１Ｆ 飲食店

atacca ungu 目黒区 中根１－３－１２　都立大第三ノアビル　１Ｆ サービス

Carica．ri 目黒区 中根１－５－２ 飲食店

紅矢 都立大学駅前店 目黒区 中根１－５－２　都立大学駅高架下　Ａ２ 飲食店

利き蕎麦存ぶん 目黒区 中根１－６－１　ニューヨークコーナ１６１－
２Ａ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アメリカンクラブハウス 目黒区 中根２－１０－１ 飲食店

トラットリア　ラ　バラッカ 目黒区 中根２－１１－４　立川ビル　２Ｆ 飲食店

串焼くるり 目黒区 中根２－１３－２　ｒａｓｓｅｍｂｌｅｒ中根
　１Ｂ 飲食店

PorteT．C．S 目黒区 中根２－１３－２１ サービス

Addis Grill 目黒区 中根２－３－１５　ＫＩビル　２Ｆ 飲食店

すし勘都立大学店 目黒区 中根２－４－１４ 飲食店

AIDAHAIRASSOCIE 目黒区 中根２－４－１４　ＧＳハイム都立大　１Ｆ サービス

キリゲリ 目黒区 中町１－２５－１９　岡部店舗　１Ｆ 飲食店

ジェオグラフィカ 目黒区 中町１－２５－２０　ジェオグラフィカビル ショッピング

イル　レヴァンテ 目黒区 中町１－２５－２０　ジェオグラフィカビル　
２Ｆ 飲食店

Andycafe 目黒区 中町１－８－１１　１Ｆ 飲食店

焼肉東京苑祐天寺店 目黒区 中町２－３８－２８　鈴木ビル　１Ｆ 飲食店

蕎や月心 目黒区 中町２－４４－１５ 飲食店

Maison de Noche 目黒区 中目黒１－１－１８　ｅａｓｔｈｉｌｌ　Ｂ１
Ｆ サービス

nakameguro燻製apartome 目黒区 中目黒１－１－５２ 飲食店

Restaurant Re： 目黒区 中目黒１－１０－２３　リバーサイドテラス　
１０３ 飲食店

HUIT 目黒区 中目黒１－１０－２３　リバーサイドテラス　
１Ｆ 飲食店

フラワーズネスト 目黒区 中目黒１－１０－２５　フレンドパレス　１０
２ ショッピング

中國飯店 花壇 目黒区 中目黒１－３－１２　アーバンリゾート代官山
３Ｆ 飲食店

ELLA 目黒区 中目黒１－３－５　目黒プリンスコ－ポ　２０
２ サービス

Hatos Bar 目黒区 中目黒１－３－５－１０６ 飲食店

PARKING 目黒区 中目黒１－３－８　渡辺ビル１Ｆ ショッピング

Fen．hair ici 目黒区 中目黒１－４－５ サービス

日本料理 炎水 目黒区 中目黒１－５－１２　ＡＴＲＩＯ　１Ｆ 飲食店

THE BURGER VOWS 目黒区 中目黒２－１０－１１　プラムハイツ１Ｆ 飲食店

中国酒家 辰春 目黒区 中目黒２－１０－１１　中目黒プラムハイツ　
１０１ 飲食店

いけだ屋 目黒区 中目黒２－１０－１５　神山ビル１Ｆ 飲食店

イルルポーネ 目黒区 中目黒２－１０－１９ 飲食店

東京共済カフェコア 目黒区 中目黒２－３－８ 飲食店

ラ・ルーナ・ロッサ 目黒区 中目黒２－５－２３　清水ビル　１Ｆ 飲食店

ドスコイ酒場ちゃんこ芝松中目黒 目黒区 中目黒３－１２－１９ 飲食店

marr 目黒区 中目黒３－１２－１９　幸來路ビル３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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NOMUNEN 目黒区 中目黒３－５－１１　スカイコート中目黒１Ｆ 飲食店

匠そば 中目黒本店 目黒区 中目黒３－５－５　ベルデ中目黒１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご中目黒トレーニング 目黒区 中目黒３－６－１　千陽アポロンビル１Ｆ 飲食店

ワルツ 目黒区 中目黒４－１５－５ ショッピング

すしげん中目黒 目黒区 中目黒４－８－１３ 飲食店

ぬく 目黒区 中目黒４－８－１４　１Ｆ 飲食店

Lunaedue 目黒区 中目黒５－２８－１６　中目黒五番館　１Ｆ サービス

トラットリア・アレーグラ 目黒区 五本木１－３０－２ 飲食店

ヘアー・イノウエ 目黒区 五本木１－３０－３ サービス

シェ・リュイ祐天寺店 目黒区 五本木１－３１－５ 飲食店

五本木ますもと 目黒区 五本木１－４１－５ ショッピング

焼肉 かえん 目黒区 五本木２－１－１４　コンプレックスビル　１
Ｆ 飲食店

すし処亜華司弥 目黒区 五本木２－１５－３ 飲食店

フランス料理 ボンシュマン 目黒区 五本木２－４０－５　Ｂｅａｔ１０１ 飲食店

スキ－ショップボ－ゲン 目黒区 五本木２－４２－４　１Ｆ ショッピング

ピッツェリア・アミーチ 目黒区 五本木２－５４－１４ 飲食店

416GRILLING 目黒区 五本木３－２６－７　岡田ビル　１Ｆ 飲食店

魚ばか106 目黒区 五本木３－２６－８ 飲食店

美容室cabano 目黒区 八雲１－１２－８　鶴田ビル２０１ サービス

シーズン花達 目黒区 八雲１－２－２ ショッピング

シーズン花達 目黒区 八雲１－２－２ ショッピング

TAKUPAN 目黒区 八雲１－３－１２　１Ｆ ショッピング

ディプジョティ 目黒区 八雲１－３－３　２Ｆ 飲食店

焼肉じばご 目黒区 八雲１－４－３　駒原ビル　Ｂ１ 飲食店

ムスビガーデン都立大学店 目黒区 八雲１－４－６ ショッピング

ドスコイ酒場ちゃんこ芝松八雲 目黒区 八雲１－４－６ 飲食店

ビストロ キムラ 目黒区 八雲１－７－１５ 飲食店

コジコジ 目黒区 八雲１－７－１６　コンフォーレ　１Ｆ 飲食店

Blossom Hill 目黒区 八雲１－８－８　リベルタ八雲　１Ｆ 飲食店

アディクト　オ　シュクル 目黒区 八雲１丁目１０－６　 飲食店

M．SLASH AVEDA 目黒区 八雲３－２４－９　ＪＩＹＵＧＡＯＫＡＣＵＢ
Ｅ　２Ｆ サービス

レストランソルフェージュ 目黒区 八雲３－２６－６ 飲食店

中国厨房薔薇果RoseHip 目黒区 八雲３－４－２　八雲ヒルズハイム　１Ｆ 飲食店

八雲茶寮 楳心果 目黒区 八雲３－４－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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笠井 目黒区 八雲３－６－２２　小倉マンション　１０５ 飲食店

Briokitchen 目黒区 八雲４－５－４ 飲食店

Bistro Le Lien 目黒区 八雲４－６－６　ＴＭフラットビル　１Ｆ 飲食店

SOLMEX 目黒区 八雲５－１－１６　八雲フラット　１Ｆ　１０
２ 飲食店

リストランテ ツヅキ 目黒区 八雲５－１４－１９　フレミッシュ駒沢　２Ｆ 飲食店

アジアンダイニングバー“ナマステ” 目黒区 原町１－１１－２　１Ｆ　ローズマンション 飲食店

鉄板焼若 目黒区 原町１－１１－３　１Ｆ 飲食店

波止場 目黒区 原町１－３－１５ 飲食店

から揚げの天才西小山店 目黒区 原町１－６－１０ 飲食店

fujimi　do　243 目黒区 原町１丁目３－１５　小山店舗Ａ 飲食店

DEDEトルコ料理　目黒店 目黒区 原町１丁目８－１２　ＣｒａｆｔＶｉｌｌａｇ
ｅＮＩＳＨＩＫＯＹＡＭＡ 飲食店

ティ－フル 目黒区 大岡山１－４－５　ペナテス大岡山　１０１ 飲食店

か兎が 目黒区 大橋１－１－２　第２長門ビル　１Ｆ 飲食店

ウインドアンドシー中目黒 目黒区 大橋１－６－４－１０１　坂本ビル ショッピング

calme 目黒区 大橋１丁目２－５新村ビル２Ｆ 飲食店

センプレ本店 目黒区 大橋２－１６－２６　１・２Ｆ ショッピング

三宿の鮨 えん 別邸 目黒区 大橋２－１６－２６　クリムゾンワン 飲食店

東邦大大橋ビアンモ－ル 目黒区 大橋２－２２－３６ 飲食店

シューオブライフ 目黒区 大橋２－２２－４　増本ビル　１０２ ショッピング

めでたし 目黒区 大橋２丁目１６－２６　ＣＲＩＭＳＯＮＯＮＥ
５Ｆ 飲食店

ブックヘアーメイク 目黒区 平町１－２５－１６　野村ビル２Ｆ サービス

平口豊次郎商店 目黒区 平町１－２５－１７ ショッピング

蜂の家 都立大学店 目黒区 平町１－２５－１９ 飲食店

fleu〔r〕都立大学店 目黒区 平町１－２６－１０　ビイフローラ１０２号 サービス

メデ・イタシ 目黒区 平町１－２６－６　ロイヤルハイム　１０１ 飲食店

仙 目黒区 平町２－２０－１４ 飲食店

やきとり家すみれ 駒沢大学店 目黒区 東が丘２－１１－２０　駒沢テラス　２０１ 飲食店

PiccoloBosco 目黒区 東が丘２－１２－１２ 飲食店

SPORTY COFFEE 目黒区 東が丘２－１２－１９　イ－ストヒル駒沢　１
Ｆ ショッピング

Groovy Nuts 目黒区 東山１－１－５　東山ＡＴビル１０２ ショッピング

鮨 つきうだ 目黒区 東山１－１１－１５ 飲食店

焼肉酒場 牛恋 中目黒店 目黒区 東山１－１７－３　銀河総研ビル　１Ｆ 飲食店

YAECAAPARTMENTSTORE 目黒区 東山１－２１－２２　リヴィエラマンション２
Ｂ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨つぼみ 目黒区 東山１－２１－２６　ＱＧ東山　１Ｆ 飲食店

JASMINE 中目黒店 目黒区 東山１－２２－３　辛邸　１０１ 飲食店

TUCCI 目黒区 東山１－３－１　２Ｆ サービス

クィーンシーバ 目黒区 東山１－３－１　ネオアージュ中目黒Ｂ１Ｆ 飲食店

Dippalace中目黒店 目黒区 東山１－３－１２　日神プラザ中目黒１Ｆ 飲食店

炭火焼肉　洙苑 目黒区 東山１－５－１ 飲食店

スペイン料理パブロ 目黒区 東山１－６－１３　リテーラ中目黒　１Ｂ 飲食店

ロライマ中目黒 目黒区 東山１－９－１１ サービス

un－demi shop 目黒区 東山１－９－１１ ショッピング

Triple Crown 目黒区 東山１丁目９－１１　アントレ目黒東山　１Ｆ 飲食店

カン 目黒区 東山２－１－１　オリエンタル東山第５　１Ｆ 飲食店

BREAKFAST CLUB 目黒区 東山２－２－４　林ビル　１Ｆ 飲食店

ビストロ13区 目黒区 東山２－２－５ 飲食店

PARADISETOKYO 目黒区 東山２－３－２　ＣＯＭ’ＳＦＯＲＯＭ　１Ｆ ショッピング

出口屋 目黒区 東山２－３－３ ショッピング

和韓石鍋若狭 目黒区 東山２－３－６　今井邸 飲食店

パティスリー1904 目黒区 東山２－５－８ 飲食店

9 NINTH FLOOR 目黒区 東山３－１－１５　ＨＯＬＯＮ池尻ビル　９Ｆ サービス

HAIR＆SPA GRACE 目黒区 東山３－１－１７ サービス

寿司まさきよ 目黒区 東山３－１－１９　シティビル池尻大橋 飲食店

オーサワジャパン 池尻大橋店 目黒区 東山３－１－６　ＣＩビル　１Ｆ ショッピング

オステリアヴォーノ 目黒区 東山３－１５－１２　ディライト東山Ｂ１Ｆ 飲食店

Acmi池尻大橋 目黒区 東山３－１５－２ サービス

ソウルフードバンコク池尻大橋店 目黒区 東山３－１５－２　ソナー第二ビル２Ｆ 飲食店

大西屋 目黒区 東山３－３－１０ ショッピング

絵里奈 目黒区 東山３－５－２ ショッピング

パーレンテッシ 目黒区 東山３－６－８　エクセル東山２Ｆ 飲食店

Elzeard 目黒区 柿の木坂１－３０－１１　Ｆｒｉｅｎｄｓ柿の
木坂　１Ｆ ショッピング

AtelierJDPARIS 柿の木坂店 目黒区 柿の木坂１－３１－９　パーシモンズヒルズ　
１０１ サービス

やきとり 鶏慶 目黒区 柿の木坂１－３２－１６－１０３ 飲食店

ウリズン柿ノ木坂店 目黒区 柿の木坂１－６－２６　柿の木坂エミネンス　
１Ｆ サービス

camyu 目黒区 柿の木坂１－６－６　音羽ハイツ　１０１ サービス

大むら 目黒区 柿の木坂２－１０－２０ 飲食店

STORAGE 目黒区 柿の木坂２－２６－１８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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キャトル 柿の木坂店 目黒区 柿の木坂３－１１－４ 飲食店

炭火焼肉一心園 目黒区 洗足２－２５－２　大勝ビル１Ｆ 飲食店

トラットリアトリノ 目黒区 洗足２－２５－２０ 飲食店

トムの庭 洗足店 目黒区 洗足２－６－１２ サービス

ふく割烹花家 目黒区 目黒１－１６－７ 飲食店

ミーレ・ジャパン株式会社サービスセンター 目黒区 目黒１－２４－１２　オリックス目黒ビル　４
Ｆ ショッピング

ピロースタンドイプノス 目黒店 目黒区 目黒１－２４－１８　福山ビル　１Ｆ ショッピング

果実園リーベル目黒店 目黒区 目黒１－３－１６　プレジデント目黒ハイツ　
２Ｆ 飲食店

hairloungeYARD 目黒区 目黒１－４－１２　ＭＧ１４ビル　２・３Ｆ サービス

RestaurantL’asse 目黒区 目黒１－４－１５　ヴェローナ目黒　Ｂ１ 飲食店

すぱじろう 権之助坂 目黒区 目黒１－４－６　弥生ビル　１Ｆ 飲食店

そま莉 目黒区 目黒１－４－８　東レクビル２Ｆ 飲食店

近江牛亭目黒店 目黒区 目黒１－４－８　東レクビル３Ｆ 飲食店

CILFACILE 目黒区 目黒１－４－９　生報ビル　４Ｆ サービス

WEARETHEFARM目黒 目黒区 目黒１－５－１６　経研第二ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

創作和食ダイニング和神 目黒区 目黒１－５－１８　中銀目黒タワ－ビル　Ｂ１ 飲食店

IRON HOUSE 目黒区 目黒１－５－１９　目黒第一ビル　１０２ 飲食店

そうめん屋はやし 酒場Gogo 目黒区 目黒１－５－１９　目黒第一ビル　１０５ 飲食店

髪や目黒店 目黒区 目黒１－５－１９　目黒第一ビル　２Ｆ サービス

なんちち食堂 目黒区 目黒１－５－１９　目黒第一ビル　２Ｆ 飲食店

目黒魚／日本酒バルいと。をかし。 目黒区 目黒１－５－１９　目黒第一ビル１０１ 飲食店

寿し　ながもと 目黒区 目黒１－６－１４　ＡＢＣＭＥＧＵＲＯ　Ｂ１ 飲食店

とんかつ大宝 目黒区 目黒１－６－１５ 飲食店

仁六 目黒区 目黒１－６－１６ 飲食店

多嘉屋 目黒区 目黒１－６－１６　Ｂ１ 飲食店

HEAT 目黒店 目黒区 目黒２－１１－８　バルビゾン４３　１Ｆ サービス

ジャンティーユ 目黒区 目黒３－１－１ 飲食店

東京Hands 目黒区 目黒３－１－２３　１Ｆ 飲食店

カーフ 目黒区 目黒３－１０－１１ ショッピング

Sonechika 目黒区 目黒３－１１－５　アオキビル　１Ｆ ショッピング

Sonechika 目黒区 目黒３－１１－８　第二ヴィラカーム　１Ｆ ショッピング

BROSENT 目黒区 目黒３－１２－３　松田ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

東京苑目黒店 目黒区 目黒３－２－１　石井ビル１Ｆ 飲食店

libur sini 目黒区 目黒３－９－５　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ACME／JS Furniture 目黒 目黒区 目黒３－９－７　ＢＣＲＥＳＩＤＥＮＴＳ　
１・Ｂ１Ｆ ショッピング

hair＆spacocoro 目黒区 目黒３丁目８－１０　パラスト目黒３丁目１０
４ サービス

Kabi 目黒区 目黒４－１０－８ 飲食店

肉和創菜 道 目黒区 目黒４－１１－１ 飲食店

GONE 目黒区 目黒４丁目１２－１３ヒルトップエム１Ｆ 飲食店

三宝カメラ株式会社 目黒区 目黒本町２－５－５ ショッピング

LeBRESSO 目黒武蔵小山 目黒区 目黒本町３－５－６　ヒルズトミオカ　１Ｆ ショッピング

＆WINE 目黒区 目黒本町４丁目３－１４　ミチノサキ６階 飲食店

MINDSTAGE 目黒区 目黒本町５－１－５　田口ビル　１Ｆ サービス

PLANET 目黒区 目黒本町５－１７－１　狩野ビル　１Ｆ サービス

やきとりまさ吉 目黒区 目黒本町５－２－８ 飲食店

魚家わっか 目黒区 目黒本町５－３３－２４　メゾンだるま　１０
１ 飲食店

酒菜と炭てりや 目黒区 目黒本町５－３３－２７　パルピアビル　１Ｆ 飲食店

パステルアトリエドゥ目黒店 目黒区 目黒本町６－１－１６ サービス

碑文谷朝日屋 目黒区 碑文谷２－１９－１６ 飲食店

ジェイーコ 碑文谷店 目黒区 碑文谷２－２１－６　キャッスル共進ビル　２
Ｆ ショッピング

クラスティーナ目黒店 目黒区 碑文谷２－２１－６　キャッスル共進ビル２Ｆ ショッピング

ロイズ・アンティークス 碑文谷 目黒区 碑文谷２－５－１５ ショッピング

吉法師 目黒区 碑文谷４－２－３　碑文谷メゾン　１Ｆ 飲食店

三吉寿司 目黒区 碑文谷４－２－５ 飲食店

PatiisreieJUNUJITA 目黒区 碑文谷４－６－６ 飲食店

Embassy CAFE 目黒区 碑文谷５－１４－８ 飲食店

第一フラワー洋蘭店 目黒区 碑文谷５－２９－１２ ショッピング

大黒屋 目黒区 碑文谷５－７－２　グレイビル 飲食店

OAK学芸大学 目黒区 碑文谷６－１－２０　ＡＲＥＡ－Ｍ２Ｆ サービス

ラ・ブーシェリー・デュ・ブッパ 目黒区 祐天寺１－１－１　リベルタ祐天寺Ｂ１Ｆ 飲食店

ozawa 目黒区 祐天寺１－２０－８　石川ハイツ　１Ｆ 飲食店

Guru’s 目黒区 祐天寺１－２２－１０ サービス

裏のさかな屋 目黒区 祐天寺１－２２－９ 飲食店

ナンカ堂 祐天寺2号店 目黒区 祐天寺１－２３－１８ ショッピング

SIDEWALK COFFEE YUTENJI 目黒区 祐天寺１－２６－１１ 飲食店

アームズクロージングストア 目黒区 祐天寺２－１２－１　ＰＬＡＺＡＵ　２０２ ショッピング

笑口房 目黒区 祐天寺２－１２－１９　山寺ビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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いけのや 目黒区 祐天寺２－１４－１　フィオ－レ祐天寺　４０
２ 飲食店

FIL beaute 目黒区 祐天寺２－１４－１０　ＫｕｋａｉＴｅｒｒａ
ｃｅ祐天寺Ａｎｎｅｘ　１Ｆ サービス

BEEF TABLE 目黒区 祐天寺２－１４－１０　ＫｕｋａｉＴｅｒｒｃ
ｅ祐天寺　１Ｆ　Ａ 飲食店

紋寿司 目黒区 祐天寺２－１４－１９　１Ｆ 飲食店

焼肉三宿トラジ 目黒区 祐天寺２－１４－７ 飲食店

KURA祐天寺 目黒区 祐天寺２－１４－７　ＡＩビル　２Ｆ エンターテイメン
ト

atelier LiL 目黒区 祐天寺２－１５－９ サービス

毛髪花学研究所 目黒区 祐天寺２－１６－１０　たちばなビル　１Ｆ サービス

牛繁祐天寺店 目黒区 祐天寺２－２－５ 飲食店

ナンカ堂 祐天寺店 目黒区 祐天寺２－３－１ ショッピング

来々軒 目黒区 祐天寺２－３－１３　１Ｆ 飲食店

Ca’docci 目黒区 祐天寺２－３－１４　Ｋ＆Ｋビル　２Ｆ 飲食店

すし　初代渡邉淳一 目黒区 祐天寺２－３－１５ 飲食店

鶏やせぼん 目黒区 祐天寺２－４－１４　ＮＡＯ２０００ 飲食店

焼肉おおにし 祐天寺店 目黒区 祐天寺２－６－１１ 飲食店

博多日和 目黒区 祐天寺２－６－１１　カメリア祐天寺１Ｆ 飲食店

美食同源CAFE KEATS 目黒区 祐天寺２－８－１２ 飲食店

いぶし銀 目黒区 祐天寺２－８－１３　祐天寺ビルＢ　１０１ 飲食店

東京ヨガウェア2．0 目黒区 祐天寺２－９－４　虎ノ門ビル　２Ｆ ショッピング

銀座コージーコーナー　エトモ祐天寺店 目黒区 祐天寺２ー１３－４ 飲食店

IL CASALE 目黒区 祐天寺２丁目１４－５ユタカビル２Ｆ 飲食店

ギリギリカフェ 目黒区 祐天寺２丁目１６－１０　たちばなビルＢ１ 飲食店

中国料理　来々軒 目黒区 祐天寺２丁目３－１３　 飲食店

中華蕎麦三藤 目黒区 緑が丘１－１４－２　１Ｆ 飲食店

扇寿司 目黒区 緑が丘１－２３－８ 飲食店

NATHAN HAIR ROOM 目黒区 緑が丘２－１２－９ サービス

麦府 目黒区 緑が丘２－１６－１９ 飲食店

blue comb 目黒区 緑が丘２－１７－１５　２Ｆ サービス

CHECK＆STRIPE 自由が丘店 目黒区 緑が丘２－２４－１３－１０５ ショッピング

はんこ屋さん21自由が丘店 目黒区 緑が丘２－２５－１６ ショッピング

ZENROOM 目黒区 緑が丘２－２５－１７　自由が丘Ｔ－ｏｎｅビ
ル　１０１ 飲食店

串処　おか田 目黒区 緑が丘２－２５－１７　自由が丘Ｔ－ｏｎｅビ
ル　１Ｆ 飲食店

クオカ 自由が丘店 目黒区 緑が丘２－２５－７　スイーツフォレスト　１
Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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自由が丘スイーツフォレスト 目黒区 緑が丘２－２５－７　ラクール自由が丘２Ｆ 飲食店

ワインバーえん 目黒区 自由が丘１－１１－１ 飲食店

博多屋台 中洲流 目黒区 自由が丘１－１１－４ 飲食店

ヴィノテカメッシーナ 目黒区 自由が丘１－１１－４　１Ｆ 飲食店

天ぷら天寅自由が丘店 目黒区 自由が丘１－１１－６　エトモ自由ヶ丘　１Ｆ 飲食店

カフェアンドブックスビブリオテーク 目黒区 自由が丘１－１１－７　エトモ自由ケ丘 飲食店

NOORA 目黒区 自由が丘１－１２－１３ ショッピング

フェリ－チェ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－１２－６　自由が丘センタ－ビル
　Ｂ１ 飲食店

天一　自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘１－１２－７ 飲食店

自由ヶ丘 牛タン いろ葉 目黒区 自由が丘１－１２－９　自由が丘センタービル 飲食店

PRIMP 目黒区 自由が丘１－１３－１４　スカイビル２Ｆ サービス

エル・ペスカドール 目黒区 自由が丘１－１３－４ 飲食店

ネイルサロンエムズ 目黒区 自由が丘１－１４－１４　原田ビル　３Ｆ サービス

カインドオル自由が丘店 目黒区 自由が丘１－１４－１５　ｙａｓｈｉｍａビル
　１Ｆ ショッピング

美容室シャンティー 目黒区 自由が丘１－１４－２ サービス

自由が丘　山屋 目黒区 自由が丘１－１５－１０ ショッピング

加圧トレーニングジム　DEUX 目黒区 自由が丘１－１５－１０　ジュンビル２Ｆ ショッピング

日山 自由が丘店 目黒区 自由が丘１－１５－１２　亀屋万年堂本社ビル
　１Ｆ ショッピング

レストラン フォレスト 目黒区 自由が丘１－１６－１３ 飲食店

ボズュー自由が丘 目黒区 自由が丘１－１６－１３ サービス

バゲットラビット自由が丘店 目黒区 自由が丘１－１６－１４ 飲食店

L’avenue -hair atelier- 目黒区 自由が丘１－１７－１２　自由が丘ハイツアン
ドー１Ｆ サービス

assAm 目黒区 自由が丘１－１７－１２　自由ヶ丘ハイツアン
ドー　１Ａ サービス

フォルム・ボーテ 目黒区 自由が丘１－２－１４ サービス

RusaRuka 東京自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２０－１９　光進自由が丘ビル　
１Ｆ 飲食店

RIRE 目黒区 自由が丘１－２０－２０ ショッピング

星火 目黒区 自由が丘１－２１－４　Ｊ１２１ビル　１Ｆ 飲食店

アルベロ 目黒区 自由が丘１－２３－１ ショッピング

エムズ 目黒区 自由が丘１－２３－１　ＹＭＫビル１０２ ショッピング

エヴァムエヴァ 自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２４－１３ ショッピング

サンク．ベルブランシェ 目黒区 自由が丘１－２４－１５　ヒルス自由が丘Ａ ショッピング

TRUE COLORS 目黒区 自由が丘１－２４－６　ヤマモトビル２Ｆ サービス

リゼッタ自由が丘 目黒区 自由が丘１－２４－６　自由が丘グランデ２　
１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ALoha 目黒区 自由が丘１－２４－７　ＳＰＡＣＥＣ１　１Ｆ サービス

ケルセン自由が丘直営店 目黒区 自由が丘１－２４－８　ミニドーム自由が丘　
１Ｆ ショッピング

BABBO ANGELO 目黒区 自由が丘１－２５－１２　自由が丘リードマン
ション２０２ 飲食店

ディアローグ 目黒区 自由が丘１－２５－１４　ＢＩＢＡビル　２Ｆ サービス

ビッチーノアレイ自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘１－２５－１４　ビバビル１Ａ ショッピング

鉄板焼 モトマチ 目黒区 自由が丘１－２５－２ 飲食店

ラケル　自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２５－２０　自由ヶ丘ＭＹＵ　１
Ｆ 飲食店

鮨季和 目黒区 自由が丘１－２５－３　ＹＫビル　１Ｆ 飲食店

すすむ屋茶店 目黒区 自由が丘１－２５－５ ショッピング

エンジェルガーデン2 目黒区 自由が丘１－２５－５　１Ｆ サービス

ヘアーサロン インビテーション 目黒区 自由が丘１－２５－９　自由が丘テラス　２Ｆ サービス

プリモクラッセ 目黒区 自由が丘１－２５－９　自由が丘テラスＢ１Ｆ ショッピング

アンジェリークサロン 自由ヶ丘 目黒区 自由が丘１－２６－１ ショッピング

マリオネット 目黒区 自由が丘１－２６－１ ショッピング

THE SHOP SLOANE 目黒区 自由が丘１－２６－１３　菅井ビル　１Ｆ ショッピング

Fare自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２６－１４　オクズミビル　２Ｆ サービス

和食やちそう 目黒区 自由が丘１－２６－１４　オクズミビルＢ１Ｆ
北側 飲食店

MILKLANDHOKKAIDOTOKY 目黒区 自由が丘１－２６－１６　山川ビル　１Ｆ 飲食店

田ノ実 自由が丘店 2階 目黒区 自由が丘１－２６－１６　田ノ実ビル 飲食店

プティマイン クレードスコープ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２６－１８　チェスナットヒルズ
１ ショッピング

パスタバル ミキヤズ 目黒区 自由が丘１－２６－２０　笹川ビル　２０２ 飲食店

アリスバイアフロート 目黒区 自由が丘１－２６－４　ステラビル　４Ｆ サービス

ciel by afloat 目黒区 自由が丘１－２６－４　ステラビル　５Ｆ サービス

プチバトーブティック自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２６－４　ステラ自由が丘 ショッピング

モンスーンカフェ 自由が丘 目黒区 自由が丘１－２６－４　ステラ自由東京都が丘
Ｂ１ 飲食店

MICRAS 目黒区 自由が丘１－２６－５ サービス

サブウェイ 自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２６－７　ストークビル　１Ｆ 飲食店

ルピシア 自由ケ丘本店 目黒区 自由が丘１－２６－７　田中ビル　１Ｆ ショッピング

ROTONDA 目黒区 自由が丘１－２６－７　自由が丘ストークビル
５Ｆ ショッピング

Jiyugaoka Rugs 目黒区 自由が丘１－２７－１ ショッピング

ラ・ピリエ 目黒区 自由が丘１－２７－１ ショッピング

PARIA Jewelry 目黒区 自由が丘１－２７－１ ショッピング

タイマ 目黒区 自由が丘１－２７－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Celeste 目黒区 自由が丘１－２７－２ ショッピング

きらく屋 目黒区 自由が丘１－２７－２ ショッピング

ダンスショップイタリエ 目黒区 自由が丘１－２７－２　ひかり街 ショッピング

ピノキオ　21 目黒区 自由が丘１－２７－２　ひかり街 ショッピング

La mode咲貴 目黒区 自由が丘１－２７－２　ひかり街 ショッピング

水晶・天然石　ＡＭＥＲＩ 目黒区 自由が丘１－２７－２　ひかり街１Ｆ９号 ショッピング

SOLE自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２７－２　ひかり街ビル　３Ｆ サービス

馬渡養蜂場　自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２８－２ ショッピング

みどりや化粧品店 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

マダムサンク 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

マリオン 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

フェアリーテール 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

Re:Jewelry 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

味の一番 目黒区 自由が丘１－２８－８ 飲食店

イシヰ靴店 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

五十嵐金物店 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

香水　ＳＥＬＥＣＴ 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

いわこう 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

インデアン 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

キッチンカントリー 目黒区 自由が丘１－２８－８ 飲食店

花月 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

アーサ　インドレストラン 目黒区 自由が丘１－２８－８ 飲食店

チャガモクラフト 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

ＴＩＤＡ 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

グッドウェル 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

アトリテナ 目黒区 自由が丘１－２８－８ ショッピング

ビューフォート自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２９－１ ショッピング

やきとり釜飯 七味亭 目黒区 自由が丘１－２９－１４　５０１ 飲食店

フェーヴ 自由が丘本店 目黒区 自由が丘１－２９－１４　Ｊフロントビル　１
Ｆ 飲食店

状元樓 目黒区 自由が丘１－２９－１７　持田ビル１Ｆ 飲食店

ホビーラホビーレ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２９－２　エビスヤビル１階 ショッピング

Bi ArakA+i 目黒区 自由が丘１－２９－２　ゑびすやビルＢ１ サービス

モンブラン 目黒区 自由が丘１－２９－３ 飲食店

イケダ 目黒区 自由が丘１－２９－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヒルズアヴェニュー自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２９－５ ショッピング

fitfit自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２９－５ ショッピング

VIALA 目黒区 自由が丘１－２９－７ サービス

トンカツゴリコ 目黒区 自由が丘１－２９－７ 飲食店

御門屋　自由が丘店 目黒区 自由が丘１－２９－７ ショッピング

自由が丘 薮伊豆 目黒区 自由が丘１－２９－７　薮伊豆ビル１Ｆ 飲食店

アラカンパーニュ自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘１－３－１３ 飲食店

マリア バイ アフロート 目黒区 自由が丘１－３－１３　２Ｆ サービス

BUSENANTE 目黒区 自由が丘１－３－１４　３０１ 飲食店

SARU自由が丘 目黒区 自由が丘１－３－１４　伊勢元ビル　１Ｆ 飲食店

やき鳥歩ム 自由が丘 目黒区 自由が丘１－３－１４　伊勢元ビル　２Ｆ 飲食店

笑 門 目黒区 自由が丘１－３－１４　伊勢元ビル１Ｆ 飲食店

MERCATO 自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘１－３－１５　ＢＩＳビル　１０２ ショッピング

自由が丘鮨りんか 目黒区 自由が丘１－３－１７　自由が丘センタービル
１０２ 飲食店

HAIRSALONfleuve 目黒区 自由が丘１－３－２２　アーバンビルサカス１
１－１－Ｂ サービス

KYARA 目黒区 自由が丘１－３－２２　自由が丘アッシュ　１
０４ サービス

Katachi 目黒区 自由が丘１－３－２８　自由が丘オペラ座１Ｆ サービス

焼肉もぐら 目黒区 自由が丘１－３１－１０ 飲食店

BAKE自由が丘店 目黒区 自由が丘１－３１－１０　ＢＡＫＥビル 飲食店

ゴンチャエトモ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－３１－１１ 飲食店

サクラバル 目黒区 自由が丘１－３１－８ 飲食店

資生堂パーラー　自由が丘店 目黒区 自由が丘１－４－１０　ｑｕａｒａｎｔａ１９
９６　１Ｆ 飲食店

カフェ ラ・ボエム 自由が丘 目黒区 自由が丘１－４－８　１Ｆ，２Ｆ 飲食店

RICONO CLOTHE　自由通り店 目黒区 自由が丘１－５－１０ ショッピング

ROMA hair salon 目黒区 自由が丘１－５－１０　カメリアビル　２Ｆ サービス

東方中国整体院 目黒区 自由が丘１－５－９　リバティビル２０２ サービス

マーブルシュッド自由が丘店 目黒区 自由が丘１－５－９　古川ビル　２Ｆ ショッピング

自由が丘MISTY 目黒区 自由が丘１－７－１３　クレオ１Ｆ ショッピング

kakimoto arms クレオ店 目黒区 自由が丘１－７－１３　クレオビル　２Ｆ サービス

おもちゃのマミー 目黒区 自由が丘１－７－１４　ドゥーブルビル１Ｆ ショッピング

Neolive occhi 目黒区 自由が丘１－７－１５　ベルテ・フォンタン　
２Ｆ サービス

SENSE 目黒区 自由が丘１－７－１５　丸栄ビル　５Ｆ サービス

THE BANFF 目黒区 自由が丘１－８－１　ミナミビル　２Ｆ 飲食店
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美容室 １０１ 目黒区 自由が丘１－８－１　ミナミビル３Ｆ サービス

自由が丘ドマーニ 目黒区 自由が丘１－８－１８ ショッピング

LATTEGRAPHIC自由が丘 目黒区 自由が丘１－８－１８　ノーブルビル　２Ｆ 飲食店

エコー自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘１－８－１８　マイセンビル　１Ｆ ショッピング

クロールバリエ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－１８　自由が丘ノーブルビル
１Ｆ ショッピング

フットアドバンス自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－２ サービス

アン レクレ 自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－２　サウスゲートビル　１Ｆ ショッピング

AUBEhairreve自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－２０　自由が丘第一ビル　２
Ｆ サービス

KING’S MARKET PLACE 目黒区 自由が丘１－８－２３ ショッピング

エーズラビット 自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－５　村上ビル　１０１ ショッピング

hearty nail南口店 目黒区 自由が丘１－８－９ サービス

Of　HAIR自由が丘店 目黒区 自由が丘１－８－９　岡田ビル２Ｆ サービス

プロショップTEN・N 目黒区 自由が丘１－８－９　岡田ビル２Ｆ ショッピング

ファッションヴィレッヂ自由が丘店 目黒区 自由が丘１－９－４　自由が丘ホワイトビル　
１Ｆ ショッピング

ほまれ 目黒区 自由が丘１－９－５ 飲食店

自由が丘スイーツ　Station 目黒区 自由が丘１－９－８ ショッピング

TWGTea自由が丘店 目黒区 自由が丘１－９－８　東急自由が丘南口ビル　
１Ｆ 飲食店

モンロワール 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１０－１０ 飲食店

BLOOMA 目黒区 自由が丘２－１０－１０　シ－ズビル　３Ｆ サービス

ポパイカメラ 目黒区 自由が丘２－１０－２ ショッピング

DanjoBi 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１０－４　ミルシェ自由が丘　Ｂ
１Ｆ サービス

鼎’s自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１０－４　ミルシェ自由が丘２０
１ 飲食店

珈琲茶館 集＆GNS 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１０－４　水野ビル　１〜２Ｆ 飲食店

マイアミガーデン　自由ケ丘駅前店 目黒区 自由が丘２－１０－６ 飲食店

蜂の家　自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１０－６ 飲食店

アイラッシュリゾートカハラ 自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－１１－１１　水谷ビル　３Ｆ サービス

クルン・サイアム自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１１－１６　エクセレンスビル　
２Ｆ 飲食店

柿ひで 目黒区 自由が丘２－１１－１６　リベルテビルＢ１Ｆ 飲食店

アドルフォ・ドミンゲス 自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－１１－１９　１Ｆ ショッピング

ダロワイヨ 目黒区 自由が丘２－１１－２ 飲食店

株式会社 不二屋書店 目黒区 自由が丘２－１１－３　１Ｆ ショッピング

ジャンクロードビギン自由が丘駅前店 目黒区 自由が丘２－１１－５　自由が丘ミドリビル　
１Ｆ サービス

ラトリエ　プリュ 目黒区 自由が丘２－１１－７ 飲食店
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佳酒旬菜　つぼ庭 目黒区 自由が丘２－１１－７ 飲食店

ナッツカントリ－自由が丘 目黒区 自由が丘２－１１－７　ＬａＴｏｕｒＣａｎ－
ｄｅｌａ　１Ｆ ショッピング

西村文生堂 目黒区 自由が丘２－１１－８ ショッピング

ミューズ自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１２－１３ サービス

デビルクラフト自由が丘 目黒区 自由が丘２－１２－１８　ジェイパ－ク自由が
丘　１Ｆ 飲食店

keep hair desig 目黒区 自由が丘２－１２－１９－３４１　ビルイース
ト　３Ｆ サービス

茶工廠 目黒区 自由が丘２－１２－２１　最上ビル　１Ｆ ショッピング

自由が丘まつげエクステ専門店　Anrire 目黒区 自由が丘２－１３－２ サービス

バルバリ自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１３－３　サウスポイント・アイ
　１Ｆ ショッピング

ピュール 目黒区 自由が丘２－１３－３　サウスポイントアイ　
３Ｆ サービス

ペコヴァン 目黒区 自由が丘２－１３－３　自由が丘エスビル　２
Ｆ　Ａ 飲食店

Laul by Eye Can 目黒区 自由が丘２－１３－３　自由が丘エスビル　４
Ｆ サービス

炭火焼鳥きみゆき 目黒区 自由が丘２－１４－１　とり正ビル　１０１ 飲食店

VIBURNUM 目黒区 自由が丘２－１４－１５　ＳＰＡＣＥＣ２ＥＡ
ＳＴ１Ｆ ショッピング

味彩 目黒区 自由が丘２－１４－１９　パラダイスビル１Ｆ 飲食店

オーパーツ 目黒区 自由が丘２－１４－８ ショッピング

菜道 目黒区 自由が丘２－１５－１０ 飲食店

台湾席茶 蓮月庭 目黒区 自由が丘２－１５－１０　Ａ＆Ｄハウス　１０
２ 飲食店

KIDS　AMI　自由が丘ショールーム 目黒区 自由が丘２－１５－２０ サービス

クォーター・ビート 目黒区 自由が丘２－１５－２１ サービス

プースカフェ 目黒区 自由が丘２－１５－２２　エイクガーデン３Ｆ 飲食店

カラーズアイランド 目黒区 自由が丘２－１５－２２　オカベビル　２Ｆ サービス

ヴァン・ヴィーノ！ 目黒区 自由が丘２－１５－２４ 飲食店

Denim Cellar 目黒区 自由が丘２－１５－２４ ショッピング

プリスティン自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－１５－２４ ショッピング

フェアリーテール　本店 目黒区 自由が丘２－１５－５ ショッピング

ネストローブクローゼット 自由ヶ丘 目黒区 自由が丘２－１５－８ ショッピング

HIVE 目黒区 自由が丘２－１５－９　オタオビル　２Ｆ サービス

ＢＵＺＺ 目黒区 自由が丘２－１６－１０ サービス

串の坊 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－１６－１９　自由が丘メープル　
１０３ 飲食店

サンマキアージュ 目黒区 自由が丘２－１６－１９　自由が丘メープル１
０１ 飲食店

little mona 目黒区 自由が丘２－１６－１９－１０２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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GLAMOROUS SUGAR 目黒区 自由が丘２－１６－２５　シグナルヒル１Ｆ ショッピング

SLOW自由ヶ丘 目黒区 自由が丘２－１６－２６　ＧＡＲＴＥＮＨＩＥ
Ｍ ショッピング

colorlover自由が丘2 目黒区 自由が丘２－１７－１２　ハウス自由が丘　２
Ｆ サービス

自由が丘　ピラティススタジオ 目黒区 自由が丘２－１７－６ エンターテイメン
ト

quint neolive 目黒区 自由が丘２－１７－７　増田ビル　３Ｆ サービス

鮨幸 目黒区 自由が丘２－１８－１４ 飲食店

PonoLipoShop 目黒区 自由が丘２－１８－１５ ショッピング

D’etraison 目黒区 自由が丘２－２－１１ 飲食店

インテリアファクトリー　ルドファン 目黒区 自由が丘２－２－１９　１０５ ショッピング

モンサンクレール 目黒区 自由が丘２－２２－４ ショッピング

美容室エルロード 目黒区 自由が丘２－２３－１　ザ・ガーデン自由が丘
　２Ｆ サービス

コステロ 自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－３－１５ ショッピング

レタントン自由が丘 目黒区 自由が丘２－７－１９ サービス

コパン エ コピーヌ 目黒区 自由が丘２－７－１９　シレーヌ１Ｆ サービス

MANO 自由が丘 目黒区 自由が丘2-8-15 ショッピング

にしきや自由が丘店 目黒区 自由が丘２－８－１７ ショッピング

サロンアンピール自由ガ丘ネスト店 目黒区 自由が丘２－８－２　Ｃ棟 ショッピング

fleu(r) 目黒区 自由が丘２－８－２１　２Ｆ サービス

蔭山楼 目黒区 自由が丘２－８－２１　メゾンクルツ１Ｆ 飲食店

ココマイスター 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－８－３　ラ・ヴィータＮｏ．２ ショッピング

OIL&VINEGAR　レストラン瑞穂 目黒区 自由が丘２－８－８　Ｌｅｃｉｅｌ　Ｂｌｕｅ
２０１ 飲食店

BIANCA 目黒区 自由が丘２－８－８　ルシェルブルー　１Ａ ショッピング

SYMRK自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－８－９　カケイビル　１０２ ショッピング

BREEZE自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－１０ ショッピング

タイムレスコンフォート 自由が丘店1F 目黒区 自由が丘２－９－１１　自由ヶ丘八幸ビル　１
Ｆ ショッピング

まんぷく 自由ケ丘 目黒区 自由が丘２－９－１２　２Ｆ 飲食店

Of　HAIR　WEST店 目黒区 自由が丘２－９－１４　アソルティー自由が丘 サービス

ROMANA JIYUGAOKA 目黒区 自由が丘２－９－１５ サービス

GULF’s 目黒区 自由が丘２－９－１５　ユレカビル　２Ｆ 飲食店

ノンブルアンペール自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－１５　宮崎第一ビル　１Ｆ ショッピング

LOREN 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－１５　宮崎第二ビル　２Ｆ サービス

STEPS自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－１５　渥美ビル　１Ｆ ショッピング

MAISON IENA 目黒区 自由が丘２－９－１７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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クールバード自由が丘 目黒区 自由が丘２－９－２３ ショッピング

カスタネット 目黒区 自由が丘２－９－２３ 飲食店

グラスミュゼ 目黒区 自由が丘２－９－２３ サービス

nailsalon laula 目黒区 自由が丘２－９－２３　ラポ－ル自由が丘　２
０４号 サービス

PG GAUZE 自由ヶ丘店 目黒区 自由が丘２－９－２４ ショッピング

イルビゾンテ自由が丘 目黒区 自由が丘２－９－２４ ショッピング

キャトル・セゾン・トキオ 目黒区 自由が丘２－９－３ ショッピング

リンリン　自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－３　志村ビル２Ｆ サービス

私の部屋　自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－４　１Ｆ ショッピング

マ－キ－ズ 自由が丘店 目黒区 自由が丘２－９－６ ショッピング

シャッターズLuz自由が丘 目黒区 自由が丘２－９－６　Ｌｕｚ自由が丘　３Ｆ 飲食店

T’sレストラン 目黒区 自由が丘２－９－６　ＬＵＺ自由が丘Ｂ１Ｆ 飲食店

DEAR－LOGUE LUZ店 目黒区 自由が丘２－９－６　自由が丘ＬＵＺ　６Ｆ サービス

Amaron 目黒区 自由が丘２―１５―２０　メイプルツイン１０
２ サービス

ラマンダ 目黒区 自由が丘２―９―１０　ラ・コルドビル３Ｆ ショッピング

MOMOnatural自由が丘 目黒区 自由が丘２―９―１９　Ｇビル自由が丘１Ｆ―
３Ｆ ショッピング

BuzzBee自由が丘 目黒区 自由が丘２―９―２　２Ｆ サービス

FIQ 自由が丘店 目黒区 自由が丘３－１－１５　１Ｆ ショッピング

すし処　佐治 目黒区 自由が丘３－１０－１８ 飲食店

ユニフォームスタジオ自由が丘本店 目黒区 自由が丘３－１０－１８ サービス

アンピール 目黒区 自由が丘３－１０－２１ ショッピング

mondo 目黒区 自由が丘３－１３－１１ 飲食店

季夏 目黒区 自由が丘３－１７－１　Ｂ１Ｆ 飲食店

NailSalonMattie 目黒区 自由が丘３－７－１ サービス

La gita 目黒区 自由が丘３－７－１９　三股店舗１Ｆ 飲食店

PeopleTree自由が丘店 目黒区 自由が丘３－７－２ ショッピング

フェリチェリーナ 目黒区 青葉台１－１５－２　ＡＫ３ビル２－Ａ 飲食店

Hairstudiofam 目黒区 青葉台１－１５－８ サービス

ビュルデサボン中目黒 目黒区 青葉台１－１６－１１ ショッピング

割烹柚葉 目黒区 青葉台１－１６－１１　３Ｆ 飲食店

ステーキなぐら 目黒区 青葉台１－１６－１２　サクレピエスＢ１Ｆ 飲食店

カインドオル 中目黒店 目黒区 青葉台１－１６－１２　中目黒サクレーピエス
　１Ｆ ショッピング

Roots to Branches 目黒区 青葉台１－１６－７　朝日橋ビル　２Ｆ ショッピング

Ti picchio 目黒区 青葉台１－１６－９　サクラガーデン　３Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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rythme 目黒区 青葉台１－１６－９　サクラガーデンウエスト
　２Ｆ サービス

鮨おかだ 目黒区 青葉台１－１６－９　サクラガーデンウエスト
１Ｆ 飲食店

Nepal in Sonamu 目黒区 青葉台１－１８－１４　斎藤ビルアネックス　
２Ｆ 飲食店

AMAZING COFFEE 目黒区 青葉台１－１８－７　カスタリア中目黒　１Ｆ
　６区画 ショッピング

3110NZbyLDHkitchen 目黒区 青葉台１－１８－７　カスタリア中目黒　１Ｆ
　７区画 飲食店

DBSSNakameguro 目黒区 青葉台１－１９－７　ＭＳＢＬＤＧ．Ｂ１Ｆ ショッピング

the gallery box 目黒区 青葉台１－１９－７　ＭＳビル　１Ｆ ショッピング

Baroquehair 目黒区 青葉台１－１９－７　ＭＳビル２－３－４Ｆ サービス

memento 目黒区 青葉台１－２０－５　ＯＡＫビルディング　１
Ｆ ショッピング

FILSON TOKYO STORE 目黒区 青葉台１－２１－１１ ショッピング

ホス 目黒区 青葉台１－２１－１１　１Ｆ ショッピング

アクツオブフェイス 目黒区 青葉台１－２１－１１　クレール青葉台　１０
１ ショッピング

Nigel Cabourn STORE 目黒区 青葉台１－２１－４ ショッピング

溶岩焼肉 十一 目黒区 青葉台１－２１－６　２Ｆ 飲食店

canaria 目黒区 青葉台１－２１－９－１０２ サービス

WMV VISVIM 目黒区 青葉台１－２２－１ ショッピング

SIDEWALK STAND 中目黒 目黒区 青葉台１－２３－１４ 飲食店

vendor 目黒区 青葉台１－２３－１４　斎藤ビル　１Ｆ ショッピング

裏虎 目黒区 青葉台１－２３－３　青葉台東和ビル　１Ｆ 飲食店

虎馬 目黒区 青葉台１－２３－３　青葉台東和ビル　１Ｆ 飲食店

カシーナカナミッラ 目黒区 青葉台１－２３－３　青葉台東和ビル　２Ｆ 飲食店

ベストパッキングストア 目黒区 青葉台１－２３－５　１Ｆ ショッピング

CINNAMON 目黒区 青葉台１－２５－１　Ｋ２ビル　３Ｆ サービス

焼肉りんご 目黒区 青葉台１－２５－１３　１Ｆ 飲食店

中目黒焼ふぐ夢鉄砲 目黒区 青葉台１－２５－１３　グランデュオ中目黒　
Ｂ１Ｆ 飲食店

Minamo 目黒区 青葉台１－２５－４　中村ビル ショッピング

福砂屋 目黒店 目黒区 青葉台１－２６－７ 飲食店

煮炊屋KINSAI 目黒区 青葉台１－２７－１２ 飲食店

もつ焼き勝利はなれ 目黒区 青葉台１－２７－５ 飲食店

青葉台フローリスト 目黒区 青葉台１－２８－１２ ショッピング

青葉台ホルモン三百屋 目黒区 青葉台１－２８－１４　青葉台フラット　１Ｆ 飲食店

鮨尚充 目黒区 青葉台１－２８－２　ＥＸＡ１Ｆ 飲食店

いろは寿司　中目黒店 目黒区 青葉台１－３０－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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KollaBo 中目黒店 目黒区 青葉台１－３０－１１　土屋ビル　１Ｆ 飲食店

酒場餃子研究所 目黒区 青葉台１－３０－１２ 飲食店

沖縄酒場　みんさぁ 目黒区 青葉台１－３０－１３　サンライズ中目黒　１
Ｆ 飲食店

CARAL 目黒区 青葉台１－３０－１３　サンライズ中目黒　３
０１ サービス

BISTRO　FAVORI　代官山 目黒区 青葉台１－４－８　ヤマテスペース　１Ｆ 飲食店

SATURDAYS NYC 目黒区 青葉台１－５－２　代官山４ビル　１Ｆ ショッピング

UNDERBAR 目黒区 青葉台１－５－２　代官山４ビル　Ｂ３Ｆ 飲食店

SO 目黒区 青葉台１－６－５２ ショッピング

DAVIN　中目黒 目黒区 青葉台１丁目２５－１０　バウ青葉台３階 サービス

株式会社アイディーランドカンパニー 目黒区 青葉台２－１０－３ ショッピング

グリ－ンビ－ントゥバ－中目黒店 目黒区 青葉台２－１６－１１ 飲食店

Cloenakameguro 目黒区 青葉台２－１６－１２　メゾン風月　１Ｆ サービス

ピーナッツカフェ 目黒区 青葉台２－１６－７ 飲食店

スナビッシュベイビーズ 中目黒店 目黒区 青葉台２－１６－８　Ｆｏｎｔａｉｎｅ目黒青
葉台　１Ｆ ショッピング

PROD 目黒区 青葉台２－１７－１０　楽水館ビル１Ｆ ショッピング

中目黒鮨いちわ 目黒区 青葉台２－２１－１３　１Ｆ 飲食店

Orlando 目黒区 青葉台３－１－１５　ソリス青葉台 飲食店

JOLIE 目黒区 青葉台３－１５－１１　３Ｆ 飲食店

LittleBondi 目黒区 青葉台３－１７－９　ＴＨＥＷＯＲＫＳＡＮＮ
ＥＸ１Ｆ 飲食店

GALLUP 中目黒ショールーム 目黒区 青葉台３－１８－９　プライムアーバン青葉台
１Ｆ ショッピング

ARTISM Tokyo 目黒区 青葉台３－２１－１３　ＮＡＫＡＭＥＧＵＲＯ
ＫＢＵＩＬＤＩＮＧ　２Ｆ サービス

レストランムッシュヨースケ 目黒区 青葉台３－２１－１３　バルビゾン４５ビル　
１Ｆ 飲食店

サンドイッチ ストア 目黒区 青葉台３－２２－１　目黒ハイツ　１０６ 飲食店

HANEYA 目黒区 青葉台３－２２－１　目黒ハイツ１０９ 飲食店

Tam 目黒区 青葉台３－７－１０　クロスワン　１０１ ショッピング

COSTALATINA 目黒区 駒場１－１６－１２ 飲食店

ビストロエガリテ 目黒区 駒場１－１６－９　片桐ビル１Ｆ 飲食店

Suntee 目黒区 駒場１－５－１０　小里ビル１Ｆ サービス

Cignale ENOTECA 目黒区 駒場１－５－１１ 飲食店

橄欖 目黒区 駒場３丁目８－１ 東京大学駒場ファカルティー
ハウス２Ｆ 飲食店

FLAT4 目黒区 鷹番１－１－５ ショッピング

大鴻運天天酒楼 目黒区 鷹番１－１－７ 飲食店

SOUKS 目黒区 鷹番１－２－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中国料理 楽園菜館 目黒区 鷹番１－２－６　ハーモニーアーク目黒　Ｂ１
Ｆ 飲食店

LA PETITE EPICERIE 目黒区 鷹番１－６－９　ＤＥＶＡＮＴ学芸大学　１Ｆ ショッピング

焼肉 東京パンチ 目黒区 鷹番２－１３－８　三共包装ビル　３Ｆ 飲食店

ISSUE 目黒区 鷹番２－１３－９　サカイビル　１Ｆ ショッピング

御門屋　学芸大学店 目黒区 鷹番２－１５－９ ショッピング

蕎麦石はら学芸大学店 目黒区 鷹番２－１６－１４　Ｊ＆Ｗビル　１Ｆ 飲食店

Ri．Carica 目黒区 鷹番２－１６－１４　弘乃ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ココラッシュ学芸大学店 目黒区 鷹番２－１９－２１　Ｔ＆Ｔビル　２０２ サービス

学大ますもと 目黒区 鷹番２－１９－２３ ショッピング

GUARDIAN 目黒区 鷹番２－１９－２３　サンビームプラザビル３
０２ 飲食店

セブンス 目黒区 鷹番２－２０－２　三和ビル　１０１ ショッピング

あつあつリ・カ－リカ 目黒区 鷹番２－２０－４　学大十字街ビル　１０１ 飲食店

魚潮 目黒区 鷹番２－２１－１６ 飲食店

THEDAFFODILS 目黒区 鷹番２－５－１７　コーポ丸基１０３ ショッピング

sita学芸大学 目黒区 鷹番２－５－２０　１Ｆ 飲食店

haarHAIRSTUDIO 目黒区 鷹番２－５－２０　深田ビル１Ｆ サービス

和酒鮮魚居酒屋ぐでんぐでん 目黒区 鷹番３－１－２　アーク石田ビル１Ｆ 飲食店

エクセルクレア 目黒区 鷹番３－１－３　リエールタカバン　１Ｆ サービス

焼肉いたみ 目黒区 鷹番３－１－６ 飲食店

ROYM 目黒区 鷹番３－１－８　３Ｆ サービス

AUBEhairamour 目黒区 鷹番３－１－８　原中山ビル　２Ｆ サービス

HairClubParis 目黒区 鷹番３－１１－７　萩原デュプレックス１０ｂ サービス

Acmi 目黒区 鷹番３－１１－９　Ｏ・Ｋビル　Ｂ１Ｆ サービス

TEMPURAIZAKAYAWAB 目黒区 鷹番３－１１－９　大島ビル　１Ｆ 飲食店

フードアンドカンパニー学芸大学 目黒区 鷹番３－１４－１５ ショッピング

BRITS 目黒区 鷹番３－１４－２　ディアコート鷹番　１０１ サービス

ワイン食堂 MATSU 目黒区 鷹番３－１４－２０　鷹番ハイツ　１Ｆ 飲食店

晴庵 目黒区 鷹番３－１９－２１　ハイツ新生　１Ｆ 飲食店

colorlover 学芸大学 目黒区 鷹番３－２１－１９　メゾン学芸大　１０１ サービス

ホーム商会 目黒区 鷹番３－２１－２１ ショッピング

SETTE学芸大学店 目黒区 鷹番３－２１－２１　野本ビル２０１ サービス

オステリアカンティーナ 目黒区 鷹番３－２４－１４　笹田ビル　１Ｆ 飲食店

EMPORIOカフェ 目黒区 鷹番３－２４－１５ 飲食店

町ビストロGGD 目黒区 鷹番３－３－１６　宮澤ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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恭文堂書店 学芸大学駅前店 目黒区 鷹番３－３－１９ ショッピング

地中海食堂 オリーヴァ 目黒区 鷹番３－３－１９　中村ビル　１Ｆ 飲食店

九州屋 学芸大学店 目黒区 鷹番３－３－２　学大市場九州屋 ショッピング

タルサタイム 目黒区 鷹番３－３－４　杉田ビル　２Ｆ ショッピング

魚浜学芸大店 目黒区 鷹番３－３－５ 飲食店

かっぽう長右ェ門 目黒区 鷹番３－４－１０　ハイツ成毛　１Ｆ 飲食店

七甲山学芸大学店 目黒区 鷹番３－４－１８　八木ビル　１Ｆ 飲食店

カーニバル学芸大学店 目黒区 鷹番３－４－２５　学大小路 ショッピング

ageha学芸大学 目黒区 鷹番３－６－１　第一ストアー　１Ｆ ショッピング

CAP 目黒区 鷹番３－６－１３　アメミテ鷹番　１０１ サービス

パスタバルミキヤズぐりぐり 目黒区 鷹番３－６－１６　ケンジントン第七ビル　１
Ｆ 飲食店

骨盤ストレッチサロンArtBody 目黒区 鷹番３－６－２０　三澤堂ビル２Ｆ エンターテイメン
ト

みぞれ 目黒区 鷹番３－７－１２　サンループムサカ２Ｆ 飲食店

メゾン ロミ・ユニ 目黒区 鷹番３－７－１７ ショッピング

プレミアワン 目黒区 鷹番３－７－４　レッドイン丸花ビル　４Ｆ 飲食店

東紅苑 目黒区 鷹番３－７－４　阿部ビル 飲食店

ママギター 目黒区 鷹番３－８－１０ ショッピング

トラスパレンテ 学芸大学店 目黒区 鷹番３－８－１１　１Ｆ 飲食店

フィレンツェ 目黒区 鷹番３－８－２　サザン学芸大学　１Ｆ 飲食店

神戸鉄板長田いっしん学芸大学店 目黒区 鷹番３－８－３ 飲食店

美容サロンマウロア 目黒区 鷹番３－８－６　川村ビル３Ｆ サービス

寿司屋の芳勘 目黒区 鷹番３ー１６－１９ 飲食店

グランツ 目黒区 鷹番３丁目４－１５　ＫＦビル３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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