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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

a silo 渋谷区 2-33-12 ビラ・ビアンカ203 ショッピング

oeld 渋谷区 上原１－１－２３　ステイエム代々木公園 飲食店

Luciro 渋谷区 上原１－１１－１２　ＣＯＭＳＵＥＨＡＲＡ　
２Ｆ サービス

喜わ 渋谷区 上原１－１７－１４　上原ハウス　１０２ 飲食店

il Pregio 渋谷区 上原１－１７－７　フレニティハウス　２Ｆ 飲食店

BUDGET WALKER 渋谷区 上原１－２０－１　尾崎ビル　１０１ ショッピング

武蔵屋そば店 渋谷区 上原１－２２－３　ムサシビル　１Ｆ 飲食店

SAKAnoUE 渋谷区 上原１－２２－７　永井ビル　１Ｆ ショッピング

BOWERY LANE NY Table 渋谷区 上原１－２５－１１ 飲食店

アステリスク 渋谷区 上原１－２６－１６　タマテクノビル　１Ｆ 飲食店

Concerto 渋谷区 上原１－２９－５　ＢＩＴ代々木上原　Ｂ１ 飲食店

ファイヤーキング カフェ 渋谷区 上原１－３０－９　代々木上原ハイツ　１Ｆ 飲食店

笹吟 渋谷区 上原１－３２－１５ 飲食店

CLANNSHAIRLOUNGE 渋谷区 上原１－３２－１６　近藤ビル　２Ｆ サービス

36．5℃kitchen 渋谷区 上原１－３２－１８　ＹＹビル　Ｂ１ 飲食店

割烹一楓 渋谷区 上原１－３２－５　ロイヤルテラス１０１ 飲食店

ラ・ファソン 古賀 渋谷区 上原１－３２－５　ロイヤルテラス１Ｆ 飲食店

キガルニワショク弾 渋谷区 上原１－３３－１２　ちとせビル２０２ 飲食店

カエサリオン 渋谷区 上原１－３３－１６　オーツカビル１Ｆ 飲食店

CaNARi上原店 渋谷区 上原１－３３－１６　ラメール代々木上原　１
０３ ショッピング

RELAXX 渋谷区 上原1-33-2 サービス

潮待ち 渋谷区 上原１－３４－１０　志賀屋ビル２０２ 飲食店

NailSalonPeridot 渋谷区 上原１－３４－７　和田ビル　３Ｆ サービス

アオゾラ 渋谷区 上原１－３４－８　片岡ビル　１Ｆ ショッピング

上原ワインライブラリーESOLA 渋谷区 上原１－３５－２　上原銀座ビル１Ｆ 飲食店

Sio 渋谷区 上原１－３５－３ 飲食店

まつしま 渋谷区 上原１－３５－６　第十六菊地ビルＢ　１０１ 飲食店

For Hair BiBian 渋谷区 上原１－３５－８ サービス

ムギハナ2nd 渋谷区 上原１－３６－１４ ショッピング

カーフ代々木上原 渋谷区 上原１－３６－１５　藤井ビル ショッピング

からならの木 渋谷区 上原１－７－２　島田ビル　２Ｆ ショッピング

鮨　廣金 渋谷区 上原２－３２－３Ｙー２　１Ｆ 飲食店

鮨 ふじわら 渋谷区 上原２－３３－２　ユニマットブル－ポイント
ビル　１Ｆ 飲食店

Mi Choripan 渋谷区 上原２－４－８ 飲食店
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THEM・B 渋谷区 上原２－４３－６　ｂｉｅｎａｏｋｕｂｏ　１
Ｆ ショッピング

マイルストーン 渋谷区 上原２－４７－１８　スタジオビームビル　１
Ｆ 飲食店

初代割烹高橋 渋谷区 上原２－４８－１１　ハニハラビルＢ１Ｆ 飲食店

Quindi 渋谷区 上原２－４８－１２　東洋代々木上原コ－ポ　
１０１ 飲食店

山都 渋谷区 上原３－１－１７　イデールームズ上原　１０
１ 飲食店

堀口珈琲上原店 渋谷区 上原３－１－２ ショッピング

LeBeaucoup 渋谷区 上原３－１０－３　蒼天ビル　１Ｆ 飲食店

AKヒルズ 渋谷区 上原３－１８－４ サービス

Aguhairbenji代々木上原 渋谷区 上原３－２－３ サービス

BALUKO代々木上原 渋谷区 上原３－２９－２ 飲食店

Gigi代々木 渋谷区 代々木１－１０－８　シャトレー代々木第２　
２Ｆ サービス

ヤマノサロンオブビューティー 渋谷区 代々木１－１３－８　山野代々木ビル２Ｆ サービス

elan vital 渋谷区 代々木１－２０－４　代々木ダイヤビル　１Ｆ 飲食店

山形蕎麦茶寮 月の山 渋谷区 代々木１－２５－５　ＢＩＺＳＭＡＲＴ代々木
１Ｆ 飲食店

大衆居酒屋代々木横丁 渋谷区 代々木１－３１－１７　１Ｆ 飲食店

スマートまっくす代々木駅前店 渋谷区 代々木１－３２－１２　ＨＯＵＷＡビル　５Ｆ ショッピング

かつや 代々木駅前 渋谷区 代々木１－３２－１２　パリスビル　１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご代々木店 渋谷区 代々木１－３２－９　代々木吉川ビル１Ｆ 飲食店

代々木バル 渋谷区 代々木１－３７－３　早川ビル２Ｆ 飲食店

アンコールワット 渋谷区 代々木１－３８－１３　住研ビル　１Ｆ 飲食店

aura nails 渋谷区 代々木１－３８－４　田中ビル　２Ｆ サービス

GRATIALLIGO 渋谷区 代々木１－４５－１０　ＮＪビル　１０１ 飲食店

レストランシャルム 渋谷区 代々木１－４５－６　豊田ビル１Ｆ 飲食店

TOSCANA　代々木駅前店 渋谷区 代々木１－５３－４　田尻ビル　２Ｆ 飲食店

パンコントマテ 渋谷区 代々木１－５８－７　ヴェラハイツ代々木 飲食店

味音 渋谷区 代々木１丁目４４－１２　ヒューマンビル１Ｆ 飲食店

喰切り基 渋谷区 代々木１丁目５３－４　 飲食店

博多もつ鍋やまや新宿マインズタワー店 渋谷区 代々木２－１－１　新宿マインズタワー　Ｂ１
Ｆ 飲食店

赤坂重慶府新宿店 渋谷区 代々木２－１－１　新宿マインズタワービル　
Ｂ１ 飲食店

arts新宿 渋谷区 代々木２－１０－１　サンセイビル　６Ｆ サービス

little galleria 渋谷区 代々木２－１０－１０　東京プラザビル サービス

little新宿 渋谷区 代々木２－１０－１０　東京プラザビル　４Ｆ サービス

ジャン・クロード・ビギン 新宿南口店 渋谷区 代々木２－１０－４　第二ＴＲビル　１Ｆ 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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沙羅 渋谷区 代々木２－１１－１２　田中ビル　１Ｆ 飲食店

GLADNAIL 渋谷区 代々木２－１１－１８　山本ビル　４Ｆ サービス

YOKOTA 渋谷区 代々木２－１１－２０　新宿島津ビル　４Ｆ サービス

CAFE de CRIE 南新宿 渋谷区 代々木２－１２－１　記録映画社ビル　１Ｆ 飲食店

スペインバル ボルコ 渋谷区 代々木２－１４－１　新宿松本ビル１Ｆ 飲食店

すっぽん　田一 渋谷区 代々木２－１５－１２　クランツ南新宿　１Ｆ 飲食店

GO PLAIN 渋谷区 代々木２－１５－１６　ピノ・リブロ１Ｆ サービス

陳家私菜新宿店 渋谷区 代々木２－１５－９　加瀬ビル 飲食店

今半万窯　新宿店 渋谷区 代々木２－２－１　サザンタワー　４Ｆ 飲食店

フランフラン 新宿サザンテラス店 渋谷区 代々木２－２－１　新宿サザンテラス内 ショッピング

添好運 新宿サザンテラス店 渋谷区 代々木２－２－２ 飲食店

三是人 渋谷区 代々木２－２０－１５ 飲食店

ReMix新宿店 渋谷区 代々木２－２０－２　美和プラザ新宿５０２ サービス

手しおごはん玄 新宿南口店 渋谷区 代々木２－２３－１　ニュー・ステイト・メ
ナー　１２８ 飲食店

TAIKOKAN 渋谷区 代々木２－２６－２－２　桑野ビル３－Ｄ サービス

RIBBONS 渋谷区 代々木２－２７－１６　ハイシティ代々木１０
２ サービス

Ganeis 渋谷区 代々木２－７－１　昇立ビル　Ｂ１ サービス

Greenberry’s coffee 渋谷区 代々木２－７－１２ 飲食店

果実園リーベル 新宿店 渋谷区 代々木２－７－７　南新宿２７７ビル　Ｂ１ 飲食店

グローバルスタイル新宿南口店 渋谷区 代々木２－９－２　久保ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

BELLUNA by ＿WHITE 渋谷区 代々木２－９－５　森本ビル　７Ｆ サービス

クライネヒュッテ 渋谷区 代々木２丁目１１－５　アクティブ新宿Ｂ１ 飲食店

黒牛 渋谷区 代々木３－１－１１　パシフィックスクエア
代々木ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

イル・ペンティート 渋谷区 代々木３－１－３ 飲食店

Valletta Tokyo 渋谷区 代々木３－１４－１４　土屋コーポ１Ｆ サービス

インド料理パトワール新宿店 渋谷区 代々木３－２３－５　高橋ビル１Ｆ 飲食店

フォルクス　西参道店 渋谷区 代々木３－３３－７　フォレストタウン参宮橋
　２Ｆ 飲食店

北澤倶楽部西参道店 渋谷区 代々木３－３３－９　ウェストアベニュー代々
木１Ｆ 飲食店

Havane 渋谷区 代々木３－３７－２　東高西参道ペアシティ　
１０１ ショッピング

aneacafe参宮橋店 渋谷区 代々木４－１０－４　レインボーパレス参宮橋
１Ｆ 飲食店

ラジャ 渋谷区 代々木４－２－８　ピースビル１Ｆ 飲食店

ヘアメイクu2nd 渋谷区 代々木４－２－９ サービス

ボニュ 渋谷区 代々木４－２２－１７　クイーンズ代々木　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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居酒屋 だいぶつ 渋谷区 代々木４－３４－１２ 飲食店

炭火焼肉にくなべ屋神戸びいどろ 渋谷区 代々木４－３７－１２ 飲食店

からあげ日本一参宮橋店 渋谷区 代々木４－５－１３ ショッピング

LIFESon 渋谷区 代々木４－５－１３　レインボビル３－１ 飲食店

お好み焼 えん 渋谷区 代々木４－５０－６ 飲食店

参宮橋ワイン店 渋谷区 代々木４－５０－７　林ビル　１Ｆ ショッピング

SandoSando 渋谷区 代々木４－５０－８　参宮橋ゲストハウス１Ｆ 飲食店

ヒマラヤカリー参宮橋店 渋谷区 代々木４－６－１ 飲食店

REGALO 渋谷区 代々木４－６－２　Ｂ１ 飲食店

ミトラタカセ 渋谷区 代々木４丁目６－５　七福ビル１Ｆ 飲食店

ロスレイエスマーゴス 渋谷区 代々木５－５５－７ 飲食店

ヴァジ 渋谷区 代々木５－６３－１０ 飲食店

ヴィオレット 渋谷区 代々木５－６３－１０　クエストオブテイスト サービス

ARMS 渋谷区 代々木５－６４－７　神宮白鳳マンション　１
Ｆ 飲食店

yoyonam 渋谷区 代々木５－６６－４ 飲食店

オストゥ 渋谷区 代々木５－６７－６　代々木松浦ビル　１Ｆ 飲食店

THE WASHIN 渋谷区 代々木５－７－５　ＰＯＲＴＡＬ　ＰＯＩＮＴ
　Ｙｏｙｏｇｉ－Ｋｏｅｎ　１Ｆ 飲食店

FT明治神宮 杜のテラス 渋谷区 代々木神園町１－１ 飲食店

SUPREME 渋谷区 代官山町１－６　広田代官山ビル　１Ｆ ショッピング

小川軒 渋谷区 代官山町１０－１３ 飲食店

小川軒売店 渋谷区 代官山町１０－１３ 飲食店

hatena代官山 渋谷区 代官山町１０－３　代官山弐番館　１Ｆ 飲食店

P．B．Restaurant 渋谷区 代官山町１１－１２　日進ヒルズ代官山Ｂ１ 飲食店

代官山寿し佐藤 渋谷区 代官山町１２－１　代官山三栄ビル　１Ｆ 飲食店

ikoru 渋谷区 代官山町１２－３　２Ｆ サービス

THEBRISK 渋谷区 代官山町１２－３　眞市代官山ビル　１Ｆ ショッピング

スプリングバレーブルワリー東京 渋谷区 代官山町１３－１　ログロード代官山内 飲食店

sister 渋谷区 代官山町１３－６ サービス

ジャンヌバレ 渋谷区 代官山町１３－６ ショッピング

鉄板焼花 渋谷区 代官山町１３－６－８８　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭ
Ａ　２Ｆ 飲食店

代官山FULLUP 渋谷区 代官山町１３－８－１０９　 ショッピング

CiNEMA daikanya 渋谷区 代官山町１４－１０　ＡＵ代官山　１Ｆ サービス

falo 渋谷区 代官山町１４－１０　ＬＵＺ代官山　Ｂ１ 飲食店

SLOW 代官山 渋谷区 代官山町１４－１２　オカダリネンビル　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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チャコット代官山 渋谷区 代官山町14-18 チャコット代官山本店 B1F / 2F /
3F ショッピング

UNION 渋谷区 代官山町１４－５　Ｂ サービス

ヘアーサロン プラハ イースト 渋谷区 代官山町１４－６ サービス

BARBER BOYS 渋谷区 代官山町１５－２　レスポワール代官山　２Ｆ サービス

panpantutu代官山店 渋谷区 代官山町１５－２　レスポワール代官山１Ｆ ショッピング

WOMAN 渋谷区 代官山町１５－８　ＯＴＭ代官山２Ｆ サービス

ゼストキャンティーナ 代官山 渋谷区 代官山町１６－２　八幡ビル１Ｆ・Ｂ１ 飲食店

リフト エタージュ 渋谷区 代官山町１６－５　アドレスガーデン代官山　
１０１ ショッピング

blossom39代官山店 渋谷区 代官山町１７－３　代官山アドレスプロムナー
ド２Ｆ ショッピング

THE BARBER アドレス 渋谷区 代官山町１７－４　代官山アドレス内 サービス

ロティシェリュイ 渋谷区 代官山町１７－５　代官山アドレスＥ２０３ 飲食店

tricca 渋谷区 代官山町１７－５　代官山アドレスプロムナー
ド　３Ｆ サービス

シェ・リュイ代官山アドレス店 渋谷区 代官山町１７－６ 飲食店

コレックス 渋谷区 代官山町１７－６　ディセ　２Ｆ ショッピング

まくらぼ代官山店 渋谷区 代官山町１７－６　代官山アドレス・ディセ　
３Ｆ ショッピング

ルピシア 代官山店 渋谷区 代官山町１７－６　代官山アドレスディセ ショッピング

アナスタシアミアレ代官山店 渋谷区 代官山町１７－６　代官山アドレスディセ　２
Ｆ サービス

エアバギー代官山店 渋谷区 代官山町１７－６　代官山アドレスディセ　３
Ｆ ショッピング

YANUK代官山店 渋谷区 代官山町１７－６　代官山アドレスディセ２Ｆ ショッピング

セバスチャン・ユベール代官山本店 渋谷区 代官山町１８－６　ヴォーグ代官山１Ｆ 飲食店

BULB 渋谷区 代官山町１８－７　末広ビル　２Ｆ サービス

PISTACCHIO 渋谷区 代官山町１９－１１ ショッピング

Marylou 渋谷区 代官山町１９－１１　アンジュレ代官山３０１ サービス

kilico． 渋谷区 代官山町２０－１７　ＡビルＢ１Ｆ サービス

PLAGE 代官山店 渋谷区 代官山町２０－１７　代官山Ａビル　１Ｆ ショッピング

G．O．D． 渋谷区 代官山町２０－６ ショッピング

魚家 かどはち 渋谷区 代官山町２０－９　ＨＢＬＤ代官山　１Ｆ 飲食店

代官山海老そば 豊秀 渋谷区 代官山町２０－９　サザン代官山１－Ｃ 飲食店

Priv．Spoons Club 渋谷区 代官山町３－１３　代官山エーデルハイム２Ｆ ショッピング

coconfwat 渋谷区 代官山町３－４　ダンダンフィールド１０１ サービス

アネモ 渋谷区 代官山町７－４　クレセール代官山２Ｆ サービス

スカッシュ 渋谷区 代官山町７－５　ブリルビル２ サービス

だいかんやま 吟 渋谷区 代官山町８－１６ 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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さん昇 渋谷区 代官山町８－１６ 飲食店

LAIDBACK 渋谷区 代官山町８－６　アイディ代官山Ｂ１－Ｅ サービス

Spice＆CafeFamFa 渋谷区 代官山町９－１０－２　Ｔ０１ 飲食店

スミスアーティーク 渋谷区 代官山町９－７　サンビューハイツ代官山１０
１ ショッピング

リジットヘアーワークス 渋谷区 元代々木町１０－５　クマガイビル　１Ｆ サービス

AOR Record Shop 渋谷区 元代々木町１０－７　サツキビル　１０２ ショッピング

SARU 渋谷区 元代々木町１０－８　代々木上原ｔｔ　１Ｆ 飲食店

REI 渋谷区 元代々木町１０－８　関ビル　１Ｆ 飲食店

camdentown 渋谷区 元代々木町１２－５　イルサント代々木上原　
１－Ａ サービス

VivaBanco 渋谷区 元代々木町１２－７　ＴＨＥ３ｒｄ代々木上原 飲食店

バルティ－レスタレン 渋谷区 元代々木町２－９ 飲食店

シャントレル 渋谷区 元代々木町２４－１　アブニール元代々木町１
Ｆ 飲食店

そば處大野屋元代々木町店 渋谷区 元代々木町３－１０ 飲食店

MID 渋谷区 元代々木町５５－７　桜苑ビル１Ｆ 飲食店

dojoe 渋谷区 元代々木町９－８　村上ビル１０１ ショッピング

BISTROTPELMENI 渋谷区 円山町１０－１４－１０１ 飲食店

LE　BOUCHON　OGASAWARA 渋谷区 円山町１３－１６　ＢＮＫビル　１Ｆ 飲食店

ゆいま〜る食堂 渋谷区 円山町１３－９　メゾン若林Ｂ１０１ 飲食店

スパイラル 渋谷区 円山町１４－２　福富ビル　１Ｆ 飲食店

イベリコ豚おんどる焼　裏渋屋 渋谷区 円山町１４－３　日興パレスビル１階 飲食店

老麻火鍋房 渋谷区 円山町１５－３　グランエストビル２Ｆ 飲食店

Sspiral 渋谷区 円山町２－１４　メゾン美幸　１Ｆ 飲食店

メリプリンチペッサ 渋谷区 円山町２２－１１　ソレイユＮＳ１Ｆ 飲食店

おさかなや 魚魚権 神泉 渋谷区 円山町２２－１４　塙ビル　１Ｆ 飲食店

THEBARBER渋谷 渋谷区 円山町２２－１５ サービス

KitchenHASEGAWA 渋谷区 円山町２２－１６ エンターテイメン
ト

開花屋 BY THE SEA 渋谷区 円山町２３－７ 飲食店

アリーナ ヴィーノ トラットリア 渋谷区 円山町２６－６　グランドールタカラ　１Ｆ 飲食店

JUNK CAFE TOKYO 渋谷区 円山町３－２　後藤ビル１Ｆ 飲食店

権八 渋谷 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１４Ｆ 飲食店

SUSHI 権八 渋谷 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１４Ｆ 飲食店

カフェ レガート 渋谷区 円山町３－６　Ｅ・スペースタワー１５Ｆ 飲食店

ヘアーアートユウハウス 渋谷区 円山町５－１４　パレドール渋谷　１Ｆ サービス

和食居酒屋 MARU 渋谷区 円山町５－１８　道玄坂スクエア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

7 / 66

[東京都東京都]



BORNE 渋谷区 円山町５－４　フィールＡ渋谷　１０１ 飲食店

ビストロビンゴ 渋谷区 円山町６－１１ 飲食店

荒木山 渋谷区 円山町６－１１ 飲食店

牡蠣と和食 Ikkoku 渋谷区 円山町６－３　サンハイツ道玄坂　１０２ 飲食店

LITO 渋谷区 円山町７－１０　ｖｉｄｏ渋谷　１Ｆ 飲食店

房総ホルモン 渋谷本店 渋谷区 円山町７－１１　梅北ビル　１Ｆ 飲食店

グッドフェローズ 渋谷区 円山町７－１１　梅北ビル３０２ 飲食店

水炊き波多野 渋谷区 円山町７－２　ＥＤＩＦＩＣＥ渋谷１０３ 飲食店

かんてんぱぱカフェ 初台店 渋谷区 初台１－３２－２４ ショッピング

ビストロガブリ初台店 渋谷区 初台１－３７－１１　シャトー初台１Ｆ 飲食店

Mangiafuoco 渋谷区 初台１－３８－１０　第２近江ビル１Ｆ－３ 飲食店

オステリアスミヴィノ 渋谷区 初台１－３８－１２　三谷ビル２Ｆ 飲食店

City Hair 渋谷区 初台１－３９－１４　三井ハウス　１Ｆ サービス

蘭蘭酒家 渋谷区 初台１－３９－２　初台富士ハイライズ　１Ｆ 飲食店

少林興業有限会社 渋谷区 初台１－５１－５　Ｂ１Ｆ ショッピング

匠和 渋谷区 初台２－１３－２０　トモヤビル１Ｆ サービス

ヘアメイク ワッズ 渋谷区 千駄ヶ谷１－３０－１０　千和ビル　１Ｆ サービス

ハトノモリ 渋谷区 千駄ヶ谷１－５－１ 飲食店

THE GRAPES 渋谷区 千駄ヶ谷１－６－９　川久保ビル　１Ｆ ショッピング

猪八戒千駄ケ谷店 渋谷区 千駄ヶ谷１－７－１１　姉妹舎ビル１Ｆ 飲食店

CHACO あめみや 渋谷区 千駄ヶ谷１－７－１２ 飲食店

GF＆CO． 渋谷区 千駄ヶ谷１－８－１０　外苑アビタシオン１０
３ ショッピング

サブウェイ 千駄ヶ谷店 渋谷区 千駄ヶ谷１－８－１０　外苑アビタシオンビル
　１Ｆ 飲食店

TOKYO TAILOR 渋谷区 千駄ヶ谷１－８－１１　日興パレス千駄ヶ谷２
Ｆ ショッピング

hair lounge PAA 渋谷区 千駄ヶ谷２－１０－２　グランコート千駄ヶ谷 サービス

CEROTEANTIQUES東京 渋谷区 千駄ヶ谷２－１０－２　グランコート千駄ヶ谷
　１Ｆ ショッピング

ジャックオブオールトレーズ 渋谷区 千駄ヶ谷２－２８－１１ ショッピング

MUTO Sendagaya 渋谷区 千駄ヶ谷２－３３－８ 飲食店

SAVOY千駄ヶ谷店 渋谷区 千駄ヶ谷２－３３－８　ＹＫビル１Ｆ 飲食店

がらり千駄ヶ谷 渋谷区 千駄ヶ谷２－６－４ 飲食店

RAPHA 東京 渋谷区 千駄ヶ谷３－１－６　１Ｆ ショッピング

サブウェイ 北参道駅前店 渋谷区 千駄ヶ谷３－１１－３ 飲食店

もつ鍋ダイニング繪もん 渋谷区 千駄ヶ谷３－１３－２０　第７宮庭マンション 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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小熊飯店 渋谷区 千駄ヶ谷３－１４－１０　ＣｈｅｚＣｏａｔｏ
ｒＢ１Ｆ 飲食店

ル・キャレ 渋谷区 千駄ヶ谷３－１４－６　ストーク千駄ヶ谷富田
ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ルクラビレッジ 渋谷区 千駄ヶ谷３－１５－１２ 飲食店

CONVIVIO 渋谷区 千駄ヶ谷３－１７－１２　カミムラビル 飲食店

ノーノーイエス 渋谷区 千駄ヶ谷３－２－８ ショッピング

ソフィ－美容室 渋谷区 千駄ヶ谷３－２２－５ サービス

アトリエ　レ・カイユ 渋谷区 千駄ヶ谷３－２７－４　小林ビル　１Ｆ 飲食店

フランドル 渋谷区 千駄ヶ谷３－３８－９　ＩＢＦプランニングビ
ル ショッピング

kitsuki 渋谷区 千駄ヶ谷３－４０－８　ハウス北参道　１Ｆ サービス

BALANCE STYLE 渋谷区 千駄ヶ谷３－４１－５　１Ｆ ショッピング

KOKOSCHKA 渋谷区 千駄ヶ谷３－４１－７　デュープレックスリズ
　１Ｆ サービス

ループウィラー千駄ヶ谷 渋谷区 千駄ヶ谷３－５１－３　山名ビルＢ１Ｆ ショッピング

narifuritokyo 渋谷区 千駄ヶ谷３－５２－１　クロスサイドビル２Ｆ ショッピング

レ ミルフォイユ 渋谷区 千駄ヶ谷３－５２－３ ショッピング

アロハ 豚珍串 渋谷区 千駄ヶ谷３－５２－３　１Ｆ 飲食店

Scye Mercantile 渋谷区 千駄ヶ谷３－５４－１３ ショッピング

Burt Peck Tailor 渋谷区 千駄ヶ谷３－５５－１２　５Ｆ ショッピング

Salon　de　Louis　パン工房 渋谷区 千駄ヶ谷３－６１－７ 飲食店

AFURI原宿 渋谷区 千駄ヶ谷３－６３－１　グランデフォレスタ　
１Ｆ 飲食店

シンシア 渋谷区 千駄ヶ谷３－７－１３　原宿東急アパ－トメン
ト　Ｂ１ 飲食店

BALCONIWA 渋谷区 千駄ヶ谷４－１０－４　４Ｆ 飲食店

東京書芸学園東京校 渋谷区 千駄ヶ谷４－２－１２　菱化代々木ビル　３Ｆ
　東京書道教育会 ショッピング

bistro コンカ 渋谷区 千駄ヶ谷４－２１－５　エイトビル　１Ａ 飲食店

サルーズキッチンマーケット 渋谷区 千駄ヶ谷４－２２－６　キューヴ千駄ヶ谷　１
Ｆ 飲食店

寿司高瀬 渋谷区 千駄ヶ谷４－２６－１　代々木ＴＨ＆Ｃビル２
Ｆ 飲食店

かもめのイタリアン 渋谷区 千駄ヶ谷４－２６－１１ 飲食店

福臨門2 渋谷区 千駄ヶ谷４－２７－１３　シャトレー代々木　
１０５ 飲食店

ビストロMD 渋谷区 千駄ヶ谷４－２９－１２　北参道ダイヤモンド
パレス１０１ 飲食店

hair salon SASAYOSHI 渋谷区 千駄ヶ谷４－３－７　グランデュオ千駄ヶ谷３
Ｆ サービス

ボガマリ・クチーナ・マリナーラ 渋谷区 千駄ヶ谷４－７－５　ガーデンビュー北参道　
１Ｆ 飲食店

東京税理士 渋谷区 千駄ヶ谷５－１０－６ 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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鮨のだり半 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１１　第一シルバービル　
１Ｆ 飲食店

HARETOKE 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１８　シ－ワイ代々木　１
Ｆ 飲食店

代々木バルはなれ 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－１９ 飲食店

ランティス 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－２０　１Ｆ・２Ｆ サービス

牛タンいろ葉別邸 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－３ 飲食店

代々木神鶏 渋谷区 千駄ヶ谷５－２０－３－２ 飲食店

コロニアルラウンジ 渋谷区 千駄ヶ谷５－２１－６　プラザ１Ｆ 飲食店

AnSOLAS 渋谷区 千駄ヶ谷５－２２－３　千駄ヶ谷アパート１号
館１０３ 飲食店

鮨のだり半 南口 渋谷区 千駄ヶ谷５－２７－５　リンクスクエア新宿　
１０４ 飲食店

ZA／ZAShinjuku 渋谷区 千駄ヶ谷５－２７－５　リンクスクエア新宿　
２Ｆ サービス

ALEGRIA 渋谷区 千駄ヶ谷５－３０－１０　ＭＥＰＯ２　２Ｆ 飲食店

TOKYOCHINOIS神子 渋谷区 千駄ヶ谷５－３０－１０　ＭＥＰＯ２－１Ｆ 飲食店

iMparfait　M 渋谷区 千駄ヶ谷５丁目１８－２０　メゾンフラワ－
代々木１０２ サービス

アンジェパティオ 渋谷区 南平台町１２－１１ 飲食店

富士東洋理髪店 渋谷区 大山町１－２２ サービス

社食堂 渋谷区 大山町１８－２３　Ｂ１Ｆ 飲食店

スワンレイクパブエド代々木上原店 渋谷区 大山町４６－９　１Ｆ 飲食店

bistro brown 渋谷区 宇田川町　３３－１０　Ｊ＋ＲビルＪサイド２
Ｆ 飲食店

香の帆 渋谷区 宇田川町１０－１　パークビル　５Ｆ 飲食店

CONA宇田川町店 渋谷区 宇田川町１０－１　パークビル１Ｆ 飲食店

マンハッタンレコード 渋谷区 宇田川町１０－１　木船ビル　１Ｆ ショッピング

宇田川町魚金 渋谷区 宇田川町１０－２　いちご渋谷宇田川町ビル２
Ｆ 飲食店

地鶏や 虎視眈々 渋谷区 宇田川町１０－２　新東京ビル　１Ｆ 飲食店

魚屋 豪椀 渋谷区 宇田川町１１－１１　１Ｆ 飲食店

BISTRO ROJIURA 渋谷区 宇田川町１１－２　宇田川柳光ビル　１Ｆ 飲食店

生焼きホルモン元家 別邸 渋谷区 宇田川町１１－５ 飲食店

Hailey’5Cafe 渋谷店1st 渋谷区 宇田川町１３－１１　ＫＮ渋谷１ビル７Ｆ 飲食店

宇田川紫扇 渋谷区 宇田川町１３－１６　コクサイビル５Ｆ 飲食店

BAPESTORE 渋谷 渋谷区 宇田川町１３－１７ ショッピング

EVESHIBUYA 渋谷区 宇田川町１３－８　７Ｆ 飲食店

肉天国 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館　３Ｆ 飲食店

TK SHIBUYA 渋谷区 宇田川町１３－８　ちとせ会館　Ｂ１ 飲食店

ごち 渋谷区 宇田川町１３－９　ＫＮ渋谷２　Ｂ１Ｆ 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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Charles＆Keith渋谷 渋谷区 宇田川町１６－１１　今村ビル ショッピング

ラ・ソフィッタ 渋谷区 宇田川町１６－１２ 飲食店

備中屋長左衛門 渋谷区 宇田川町１６－１２　２Ｆ 飲食店

ゴンチャ渋谷スペイン坂店 渋谷区 宇田川町１６－１３　井上ビル　１Ｆ 飲食店

BiOcafe 渋谷区 宇田川町１６－１４　パティオ１ビル 飲食店

RANDA渋谷店 渋谷区 宇田川町１６－８　渋谷センタービル　１Ｆ ショッピング

宇田川カフェ 新店 渋谷区 宇田川町１８－４　ＬＤ＆Ｋビル　１Ｆ 飲食店

LD＆K 渋谷区 宇田川町１８－４　ＬＤ＆Ｋビル　３Ｆ ショッピング

WIRED TOKYO 1999 渋谷区 宇田川町２１－６　Ｑ－ＦＲＯＮＴ　７Ｆ 飲食店

渋谷松川本店 渋谷区 宇田川町２２－１ 飲食店

牛繁 渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町２２－１　２Ｆ 飲食店

玄品 渋谷 渋谷区 宇田川町２３－３　渋谷第一勧銀共同ビル　８
Ｆ 飲食店

福栄組合 渋谷店 渋谷区 宇田川町２３－５　ハイマンテン渋谷　７Ｆ 飲食店

KICHIRI 渋谷 渋谷区 宇田川町２３－５　ハイマンテン渋谷ビル　５
Ｆ 飲食店

アタガール 渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町２４－４ ショッピング

ダイワ靴店 渋谷2号店 渋谷区 宇田川町２４－５ ショッピング

月島もんじゃ おこげ渋谷 渋谷区 宇田川町２４－８ 飲食店

lallyou 渋谷区 宇田川町２５－９　シュウ渋谷　７Ｆ サービス

GUESS 渋谷 渋谷区 宇田川町２６－１　渋谷フラスコビル ショッピング

SOLE渋谷店 渋谷区 宇田川町２６－４　ルウ８２ビル　８Ｆ サービス

ダイアナ 渋谷店 渋谷区 宇田川町２６－５ ショッピング

Cafe＆Diner　VANDALISM　渋谷 渋谷区 宇田川町２６－９太田ビルＢ１Ｆ 飲食店

浜焼酒場トロハチ 渋谷店 渋谷区 宇田川町２８－１　高山ランド第十五ビル　２
Ｆ 飲食店

株式会社 ユーズカンパニー 渋谷区 宇田川町２８－３　Ａ２ビル　３・４・５Ｆ ショッピング

大黒屋 渋谷店 渋谷区 宇田川町２８－３　いちご渋谷文化村通りビル ショッピング

シノワ渋谷 渋谷区 宇田川町２８－４　Ａ２ビル　８Ｆ 飲食店

バトヘアー ラウブル 渋谷区 宇田川町２８－７　ＡＮＮＥＸ渋谷三善第三ビ
ル　４Ｆ サービス

カインドオル 渋谷店 渋谷区 宇田川町２９－８　中村ビル ショッピング

KINKA 渋谷区 宇田川町３－１０　２Ｆ 飲食店

BATSUMARU TOKYO 渋谷区 宇田川町３－１０　フィエスタ渋谷　３Ｆ 飲食店

香港厨房 渋谷店 渋谷区 宇田川町３０－１　蓬莱屋ビル５Ｆ 飲食店

小肥羊 渋谷店 渋谷区 宇田川町３０－４　新岩崎ビル　１・２Ｆ 飲食店

HAIR SALON M 渋谷店 渋谷区 宇田川町３０－７　アンテナ２１ビル 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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ホンデポチャ渋谷店 渋谷区 宇田川町３１－１　ＨＵＬＩＣ＆ＮｅｗＳＨＩ
ＢＵＹＡ　１０Ｆ 飲食店

もつ吉渋谷店 渋谷区 宇田川町３１－１　渋谷ヒュ－リック＆ＮＥＷ
ビル　８Ｆ 飲食店

石橋楽器店 渋谷店 渋谷区 宇田川町３１－２　渋谷ＢＥＡＭ　２Ｆ ショッピング

まんだらけ 渋谷店 渋谷区 宇田川町３１－２　渋谷ＢＥＡＭ　Ｂ２Ｆ ショッピング

Hailey’5Cafe渋谷BEAM店 渋谷区 宇田川町３１－２　渋谷ＢＥＡＭ５Ｆ 飲食店

奈加野 渋谷区 宇田川町３１－３ 飲食店

シエル トーキョー 渋谷区 宇田川町３１－３　第三田中ビル　５Ｆ サービス

焼肉ライク 渋谷宇田川町店 渋谷区 宇田川町３１－４　シノダビル 飲食店

Lapis 渋谷区 宇田川町３１－４　シノダビル５Ｆ サービス

アヴァランチ 渋谷店 渋谷区 宇田川町３２－１２　アソルティ渋谷　１Ｆ ショッピング

BistrotLaCucina 渋谷区 宇田川町３２－６　長崎ビル　Ｂ１ 飲食店

タコ ファナティコ 渋谷 渋谷区 宇田川町３２－７　ＨＵＬＩＣ　＆Ｎｅｗ　Ｕ
ＤＡＧＡＷＡ　２Ｆ 飲食店

bloc japon 渋谷区 宇田川町32-7　HULIC &New UDAGAWA11F サービス

BLINDDATELounge VIVO 渋谷区 宇田川町３３　ＧＲＡＮＤＴＯＫＹＯ　５Ｆ 飲食店

串焼黒松屋渋谷店 渋谷区 宇田川町３３　グランド東京渋谷ビル内 飲食店

BOILINGPOINT 渋谷区 宇田川町３３－１　グランド東京渋谷ビル３Ｆ 飲食店

珈琲茶館 集 プレミアムグランド渋谷店 渋谷区 宇田川町３３－１　渋谷グランド東京ビル　２
Ｆ 飲食店

ビストロ　Brown 渋谷区 宇田川町３３－１０　Ｊ＋ＲビルＪサイド２Ｆ 飲食店

中国ラーメン揚州商人渋谷センター街店 渋谷区 宇田川町３３－１２　Ｊ＋Ｒビル１Ｆ 飲食店

上等焼肉ひらく 渋谷区 宇田川町３３－１３　楠原ビル　３Ｆ 飲食店

8528 渋谷区 宇田川町３３－１３　楠原ビル　４Ｆ 飲食店

ブラッスリーヴィロン 渋谷区 宇田川町３３－８ 飲食店

ルイスヘアーサロン 渋谷区 宇田川町３３－８　エミリアビル　２Ｆ サービス

アウトバックステーキハウス　渋谷店 渋谷区 宇田川町３４－１ 飲食店

魚秀渋谷店 渋谷区 宇田川町３５－６　下田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

うのさと 渋谷区 宇田川町３６－１１ 飲食店

TNB Tokyo 渋谷区 宇田川町３６－２　ノアシブヤ　３０３・３０
４ サービス

ソヴィエトフランス 渋谷区 宇田川町３６－２　ノア渋谷４０４ サービス

Cafe BOHEMIA 渋谷区 宇田川町３６－２２　ノア渋谷ｐａｒｔ２　１
Ｆ 飲食店

EAST　BLUE　豪腕 渋谷区 宇田川町３７－１４　大向田ビル１Ｆ 飲食店

燦々 渋谷区 宇田川町３７－１５ 飲食店

GEN GEN AN 渋谷区 宇田川町４－８　昭和ビル　１０１ ショッピング

バール・ボッサ 渋谷区 宇田川町４１－２３　河野ビル　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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む鉄砲 渋谷区 宇田川町４１－２８　茂木ビル１階 飲食店

鮨あい澤 渋谷区 宇田川町４２－１５　中島ビル１Ｆ 飲食店

TREEbyNAKED本店 渋谷区 富ヶ谷１－１０－２　アズハイツ　１Ｆ 飲食店

Le Studio 渋谷区 富ヶ谷１－１１－１　２Ｆ 飲食店

ビストロとサカバ TAKE 渋谷区 富ヶ谷１－１４－１４　スタンフォ－ドアネッ
クスビル　１Ｆ 飲食店

ナタ・デ・クリスチアノ 渋谷区 富ヶ谷１－１４－１６　スタンフォ－ドコ－ト
　１０３ ショッピング

台湾料理 麗郷 渋谷区 富ヶ谷１－１４－１８　ハウス池田　１０１ 飲食店

ミュゼドゥショコラ テオブロマ 渋谷区 富ヶ谷１－１４－９ 飲食店

株式会社GMPインターナショナル 渋谷区 富ヶ谷１－１６－１　ラクール代々木公園　１
Ｆ ショッピング

DISHES 渋谷区 富ヶ谷１－１７－５　ＭＥＡＬＳＡＲＥＤＥＬ
ＩＧＨＴＦＵＬ１Ｆ ショッピング

Beasty Coffee 渋谷区 富ヶ谷１－１９－３　山栄ビル　１Ｆ 飲食店

homspun 渋谷区 富ヶ谷１－１９－７　コーポラフォーレ１Ｆ ショッピング

nanorunamonai 渋谷区 富ヶ谷１－２－１２　田崎ビル　２Ｆ 飲食店

プリンカフェ448 渋谷区 富ヶ谷１－２－１５　代々木八幡駅前ビル 飲食店

MardeCristiano 渋谷区 富ヶ谷１－３－１２　４Ｆ 飲食店

OYAMA 渋谷区 富ヶ谷１－３－１２　スタジイビル　１Ｆ サービス

LORONG 渋谷区 富ヶ谷１－３－１４　根本ビル　２Ｆ１ サービス

橘寿司 渋谷区 富ヶ谷１－３－９ 飲食店

Minkstyle代々木公園店 渋谷区 富ヶ谷１－３３－６　パークサイド代々木　１
Ｆ サービス

シャイニーアウル 富ヶ谷 渋谷区 富ヶ谷１－３５－２３ 飲食店

カリス 渋谷区 富ヶ谷１－３５－２３ サービス

FRAOULA 渋谷区 富ヶ谷１－４－６　若菜ビル１Ｆ 飲食店

PATH 渋谷区 富ヶ谷１－４４　２Ａ－ＦＬＡＴ　１Ｆ 飲食店

G．G．C． 渋谷区 富ヶ谷１－４４－４　いずみマンション　１Ｆ 飲食店

イル・キャンティー代々木公園店 渋谷区 富ヶ谷１－４４－６　ウォーデンビル　１Ｆ 飲食店

ポルトガル料理＆ワインバークリスチアノ 渋谷区 富ヶ谷１－５１－１０　プリティパイン１Ｆ 飲食店

焼肉ぽんがLA 渋谷区 富ヶ谷１－５１－１２　小ビル１Ｆ 飲食店

カドクラ商店 代々木公園店 渋谷区 富ヶ谷１－５１－４　野本ビル　１Ｆ 飲食店

UTALII 渋谷区 富ヶ谷１－５１－４　野本ビル　２Ｆ サービス

焼肉れすとらん代々木苑 渋谷区 富ヶ谷１－５２－２ 飲食店

富ヶ谷一丁目倶楽部 渋谷区 富ヶ谷１－５２－２　石橋ビル　１Ｆ 飲食店

そば處 大野屋 富ヶ谷店 渋谷区 富ヶ谷１－５２－８　八幡ロイヤル１Ｆ 飲食店

ドリア＆グラタンなつめ 代々木八幡本店 渋谷区 富ヶ谷１－５３－２　レオマックビル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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カカオストア 渋谷区 富ヶ谷１－６－８　佐藤ビル　１Ｆ 飲食店

mimet cafe 渋谷区 富ヶ谷１－７－６　１Ｆ 飲食店

EPO HAIR STUDIO 渋谷区 富ヶ谷１－９－１５　ウイハイツ　１Ｆ サービス

イタリアンレストランライフ 渋谷区 富ヶ谷１－９－１９ 飲食店

美容室 スプラッシュ 渋谷区 富ヶ谷１－９－２０　エスペランサ代々木　Ｂ
１ サービス

お惣菜と煎餅もんじゃさとう 渋谷区 富ヶ谷１－９－２２　守友ビル　１Ｆ 飲食店

CAMELBACK RICH 渋谷区 富ヶ谷１－９－２３ ショッピング

居酒屋七福 渋谷区 富ヶ谷１丁目３－１３　マキビル１Ｆ 飲食店

千真野 渋谷区 富ヶ谷１丁目５１－１２　代々木公園ハウスＢ
１０１ 飲食店

Minimal 渋谷区 富ヶ谷２－１－９　アーバンテラス２１　１Ｆ ショッピング

BONDICOFFEESANDWICH 渋谷区 富ヶ谷２－２２－８　アキラビル１Ｆ 飲食店

諸菜匠 渋谷区 幡ヶ谷１－３－１　幡ヶ谷ゴールデンセンター
　Ｂ１Ｆ 飲食店

サクラカフェ 幡ヶ谷 渋谷区 幡ヶ谷１－３２－３ 飲食店

Will O’ Wisp 渋谷区 幡ヶ谷１－３３－２　ＹＵＫＯＮＡビル　１Ｆ 飲食店

魚の兆治 渋谷区 幡ヶ谷１－６－３　ジャンブル幡ヶ谷１０６ 飲食店

THEM HAIR WORKS 渋谷区 幡ヶ谷１－７－４　深津ビル　１Ｆ サービス

ハーレーダビッドソン新宿 渋谷区 幡ヶ谷１－７－５ ショッピング

ターゲットワン新宿店 渋谷区 幡ヶ谷１－７－５　タカヤナギビル２Ｆ ショッピング

カッパキャンティ 渋谷区 幡ヶ谷１－８－７　ミドリヤサニーマンション
　１Ｆ 飲食店

東京ガスライフバル 渋谷 渋谷区 幡ヶ谷２－１－１３ ショッピング

ヨシダ 渋谷区 幡ヶ谷２－１３－５ ショッピング

うね女 渋谷区 幡ヶ谷２－１３－６　２Ｆ 飲食店

fromage 渋谷区 幡ヶ谷２－２１－１　シャトレー幡ヶ谷　１０
３ サービス

焼肉の三是 渋谷区 幡ヶ谷２－５２－３－１０７　都営幡谷２－ア
パート 飲食店

ホルモン炭火焼牛楽苑 渋谷区 幡ヶ谷２－５６－５ 飲食店

イタリア食堂　キャンティー・ノーノ 渋谷区 幡ヶ谷２－５６－５　１Ｆ 飲食店

牛繁幡ヶ谷北口店 渋谷区 幡ヶ谷２－７－１　ニューセンタービル２Ｆ 飲食店

くし家串猿幡ヶ谷店 渋谷区 幡ヶ谷２－８－１５　ＫＯＤＡビル　１０２ 飲食店

ハタガヤ牛タンテ－ル 渋谷区 幡ヶ谷２－８－１５　ＫＯＤＡビル　１Ｆ 飲食店

はたがやレバー 渋谷区 幡ヶ谷２－８－１５　ＫＯＤＡビル　２Ｆ 飲食店

いちどり幡ヶ谷店 渋谷区 幡ヶ谷２－９－１８　巴屋ビル　１Ｆ ショッピング

焼鳥酒場リンダリンダ 渋谷区 幡ヶ谷２－９－１９　青木ビル　２Ｆ 飲食店

hairlounge TRiP 渋谷区 広尾１－１－２８　リ－スランド広尾　１Ｆ 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

14 / 66

[東京都東京都]



博多やさい巻き串屋　ねじけもん　恵比寿別 渋谷区 広尾１－１－３３　ＳＰＣＪＡＰＡＮビル　１
Ｆ 飲食店

VAN COUNCIL EBISU 渋谷区 広尾１－１－３３　ＳＰＣビル　２Ｆ サービス

ALTRO！ 渋谷区 広尾１－１－３６　ＰＡＳＥＯ恵比寿　３Ｆ 飲食店

アレヴェリーテラス恵比寿 渋谷区 広尾１－１－３９　プライムスクエアタワー　
１Ｆ 飲食店

アルフレックス東京 渋谷区 広尾１－１－４０　恵比寿プライムスクエア　
１Ｆ ショッピング

GENEI.WAGAN 渋谷区 広尾１－１０－１０　ＮＫビル地下１階 飲食店

OPAL 渋谷区 広尾１－１５－３　マスダビル　７０１ サービス

小顔矯正サロンルポルテ 恵比寿店 渋谷区 広尾１－１５－６　ヒーロービル　８Ｆ サービス

焼鳥かずま 渋谷区 広尾１－１６－１　ＥｂｉｓｕＨｉｒｏｏＳｑ
ｕａｒｅ　３Ｆ 飲食店

札幌らーめん北の大地 渋谷区 広尾１－１６－２　ＶＯＲＴ恵比寿　２ 飲食店

warp 渋谷区 広尾１－１６－３　ルモン広尾 サービス

アーモンド・アイ 渋谷区 広尾１－２－２ ショッピング

松玄恵比寿店 渋谷区 広尾１－３－１　ハギワラビル１Ｆ 飲食店

Janus 渋谷区 広尾１－３－５ 飲食店

有田焼やきもの市場 渋谷区 広尾１－４－９ ショッピング

アムール 渋谷区 広尾１－６－１３ 飲食店

BEKKU hair salon 広尾店 渋谷区 広尾１－６－８　第二三輪ビル　１Ｆ サービス

AnimaLibera 渋谷区 広尾１－９－１９　ＦＬＥＧ広尾ＦＵＳＥＢ１ 飲食店

あか牛精肉販売所 渋谷区 広尾１丁目１５－２　エビストメキチビル１階 飲食店

広尾鉄板焼高見 渋谷区 広尾３－１２－４０　広尾ビル２Ｆ 飲食店

ビストロ シロ． 渋谷区 広尾３－２－１３　岡野ビル　１Ｆ 飲食店

エルロード美容室 広尾店 渋谷区 広尾４－１－１１　広尾ガーデンヒルズ　１Ｆ サービス

寿司上ちゃん 渋谷区 広尾５－１－２０　七星舎ビル　１０１ 飲食店

Gastros 渋谷区 広尾５－１－２０　七星舎ビル　Ｂ１ 飲食店

ホームワークス広尾店 渋谷区 広尾５－１－２０　七星舎ビル１Ｆ 飲食店

LeverageHIROO 渋谷区 広尾５－１－３２　ＳＴ広尾　３Ｆ サービス

リストランテ　イル　ブッテロ 渋谷区 広尾５－１３－３ 飲食店

ヴィアン ヴィアン 広尾本店 渋谷区 広尾５－１４－１４　大澤ビル サービス

アメリア アーハート 渋谷区 広尾５－１４－３　中井ビル　２Ｆ ショッピング

鮨　小倉 渋谷区 広尾５－１６－１７　武藤ビル　１Ｆ 飲食店

LAJOLLA 渋谷区 広尾５－１６－３　小安ビル２Ｆ 飲食店

船橋屋 こよみ 渋谷区 広尾５－１７－１ 飲食店

RestaurantOKADA 渋谷区 広尾５－１７－１１　アーパス広尾　１Ｆ 飲食店

cashmere cashmere 広尾 渋谷区 広尾５－１８－１０　広尾ピア　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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味福あさの 渋谷区 広尾５－１８－２ 飲食店

鉄板焼よしむら 渋谷区 広尾５－１９－１１　マリオン広尾ビルＢ１Ｆ 飲食店

ピッコログランデ 渋谷区 広尾５－１９－１６　カサス広尾　１Ｆ ショッピング

寿し処 阿部 渋谷区 広尾５－１９－１７　広尾ＧＴビル　１Ｆ 飲食店

フラワーブティック リリ・ラ・ユリ 渋谷区 広尾５－１９－１８　広尾　２５９ ショッピング

MARCHE AUX VINS 渋谷区 広尾５－１９－３　町田ビル　１０１ 飲食店

ヘアーデザイン雅 渋谷区 広尾５－１９－４　ＳＲ広尾　２０２ サービス

ア・ニュ 渋谷区 広尾５－１９－４　ＳＲ広尾ビル１Ｆ 飲食店

タダ スポ－ツ 渋谷区 広尾５－１９－５ ショッピング

CANVAS TOKYO 渋谷区 広尾５－１９－６ 飲食店

ポンテ デル ピアット 渋谷区 広尾５－１９－７　協和ビル　１Ｆ 飲食店

MONIQUE 渋谷区 広尾５－２－２５　ＨＯＮＧＯＫＵ４Ｆ サービス

お肉屋 けいすけ 三男坊 渋谷区 広尾５－２－２５　ＨＯＮＧＯＫＵビル 飲食店

小麦っ娘 渋谷区 広尾５－２－２５　本国ビル　３Ｆ 飲食店

PRIYA 渋谷区 広尾５－２－２５　本国ビル３Ｆ 飲食店

廣安 渋谷区 広尾５－２３－２－１０８　広尾センターハイ
ツ 飲食店

ザシティベーカリー広尾 渋谷区 広尾５－２４－１　広尾ユタカタワーズ　１Ｆ 飲食店

KENRO 渋谷区 広尾５－２４－９　オアシス広尾　３Ｆ サービス

居間 渋谷区 広尾５－２５－４　広尾イースト　１Ｆ 飲食店

鮨 在 渋谷区 広尾５－３－１３　Ｂａｒｂｉｚｏｎ８６　５
Ｆ 飲食店

HIROOWORKS 渋谷区 広尾５－３－１５　２Ｆ サービス

ヴィノスやまざきWINE＋ist 広尾店 渋谷区 広尾５－４－１４ ショッピング

福寿司 渋谷区 広尾５－４－１５ 飲食店

トニーアンドガイジャパン 広尾店 渋谷区 広尾５－５－１　広尾いがらしビル　２Ｆ サービス

広尾キリムギャラリー アナトリア 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ ショッピング

NEMIKA 広尾店 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　１Ｆ ショッピング

三合菴 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　１Ｆ 飲食店

オールドイングランド広尾店 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　１Ｆ ショッピング

メゾンカイザー 広尾プラザ店 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　１Ｆ 飲食店

ロ－ズギャラリ－広尾店 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　１Ｆ ショッピング

ギャラリーかんかん広尾 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　２Ｆ ショッピング

株式会社西川 広尾プラザ店 渋谷区 広尾５－６－６　広尾プラザ　２Ｆ ショッピング

HANOKU〔韓屋〕 渋谷区 広尾５－８－１１　バルビゾン２２ビル　１Ｆ 飲食店

Rusteaks 渋谷区 広尾５丁目２２－３　広尾西川ビルＢ１ 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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町村農場広尾MILKLaboratory 渋谷区 広尾５丁目６－６　広尾プラザ１Ｆ ショッピング

うどん　山長 渋谷区 恵比寿１－１－５　エビスオークビル１　１０
２ 飲食店

stance 渋谷区 恵比寿１－１－６　エビスオークビル１ サービス

67餃子恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－１－７ 飲食店

AFURI恵比寿 渋谷区 恵比寿１－１－７　１１７ビル　１Ｆ 飲食店

松栄恵比寿東口店 渋谷区 恵比寿１－１１－１３　諸戸ビル２Ｂ１Ｆ 飲食店

フットニック 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－１１－２　アサヒビル　１Ｆ 飲食店

麻布珈琲 恵比寿館 渋谷区 恵比寿１－１１－３　アキックスエビスビル 飲食店

NouvelleEthniqueAtha 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿 飲食店

トラットリアヴィヴァーチェ 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿　２０１ 飲食店

Carnesio east 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿　３Ｆ 飲食店

蕃 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿　８Ｆ 飲食店

串焼きもんじろう 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿４Ｆ 飲食店

FRAGANTEHUMO 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿５Ｆ 飲食店

くずし鉄板あばぐらGEMS恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿７Ｆ 飲食店

秋田純米酒処恵比寿店本家あべや 渋谷区 恵比寿１－１１－５　ＧＥＭＳ恵比寿Ｂ１Ｆ 飲食店

Boo Boo 渋谷区 恵比寿１－１１－９　グランベルＩＩＩ　４Ｆ 飲食店

ソナロッサ 渋谷区 恵比寿１－１２－５　アジマビルＢ１Ｆ 飲食店

レッドペッパー　恵比寿 渋谷区 恵比寿１－１２－５　安島ビル　１Ｆ 飲食店

BAR・ウルトラベイビィー 渋谷区 恵比寿１－１２－７　三恵３１ビル　７Ｆ 飲食店

Zinghair恵比寿 渋谷区 恵比寿１－１２－８　ＫＳビル２Ｆ３Ｆ サービス

Rafff 渋谷区 恵比寿１－１３－１０　恵比寿壱番館 サービス

Room 渋谷区 恵比寿１－１３－１０　恵比寿壱番館 サービス

KAPPO　アール． 渋谷区 恵比寿１－１３－３　Ｂ１ 飲食店

ラ・エスキ－ナ 渋谷区 恵比寿１－１３－６－１０１ 飲食店

Attina 渋谷区 恵比寿１－１４－８　ベルツリー恵比寿２Ｆ サービス

イル・ボッカローネ 渋谷区 恵比寿１－１５－９　シルク恵比寿　１Ｆ 飲食店

ドットイ－タリ－アンドバ－ 渋谷区 恵比寿１－１８－１４　恵比寿ファ－ストスク
エア 飲食店

C．E．L．STORE 渋谷区 恵比寿１－１８－１５　シーダモントビル１Ｆ ショッピング

NADiff a／p／a／r／t 渋谷区 恵比寿１－１８－４　１Ｆ ショッピング

egerie days 渋谷区 恵比寿１－２０－１７　トウマンビル　２Ｆ サービス

PLUME恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２０－２　恵比寿ファーストビル　
３Ｆ サービス

MASA’SKITCHEN47 渋谷区 恵比寿１－２１　コンフォリア恵比寿Ｂ１Ｆ 飲食店

自然生村 渋谷区 恵比寿１－２１－１５　いーすとＥＢＩＳＵ１
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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WEC Hair 渋谷区 恵比寿１－２１－１７　恵比寿一丁目ビル　２
Ｆ サービス

Grillマッシュ 渋谷区 恵比寿１－２１－７ 飲食店

Bar TRUST 渋谷区 恵比寿１－２２－１０ 飲食店

魚BAR一歩 渋谷区 恵比寿１－２２－１０　カマスヤ２Ｆ 飲食店

fika 渋谷区 恵比寿１－２２－１０－１０１　ＥＫＯビル サービス

鳥つた 渋谷区 恵比寿１－２２－１２　エビステルコ　２Ｆ 飲食店

REGGIANO 渋谷区 恵比寿１－２２－１９　プライムメゾン恵比寿
　１Ｆ 飲食店

パルテノペ　恵比寿 渋谷区 恵比寿１－２２－２０　幸和ビル　１Ｆ 飲食店

バル・デ・オジャリア　恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２２－２３　ヴェラハイツ　１０８ 飲食店

大豊記弐號房 渋谷区 恵比寿１－２２－２３　ヴェラハイツエビス　
１Ｆ 飲食店

ヘアーサロン ヤマギシ 渋谷区 恵比寿１－２２－２３　ヴェラハイツ恵比寿　
１Ｆ サービス

オプシス カロン 渋谷区 恵比寿１－２２－２３－１０６ サービス

髪工房PaPa 渋谷区 恵比寿１－２２－２７　小松ビル　１Ｆ サービス

炭bio 渋谷区 恵比寿１－２２－８　恵比寿ファーストプレイ
ス２Ｆ 飲食店

Sac 渋谷区 恵比寿１－２３－１１ サービス

リストランテマッサ 渋谷区 恵比寿１－２３－２２　小林鉄工ビル 飲食店

イル バロンドーロ 渋谷区 恵比寿１－２４－１０　アリエス恵比寿ビル　
１Ｆ 飲食店

恵比寿ESClassico 渋谷区 恵比寿１－２４－１１　ＧＲＡＳＳＥ　１・２
Ｆ 飲食店

馬肉屋たけし 渋谷区 恵比寿１－２５－１１　３Ｆ 飲食店

n． 渋谷区 恵比寿１－２５－３－２０２ サービス

恵比寿 新進気鋭 渋谷区 恵比寿１－２５－４　銅山邸　１Ｆ 飲食店

鮨 天川 渋谷区 恵比寿１－２５－７　サングラータ恵比寿１Ｆ 飲食店

にんにくや 渋谷区 恵比寿１－２６－１２ 飲食店

ici 渋谷区 恵比寿１－２６－１２　サンライズヴィラ　１
Ｆ 飲食店

十番右京恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－２６－１３　ＳＥビル１Ｆ 飲食店

EBISU FRY BAR 渋谷区 恵比寿１－２６－１３　新橋ぼくみつマンショ
ン　１Ｆ 飲食店

魚屋きいもん 渋谷区 恵比寿１－２６－１５ 飲食店

マーサーカフェエビス 渋谷区 恵比寿１－２６－１６　１Ｆ　柴田ビル 飲食店

マーサービス　エビス 渋谷区 恵比寿１－２６－１７　阿部ビル　１Ｆ 飲食店

Yama 渋谷区 恵比寿１－２６－１９　カラコル５　Ｂ１ 飲食店

Ta－im 渋谷区 恵比寿１－２９－１６　ベルハイム　Ｃ 飲食店

MBTショップ恵比寿コア 渋谷区 恵比寿１－３０－１４　マートルコート恵比寿
２０００１０２号室 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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紀風 渋谷区 恵比寿１－３１－１０　ターレル恵比寿　１Ｆ 飲食店

七宝麻辣湯恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－４－１　恵比寿ア－バンハウス　１
０８ 飲食店

恵比寿本丸 渋谷区 恵比寿１－４－１－１０３ 飲食店

猿田彦珈琲恵比寿本店別館 渋谷区 恵比寿１－５－１　ボックスハツミ　１０２ ショッピング

はんこ屋さん21恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－５－２　こうげつビル１Ｆ ショッピング

京都　まろまろ 渋谷区 恵比寿１－６－１　グリーンハウス高橋　１０
３ 飲食店

寿司 吉川 渋谷区 恵比寿１－６－３　ゼネラル恵比寿イースト　
１Ｆ 飲食店

猿田彦珈琲 恵比寿本店 渋谷区 恵比寿１－６－６　斎藤ビル　１Ｆ 飲食店

レオニダス恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－７－１１　吉原ビル　１Ｆ 飲食店

アンジェリカミッシェル恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－７－１１　吉原ビル　６Ｆ サービス

Lotus 渋谷区 恵比寿１－７－１２　久保ビル　４Ｆ サービス

AOEWD 渋谷区 恵比寿１－７－１２　西原ビル　３Ｆ サービス

ヒロ銀座 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－７－１２　追分ビル　５Ｆ サービス

恵比寿横丁浜焼き酒場魚○ 渋谷区 恵比寿１－７－２　恵比寿横丁内 飲食店

八兵衛恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－７－６　陸中ビルハイツ　１Ｆ 飲食店

KICHIRI 恵比寿 渋谷区 恵比寿１－８－１２　ＥＢＩＳＱＰＬＡＺＡ　
６Ｆ 飲食店

MEDUSA 渋谷区 恵比寿１－８－１２　ＥｂｉｓｕＱＰｌａｚａ
Ｂ　１Ｆ 飲食店

Aoyuzu 恵比寿 渋谷区 恵比寿１－８－１４　大黒ビル　Ｂ１ 飲食店

モンスターグリル 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－８－１４　大黒ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

イベリア ショールーム 渋谷区 恵比寿１－８－５　東洋ビル４Ｆ ショッピング

cuccina Bian 渋谷区 恵比寿１－８－７　ＩＴＯビル　Ｂ１ 飲食店

サブウェイ 恵比寿店 渋谷区 恵比寿１－９－１０　ドエリング恵比寿　１Ｆ 飲食店

バルデビス 渋谷区 恵比寿１ー２２ー１４　石井ビルＢ１Ｆ 飲食店

M． 渋谷区 恵比寿１丁目２２番８号　恵比寿ファ－ストプ
レイス１００１号 サービス

Fleur 渋谷区 恵比寿１丁目２２番地１０号グランデュオ恵比
寿ＩＩＩ２階 サービス

黒毛七厘 渋谷区 恵比寿１丁目２３－１６　第六大浦ビル１０２ 飲食店

フミーズグリル 渋谷区 恵比寿２－１－５　佐々木ビル１Ｆ 飲食店

フルハート 渋谷区 恵比寿２－１０－４　アヴニール恵比寿　１Ｆ サービス

DRUNKARD 渋谷区 恵比寿２－１１－６　グランディオ恵比寿２　
１Ｆ 飲食店

HAZY 渋谷区 恵比寿２－１２－１２　エクラタン恵比寿１Ｆ サービス

レストランラベイエ 渋谷区 恵比寿２－１３－１０　レンブラント広尾１０
２ 飲食店

スキマ 渋谷区 恵比寿２－１７－２０　長谷川ビル　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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アラディン 渋谷区 恵比寿２－２２－１０ 飲食店

かんな美容室 渋谷区 恵比寿２－２３－１ サービス

audeco 渋谷区 恵比寿２－２３－３ 飲食店

タベルナクアーレクラシケ 渋谷区 恵比寿２－２６－６ 飲食店

サードカルチャー 渋谷区 恵比寿２－２８－５　ミロレーション広尾 ショッピング

鮨 広尾 桂 渋谷区 恵比寿２－２８－７　秀マンション１Ａ 飲食店

ペレグリーノ 渋谷区 恵比寿２－３－４ 飲食店

ダンスウイズドラゴン東京広尾店 渋谷区 恵比寿２－３１－３　Ｏ－ＫＡｂｕｉｌｄｉｎ
ｇ　１Ｆ ショッピング

シャンテリー 渋谷区 恵比寿２－３１－５ サービス

ラ・ビスボッチャ 渋谷区 恵比寿２－３６－１３　広尾ＭＴＲビル　１Ｆ 飲食店

チキンワークス白金 本店 渋谷区 恵比寿２－３７－６ ショッピング

すし良月 渋谷区 恵比寿２－３７－８　グランデュオ広尾　１Ｆ 飲食店

REBORN 渋谷区 恵比寿２－３８－１２　高木ビル１Ｆ 飲食店

きえん 渋谷区 恵比寿２－３９－４ 飲食店

広島やまと＆bar 渋谷区 恵比寿２－６－２６　恵比寿クロスサ－ド　１
Ｆ 飲食店

artichaut 渋谷区 恵比寿２－６－２９　アコルタビル１Ｆ 飲食店

弥栄 渋谷区 恵比寿２－８－１３　１Ｆ 飲食店

城ヶ崎おかもと 渋谷区 恵比寿２－９－１　ＥＢＩＳＦＬＡＴ１Ｂ 飲食店

KIYAS 渋谷区 恵比寿２－９－２　ＡＷ恵比寿　１Ｆ 飲食店

日本料理秀たか 渋谷区 恵比寿２－９－４　２Ｆ 飲食店

博多もつ鍋蟻月 恵比寿店 渋谷区 恵比寿２－９－５　二丁目小林ビル 飲食店

BistroJazzKissA 渋谷区 恵比寿２丁目１－５－Ｂ１０２　佐々木ビル 飲食店

ビストロジャズキッサ 渋谷区 恵比寿２丁目１－５・佐々木ビルＢ１０２ 飲食店

TETOTEAPARTMENT 渋谷区 恵比寿３－１－４　モンシャトー恵比寿 飲食店

鮨来主 渋谷区 恵比寿３－１８－５　ＣＯＭＳＥＢＩＳ　１Ｆ 飲食店

ヘア＆メイク エジェリ 渋谷区 恵比寿３－２－１　２Ｆ サービス

Rue Favart 渋谷区 恵比寿３－２８－１２ 飲食店

Kimiyo，Tokyo恵比寿 渋谷区 恵比寿３－２８－１２　Ａ・Ｔ・Ｙビル　２Ｆ 飲食店

FULL MOON SPA 渋谷区 恵比寿３－２８－２　ＳＰ１５ＥＢＩＳＵ　４
０１ サービス

トラットリア モード 渋谷区 恵比寿３－２８－３　１Ｆ 飲食店

AUGAMINDETOKIO 渋谷区 恵比寿３－２８－３　２Ｆ 飲食店

深夜食堂はなれ 渋谷区 恵比寿３－２８－３　ＣＡＳＡＰＩＡＴＴＯＢ
１Ｆ 飲食店

アンジェラックス恵比寿店 渋谷区 恵比寿３－２９－１６　ＡＢＣアネックスビル
　４Ｆ 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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CRISPEBISU 渋谷区 恵比寿３－２９－１６　ＡＢＣアネックスビル
１Ｆ 飲食店

UCHIGATA 渋谷区 恵比寿３－３－８　ラピツカキヌマ　８０１ ショッピング

336 ebisu 渋谷区 恵比寿３－３６－１ 飲食店

マジカメンテ 渋谷区 恵比寿３－４１－９　恵比寿台ハイツ　１０２ 飲食店

ピザハット恵比寿店 渋谷区 恵比寿３－４２－１　Ｋ＆Ｍ広尾 ショッピング

6curryKITCHENebisu 渋谷区 恵比寿３－４２－１３　シャトレヨシムラ　１
Ｆ 飲食店

白金Baru 渋谷区 恵比寿３－４９－１ 飲食店

寅 渋谷区 恵比寿３－４９－１ 飲食店

SARU shirogane 渋谷区 恵比寿３－４９－１　ＳＡＲＵ 飲食店

鳥料理専門居酒屋とりなご 渋谷区 恵比寿３－７－３　大倉ビル 飲食店

江戸前鮨伊佐野 渋谷区 恵比寿３－９－１８　１Ｆ 飲食店

バンブーグラッシィ 渋谷区 恵比寿３－９－２９　シェビア恵比寿Ｂ１Ｆ 飲食店

恵比寿魚金 渋谷区 恵比寿４－１－１８　恵比寿ネオナート　１Ｆ 飲食店

PALETA 渋谷区 恵比寿４－１０－３　あすかビル　１Ｆ サービス

BeefGarden恵比寿 渋谷区 恵比寿４－１０－８　ｏｒａｎｇｅ恵比寿　１
Ｆ 飲食店

北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－１０－８－２０２ 飲食店

恵比寿くろいわ 渋谷区 恵比寿４－１１－１２ 飲食店

鮨屋小野 渋谷区 恵比寿４－１１－８　Ｂ１ 飲食店

コム・マティス 渋谷区 恵比寿４－２０－２　恵比寿ガーデンテラス２
番館　１Ｆ サービス

バーチョ・ディ・ジュリエッタ恵比寿ガーデ 渋谷区 恵比寿４－２０－２　恵比寿ガーデンテラス弐
番館　１Ｆ 飲食店

ROTISSERIE BLUE 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガ－デンプレイス
タワ－　３９Ｆ 飲食店

スターフェスティバル 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー　１５Ｆ 飲食店

LUCIS　GARDEN　恵比寿 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー　３９Ｆ 飲食店

BEER ＆ WINE BOCCIANO 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー　３９Ｆ 飲食店

WELOVEMUSIC株式会社 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー　３Ｆ ショッピング

ヘアーサロン ヤマギシ 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー　４Ｆ サービス

鮨たか 恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー３８Ｆ 飲食店

えびす坂鳥幸 渋谷区 恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイス
タワー３８Ｆ 飲食店

鮨くりや川 渋谷区 恵比寿４－２３－１０　ヒルサイドレジデンス
Ｂ１Ｆ 飲食店

エムハウス　テラスバー 渋谷区 恵比寿４－２３－１３　ＭＥＲＣＥＲＢＬＤＧ
　１・２・３Ｆ 飲食店

炭火焼鶏鶏敏 渋谷区 恵比寿４－２３－１４　ＡＳ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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勝又 渋谷区 恵比寿４－２３－９　恵比寿ブルーメ１０１ 飲食店

KO－LA恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－２４－３　島田ビル　１Ｆ 飲食店

恵比寿 吉乃坐 渋谷区 恵比寿４－２４－４　キエイビル　１Ｆ 飲食店

リグニス 渋谷区 恵比寿４－２７－１　ｐａｇｏｄａ　ＳＫビル
１Ｆ 飲食店

ブラチェリアデリツィオーゾイタリア 渋谷区 恵比寿４－２７－１７　ルビナス恵比寿１Ｆ 飲食店

ヴァカンツァ 渋谷区 恵比寿４－２７－２ 飲食店

So－TEN 渋谷区 恵比寿４－２７－４　１Ｆ〜５Ｆ 飲食店

ちょこっと 渋谷区 恵比寿４－２７－７　ＯＮＲＥＡ・ＹＥＢＩＳ
Ｕ・ＢＬＤＧ　１Ｆ 飲食店

肉割烹かつまた 渋谷区 恵比寿４－２７－７　Ｓ：ｖｏｒｔ恵比寿６Ｆ 飲食店

京鼎樓HANARE 渋谷区 恵比寿４－３－１　クイズ恵比寿 飲食店

築地すし鮮 恵比寿東口店 渋谷区 恵比寿４－３－１　クイズ恵比寿　１Ｆ 飲食店

Bar＆DiningOne 渋谷区 恵比寿４－３－１　クイズ恵比寿　２Ｆ 飲食店

京鼎樓 渋谷区 恵比寿４－３－１　ケイズ恵比寿２Ｆ 飲食店

香り家 恵比寿店 渋谷区 恵比寿４－３－１０　中出センチュリーパーク 飲食店

nail＆eyelash402 渋谷区 恵比寿４－３－１０－４０２ サービス

youreshair本店 渋谷区 恵比寿４－４－１　バルビゾン１０５　４Ｆ サービス

Q　恵比寿 渋谷区 恵比寿４－４－２　クレスト恵比寿　１Ｆ 飲食店

モンスーンカフェ 恵比寿 渋谷区 恵比寿４－４－６　ＭＡＲＩＸ恵比寿ビル１
Ｆ・２Ｆ 飲食店

nail salon whisp 渋谷区 恵比寿４－５－２３　ルイシャトレ恵比寿　１
Ｆ サービス

アンファンドゥアルカ恵比寿 渋谷区 恵比寿４－５－２８ ショッピング

レストラン・バー アミューズメント 渋谷区 恵比寿４－６－１　ＭＦビルＢ１Ｆ 飲食店

カフェ．カルフール 渋谷区 恵比寿４－６－１　恵比寿ＭＦビルＢ１Ｆ 飲食店

Nuuds 渋谷区 恵比寿４－７－２　２Ｆ サービス

AUTHO 渋谷区 恵比寿４－７－２　ＫＢＫビル　２Ｆ サービス

和の食いがらし 渋谷区 恵比寿４－９－１５　ＨＡＧＩＷＡＲＡＢＬＤ
Ｇ５　２Ｆ 飲食店

四一一はなれ 渋谷区 恵比寿４－９－１５　萩原ビル３Ｆ 飲食店

タル家 渋谷区 恵比寿４－９－３　東ワラビル　１Ｆ 飲食店

PALLET46恵比寿 渋谷区 恵比寿４－９－５　マンションニュ－恵比寿　
１０１号室 飲食店

スシエビス 渋谷区 恵比寿４－９－５　マンションニュー恵比寿　
１０６ 飲食店

新鮮焼肉 ランボー 渋谷区 恵比寿４－９－８　ＥＢＯＸ１　１Ｆ 飲食店

備屋珈琲店恵比寿店 渋谷区 恵比寿４ー４－１１ 飲食店

渋谷餃子 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１－１３　２Ｆ 飲食店

PLASTIC OCEAN 渋谷区 恵比寿南１－１－３　イマホコビル　２Ｆ 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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はいばな〔南風花〕 渋谷区 恵比寿南１－１－３　今鉾ビル　３Ｆ 飲食店

博多もつ鍋 龍 渋谷区 恵比寿南１－１０－１１　美矢川ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

中国料理　筑紫樓　恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１０－２　恵比寿３２山京ビル　
１・２Ｆ 飲食店

Red neo 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１１－１　六鴨ビル　２Ｆ サービス

CheeseTavarnCascina 渋谷区 恵比寿南１－１１－２　ダイニングイノベー
ションビル　１Ｆ 飲食店

ダイニング　Bar　松田 渋谷区 恵比寿南１－１２－５　恵比寿Ｋビル　１Ｆ 飲食店

おやまだ 渋谷区 恵比寿南１－１３－１１　ヴェール１Ｆ 飲食店

LATTE 恵比寿 渋谷区 恵比寿南１－１４－１２　ル・ソレイユ３　２
Ｆ サービス

BeTTei 渋谷区 恵比寿南１－１４－１５　ラ・レンヌ恵比寿　
３Ｆ 飲食店

くおん 渋谷区 恵比寿南１－１４－１５　ラ・レンヌ恵比寿　
４Ｆ 飲食店

mori 渋谷区 恵比寿南１－１４－２　タイムゾーンビル　３
Ｆ 飲食店

雨後晴 渋谷区 恵比寿南１－１４－２　タイムゾーンビルＢ１
Ｆ 飲食店

Eyelash Holic！ 渋谷区 恵比寿南１－１４－９　アルティｕｎ　１０２ サービス

Cafe GITANE 渋谷区 恵比寿南１－１６－１１　ＡＢＣ・ＷＡＣＯビ
ル　１Ｆ 飲食店

焼肉レストラン 喜福世 渋谷区 恵比寿南１－１６－１１　ＡＢＣＷＡＣＯビル
　３Ｆ 飲食店

中国茶房8恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣ・ＭＡＭＩＥ
Ｓビル　３Ｆ 飲食店

マーサーカフェダンロ 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣＭＡＭＩＥＳ
　２Ｆ 飲食店

焼鳥しょうちゃん恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣＭＡＭＩＥＳ
４Ｆ 飲食店

belogchezvous 渋谷区 恵比寿南１－１６－１２　ＡＢＣＭＡＭＩＥＳ
ビル　５Ｆ サービス

恵比寿山の上バル 渋谷区 恵比寿南１－１６－３　１Ｆ 飲食店

フィグ美容室 渋谷区 恵比寿南１－１６－４　１Ｆ サービス

KNOCK恵比寿 渋谷区 恵比寿南１－１７－１７　ＴＩＭＥＺＯＮＥテ
ラスビル 飲食店

匠鮨おわな 渋谷区 恵比寿南１－１７－１７　タイムゾーンテラス
ビル４Ｆ 飲食店

韓国食堂 入ル 坂上ル 渋谷区 恵比寿南１－１７－２　Ｒホ－ル　３Ｆ 飲食店

恵比寿 天ぷら串 山本家 渋谷区 恵比寿南１－１７－２　Ｒホール２Ｆ 飲食店

恵比寿えんどう 渋谷区 恵比寿南１－１７－２　Ｒホール４Ｆ 飲食店

P．F．S． PARTS CENTER 渋谷区 恵比寿南１－１７－５ ショッピング

八福寿家 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１ 飲食店

恵比寿 ふじ屋 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１　西田ビル　１Ｆ 飲食店

中村玄 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１　西田ビル　２０１ 飲食店

オステリアラ・リベラ 渋谷区 恵比寿南１－１８－１１　西田ビル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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てっぱん料理不愛荘 渋谷区 恵比寿南１－１８－１２　竜王ビル２－３Ｆ 飲食店

H－acca－ 渋谷区 恵比寿南1-18-9 タイムゾーンヒルトップビル
4F-A 飲食店

LULLABY恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－１０　エビスユニオンビル　
８Ｆ サービス

焼肉鳥ggじじ 渋谷区 恵比寿南１－２－１０　ユニオンビル１０５ 飲食店

3NAILS 渋谷区 恵比寿南１－２－１２－３０２ サービス

coffret 渋谷区 恵比寿南１－２－３　伊藤ビル　２Ｆ 飲食店

松栄恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－４ 飲食店

KICKIT 渋谷区 恵比寿南１－２－６　サンポウ恵比寿ビル　８
Ｆ 飲食店

一古酒店 渋谷区 恵比寿南１－２－８ ショッピング

魚真恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２－９　小林ビルＢ１Ｆ 飲食店

PACIFICFURNITURESERV 渋谷区 恵比寿南１－２０－４ ショッピング

串焼ダイニング十兵衛 渋谷区 恵比寿南１－２３－５　アメリカンブリッジカ
ンパニービル 飲食店

ローカルインディア恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－２３－８　アメリカンブリッジビ
ル　２Ｆ 飲食店

ダイニングバーオトラ 渋谷区 恵比寿南１－２３－８　アメリカンブリッジビ
ル　３Ｆ 飲食店

Agee garden 渋谷区 恵比寿南１－２５－１　ＥｂｉｓｕＰｌａｘＢ
ＬＤＧ　２Ｆ サービス

Salt恵比寿 渋谷区 恵比寿南１－３－２　エルスタンザ恵比寿　Ｂ
１Ｆ 飲食店

牛恋 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－４－１３　ＲＥＭＡＸ恵比寿ビル
　Ｂ１ 飲食店

牛たん英司 渋谷区 恵比寿南１－４－３　木村ビル１Ｆ 飲食店

SHERELOUNGEBELL 渋谷区 恵比寿南１－４－７　シエルブルー　２Ｆ 飲食店

広島お好み焼 ぶち 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ 飲食店

ALLBlue 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ恵比寿 飲食店

アジアン屋台バルクアトロ 渋谷区 恵比寿南１－７－８　ニューライフ恵比寿１０
６ 飲食店

東京おでんラブストーリー 渋谷区 恵比寿南１－７－８－２０２ 飲食店

きづここトーキョー恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－８－１　ＳＴＭ恵比寿ビル　２０
１号室 飲食店

七福餃子楼 渋谷区 恵比寿南１－８－１０ 飲食店

ニクアザブエビステン 渋谷区 恵比寿南１－８－１０ 飲食店

恵比寿鮪家 渋谷区 恵比寿南１－８－３　東亜恵比寿ビル１Ｆ 飲食店

オステリアエバールデブー 渋谷区 恵比寿南１－８－４　屋宮ビル１Ｆ 飲食店

イクラ食堂 渋谷区 恵比寿南１－８－９　１Ｆ 飲食店

肉の匠 将泰庵 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南１－８－９　京城ビル　２Ｆ 飲食店

しゃぶ焼ふくのや 渋谷区 恵比寿南１－８－９　京城ビル　４Ｆ 飲食店

恵比寿鮪喜 渋谷区 恵比寿南１－９－１０ 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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こがね 渋谷区 恵比寿南１－９－１０　ＴＤビル２Ｆ 飲食店

炭火串焼りあん 渋谷区 恵比寿南１－９－２　ＡＩビル　１Ｆ 飲食店

NhaVietNam 本店 渋谷区 恵比寿南１－９－３　石川ビル　１Ｆ 飲食店

HaRe Gastronomia 渋谷区 恵比寿南１－９－４　２Ｆ 飲食店

福笑 渋谷区 恵比寿南１－９－４　長谷川ビル　５０１ 飲食店

COCOASSO 渋谷区 恵比寿南１丁目 ７番８号ニューライフ恵比寿７
０８号 ショッピング

リオグランデグリル　恵比寿 渋谷区 恵比寿南１丁目１－９　岩徳ビル２Ｆ 飲食店

TONI＆GUY EBISU 渋谷区 恵比寿南１丁目１２－１　瑩心流会館　１Ｆ サービス

LUCUA 渋谷区 恵比寿南２－１－４　ジョワレ恵比寿　６Ｆ サービス

酒場シナトラ　恵比寿店 渋谷区 恵比寿南２－１－４　ジョワレ恵比寿Ｂ１Ｆ １
Ｆ 飲食店

IL GENTILE 渋谷区 恵比寿南２－１－５　ＥＳ２１５ビル　２Ｆ 飲食店

麦酒庵恵比寿店 渋谷区 恵比寿南２－１－５　ＥＳ２１５ビル　７Ｆ 飲食店

Jill the hair 渋谷区 恵比寿南２－１－６ サービス

MILKYWAYBEAMS 渋谷区 恵比寿南２－１－９　朝井ビル　１Ｆ サービス

RICCA HAIR＆MAKE UP 渋谷区 恵比寿南２－１２－３　フォーレスト恵比寿　
１Ｆ サービス

ETSUBO 渋谷区 恵比寿南２－１３－１４　茶屋坂Ｔ＆Ｋビル２
Ｆ 飲食店

TIAM eyelash 渋谷区 恵比寿南２－１９－７　ＶＯＲＴ恵比寿Ｄｕａ
ｌ’ｓ サービス

ENISHI 渋谷区 恵比寿南２－２０－１　只木ビル２Ｆ サービス

YAECA 渋谷区 恵比寿南２－２０－１５　スカイコート恵比寿
１Ｆ ショッピング

KAPITAL 恵比寿店 渋谷区 恵比寿南２－２０－２　ガイヤ恵比寿ビル　１
Ｆ ショッピング

Jackman 渋谷区 恵比寿南２－２０－５ ショッピング

KAPITAL LEGS 渋谷区 恵比寿南２－２３－１２　エビスサニービル　
１Ｆ ショッピング

Good On 渋谷区 恵比寿南２－２３－２　恵比寿ＮＨ第二ビル　
１Ｆ ショッピング

ミーツハンド 渋谷区 恵比寿南２－２４－２　１F サービス

Duffle with KAPITAL 渋谷区 恵比寿南２－２４－２　ファニービル ショッピング

レストラン間 渋谷区 恵比寿南２－２５－３　ＥＢＩＳＵＨＡＮＡＢ
ＬＤＧ　１Ｆ 飲食店

PEAKS 渋谷区 恵比寿南２－２５－３　ＥＢＩＳＵＨＡＮＡＢ
ＬＤＧ　３Ｆ サービス

スカイサロンアヴソリューク 渋谷区 恵比寿南２－２５－３　エビスハナビル　５Ｆ
　Ａ サービス

鮨二斬 渋谷区 恵比寿南２－２９－５　ブルーローズガーデン
１０２ 飲食店

タベルナクアーレ 渋谷区 恵比寿南２－３－１　Ｐａｉｚａ恵比寿１０１ 飲食店

アパルトモン・シス美容室 渋谷区 恵比寿南２－３－１　パイザ恵比寿ビル　６０
１ 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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ライオンのいるサーカス 渋谷区 恵比寿南２－３－１－３０１ 飲食店

ビュ－ティ－サロンtotto 渋谷区 恵比寿南２－３－１１　グレ－ス青山　４・５
Ｆ サービス

すし松玄 渋谷区 恵比寿南２－３－１３　山燃ビル２Ｆ 飲食店

マディソンニューヨークキッチン 渋谷区 恵比寿南２－３－１４　ＣＯＮＺＥ恵比寿　１
Ｆ 飲食店

HAIR HACHI 渋谷区 恵比寿南２－３－１５　インペリアルビル　２
Ｆ サービス

3×3DININGLOUNGE 渋谷区 恵比寿南２－３－２　Ｔナカムラビル　３Ｆ 飲食店

BARdo 渋谷区 恵比寿南２－３－３　第一恵比寿マンションＣ 飲食店

エッセ 渋谷区 恵比寿南２－４－１９ 飲食店

Nepenji はなれ 渋谷区 恵比寿南２－５－２　ＴＹ・フラット　１Ｆ サービス

ミント 渋谷区 恵比寿南２－５－９　内藤ビル　２０２ サービス

Nepenji 渋谷区 恵比寿南２－６－１４ サービス

メゾンマルジェラ トウキョウ 渋谷区 恵比寿南２－８－１３　キョウデンビル ショッピング

Hairsalon Nove lina 渋谷区 恵比寿南２－９－４　安島ビル２　Ｂ１Ｆ サービス

リストランテ デッラ コリーナ 渋谷区 恵比寿南２－９－４　安島ビル２Ｆ 飲食店

GIFT 渋谷区 恵比寿南３－１－２５　ＩＣＥＣＵＢＥ　６Ｆ サービス

Selecao 渋谷区 恵比寿南３－２－１１　Ｂ１ サービス

Dress hair 渋谷区 恵比寿南３－２－１６　オクトピア恵比寿南　
１０２ サービス

Rockets 渋谷区 恵比寿南３－２－２　アサンブレ恵比寿　２Ｆ サービス

Amoute 渋谷区 恵比寿南３－３－１２　２Ｆ サービス

ASPLUND 渋谷区 恵比寿南３－５－７　恵比寿アイマークゲート
　２Ｆ ショッピング

Rimportclothes 渋谷区 恵比寿南３－６－７　石井ビル　１Ｆ ショッピング

AOEWD ATELIER 渋谷区 恵比寿南３－６－７　第二十一ビル　３Ｆ サービス

オデット 代官山店 渋谷区 恵比寿南３－７－１ ショッピング

スウィートマミー 代官山店 渋谷区 恵比寿南３－７－１０　グランドメゾン代官山
　１０２ ショッピング

NOCTURNE 渋谷区 恵比寿南３－７－５　東光苑マンション　１０
０ ショッピング

GT CAMERA 渋谷区 恵比寿南３－７－５　東光苑マンション　１０
２号 ショッピング

火鍋酒家 笑龍 渋谷区 恵比寿南３－９－１５ 飲食店

笑龍 渋谷区 恵比寿南３－９－１５ 飲食店

観音坂 鳥幸 渋谷区 恵比寿南３－９－３ 飲食店

食彩かどた 渋谷区 恵比寿西１－１－２　しんみつビルＢ１Ｆ 飲食店

Bistro Carnesio 渋谷区 恵比寿西１－１－３　第一ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Lond 恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－１０　本間ビル　６Ｆ サービス

エビスモンジャ！ 渋谷区 恵比寿西１－１０－１０　若葉西ビル　２Ｆ 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

26 / 66

[東京都東京都]



炊き肉名人和牛まる 渋谷区 恵比寿西１－１０－１１　フジワラビルアネッ
クス　１Ｆ 飲食店

リアンジェ恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１０－１３　河野ビル　１Ｆ ショッピング

STANDARD CALIFORNIA 渋谷区 恵比寿西１－１０－１４－２０３ ショッピング

恵比寿焼肉Kintan 渋谷区 恵比寿西１－１０－３　トラストリンク恵比寿
　１・２Ｆ 飲食店

Belleebisu 渋谷区 恵比寿西１－１０－３　トラストリンク恵比寿
ビル　４Ｆ サービス

Cave de champagne Di 渋谷区 恵比寿西１－１０－３　トラストリンク恵比寿
ビルＢ１Ｆ 飲食店

スリル恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１０－７　ＭＭＳビル５Ｆ サービス

リシェルアイラッシュ恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１０－８　スギヤマビル　５Ｆ サービス

大魚 渋谷区 恵比寿西１－１０－８　本間ビル　２Ｆ 飲食店

ヘア＆スパ エジェリ プリム 渋谷区 恵比寿西１－１２－１１　ｂｉｏｓビル　６Ｆ サービス

肉塊UNO 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１２－１１　Ｂｉｏｓビル１Ｆ 飲食店

近江亭 奥座 渋谷区 恵比寿西１－１２－５ 飲食店

恵比寿ジャックポット 渋谷区 恵比寿西１－１３－２　サンキビル　１Ｆ 飲食店

自遊空間恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１３－２　サンキビル　４Ｆ 飲食店

CAVO 渋谷区 恵比寿西１－１３－３　ＲＯＯＢ６　１Ｆ 飲食店

ヤミツキヤ 渋谷区 恵比寿西１－１３－３　ＲＯＯＢ６ビル　３Ｆ 飲食店

恵比寿 宮崎料理 てにゃわん 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブラッサムＺＥＮ　Ｂ
１Ｆ 飲食店

恵比寿黒帯 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブラッサムＺＥＮ４Ｆ 飲食店

鳥幸WINE PAIRING 渋谷区 恵比寿西１－１３－６　ブロッサムＺＥＮ３Ｆ 飲食店

コラボ恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１４－１　サンライズビル　２Ｆ 飲食店

ふわとろ本舗　恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１４－３　満栄佐藤ビル　１Ｆ 飲食店

レストランモナリザ 渋谷区 恵比寿西１－１４－４ 飲食店

Rr salon TOKYO 渋谷区 恵比寿西１－１４－４－８０２ サービス

Baru Comodo 渋谷区 恵比寿西１－１４－６　１Ｆ 飲食店

鉄板焼 鉄板人 渋谷区 恵比寿西１－１４－６　ＨＡＧＩＷＡＲＡＢＬ
ＤＧ．６　２Ｆ 飲食店

Albente 渋谷区 恵比寿西１－１５－１０　第６横芝ビルＢ１Ｆ 飲食店

PICCIN PRIMA 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－１５－１０　第六横芝ビル　１Ｆ ショッピング

TAP＋ 渋谷区 恵比寿西１－１５－２　アパルトマンイトウ　
１０１ 飲食店

3amours 渋谷区 恵比寿西１－１５－９　ＤＡＩＹＵビル　１Ｆ ショッピング

2ND－BOOM 渋谷区 恵比寿西１－１６－２　１Ｆ ショッピング

MUSHROOM 渋谷区 恵比寿西１－１６－３　ゼネラルビル恵比寿西
　１０１ 飲食店

瞳工房 渋谷区 恵比寿西１－１６－４　ＮＡＧＡＹＡＴＯＢＬ
Ｄ．　２Ｆ 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

27 / 66

[東京都東京都]



ミリオンストーンプレミアム 渋谷区 恵比寿西１－１６－６　マーブル代官山　２Ｆ ショッピング

恵比寿米ル 渋谷区 恵比寿西１－１６－７　ＨＡＧＩＷＡＲＡＢＬ
ＤＧ．７　Ｂ１Ｆ 飲食店

鮨竹半若槻 渋谷区 恵比寿西１－１６－７　ＨＡＧＩＷＡＲＡビル
２Ｆ 飲食店

muze 渋谷区 恵比寿西１－１６－８　Ｄｒｏｐｉｎ代官山　
２Ｆ サービス

ura ebisu． 渋谷区 恵比寿西１－１７－１　ミトモビル１Ｆ 飲食店

リエゾン 渋谷区 恵比寿西１－１７－１２　Ａ－ＦＬＡＴ サービス

BEIGE 渋谷区 恵比寿西１－１７－６　１Ｆ サービス

ル・パルク 渋谷区 恵比寿西１－１９－６　ユーエヌパークビル　
１・２Ｆ 飲食店

DanjoBi恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－２－１　エビスマンション　２Ｆ サービス

aulii 渋谷区 恵比寿西１－２－１　エビスマンション　６１
１ サービス

ネイルサロンイズ 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－２－１　エビスマンション３１０ サービス

すぱじろう 恵比寿本店 渋谷区 恵比寿西１－２－５　オーク１　１Ｆ 飲食店

クラブ小羊 渋谷区 恵比寿西１－２－７　幸ビル　２０１ 飲食店

ビッチーノ ア レイ 渋谷区 恵比寿西１－２０－６ ショッピング

CONTINUE 渋谷区 恵比寿西１－２１－５　ＷＥＳＴ２　１５Ｆ サービス

BEKKU hair salon 渋谷区 恵比寿西１－２１－６　ｌｅｓｏｌｅｉｌ７ビ
ル　２Ｆ サービス

MICA＆DEAL 渋谷区 恵比寿西１－２１－６　Ｌｅｓｏｌｅｉｌ７ビ
ル１Ｆ ショッピング

HairmakesalonTARO 渋谷区 恵比寿西１－２１－６　恵比寿西ビル２Ｆ サービス

スーパースターズ 渋谷区 恵比寿西１－２４－７ サービス

KATIE 渋谷区 恵比寿西１－２９－７　園ビル　１０１ ショッピング

Rhythm 渋谷区 恵比寿西１－２９－８　恵比寿ウエスト　２Ｆ サービス

WAREHOUSE 東京店 渋谷区 恵比寿西１－２９－８　恵比寿ウエスト１Ｆ ショッピング

Luz 渋谷区 恵比寿西１－２９－９　ツゥロワ・イー代官山
　２Ｆ サービス

Taloon Hair＆Spa 渋谷区 恵比寿西１－３－１０　ＥＢＩＳＵＴＡＮＡＫ
ＡＢＬＤＧ３Ｆ サービス

翁 渋谷区 恵比寿西１－３－１０　ファイブアネックス　
Ｂ１ 飲食店

美神鶏 渋谷区 恵比寿西１－３－１０　ファイブアネックス２
Ｆ 飲食店

京レストラン　Ubcra 渋谷区 恵比寿西１－３－１１ 飲食店

の坂 渋谷区 恵比寿西１－３－８　廣田ビル　２Ｆ 飲食店

abysse 渋谷区 恵比寿西１－３０－１２　ｅｂｉｓｕ－ｈｉｌ
ｌｓ　１Ｆ 飲食店

夕星 渋谷区 恵比寿西１－３０－１３　グリーンヒル代官山
　１Ｆ 飲食店

eclat代官山 渋谷区 恵比寿西１－３０－１３　グリーンヒル代官山
　２０１ 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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ラブレー 渋谷区 恵比寿西１－３０－１３ー２０３ 飲食店

やまびこ 渋谷区 恵比寿西１－３０－１４　エコー代官山　１０
１ 飲食店

ゴデレッチョ 渋谷区 恵比寿西１－３０－１４　エコー代官山１Ｆ 飲食店

Broccoli 渋谷区 恵比寿西１－３０－１６　オアシス代官山　２
Ｆ サービス

恵比寿燻製アパートメント 渋谷区 恵比寿西１－３０－９　パサージュ代官山　Ｂ
１ 飲食店

TUMUGU代官山 渋谷区 恵比寿西１－３１－１５　マルイチマンション
　２０１ サービス

SOLMANI 渋谷区 恵比寿西１－３２－１４　ＤｅａｒＥｂｉｓｕ
９Ｆ サービス

合資会社山本商店 渋谷区 恵比寿西１－３２－１６ ショッピング

LAIFAI 渋谷区 恵比寿西１－３２－２６ サービス

RUMHOLE beruf 渋谷区 恵比寿西１－３２－３　トラットゴード代官山
Ａ ショッピング

hair＆makePearL 渋谷区 恵比寿西１－３２－３　トラッドゴード代官山
Ｃ サービス

寺カフェ代官山 渋谷区 恵比寿西１－３３－１５　ＥＮ代官山ビル１Ｆ 飲食店

スピリット 渋谷区 恵比寿西１－３３－１８　２Ｆ サービス

Duct coffee lab 渋谷区 恵比寿西１－３３－１８　コ－ト代官山　１０
１ 飲食店

ORBITAL代官山店 渋谷区 恵比寿西１－３３－２５　コリーヌ代官山　１
Ｆ ショッピング

38 渋谷区 恵比寿西１－３３－３　光雲閣 サービス

Colorier 代官山店 渋谷区 恵比寿西１－３３－３　光雲閣 サービス

juurii 渋谷区 恵比寿西１－３３－３　光雲閣　１０３ サービス

トランプフォーリバティ 渋谷区 恵比寿西１－３３－３　光雲閣　１０４ サービス

4298 SHIZUKA KOMURO 渋谷区 恵比寿西１－３３－３５ ショッピング

nohka 渋谷区 恵比寿西１－３４－１５　ヒルズ代官山　１０
６号 サービス

SAINT JAMES 代官山店 渋谷区 恵比寿西１－３４－２６　代官山Ｎビル　２Ｆ ショッピング

CHARMAN 渋谷区 恵比寿西１－３４－２６　代官山Ｎビル　Ｂ１ サービス

it COFFEE 渋谷区 恵比寿西１－３４－２８　代官山ファ－ストビ
ル　１Ｆ　１０２ 飲食店

42ND ROYAL HIGHLAND 渋谷区 恵比寿西１－３４－２９　シェラ代官山ビル ショッピング

レオニダス代官山店 渋谷区 恵比寿西１－３５－１４ 飲食店

Liike 渋谷区 恵比寿西１－３５－５　鶴巻ビル　２Ｆ サービス

The TENT 渋谷区 恵比寿西１－３５－５　鶴巻ビル１Ｆ ショッピング

六角亭 渋谷区 恵比寿西１－３６－５ 飲食店

saltwater 渋谷区 恵比寿西１－４－１　ｕｃｈｉｎｏビル　２Ｆ サービス

ボデガスガパ 渋谷区 恵比寿西１－４－１　ＶＡＮＤＡビルＢ１Ｆ 飲食店

バインセオサイゴン屋台恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－４－１　福隆ビル　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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エムズネイル 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－５－１　ＷＭＹＥＢＩＳＵ４０２ サービス

チャコールレストラン　KABTO　兜 渋谷区 恵比寿西１－５－５ 飲食店

HOLOGRAMEYELASHEBIS 渋谷区 恵比寿西１－５－７　池田ビル　２Ｆ サービス

和restaurant　SACRA 渋谷区 恵比寿西１－６－５　ブジタビル 飲食店

福ちゃん　恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－７－１０　金原ビル　１Ｆ 飲食店

馬喰ろう恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－７－１２　ウインエビス 飲食店

串亭 恵比寿駅前 渋谷区 恵比寿西１－７－１３　日基ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉もとやま 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－７－１５　エビスＫＡＴＯＨビル
２Ｆ 飲食店

アクア　レストランアンドバー　ラグシス 渋谷区 恵比寿西１－７－３　Ｂ１ 飲食店

焼肉宇成 渋谷区 恵比寿西１－７－４　Ｍビル恵比寿　１〜６Ｆ 飲食店

バールミエール 渋谷区 恵比寿西１－７－４　Ｍビル恵比寿１－３Ｆ 飲食店

焼肉おおにし 渋谷区 恵比寿西１－７－５　篠崎ビル　２Ｆ 飲食店

寿司文 渋谷区 恵比寿西１－７－７　ＥＢＳビル１Ｆ 飲食店

海鮮料理JOEはなれ 渋谷区 恵比寿西１－７－９　タイムハウス　２Ｆ 飲食店

ホルモンや恵比寿丸福 渋谷区 恵比寿西１－７－９　タイムハウスビルＢ１Ｆ 飲食店

ku；ruri 渋谷区 恵比寿西１－７－９　恵比寿タイムハウスビル
　３Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－８－１０　木村ビル１Ｆ 飲食店

FOLK 渋谷区 恵比寿西１－８－１１　昴Ａビル　２Ｆ サービス

インダストリアルラウンジ 渋谷区 恵比寿西１－８－２　ウエストパレス２Ｆ－２
０３．２０５ 飲食店

bistro FUJI 渋谷区 恵比寿西１－８－２　恵比寿ウエストパレス２
１２ 飲食店

La casetta di Jucca 渋谷区 恵比寿西１－８－８　７Ｆ サービス

KollaBo 恵比寿新店 渋谷区 恵比寿西１－９　グランベル恵比寿ＷＥＳＴビ
ル　２Ｆ 飲食店

串カツぼっちゃんと恵比寿 渋谷区 恵比寿西１－９－１３　ステージファースト恵
比寿　１０１ 飲食店

焼肉一七三 渋谷区 恵比寿西１－９－２　ＹＡＭＡビル　１Ｆ 飲食店

焼肉チャンピオンPENTHOUSE 渋谷区 恵比寿西１－９－３　恵比寿入船ビル９Ｆ 飲食店

肉匠とろにく 渋谷区 恵比寿西１－９－４　入船ビル８Ｆ 飲食店

カフェ＆レストラン　マーブル 渋谷区 恵比寿西１－９－５ 飲食店

サンク 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－９－６　ＷＥＳＴＣＯ．　４Ｆ サービス

ビアンカ恵比寿店 渋谷区 恵比寿西１－９－６　ｗｅｓｔｃｏ．　５Ｆ サービス

ASHION 渋谷区 恵比寿西１－９－７　グランベル恵比寿　５Ｆ サービス

GREENBROTHER’S 渋谷区 恵比寿西１－９－７　グランベル恵比寿ＷＥＳ
Ｔ１Ｆ 飲食店

フォ－レディ恵比寿・代官山 渋谷区 恵比寿西１丁目１２－１１　Ｂｉｏｓビル５Ｆ サービス

ゆめの庵 渋谷区 恵比寿西１丁目１５－４　アパルトマンイトウ
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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日本料理吉住 渋谷区 恵比寿西１丁目２０－６　中島グリーンハイツ
－１０２ 飲食店

ミューベル 渋谷区 恵比寿西２－１－８　曽根ビル　１Ｆ サービス

アクイーユ 渋谷区 恵比寿西２－１０－１０ 飲食店

SOULDRESSING 渋谷区 恵比寿西２－１０－２　ＳＯＵＬＤＲＥＳＳＩ
ＮＧ 飲食店

孫ヱ門 渋谷区 恵比寿西２－１０－２　高梨ビル１Ｆ 飲食店

タイニィ・タイト 渋谷区 恵比寿西２－１０－６　大槻ビル　１０３ ショッピング

NaturalForest 渋谷区 恵比寿西２－１０－６　大槻ビル１０２ ショッピング

Phasela hair 渋谷区 恵比寿西２－１０－８　Ｐｈａｓｅｌａ　Ｂ１
Ｆ サービス

SALT WATER 渋谷区 恵比寿西２－１０－８　ダイカンイ－スト　２
Ｆ サービス

TsuNE 渋谷区 恵比寿西２－１１－１１ サービス

ブラッカウズ 渋谷区 恵比寿西２－１１－９ 飲食店

OAK恵比寿 渋谷区 恵比寿西２－１１－９　プラネックスボルタ２
Ｆ サービス

JOLLY ROGER 渋谷区 恵比寿西２－１２－１　ノトス代官山　１０１ ショッピング

Dayt． 渋谷区 恵比寿西２－１２－１４ サービス

atelierColeDAIKANYAM 渋谷区 恵比寿西２－１４－１０　トゥワオン代官山 サービス

quadro 代官山店 渋谷区 恵比寿西２－１６－１２ ショッピング

ジェラード 渋谷区 恵比寿西２－１６－６　１Ｆ ショッピング

CHAUSSE－PIEDENLAITON 渋谷区 恵比寿西２－１７－１７　眺めのいい家　１Ｆ サービス

エムズ 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－１７－３　ダイヤビル　１０１ ショッピング

to 渋谷区 恵比寿西２－１７－３　ダイヤビル　１０２ サービス

Quehair 渋谷区 恵比寿西２－１７－４　２Ｆ サービス

トゥ－リックス 渋谷区 恵比寿西２－１７－５　サンビレッジ代官山　
１Ｆ サービス

レクテ 渋谷区 恵比寿西２－１７－５　サンビレッジ代官山　
２Ｆ 飲食店

831 渋谷区 恵比寿西２－１７－９　ワンシンプリシティ１
Ｆ 飲食店

リー ダイカンヤマ 渋谷区 恵比寿西２－１８－２　ウエストヒル代官山　
１Ｆ サービス

MR．FRIENDLY Cafe 渋谷区 恵比寿西２－１８－６　ＳＰビル　１Ｆ 飲食店

GARDECOLLECTIVE 代官山 渋谷区 恵比寿西２－１９－８ ショッピング

晩酌屋おじんじょ 渋谷区 恵比寿西２－２－１０　西牧ビル　１Ｆ　１０
２ 飲食店

楽染 恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－２－５　ＧＯビルディング　５Ｆ サービス

山田屋恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－２－６　恵比寿ファイブビル　１
Ｆ 飲食店

サンベイス 渋谷区 恵比寿西２－２１－１５　３Ｆ サービス

sweetroom代官山 渋谷区 恵比寿西２－２１－４　代官山パークス　１Ｆ 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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いまり恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－３－１２　メゾンドエビス１Ｆ 飲食店

ホルモン焼婁熊東京 渋谷区 恵比寿西２－３－５　石井ビルＢ１ 飲食店

Belle Rose 渋谷区 恵比寿西２－３－９　浦ＭＫＹ サービス

串亭 恵比寿本店 渋谷区 恵比寿西２－４－５　星ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Le Coq 渋谷区 恵比寿西２－７－２　ウインズビル　１Ｆ 飲食店

nauur 渋谷区 恵比寿西２－８－４　平陽ビル　２Ｆ サービス

Bubble恵比寿店 渋谷区 恵比寿西２－８－５　エビスＳ＆Ｓウエスト　
１Ｆ 飲食店

魚見茶寮 渋谷区 恵比寿西２－８－５　高麗羅ビル　１Ｆ 飲食店

Blue 渋谷区 恵比寿西２－８－６　ビックツリービル　２Ｆ サービス

BUBBLE　EBISU　五差路店 渋谷区 恵比寿西２－８－８　ウエストエビスビル　１
Ｆ 飲食店

NS 渋谷区 恵比寿西２－８－８　ウエストエビスビル４Ｆ 飲食店

恵比寿DAL－MATTO 渋谷区 恵比寿西２丁目－８Ｓリトリート１Ｆ 飲食店

焼肉可禮亜 渋谷区 本町１－１７－１０　ＡＦプラザ１Ｆ 飲食店

artist anq 渋谷区 本町１－２－２　榎本ビル　２Ｆ サービス

フレスカヘアーアンドメイク 渋谷区 本町１－２－４　初台ＡＩビル　１Ｆ サービス

東療クリニックパーク 渋谷区 本町１－２－５　初台ＡＩビル　３Ｆ ショッピング

VANNO 渋谷区 本町２－２８－４　サンエムマンション第３－
１０１ 飲食店

すし銚子丸テイクアウト専門店初台店 渋谷区 本町２－３２－１　モデュロール渋谷本町　１
Ｆ　１０１区画 飲食店

DOROHATSUDAI 渋谷区 本町２－４０－１　プレアデス初台１Ｆ 飲食店

楽食楽酒まこと 渋谷区 本町３－２１－６　パレスＫアンドＫ　１Ｆ 飲食店

lameret senteur 渋谷区 本町３－２８－１４　パ－クスクエア西新宿Ｉ
Ｉ　１０５号室 サービス

バンビーラ幡ヶ谷店 渋谷区 本町６－３７－６　銀河ビル　１Ｆ サービス

アンティヴィーノ 渋谷区 東１－１４－１３　サンフローラハイツ１Ｆ 飲食店

はんこ屋さん21渋谷並木橋店 渋谷区 東１－２６－２９ ショッピング

鮨やじま 渋谷区 東１－２６－３１　大島ビルＢ１Ｆ 飲食店

Saint－Jean－Pied－de－P 渋谷区 東１－２７－５　シンエイ東ビル２Ｆ 飲食店

NO RAILS 渋谷区 東１－２９－３　渋谷ブリッジＢ棟 飲食店

カプリチョーザ　渋谷本店 渋谷区 東１－３－１　カミニートビル　１Ｆ 飲食店

串打ち大地 渋谷区 東１－３－５　モアエクセレンス１Ｆ 飲食店

SON OF THE CHEESE 渋谷区 東１－３１－１９　マンション渋谷並木橋３０
３・３０２ ショッピング

鉄板焼いちか 渋谷区 東２－１４－１３　ｌｅａｆｅａｓｔ　１Ｆ 飲食店

狼煙 NOROSI 渋谷区 東２－２０－１８ 飲食店

Ruufus恵比寿／渋谷 渋谷区 東２－２２－１６　フィルヒカワ　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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焼肉讃 渋谷区 東２－２３－６　池田ビル 飲食店

活魚料理　魚竹 渋谷区 東２－２４－６　魚竹ビル　１Ｆ 飲食店

RIPVANWINKLE 渋谷区 東２－２９－７　ＳＰＥＲＡＮＺＡ恵比寿　１
Ｆ ショッピング

ALMA 渋谷区 東３－１５－６　百百代ビル　１Ｆ 飲食店

BistroYEBISU 渋谷区 東３－１５－８ 飲食店

coci 渋谷区 東３－１６－１０ 飲食店

101 TOKYO 渋谷区 東３－１６－１０　三浦ビル　１Ｆ－１０１ 飲食店

Minkstyle恵比寿店 渋谷区 東３－１６－１０　三浦ビル　６Ｆ サービス

LOVAT 渋谷区 東３－１６－６　１Ｆ 飲食店

Cloeebisu 渋谷区 東３－１７－１１　ヴェラハイツ恵比寿東　１
０１ サービス

トゥーストゥース 渋谷区 東３－１７－１２　トレディカーサ恵比寿　１
０１ 飲食店

焼肉寿司別邸 渋谷区 東３－１７－１４　クリスティエビス　２Ｆ 飲食店

HEMP CAFE TOKYO 渋谷区 東３－１７－１４　クリスティエビス８Ｆ 飲食店

DUMBO 渋谷区 東３－２０－８　オリエンタルビル　２Ｆ サービス

salondeactressebisu 渋谷区 東３－２０－９　ミューズクローケンビル　１
Ｆ サービス

サロンドバン 渋谷区 東３－２２－１０　笠原ビル　１０１ サービス

andrey ebisu 渋谷区 東３－２３－４　ゼネラルビル渋谷東　３０１ サービス

花まんまじゃが 渋谷区 東３－２５－１０　Ｔ＆Ｔビル　２Ｆ 飲食店

鮨 ニシツグ 渋谷区 東３－２５－６　楠ビル　３Ｆ 飲食店

roro 渋谷区 東３－２５－８ サービス

グレージュ 渋谷区 東３－２５－８　ＰＶＢＥＢＩＳＵ２Ｆ サービス

とんちゃん恵比寿店 渋谷区 東３－２６－１　中村ビル 飲食店

TAMANIWA 渋谷区 東３－２６－３　清水ビル　１Ｆ ショッピング

コートクール 恵比寿本店 渋谷区 東３－９－４０ 飲食店

オーヴ 渋谷区 東３ー２３ー２　恵比寿レジデンス１Ｆ サービス

焼肉 東京苑 広尾店 渋谷区 東４－１１－１　土谷ビル 飲食店

E 渋谷区 東４－６－５　ヴァビル　４０１ サービス

幸せ三昧 渋谷区 東４－８－１　メゾン・ド・ハラ・ドゥ１０１ 飲食店

玉寿し 渋谷区 東４－８－２ 飲食店

シェ松尾　松涛レストラン 渋谷区 松濤１－２３－１５ 飲食店

マヌエルコジーニャポルトゲーザ 渋谷区 松濤１－２５－６ 飲食店

cuisine et vin aruru 渋谷区 松濤１－２５－６　パークサイド松濤　１０１ 飲食店

博多もつ鍋鉄板お汐井 渋谷区 松濤１－２６－２　Ｂ１Ｆ 飲食店

ArossaShibuya 渋谷区 松濤１－２６－２２ 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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松濤Mar 渋谷区 松濤１－２７－７　東信松涛マンション　１０
１ 飲食店

Goccia 渋谷区 松濤１－２８－７　シャトレー松濤１０１ 飲食店

BYRONBAY TOKYO 渋谷区 松濤１－２８－８　渋谷ファ－ストビル　１Ｆ サービス

GooDBeer Faucets 渋谷 渋谷区 松濤１－２９－１　クロスロードビル　２Ｆ 飲食店

焼肉いのうえ 渋谷 渋谷区 松濤１－２９－１　クロスロードビル　３Ｆ 飲食店

アルルの食堂 urura 渋谷区 松濤１－２９－２　松濤スクエアビル　２Ｆ 飲食店

4番サード魚真 渋谷区 松濤１－２９－５　松涛ＣＳコート１Ｆ 飲食店

SansDeconner 渋谷区 松濤２－１３－１０　パルフェ松濤 飲食店

ELEZO HOUSE 渋谷区 松濤２－１３－１２ 飲食店

オステリアアッサイ 渋谷区 松濤２－１４－１２　シャンボール松濤　１０
７ 飲食店

デンソーソリューション 本社 渋谷区 松濤２－１５－１３ ショッピング

Groove Duo 渋谷区 松濤２－７－１２－１０６ サービス

trias dining 渋谷区 桜丘町１０－４　モドマルシェ　２Ｆ 飲食店

澄み藤 渋谷区 桜丘町１２－５　Ｋビル１Ｆ 飲食店

カ－ボンアンドアッシュ 渋谷区 桜丘町１２－６－２０１ サービス

和泉鮨　桜丘店 渋谷区 桜丘町１５－３　堀ビル 飲食店

カタラタス 渋谷区 桜丘町１６－１４ 飲食店

Hair＆MakeTRINE 渋谷区 桜丘町１６－１４　ドルチェ渋谷　７Ｆ サービス

バーボンストリート 渋谷区 桜丘町１６－９　ＤＫ渋谷Ｂ１ 飲食店

いまり渋谷店 渋谷区 桜丘町１７－１０　ＭＣＤビル１Ｆ 飲食店

クヨール 渋谷区 桜丘町２２－８　縣ビル　１Ｆ 飲食店

WHITE GLASS COFFEE 渋谷区 桜丘町２３－１８　１Ｆ 飲食店

桜丘カフェ 渋谷区 桜丘町２３－３　篠田ビル　１Ｆ 飲食店

サブウェイ 渋谷桜丘 渋谷区 桜丘町２４－１０　日本経済大学渋谷キャンパ
ス２号館　Ｂ１ 飲食店

桜丘 肉バル GOTTSU 渋谷区 桜丘町２４－１８　東松ビル１Ｆ 飲食店

イケベ鍵盤堂 渋谷区 桜丘町２４－２ ショッピング

パワーディージェイズ 渋谷区 桜丘町２４－２ ショッピング

Le’a SHIBUYA 渋谷区 桜丘町２４－２　第三富士商事ビル　２Ｆ サービス

パワーレック 渋谷区 桜丘町２４－２　第三富士商事ビル　６Ｆ ショッピング

肉バルSHOUTAIAN渋谷店 渋谷区 桜丘町２４－８　新南平台　１Ｆ 飲食店

タイ料理研究所渋谷店 渋谷区 桜丘町２４－８　新南平台マンション　１０２ 飲食店

GREENTHUMB 渋谷区 桜丘町２８－９　１Ｆ 飲食店

chouchou 渋谷区 桜丘町３０－１０　青野ビル　１Ｆ 飲食店

MUSIC＆BARPLEASURE 渋谷区 桜丘町３０－１０　青野ビルＢ１Ｆ 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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すし南平台 渋谷区 桜丘町３０－９　１Ｆ　桜丘芳和ビル 飲食店

とうふ空野 渋谷店 渋谷区 桜丘町４－１７　チェリーガーデン 飲食店

鮨 花おか 渋谷区 桜丘町７－２　ラコリ－ヌ渋谷　１００ 飲食店

ヨーロッパ直輸入子供服 TAKAKO 渋谷区 渋谷１－１－６　ＭＦ青山５０１ ショッピング

ネイルサロン ヘラー 渋谷区 渋谷１－１－７－７０１　セントラル渋谷 サービス

mon atelier 渋谷区 渋谷１－１０－１２　宮城ビル　２Ｆ 飲食店

ネオビストロ シナプス 渋谷区 渋谷１－１０－３　スタ－プラザ青山　１０２ 飲食店

クアアイナ　渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１０－４　メゾン・ド・ユー　１Ｆ 飲食店

チャコット 宮益坂スタジオ 渋谷区 渋谷１－１１－１　ＣＯＩ西青山ビル　５Ｆ ショッピング

nanuk 渋谷 渋谷区 渋谷１－１１－３　ダイイチコヤマビル　７Ｆ サービス

グーイタリアーノ渋谷店 渋谷区 渋谷１－１１－３　第一小山ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 太樹苑 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１２－１　カレイド渋谷宮益坂４Ｆ 飲食店

天厨菜館渋谷店 渋谷区 渋谷１－１２－２　クロスオフィス渋谷２Ｆ 飲食店

Hemelミヤマス 渋谷区 渋谷１－１２－７　ＣＲ－ＶＩＴＥ１Ｆ 飲食店

HAGARE渋谷 渋谷区 渋谷１－１２－８　ＩＬＡ渋谷美竹ビル　１Ｆ 飲食店

ぼてぢゅう 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１２－９ 飲食店

ラケル　渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１２－９　東豊エステートビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

珈琲茶館集 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１３－２　サカエビル　１Ｆ 飲食店

タパス＆タパス　渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－１３－９　拓銀ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

eyelashmaisonundeux 渋谷区 渋谷１－１４－１３　第二小林ビル　９Ｆ サービス

真希　渋谷店 渋谷区 渋谷１－１４－９　藤和宮益坂ビル 飲食店

ブティック ラコステ 渋谷 渋谷区 渋谷１－１５－１９ ショッピング

炭火焼鳥西田屋渋谷店 渋谷区 渋谷１－１５－２１　ポーラ渋谷ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

笹陣渋谷店 渋谷区 渋谷１－１６－１４ 飲食店

フリーマンカフェ　渋谷 渋谷区 渋谷１－１６－１４　メイトロプラザ２Ｆ 飲食店

渋谷 黒田陶苑 渋谷区 渋谷１－１６－１４　メトロプラザ　１Ｆ ショッピング

UNiTE 渋谷区 渋谷１－１７－６　ザ・パークハウス渋谷美竹
　１０１ サービス

アドルフォ・ドミンゲス 渋谷店 渋谷区 渋谷１－１７－８ ショッピング

DADA CuBiC 渋谷区 渋谷１－１９－５　渋谷美竹ビル　１Ｆ サービス

LUMINOXTOKYO 渋谷区 渋谷１－２２－１　ＣＨビル　１Ｆ ショッピング

TRANSITION 渋谷区 渋谷１－２２－１０ ショッピング

Vicke 渋谷区 渋谷１－２２－１０　ＴＢミヤシタビル　２Ｆ サービス

HEAT by UNCUT＆LOUNGE 渋谷区 渋谷１－２２－１０　ＴＢミヤシタビル３Ｆ サービス

347CAFE＆LOUNGE 渋谷区 渋谷１－２３－１６　ｃｏｃｏｔｉ　３Ｆ 飲食店
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THE　LEGIAN　TOKYO 渋谷区 渋谷１－２３－１６　ピカソ３４７ビル　１２
Ｆ 飲食店

vain渋谷 渋谷区 渋谷１－２３－１８　渋谷ワールド・イースト
ビル　６Ｆ サービス

マツエク専門店 GRACIA 渋谷店 渋谷区 渋谷１－２４－７　宮下パークビル９Ｆ サービス

ネイル＆アイ フル－ル渋谷店 渋谷区 渋谷１－２４－７　渋谷フラットビル　５Ｆ サービス

ビアンカ・ルーチェ 渋谷店 渋谷区 渋谷１－２４－７　渋谷フラットビル　８Ｆ　
Ｂ サービス

リフレ－テ 宮益坂店 渋谷区 渋谷１－２４－７　渋谷宮下パ－クビル　８０
４号 サービス

おばんざいLC 渋谷区 渋谷１－２５－１０　のんべい横丁内 飲食店

リンツショコラカフェ渋谷店 渋谷区 渋谷１－２５－６ 飲食店

座楽個室居酒屋 渋谷区 渋谷１－２５－６　共同ビル　３Ｆ 飲食店

ミクロコスモス 渋谷区 渋谷１－２５－６　渋谷パークサイド共同ビル
　８Ｆ 飲食店

えのき 渋谷区 渋谷１－２５－９ 飲食店

SOTAJAPAN 渋谷区 渋谷1-5-12 4階 ショッピング

Quen 渋谷区 渋谷１－５－１２　山崎ビル　３Ｆ サービス

H．STAND 渋谷区 渋谷１－５－２　須藤ビル　１０１ サービス

ラトリエ ド ボーテ リエゾン 渋谷区 渋谷１－５－５　デュラス青山２Ｆ サービス

ラルゴ 渋谷区 渋谷１－６－４　ザ・ニート青山Ｂ１Ｆ 飲食店

青山 鮨 ふく江 渋谷区 渋谷１－６－４　せいこうビル　１Ｆ 飲食店

産直青魚専門 渋谷御厨 渋谷区 渋谷１－６－８　渋谷井上ビル　Ｂ１ 飲食店

寿しの　いく味 渋谷区 渋谷１－７－１　渋谷Ｓ－６ビル　１Ｆ 飲食店

FLOW 渋谷区 渋谷１－７－３　サンユウビル３Ｆ サービス

Dears 渋谷区 渋谷１－７－３　青山ＴＫＯビル４Ｆ サービス

concealcafeミヤマスザカ 渋谷区 渋谷１－８－１５　小山ビル３Ｆ 飲食店

カオサン宮益坂 渋谷区 渋谷１－８－５　小山ビル　２Ｆ 飲食店

きく屋宝石店 渋谷区 渋谷１－８－７ ショッピング

やきとり家すみれ 渋谷宮益坂店 渋谷区 渋谷１－８－８　新栄宮益ビル　Ｂ１ 飲食店

アビー 宮益坂店 渋谷区 渋谷１－９－８　６Ｆ サービス

リラスマ宮益坂店 渋谷区 渋谷１－９－８　宮益坂センスビル　５Ｆ サービス

Pauole 渋谷区 渋谷１丁目２２－５　シャルム青木２階 サービス

バリバリ亭 渋谷区 渋谷１丁目２４－２朱ビルＢ１ 飲食店

マライカMITI青山店 渋谷区 渋谷２－１－１１　郁文堂ビル１Ｆ ショッピング

トム・ディクソンショップ 渋谷区 渋谷２－１－１３　ビバリーホームズ青山　１
Ｆ ショッピング

リアル スタイル青山店 渋谷区 渋谷２－１－１３　ビバリーホームズ青山　２
Ｆ ショッピング

MARCH 渋谷店 渋谷区 渋谷２－１０－１４　青山アルファビル　７Ｆ 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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atlashtop青山通り 渋谷区 渋谷２－１０－１５　ＮＶ１ｂｌｄｇ．　７Ｆ サービス

KITCHEN 263 渋谷区 渋谷２－１１－１　ナガタビル　１Ｆ 飲食店

ABASQUE Itsas eta Mendi 渋谷区 渋谷２－１２－１１　松下ビル１Ｆ 飲食店

すし善 渋谷区 渋谷２－１２－１１　渋谷ＫＫビル　１Ｆ 飲食店

ウォーターワールド 東京 渋谷区 渋谷２－１２－１９　東建インターナショナル
ビル　１Ｆ ショッピング

HAIRSALON1214 渋谷区 渋谷２－１４－１０　ＮＡＧＡＮＵＭＡビル　
２Ｆ サービス

ZiPPY！ 渋谷区 渋谷２－１４－１３　岡崎ビル　１Ｆ ショッピング

ヘアーサロン喜多床 渋谷区 渋谷２－１５－１　渋谷クロスタワー　Ｂ１ サービス

EYERAX 渋谷区 渋谷２－１９－１７　グローリア渋谷９０１ サービス

DartsCafeGROVE渋谷店 渋谷区 渋谷２－１９－１７　第一〇六東京ビル　４Ｆ 飲食店

HOMIE TOKYO 渋谷区 渋谷２－１９－２０　宮益坂岡ビル　８Ｆ サービス

雨後晴 渋谷区 渋谷２－２－１７ 飲食店

LATURE 渋谷区 渋谷２－２－２　青山ルカビル　Ｂ１ 飲食店

青山一品 本店 渋谷区 渋谷２－２－４ 飲食店

AUBEhairgarden 渋谷区 渋谷２－２２－１０　タキザワビル　９Ｆ サービス

チャオタイ 渋谷東口店 渋谷区 渋谷２－２２－１０　タキザワビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

フルコンプ渋谷東口店 渋谷区 渋谷２－２２－１１　渋谷フランセ奥野ビル４
Ｆ ショッピング

AguhairSHIBUYA 渋谷区 渋谷２－２２－６　幸和ビル　９Ｆ サービス

eyelashsalonSEE 渋谷区 渋谷２－２２－７　新生ビル サービス

ラ・ブランシュ 渋谷区 渋谷２－３－１　ポニーハイム 飲食店

kino 渋谷区 渋谷２－３－１１　ラ・ネージュ青山　１Ｆ ショッピング

TAMA 渋谷区 渋谷２－３－２　藤本ビル２Ｆ 飲食店

うつわ 謙心 渋谷区 渋谷２－３－４　スタービル青山２Ｆ ショッピング

SkyHigh 渋谷区 渋谷２－３－４　青山ＴＮビル２Ｆ 飲食店

トラットリアシチリアーナドンチッチョ 渋谷区 渋谷２－３－６　ＳＧＳＳＳビル　１Ｆ 飲食店

ヘアーゲスト 渋谷区 渋谷２－４－６　サンゼンビル　２Ｆ サービス

立ち飲みなるきよ 渋谷区 渋谷２－７－１４　中村ビル　Ｂ１－２ 飲食店

navile 表参道 渋谷区 渋谷２－７－３　青山アイビスビル　３Ｆ サービス

JINA 渋谷区 渋谷２－８－１０　青山ＦＭビル　２Ｆ サービス

avance aoyama 渋谷区 渋谷２－８－１１ ショッピング

Boucherie　AmiaBras 渋谷区 渋谷２－８－４　東和青山ビル　１Ｆ 飲食店

Mr・Zoogunzoo 渋谷区 渋谷２－９－１１　青山シティービル　Ｂ１ 飲食店

allys hair aoyama 渋谷区 渋谷２－９－９　ＳＡＮＷＡ青山Ｂｌｄｇ．　
３Ｆ サービス

FAVORITE　THINGS 渋谷区 渋谷２丁目３－２　シグマＡＧビル１階 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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UNPT 渋谷区 渋谷２丁目８－１１　大野ビル２Ｆ サービス

地魚屋台　渋谷　浜ちゃん 渋谷区 渋谷３－１０－１４　１Ｆ 飲食店

Robe 渋谷区 渋谷３－１０－１８　２０２ サービス

なかむら 渋谷区 渋谷３－１３－５　イプセ渋谷　２Ｆ－Ｂ 飲食店

イルフューメ 渋谷区 渋谷３－１４－２　ベルティス渋谷　１Ｆ 飲食店

馬肉専門店走馬灯 渋谷区 渋谷３－１４－４　２・３Ｆ 飲食店

牛門 渋谷区 渋谷３－１４－５ 飲食店

渋谷鉄板焼ORCA 渋谷区 渋谷３－１５－２　Ｆ９３Ｓｈｉｂｕｙａ　２
６Ｆ 飲食店

HELM 渋谷区 渋谷３－１５－２　Ｆ９３Ｓｈｉｂｕｙａ２ サービス

わたら瀬 渋谷区 渋谷３－１５－２　住報ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

牛乳食パン専門店みるく渋谷店 渋谷区 渋谷３－１６－３　第一ミネギシビル　１Ｆ ショッピング

neolive ＆ 渋谷区 渋谷３－１６－５　ＳＨＯＫＡＩビル　Ｂ１〜
２Ｆ サービス

Ritt’s 渋谷区 渋谷３－１７－４　山口ビル２Ｆ サービス

うま魚 米家 渋谷区 渋谷３－１７－５　鈴屋ビルＢ１Ｆ 飲食店

ネイルサロン AuBE 渋谷区 渋谷３－１８－６　ＡｎｄｏＢｕｉｌｄｉｎｇ
　７Ｆ サービス

Hair Salon L．DORADO 渋谷区 渋谷３－１８－８　大野ビル　５Ｆ サービス

鉄板餃子酒場 大虎 渋谷区 渋谷３－２２－１１　サンクスプライムビル２
Ｆ 飲食店

シエクルヘア＆スパ渋谷店 渋谷区 渋谷３－２６－２５　ラフォンテ渋谷　１Ｆ サービス

炭火焼ホルモンぐう渋谷 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷　９Ｆ 飲食店

merengue 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷１Ｆ 飲食店

渋三・魚金 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷２Ｆ 飲食店

LA COCORICO渋谷 渋谷区 渋谷３－２７－１１　ＧＥＭＳ渋谷５Ｆ 飲食店

モトコルセ 渋谷区 渋谷３－５－１６　渋谷３丁目スクエアビル　
１Ｆ ショッピング

炭火焼酒場ホルイチ 渋谷区 渋谷３－６－１８　渋谷荻津ビル　１Ｆ 飲食店

かつ吉渋谷店 渋谷区 渋谷３－９－１０　ＫＤＣ渋谷ビルＢ１Ｆ 飲食店

月乃ひかり亭 渋谷区 渋谷３丁目１３－９　エトワールＵビル２Ｆ 飲食店

RAGUEL 渋谷区 渋谷４－１－１６　緑ケ丘ガーデン１Ｆ サービス

Kiwanda Kiwanda 渋谷区 渋谷４－２－２７　２－２７ボルテックス青山
　１０１ ショッピング

青山 見本帖 渋谷区 渋谷４－２－５　プレイス青山　１Ｆ ショッピング

青山学院購買会 渋谷区 渋谷４－４－２５ ショッピング

代官山天風 渋谷区 猿楽町１－５　代官山ハイム１０３号 飲食店

ハイライフポークテーブル 渋谷区 猿楽町１０－１　マンサード代官山２Ｆ 飲食店

ワイエスパーク 代官山 渋谷区 猿楽町１０－８ 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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ブラッスリー タブローズ 渋谷区 猿楽町１１－６　サンローゼ代官山Ｂ１ 飲食店

タブローズ ラウンジ 渋谷区 猿楽町１１－６　サンローゼ代官山Ｂ１ 飲食店

美味飲茶酒楼 渋谷区 猿楽町１１－６サンローゼ代官山２０４ 飲食店

A．P．C．代官山 FEMME 渋谷区 猿楽町１１－９ ショッピング

隠れ家 梁 渋谷区 猿楽町１２－１０　ＤＨビル　１Ｄ 飲食店

炭火焼肉猿楽 渋谷区 猿楽町１３－１０ 飲食店

Kir． 渋谷区 猿楽町１３－５　代官山ステラハウス　１－Ｂ サービス

ロライマ 渋谷区 猿楽町１３－６ サービス

ブティックアシダ 本店 渋谷区 猿楽町１７－１６ ショッピング

MAISON　PAUL　BOCUSE 渋谷区 猿楽町１７－１６　代官山フォーラム　Ｂ１Ｆ 飲食店

AtsushiHatae代官山 渋谷区 猿楽町１７－１７　ＭＨ代官山１Ｆ 飲食店

フローリスト イグサ 渋谷区 猿楽町１８－１２　ヒルサイドテラス　Ｇ－１
０１ ショッピング

山田平安堂 渋谷区 猿楽町１８－１２　ヒルサイドテラス　Ｇ－２
０２ ショッピング

ミナペルホネン代官山 G棟102，103 渋谷区 猿楽町１８－１２　ヒルサイドテラスＧ棟　１
０２、１０３号 ショッピング

B．C STOCK代官山店 渋谷区 猿楽町１９－５ ショッピング

Cafe Habana TOKYO 渋谷区 猿楽町２－１１　氷川ビル 飲食店

Calenda 渋谷区 猿楽町２－１１　氷川ビル　３０３号 サービス

Les　enfants　gates 渋谷区 猿楽町２－３ 飲食店

Ata 渋谷区 猿楽町２－５ 飲食店

ホワイトマウンテニアリング 渋谷区 猿楽町２－７　１Ｆ ショッピング

TricoAntique 渋谷区 猿楽町２－７　シャトウソフィア４０１ サービス

Rui cafe 渋谷区 猿楽町２－８　１Ｆ 飲食店

MAISON KITSUNE 渋谷区 猿楽町２０－１４ ショッピング

レストランシェリュイ 渋谷区 猿楽町２０－１５ 飲食店

代官山韻 渋谷区 猿楽町２２－３　代官山テラス　１Ｆ 飲食店

シェリュイ代官山店 渋谷区 猿楽町２３－２ 飲食店

BY THE SALON 渋谷区 猿楽町２３－２　代官山ｅＮビル　４Ｆ サービス

LADIANCE＆Co 渋谷区 猿楽町２３－５　代官山ネクストワンビル　４
Ｆ サービス

doodL 渋谷区 猿楽町２３－６　ｓｃｏｔｔｓｉｄｅビル　Ｂ
１ 飲食店

ANNEBRA代官山店 渋谷区 猿楽町２３－７ ショッピング

middle 渋谷区 猿楽町２４－１　ＲＯＯＢ　２Ａ サービス

アドルフォドミンゲス代官山店 渋谷区 猿楽町２４－１２　代官山アーガス　１０１ ショッピング

REPLAY代官山店 渋谷区 猿楽町２４－４ 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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カバンドズッカ代官山 渋谷区 猿楽町２４－７　代官山プラザ ショッピング

CRISP DAIKANYAMA 渋谷区 猿楽町２４－７　代官山プラザ２Ｆ 飲食店

cheri 渋谷区 猿楽町２５－１　Ｅｄｙ　２Ｆ サービス

代官山 A．P．C． HOMME 渋谷区 猿楽町２５－２ ショッピング

ルートートギャラリー ルーストリート店 渋谷区 猿楽町２５－３ ショッピング

デンハム代官山店 渋谷区 猿楽町２５－８ ショッピング

IL BISONTE代官山 渋谷区 猿楽町２６－１１ ショッピング

ナナミカ 渋谷区 猿楽町２６－１３ ショッピング

log〔ラグ〕 渋谷区 猿楽町２６－２　ｓａｒｕｇａＫｕ　Ｂ１Ｆ サービス

はいさいキッチン代官山 渋谷区 猿楽町２６－２　ＳａｒｕｇａｋｕＡ－１Ｆ 飲食店

TAGARU 渋谷区 猿楽町２６－２　ｓａｒｕｇａｋｕｅ棟　１Ｆ ショッピング

代官山スナビッシュベイビーズ 渋谷区 猿楽町２６－６　半澤ビル　１Ｆ ショッピング

LAMARINEFRANCAISE代官山 渋谷区 猿楽町２６－８ ショッピング

Hedy 渋谷区 猿楽町２６－８　１Ｆ ショッピング

blast 渋谷区 猿楽町２７－１ サービス

キッド ブルー 代官山 渋谷区 猿楽町２８－１０　モードコスモスビル ショッピング

エリオポール代官山 渋谷区 猿楽町２８－１０　モードコスモビル　１Ｆ ショッピング

Ambesten 渋谷区 猿楽町２８－１０　モードコスモビル　２Ｆ サービス

DaB daikanyama 渋谷区 猿楽町２８－１１　ネスト代官山　１Ｆ サービス

THE STORE by C’ 渋谷区 猿楽町２８－２　スピークフォー　１・Ｂ１Ｆ ショッピング

グレースコンチネンタル代官山 渋谷区 猿楽町２８－７ ショッピング

プチバトーブティック代官山店 渋谷区 猿楽町２９－１８　ヒルサイドテラス　Ｂ－
２・３ ショッピング

レストランパッション 渋谷区 猿楽町２９－１８　ヒルサイドテラスＢ－１ 飲食店

OMUSUBI CAFE 渋谷区 猿楽町３－７　ヘ－ベルＳＴＡＹ代官山　１Ｆ 飲食店

Simplicite 渋谷区 猿楽町３－９　アヴェニュ－サイド代官山　１
〜２Ｆ 飲食店

IDEA代官山店 渋谷区 猿楽町３０－３ ショッピング

ごはんや一芯 代官山 渋谷区 猿楽町３０－３　ツイン代官山Ａ　Ｂ１Ｆ 飲食店

ROOT 渋谷区 猿楽町４－５　Ｊ＆Ｈビル　１Ｆ ショッピング

Drive 渋谷区 猿楽町５－１７　１Ｆ サービス

鮨たけうち 渋谷区 猿楽町５－８　Ｍ１ビル　１Ｆ 飲食店

イニシャルキックス代官山 渋谷区 猿楽町６－１０　代官山ビリジアン　１０１ ショッピング

秋山 渋谷区 猿楽町６－１０　代官山ビリジアン　１Ｆ 飲食店

FAM 渋谷区 猿楽町９－３　バルビゾン７５　２Ｆ サービス

代官山間人 渋谷区 猿楽町９－８　アーバンパーク代官山１　Ｂ０
３ 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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焼肉富士門 渋谷区 神南１－１０－６－２Ｆ　バルビゾン９８ 飲食店

ストーミー 渋谷 渋谷区 神南１－１０－７　第二工業ビル　１Ｆ ショッピング

TLONY 渋谷区 神南１－１０－７　第二工業ビル　７Ｆ サービス

Shibuya“T” 渋谷区 神南１－１０－７－７０２　テルス神南 ショッピング

サンタモニカ 渋谷区 神南１－１１－５　ダイネスイチバンカンシブ
ヤ ショッピング

バズストア渋谷ファイヤ－通り店 渋谷区 神南１－１２－１４　渋谷宮田ビル　２Ｆ ショッピング

BRING 渋谷店 渋谷区 神南１－１２－１６　和光ビル　４Ｆ ショッピング

RINKAN渋谷店 渋谷区 神南１－１２－１６　和光ビル　Ｂ１・１・２
Ｆ ショッピング

フリークスストアー 渋谷店 渋谷区 神南１－１３－１　渋谷神南ビル ショッピング

P－cott 渋谷区 神南１－１３－１０　加藤ビル　１Ｆ サービス

RINKAN渋谷店Silver＋ 渋谷区 神南１－１３－１２　神南ハウス　１Ｆ ショッピング

L＆Co by LUCKHAIR 渋谷区 神南１－１３－１４ サービス

AWESOME 渋谷区 神南１－１３－１５　光立ビル　２Ｆ サービス

GRACE 渋谷区 神南１－１４－１－１０１ ショッピング

ディスコ 渋谷区 神南１－１４－９　第七ＦＭＧビル　３Ｆ サービス

ブラックスミス 渋谷区 神南１－１５－１２ ショッピング

BALLET 渋谷区 神南１－１５－７ サービス

green SHIBUYA 渋谷区 神南１－１５－８　ひきだしのような家にビル
　７Ｆ サービス

陳家私菜渋谷店 渋谷区 神南１－１６－３　ブルーヴァールビルＢ１Ｆ 飲食店

サン ハウス ジンナン 渋谷区 神南１－１６－３　ブルヴァールビル　１Ｆ ショッピング

JEWIL SHIBUYA 渋谷区 神南１－１６－３　ブルバールビル３Ｆ サービス

JINNAN CAFÉ　渋谷 渋谷区 神南１－１７－５　クーラビル 飲食店

カインドオル渋谷神南店 渋谷区 神南１－１７－５　クーラビル　３Ｆ ショッピング

ラグタグ 渋谷店 渋谷区 神南１－１７－７ ショッピング

Oriens JS 渋谷店 渋谷区 神南１－１８－２ ショッピング

Supreme渋谷 渋谷区 神南１－１８－２　フレーム神南坂　１Ｆ ショッピング

ジースター ロウ 渋谷 渋谷区 神南１－１８－２　神南坂ＦｒａｍｅＧＦ ショッピング

美容室VICE 渋谷区 神南１－２０－１０　神南興業ビル　５Ｆ サービス

パステルアトリエドゥ渋谷店 渋谷区 神南１－２０－１１　造園会館　３Ｆ サービス

TRU NAIL 渋谷店 渋谷区 神南１－２０－１２　遠山ビル　６Ｆ サービス

ESP クラフトハウス 渋谷区 神南１－２０－１６　高山ランドビル　２Ｆ ショッピング

VIVORatia 渋谷区 神南１－２０－１７　５Ｆ サービス

FAMENAIL 渋谷区 神南１－２０－３　ＫＳビル　４Ｆ サービス

NYJ SHIBUYA 渋谷区 神南１－２０－４　ＶＯＲＴ渋谷Ｋａｌｅｉｄ
ｏ５Ｆ 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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SUZU CAFE 神南 渋谷区 神南１－２０－５　ナビ渋谷３Ｆ 飲食店

ALBUM SHIBUYA 渋谷区 神南１－２０－９　ＡＢＣ－ＭＡＲＴ公園通り
ビル　８Ｆ サービス

L．O．G Shibuya 渋谷区 神南１－２０－９　パークウェイ渋谷　４Ｆ サービス

相席屋渋谷店 渋谷区 神南１－２２－１０　皆川ビル　５Ｆ 飲食店

ミラン・ナタラジ渋谷店 渋谷区 神南１－２２－７　岩本ビル３Ｆ 飲食店

La fith hair 渋谷店 渋谷区 神南１－２２－９　サンクスビル　８Ｆ サービス

DECO 渋谷区 神南１－３－１０　神南Ｒ　１Ｆ サービス

COOTIE FLAGSHIP STOR 渋谷区 神南１－３－１０　神南アール１Ａ ショッピング

Nid 渋谷区 神南１－３－２　久保井ビル１Ｆ ショッピング

NOCE 渋谷店 渋谷区 神南１－４－８　渡邉ビル　１Ｆ ショッピング

STUDIOUS神南店 渋谷区 神南１－５－１９　ハレ神南 ショッピング

MIDWEST TOKYO MEN 渋谷区 神南１－６－１ ショッピング

L．O．G SHIBUYA2 渋谷区 神南１－７－７　ＡＮＤＯＳ２　４Ｆ サービス

タパス＆タパス　渋谷公園通店 渋谷区 神南１－７－７　ＡＮＤＯＳビル　２２Ｆ 飲食店

Brend 渋谷区 神南１－７－９　北谷マンション　２Ｆ サービス

NEIGHBORHOOD SHIBUYA 渋谷区 神南１－８－１３　千城ビル　１・Ｂ１Ｆ ショッピング

BANKSIA 渋谷区 神南１－８－１７　横山ビル　１Ｆ サービス

ロック オン カンパニー 渋谷区 神南１－８－１８　クオリア神南フラッツ　１
Ｆ ショッピング

INTI 渋谷区 神南１－９－１１　インタ－ビル　４Ｆ サービス

RLASH／THE SALON 渋谷区 神南１－９－２　大畠ビル　４Ｆ サービス

birthdeath 渋谷区 神南１－９－４　ＮＣビル　１Ｆ　Ａ ショッピング

PREGO　渋谷店 渋谷区 神南１丁目２０－１２　遠山ビル５Ｆ サービス

ドンナ·セルヴァーティカ 渋谷区 神南１丁目３－３ サンファーレストモリタビル
４Ｆ 飲食店

VORTEXSPORTSCAFE 渋谷区 神南２－１－１ 飲食店

TEMBEA 渋谷区 神宮前１－１－１２　原宿ニュースカイハイツ
１０３ ショッピング

エイチ 渋谷区 神宮前１－１０－１１　パークアクシス　１Ｆ
－２ サービス

Roena 渋谷区 神宮前１－１０－３１　アンコール原宿　Ｂ１
Ｆ サービス

＆STORIES 原宿店 渋谷区 神宮前１－１０－３２　原宿デュエット サービス

gem 渋谷区 神宮前１－１０－３４　加藤ビル　１Ｆ サービス

ヒステリア 原宿店 渋谷区 神宮前１－１０－３５　中畑ビル サービス

ローラズ・カップケーキ東京 渋谷区 神宮前１－１０－３７ 飲食店

Harajuku DACCI PASTA 渋谷区 神宮前１－１０－３７ 飲食店

原宿焼肉 KINTAN 渋谷区 神宮前１－１０－３７　ＣＡＳＣＡＤＥＨａｒ
ａｊｕｋｕ 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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LENO ATELIER SHOP 渋谷区 神宮前１－１０－７ ショッピング

京橋千疋屋表参道原宿店 渋谷区 神宮前１－１１－１１－２０１ ショッピング

珈琲茶館 集 原宿表参道店 渋谷区 神宮前１－１３－１１　大西ビル　Ｂ１ 飲食店

ミンクス 原宿店 渋谷区 神宮前１－１３－１４　原宿クエスト　Ｂ１ サービス

串カツ楽市 渋谷区 神宮前１－１４－２　３Ｆ 飲食店

卑弥呼　明治神宮前店 渋谷区 神宮前１－１４－２５　Ｒ＆Ｔ斉藤ビル１Ｆ ショッピング

DR．MARTENS WITH店 渋谷区 神宮前１－１４－３０　ＷＩＴＨＨＡＲＡＪＵ
ＫＵ ショッピング

EATALY HARAJUKU 渋谷区 神宮前１－１４－３０　ＷＩＴＨＨＡＲＡＪＵ
ＫＵ　３Ｆ 飲食店

資生堂パーラー　ザ・ハラジュク 渋谷区 神宮前１－１４－３０　ＷＩＴＨＨＡＲＡＪＵ
ＫＵ　８Ｆ 飲食店

SKECHERS原宿店 渋谷区 神宮前１－１４－３４　ＦＰＧリンクスＨＡＲ
ＡＪＵＫＵ　１Ｆ ショッピング

トニーアンドガイ 原宿サロン 渋谷区 神宮前１－１４－３４　原宿神宮の森　３Ｆ サービス

ブルーガーデン 渋谷区 神宮前１－１５－４　バルビゾン　２Ｆ 飲食店

csT＆P原宿店 渋谷区 神宮前１－１６－１　原宿関口ビル　１Ｆ ショッピング

aJyu 渋谷区 神宮前１－１６－７　ステップイン　２Ｆ サービス

millci 渋谷区 神宮前１－１６－７　林ビル　３Ｆ サービス

nailsalonAnranju 渋谷区 神宮前１－１７－５ サービス

靴下屋 渋谷区 神宮前１－１７－５－１０３ ショッピング

マーブル 渋谷区 神宮前１－１９－１３　１Ｆ サービス

CONOMi 原宿店 渋谷区 神宮前１－１９－２　ミノワビル　１Ｆ ショッピング

hair resort Ai 原宿店 渋谷区 神宮前１－１９－２　ミノワビル　Ｂ１Ｆ サービス

パリスキッズ原宿店 渋谷区 神宮前１－１９－８　原宿ファミリービル　１
Ｆ ショッピング

野方ホープ 原宿店 渋谷区 神宮前１－２－１　タートル原宿　１Ｆ 飲食店

HARAJUKUTAPROOM 渋谷区 神宮前１－２０－１３　ノーサレンダービル　
２Ｆ 飲食店

NUBIAN原宿店 渋谷区 神宮前１－２０－２ ショッピング

coketH 渋谷区 神宮前１－２１－１３　１Ｆ サービス

HAIR＆MAKE POSH 原宿店 渋谷区 神宮前１－２１－１８　本橋ビル サービス

シャーベッツ 渋谷区 神宮前１－２１－２ サービス

うさぎ 渋谷区 神宮前１－２２－１ 飲食店

ネスカフェ原宿 渋谷区 神宮前１－２２－８ 飲食店

立食い寿司根室花まる神宮前COMICHI 渋谷区 神宮前１－２３　ＪＩＮＧＵＭＡＥＣＯＭＩＣ
ＨＩ　２Ｆ 飲食店

札幌さんど。神宮前 渋谷区 神宮前１－２３－２６　ＪＩＮＧＵＭＡＥＣＯ
ＭＩＣＨＩ　１Ｆ 飲食店

博多やまや 原宿店 渋谷区 神宮前１－２３－２６　神宮前１２３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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VISCONTI 渋谷区 神宮前１－３－１２　ジブラルタ生命ビル　１
Ｆ サービス

ボーネルンド本店 渋谷区 神宮前１－３－１２　ジブラルタ生命原宿ビル
　１Ｆ ショッピング

アーティスト ショップ サービス 渋谷区 神宮前１－５－８　神宮前タワービルディング
　２Ｆ ショッピング

BODY LINE 原宿店 渋谷区 神宮前１－６－１５　ジュネスビル　２Ｆ ショッピング

ブティック竹の子 渋谷区 神宮前１－６－１５　原宿ジュネスビル　１Ｆ ショッピング

エメフィール 原宿店 渋谷区 神宮前１－６－６　信忠原宿０９ビル ショッピング

sanrio vivitix 原宿 渋谷区 神宮前１－７－１　ＣＵＴＥＣＵＢＥ　１Ｆ ショッピング

CANDY・A・GO・GO原宿竹下通り店 渋谷区 神宮前１－７－１　ＣＵＴＥＣＵＢＥＨＡＲＡ
ＪＵＫＵ　１Ｆ 飲食店

クロッカンシューZAKUZAKU原宿店 渋谷区 神宮前１－７－１　ＣＵＴＥＣＵＢＥ原宿１Ｆ 飲食店

原宿シカゴ 竹下店 渋谷区 神宮前１－７－３　ＣＵＴＥＣＵＢＥ原宿　Ｂ
１Ｆ ショッピング

YOSUKE OUT OF THE WO 渋谷区 神宮前１－７－５－１０１　平井荘 ショッピング

artifata 渋谷区 神宮前１－８－１０　ＴｈｅＩＣＥＣＵＢＥＳ
　７Ｆ サービス

LovetoxicSoLaDo竹下通り店 渋谷区 神宮前１－８－２　ＳｏＬａＤｏ原宿　１Ｆ ショッピング

スイーツパラダイス SoLaDo原宿店 渋谷区 神宮前１－８－２　ＳｏＬａＤｏ竹下通り　３
Ｆ 飲食店

フェイクアルファ 渋谷区 神宮前１－８－２１　ラ・レンヌ原宿　２Ｆ ショッピング

ainico竹下通り店 渋谷区 神宮前１－８－３　石川ビル３Ｆ サービス

ダイアナ 原宿店 渋谷区 神宮前１－８－６ ショッピング

自遊空間原宿店 渋谷区 神宮前１－８－８　ＣＯＸＹビル　３Ｆ 飲食店

K．A．Office 渋谷区 神宮前１－９－１２　ロイスダールビル　３Ｆ サービス

クレアトゥールウチノ 渋谷区 神宮前１－９－１８　パトリシアビル　４Ｆ サービス

LAGOON 渋谷区 神宮前１－９－８　Ｋ１－４３８ビル　２Ｆ サービス

ロジッタ 渋谷区 神宮前１－９－８　ＫＩ・４３８ビル　１Ｆ　
Ｂ サービス

ペティットグラム　原宿店 渋谷区 神宮前１丁目２０－７　ハッピーハーツ ショッピング

MONOTYPE 渋谷区 神宮前２－１３－１　神宮前２丁目ビル　５Ｆ サービス

TEATORA 渋谷区 神宮前２－１３－４　第二渡辺ビル　１Ｆ ショッピング

bepocah 渋谷区 神宮前２－１７－６　ベポカ 飲食店

TheNaturalShoeStoreT 渋谷区 神宮前２－１８－１６ ショッピング

MOMINOKI HOUSE 渋谷区 神宮前２－１８－５ 飲食店

アルニコトウキョウ 渋谷区 神宮前２－１８－７　外苑ビル サービス

bobs box 渋谷区 神宮前２－１８－７　外苑ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

美容室OZAKA 渋谷区 神宮前２－１９－１０　原電ビル１Ｆ サービス

GLADHANDCORE 渋谷区 神宮前２－１９－１１　シャンボール原宿　１
０１ ショッピング
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樋口 渋谷区 神宮前２－１９－１２ 飲食店

MAIDENSSHOP 渋谷区 神宮前２－１９－１２　ＪＵＮＥＨＯＵＳＥ　
１Ｆ ショッピング

ユーソニアングッズストアー 渋谷区 神宮前２－１９－１６ ショッピング

ビストロココ 渋谷区 神宮前２－２０－５　コンフォール神宮前１Ｆ 飲食店

MAIDENSSHOPWOMEN 渋谷区 神宮前２－２０－９ ショッピング

うつわShizen 渋谷区 神宮前２－２１－１７ ショッピング

SeaRoomlynn 渋谷区 神宮前２－２３－１　ＳＴビル　１・２Ｆ ショッピング

オア・グローリー 神宮前店 渋谷区 神宮前２－２４－４ ショッピング

Boudoir 渋谷区 神宮前２－２５－３　メゾンカワイ　１０１ サービス

Xiangnicafe 渋谷区 神宮前２－３１－１　エイトハウス　１Ｆ 飲食店

Solomons 渋谷区 神宮前２－３１－２０　アコルデ神宮前　Ｂ１
Ｆ 飲食店

エスカレーター 渋谷区 神宮前２－３１－３　宝栄ビル３Ｆ－Ａ ショッピング

HUES 渋谷区 神宮前２－３１－４　光悦ビル　２Ｆ サービス

桂香楼 渋谷区 神宮前２－３１－７ 飲食店

カレー＆バル移民の歌 渋谷区 神宮前２－３１－７　ビラグロリアＢ－１Ｆ 飲食店

MR．BROTHERS原宿本店 渋谷区 神宮前２－３１－８　１Ｆ サービス

シュヴー 渋谷区 神宮前２－３１－９　プリズムビル２Ｆ サービス

PlusLounge 渋谷区 神宮前２－３２－３　ニチハタビル４Ｆ サービス

カール・ハンセン＆サンジャパン 渋谷区 神宮前２－５－１０　青山アートワークス ショッピング

フロリレージュ 渋谷区 神宮前２－５－４　ＳＥＩＺＡＮ外苑Ｂ１Ｆ 飲食店

MINED TOKYO 渋谷区 神宮前２－５－８　岩井ビル１Ｆ ショッピング

トゥザハーブズ　外苑店 渋谷区 神宮前２－６－１　食品衛生センター　１Ｆ 飲食店

ヘンドリクス 渋谷区 神宮前２１３２ユハラアネックスビル１Ｆ 飲食店

勢揃坂 蕎 ぎん清 渋谷区 神宮前２３１０　ヒルトップ神宮前ビル１Ｆ 飲食店

HOSTARIA Casa Bella 渋谷区 神宮前２３３０　第２竹上ビルＢ１Ｆ 飲食店

新川屋田島酒店 渋谷区 神宮前２４１ 飲食店

コサイン青山 渋谷区 神宮前２５４　ＳＥＩＺＡＮ外苑　１０１ ショッピング

no.501 渋谷区 神宮前２５４　ＳＥＩＺＡＮ外苑１Ｆ ショッピング

シャルキュトリ ア トキオ 渋谷区 神宮前２６６　秀和外苑レジデンス　１Ｆ 飲食店

粥麺楽屋 喜々 渋谷区 神宮前２６６　秀和外苑レジデンス１０１ 飲食店

ビストロティロワ 渋谷区 神宮前２丁目１３１　１Ｆ 飲食店

おけいすし 渋谷区 神宮前２丁目３−３０ 飲食店

OchoTaqueriaMexican 渋谷区 神宮前２丁目３３０　第２竹上ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

hair Watts 渋谷区 神宮前３－１－１２ 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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とうがらし 渋谷区 神宮前３－１－２１　坂本ビル３Ｆ 飲食店

bellissime 渋谷区 神宮前３－１－２４　ソフトタウン青山 サービス

Terrace AOYAMA 渋谷区 神宮前３－１－２５　ａｌｌｅｅｄｅＪＩＮＧ
ＵＭＡＥ　２Ｆ サービス

ロイズ・アンティークス 青山 渋谷区 神宮前３－１－３０ ショッピング

au－be 青山店 渋谷区 神宮前３－１１－７　田口邸　Ｂ１Ｆ サービス

the CONSCIOUS 渋谷区 神宮前３－１４－１５　石崎ビル　２０１ サービス

Avenz 渋谷区 神宮前３－１４－１７　赤須ビル　１Ｆ サービス

U－no grace 渋谷区 神宮前３－１４－４　コ－トモデリア表参道　
００２ サービス

Bryceland’s 渋谷区 神宮前３－１５－４　Ｊ－ｈｉｌｌｓｉｄｅ　
１Ｆ ショッピング

PAPERS Tokyo 渋谷区 神宮前３－１５－４　Ｊ－ｈｉｌｌｓｉｄｅ　
２Ｆ サービス

LILI 渋谷区 神宮前３－１５－４　Ｊｈｉｌｌｓｉｄｅ　Ｂ
１Ｆ サービス

bienn 渋谷区 神宮前３－１５－９　クレスト表参道　２Ｆ サービス

＆STORIES 表参道店 渋谷区 神宮前３－１８－２４　ジムアベニュー　２Ｆ サービス

mailo 渋谷区 神宮前３－１８－２７　３Ｆ サービス

AMO CAFE 渋谷区 神宮前３－１８－２７　パルク表参道　２Ｆ 飲食店

mutaTOKYO JAPAN 渋谷区 神宮前３－１８－３０　神宮前ＫＨＰベ－シッ
クビル　１Ｆ ショッピング

FAT HEAD SHOP 渋谷区 神宮前３－２０－１ ショッピング

VREEA 渋谷区 神宮前３－２０－１８ サービス

NERDY 渋谷区 神宮前３－２０－６ ショッピング

テテコケット 渋谷区 神宮前３－２０－９　ＷＡＶＥ　Ｂ１ サービス

ROLLEN harajuku 渋谷区 神宮前３－２１－１２　２Ｆ サービス

RAMIDUS TOKYO STORE 渋谷区 神宮前３－２１－１２　中田ビル　１Ｆ ショッピング

DETECT 渋谷区 神宮前３－２１－１９　神宮前Ｔビル　Ｂ１Ｆ サービス

Coii 神宮前 渋谷区 神宮前３－２１－２　原宿パレス　２Ｂ サービス

evebyLafamilia 渋谷区 神宮前３－２１－２１　とびたビル　２Ｆ サービス

LABORATORYBERBERJINR 渋谷区 神宮前３－２１－２２　いとうビル　１Ｆ ショッピング

feerie 渋谷区 神宮前３－２１－２２　フィールドビル　２Ｆ サービス

Polar byLupines 渋谷区 神宮前３－２１－２２　月の家ビル　４Ｆ サービス

LUMP 渋谷区 神宮前３－２１－６　１Ｆ ショッピング

BLACK ANNY 原宿店 渋谷区 神宮前３－２２－７ ショッピング

Codona de moda 渋谷区 神宮前３－２２－７　藤原ビルＢ１Ｆ ショッピング

アイズ 渋谷区 神宮前３－２３－２　３Ｆ サービス

ALLY 渋谷区 神宮前３－２３－３　トリニティー　２Ｆ サービス
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precious mieux 渋谷区 神宮前３－２３－８　原宿小嶋ビル　５Ｆ サービス

Lanai 渋谷区 神宮前３－２４－１　インザストリームビル　
２Ｆ サービス

utility 渋谷区 神宮前３－２４－１　鈴木ビル　２Ｆ ショッピング

台湾料理千 渋谷区 神宮前３－２４－１　鈴木ビル　Ｂ１ 飲食店

串助　原宿店 渋谷区 神宮前３－２４－３ 飲食店

Henri 渋谷区 神宮前３－２４－６　荒井ビル　３Ｆ サービス

BREEN 渋谷区 神宮前３－２５－１２　ＦＵＪＩＢＵＩＬＤＩ
ＮＧ　２Ｆ サービス

ONE MINUTE GALLERY 渋谷区 神宮前３－２５－１５　ダヴィンチ原宿ビル１
Ｆ ショッピング

tete nico 渋谷区 神宮前３－２５－６　サンビューティビル原宿
　Ｂ１ サービス

神牛前三丁目 渋谷区 神宮前３－２５－８　武山ビル２Ｆ 飲食店

PIN NAP 渋谷区 神宮前３－２６－１０ ショッピング

アンドベルベルジン 渋谷区 神宮前３－２６－１０　かふらぎビル　１０４ ショッピング

ベルベルジン 渋谷区 神宮前３－２６－１１　原宿ＳＨビル　１Ｆ ショッピング

Lafamilia 渋谷区 神宮前３－２７－１４ サービス

LewisLeathersJapan 渋谷区 神宮前３－２７－１７　１Ｆ ショッピング

bar dAZE 渋谷区 神宮前３－２７－１７　Ｔ’ｓＴＷＯ　３Ｆ 飲食店

鉄板焼きステーキあずま 渋谷区 神宮前３－２７－１７　ＴＳビル２Ｆ 飲食店

サロンドミルク ハラジュク 渋谷区 神宮前３－２７－１７　ＷＥＬＬ原宿　３Ｆ サービス

DAMAGE DONE 2nd 渋谷区 神宮前３－２７－２２　ル・コタージュビル　
２０２ ショッピング

ハミングバーズヒルショップ 渋谷区 神宮前３－２７－２２　ルコタージュビル　１
０１ ショッピング

at’LAVbyBelle 渋谷区 神宮前３－２８－３ サービス

bibito 渋谷区 神宮前３－２８－４　林ビル　２Ｆ サービス

フィルムカメラ東京 原宿店 渋谷区 神宮前３－２８－４　神宮前林ビル　１Ｆ ショッピング

BAPE KIDS HARAJUKU 渋谷区 神宮前３－２９－１１ ショッピング

A・one 表参道本店 渋谷区 神宮前３－３－１１　ルフィチュール田端　１
Ｆ サービス

トイサピエンス 渋谷区 神宮前３－３０－１２　Ｇビル　１Ｆ ショッピング

エトフ 渋谷区 神宮前３－３１－１７　ビラローザ６０１ ショッピング

Lyon 渋谷区 神宮前３－３１－２　０ＮＯＺＵビル５Ｆ サービス

Fenice Closet 渋谷区 神宮前３－３１－２０　野津ビル　３Ｆ ショッピング

ヘアサロンガリカ 渋谷区 神宮前３－３２－１　神宮前ＳＵＮＷＩＳＥ　
１Ｆ サービス

B．R．SHOP 渋谷区 神宮前３－３５－１６　ルナーハウスパート４
ビル　１Ｆ ショッピング

TWIGGY 渋谷区 神宮前３－３５－７－００１ サービス
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MELLOW 渋谷区 神宮前３－３６－１７　神宮前倉橋ビル　２Ｆ サービス

五福来 渋谷区 神宮前３－４－３　パークサイド表参道　２Ｆ 飲食店

QーpotCAFE．表参道 渋谷区 神宮前３－４－８　１Ｆ 飲食店

BOTAN 渋谷区 神宮前３－４－９　ＡＲＡ神宮前ビル　Ｂ１ サービス

pledica 渋谷区 神宮前３－４－９　第二南原宿ビル　２Ｆ サービス

VogLe 渋谷区 神宮前３－４－９　第二南原宿ビル　３Ｆ サービス

上海ダイニング嘉麟香 渋谷区 神宮前３－４１－２　岡本ビル２Ｆ 飲食店

Nuff 渋谷区 神宮前３－４１－３ サービス

BAR ト－スト 渋谷区 神宮前３－４２－１１　ロ－ザビアンカ　３０
５ 飲食店

チキンワークス外苑前 渋谷区 神宮前３－４２－１３　鈴木ビル１Ｆ ショッピング

ISM 表参道店 渋谷区 神宮前3-5-10 サービス

LATTEST 渋谷区 神宮前３－５－２　ＥＦビルディング　１０２ 飲食店

BELLE 渋谷区 神宮前３－５－４ サービス

カフェクレープリー　ルブルターニュ表参道 渋谷区 神宮前３－５－４　セトル神宮前　１Ｆ 飲食店

GULGUL表参道 渋谷区 神宮前３－６－１１　ＳＵＮ表参道　２Ｆ サービス

sand Scene 渋谷区 神宮前３－６－７　Ｄｅａｒ神宮前　２Ｆ サービス

風花 渋谷区 神宮前３－７－５　青山ＭＳビル　１Ｆ ショッピング

オンサンデーズ 渋谷区 神宮前３－７－６ ショッピング

SINDEN 渋谷区 神宮前３－９－３ サービス

Tokyo Juice 渋谷区 神宮前３１２４　ソフトタウン　１Ｆ 飲食店

株式会社Sento Bene 渋谷区 神宮前３１２８　ＢＥＬＬ　ＴＯＷＮ青山２Ｆ 飲食店

なるしまフレンド神宮店 渋谷区 神宮前３３５２ ショッピング

ハニーファイバー株式会社 東京本社 渋谷区 神宮前３３５８ハニービル青山８Ｆ ショッピング

わいわい 渋谷区 神宮前３３８２　高橋ビル１Ｆ 飲食店

串カツ弥七 渋谷区 神宮前３４１１　フラッツ矢野　１Ｆ 飲食店

ebi-ro 渋谷区 神宮前３４１２　岡本ビル　１Ｆ 飲食店

Andi 渋谷区 神宮前３４２１２　岸田ビル１Ｆ ショッピング

モツ酒場 kogane 渋谷区 神宮前３４２１５　メグビル　１Ｆ 飲食店

とうふ創菜ダイニング蒼 渋谷区 神宮前３４２３　林ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉はなび 渋谷区 神宮前３４２５　スピナッチヒル神宮前Ｂ１Ｆ 飲食店

GAR EDEN 渋谷区 神宮前３６６ 飲食店

香港スタイルG-1 渋谷区 神宮前３丁目１ー２１　坂本ビル１Ｆ 飲食店

DIVE TO WINE 渋谷区 神宮前３丁目１２１ 飲食店

とちの樹 渋谷区 神宮前３丁目１２１　坂本ビル　２Ｆ 飲食店
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BLESS 渋谷区 神宮前３丁目１５－５ サービス

焼鳥 今井 渋谷区 神宮前３丁目４２１１　ローザビアンカ　１階 飲食店

BRAMASOLE 渋谷区 神宮前３丁目４２５　スピナッチヒル１Ｆ 飲食店

らかん果 渋谷区 神宮前３丁目７８　ブレノワール青山ビル 飲食店

Anie 渋谷区 神宮前４－１－１９　ＪＫビル　１Ｆ サービス

Sui 渋谷区 神宮前４－１－２０　フォレストビル　１Ｆ サービス

ムームーモッツァレラ神宮工房 渋谷区 神宮前４－１－２２ 飲食店

Chaos表参道 渋谷区 神宮前４－１０－５ ショッピング

Nail Salon Diva 表参道店 渋谷区 神宮前４－１０－５　Ｃ＆ＣビルＢ１Ｆ サービス

fiorista 渋谷区 神宮前４－１１－１４ サービス

GOLD SALON TOKYO 表参道 渋谷区 神宮前４－１１－１５　シナモンオークＢ１F サービス

新潟食楽園 食事処 渋谷区 神宮前４－１１－７ 飲食店

MM6 メゾンマルジェラ オモテサンドウ 渋谷区 神宮前４－１２－１０　表参道ヒルズ　１Ｆ ショッピング

R＆Co． 表参道ヒルズ 渋谷区 神宮前４－１２－１０　表参道ヒルズ　２Ｆ ショッピング

アーカー 表参道ヒルズ店 渋谷区 神宮前４－１２－１０　表参道ヒルズ本館　Ｂ
１Ｆ ショッピング

スタージュエリー ザ・ショップ表参道 渋谷区 神宮前４－１２－１０　表参道ヒルズ西館　１
Ｆ ショッピング

ドゥーブル 渋谷区 神宮前４－１３－１３　フォレストプラザ表参
道　１Ｆ サービス

ミスターハリウッド 渋谷区 神宮前４－１３－１６　ベルビラージュビル ショッピング

Epoi 本店 渋谷区 神宮前４－１３－８ ショッピング

SYAN 渋谷区 神宮前４－１３－９　表参道ＬＨビル　Ｂ１Ｆ サービス

NORDICFeeling表参道ギャラリ 渋谷区 神宮前４－１４－１０　ＨＯＬＬＯＮ２　１・
２Ｆ ショッピング

Primarily－b 渋谷区 神宮前４－１４－１８　表参道Ｊ－ＦＬＡＴ　
１Ｆ サービス

Fannane 渋谷区 神宮前４－１４－２ サービス

surface 渋谷区 神宮前４－１４－５　ｃａｂｉｎａ表参道　２
Ｆ サービス

KHANH HOA 渋谷区 神宮前４－１４－６－１０１　表参道ハイツ サービス

STATES omotesando 渋谷区 神宮前４－１５－４　Ｙ・Ｃ表参道ビル　２０
１ サービス

ボリス雑貨店 渋谷区 神宮前４－１６－２ ショッピング

soell 渋谷区 神宮前４－１６－８　大場ビル　２Ｆ サービス

メルクマール 渋谷区 神宮前４－１７－１６　日緯パート２－２０１ サービス

au－be 渋谷区 神宮前４－１７－８　オリエンタル原宿 サービス

アディッション アデライデ 渋谷区 神宮前４－１９－８　アロープラザ原宿　１０
１ ショッピング

Of HAIR 表参道店 渋谷区 神宮前４－２－１５ サービス

ダンシングハート 渋谷区 神宮前４－２－１６ 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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表参道 門 渋谷区 神宮前４－２－１７　ａｏｙａｍＲ夏野ビル ショッピング

LV表参道店 渋谷区 神宮前４－２－１７　アオヤマアールナツノビ
ル　３Ｂ サービス

ukacojp－store 渋谷区 神宮前４－２１－１０　ＵＲＡ表参道　２Ｆ サービス

BAPE STORE 原宿 渋谷区 神宮前４－２１－５ ショッピング

ハイパンダ表参道店 渋谷区 神宮前４－２１－８ ショッピング

ILBISONTE 表参道 渋谷区 神宮前４－２１－８　ＯＷビル　１Ｆ ショッピング

third 渋谷区 神宮前４－２２－１８　ＬＥＡＦ神宮前２Ｆ サービス

ヴァシランド 渋谷区 神宮前４－２２－９　Ｊ４２２ビル　１Ｆ サービス

ROLLEN 渋谷区 神宮前４－２５－１　ＲＩＳＡビル　２Ｆ サービス

BILLIONAIREBOYSCLUB 渋谷区 神宮前４－２５－１　ライサ１Ｆ－Ｃ ショッピング

ZA／ZAOMOTESANDO 渋谷区 神宮前４－２５－１１　ＪＩＮＳＨＯビル　２
Ｆ サービス

ISHIDA 表参道 渋谷区 神宮前４－２５－１５　エスポワール表参道　
Ｂ１Ｆ ショッピング

マリメッコ 表参道 渋谷区 神宮前４－２５－１８　エスポワール表参道ア
ネックス１ ショッピング

X－girlSTORE 渋谷区 神宮前４－２５－２８ ショッピング

XLARGE原宿 渋谷区 神宮前４－２５－２９　１Ｆ ショッピング

BRING 原宿店 渋谷区 神宮前４－２５－３５　原宿メイプルスクエア
ビル　１〜２Ｆ ショッピング

Romantic Standard 渋谷区 神宮前４－２５－３５　渡辺ビル　１Ｆ ショッピング

サンタモニカ原宿店 渋谷区 神宮前４－２５－５　野原ビル ショッピング

BELUGA　CAVIAR＆WINE 渋谷区 神宮前４－２６－１８　ハラジュクピアザビル 飲食店

シャドネィ 渋谷区 神宮前４－２６－１８　ハラジュクピアザビル
　Ｂ１ 飲食店

JS 表参道 レディース 渋谷区 神宮前４－２６－１８　原宿ピアザビル　１Ｆ ショッピング

Spica 渋谷区 神宮前４－２６－２　守谷ビル　２Ｆ サービス

原宿シカゴ 神宮前店 渋谷区 神宮前４－２６－２６　第一タニムラビル ショッピング

PUR 渋谷区 神宮前４－２６－２７　ルシ－ド神宮前　２Ｆ サービス

チェルシー 渋谷区 神宮前４－２６－２７　細井ビル　２Ｆ サービス

ビオ・オジヤン・カフェ 原宿本店 渋谷区 神宮前４－２６－２８　セナイビル１Ｆ 飲食店

STUDIOUS WOMENS 原宿店 渋谷区 神宮前４－２６－３０ ショッピング

LADMUSICIAN HARAJUKU 渋谷区 神宮前４－２６－３５ ショッピング

24／7TOKYO 渋谷区 神宮前４－２６－３５　ＦＡＲＭビル１Ｆ ショッピング

26 渋谷区 神宮前４－２６－３５　ファームビル　Ｂ１Ｆ サービス

ゲットライ 渋谷区 神宮前４－２６－３５　ファームビルＭ　Ｂ１
Ｆ ショッピング

BAZZSTORE原宿CSK店 渋谷区 神宮前４－２６－５　神宮前４２６ビル　１Ｆ ショッピング

RINKAN原宿silver店 渋谷区 神宮前４－２７－１　ギャラリードジム　Ｂ１
Ｆ 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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STUDIOUS2nd 渋谷区 神宮前４－２７－２　アレス原宿ビル　１Ｆ ショッピング

CODE＋LIM 渋谷区 神宮前４－２８－１１　クレールミキ　１Ｆ サービス

プレセンス 渋谷区 神宮前４－２８－１２ サービス

emo cafe 渋谷区 神宮前４－２８－１４　シャンゼリゼ原宿　２
Ｆ 飲食店

PROV 渋谷区 神宮前４－２８－１８　カトル・バン原宿　２
Ｆ ショッピング

imaii scaena 渋谷区 神宮前４－２８－２１　ハーモニー原宿　２Ｆ サービス

Aape 渋谷区 神宮前４－２８－２２　１Ｆ ショッピング

RAWDRIP 原宿 渋谷区 神宮前４－２８－２２　ベルパレス原宿　２Ｆ ショッピング

Carhartt WIP Tokyo 渋谷区 神宮前４－２８－２５ ショッピング

PARIS 渋谷区 神宮前４－２８－２６　１Ｆ ショッピング

〔me〕 渋谷区 神宮前４－２８－２８　Ｌｕｃｅｓｓｉｍｏ　
１Ｆ　Ｂ ショッピング

CALIENTE 渋谷区 神宮前４－２８－２８　Ｌｕｃｅｓｓｉｍｏビ
ル　１Ｆ　Ａ ショッピング

POOL 渋谷区 神宮前４－２８－６ サービス

DomicileTokyo 渋谷区 神宮前４－２８－９ ショッピング

カインドオル 原宿店 渋谷区 神宮前４－２９－３　表参道ビル　３Ｆ ショッピング

ロクシタン表参道店ヴァーベナカフェ 渋谷区 神宮前４－２９－４　榎本ビル 飲食店

マノロブラニク 表参道 渋谷区 神宮前４－３－１２ ショッピング

GINZAグローバルスタイル表参道店 渋谷区 神宮前４－３－１３　１Ｆ ショッピング

PEEK-A-BOO 表参道 渋谷区 神宮前４－３－１５　東京セントラル　１Ｆ サービス

ChiaroLuce 渋谷区 神宮前４－３－１５　東京セントラル表参道　
３０８号室 サービス

Pal at Lanai 渋谷区 神宮前４－３－１５　東京セントラル表参道　
４０１ サービス

omotesandoatelier 渋谷区 神宮前４－３－１８ サービス

NORA Journey 渋谷区 神宮前4-3-21　NODERA BLDG 2Ｆ サービス

Eggs’n　Things　原宿店 渋谷区 神宮前４－３０－２　リズム表参道　１Ｆ 飲食店

トミーヒルフィガー表参道店 渋谷区 神宮前４－３０－３ ショッピング

ザ シェルタートウキョウテン 渋谷区 神宮前４－３０－３　東急プラザ表参道原宿 ショッピング

ロンシャン ラ メゾン表参道 渋谷区 神宮前４－３０－４　エムズクロス表参道　１
Ｆ ショッピング

ロンシャンジャパン 渋谷区 神宮前４－３０－４　エムズクロス表参道　３
Ｆ ショッピング

Fool’s Judge 渋谷区 神宮前４－３１－１　キシダビル　１Ｆ ショッピング

ワーキングホリデー・コネクション原宿 渋谷区 神宮前４－３１－１０　ＹＭスクウェア原宿　
２Ｆ 飲食店

カフェ ステュディオ 渋谷区 神宮前４－３１－１０　ＹＭスクエア１Ｆ 飲食店

KINJI原宿店 渋谷区 神宮前４－３１－１０　ＹＭスクエア原宿　Ｂ
１Ｆ ショッピング
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GUESS原宿店 渋谷区 神宮前４－３１－１１　コスモ原宿　１Ｆ ショッピング

Prize表参道／原宿店 渋谷区 神宮前４－３１－１１　原宿ＴＫビル　３Ｆ サービス

LIMITED．EDT 渋谷区 神宮前４－３１－４　１Ｆ ショッピング

Euphoria原宿 渋谷区 神宮前４－３２－１３　ＪＰＲ神宮前４３２　
７Ｆ サービス

earch 渋谷区 神宮前４－３２－４　サンエムビル　１０１ サービス

NEIGHBOR－HOOD 渋谷区 神宮前４－３２－７　神崎ビル　１Ｆ ショッピング

LongBeach表参道 渋谷区 神宮前４－４－１１　わかば表参道　１Ｆ ショッピング

SALONDETHELUVOND 渋谷区 神宮前４－４－１１　根津プレイス　２Ｆ ショッピング

carmenere 渋谷区 神宮前４－４－７　長ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ネストローブ 表参道 渋谷区 神宮前４－４－８　グランブルー表参道 ショッピング

イルサッコ 表参道店 渋谷区 神宮前４－４－９ ショッピング

トルネード 渋谷区 神宮前４－５－１０　野口ビル　２Ｆ サービス

神宮前もくち 渋谷区 神宮前４－５－１０　野口ビルＢ１Ｆ 飲食店

hairmake green 渋谷区 神宮前４－５－１２　セピア原宿　Ｂ１Ｆ サービス

WYETH 渋谷区 神宮前４－５－１３　４Ｆ サービス

アンジュ－ルショコラ 渋谷区 神宮前４－５－４　エノモトビル　１Ｆ 飲食店

ロータス 渋谷区 神宮前４－６－８　アイアムビル　１・Ｂ１Ｆ 飲食店

CHAVATY 渋谷区 神宮前４－６－９　南原宿ビル 飲食店

Kurt by DECO 渋谷区 神宮前４－６－９　南原宿ビル　２Ｆ サービス

drop 渋谷区 神宮前４－６－９　南原宿ビル　３Ｆ サービス

Shiny Owl Cafe 渋谷区 神宮前４－７－１　原宿イノセビル　１Ｆ 飲食店

charites 渋谷区 神宮前４－７－１　原宿イノセビル　１Ｆ サービス

chobii 渋谷区 神宮前４－７－１　原宿イノセビル　２０２ サービス

hm glamour 渋谷区 神宮前４－７－２ サービス

gokan OMOTESANDO 渋谷区 神宮前４－７－３　神宮前ＨＭビル　１・Ｂ１
Ｆ サービス

Francesca 渋谷区 神宮前４－７－６　成和ビル　１Ｆ サービス

文房具カフェ 渋谷区 神宮前４－８－１　内田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

MARIENAILS 表参道店 渋谷区 神宮前４－８－１７　ラミアール神宮前　１０
３ サービス

ねこねこ食パン 表参道店 渋谷区 神宮前４－８－２ 飲食店

井筒まい泉　株式会社　青山店 渋谷区 神宮前４－８－５ 飲食店

とんかつまい泉 ケータリング 渋谷区 神宮前４－８－５ 飲食店

LARRY 渋谷区 神宮前４－８－８　インフィニート表参道　１
０１ サービス

ヒステリア 青山店 渋谷区 神宮前４－９－１　ＡＫビル　２Ｆ サービス

グレープヴァインバイケイスリー アオヤマ 渋谷区 神宮前４－９－１　神宮前ＡＫビル　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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LAURUN 渋谷区 神宮前４－９－１５ サービス

number76 渋谷区 神宮前４－９－２　神宮前ＭＭビル　２Ｆ サービス

JYUNESU表参道店 渋谷区 神宮前４－９－３　２Ｆ サービス

アレグレット表参道店 渋谷区 神宮前４－９－５　１Ｆ ショッピング

シック 表参道店 渋谷区 神宮前４－９－７　ギャザリングコート　Ｂ－
１ サービス

アナスタシアミアレ表参道店 渋谷区 神宮前４－９－９　２Ｆ サービス

THEGREENGOLFSTORE 渋谷区 神宮前４丁目４－１６　 ショッピング

HARUNO 渋谷区 神宮前５－１－１７　Ｇビル神宮前０４ 飲食店

BOSS Store Omotesand 渋谷区 神宮前５－１－３　表参道Ｋｅｙａｋｉビル ショッピング

AMORE青山店 渋谷区 神宮前５－１－６　ＩＬＰＡＬＡＺＺＩＮＯ表
参道２Ｆ ショッピング

ジャンクロードビギン表参道店 渋谷区 神宮前５－１－７ サービス

ブラウンライスカフェ 渋谷区 神宮前５－１－８　グリーンスクエア　１Ｆ 飲食店

デロンギ表参道 渋谷区 神宮前５－１－９ ショッピング

MAHR 表参道店 渋谷区 神宮前５－１－９　ロハスビレッジ２Ｆ サービス

Delvaux Omotesando 渋谷区 神宮前５－１０－１　ＧＹＲＥ　１Ｆ ショッピング

メゾンマルジェラ オモテサンドウ 渋谷区 神宮前５－１０－１　ＧＹＲＥ　２Ｆ ショッピング

Visvim 渋谷区 神宮前５－１０－１　ＧＹＲＥ　２Ｆ ショッピング

bonelan 渋谷区 神宮前５－１０－１　ＧＹＲＥ　４Ｆ 飲食店

elanDining 渋谷区 神宮前５－１０－１　ＧＹＲＥ　４Ｆ 飲食店

表参道うかい亭 渋谷区 神宮前５－１０－１　表参道ジャイル　５Ｆ 飲食店

ロカンダ・エッフェク 渋谷区 神宮前５－１０－１０ 飲食店

ラフェデリース 渋谷区 神宮前５－１１－１３ 飲食店

バレッタ 渋谷区 神宮前５－１１－８　２Ｆ サービス

アースイズアート 渋谷区 神宮前５－１２－１　マハール表参道　１０１ サービス

Casanova Vintage 渋谷区 神宮前５－１２－１０　鈴木ハイツ　１Ｆ ショッピング

HEAVENS 渋谷区 神宮前５－１２－１０　鈴木マンション　１Ｆ サービス

FHATAN 渋谷区 神宮前５－１２－１２　Ｊ－ＷｉｎｇＬｅｆｔ
　Ｂ１Ｆ サービス

rag＆bone coffee 渋谷区 神宮前５－１２－３ 飲食店

L．O．G by U－REALM 渋谷区 神宮前５－１２－６ サービス

WHiTE 渋谷区 神宮前５－１３－１　ＡＲＳ表参道　２Ｆ サービス

オルガン 渋谷区 神宮前５－１３－２　ＰＩＮＥＵＮＤＥＲＦＬ
ＡＴ　１Ｆ ショッピング

Gigi 渋谷区 神宮前５－１５－２ サービス

SHIHARA Lab 渋谷区 神宮前５－１５－２　ＴＸ－５ ショッピング

しゃぶ膳紫波 渋谷区 神宮前５－１７－１１ 飲食店
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vicca表参道店 渋谷区 神宮前５－１７－１１　パークサイドオーサキ
　４Ｆ サービス

カナン 渋谷区 神宮前５－１７－２０　ティスモ原宿　３Ｆ サービス

ALLSAINTSHARAJUKU 渋谷区 神宮前５－１７－２４　ＧＢ　１Ｆ ショッピング

CHAPPIE ホールセール 渋谷区 神宮前５－１７－８　ベルコート芙蓉　１Ｆ ショッピング

O．K．HAIR TUNE 渋谷区 神宮前５－１７－８　ベルコート芙蓉２０２ サービス

STEPAHEAD原宿2 渋谷区 神宮前５－１７－８－１０２　原宿ＸＳビル ショッピング

水金地火木土天冥海 渋谷区 神宮前５－２－１１ ショッピング

H・P・DECO 渋谷区 神宮前５－２－１１　Ｈ．Ｐ．ＤＥＣＯ１．　
５Ｆ ショッピング

ジョンブル表参道店 渋谷区 神宮前５－２－１４ ショッピング

ACQUA 表参道店 渋谷区 神宮前５－２－１４　２Ｆ サービス

GARDEN omotesando 渋谷区 神宮前５－２－１９　表参道山田ビル２Ｆ サービス

CHUMS 表参道店 渋谷区 神宮前５－２－２１ ショッピング

LANVERY 渋谷区 神宮前５－２－５　ＭＡＸ＆Ｃｏ．Ｂｕｉｌｄ
ｉｎｇ　６Ｆ サービス

Bloom表参道店 渋谷区 神宮前５－２－６　コロネ－ド神宮前　Ｂ１ サービス

GANZO本店 渋谷区 神宮前５－２－７ ショッピング

Jinn hair＆make 渋谷区 神宮前５－２３－４　Ａ－ｒｅｎ表参道　１Ｆ サービス

A10＋α 渋谷区 神宮前５－２４－１０ サービス

カリーナ 渋谷区 神宮前５－２５－１　ＭＯＥビル　３Ｆ サービス

Pigsty渋谷神宮前店 渋谷区 神宮前５－２５－１　原宿ＭＯＥビルＢ１Ｆ ショッピング

SUZU CAFE 神宮前 渋谷区 神宮前５－２７－７　３Ｆ 飲食店

OCEANTOKYO 渋谷区 神宮前５－２７－７　アルボーレ神宮前４Ｆ サービス

マンハッタンポーテージ東京 渋谷区 神宮前５－２７－８ ショッピング

キャセリーニ 渋谷区 神宮前５－２７－８ ショッピング

FTCTOKYO 渋谷区 神宮前５－２８－７　１Ｆ ショッピング

JAPAN BLUE JEANS 渋谷店 渋谷区 神宮前５－２８－７　ローヤルタウン神宮前　
１０３ ショッピング

おこめどき 渋谷区 神宮前５－２９－１０　クリプトメリア神宮前
ビル　１Ｆ 飲食店

RIMA 渋谷区 神宮前５－３－１７　ＫＲハウス　１Ｆ サービス

FLOWERS 渋谷区 神宮前５－３－２１　Ｂ１ サービス

クラシゲ 渋谷区 神宮前５－３－４ サービス

OROvivo 渋谷区 神宮前５－３－９　本庄ビル　Ｂ１Ｆ サービス

BROOKLYN MUSEUM 渋谷区 神宮前５－３－９　本庄ビル１Ｆ ショッピング

abiquiu 渋谷区 神宮前５－３０－３　ニュ－ア－トビル　４Ｆ サービス

GIgi 渋谷区 神宮前５－３０－５－３０１ 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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TRUNK〔LOUNGE〕 渋谷区 神宮前５－３１ 飲食店

TRUNK〔KITCHEN〕 渋谷区 神宮前５－３１ 飲食店

TRUNK〔KUSHI〕 渋谷区 神宮前５－３１ 飲食店

TRUNK〔STORE〕 渋谷区 神宮前５－３１ ショッピング

LOAVE NAIL／EYELASH 渋谷区 神宮前５－３８－１３－１Ｆ サービス

マックスブロンド 渋谷区 神宮前５－３８－７　サンクドゥ青山　１Ｆ サービス

Dimo＆ 渋谷区 神宮前５－３９－１ サービス

luka 渋谷区 神宮前５－３９－２　フェス神宮前５　Ｂ１ サービス

NEPENTHESTOKYO 渋谷区 神宮前５－４４－１ ショッピング

ランチキセントリューム 渋谷区 神宮前５－４５－１２ ショッピング

nuance表参道店 渋谷区 神宮前５－４５－３　ＣＡＳＡ中澤　２Ｆ サービス

LOAVE AOYAMA 渋谷区 神宮前５－４５－８　ノースアオヤマ　３Ｆ サービス

Toutlemonde 渋谷区 神宮前５－４５－９　レジェンド表参道　１Ｆ ショッピング

Shangri－La’ssecret表参 渋谷区 神宮前５－４６　ＧＥＭＳ青山クロス　３Ｆ 飲食店

サロン ド テ ジャンナッツ 渋谷区 神宮前５－４６－１０　神宮前ハウス　１Ｆ 飲食店

aniary青山 渋谷区 神宮前５－４６－１２　第二絵夢ビル　１Ｆ ショッピング

IJK OMOTESANDO 渋谷区 神宮前５－４６－１６　２Ｆ サービス

SHEA 渋谷区 神宮前５－４６－１６　イルチェントロセレ－
ノ　２Ｆ サービス

ヘルツ本店 渋谷区 神宮前５－４６－１６　イルチェントロセレー
ノ　Ｂ１Ｆ ショッピング

アンジェラックス表参道 渋谷区 神宮前5-46-18 ADEOT AOYAMA 1階B サービス

アナスタシアミアレ青山店 渋谷区 神宮前５－４６－７　２Ｆ サービス

意気な寿し処阿部　青山店 渋谷区 神宮前５－４６－７　ＧＥＭＳ青山クロス　Ｂ
１ 飲食店

アピッシュジェノ 渋谷区 神宮前５－４７－１２　パインビレッジ サービス

A・P・C・AOYAMA 渋谷区 神宮前５－４７－１３　１Ｆ ショッピング

GENTLE 渋谷区 神宮前５－４７－６ 飲食店

ウッドユウライクカンパニー 渋谷区 神宮前５－４８－１ ショッピング

NAVY 渋谷区 神宮前５－４８－３　プロスパー青山　２Ｆ サービス

MILKMURIEL 渋谷区 神宮前５－４９－１０　ＳＫ表参道　１Ｆ サービス

ViVienneWestwood青山 渋谷区 神宮前５－４９－２ ショッピング

ベルベットオンザビーチ 渋谷区 神宮前５－５－２　メゾン・ダルブル　１Ｆ サービス

POOL EYE 渋谷区 神宮前５－５０－１　２Ｆ サービス

博多もつ鍋山笠 渋谷区 神宮前５－５０－３　大喜ビルＢ１Ｆ 飲食店

灘屋総本店 渋谷区 神宮前５－５０－５ ショッピング

エルヴエロ 渋谷区 神宮前５－５０－６　サクセス青山ビル２Ｆ 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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BeautyStudioBILA南青山 渋谷区 神宮前５－５０－６　表参道ＴＷビル　３Ｆ サービス

air－s 渋谷区 神宮前５－５１－３　ラ・ポルト青山　５Ｆ サービス

ピエール・エルメ　青山店 渋谷区 神宮前５－５１－３他 飲食店

DR．MARTEN青山店 渋谷区 神宮前５－５１－６　テラアシオス青山　１Ｆ ショッピング

Casita 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山　３Ｆ 飲食店

ZA／ZAAOYAMA 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山　９Ｆ サービス

中国茶房8青山店 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山　Ｂ１Ｆ 飲食店

ビストロ ブノワ 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山１０Ｆ 飲食店

COSARITOKYO 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山Ｂ１Ｆ 飲食店

TONI＆GUY JAPAN 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラポルト青山　２Ｆ サービス

豆沙久 渋谷区 神宮前５－５１－８　ラポルト青山１Ｆ 飲食店

ボンボン・ブルー青山店 渋谷区 神宮前５－５２－２　ＪＢＰオーバルビル　１
Ｆ ショッピング

CA’MONTE 渋谷区 神宮前５－５２－２　青山オーバルビル　Ｂ１
Ｆ ショッピング

un　cafe 渋谷区 神宮前５－５３－６７　コスモス青山　Ｂ２Ｆ 飲食店

U－REALM 渋谷区 神宮前５－６－１３　ヴァイス表参道　２Ｆ サービス

アンアミ表参道 渋谷区 神宮前５－６－１３　ヴァイス表参道１Ｆ サービス

GARDEN W. 渋谷区 神宮前５－６－４　ＰａｔｈＯｍｏｔｅｓａｎ
ｄｏＣ　Ｂ１ サービス

コクーン表参道 渋谷区 神宮前５－６－５　ｐａｔｈ表参道Ａ棟　Ｂ１ サービス

ブボ・バルセロナ表参道店 渋谷区 神宮前５－６－５　パス表参道Ｂ棟　１Ｆ 飲食店

PORTEROMOTESANDO2F 渋谷区 神宮前５－６－８　２Ｆ ショッピング

KOH’S LICK CURRO 渋谷区 神宮前５－７－１３　ＫＯＨホーリーランド表
参道　１Ｆ ショッピング

ジルサンダーブティック 表参道 渋谷区 神宮前５－７－４　穏田今泉ビル　１Ｆ ショッピング

カフェ ル・ポミエ 渋谷区 神宮前５－８－２　日本看護協会ビル　２Ｆ 飲食店

いしがまやハンバーグ 表参道 渋谷区 神宮前５－８－５ 飲食店

平禄寿司　東京渋谷表参道店 渋谷区 神宮前５－８－５ 飲食店

サンタモニカ 渋谷区 神宮前５－８－５ ショッピング

YouCha 渋谷区 神宮前５－８－５ ショッピング

カフェ ラ・ボエム 表参道 渋谷区 神宮前５－８－５　ジュビリープラザビルＢ１ 飲食店

バンブー 渋谷区 神宮前５－８－８ 飲食店

トゥミ 表参道店 渋谷区 神宮前５－９－１７ ショッピング

TotalBeautySalonMiMi 渋谷区 神宮前５－９－１７　ＶＥＸＡ表参道　２０１ サービス

HEAVENS OMOTESANDO 渋谷区 神宮前５－９－３　ＧＲＡＣＩＡ表参道　２Ｆ サービス

キディランド原宿店 渋谷区 神宮前６－１－９ ショッピング

Desigual東京原宿店 渋谷区 神宮前６－１０－８　ウィンベルプラザ原宿 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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little原宿 渋谷区 神宮前６－１０－８　原宿ＮＡビル　３Ｆ サービス

Lomalia 渋谷区 神宮前６－１１－１　Ｔ－ＦＲＡＭＥ原宿　３
Ｆ サービス

Lowha 渋谷区 神宮前６－１１－４ サービス

Colorier 表参道店 渋谷区 神宮前６－１２－２６ サービス

ORDERR 渋谷区 神宮前６－１２－４　ヒノダビル　２Ｆ サービス

GOESWELL HAIR 渋谷区 神宮前６－１２－６　Ｊ－ｃｕｂｅＢ棟　３Ｆ サービス

ヘアーサロンMOMO 渋谷区 神宮前６－１３－１　原宿川名ビル　３Ｆ サービス

ナショナル・フォート 渋谷区 神宮前６－１３－１１　ＮＰビル ショッピング

MICASADECO＆CAFE 神 渋谷区 神宮前６－１３－２　田島ビル　１Ｆ 飲食店

Loom。 渋谷区 神宮前６－１３－２　田島ビル　２Ｆ サービス

ekolu 渋谷区 神宮前６－１３－４　ブルーパンサー　２Ｆ サービス

麺散 渋谷区 神宮前６－１３－７　グランドオム１Ｆ 飲食店

Stewards lane 渋谷区 神宮前６－１３－８ ショッピング

MR．BROTHERS原宿2号店 渋谷区 神宮前６－１４－１２　１Ｆ サービス

gricoHARAJUKU 渋谷区 神宮前６－１４－１２　モードＳ　２Ｆ サービス

MAGNOLiA Omotesando 渋谷区 神宮前６－１４－１７　２Ｆ サービス

KEEN Garage Harajuku 渋谷区 神宮前６－１４－２　クレインズ５　１Ｆ ショッピング

チャンピオン 原宿 渋谷区 神宮前６－１４－６ ショッピング

by fifth 渋谷区 神宮前６－１５－１４　２Ｆ サービス

fifth 渋谷区 神宮前６－１５－１４　ガーデンスクエア原宿
３Ｆ サービス

HYSTERIC MINI 原宿本店 渋谷区 神宮前６－１５－１７ ショッピング

pu－ro表参道 渋谷区 神宮前６－１５－１７　クレストコ－ト神宮前
　２Ｆ サービス

クーラ 渋谷区 神宮前６－１６－１３　Ｎａｉａｓ神宮前　４
Ｆ サービス

STEPAHEAD 渋谷区 神宮前６－１６－２　マンションミクラ　２０
１ ショッピング

401 渋谷区 神宮前６－１６－２　マンションミクラ　４０
１ サービス

beruf 渋谷区 神宮前６－１６－３　原宿Ｔ２ビル　１Ｆ ショッピング

デイケイド 渋谷区 神宮前６－１６－５　ヨシイアパート１Ｆ ショッピング

パタゴニア 東京・渋谷 渋谷区 神宮前６－１６－８ ショッピング

フォッシル原宿明治通り 渋谷区 神宮前６－１７－１４　六英ビル　１Ｆ ショッピング

パンコントマテ神宮前店 渋谷区 神宮前６－１７－１５　船田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

SY32 NEO SHIBUYA 渋谷区 神宮前６－１８－１０　カワムラビル　１Ｆ ショッピング

contents 渋谷区 神宮前６－１８－１４　ＪＳ神宮前プロパティ
　６Ｆ７Ｆ サービス

クロコダイル 渋谷区 神宮前６－１８－８　ニュー関口ビルＢ１Ｆ 飲食店
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フェールラーベントリニティトウキョー 渋谷区 神宮前６－１９－１　長野ビル　１Ｆ ショッピング

アニエスベー渋谷店 渋谷区 神宮前６－１９－１４ ショッピング

Beleza 渋谷区 神宮前６－１９－１４　神宮前ハッピービル　
９Ｆ サービス

ALPHAshop SHIBUYA 渋谷区 神宮前６－１９－１６　Ｕ－ｎａｔｕｒａ　１
Ｆ ショッピング

カステリーナ神宮前 渋谷区 神宮前６－１９－１７　ＧＥＭＳ神宮前　４Ｆ 飲食店

チャンピオン 渋谷 渋谷区 神宮前６－１９－１７　ＧＥＭＳ神宮前　Ｂ
１・１・２Ｆ ショッピング

トレーディングポスト渋谷店 渋谷区 神宮前６－１９－１７　ペリエ神宮前　１Ｆ ショッピング

フライターグ渋谷ストア 渋谷区 神宮前６－１９－１８　コマツローリエ　１Ｆ ショッピング

デサント東京 渋谷区 神宮前６－１９－２１　ＢＣＧ神宮前プロパ
ティ　１Ｆ ショッピング

RUDE GALLERY TOKYO 渋谷区 神宮前６－１９－３　２Ｆ ショッピング

BALLOONHAIR 渋谷区 神宮前６－２－６　あかねビル　２Ｆ サービス

Honey mi Honey TOKYO 渋谷区 神宮前６－２－６　原宿あかねビル　２Ｆ ショッピング

ヒステリックグラマー 渋谷本店 渋谷区 神宮前６－２３－２ ショッピング

ALTO 渋谷区 神宮前６－２３－６　３Ｆ サービス

ザ・リアルマッコイズ 東京 渋谷区 神宮前６－２５－８ ショッピング

カルバンクラインアンダーウエア原宿 渋谷区 神宮前６－２７－８ ショッピング

PEEK－A－BOO 原宿 渋谷区 神宮前６－２７－８　エムズ原宿　４Ｆ サービス

Lani hair 渋谷区 神宮前６－２８－３　Ｇビル神宮前０６　２Ｆ サービス

GUZZLE HARAJUKU 渋谷区 神宮前６－２８－３　Ｇビル神宮前０６　３Ｆ サービス

ティエラ 渋谷区 神宮前６－２８－３　Ｇビル神宮前０６　Ｂ１
Ｆ サービス

DR．MARTENS原宿店 渋谷区 神宮前６－２８－４ ショッピング

TEDDY’SBIGGERBURGERS 渋谷区 神宮前６－２８－５　宮崎ビル　２Ｆ 飲食店

peace omotesando 渋谷区 神宮前６－２８－５　宮崎ビルＢｔｏｗｅｒ２
０２ サービス

SENSEOFPLACEキュープラザ原宿 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿　１〜
２Ｆ ショッピング

BLUE WATER SHRIMP 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿　３Ｆ 飲食店

シャッターズ 表参道 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿　３Ｆ 飲食店

MOTHERS CANTERA 原宿店 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿　９Ｆ 飲食店

WARREN・TRICOMI 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿　Ｂ１
Ｆ サービス

ナタラジ原宿表参道店 渋谷区 神宮前６－２８－６　キュープラザ原宿８Ｆ 飲食店

レスポートサック 表参道 直営店 渋谷区 神宮前６－２９－１ ショッピング

Allen 渋谷区 神宮前６－２９－２　助川ビル４Ｆ サービス

farbeyond 渋谷区 神宮前６－２９－２　助川ビル５Ｆ サービス

原宿 ミルク店 渋谷区 神宮前６－２９－３ 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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MILK BOY 渋谷区 神宮前６－２９－３ ショッピング

キャンディー・ショータイムポシェット 渋谷区 神宮前６－３－１０　スタービル表参道 飲食店

Settimissimo 表参道店 渋谷区 神宮前６－３－７　山岡ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

フォルテ 表参道店 渋谷区 神宮前６－３－９　井門ビル　３Ｆ サービス

イニスフリー表参道本店 渋谷区 神宮前６－３－９　神宮前中央ビル　１Ｆ ショッピング

エコー 表参道店 渋谷区 神宮前６－３１－１５　マンション３１ ショッピング

エコファームカフェ632 渋谷区 神宮前６－３２－１０ 飲食店

ヘアーアレス 渋谷区 神宮前６－３２－４ サービス

ガブリエルペコ 渋谷区 神宮前６－３２－５　ドルミ原宿　１０２ ショッピング

SENTAC 渋谷区 神宮前６－３３－１１　ヴィラ・ハタ サービス

南国酒家　原宿店本館 渋谷区 神宮前６－３５－３ 飲食店

権八 NORI-TEMAKI 原宿 渋谷区 神宮前６－３５－３　コープオリンピア１階 飲食店

タイ国料理 チャイヤプーム 渋谷区 神宮前６－４－１　４Ｆ 飲食店

八丈島料理はっとり 渋谷区 神宮前６－４－１　４Ｆ 飲食店

原宿 清江苑 渋谷区 神宮前６－４－１　八角館ビル　５Ｆ 飲食店

北京カォ鴨店原宿 渋谷区 神宮前６－４－１　原宿八角館３Ｆ 飲食店

h＆m insi 渋谷区 神宮前６－５－２　小林ビル１Ｆ　２Ｆ サービス

SAKURA 渋谷区 神宮前６－５－６　サンポウ綜合ビル サービス

D×Dmen’snail 渋谷区 神宮前６－５－６　サンポウ綜合ビル７０２ サービス

ALBUM HARAJUKU 渋谷区 神宮前６－５－６　サンポク綜合ビル　７０１ サービス

Diva 渋谷区 神宮前６－６－２　原宿ベルピア　３Ｆ サービス

原宿キャシディ 渋谷区 神宮前６－６－４ ショッピング

nancy 渋谷区 神宮前６－６－５　和光ビル　Ｂ１ サービス

loki 渋谷区 神宮前６－７－１２　Ｊプラネッツ　２Ｆ サービス

SMART CLOTHING STORE 渋谷区 神宮前６－７－１６ ショッピング

キャンディーショータイム CAT店 渋谷区 神宮前６－７－９　ネスト原宿１ 飲食店

FUNCTION NAILS 渋谷区 神宮前６－８－１　セレンディプティ　１Ｆ サービス

Attina表参道店 渋谷区 神宮前６－８－１０ サービス

YELLO 渋谷区 神宮前６－８－５　２Ｆ ショッピング

ココアリーフ 渋谷区 神宮前６－８－６ ショッピング

giftsunnyside 渋谷区 神宮前６－８－６　原宿オサダビル　２Ｆ サービス

k．e．y hair＆make 渋谷区 神宮前６－８－７　ヤマダビル　２Ｆ サービス

BRIDGE 渋谷区 神宮前６－９－１１　堺ビル　２Ｆ サービス

ゴンチャ原宿表参道2nd店 渋谷区 神宮前６－９－１１　神宮前堺ビル　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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メイクス原宿エムクラン 渋谷区 神宮前６－９－２　ＯＴＢ表参道　３Ｆ サービス

kikiharajuku 渋谷区 神宮前６－９－９　アヴニール表参道１Ｆ 飲食店

おすし屋さんのポ－クたまごおにぎり 渋谷区 神宮前６丁目２－７　 飲食店

ネオグリーン 渋谷区 神山町１－５　グリーンヒルズ神山　１Ｆ ショッピング

聞弦坊 渋谷区 神山町１１－１７　日興パレス渋谷 飲食店

鮨 五徳 渋谷区 神山町１２－８ 飲食店

BRACKETS 渋谷区 神山町１３－１３　１Ｆ ショッピング

ピニョン 渋谷区 神山町１６－３ 飲食店

SHIBUYABOOKSELLERS 渋谷区 神山町１７－３　テラス神山　１Ｆ ショッピング

SPBS 渋谷区 神山町１７－３　テラス神山　１Ｆ ショッピング

エアバギーペットアンドライフ 渋谷区 神山町２－９　フォーラム神山　１Ｆ ショッピング

ワインバー繭 渋谷区 神山町４０－３　神山ビルＢ１Ｆ 飲食店

CAMELBACK 渋谷区 神山町４２－２ ショッピング

Newzea Platform 渋谷区 神山町４２－３　神山町ビル３・４Ｆ 飲食店

鮨とみなか 渋谷区 神山町７－１１　１Ｆ 飲食店

SAjiYA 渋谷区 神山町９－１７　神山ビル１０１ 飲食店

九州料理　たもいやんせ 渋谷区 神泉町１０－１０　神泉ビル　１Ｆ 飲食店

鮨小笹 渋谷区 神泉町１０－１２　コーポＫ　１０１ 飲食店

TurnTableBAR 渋谷区 神泉町１０－３　 飲食店

神泉遠藤利三郎商店 渋谷区 神泉町１１－９　ワインアパートメント　１Ｆ 飲食店

神泉ホルモン 三百屋 渋谷区 神泉町１２－４ 飲食店

天ぷら和久田 渋谷区 神泉町１８－８　松涛ハイツ１０２ 飲食店

Cafefriends 渋谷区 神泉町１８－８　松濤ハイツ　１０１号 飲食店

佐乃家 渋谷区 神泉町２－９　シャルム神泉Ｂ１Ｆ 飲食店

すし菊地 渋谷区 神泉町２０－１５　１Ｆ　モンドビル 飲食店

神泉いちのや 渋谷区 神泉町２０－２２　ＭＫＣハイツ１０１ 飲食店

永秀 渋谷区 神泉町２０－２５　神泉ＱＳビル　１Ｆ 飲食店

器まるかく 渋谷区 神泉町２０－４ ショッピング

マアムジー笹 店 渋谷区 笹１－２２－２　ＫＭビル　２Ｆ サービス

レストラン兎屋 渋谷区 笹塚１－１０－６　１Ｆ 飲食店

ボナペティートパパ笹塚店 渋谷区 笹塚１－１０－６　ＣＴ笹塚ビル　２Ｆ 飲食店

にくる 渋谷区 笹塚１－１０－６　笹塚ビル 飲食店

宮崎牛専門店牛匠 渋谷区 笹塚１－２１－１１ 飲食店

エビス参笹塚店 渋谷区 笹塚１－２１－１１　ＪＯＹ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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RIN salon 渋谷区 笹塚１－３１－１０　ベルフォーレ笹塚１Ｆ サービス

イルキャンティカフェ 渋谷区 笹塚１－５０－１　Ｄａｉｗａ笹塚タワー別館
１階 飲食店

キャンティークワトロ・シェルクラブ 渋谷区 笹塚１－５０－１　笹塚ＮＡビル本館 飲食店

Candy 笹塚 渋谷区 笹塚１－５３－２　コーポザット１０１ サービス

焼肉大将軍 笹塚店 渋谷区 笹塚１－５５－１６　京王クラウン街笹塚Ｅａ
ｓｔ 飲食店

青山餃子房 渋谷区 笹塚１－５５－１６－Ｂ１０５ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご笹 店 渋谷区 笹塚１－５６－５　ＴＫビル１Ｆ 飲食店

AsianKitchenワイガヤ 渋谷区 笹塚１－５７－１０　笹塚駅前ビル２Ｆ 飲食店

太樹苑笹 本店 渋谷区 笹塚１－５７－１５ 飲食店

らぁ・たん 渋谷区 笹塚１－５８－１３　フェスタ笹塚３０１ 飲食店

ソフトコンビニエンスBAKu 渋谷区 笹塚１－５８－８　笹塚西谷ビル ショッピング

LieuPlie 渋谷区 笹塚１丁目２１－１１　ＳＨビル１Ｆ－２Ｆ サービス

やきとり家 すみれ 笹塚店 渋谷区 笹塚１丁目３０－１１　中村ビル　２Ｆ 飲食店

HANANONA 渋谷区 笹塚１丁目５９－３　１Ｆ ショッピング

STAND 渋谷区 笹塚２－１８－３　ＶＯＲＴ笹塚１Ｆ サービス

hair and make NEU 笹塚店 渋谷区 笹塚２－４１－２２　　コーポ芹沢１Ｆ サービス

あきもと電気 渋谷区 笹塚２丁目４２－１７ ショッピング

神戸牛焼肉 藤 渋谷区 笹塚３－１４－１ 飲食店

ササヅカ　キャンティ 渋谷区 笹塚３－１６－２ 飲食店

Beauty House HARU 笹塚店 渋谷区 笹塚３－１９－２青田ビル１－Ｂ サービス

地産マルシェ 笹塚店 渋谷区 笹塚３－９－３ ショッピング

Dix－Huit 渋谷区 西原１－１８－５ 飲食店

スパイスMARKET 渋谷区 西原１－２１－１ 飲食店

琉球酒場 渋谷区 西原２－３０－１ 飲食店

エフマートほしの 渋谷区 西原２－３１－７ ショッピング

炭火マルイチ 渋谷区 西原２－３１－７　内藤ビル　２Ｆ 飲食店

GAIA代々木上原空sora 渋谷区 西原３－１－１０　金杉ビル　１０１ ショッピング

はたがやレバー 代々木上原店 渋谷区 西原３－１－４　トライアングルビル１Ｆ 飲食店

まんぷく 代々木上原 渋谷区 西原３－１－４　バインズ代々木上原　１０１ 飲食店

O・KI・DO・KI 代々木上原店 渋谷区 西原３－１１－５　１Ｆ ショッピング

焼肉処 カルネ 渋谷区 西原３－１１－９　蜂章ビルＢ１Ｆ 飲食店

GALLERY AELU 渋谷区 西原３－１２－１４　西原ビル　１Ｆ ショッピング

RESTAURANT AELU 渋谷区 西原３－１２－１４　西原ビル　１Ｆ 飲食店

hairsalonATOMS 渋谷区 西原３－１４－１　皆川ビル　１０３ 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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kaiki 渋谷区 西原３－１７－１１　ＩＲビル　Ｂ１ 飲食店

グーイタリアーノ　代々木上原店 渋谷区 西原３－２－２　久保田ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり家 すみれ 代々木上原店 渋谷区 西原３－２－４　フロンティア代々木上原　１
Ｆ 飲食店

蔦 渋谷区 西原３－２－４　フロンティア代々木上原　Ｂ
１ 飲食店

月のヒ 渋谷区 西原３－２－４Ｂ１０　ビル　１Ｆ サービス

トラットリア522 渋谷区 西原３－２０－５　ファーストパティオ１Ｆ 飲食店

mujina BAR 渋谷区 西原３－２０－５　ファーストパティオＢ１Ｆ 飲食店

按田餃子 渋谷区 西原３－２１－２ 飲食店

炭火串焼 ふく 渋谷区 西原３－２３－４ 飲食店

割烹山形 渋谷区 西原３－２３－５ 飲食店

GAIA代々木上原店 渋谷区 西原３－２３－６　プラド　１Ｆ ショッピング

とりや 渋谷区 西原３－２３－９ 飲食店

Room hair代々木上原店 渋谷区 西原３－２４－１０　ＰＤビル　１Ｆ サービス

BARNAKAGAWA 渋谷区 西原３－２５－５　ファインビル　１Ｆ　Ｂ 飲食店

すし 久遠 渋谷区 西原３－２９－８ 飲食店

鉄板焼Note 渋谷区 西原３－３－１　アラキビル　Ｂ１ 飲食店

アンティ－ク・リユ－ス きのとり 渋谷区 西原３－４－２　紅谷ビル　１Ｆ ショッピング

アトリエフジタ 渋谷区 西原３－４－３　アミティ代々木上原　２Ｆ 飲食店

Burnish 渋谷区 西原３－５－４　１Ｆ ショッピング

どろまみれ 代々木上原店 渋谷区 西原３－７－５　渡部ビル　２０１ 飲食店

GMTFACTORY 渋谷区 西原３－８－５　アコルデ代々木上原Ａ－２０
２ ショッピング

リトルマーメイド 代々木上原店 渋谷区 西原３－８－５　アコルデ代々木上原内 飲食店

銀座コージーコーナー　アコルデ代々木上原 渋谷区 西原３ー８－５ 飲食店

渋谷鳥ぶらん 渋谷区 道玄坂１－１０－１　Ｂ１Ｆ 飲食店

北新地鳥屋渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１０－７　五島育英会ビル　１Ｆ 飲食店

Abbot’sChoice渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１１－１　大番ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼きホルモン哲 渋谷区 道玄坂１－１１－１　第２大番ビル２０１ 飲食店

エスグロッソ 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォースワンビル１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご 渋谷南口店 渋谷区 道玄坂１－１１－３　フォースワンビル２Ｆ 飲食店

七甲山渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１１－６　第二大番ビル　２Ｆ 飲食店

DIAMOND EYES 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１２－１　渋谷マークシティＷＥＳ
Ｔ　１Ｆ サービス

つばめグリル　渋谷マークシティ 渋谷区 道玄坂１－１２－３　マークシティイースト　
Ａ４０１ 飲食店

リンツショコラブティック渋谷マークシティ 渋谷区 道玄坂１－１２－３　渋谷マークシティ　４Ｆ 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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梅丘寿司の美登利 渋谷区 道玄坂１－１２－３　渋谷マークシティイース
ト　４Ｆ 飲食店

ジェルフラワー 渋谷マークシティ店 渋谷区 道玄坂１－１２－５　渋谷マークシティＷＥＳ
Ｔ１Ｆ ショッピング

メーカーズシャツ鎌倉渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１２－５　渋谷マークシティウエス
ト　４Ｆ ショッピング

和幸マークシティ　渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１２－５　渋谷マークシティウエス
ト内　４Ｆ 飲食店

房総ホルモン 道玄坂基地 渋谷区 道玄坂１－１３－１　Ｍビル　２Ｆ 飲食店

広瀬 渋谷区 道玄坂１－１３－２　ＭＭビル２Ｆ 飲食店

旬彩料理てん 渋谷区 道玄坂１－１５－１０　万字ビルＢ１Ｆ 飲食店

ひない小町　渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１５－１１　龍昌ビル　１Ｆ 飲食店

ロッキ－馬力屋 渋谷区 道玄坂１－１５－３　プリメ－ラ道玄坂　１０
３ 飲食店

バッハ 渋谷区 道玄坂１－１５－９ 飲食店

おじゃったもんせ 渋谷区 道玄坂１－１７－１２　野々ビル　１Ｆ 飲食店

UeCONA渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１７－９　ヴェラハイツ道玄坂　Ｂ
１Ｆ 飲食店

CARBON 渋谷区 道玄坂１－１９－１０　Ｊ１ビル　２Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂１－１９－１０　ＪＩビル１Ｆ 飲食店

あっとめいし 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－１９－１３　トップヒル並木　１Ｆ ショッピング

Bootleg 渋谷区 道玄坂１－１９－６　道玄坂ＯＫビル　２Ｆ 飲食店

瓢斗 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－２－３　東急プラザ渋谷店 飲食店

FIGLI 渋谷区 道玄坂１－２２－１２　和孝渋谷ビル１Ｆ 飲食店

FIRST 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－２２－１２　和孝渋谷ビル９Ｆ サービス

MITSUKI 渋谷区 道玄坂１－２２－１２　長島第一ビル　Ｂ１ ショッピング

EVESHIBUYAEKIMAE 渋谷区 道玄坂１－３－１　渋谷駅前会館 飲食店

フレッシュオーワダ 渋谷区 道玄坂１－３－１　渋谷駅前会館　１Ｆ ショッピング

黄金屋 渋谷店 渋谷区 道玄坂１－３－１１　一番ビルＢ１Ｆ 飲食店

IGU＆PEACE 渋谷区 道玄坂１－５－２　渋谷ＳＥＤＥ　４Ｆ 飲食店

渋谷タロス 渋谷区 道玄坂１－５－２　渋谷ＳＥＤＥビル　１Ｆ 飲食店

VIN 渋谷区 道玄坂１－５－７ 飲食店

焼肉ナルゲ 渋谷区 道玄坂１－５－９　２Ｆ 飲食店

炭焼酒場小倉山 渋谷区 道玄坂１－５－９　ザ・レンガビル１Ｆ 飲食店

カフェ1采 渋谷区 道玄坂１－５－９　レンガビル１Ｆ 飲食店

鳥竹 渋谷区 道玄坂１－６－１ 飲食店

Bar CEP－DOR 渋谷区 道玄坂１－６－３　パールビル　２Ｆ 飲食店

牛ホルモンと鮮魚牛富屋 渋谷区 道玄坂１－６－３　道玄坂パールビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

くれおーる道玄坂1丁目店 渋谷区 道玄坂１－６－４ 飲食店
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バグース 渋谷区 道玄坂１－６－５　クキビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉 龍 渋谷区 道玄坂１－６－７ 飲食店

焼魚食堂 渋谷区 道玄坂１－７－１　グローリアビル２Ｆ 飲食店

Parfaiteria beL 渋谷区 道玄坂１－７－１０　新大宗ソシアルビル　３
Ｆ 飲食店

AUBEhairgran渋谷2号店 渋谷区 道玄坂１－９－１　梅山ビル　３Ｆ サービス

料理人のいる魚屋　ガシラ 渋谷区 道玄坂１丁目１９－５　 飲食店

SHIBUYA　FROMAGE　倶楽部 渋谷区 道玄坂２－１０－１　１Ｆ 飲食店

鶏豚きっちん 渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－１０－１０ 飲食店

オトコネイル 渋谷店 渋谷区 道玄坂２－１０－１０　８Ｆ サービス

リフレ－テ道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－１０－１２ サービス

ラウンジ アイラッシュ 渋谷本店 渋谷区 道玄坂２－１０－１２　スヤマビル　７Ｆ サービス

ハヌリ渋谷店 渋谷区 道玄坂２－１０－１３　２Ｆ 飲食店

ステーキロッヂ 渋谷区 道玄坂２－１０－１３　成瀬ビル１Ｆ 飲食店

ビストロバルデサリータ 渋谷区 道玄坂２－１０－７　新大宗ビル２号館 飲食店

cabin 渋谷区 道玄坂２－１６－１９　都路ビル１０１ 飲食店

TRU eyelash 渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－１６－３　高葉屋ビル　７Ｆ サービス

花菱 渋谷区 道玄坂２－１６－７　花菱ビル 飲食店

STARS渋谷 渋谷区 道玄坂２－１６－７　花菱ビル８Ｆ サービス

肉屋HOT48 渋谷区 道玄坂２－１８－５　田中ビル　１Ｆ 飲食店

Reality 渋谷区 道玄坂２－１８－７　ヴィラ・フルーデリー　
２Ｆ 飲食店

たれ焼肉金肉屋渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－１９－２ 飲食店

串徳 渋谷区 道玄坂２－１９－３　ライオンズマンション　
１０２ 飲食店

ロブスター＆シャンパンEbizo 渋谷区 道玄坂２－１９－３　ライオンズマンション１
０４ 飲食店

ジンギスカン羊一渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２０－９　道玄坂柳光ビル　１Ｆ 飲食店

PLUTON 渋谷区 道玄坂２－２３－１０　渋谷ランドビル　４Ｆ サービス

春秋　文化村通り店 渋谷区 道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル　１
Ｆ 飲食店

鉄板焼　天　渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル　２
Ｆ 飲食店

魚山亭渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル２Ｆ 飲食店

bed 渋谷区 道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー　２Ｆ 飲食店

本格炭火焼鳥たくみ 渋谷区 道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー３階 飲食店

台湾料理故宮 渋谷区 道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー４Ｆ 飲食店

匠文化村店 渋谷区 道玄坂２－２３－１４　道玄坂２２５ビルＢ１
Ｆ 飲食店

LADUREE 渋谷松濤 渋谷区 道玄坂２－２４－１ 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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明洞タッカルビ渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２５－１０　ベニー清建ビル３Ｆ 飲食店

R∴EVOL 渋谷区 道玄坂２－２５－１０　小田原屋ビル６Ｆ サービス

TACOBELL 渋谷道玄坂店 渋谷区 道玄坂２－２５－１４　カネダイビル　１Ｆ 飲食店

壁の穴 渋谷道玄坂小路本店 渋谷区 道玄坂２－２５－１７　カスミビル　１Ｆ 飲食店

渋谷 大人のハンバ－グ 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル　２Ｆ　Ａ 飲食店

焼肉 台所家 渋谷本店 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

魚真渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２５－５　島田ビル１Ｆ 飲食店

渋谷焼肉金剛園 渋谷区 道玄坂２－２５－７　プラザ道玄坂２Ｆ 飲食店

GLORY 渋谷区 道玄坂２－２５－７　大林ビル　Ｂ１ サービス

月世界 渋谷区 道玄坂２－２６－５　ひまわりビル１Ｆ 飲食店

シブヤバル209 渋谷区 道玄坂２－２８－１　椎津ビル　１Ｆ 飲食店

アジアンバル209 渋谷区 道玄坂２－２８－１　椎津ビル　２Ｆ 飲食店

FREEVE 渋谷区 道玄坂２－２８－４　井門ビル　１・２・３Ｆ サービス

shopcosicosi 渋谷区 道玄坂２－２９－１８　サイトウ第二ビル　１
Ｆ ショッピング

吾照里　渋谷本館 渋谷区 道玄坂２－２９－１８　才藤第２ビル　３Ｆ 飲食店

珈琲茶館 集 プレミアム渋谷駅前店 渋谷区 道玄坂２－２９－３　道玄坂共同ビル　１・２
Ｆ 飲食店

ダーツハイブ 渋谷店 渋谷区 道玄坂２－２９－５　ザ・プライム３Ｆ ショッピング

LIVINGROOMCAFE by e＋ 渋谷区 道玄坂２－２９－５　渋谷プライム　５Ｆ 飲食店

すしざんまい 渋谷道玄坂店4F 渋谷区 道玄坂２－２９－８　道玄坂センタービル　４
Ｆ 飲食店

串焼専門左五右衛門 渋谷区 道玄坂２－２９－８　道玄坂センタービル４Ｆ エンターテイメン
ト

ロクシタンカフェ渋谷店テラス・ド・プロヴ 渋谷区 道玄坂２－３－１　渋谷駅前ビル　２〜３Ｆ 飲食店

カプリス 渋谷区 道玄坂２－６－１１　鳥升ビルＢ１Ｆ 飲食店

おにぎり＆BARひろ松 渋谷区 道玄坂２－６－１２　ＳＳビル２Ｆ 飲食店

アイマジック渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－１４　ＨＹビル５Ｆ サービス

DOORE 渋谷区 道玄坂２－６－１５　鈴井ビル４Ｆ サービス

パンダレストラン 渋谷区 道玄坂２－６－１６ 飲食店

築地　寿司清　渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－１７ 飲食店

とんちゃん渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－２　藤山恒産ビル３Ｆ 飲食店

とんちゃん渋谷店 渋谷区 道玄坂２－６－２　藤山恒産道玄坂ビル２Ｆ 飲食店

山城屋　庄藏 渋谷区 道玄坂２－６－４　２Ｆ 飲食店

神戸焼肉かんてき渋谷HANARE 渋谷区 道玄坂２－６－７　４Ｆ 飲食店

お好み焼き鉄板焼呑兵衛 渋谷区 道玄坂２－６－７　ＴビルＢ１Ｆ 飲食店

ワインバーhiro 渋谷区 道玄坂２－６－７　道玄坂Ｔビル　２Ｆ 飲食店

焼き鳥 陀らく 渋谷区 道玄坂２－６－８　２Ｆ 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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餃子研究所 渋谷区 道玄坂２－７－１　１Ｆ　Ｂ１ 飲食店

神戸焼肉かんてき渋谷店 渋谷区 道玄坂２－７－６ 飲食店

庵GURI55－66 渋谷区 道玄坂２－８－１　Ｂ－大和田１Ｆ 飲食店

英鮨　第二渋谷店 渋谷区 道玄坂２－８－５ 飲食店

吟味 焼肉 じゃんか 道玄坂 渋谷区 道玄坂２－９－１０　松本ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉 寿亭 渋谷区 道玄坂２－９－２ 飲食店

ラムしゃぶ金の目渋谷店 渋谷区 道玄坂２－９－２　３Ｆ 飲食店

富山×居酒屋 ヨイチャベ 渋谷区 道玄坂２－９－２　正実ビル　２Ｆ 飲食店

crescentEye渋谷店 渋谷区 道玄坂２－９－４　加藤ビル　３Ｆ サービス

カフェベルチュ 渋谷区 道玄坂２丁目６－１１　鳥升ビル５Ｆ 飲食店

牡蠣海鮮かいり 渋谷区 道玄坂２丁目６－１５　鈴井ビル２Ｆ 飲食店

魚串　鬼おろし 渋谷区 道玄坂２丁目８－８　コスモ渋谷館１階 飲食店

アデニア 渋谷区 鉢山町１－７ 飲食店

Teafanny 渋谷区 鉢山町１３－１６ 飲食店

THE ROSE 渋谷区 鉢山町１３－１６　１Ｆ 飲食店

レガロ 渋谷区 鉢山町１４－２　代官山フラット１Ｆ 飲食店

ボンポワン代官山ブティック 渋谷区 鉢山町１４－７ ショッピング

マダム・トキ 渋谷区 鉢山町１４－７ 飲食店

ニーディックテキスタイル 渋谷区 鉢山町１５－２ ショッピング

RISTORANTE YAGI 渋谷区 鉢山町１５－２　プラザ１０００代官山Ｂ１ 飲食店

モンスーンカフェ 代官山 渋谷区 鉢山町１５－４ 飲食店

room306CONTEMPORARY 渋谷区 鉢山町１５－５　セダストーンヴィラ　１Ｆ ショッピング

メゾン・ド・スリジェ 渋谷区 鉢山町２－２　 飲食店

なかふく 渋谷区 鉢山町２－４　冨沢ビル１Ｆ 飲食店

kaze 渋谷区 鶯谷町１２－３　フロ－ラ代官山　１０４ サービス

walking panda 渋谷区 鶯谷町２－８　グランバレ－代官山　Ｂ１Ｆ 飲食店

TETRO 渋谷区 鶯谷町４－１　アバヴ渋谷　３Ｆ サービス

umber 渋谷区 鶯谷町５－１　やまとビル　１Ｆ サービス

27 MCM 渋谷区 鶯谷町６－５　メグミビル１Ｆ 飲食店

REISM STAND 渋谷区 鶯谷町６－６　グリ－ンハイツ鶯谷　２Ｆ 飲食店

とり茶太郎 渋谷区 鶯谷町７－１２ 飲食店

Schema hair 渋谷区 鶯谷町７－１２ サービス

Stand 渋谷区 鶯谷町８－１１ サービス
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