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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

かねいし 品川区 上大崎１－１－１４　白金トーウカンキャス
ティール２Ｆ 飲食店

石鍋のぐち 品川区 上大崎１－１２－１１ 飲食店

個室居酒屋燻製工房目黒店 品川区 上大崎２－１２－７　目黒Ｉ－Ｎビル　６Ｆ 飲食店

日本海 目黒店 品川区 上大崎２－１３－２ 飲食店

目黒の和食さとう 品川区 上大崎２－１３－２６　メイプルトップビル　
Ｂ１ 飲食店

Dear Bear 目黒店 品川区 上大崎２－１３－２９　１Ｆ ショッピング

ネイルサロン パリス 品川区 上大崎２－１３－２９　ルミエ－ル上大崎　１
００２ サービス

O－LAND 品川区 上大崎２－１３－３５　ＫＩビルディング　６
０１、６０２ サービス

Michelle by afloat目黒 品川区 上大崎２－１３－４１ サービス

焼肉稲田 品川区 上大崎２－１３－４５　ラスト・リンク 第Ⅲビ
ル２Ｆ 飲食店

鳥しき 品川区 上大崎２－１４－１２ 飲食店

スタミナ串焼き仲垣 品川区 上大崎２－１４－３　三笠ビル　２Ｆ 飲食店

ホルモン関西 品川区 上大崎２－１４－３　三笠ビルＡ　２Ｆ 飲食店

焼肉市場めぐろや 品川区 上大崎２－１５－１ 飲食店

新感覚理容室LINK 品川区 上大崎２－１５－１４　高木ビル７Ｆ サービス

アイラッシュリゾートカハラ目黒店 品川区 上大崎２－１５－１５　伊多喜ビル　６Ｆ　Ａ サービス

餃子酒場 品川区 上大崎２－１５－１８ 飲食店

Neolive Butterfly 品川区 上大崎２－１５－１８　目黒東豊ビル　３Ｆ サービス

食楽太太太 品川区 上大崎２－１５－２　目黒ビジネスマンション
　Ｂ１Ｆ 飲食店

紀州備長炭串焼とり彦 品川区 上大崎２－１５－２　目黒ビジネスマンション
Ｂ１Ｆ 飲食店

CASUALBARDON’TCRY 品川区 上大崎２－１５－５　長者丸ビル　１０５ 飲食店

花見鮨 品川区 上大崎２－１６－２ 飲食店

はんこ屋さん21 目黒店 品川区 上大崎２－１７－３ ショッピング

soltron japan 目黒 品川区 上大崎２－１７－３　北斗目黒ビル３Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご目黒店 品川区 上大崎２－１７－４　美都ビル１Ｆ 飲食店

ジャン・クロード・ビギン 目黒店 品川区 上大崎２－１８－２１　エスペランサ中目黒　
Ｂ１Ｆ サービス

ビストロカニッシュ 品川区 上大崎２－１８－２５　目黒三田フラワーマン
ション　１０１ 飲食店

信濃屋 目黒店 品川区 上大崎２－２１－１３　目黒ペアシティ　１Ｆ ショッピング

トラットリアイタリア 目黒店 品川区 上大崎２－２４－１　アクティ目黒駅前　１Ｆ 飲食店

シレーナ株式会社 品川区 上大崎２－２４－１０　島田ビル　２Ｆ ショッピング

パースィート 品川区 上大崎２－２４－１８　ストーク内　２Ｆ サービス

ラヴァブル 品川区 上大崎２－２４－１９　東和ビル　３Ｆ サービス
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タパス＆タパス　目黒店 品川区 上大崎２－２５－５　久米ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

なっぱごちそう 品川区 上大崎２－２６－５　メグロ－ド　Ｂ１ 飲食店

アーゴ エ フィーロ 品川区 上大崎２－２６－５　メグロード１０２ ショッピング

和創作太 品川区 上大崎２－２６－５　メグロードビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

あんなgaきっちん 品川区 上大崎２－２６－５　メグロードビル１Ｆ 飲食店

大衆ビストロジル 目黒店 品川区 上大崎２－２６－５　メグロードビルＢ１Ｆ 飲食店

TRUNK 品川区 上大崎２－２７－１　サンフェリスタ目黒　１
０４ 飲食店

和創作酔太 品川区 上大崎２－２７－１　サンフェリスタ目黒　１
Ｆ 飲食店

ホルモン道場 闇市倶楽部 品川区 上大崎２－２７－１　サンフェリスタ目黒　Ｂ
－１１０ 飲食店

酒場シナトラ　目黒店 品川区 上大崎２－２７－１　サンフェリスタ目黒Ｂ１
Ｆ 飲食店

珈琲茶館集 目黒店 品川区 上大崎２－２７－３　武本ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

モッズ・ヘア 目黒店 品川区 上大崎２－２７－３　目黒駅前山田ビル サービス

本場四川料理 龍門 目黒店 品川区 上大崎２－２７－３　目黒駅前山田ビルＢ１ 飲食店

トラットリアデッラランテルナマジカ 品川区 上大崎２－９－２６　Ｔ＆Ｈメモリィ　１Ｆ 飲食店

焼肉　翠苑 品川区 上大崎２ー１６－４　甲陽ビル　３Ｆ 飲食店

GASSE 品川区 上大崎２丁目２５－１２みすずビル５階 飲食店

ディンズメグロテン 品川区 上大崎３－１－１　セントラルスクエア　１Ｆ 飲食店

目黒魚金 品川区 上大崎３－１－１　目黒セントラルスクエア１
Ｆ 飲食店

TOKYODREAM 品川区 上大崎３－１－１　目黒セントラルスクエア１
Ｆ 飲食店

林屋茶園目黒店 品川区 上大崎３－１－１　目黒セントラルスクエア商
業ゾーン１Ｆ１０３ ショッピング

BOSQUE 品川区 上大崎３－１－２　１Ｆ－１０８－３ 飲食店

ニュービストロガブリ目黒店 品川区 上大崎３－２－９　アクア目黒　Ｂ１Ｆ 飲食店

GONZO　目黒店 品川区 上大崎３－２－９　アクア目黒１Ｆ 飲食店

やきとり阿部 品川区 上大崎３－３－４　ＭＩＹＵＫＩＨＯＵＳＥ　
１Ｆ 飲食店

アマーリエ 品川区 上大崎３－３－４　ＭＩＹＵＫＩＨＯＵＳＥ２
Ｆ 飲食店

とんかつ目黒こがね 品川区 上大崎３－３－４　ヤマヒロビル　１Ｆ 飲食店

遊旬こだま 品川区 上大崎３－４－４　メゾンライト　１Ｆ 飲食店

La maison d’ami 品川区 上大崎３－４－９　セイワビル１０２ 飲食店

鮨立 品川区 上大崎３－６－１　工藤マンション　１Ｆ 飲食店

unleash 品川区 上大崎４－３－７　ソレイユ目黒１Ｆ サービス

Her hair salon 品川区 上大崎４－５－２６　マンション雅叙苑　４－
５０５ サービス

SHE meguro 品川区 上大崎４－５－３１ 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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ユニフォームスタジオ株式会社 品川区 中延１－２－８ ショッピング

Laughile 品川区 中延３－１３－１０ サービス

サンタフェ 品川区 中延３－１３－７ 飲食店

ゼル 中延 品川区 中延４－５－３　智勇第一ビル サービス

モンソーフルール　中延店 品川区 中延４－５－５ ショッピング

天心 品川区 中延４－６－２ 飲食店

ブルースタイル荏原町 品川区 中延５－１２－４　１Ｆ サービス

カゲンドラカフェ 品川区 中延５－２－８　サカウチビル１Ｆ 飲食店

焼肉萬友苑 品川区 中延５－７－９　葛巻ビル 飲食店

小室商店1 品川区 中延５－９－１３ ショッピング

丸正食品 大井町店 品川区 二葉１－１１－５ ショッピング

シリウス 品川区 二葉１－１７－２０　ピアセイコ－　Ｂ１Ｆ 飲食店

ROOM ART 松井 品川区 二葉３－２２－２ ショッピング

シティマーケット品川八潮 品川区 八潮５－２－２ ショッピング

Timeless cafe 品川区 勝島１－３－７　オ－ベルグランディオ品川勝
島　１Ｆ 飲食店

スエヒロ館　大井店 品川区 勝島２－１－２ 飲食店

THK 品川区 北品川１－１０－９ サービス

栄華楼　新館 品川区 北品川１－１３－１０　ストークビル　１Ｆ 飲食店

最高級食ぱん はせがわ 品川区 北品川１－２２－１９　オ－プンレジデンシア
品川　１Ｆ ショッピング

八百半商店 品川区 北品川１－２２－２１ ショッピング

ヘア－サロンごとう 品川区 北品川２－１１－１ サービス

魚ミチ 品川区 北品川２－１１－１１ 飲食店

牧野 品川区 北品川２－１９－２ 飲食店

ZioN品川店 品川区 北品川２－２６－２０ サービス

中華居酒屋一品樓 品川区 北品川２－８－１１　シャトー北品川１０３ 飲食店

ソニーストア直営店 品川区 北品川５－１１－３　ソニー３号館ビル ショッピング

tea 品川区 北品川５－３－１－１０２　パークシティ大崎
ザ・タワー サービス

博多もつ鍋やまや 大崎ブライトタワー店 品川区 北品川５－６－１　大崎ブライトタワー　２Ｆ 飲食店

レストラン ラ・カンサトゥ－ル 品川区 北品川６－７－２９　ガ－デンシティ－品川御
殿山　１Ｆ 飲食店

bistroLeSept 品川区 南品川２－１０－６ 飲食店

コージ コルディアーレ 品川区 南品川２－１７－１８　３Ｆ 飲食店

焼肉おもに 品川区 南品川２－１７－２７　三井南品川ハイツ　１
０１号 飲食店

レストラン ティンカーベル 品川区 南品川２－１７－２７－１０５　三井南品川ハ
イツ 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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餃子酒場 青物横丁店 品川区 南品川２－７－１５ 飲食店

旬の魚と野菜の店 てっぺい 品川区 南品川２－７－１７　鈴屋ビル　１Ｆ 飲食店

アイトー 品川区 南品川２－７－８ ショッピング

スパゲッティハウスオリーブ 品川区 南品川２丁目７－１２　 飲食店

やきとり家すみれ 青物横丁店 品川区 南品川３－５－３　山崎ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉広場ドラゴン 品川区 南品川３－５－８　ＭＡビル 飲食店

ハマ－カフェ 品川区 南品川３－６－２７ 飲食店

キッチン哲 品川区 南品川４－４－３ 飲食店

櫻井精肉店 品川区 南品川４丁目１８－１４　 ショッピング

わいの粉 品川区 南品川５－４－２ 飲食店

ビストロDRA－1 品川区 南品川６－１１－２７　ガ－デンプラザ　１Ｆ 飲食店

餃子酒場 大井町店 品川区 南品川６－１９－８ 飲食店

キレイノ箱 品川区 南品川６丁目７－２４ サービス

まき村 品川区 南大井３－１１－５　ＭＡＫＩＭＵＲＡＢＬＤ
１Ｆ 飲食店

お座敷洋食入舟 品川区 南大井３－１８－５ 飲食店

炭火焼鳥 美福 品川区 南大井３－２４－１０　オリエンタル大森　１
Ｆ 飲食店

や台ずし 大森海岸駅前町 品川区 南大井３－３０－９　なあ・ま成岩 飲食店

松乃鮨 品川区 南大井３－３１－１４ 飲食店

カミナ 美容室 品川区 南大井６－１７－１８　フルレジデンスカミナ
　１Ｆ サービス

韓国家庭料理 鍋と焼肉 草思庵チャング 品川区 南大井６－１７－７ 飲食店

ピッツェリア ジョイヤ 品川区 南大井６－２４－１　セブンスターマンション
１０５ 飲食店

鉄板串・燻製MOKU 品川区 南大井６－２５－１３　アスティル大森ビル　
１・２Ｆ 飲食店

サロンド u プログレ店 品川区 南大井６－２６－２　ベルポートＢ館　１Ｆ サービス

中納言 東京大森ベルポート店 品川区 南大井６－２６－２　大森ベルポートＢ館　２
Ｆ 飲食店

蘭免ん大森ベルポート店 品川区 南大井６－２６－２　大森ベルポートＣ館１Ｆ 飲食店

焼肉乙ちゃん大森ベルポート店 品川区 南大井６－２６－２　大森ベルポートＤ館２Ｆ 飲食店

サロン・ド・ユー ベルポート店 品川区 南大井６－２６－３　大森ベルポートＤ　１Ｆ サービス

Neolive sign 品川区 南大井６－２８－１ サービス

ゼル 大森東口店 品川区 南大井６－２８－８　東ビル　２Ｆ サービス

SALVATORECUOMO＆BAR大井 品川区 大井１－１－１　アトレ大井町２　２Ｆ 飲食店

珈琲館大井町店 品川区 大井１－１－１６　オーイ　１Ｆ 飲食店

インドネパール料理シバ 品川区 大井１－１－６ 飲食店

大井町西口ホルモン肉力屋 品川区 大井１－１１－１０ 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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とりいちず大井町西口店 品川区 大井１－１１－３　２Ｆ 飲食店

Neolive Nico 品川区 大井１－１１－４　大井ガスビル　２Ｆ サービス

理髪一番 大井店 品川区 大井１－２－２０ サービス

お江戸鎧せんべい 岩本米菓 品川区 大井１－２０－１３　１Ｆ 飲食店

t－undertaachi 品川区 大井１－２４－１０　ＫｏＡビル１Ｆ サービス

軍鶏チュー 品川区 大井１－２５－３　シティハイツ大井町１Ｆ 飲食店

炭火焼肉酒家 びっくりや 品川区 大井１－２７－６ 飲食店

玉寿司 品川区 大井１－４２－７ 飲食店

Helianthus 品川区 大井１－４３－２　スカイビル１Ｆ サービス

トゥットソーレ 品川区 大井１－４９－１２　（株）ラ・チャウ内 飲食店

焼肉ヴィクトリー 品川区 大井１－５０－１５　桜井ビル　１Ｆ 飲食店

Little Wish 大井町店 品川区 大井１－５３－３　Ｍ－ＧＡＴＥ　２Ｆ サービス

アンルミエール 品川区 大井１－５３－９　第一柳ビル　１Ｆ サービス

中国酒家 多聞天 品川区 大井１－５５－３ 飲食店

miichi by t－under 品川区 大井２－２２－１３　ビブレイン大井　１Ｆ サービス

燻製kitchen 品川区 大井３－４－８ 飲食店

ひろせ 品川区 大井４－１－２ 飲食店

バルザル大井町店 品川区 大井４－３－１　ヴィアイン大井町　１Ｆ 飲食店

arcoビューティコート 品川区 大井４－３－１　ヴィアイン東京大井町　２Ｆ サービス

麻布茶房大崎ゲートシティ店 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティ１Ｆ 飲食店

第一園芸 ゲートシティ大崎店 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティプラザ　１Ｆ ショッピング

マーノ・マッジョ　大崎 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティプラザ　３Ｆ 飲食店

ラ・メゾンアンソレイユターブル　大崎 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティ大崎　Ｂ１Ｆ 飲食店

梅蘭 ゲートシティ大崎店 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティ大崎２Ｆ 飲食店

GreenPhadThai　大崎 品川区 大崎１－１１－１　ゲートシティ大崎ウエスト
タワー　Ｂ１Ｆ 飲食店

パタゴニア 東京・ゲートシティ大崎 品川区 大崎１－１１－１，２　ゲートシティ大崎 ショッピング

インドレストランAHILYA大崎店 品川区 大崎１－１１－５　ゲートシティ大崎１Ｆ 飲食店

幸楽 品川区 大崎１－１９－９ 飲食店

鮮魚・釜飯　ヒカリ屋　大崎ニューシティ店 品川区 大崎１－６－４　大崎ニューシティ　２Ｆ 飲食店

大崎ギフトゲート 品川区 大崎１－６－５　オオサキ・ニューシティ内 ショッピング

鮨処　銀座福助　大崎店 品川区 大崎１－６－５　大崎ニューシティ　２Ｆ 飲食店

L－plume 品川区 大崎１－６－５　大崎ニューシティ　２Ｆ サービス

和幸　大崎店 品川区 大崎１－６－５　大崎ニューシティ内　２Ｆ 飲食店

アイリッシュパブ　ザ　シャノンズ 品川区 大崎１丁目１１－６　ゲ－トシティ大崎別棟Ｂ
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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博多もつ鍋やまや 大崎店 品川区 大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　１Ｆ 飲食店

フットニック 大崎店 品川区 大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　１Ｆ 飲食店

レミルフォイユ ドゥ リベルテ大崎店 品川区 大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　２Ｆ ショッピング

楽市　ThinkPark店 品川区 大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅ
ｒ　１Ｆ 飲食店

COMPHO　大崎シンクパーク店 品川区 大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅ
ｒ　１Ｆ 飲食店

Z旭屋 品川区 大崎２－６－１６ ショッピング

LAMPE 品川区 大崎２－７－１３　ムーンハイツ　１Ｆ サービス

くあるた 品川区 大崎２－７－１４　舘野マンション　１Ｆ 飲食店

Baguedeux 品川区 大崎２－９－１　ＳＢ１０２ サービス

if 品川区 大崎３－１－５　ルミネ五反田第二　１０１ サービス

BlueHole 品川区 大崎３－５－２　エステージ大崎　１１４ サービス

ビストロsasaya大崎店 品川区 大崎３－６－１７　ニュー大崎ビル２０５ 飲食店

匠 大崎店 品川区 大崎３－６－１７　ニュー大崎ビル２Ｆ 飲食店

日本海 海の華 品川区 大崎３－６－３０　高野ビル 飲食店

日本海 大崎店 1F 品川区 大崎３－６－９ 飲食店

萬寿野 品川区 大崎３－７－１４ 飲食店

東京ガスライフバル品川／目黒 品川区 大崎４－２－４　カンドー大崎ビル ショッピング

アミティエ 品川区 大崎５－６－１１　ブリリアンス五反田　１０
１ サービス

YELL ANNEX 品川区 大崎５－６－１２　大崎ＭＰビル２０１ サービス

ブルックリンダイナー五反田店 品川区 大崎５－７－１４　五反田ロイヤルハイツ　１
０４ 飲食店

ポ－モンコン 品川区 大崎５－７－１４　五反田ロイヤルハイツ　１
０５－２ 飲食店

クイーンズワイン 品川区 小山１－８－６ ショッピング

Eme 品川区 小山３－１１－２　１Ｆ 飲食店

de bon coeur 武蔵小山本店 品川区 小山３－１１－２　１Ｆ 飲食店

La TRIPLETTA 品川区 小山３－１３－１２　今井ビル　１Ｆ 飲食店

奄美 品川区 小山３－１３－４ 飲食店

日山 武蔵小山店 品川区 小山３－１５－１－１０５ ショッピング

ブックスタマ 武蔵小山店 品川区 小山３－２１－１６ ショッピング

どすこい酒場玉海力武蔵小山店 品川区 小山３－２３－１０　Ｉビル　１Ｆ 飲食店

東京ミート酒場 武蔵小山店 品川区 小山３－２３－１８ 飲食店

ロレッタ 品川区 小山３－２３－２　タノン武蔵小山　２Ｆ サービス

武蔵小山神鶏 品川区 小山３－２４－１４ 飲食店

炙りま専科 品川区 小山３－２４－７ 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

7 / 15

[東京都東京都]



神戸鉄板長田いっしん武蔵小山店 品川区 小山３－２５－６ 飲食店

es hairmakespace＋des 品川区 小山３－２７－３　ＰＳビル　３Ｆ サービス

ペット・サウンズ・レコード 品川区 小山３－２７－３　ペット・サウンズ・ビル１
Ｆ ショッピング

フルーリストボンマルシェ 武蔵小山店 品川区 小山３－４－８　エトモ武蔵小山　１Ｆ ショッピング

サルヴァトーレクオモ＆バール　武蔵小山 品川区 小山３－６－１５　パークホームズ武蔵小山　
１Ｆ 飲食店

familii 品川区 小山３－６－６　ワールドパレス武蔵小山　１
０２ サービス

はんこ屋さん21武蔵小山店 品川区 小山４－５－５ ショッピング

J’aime． 品川区 小山５－１－７　Ｂ１ サービス

PastificioSugin 品川区 小山５－２２－７ 飲食店

イタリアンバル・DELMO 品川区 小山５－８－１８　１Ｆ 飲食店

センス 洗足店 品川区 小山７－１６－１　洗足池田屋ビル　１Ｆ サービス

BPJ’S 目黒店 品川区 小山台１－３３－９　トップ不動前　１Ｆ サービス

洋食工房陶花 品川区 平２－１８－３　１Ｆ 飲食店

東海菜館 戸越銀座店 品川区 平塚１丁目６－１８ 飲食店

珈琲館戸越銀座店 品川区 平塚２－１５－１３　坂本ビル１Ｆ 飲食店

三幸苑 品川区 平塚２－１５－１４ 飲食店

スペランツァ 品川区 平塚２－１６－１３　１Ｆ 飲食店

やきとり家竜鳳 戸越銀座店 品川区 平塚２－１６－３ 飲食店

J－ONE 品川区 平塚２－１７－１０　セゾン８８　２Ｆ サービス

ペットスマイル戸越銀座駅前店 品川区 平塚２－１７－１１　澤井ビル　１Ｆ ショッピング

Formaggio！！ 品川区 平塚２－１８－３　ファミール串田　２Ｆ 飲食店

ブルースタイル 戸越銀座店 品川区 平塚２－１８－４　ウエストコートマルオカ サービス

串焼しのぶ 品川区 平塚２丁目１６－１３ 飲食店

中国料理百番 品川区 戸越１－１５－１５ 飲食店

鶏＆デリ 品川区 戸越１－１６－８ 飲食店

タントンタン 品川区 戸越１－１７－１１　塚原ビル１Ｆ ショッピング

MAC 戸越銀座店 品川区 戸越１－１７－１３ ショッピング

ナマステ 戸越銀座店 品川区 戸越１－１７－９ 飲食店

Walnuts戸越店 品川区 戸越２－１－１ ショッピング

Zack 戸越店 品川区 戸越２－１－３　丸雄ビル１Ｆ ショッピング

田んぼのパン工房 米魂 品川区 戸越２－６－３　一元ヤビル　１Ｆ ショッピング

ネイルーク 品川区 戸越２丁目５－４黒川ビル２０２ サービス

CUE TOGOSHIKOEN 品川区 戸越６－１９－１４ サービス

きみ寿司 品川区 旗の台２－７－１１ 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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焼肉ホルモンかねや 品川区 旗の台２丁目４－３　 飲食店

美容室ガイア 品川区 旗の台３－１４－１ サービス

ナンカ堂 旗の台店 品川区 旗の台４－２－５ ショッピング

エスポア コモリ 品川区 旗の台４－６－１ ショッピング

旗の台うなぎ上松 品川区 旗の台５－１３－１１ 飲食店

ナチュラルエステティック　リズ 品川区 東中延１丁目１１－９　 サービス

美食酒家 花一 品川区 東中延２－１－１９ 飲食店

ブル－スタイル荏原中延店 品川区 東中延２－１－３　久保田ビル　１Ｆ サービス

あけの蕎 品川区 東中延２－６－１８ 飲食店

AtelierClairPARIS中延店 品川区 東中延２－６－１９ サービス

東京オイスターバー本店 品川区 東五反田１－１１－１７　日向ビル 飲食店

鶏々味鳥 品川区 東五反田１－１１－５－１０１　パルミー五反
田 飲食店

acrosshairdesign五反田店 品川区 東五反田１－１１－８　大阪屋ビル　３Ｆ サービス

大阪焼肉ホルモンふたご五反田東口店 品川区 東五反田１－１１－９　五洋ビル　１Ｆ 飲食店

新鮮ホルモンまるみち五反田店 品川区 東五反田１－１２－４ 飲食店

本格派焼肉白石家 品川区 東五反田１－１２－５　秀栄ビル　１Ｆ 飲食店

Yoshi’sHigh 品川区 東五反田１－１２－９　イルヴィアーレ五反田
ビル６Ｆ 飲食店

キョウダイマーケット 品川区 東五反田１－１３－１２　ＣＯＩ五反田ビル　
６０１ ショッピング

自遊空間五反田東口店サインレス 品川区 東五反田１－１３－３　デュロス五反田　４・
５Ｆ 飲食店

チャコールグリル山武商店 品川区 東五反田１－１３－３　デュロス五反田ビル１
Ｆ 飲食店

東京とろろそば五反田 品川区 東五反田１－１４－１１ 飲食店

大山飯店 駅前店 品川区 東五反田１－１４－１４　北原ビル　３Ｆ 飲食店

銀だこHB横丁 五反田店 品川区 東五反田１－１４－２ 飲食店

すしやの馬太郎 品川区 東五反田１－１５－４ 飲食店

炭火串焼こうめさん 品川区 東五反田１－１６－１０　光美ビル　１Ｆ 飲食店

BARLEY VILLAGE 品川区 東五反田１－１６－３ＥＡＳＴビル１Ｆ 飲食店

焼鳥しょうちゃん五反田店 品川区 東五反田１－１６－９　フェニックスビル　１
Ｆ 飲食店

SUSHI TOKYO 81 品川区 東五反田１－２０－９ 飲食店

岡崎写真館 品川区 東五反田１－２１－９ ショッピング

セブショールーム 品川区 東五反田１－２４－１１　アクシルコート　１
Ｆ ショッピング

美容室アンジー五反田店 品川区 東五反田１－２５－１２　１Ｆ サービス

江戸前串 やらいでか 品川区 東五反田１－６－１　結城ビル１Ｆ 飲食店

Rehaircare 品川区 東五反田１－６－１２　永野ビル　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

9 / 15

[東京都東京都]



やきとり家 すみれ 五反田店 品川区 東五反田２－２－１６　富久屋ニッカ共同ビル
　１Ｆ 飲食店

魚金五反田店 品川区 東五反田２－２－２　松楽ビルＢ１Ｆ 飲食店

香龍園 品川区 東五反田２－２－５　シンワビル 飲食店

梨の家 五反田 品川区 東五反田２－３－１０ 飲食店

Lanterne Rouge 品川区 東五反田２－３－２　ＩＭ五反田ビル　Ｂ１ 飲食店

FARIL 品川区 東五反田２－７－１１　東都ビル　１０１ サービス

びすとろUOKIN五反田店 品川区 東五反田２－８－８　ＦＬＥＺＩＯ五反田１Ｆ 飲食店

ぽるこ 品川区 東五反田２－９－７　ピロティ五反田　１０３ 飲食店

レストラン　ヌキテパ 品川区 東五反田３－１５－１９ 飲食店

HAIR PLACE 品川区 東五反田３－１６－４４　五反田山勝ビル　Ｂ
１Ｆ サービス

Atelier par LAMPE 品川区 東五反田３－１７－１２ サービス

リストランテアンジェロ 品川区 東五反田３－１７－２１　フェイム島津山 飲食店

食品工場GOTENYAMA 品川区 東五反田３－１７－９　菅澤ビル　１Ｆ 飲食店

JAK 品川区 東五反田４－１０－６　カスミハウス　１Ｆ ショッピング

レストラン パフューム 品川区 東五反田４－７－２９　ＮＫ五反田ビル　１Ｆ 飲食店

ACMILA 品川区 東五反田４－９－２　東五反田ＫＢビル　１Ｆ サービス

リリー 品川区 東五反田４－９－６　堀川ビル１Ｆ 飲食店

料理屋染川 品川区 東五反田５－２１－１３　新池田山マンション
　１Ｆ 飲食店

カグー 品川区 東五反田５－２１－１５２Ｃ ショッピング

apego 品川区 東五反田５－２４－８　ＹＭビル　１Ｆ ショッピング

山崎伊久江美容室五反田店 品川区 東五反田５－２５－１９ サービス

レミルフォイユ ドゥ リベルテ五反田本店 品川区 東五反田５－２７－２ ショッピング

珈琲茶館 集 五反田店 品川区 東五反田５－２７－６　第一五反田ビル　２Ｆ 飲食店

バーブラスト 品川区 東五反田５－２７－６　第一五反田ビルＢ１Ｆ 飲食店

SOLE五反田店 品川区 東五反田５－２８－１１　クレール五反田 サービス

QUATRE HAIR 品川区 東五反田５－２８－１１　クレール五反田　４
Ｆ サービス

とんちゃん五反田店 品川区 東五反田５－２８－１２　渡辺ボクシングジム
ビル２Ｆ 飲食店

WHAT CAFE 品川区 東品川２－１－１１　ハ－バ－プレミアムビル
　１Ｆ 飲食店

朝霞刀削麺天王洲アイル店 品川区 東品川２－２－２０　区画天王洲郵船ビル１０
１ 飲食店

サベラティッカビリヤニ 品川区 東品川２－２－２０　天王洲郵船ビル 飲食店

ピッツァサルヴァトーレクオモ 天王洲店 品川区 東品川２－２－４　天王洲ファーストタワー　
１Ｆ 飲食店

栄華楼 天王洲アイル店 品川区 東品川２－３－１０　シーフォートスクエア　
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
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カナピナ 天王洲アイル店 品川区 東品川２－３－１０　シーフォートスクエア２
Ｆ 飲食店

栄華楼 天王洲アイル2号店 品川区 東品川２－３－１０　天王洲シーフォートスク
エア　２Ｆ 飲食店

ザ・クルーズクラブ東京 品川区 東品川２－３－１６　シーフォートスクエア　
１Ｆ 飲食店

PIGMENT 品川区 東品川２－５－５　ＨａｒｂｏｒＯｎｅＢｌｄ
ｇ　１Ｆ ショッピング

東品川フォークランド 品川区 東品川３－２１－１３　ＪＵＮ東品川ビル ショッピング

葉月 品川区 東品川３－２３－１８ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご青物横丁店 品川区 東品川３－２４－２０　東品川シーサイドコー
ト１Ｆ 飲食店

阿里城品川シーサイド店 品川区 東品川４－１２－４　オーバルガーデンＢ　Ｂ
１Ｆ 飲食店

和幸シーサイドフォレスト　品川店 品川区 東品川４－１２－６　品川シーサイドフォレス
ト内　Ｂ１ 飲食店

アールビバン 品川区 東品川４－１３－１４　グラスキューブ品川　
５Ｆ ショッピング

ピッツェリア バッカムニカ 品川区 東大井１－３－１７　コーポマルイ　１１Ｆ 飲食店

そば会席 旧東海道 吉田家 品川区 東大井２－１５－１３ 飲食店

焼肉 しゃ楽 品川区 東大井２－２３－１ 飲食店

焼肉乙ちゃん 品川区 東大井２－５－１３　乙川ビル１Ｆ 飲食店

グローヴカフェアンドグリーン 品川区 東大井４丁目１４－１３　 飲食店

うまい鮨勘 大井町支店 品川区 東大井５－１－１２ 飲食店

クルン・サイアム大井町店 品川区 東大井５－１－１４　Ｋ－５２ 飲食店

炭火焼肉唐がらし 品川区 東大井５－１－９ 飲食店

創作イタリアンちゃぶっとりあ 品川区 東大井５－１０－１０　プライムアーバン大井
町２　１Ｆ 飲食店

すし仙 品川区 東大井５－１１－１０　ラ・コピエ大井町１Ｆ 飲食店

大衆肉酒場ゼニバ 品川区 東大井５－１４－１９　ＩＳＯＬＡ大井町１Ｆ 飲食店

大井町銭場精肉店 品川区 東大井５－１４－１９　ＩＳＯＬＡ大井町２Ｆ 飲食店

焼肉 まんたん 品川区 東大井５－１５－１　大里ビル　１Ｆ 飲食店

大衆ホルモン肉力屋大井町東口店 品川区 東大井５－１７－３　高山ビル　１・２Ｆ 飲食店

アイラッシュリゾートカハラ 大井町店 品川区 東大井５－１９－５　第十一下川ビル　２Ｆ サービス

焼肉三来風 品川区 東大井５－２－１３ 飲食店

牛タンいろ葉 品川区 東大井５－３－１３　佐藤戸建 飲食店

肉寿司 大井町店 品川区 東大井５－４－１３ 飲食店

大井町アガリコ餃子楼 品川区 東大井５－４－１４ 飲食店

ラーモ 品川区 東大井５－５－１１　サンライズビル　１Ｆ 飲食店

すし処　有むら 品川区 東大井５－５－１４ 飲食店

焼肉大井ビーフ苑 品川区 東大井５－７－１０　クレストワンビル中　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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ワークショップナックル 武蔵小山店 品川区 荏原２－１８－６ ショッピング

uliuli 品川区 荏原３－１－３　プリンス３　１Ｆ サービス

リサイクルティファナ武蔵小山店 品川区 荏原３－３－１５ ショッピング

金子園武蔵小山店 品川区 荏原３－３－２２ ショッピング

茶寮ベ－カリ－ 品川区 荏原３－４－１４ 飲食店

Neolive Collet 品川区 荏原３－５－１２ サービス

家具のウスイ 品川区 荏原３－７－６ ショッピング

東京FUTONカンパニー 武蔵小山店 品川区 荏原３－８－１　パルム商店街内 ショッピング

JEAN－CLAUDE－BIGUINE 品川区 荏原３－８－３ サービス

Neolive arch 品川区 荏原３－８－３　サンエルクビル　２Ｆ サービス

株式会社 日野屋 品川区 荏原４－１７－１９ ショッピング

ITALIANDININGLUI 品川区 西中延１－７－２３　小山電設ビル　１Ｆ 飲食店

五反田ペーリペーリ 品川区 西五反田１－１５－１０ 飲食店

二十三夜ごちそう 品川区 西五反田１－１６－１　菅原ビル　３Ｆ 飲食店

七宝麻辣湯 五反田店 品川区 西五反田１－１７－１　第二東栄ビル　１０２ 飲食店

肉匠 コギヤ 宴庭 品川区 西五反田１－１７－６　ＧＲＩＯ五反田　３Ｆ 飲食店

dish 品川区 西五反田１－１７－６　ＧＲＩＯ五反田　４Ｆ サービス

ジンギスカン霧島五反田店 品川区 西五反田１－１７－６　ＧＲＩＯ五反田５Ｆ 飲食店

EREMENT 品川区 西五反田１－１７－７　ＰｌａｚａＳｑｕａｒ
ｅ五反田　３Ｆ サービス

焼肉牛亭五反田店 品川区 西五反田１－１８－１　プレスビル５Ｆ 飲食店

大阪餃子専門店よしこ五反田店 品川区 西五反田１－２－６ 飲食店

蕎麦五反　五反田 品川区 西五反田１－２－８　ＦＵＮＤＥＳ五反田 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご五反田店 品川区 西五反田１－２５－１　ＫＡＮＯビル１Ｆ 飲食店

すし居酒屋 まんげつ 五反田店 品川区 西五反田１－２５－１　ＫＡＮＯビルＢ１Ｆ 飲食店

炭火焼ホルモンぐう五反田 品川区 西五反田１－２５－７　東京モリスビル第四 飲食店

とりさく　五反田店 品川区 西五反田１－２５－９　今田ビル　１Ｆ 飲食店

髪や五反田店 品川区 西五反田１－２６－３　第二白井ビル　３Ｆ サービス

牛恋五反田店 品川区 西五反田１－２６－４　和晃ビル　Ｂ１ 飲食店

クアアイナ　五反田店 品川区 西五反田１－２６－７　カノウビル　１Ｆ 飲食店

五反田肉寿司 品川区 西五反田１－２６－９ 飲食店

あっとめいし 五反田店 品川区 西五反田１－２７－１　ニュー大ビル　１Ｆ ショッピング

Applause 品川区 西五反田１－３２－１１　第一オークラビル　
２Ｆ サービス

和牛一頭流じゅう兵衛真館 品川区 西五反田１－３２－２　１Ｆ 飲食店

YOLO 品川区 西五反田１－３３－１０　西五反田サインタワ
－　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

12 / 15

[東京都東京都]



サブウェイ 五反田西口店 品川区 西五反田１－４－２　秀和五反田駅前レジデン
ス　１０１ 飲食店

ジンギスカン羊一五反田西口店 品川区 西五反田１－４－８　秀和五反田駅前レジデン
ス　２０１ 飲食店

サニーサイド1923 品川区 西五反田１－４－８　秀和五反田駅前レジデン
ス１０７ 飲食店

目黒川魚金 品川区 西五反田１－４－８　秀和五反田駅前レジデン
ス１Ｆ 飲食店

和牛 それがし 品川区 西五反田１－４－８　秀和五反田駅前レジデン
ス２０２ 飲食店

和牛一頭流じゅう兵衛本店 品川区 西五反田１－４－８　秀和五反田駅前レジデン
ス２０５ 飲食店

東京酒楼 品川区 西五反田１－４－８ー２０８ 飲食店

ロマーノ五反田 品川区 西五反田１－５－１　野村證券ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

珈琲茶館 集 五反田西口店 品川区 西五反田１－５－２　トラヤビル　２Ｆ 飲食店

吉花園 品川区 西五反田１－７－１　Ｇタワー　１Ｆ ショッピング

串だおれ五反田西口 品川区 西五反田１－７－１　リビオ五反田プラグマ・
Ｇタワー２Ｆ 飲食店

ラーメン魁力屋 五反田店 品川区 西五反田１－８－１ 飲食店

BistroBarFujii 品川区 西五反田１－９－３　リバーライトビル２４ 飲食店

食堂とだか 品川区 西五反田１－９－３　リバーライトビルＢ１Ｆ 飲食店

安楽亭　五反田駅前店 品川区 西五反田１ー４－４　西五反田タテイシビル　
２Ｆ 飲食店

琴寿し 品川区 西五反田１丁目３２－４　ミワビル１Ｆ 飲食店

焼肉炭虎 品川区 西五反田２－１０－８ 飲食店

ARALIYA LANKA 品川区 西五反田２－１２－１５　五反田リ－ラハイタ
ウン　１０７ 飲食店

Reile 品川区 西五反田２－１２－１５　五反田リーラハイタ
ウン　１０５号 サービス

鳥料理それがし 品川区 西五反田２－１５－１１　松岡ビル２Ｆ 飲食店

ミート矢澤 五反田 品川区 西五反田２－１５－１３　ニューハイツ西五反
田 １Ｆ 飲食店

あげ福 品川区 西五反田２－１５－１３　ニューハイツ西五反
田１Ｆ 飲食店

レガロ ヘアーアンドスパ 品川区 西五反田２－１５－２　西五反田コープ　１０
１ サービス

はんこ屋さん21五反田店 品川区 西五反田２－１５－９　ブルーベルビル　１０
２ ショッピング

チェローナ 品川区 西五反田２－１７－８ 飲食店

ヘアーボ．ピープ 品川区 西五反田２－１８－３ サービス

大衆ビストロジル 五反田店 品川区 西五反田２－１８－３　グレイス五反田 飲食店

クラフトマン 品川区 西五反田２－１８－３　グレイス五反田１０１ 飲食店

いまり五反田店 品川区 西五反田２－１８－３　グレイス五反田１０５ 飲食店

LIGHT WORKS 品川区 西五反田２－２３－１　スペースエリア飯嶋１
Ｆ ショッピング

フリコトー 品川区 西五反田２－２４－７　シティコープ西五反田
１０１ 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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五反田牡蠣入レ時 品川区 西五反田２－２５－４ 飲食店

陳家私菜五反田店 品川区 西五反田２－２６－２　桔梗ハイツ２Ｆ 飲食店

焼鳥とり口 品川区 西五反田２－２８－１０ 飲食店

GoodOldDiner 品川区 西五反田２－３１－４　ＫＫビル１Ｆ 飲食店

燻製kitchen五反田店 品川区 西五反田２－６－１　石ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

五反田鳥心 品川区 西五反田２－６－１２　東洋ビル１Ｆ 飲食店

パスタハウスエニ 品川区 西五反田２－６－３　東洋ビル１０７ 飲食店

DevilCraft Gota 品川区 西五反田２－７－８　誠実ビル　９Ｆ 飲食店

五輪鮨 五反田西口店 品川区 西五反田２－７－８　誠実ビル８Ｆ 飲食店

リュフェ－ル 品川区 西五反田２－７－９　クワハラビル　２Ｆ サービス

SAKEstory 品川区 西五反田２丁目１７－８　浅見ビル２Ｆ 飲食店

サッカール 品川区 西五反田３－９－１２ 飲食店

PIZZA CHECK 品川区 西五反田４－２－３ 飲食店

おいどん　不動前店 品川区 西五反田４－３０－９　ワールドハイツ不動前
　Ｂ１Ｆ 飲食店

noTice 品川区 西五反田５－１－２０　アスペンプラザ サービス

不動前百番 品川区 西五反田５－１１－１４ 飲食店

菜々笑 品川区 西五反田５－１２－６　シャルム１０１ 飲食店

不動前すし岩澤 品川区 西五反田５－６－１１　ＮＳＶビル　１Ｆ 飲食店

salon de chulla 品川区 西五反田５丁目１－１６小田島ビル２Ｆ サービス

鮨ばんど 品川区 西五反田６－２２－１１　１Ｆ 飲食店

寿司処　阿部 品川区 西五反田７－１６－３　カトウビル 飲食店

（株）鈴忠 五反田TOC店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　１Ｆ ショッピング

インターコマースリテール〔ベルメゾンアウ 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　１Ｆ　
１２－２ ショッピング

ならや本舗 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　３Ｆ ショッピング

ジェイーコ 五反田店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　５Ｆ ショッピング

ジェイーコ キッズ 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　５Ｆ ショッピング

葉山ガーデン TOC五反田店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　５Ｆ ショッピング

jungle TOC店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　Ｂ１－
１０６ ショッピング

サブウェイ 五反田TOCビル店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

M’zGarageTOC店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル３Ｆ ショッピング

ハニーズ 五反田店 品川区 西五反田７－２２－１７　ＴＯＣ第一ビル　１
Ｆ ショッピング

文具店tag 五反田店 品川区 西五反田７－２２－１７　五反田ＴＯＣビル
ディング　Ｂ１・１１９ ショッピング

株式会社　川島 品川区 西五反田７丁目２２－１７　 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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レ・アール 品川区 西五反田８－１－１３ 飲食店

五反田鶏料理きむら 品川区 西五反田８－２－１２　アール五反田１Ｂ 飲食店

スペインバル　Girona 品川区 西五反田８－２－１２　フラッツ増沢　１Ｆ 飲食店

epoi 品川区 西五反田８－４－１５　２Ｆ　モリスビル第２ 飲食店

STEAK　HOUSE　BRASE 品川区 西五反田８丁目１－１　はじめのびる１Ｆ 飲食店

酒・蕎麦　田治 品川区 西五反田８丁目２－６　クリオ五反田１Ｆ 飲食店

ビストロ八木商店 品川区 西品川３－２０－７ 飲食店

カットスタジオ アミューズ 品川区 西品川３－５－２１ サービス

Bonjourmi 品川区 西品川３－７－４ 飲食店

ラクレア・ムーンライトデリバリ 品川区 豊町３－１１－５ 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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