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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

パームハウス 世田谷区 三宿１－１－１　メゾン・ド・リベラル１Ｆ ショッピング

HOPESMORE 世田谷区 三宿１－１－１９　梓ビル１Ｆ ショッピング

Wanderlust 世田谷区 三宿１－２－１２　茂田コ－ポ　１０１ 飲食店

レイブランカ 三宿 世田谷区 三宿１－３－１８　ボナールイシイ　１Ｆ サービス

魚処　海楽 世田谷区 三宿１－３－２０　コーポハックベリー　Ｂ１
Ｆ 飲食店

焼肉ケニヤ 世田谷区 三宿１－４－１９ 飲食店

ブーランジェリーラ・テール三宿本店 世田谷区 三宿１－４－２４ 飲食店

手打ち弥勒 世田谷区 三軒茶屋１－２－１２　１Ｆ 飲食店

二足歩行coffee roaste 世田谷区 三軒茶屋１－３０－９　三軒茶屋タ－ミナルビ
ル ショッピング

JUNIBUN BAKERY 世田谷区 三軒茶屋１－３０－９　三軒茶屋タ－ミナルビ
ル　１Ｆ ショッピング

U Hair 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３２－１２　丸文ビル　１Ｆ サービス

三軒茶屋燻製201号室 世田谷区 三軒茶屋１－３２－６　ＭＩＣＨＩ－ＣＯビル
　２Ｆ 飲食店

Burlywood三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３３－２１ ショッピング

Allora 世田谷区 三軒茶屋１－３３－２１　２Ｆ サービス

蕎麦バル1351 世田谷区 三軒茶屋１－３５－１　ゴ－ルデンビル　１０
５ 飲食店

ラルテ 世田谷区 三軒茶屋１－３５－１７　エールプラッツ１Ｆ 飲食店

affettobyflammeum三軒茶 世田谷区 三軒茶屋１－３５－２１　ＬＩＬＡＳ三軒茶屋
Ｂ１Ｆ サービス

ドイーニョケンタローネ 世田谷区 三軒茶屋１－３５－４　ファインロゼ　１Ｆ 飲食店

motsu＆wineMOZ 世田谷区 三軒茶屋１－３６－１　高木ビル　２Ｆ 飲食店

EPT 世田谷区 三軒茶屋１－３６－３　第二オリンピックマン
ション サービス

やきにく蔵まめ牛三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３６－５ 飲食店

BAR73 世田谷区 三軒茶屋１－３６－５　ラック三軒茶屋　３Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３６－６　ラビ三軒茶屋１Ｆ 飲食店

sancha salon 世田谷区 三軒茶屋１－３７－１３　オアシスビルディン
グ サービス

津門菜館 世田谷区 三軒茶屋１－３７－１３　オアシス三軒茶屋ビ
ル２Ｆ 飲食店

color kitchen三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３７－３　山本ビル　３Ｆ サービス

SUSUCRIER三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋１－４０－１　角田店舗　１Ｆ 飲食店

Red・Ai 世田谷区 三軒茶屋１－４１－１３　ロゼッタ三茶１Ｆ サービス

本格ジンギスカン寅々 世田谷区 三軒茶屋１－５－１７　カサ・デルテＢ１Ｆ 飲食店

イルキアッソ 世田谷区 三軒茶屋１－６－１３ 飲食店

BistroVasy 世田谷区 三軒茶屋１－７－１０　１Ｆ 飲食店

スパイスバル317 世田谷区 三軒茶屋１－７－１２ 飲食店
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Bricca 世田谷区 三軒茶屋１－７－１２ 飲食店

THREE 世田谷区 三軒茶屋１－７－１２　フタミビル　２Ｆ ショッピング

からあげ縁三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋１－９－１３　渡辺ビル　１Ｆ 飲食店

The Color 世田谷区 三軒茶屋１－９－１３　渡辺ビル　２Ｆ サービス

インプレッション三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１　レイクヒルズ　１Ｆ サービス

ブラジリアン食堂BANCHO2号店 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１２ 飲食店

Firenze Sake 世田谷区 三軒茶屋２－１０－１４　昭和ビル　１Ｆ 飲食店

福一 世田谷区 三軒茶屋２－１１－１４　土屋ビル　１Ｆ 飲食店

中国料理燕来香本店 世田谷区 三軒茶屋２－１１－２４ 飲食店

FORTMARKET 世田谷区 三軒茶屋２－１１－２４　サンタワ－ズＡ２０
４ 飲食店

AFURI三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－１２－１１ 飲食店

anap mimpi 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１６ ショッピング

神戸焼肉かんてき 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１９ 飲食店

日本酒専門店 采 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１９ 飲食店

FLATBAR 世田谷区 三軒茶屋２－１３－１９　２Ｆ 飲食店

串揚げ流 世田谷区 三軒茶屋２－１４－１０　ロ－ヤルマンション
　１０４ 飲食店

すぶらきはうすやきとりよし 世田谷区 三軒茶屋２－１４－１６　２Ｆ 飲食店

焼肉うしお 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビル　２１１ 飲食店

和食ごしき 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１４　ＡＢＣビル１０９ 飲食店

イコイコ 世田谷区 三軒茶屋２－１５－１５　２Ｆ 飲食店

umbilical 世田谷区 三軒茶屋２－１５－３　寺尾ビル　１０１ 飲食店

馬肉専門店 馬ちゃ 世田谷区 三軒茶屋２－１５－６　プラスキュ－ブ三軒茶
屋Ｂ棟　１Ｆ 飲食店

三軒茶屋バル ど 世田谷区 三軒茶屋２－２０－１７　三軒茶屋シティハウ
ス　１Ｆ 飲食店

夕 世田谷区 三軒茶屋２－５５－１２　ライオンズマンショ
ン１０１ 飲食店

焼き鳥 床島 世田谷区 三軒茶屋２－８－１０　ルナパーク三軒茶屋　
１０５ 飲食店

三軒茶屋ホルモン 世田谷区 三軒茶屋２－９－１５　ＴＣＫ三軒茶屋ビル　
１Ｆ 飲食店

レストランぷーれ 世田谷区 上北沢３－１８－７　川口ビル１Ｆ 飲食店

焼肉ロース松葉 世田谷区 上北沢４－１１－５　上北沢サンハイツ　２０
１ 飲食店

ガーデンフラワー 世田谷区 上北沢４－１２－６ ショッピング

ilsoleGaO 世田谷区 上北沢４－１３－１４　山辺ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 金城 世田谷区 上北沢４－１３－６ 飲食店

ナマステ東京上北沢店 世田谷区 上北沢４－１５－１３ 飲食店

サムスアイランド 世田谷区 上北沢４－２３－２５ 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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上北沢 天兼 世田谷区 上北沢４丁目１５－１３ 飲食店

TOKYO COWBOY 世田谷区 上用賀１－１０－１６ ショッピング

SWEEGICC 世田谷区 上用賀４－３４－１　馬事公苑前住宅１０１ 飲食店

すし屋の中川　用賀店 世田谷区 上用賀５－１６－２１ 飲食店

タイヤセレクト世田谷用賀 世田谷区 上用賀６－５－６ ショッピング

築地ダイニング金のうなぎ上野毛店 世田谷区 上野毛１－１７－６　上野毛ショッピングセン
タ－ 飲食店

鶏鷹 世田谷区 上野毛１－２７－１３　牧田ビル　１Ｆ 飲食店

上野手焼肉 世田谷区 上野毛１－２９－７　菅田ビル　１０１ 飲食店

74cabotte 世田谷区 上野毛１丁目２７－１０　 ショッピング

テラバイアフロート 世田谷区 上野毛２－２３－２９－１０１ サービス

蕎麦はやかわ 世田谷区 上野毛２－７－１０ 飲食店

焼肉田苑 世田谷区 上野毛３－１－３ 飲食店

Cafe＆Restaurant EURO 世田谷区 上馬１－１５－１０　オリエント三軒茶屋ハウ
ス　１０５ 飲食店

glows 世田谷区 上馬３－１４－１２　駒沢レジデンス１Ｆ サービス

住吉書房駒沢大学駅前店 世田谷区 上馬３－１８－１１ ショッピング

カーヴ・ド・プティットメゾン 世田谷区 上馬３－６－１４ ショッピング

そば蔵駒沢店 世田谷区 上馬４－１１－２６　パレスコマザワ１Ｆ 飲食店

Ruxus 世田谷区 上馬４－３－９　森嘉ビル　１０１ サービス

セインツ駒沢店 世田谷区 上馬４－４－６　葵上馬ビル　１Ｆ サービス

世田谷焼肉千里 世田谷区 上馬４－４１－２ 飲食店

ナポリスタカ 駒沢 世田谷区 上馬４－５－１ 飲食店

焼鳥恵 世田谷区 上馬４－５－５　パストラ－レ駒沢　２Ｆ 飲食店

大松寿し 世田谷区 上馬５－３８－１０ 飲食店

べしゃり 世田谷区 下馬１－２７－６ 飲食店

トラットリアミシン 世田谷区 下馬１－３７－７ 飲食店

ファンゴー　三宿店 世田谷区 下馬１－４０－１０ 飲食店

焼肉芝浦 世田谷区 下馬１－４５－６　ウイスタリアプラザ２Ｆ 飲食店

グラニースミス　アップルパイ＆コーヒー 世田谷区 下馬１－４６－１０ 飲食店

ファニフ－ドストア 世田谷区 下馬２－２０－５　瀬田ビル 飲食店

Nishiや庵 世田谷区 下馬３－３９－５ 飲食店

てっぱんや燎 世田谷区 下馬３－３９－５ 飲食店

五風十雨 世田谷区 下馬６－１５－１１ ショッピング

掌庵蕎麦石はら世田谷店 世田谷区 世田谷１－１１－１６　天野ビル１Ｆ 飲食店

うろこ雲 世田谷区 世田谷１－１５－１２ 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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ATRUM 世田谷区 世田谷１－１８－１０　リバーエイト１Ｆ サービス

MAJESTIC HALL 世田谷区 世田谷１－２１－１０　ＧＲＡＮＤＵＯ８　１
Ｆ サービス

イタリ庵蕎麦石はら 世田谷区 世田谷１－２９－１４ 飲食店

アイラッシュ＆ネイルサロンSweetBr 世田谷区 世田谷１－４８－１１　リード世田谷１Ｆ サービス

スピードスター 世田谷区 世田谷１－４８－８ ショッピング

栄寿司 世田谷区 世田谷１丁目２４－３　 飲食店

世田谷百貨店 世田谷区 世田谷２－２－８　カ－サモデナ　１Ｆ 飲食店

CUCINA　KIONA 世田谷区 世田谷２丁目１５－２　 飲食店

NEWS 世田谷店 世田谷区 世田谷３－１－１　ハウスアウトバーン１Ｆ ショッピング

セキハナレ 世田谷区 世田谷３－１－３ 飲食店

サンセリテ 北の小麦 世田谷区 世田谷３－１１－１２　ブランシェ世田谷 飲食店

上町サイゴン 世田谷区 世田谷３－３－５ 飲食店

サイゴンカフェ 世田谷区 世田谷３－３－５ 飲食店

ALOHABABY 世田谷区 世田谷４－１－１２ 飲食店

鮨一久 世田谷区 世田谷４－７－７ 飲食店

やきとり倶楽部　世田谷店 世田谷区 世田谷４丁目２－１５　 飲食店

フォルクス　上野毛店 世田谷区 中町２－２２－１７ 飲食店

神戸屋レストラン　上野毛店 世田谷区 中町３－２５－８ 飲食店

ピッツェリアマルデナポリ上野毛店 世田谷区 中町３－３０－１ 飲食店

嘉衛門世田谷店 世田谷区 中町４－１８－７ ショッピング

神田きくかわ　上野毛店 世田谷区 中町４－２０－１３ 飲食店

やきにく．ら．ぼぅふ 世田谷区 中町５－２１－８ 飲食店

てんぷら 天佑 世田谷区 中町５－３５－１３ 飲食店

FILM 世田谷区 代沢２－２８－４　マンション下北沢　１０１ ショッピング

東京巻き爪補正店 世田谷区 代沢２－２９－６　グランデュオ下北沢　２Ａ サービス

遊楽亭 世田谷区 代沢２－３０－１４ 飲食店

銀次郎 世田谷区 代沢２－３６－２０ ショッピング

鮨なか尾 世田谷区 代沢２－３６－２１　 飲食店

mitsuo hair 世田谷区 代沢２－４５－２　サンプラティ１Ｆ サービス

台湾料理 光春 世田谷区 代沢２－４５－９　飛田ビル　１Ｆ 飲食店

ototo DELI 世田谷区 代沢２－４６－５　１Ｆ ショッピング

ペペロッソ 世田谷区 代沢２－４６－７　エクセル桃井　１Ｆ 飲食店

ヘア－サロンクレオ 世田谷区 代沢２－４６－８　ロワ－ル代沢　１Ｆ サービス

焼肉 韓てら 世田谷区 代沢３－１２－２６ 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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鳥山居 世田谷区 代沢３－１４－４　ＣＯＭＳＤＡＩＺＡＷＡ東
棟　２Ｆ 飲食店

ビーアンドコー 世田谷区 代沢３－１４－４　コムス代沢　３Ｆ－Ｗ 飲食店

美容院ソレイユ 世田谷区 代沢３－６－２　メゾンぼう　１Ｆ サービス

風花雪月代沢金威 世田谷区 代沢３丁目１４－４　ＣＯＭＳＤＡＩＺＡＷＡ
１Ｆ 飲食店

タイヤガーデン代沢 世田谷区 代沢４－３１－１２ ショッピング

VinSante 世田谷区 代沢４－３９－７ 飲食店

Plaisir 世田谷区 代沢４－７－３　１Ｆ 飲食店

鮨福元 世田谷区 代沢５－１７－６　はなぶビル　Ｂ１ 飲食店

バルボアカフェ 世田谷区 代沢５－１９－１２　カーサ関谷１Ｆ 飲食店

Cut of shu 世田谷区 代沢５－２８－１６ サービス

ユー花園 世田谷区 代沢５－２９－１２ ショッピング

ヒッコリー 世田谷区 代沢５－２９－１７　飯田ハイツ　１０３ ショッピング

Neolive tiaLa 世田谷区 代沢５－３２－１０　ラパシオン下北沢　１Ｆ サービス

原宿シカゴ 下北沢店 世田谷区 代沢５－３２－５ ショッピング

W EYE BEAUTY 世田谷区 代沢５－３２－７　八千代ビル　３０１ サービス

カフェドセット 世田谷区 代沢５－３６－１１－１０１ 飲食店

夏火鉢 世田谷区 代沢５－３６－１３　北村ビル 飲食店

sansato 世田谷区 代沢５－３６－１４ ショッピング

ウィスキーキャット 世田谷区 代沢５－８－１１　ニューハイム福島１０１ 飲食店

KOZU 世田谷区 代沢５－８－１８　１Ｆ 飲食店

西佳苑 世田谷区 代田１－３０－１２　メゾン代田　１０３ 飲食店

フォルクス　世田谷代田店 世田谷区 代田１－９－１０ 飲食店

恋する豚研究所 コロッケカフェ 世田谷区 代田２－３６－１５　ＢＯＮＵＳＴＲＡＣＫ中
央棟テナント２ 飲食店

農大ショップ 「農」の蔵 世田谷区 代田３－５８－７ ショッピング

カフェ ハロー 世田谷区 代田３－５８－７　世田谷代田キャンパス　１
０２ 飲食店

DAITADESICAfromaomor 世田谷区 代田３－５８－７－１０３ ショッピング

ラ・ベファーナ 世田谷区 代田５－３１－３ 飲食店

BEBE 世田谷区 代田６－１２－１　アルページュ下北沢　１Ｆ サービス

ジャンクロードビギン下北沢店 世田谷区 代田６－３－２８ サービス

アンバー 世田谷区 北沢１－４０－１１－１０１ サービス

Magic Spice 下北沢店 世田谷区 北沢１－４０－１５ 飲食店

WOM 世田谷区 北沢１－４５－１１　アルブ下北沢　１Ｆ サービス

すし屋魚真 世田谷区 北沢２－１－１－１０３　ツバサマンション 飲食店

COSMOS下北沢店 世田谷区 北沢２－１－８　サンクビル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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赤から 下北沢店 世田谷区 北沢２－１０－１０　ＦＩビル　２Ｆ 飲食店

下北沢ニカイノワインサカバ 世田谷区 北沢２－１０－１０－２　３Ｆ 飲食店

焼肉屋YAZAWA 世田谷区 北沢２－１０－１２ 飲食店

ORientalTRaffic 下北沢店 世田谷区 北沢２－１０－８　スガビル１Ｆ ショッピング

シェ・リュイ下北沢店 世田谷区 北沢２－１１－１８ 飲食店

BAZZSTORE下北沢南口店 世田谷区 北沢２－１１－４　下北沢日商ビル　１Ｆ ショッピング

焼肉家族下北沢 世田谷区 北沢２－１２－１３　細沢ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥 西田屋 世田谷区 北沢２－１２－２ 飲食店

下北ホルモン肉力屋 世田谷区 北沢２－１２－３　１Ｆ 飲食店

auStyle下北沢 世田谷区 北沢２－１２－６　リバーストーンビル ショッピング

KINJI下北沢店 世田谷区 北沢２－１３－１１　ＦＡＢＵＬＯＵＳ ショッピング

プランクスター 世田谷区 北沢２－１３－１４　ヴェルス下北沢３Ｆ サービス

鶏と魚と炭火焼 燈〜あかり〜 世田谷区 北沢２－１３－４　第二伊奈ビル　１Ｆ 飲食店

ペットスマイル 下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－１０　こだまビル　１Ｆ　Ｂ棟 ショッピング

すぱじろう 下北沢 世田谷区 北沢２－１４－１３　フタバビル　１Ｆ 飲食店

CAPA下北沢 世田谷区 北沢２－１４－１６ サービス

シモキタGARAGE by NAVAL 世田谷区 北沢２－１４－２　ＪＯＷ３ビル１Ｆ ショッピング

コーヒーモルティブ 下北沢 世田谷区 北沢２－１４－７　セントラルビル　１Ｆ ショッピング

ブリキボタンCAFE＆DINING下北沢 世田谷区 北沢２－１４－７　下北沢セントラルビル２Ｆ 飲食店

L・AUTRECOTE下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－８ ショッピング

松 下北沢 世田谷区 北沢２－１５－１１　センヤビル２Ｆ 飲食店

博多炭火焼鳥 とりを 世田谷区 北沢２－１５－４　光倫ビルＢ１Ｆ 飲食店

焼肉TORERO 世田谷区 北沢２－１７－１０　滝本ビル　１Ｆ 飲食店

STEPS下北沢店 世田谷区 北沢２－１７－１１　パディ・アンビル　１Ｆ ショッピング

ごち2 世田谷区 北沢２－１７－１１　パディーアン　Ｂ１ 飲食店

野田岩下北沢店 世田谷区 北沢２－１９－１５ 飲食店

もんじゃの居酒屋 みんなん家 世田谷区 北沢２－２－１４　モアイ茶沢２Ｆ 飲食店

AUBEhairclair下北沢店 世田谷区 北沢２－２０－１４　マツヤ本社ビル　２Ｆ サービス

さいとう　明日香 世田谷区 北沢２－２０－２　第八マツヤビル　１Ｆ 飲食店

SETE 世田谷区 北沢２－２２－１２　レフアビル　１Ｆ サービス

スペインバル アティコドス 世田谷区 北沢２－２２－１３　ＸＡビル　１Ｆ 飲食店

Aasu 世田谷区 北沢２－２３－１２　デントビル　１Ｆ 飲食店

SCHMATZ下北沢店 世田谷区 北沢２－２４ 飲食店

下北沢VABENE 世田谷区 北沢２－２４－１３ 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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タイ料理研究所 下北沢店 世田谷区 北沢２－２４－２　小田急下北沢駅シモキタエ
キウエ内 飲食店

猿田彦珈琲 下北沢店 世田谷区 北沢２－２４－５　ＳＨＩＭＯＫＩＴＡＦＲＯ
ＮＴ　１Ｆ 飲食店

Thema 世田谷区 北沢２－２４－５　ＳＨＩＭＯＫＩＴＡＦＲＯ
ＮＴ　５０２号室 サービス

Lin’neTERRACE 世田谷区 北沢２－２４－５　シモキタフロント　３０１ サービス

もめんやまきの 世田谷区 北沢２－２４－７ ショッピング

PARKSTREET下北沢店 世田谷区 北沢２－２４－８　アレービル　２０２ サービス

hair NONAKA 世田谷区 北沢２－２４－９ サービス

無国籍DINING一心 世田谷区 北沢２－２４－９ 飲食店

Lagom 世田谷区 北沢２－２５－１２　ＬＩＳＡビル　３Ｆ サービス

パンコントマテ下北沢駅前店 世田谷区 北沢２－２５－１９　ピアザ近江屋ビル　１Ｆ 飲食店

花弘 下北沢本店 世田谷区 北沢２－２５－２０ ショッピング

清龍苑 世田谷区 北沢２－２５－２０ 飲食店

Can I Dressy 下北沢店 世田谷区 北沢２－２５－４　石割ビル　３Ｆ サービス

SMOG 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店内 ショッピング

3びきの子ねこ 世田谷区 北沢２－２５－８　東洋百貨店内１Ｆ ショッピング

ジョリビゾス下北沢店 世田谷区 北沢２－２６－１０　尾崎ビル　１Ｆ ショッピング

MOTHER 世田谷区 北沢２－２６－１４　下北沢Ｃｏｏ　２Ｆ サービス

スミスアンドユー 世田谷区 北沢２－２６－２ ショッピング

PICCIN下北沢店 世田谷区 北沢２－２６－２０　月村ビル　１Ｆ ショッピング

Gleeful 下北沢2 世田谷区 北沢２－２６－２１　エルフォアシティ下北沢
　１Ｆ ショッピング

下北沢 とろける大人のハンバ－グ 世田谷区 北沢２－２６－２５ 飲食店

Salon Beautiful 世田谷区 北沢２－２６－８　コニ－ＧＲビル　２Ｆ サービス

バルバリ下北沢店 世田谷区 北沢２－２６－９ ショッピング

プレゼンス ブレインズ 世田谷区 北沢２－２６－９　２Ｆ サービス

em 世田谷区 北沢２－２７－１　ヒルウエスト・クォドラン
ド　１Ａ サービス

STEPAHEAD3 世田谷区 北沢２－２７－１　ヒルウエストクオドラント
　１Ｆ　Ｃ ショッピング

蕎麦切り正音 世田谷区 北沢２－２８－１　慶水ビル１Ｆ 飲食店

ルモンド下北沢店 世田谷区 北沢２－２９－１４　第十一ＦＭＧビル　１Ｆ 飲食店

CafegarageDogberry 世田谷区 北沢２－２９－１６　高木ビル　１Ｆ 飲食店

サンデーブランチ 世田谷区 北沢２－２９－２　フェニキュアビル 飲食店

グリズリー下北沢店 世田谷区 北沢２－２９－３　オークプラザ　２Ｆ ショッピング

Codino 世田谷区 北沢２－２９－５　きくサイト　２Ｆ サービス

こけら 世田谷区 北沢２－３－１２　友和ビル　１０２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつ良 世田谷区 北沢２－３－１２　友和ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

STEPAHEAD2 世田谷区 北沢２－３０－１０　浜辺ビル　１０１ ショッピング

ラグラマグラ下北沢1号店 世田谷区 北沢２－３０－１０　浜辺ビル　２０１ ショッピング

DAMAGE DONE 下北沢 世田谷区 北沢２－３０－１０　浜辺ビル　２０２ ショッピング

DEAR－LOGUE下北沢 世田谷区 北沢２－３０－１３　ファインコート下北沢　
３Ｆ サービス

Tonukoa Rua 世田谷区 北沢2-30-14 重宗ビル4F サービス

タパス＆タパス　下北沢北口店 世田谷区 北沢２－３０－２　サンセルボンビル　２Ｆ 飲食店

B．C STOCK 下北沢店708 世田谷区 北沢２－３０－３ ショッピング

B．C STOCK 下北沢メンズ 世田谷区 北沢２－３０－３　サンセルボン１Ｃ ショッピング

STEPAHEAD下北沢3 世田谷区 北沢２－３１－１３　鳥羽屋ビル　１Ｆ ショッピング

大阪焼肉ホルモンふたご下北沢店 世田谷区 北沢２－３１－２　大久ビル１Ｆ 飲食店

BAZZSTORE下北沢北口店 世田谷区 北沢２－３１－３　第五ＦＭＧビル　１Ｆ ショッピング

リンネ 世田谷区 北沢２－３１－９　ニュービルト　２Ｆ サービス

虹色CURRY食堂 世田谷区 北沢２－３１－９　ニュービルト２Ａ 飲食店

きくや文具店 世田谷区 北沢２－３２－６ ショッピング

フォース 世田谷区 北沢２－３２－７　青柳ビル２－Ｂ 飲食店

Charme 下北沢 世田谷区 北沢２－３３－１１　Ｋ＆Ｆ下北沢　２Ｆ サービス

ジェットセット 下北沢店 世田谷区 北沢２－３３－１２　柳川ビル　２０１号 ショッピング

RAINBOWCAFEBARDINING 世田谷区 北沢２－３３－５　マスヤマビル１Ｆ 飲食店

下北沢熟成室 世田谷区 北沢２－３３－６　飯島ビル　２Ｆ 飲食店

牛繁下北沢店 世田谷区 北沢２－３４－１０　ミチルビル　１Ｆ 飲食店

SHARE 世田谷区 北沢２－３４－１１　リアンビル１Ｆ 飲食店

RAGTAG 下北沢店 世田谷区 北沢２－３４－１２　三上ビル ショッピング

PIGSTY下北沢店 世田谷区 北沢２－３４－３　クリスタルデスルビル２Ｈ
Ｉ ショッピング

カレー食堂「心」　下北沢店 世田谷区 北沢２－３４－８　ＫＭビル　１Ｆ 飲食店

LiFE SiZE add9 世田谷区 北沢２－３５－２　第３シンヤシキビル１０５ ショッピング

NOCE 下北沢店 世田谷区 北沢２－３５－２　第三シンヤシキビル　１０
１・１０２　１Ｆ ショッピング

signal 世田谷区 北沢２－３６－２ ショッピング

Rodina 世田谷区 北沢２－３６－６　下北沢栄フラット　Ｂ－１ サービス

brat 世田谷区 北沢２－３７－１７ サービス

GAME by Alan Smithee下北沢 世田谷区 北沢２－４－６　ＩＳＩビル　３０１ サービス

ビードロ 世田谷区 北沢２－４０－９ サービス

新台北 世田谷区 北沢２－６－５ 飲食店

炭火焼肉ホルモン劇場den 世田谷区 北沢２－６－５　ルイビル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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港のてっぱん焼　得々 世田谷区 北沢２－６－６ 飲食店

陣太鼓 世田谷区 北沢２－７－６　テクノプラザ下北沢　２０１ 飲食店

STUDIO 4H 世田谷区 北沢２－７－６　テクノプラザ下北沢１Ｆ サービス

ワイン食堂馬肉でdeBon 世田谷区 北沢２－７－８　山本ビル　１Ｆ 飲食店

太樹苑下北沢店 世田谷区 北沢２－８－８ 飲食店

MichaelClavis 世田谷区 北沢２－９－１９ 飲食店

和みや晃月 世田谷区 北沢２－９－２　Ｂ１ 飲食店

まぼねん 世田谷区 北沢２－９－３　三久ビル　１－Ｃ 飲食店

ベアーズ 世田谷区 北沢２－９－３　下北沢Ｋビル　１０１ ショッピング

Cinq 世田谷区 北沢２丁目１－７　ハウジング北沢ビル２－６
Ｆ 飲食店

LieN 世田谷区 北沢３－１０－１７　ハイムモリタ　１０１号 サービス

EARNEST GALLERY 世田谷区 北沢３－１７－３　ベルエアしもきた１０１ ショッピング

Cuore Forte 世田谷区 北沢３－２０－２　大成ビル　１Ｆ 飲食店

Fegato Forte 世田谷区 北沢３－２０－２　大成ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

リアルクローズ 世田谷区 北沢３－２１－１１　パングラン１Ｆ サービス

VELVET 世田谷区 北沢３－２６－３　スズランビル　１Ｆ ショッピング

NEWYORKJOEEXCHANGE 世田谷区 北沢３－２６－４ ショッピング

ROSE下北沢店 世田谷区 北沢３－２７－２　鹿島田ビル　１Ｆ ショッピング

下北グレイヴィ餃子 世田谷区 北沢３－３０－２　１Ｆ 飲食店

ヘアーファイヤークラッカー 世田谷区 北沢３－３０－３ サービス

ピッツァリーナ 世田谷区 北沢３－３０－３　下北沢シャモット　１Ｆ 飲食店

パティスリー ル・ポミエ 世田谷区 北沢４－２５－１１　Ｊアムール北沢　１Ｆ 飲食店

焼鳥小屋 どろまみれ 笹 店 世田谷区 北沢５－３４－１１ 飲食店

山本商店 世田谷区 北沢５－６－３ ショッピング

hair make Doll 世田谷区 北烏山３－５－９　日栄ビル　１Ｆ サービス

ブックオフ 北烏山店 世田谷区 北烏山５－２１－１１ ショッピング

焼肉 牛苑 世田谷区 千歳台５－２５－１６　宇山ビル 飲食店

アトリエJD PARIS 芦花公園店 世田谷区 南烏山１－１２－２１　パルテノン芦花　１Ｆ サービス

地産マルシェ 烏山店 世田谷区 南烏山３－２０－１ ショッピング

川国風味小林 世田谷区 南烏山３丁目２３－７　芦花パークヒル３－１
０１ 飲食店

スマイルタイランド世田谷店 世田谷区 南烏山４－１０－３　ＫＳビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

宗家源吉兆庵 千歳烏山店 世田谷区 南烏山４－１１－１ 飲食店

マルヤマ 世田谷区 南烏山４－１２－７　クレアビル　１Ｆ ショッピング

ソックストック 世田谷区 南烏山４－１２－７　クレアビル　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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ニックニック クレア店 世田谷区 南烏山４－１２－７　クレアビル　１Ｆ ショッピング

NESTHAIR＆RELAX千歳烏山店 世田谷区 南烏山４－１３－９　ヤマケイビル２Ｆ サービス

バズストア千歳烏山北口店 世田谷区 南烏山４－１３－９　誠ビル　１Ｆ ショッピング

cafe sun deco 世田谷区 南烏山４－１４－６　三沢ビル　１Ｆ 飲食店

SUSAN’S 世田谷区 南烏山４－９－１３　烏山ビル　１Ｆ 飲食店

バズストア 千歳烏山南口店 世田谷区 南烏山５－１１－３　ＴＯＭＯＥビル５　１Ｆ ショッピング

STOCK－1 烏山店 世田谷区 南烏山５－１２－６ ショッピング

八 総本店 世田谷区 南烏山５－１２－８　Ｋビル１Ｆ 飲食店

もつやき処い志井烏山店 世田谷区 南烏山５－１３－４ 飲食店

スパークリング デイズ 世田谷区 南烏山５－１３－５ ショッピング

AUBEHAIR千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－１３－７　橘プラザビル　２Ｆ サービス

菓心たちばな千歳烏山南口店 世田谷区 南烏山５－１３－８　清水ビル 飲食店

ララ 世田谷区 南烏山５－１５－８ ショッピング

Seasons季の香千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－２３－１６　アムール南烏山　１Ｆ サービス

エノテカクラフト 世田谷区 南烏山５－２５－４ 飲食店

ニックニック ブーランジェ 世田谷区 南烏山５－３２－１７ 飲食店

ニックニック アーティクル 世田谷区 南烏山５－３２－１７ ショッピング

BONICa 世田谷区 南烏山５－４－１０　１Ｆ サービス

NEWS烏山店 世田谷区 南烏山６－１８－１４ ショッピング

ファーマーズマーケット千歳烏山 世田谷区 南烏山６－２８－１ ショッピング

ブルームスベリー 世田谷区 南烏山６－２８－５　ミルフィーユワン１Ｆ サービス

八輪 世田谷区 南烏山６－２９－２　ＪＰＣ南烏山　１０２ 飲食店

クゥ・ド・コション 世田谷区 南烏山６－２９－９　コーポ長澤１０２ 飲食店

ジェノワーズ 烏山店 世田谷区 南烏山６－３－１５　ＩＫビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

コットンハウス アヤ 烏山店 世田谷区 南烏山６－３－６ ショッピング

新鮮ホルモン自家製キムチの店サランヘ 世田谷区 南烏山６－３３－３４　ＹＫビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

菓心たちばな千歳烏山本店 世田谷区 南烏山６－４－１４　ライオンズステーション
プラザ千歳烏山　１０４ 飲食店

焼肉東京苑 世田谷区 南烏山６－４－１８　宇田川ビル２Ｆ 飲食店

金子園烏山店 世田谷区 南烏山６－４－３０ ショッピング

bool 世田谷区 南烏山６－４－３１　グランジ　３Ｆ サービス

ロバーツコーヒー千歳烏山店 世田谷区 南烏山６－４－７　プラザ六番館　１０１ 飲食店

ヘア デザイン スページ 世田谷区 南烏山６－５－２　中央駅前ビル　１Ｆ サービス

麦香 世田谷区 南烏山６－７－１９ 飲食店

やきとり鬼金棒 世田谷区 南烏山６－７－１９　友野ビル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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Mt．FISHTAIL 世田谷区 喜多見６－１８－８ 飲食店

たぐちフーズ 世田谷区 喜多見８－１３－７ ショッピング

アプローズ 喜多見店 世田谷区 喜多見９－２－２　ジョアアンドウ　１Ｆ サービス

ライトスタッフ 世田谷区 大原１－１－５ サービス

東京ガスライフバル東世田谷 世田谷区 大原２－９－１１ ショッピング

宗家源吉兆庵 世田谷店 世田谷区 大蔵２－５－１３ 飲食店

ジャッキー小籠包 世田谷区 太子堂１－１５－１３ 飲食店

Cloesangenjaya 世田谷区 太子堂１－１５－６　橋本ビル　１Ｆ サービス

ワンダ－ラスト 世田谷区 太子堂１－４－３５　ニシムラア－トプラザ　
２Ｆ 飲食店

山灯香 世田谷区 太子堂１－４－３５　ニシムラアートビル 飲食店

昭和女子大学ショッププレリュード 世田谷区 太子堂１－７－５７ ショッピング

aw HAIR 世田谷区 太子堂２－１２－１　ダイムタワー　５Ｆ サービス

crescent 世田谷区 太子堂２－１４－３ サービス

Ondine 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂２－１４－６　スペ－シア三軒茶屋弐番
館　１Ｆ サービス

一穂 世田谷区 太子堂２－１９－５　ライファービル４Ｆ 飲食店

CUTSALON LONG 世田谷区 太子堂２－２０－３１ サービス

LaBaseSecreteduGAMIN 世田谷区 太子堂２－２３－１０ 飲食店

Quatto 世田谷区 太子堂２－２３－２　ラワイン２－２０１ 飲食店

幸の羽 世田谷区 太子堂２－２３－５　ブランカビル１Ｆ 飲食店

トリュフベーカリー三軒茶屋店 世田谷区 太子堂２－２４－５ 飲食店

kikoeru 世田谷区 太子堂２－２４－６　ドミー三軒茶屋　５Ｆ サービス

トータルビューティーサロン BASARA 世田谷区 太子堂２－２４－６　ドミー三軒茶屋２Ｆ サービス

ゆいま〜る食堂三軒茶屋店 世田谷区 太子堂２－２４－６　ドミー三軒茶屋Ｂ１Ｆ 飲食店

まる29 世田谷区 太子堂２－３０－２ 飲食店

LUIK 世田谷区 太子堂２－３６－９　下の谷ハマーハイツ　１
Ｆ ショッピング

アーモンド洋菓子店 本店 世田谷区 太子堂３－１４－１ 飲食店

三軒茶屋焼肉さかもと 世田谷区 太子堂３－１４－８　太子堂ＣＯＭＰＬＥＸ　
Ｂ１Ｆ 飲食店

Zig 世田谷区 太子堂３－１８－６　伊田店舗右 ショッピング

HairSalon AXIS 世田谷区 太子堂４－１８－１３　スタ－ファイブ三軒茶
屋　２０１ サービス

marblestokyoneolive 世田谷区 太子堂４－２０－２　フィオリトゥーラ三軒茶
屋 サービス

安曇野 世田谷区 太子堂４－２０－２４ 飲食店

レインボーカフェ＆ワインダイニング三軒茶 世田谷区 太子堂４－２２－１１　三幸ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店

栄鮨 世田谷区 太子堂４－２２－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アカツキ 世田谷区 太子堂４－２２－１２　Ｙビル　３Ｆ 飲食店

魚や 次男坊 世田谷区 太子堂４－２２－１４　香田ビル１Ｆ 飲食店

マーロウ 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２２－６　１Ｆ 飲食店

TENFINGERSBURGER 世田谷区 太子堂４－２３－１１　ＧＥＭＳ三軒茶屋　１
Ｆ 飲食店

リザラン三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２３－１１　ＧＥＭＳ三軒茶屋　２
Ｆ 飲食店

ギュウクシギュウドウ 世田谷区 太子堂４－２３－１１　ＧＥＭＳ三軒茶屋　６
Ｆ 飲食店

Pizzanista7 世田谷区 太子堂４－２３－４　定山ビル１Ｆ 飲食店

BAR CIELO 世田谷区 太子堂４－２３－５　２・３Ｆ 飲食店

La cave en soiree 世田谷区 太子堂４－２４－１３　山本ビル　１Ｆ ショッピング

PESCHERIA 世田谷区 太子堂４－２４－１５ 飲食店

LA・SEPT 世田谷区 太子堂４－２４－５ ショッピング

東京ラスク 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２５－１３ 飲食店

リーフサンゲンヂャヤ 世田谷区 太子堂４－２５－１４ ３Ｆ サービス

鉄板バルSOURCE 三軒茶屋 世田谷区 太子堂４－２６－１３　ＴＡＫＥＫＡＷＡＢＬ
Ｄ　１Ｆ 飲食店

THE・ONE 世田谷区 太子堂４－２６－１３　ｔａｋｅｋａｗａＢＬ
Ｇ３Ｆ サービス

蕎麦×美酒 たけや 世田谷区 太子堂４－２６－７ 飲食店

太樹苑三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２７－１０　瑞樹ビル２Ｆ 飲食店

ジャン・クロード・ビギン 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２７－８　リベルテオグラ　１Ｆ サービス

三軒茶屋鳥心 世田谷区 太子堂４－２８－２ 飲食店

MOSSDiningBar 世田谷区 太子堂４－２８－２　サンフェル三軒茶屋１Ｆ 飲食店

ナチュール 世田谷区 太子堂４－２８－２　サンフェル三軒茶屋２Ｆ 飲食店

Everyday Meals 世田谷区 太子堂４－２８－９ 飲食店

豚とバラの日々 世田谷区 太子堂４－２９－１　稲田ビル　１Ｆ 飲食店

リサイクルブティックABC三軒茶屋店 世田谷区 太子堂４－２９－１４ ショッピング

しゅう 世田谷区 太子堂４－２９－２　アメニティ三軒茶屋１Ｆ 飲食店

ilco 世田谷区 太子堂４－２９－３　井村ビル　１Ｆ 飲食店

Aguhairjaya三軒茶屋 世田谷区 太子堂４－３０－２９　ファイブ内田ビル　２
Ｆ サービス

無添加薬膳スープカレーCOSMOS三軒茶 世田谷区 太子堂４丁目２７−５ 飲食店

魚と酒めから鱗 世田谷区 太子堂５－２－１１　ライオンズマンション三
軒茶屋第七　１０３ 飲食店

BISTROKINTA 世田谷区 太子堂５－３１－１３　ビクルス小杉　１Ｆ 飲食店

すし屋の芳国 世田谷区 太子堂５－４－１０　Ｋ．Ｍビル　１Ｆ 飲食店

HANA 世田谷区 奥沢２－１－１０　コルザ奥沢２－１Ｆ サービス

鮨光 世田谷区 奥沢２－１０－３　グレイシア自由が丘　１Ｆ
　Ｂ 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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hair salon FORMA 世田谷区 奥沢２－１１－８　奥沢朝日ビル２Ｆ サービス

オステリアバールイルンゴ 世田谷区 奥沢２－１２－６　平井ビル１Ｆ－Ａ 飲食店

CrepesNoKa’Oi 世田谷区 奥沢２－３７－１０ 飲食店

Bloom 世田谷区 奥沢２－３８－９　月瀬ビル３Ｆ サービス

HIRAKUYA×OSTERIA 世田谷区 奥沢２－４９－１７　東光ハイツ　１Ｆ 飲食店

奥沢ますぶち 世田谷区 奥沢２－６－９－１０２ 飲食店

ハーモニックサロングランナチュール 世田谷区 奥沢２―１２―１５　ＳＥＡＬＳ２０１ サービス

Ravi hair design 世田谷区 奥沢３－２８－５　１Ｆ サービス

焼鳥うの 世田谷区 奥沢３－３０－１１　トレジャーハイツ　Ｂ１ 飲食店

PIZZERIAIMOLA 世田谷区 奥沢３－３１－９　ラ・リベルタ　１Ｆ 飲食店

フランス料理ラ・クープ 世田谷区 奥沢３－３５－１３　スワヤマビル　１Ｆ 飲食店

ChezShimizu 世田谷区 奥沢３－３６－１１　キャッスル奥沢 飲食店

ヘッドスパサロン　メラ－ク 世田谷区 奥沢３丁目３６－９　 サービス

四川料理荒木 世田谷区 奥沢４－１５－１５ 飲食店

靴のキング堂 世田谷区 奥沢４－２６－７ ショッピング

Peace 世田谷区 奥沢４－２７－１５　１Ｆ サービス

奥沢食堂 ghiotto 世田谷区 奥沢５－１２－３　自由が丘フェリース　１０
１ 飲食店

BLOOM＆STRIPES 世田谷区 奥沢５－１４－１ ショッピング

イル　ピアット 世田谷区 奥沢５－１４－３１ 飲食店

ナガイクリニック 世田谷区 奥沢５－１９－１４ サービス

Kalon hair 世田谷区 奥沢５－２０－１１ サービス

杜若 世田谷区 奥沢５－２０－１１　ＴＳビル　１Ｆ 飲食店

すし仙 世田谷区 奥沢５－２０－１６ 飲食店

TOCA 世田谷区 奥沢５－２０－１７　自由が丘ユングフラウビ
ル　１Ｆ サービス

La terre 世田谷区 奥沢５－２４－４ ショッピング

omochabako自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２４－７　ＧＲＥＥＮＨＩＬＬＳ自由
が丘　１Ｆ ショッピング

八沢川 世田谷区 奥沢５－２５－１２ 飲食店

DoCLASSE wando 自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２５－１５　ｗａｎｄｏ自由が丘ｅａ
ｓｔ ショッピング

Heaka AVEDA 自由が丘 世田谷区 奥沢５－２５－１５　ｗａｎｄｏ自由が丘ｅａ
ｓｔ　２Ｆ サービス

erg自由が丘 世田谷区 奥沢５－２５－５ サービス

Bab by neolive 世田谷区 奥沢５－２５－９　インディペンデンス　２Ｆ サービス

DOGDEPT自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２６－１６　自由が丘ＭＡＳＴ　１Ｆ ショッピング

メーカーズシャツ鎌倉 自由ヶ丘店 世田谷区 奥沢５－２６－１６　自由ヶ丘ＭＡＳＴ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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Overlay 世田谷区 奥沢５－２６－２　１Ｆ サービス

Angelic自由ヶ丘店 世田谷区 奥沢５－２６－３　自由ヶ丘ＫＳビル　２０２ サービス

フィットネスショップ 世田谷区 奥沢５－２７－１１ ショッピング

FABRIC’S自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２７－１１　自由が丘アオキビル　１
Ｆ ショッピング

SHUTTERS 世田谷区 奥沢５－２７－１５　自由ケ丘ソレイユビル　
１Ｆ 飲食店

ヴィ－ナス・ラッシュ自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２７－５　魚菜エステ－トビル　２Ｆ サービス

BARUGObymosto 世田谷区 奥沢５－２９－１０　リブレビル 飲食店

チャイニーズダイニング龍皇 世田谷区 奥沢５－２９－１０　リブレビル２Ｆ 飲食店

ホームリビングはしもと 世田谷区 奥沢５－３０－１０ ショッピング

鶏料理 鶏匠 自由ヶ丘店 世田谷区 奥沢５－３０－７　クェッセンス自由ヶ丘　１
Ｆ 飲食店

Alice lash 世田谷区 奥沢５－３１－１７　アルボス３Ｃ サービス

クリスタルジョイエ 世田谷区 奥沢５－３１－２ サービス

ロクロナン 世田谷区 奥沢５－３８－８ 飲食店

deuxmore 世田谷区 奥沢５－４０－１０　ラクレール自由ヶ丘　１
Ｆ サービス

MBT walk-style 世田谷区 奥沢５－４０－４ ショッピング

自由が丘 修 世田谷区 奥沢５－４０－４　Ｍ’ｓＧａｒｄｅｎ自由が丘
アネックス　３Ｆ 飲食店

ブルーコレクション 世田谷区 奥沢５－４１－１１ ショッピング

自由が丘マリスコス 世田谷区 奥沢５－４１－１３ 飲食店

魚市場 川目 世田谷区 奥沢５－４１－１４　橋本ビル　１Ｆ 飲食店

ボンサンス 世田谷区 奥沢５－４１－１５ ショッピング

Beach 世田谷区 奥沢５－４１－５ サービス

＆ONE 世田谷区 奥沢５－４１－７　伊藤ビル　１Ｆ サービス

エルクレスト 世田谷区 奥沢５－４１－８ ショッピング

ビッチーノアレイ奥沢店 世田谷区 奥沢５－４１－９　自由ヶ丘ＳＵビル１－Ｂ ショッピング

酒場シナトラ　自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘Ａ１０
２ 飲食店

やなか珈琲自由が丘店 世田谷区 奥沢５－４２－３　トレインチ自由が丘Ｂ－１
０２ ショッピング

ショコラティエ　ヤスヒロセノ 世田谷区 奥沢５丁目３９－１　アドレ自由が丘１階 飲食店

Cafe’tora 世田谷区 奥沢６－１３－５　カーサ九品仏 飲食店

be－Wood 世田谷区 奥沢６－１９－１８　ユタカフォレスト自由ヶ
丘１０１ サービス

OCEAN TRIBE 世田谷区 奥沢６－２０－１ ショッピング

こばやし 世田谷区 奥沢６－２２－１４　コーポサンローク　１Ｆ 飲食店

KOST 世田谷区 奥沢６－２８－１０ 飲食店

クッチーナヒダ 世田谷区 奥沢６－２８－６　ＦＫハウス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

15 / 30

[東京都東京都]



ジェイーコ 田園調布店 世田谷区 奥沢６－３－７　サンプラザ田園調布　１Ｆ ショッピング

Tiffa自由が丘 世田谷区 奥沢６－３１－１２ サービス

HAIR SALON Pele 世田谷区 奥沢６－３１－１５ サービス

泰興楼　自由ヶ丘店 世田谷区 奥沢６－３１－１７ 飲食店

オベリン 世田谷区 奥沢６－３１－１９ サービス

De’afrique 世田谷区 奥沢６－３３－１４　モミの木ビル 飲食店

リゴロ 世田谷区 奥沢６－３３－１４　もみの木ビル２Ｆ 飲食店

マジドゥショコラ 世田谷区 奥沢６－３３－１４　第二シーランドビル　１
Ｆ 飲食店

ソルレガロ 世田谷区 奥沢６－３３－７ ショッピング

HairMates 自由が丘 世田谷区 奥沢６－３３－７　ウチウミビル　３－１ サービス

トラットリア　モッコ 世田谷区 奥沢６－３３－８ 飲食店

寿司処　つか乃 世田谷区 奥沢６－５－１２　小俣ビル　１Ｆ 飲食店

Comme’N 世田谷区 奥沢７－１８－５ ショッピング

SiSTA 世田谷区 奥沢７－２－３　エラン自由ヶ丘　１Ｆ サービス

ジュノエスクベーグルカフェ 世田谷区 奥沢７－２－９　フコク生命ビル　１Ｆ 飲食店

パーラーローレル 世田谷区 奥沢７－２４－３ 飲食店

アトリエ・ドゥー・ディマンシュ 世田谷区 奥沢７－３－２ サービス

HiO ICE CREAM 世田谷区 奥沢７－４－１２ ショッピング

O RESTO la med． 世田谷区 奥沢８－１３－９　タウンハイツ九品仏１　Ｂ
０１号 飲食店

dたべる研究所 世田谷区 奥沢８－３－２　田園マンション　１Ｆ 飲食店

ナイス世田谷 世田谷区 奥沢８－４－１ ショッピング

焼肉829 世田谷区 宇奈根１－３８－５ 飲食店

高根珈琲 経堂店 世田谷区 宮坂２－１７－３ ショッピング

スガナミ楽器 経堂店 世田谷区 宮坂２－１９－５ ショッピング

銀座あけぼの経堂店 世田谷区 宮坂３－１－３１　経堂駅東口高架下 飲食店

すし銚子丸経堂店 世田谷区 宮坂３－１－４２ 飲食店

SEASONS Centric 世田谷区 宮坂３－１－４５　ルネッサンス　１Ｆ サービス

サルヴァトーレクオモ 経堂店 世田谷区 宮坂３－１－４５　経堂スポーツクラブビル 飲食店

経堂美登利寿司寿矢 世田谷区 宮坂３－１２－１９　芙蓉ＫＴビル 飲食店

マアム・ジー経堂店 世田谷区 宮坂３－１８－４ サービス

ヘアークルールクレール 世田谷区 宮坂３－２０－２　１Ｆ サービス

PITS 世田谷区 宮坂３－４－１　ライオンズマンション経堂　
１０３号 サービス

Room hair 経堂店 世田谷区 宮坂３－８－２　ミヤコウエストビル　１Ｆ サービス

オートリーダーズ 本店 世田谷区 尾山台１－１７－１８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉　韓国料理　木波 世田谷区 尾山台１丁目１－１　 飲食店

ダイネーゼ Dストア 東京世田谷 世田谷区 尾山台２－２８－１５ ショッピング

ダダチャ 世田谷区 尾山台３－１０－５ ショッピング

craska 世田谷区 尾山台３－１０－８　クラスカビル１Ｆ サービス

中津からあげ渓 尾山台店 世田谷区 尾山台３－２２－４　萬安ビル３号　１Ｆ ショッピング

SUSHIIZAKAYA楽HAWAII 世田谷区 尾山台３－２３－１２　Ｒベル尾山台１０１ 飲食店

COZAR尾山台 世田谷区 尾山台３－３４－２　シエルデブルージュ尾山
台　１Ｆ 飲食店

fucsia by IZA 世田谷区 弦巻２－９－５　シャンボ－ル弦巻　１Ｆ サービス

815coffeestand 世田谷区 弦巻４－１１－１７ 飲食店

エスポアナカモト 世田谷区 弦巻４－２－２５ ショッピング

Clout hair＆heart 世田谷区 弦巻４－７－１４ サービス

グリーンマインド成城店 世田谷区 成城１－３－１　サミットストア成城店１Ｆ ショッピング

スワンカフェ＆ベーカリー成城店 世田谷区 成城１－４－１３ 飲食店

焼肉工房 山五 世田谷区 成城２－１２－１１　石井ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

プレリアル成城 世田谷区 成城２－２５－９ 飲食店

旭鮨総本店成城店 世田谷区 成城２－２６－１８ 飲食店

吉祥庵　成城店 世田谷区 成城２－２６－１８　石井ビル　２Ｆ 飲食店

STYLE成城学園 世田谷区 成城２－３３－１２　２Ｆ サービス

焼肉 ロード 世田谷区 成城２－３５－１１　成城ホームズ 飲食店

Luck成城 世田谷区 成城２－４０－２５ サービス

アグリス成城 世田谷区 成城５－１－１ ショッピング

ファッション＆グッズ風車 世田谷区 成城５－８－２４ ショッピング

TO　THE　HERBS　成城学園店 世田谷区 成城６－１０－２　成城ハナビル　１・２Ｆ 飲食店

レストラン アシエット ワインバー アシエット 世田谷区 成城６－１０－３ 飲食店

shushu 世田谷区 成城６－１０－５　２Ｆ サービス

HEAVENLY 世田谷区 成城６－１０－５　桂屋ビル３Ｆ サービス

ビッチーノアレイ成城店 世田谷区 成城６－１０－６ ショッピング

ゴディバ成城店 世田谷区 成城６－１０－７ 飲食店

成城風月堂本店 世田谷区 成城６－１０－８ 飲食店

美容室 Candy 成城店 世田谷区 成城６－１１－７ サービス

apt 世田谷区 成城６－１２－１　山崎ビル　１Ｆ ショッピング

季節料理藤 世田谷区 成城６－１２－７ 飲食店

apt＋ 世田谷区 成城６－１３－１ ショッピング

エクイップ 世田谷区 成城６－１３－１　ＹＵＫＩＯ成城ビル 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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ワンフォーツー〔142〕ヒックス 成城店 世田谷区 成城６－１４－２　ミワビル　１Ｆ ショッピング

成城パン 世田谷区 成城６－１４－５ 飲食店

日本料理　成城きた山　本店 世田谷区 成城６－１６－１４ 飲食店

メンズサロンFADE＆LINE成城学園前 世田谷区 成城６－１６－５　カサローザ成城　１Ｆ　Ａ
号室 サービス

モガインターナショナル 世田谷区 成城６－１６－６　１Ｆ サービス

四季膳　ほしや 世田谷区 成城６－２２－５ 飲食店

Set Lip 成城学園店 世田谷区 成城６－３－１４　テラウェアビル１Ｆ 飲食店

エクセル美容室 世田谷区 成城６－４－１３ サービス

中国料理 桂花 世田谷区 成城６－４－１３　成城フルールビル２Ｆ 飲食店

成城あんや 世田谷区 成城６－５－２７ 飲食店

寿司あおい　成城店 世田谷区 成城６－７－２　小田急成城ビル　１Ｆ 飲食店

成城アルプス 世田谷区 成城６－８－１ 飲食店

成城・ル・フルティエ 世田谷区 成城６－８－５ 飲食店

LoveNail成城店 世田谷区 成城６－８－５　成城房ビル　１Ｆ サービス

ブルー・ジェリー 世田谷区 成城６－８－８　１Ｆ ショッピング

村田永楽園 世田谷区 成城６丁目４－１３　 ショッピング

color kitchen桜新町店 世田谷区 新町２－３８－１５　新町宮澤ビル　３０１ サービス

東京ガスライフバル 南世田谷 世田谷区 新町３－１－９ ショッピング

OC LABORATORY 世田谷区 新町３－２３－８　エスカリエ桜新町　１Ｆ 飲食店

アストロプロダクツ 世田谷店 世田谷区 東玉川２－５－６　ユナイトビル　１Ｆ ショッピング

明大前肉流通センタ－ 世田谷区 松原１－３６－１０　中原ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり家すみれ 明大前店 世田谷区 松原１－３７－２０　会田ビル　２Ｆ 飲食店

茶加匠明大前店 世田谷区 松原１－３８－３　山本ビル　１Ｆ 飲食店

からあげ縁 明大前店 世田谷区 松原１－３８－３　山本ビル　１Ｆ 飲食店

ソウル苑 世田谷区 松原１－３８－８ 飲食店

茶加匠　明大前店 世田谷区 松原１丁目３８－３　 飲食店

栄新楼 世田谷区 松原２－２２－１８ 飲食店

タトル 世田谷区 松原２－４２－５　明大前フラワ－ハイホ－ム
　１０４ 飲食店

四季の串揚げ かくれん坊 世田谷区 松原２－４２－７　ｙｓ第二ビル　１Ｆ 飲食店

サルヴァトーレクオモ 明大前店 世田谷区 松原２－４６　フレンテ明大前　２Ｆ 飲食店

美容室マアム・ジー 世田谷区 松原２－４６－６　２Ｆ サービス

牛繁明大前店 世田谷区 松原２－４６－７　第二はなぶさビル 飲食店

パ－ラ－シシド 世田谷区 松原３－２９－１８ ショッピング

肉と惣菜の堀田 世田谷区 松原３－２９－１９　鈴木ビル　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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ごっつい 下高井戸 世田谷区 松原３－３０－１０ 飲食店

内田青果店 世田谷区 松原３－４２－１ ショッピング

美容室マアム・ジー下高井戸店 世田谷区 松原３－４２－２　宍戸第一ビル サービス

i－kitchen　松原店 世田谷区 松原５－２６－１５ 飲食店

八百信 世田谷区 松原５－３－１５ ショッピング

ホットケーキパーラー Fru－Full 世田谷区 松原６－１－１１ 飲食店

ポルシェセンター 世田谷 世田谷区 桜３－１５－１３ ショッピング

翠苑馬事公苑店 世田谷区 桜３－１５－１７　成和ビル 飲食店

イタリア料理ジータ 世田谷区 桜３－２－１０　桜クリーンキャッスル１０１ 飲食店

牛兵衛 馬事公苑店 世田谷区 桜３－２４－１　オークランド内　１Ｆ 飲食店

Fractal 世田谷区 桜上水４－１８－１６　岩田ビル　１Ｆ ショッピング

プロペラ 世田谷区 桜上水４－６－１４　メゾンドヴァンベール　
１Ｆ サービス

すし屋のだんらん 世田谷区 桜上水５丁目１４－９　コ－トサクラジヨウス
イ１Ｆ 飲食店

grandir 世田谷区 桜丘２－１８－１７　第五太陽ハイツ２Ｆ サービス

鶏富士 千歳船橋店 世田谷区 桜丘２－２０－７ 飲食店

FLOOR．Parallel 世田谷区 桜丘２－２０－８　ニュー楓ビル１Ｆ サービス

パッセージ千歳船橋店 世田谷区 桜丘２－２５－１２ サービス

いちわ 世田谷区 桜丘２－２７－１ 飲食店

the GRAND FREI 世田谷区 桜丘２－２７－１１　レフィーノＫＭビル４Ｆ サービス

久弥 世田谷区 桜丘２－２９－２１　稲荷ビル１０１ 飲食店

世田谷鮨一喜 世田谷区 桜丘２－２９－２１　第一稲荷ビル　１Ｆ 飲食店

串屋横丁千歳船橋店 世田谷区 桜丘２－２９－６ 飲食店

焼鳥けん 世田谷区 桜丘２丁目２９－２０　第二稲荷ビル１０１ 飲食店

ヴォアラ 世田谷区 桜丘３－２７－５ 飲食店

UNSOME千歳船橋 世田谷区 桜丘５－２１－１１　メゾン千歳　１Ｆ サービス

あみやき亭 環八成城店 世田谷区 桜丘５－４３ 飲食店

串天ごち 世田谷区 桜新町１－１１－６ 飲食店

鴻翔 世田谷区 桜新町１－１２－１３　２Ｆ 飲食店

felice 世田谷区 桜新町１－１２－９　篠沢ビル　３Ｆ サービス

iiHi桜新町店 世田谷区 桜新町１－１３－２　メゾンアミー２Ｆ サービス

桑名屋酒店 世田谷区 桜新町１－１３－６ ショッピング

焼肉 かごしま 世田谷区 桜新町１－１４－１７　グロワール桜新町ビル
Ｂ１Ｆ 飲食店

gokanplus 世田谷区 桜新町１－１５－２２　ＩＩＤＡＡＮＮＥＸ６ サービス

神田屋 世田谷区 桜新町１－１７－１４　神田屋ビル 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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ムスビガーデン 桜新町店 世田谷区 桜新町１－２１－１５ ショッピング

アンフュージョン 世田谷区 桜新町１－２９－１　１Ｆ 飲食店

M’SLASH セタガヤ 世田谷区 桜新町１－３２－１０ サービス

マルダイ 桜新町店 世田谷区 桜新町１－８－１０ ショッピング

バンケット 世田谷区 桜新町２－１０－２　３Ｆ サービス

ユー花園桜新町店 世田谷区 桜新町２－１２－２２ ショッピング

PIZZAMAFIATOKYO 世田谷区 桜新町２－２－１１ 飲食店

Kicca 世田谷区 桜新町２－２５－１２　パークホームズ桜新町
１Ｆ サービス

土屋川信 世田谷区 桜新町２－８－４ 飲食店

伊勢屋桜新町本店 世田谷区 桜新町２－８－４ ショッピング

カフェ ラ・ボエム 桜新町 世田谷区 桜新町２－９－２　ＴＮＫビル１Ｆ 飲食店

炭焼き権八 桜新町 世田谷区 桜新町２ー９ー２ＴＮＫビル２Ｆ 飲食店

四季の串揚げかくれん坊本店 世田谷区 梅丘１－１４－８　グレース・テラ　２Ｆ 飲食店

ヘア－サロン ラム－ル 世田谷区 梅丘１－１９－３ サービス

梅丘寿司の美登利 本館 世田谷区 梅丘１－２０－７ 飲食店

寿司の美登利デリバリー 世田谷区 梅丘１－２１－１１ 飲食店

鮨 くぼた 世田谷区 梅丘１－２１－２ 飲食店

アルパジョン 世田谷区 梅丘１－２２－７ 飲食店

HAIRMAKEREATYUMEGAOK 世田谷区 梅丘１－２３－１０－１０１ サービス

el－tre 世田谷区 梅丘１－２３－４ サービス

シェノン梅ヶ丘店 世田谷区 梅丘１－２５－１０　小山ビル　１Ｆ サービス

居酒屋 楽笑 世田谷区 梅丘１－２５－１０　小山ビル２　１Ｆ 飲食店

梅丘寿司の美登利売店 世田谷区 梅丘１－２５－６　ＭＴビル　１Ｆ ショッピング

鳥とみ 世田谷区 池尻１－１１－８　和光ハイム　１０５ 飲食店

ELNIDO 世田谷区 池尻１－１１－８　和光ハイム１０３ 飲食店

炭火焼肉 かくれ家 世田谷区 池尻１－７－１４　アントレパルク　Ｂ１Ｆ 飲食店

カフェ ラ・ボエム 世田谷 世田谷区 池尻１－９－１１ 　メゾン・ド・ソレーユ１
Ｆ・Ｂ１ 飲食店

鮨おさ内 世田谷区 池尻２－１６－１２ 飲食店

旬菜おぐら家 世田谷区 池尻２－３１－１８　ライム池尻大橋２Ｆ 飲食店

ラ・カサリンガ ムロルカ－ノ 世田谷区 池尻２－３３－７　村山ビル　１Ｆ 飲食店

Julep 世田谷区 池尻２－３４－１６　１Ｆ左 飲食店

焼肉 六甲園 世田谷区 池尻２－３７－１０ 飲食店

SUNDAY CAFE 世田谷区 池尻２－７－１２　Ｂ１ 飲食店

サロンドゥサンバレー 世田谷区 池尻２－７－１２　ストアハウス三宿　Ｄ－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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クラフトチョコレ－トワ－クス 世田谷区 池尻２－７－４ ショッピング

unsarto－poi 世田谷区 池尻３－１－３　Ｂ１ サービス

季節の手料理　吟家 世田谷区 池尻３－１３－２　秀和ハウス１Ｆ　Ｂ館 飲食店

フルール 世田谷区 池尻３－１３－７ ショッピング

KO－LA池尻店 世田谷区 池尻３－１６－２ 飲食店

tissue 世田谷区 池尻３－１６－５　ｔｒｕｔｈ　１０３ サービス

河豚鮮 世田谷区 池尻３－１７－１２ 飲食店

餃子ダイニングchao．s 世田谷区 池尻３－１９－４　ルメルシイＫＳ　１Ｆ 飲食店

P－five 世田谷区 池尻３－１９－４　ルメルシィＫＳ　２Ｆ サービス

中国菜灯菜 世田谷区 池尻３－２－５Ｂ１Ｆ 飲食店

池尻 浅野 世田谷区 池尻３－２１－２５　廣井産業ビル　１Ｆ 飲食店

DonGiovanni 世田谷区 池尻３－２１－３３　セリーヌ池尻大橋１Ｆ 飲食店

ラ・テール洋菓子店 世田谷区 池尻３－２７－１０ 飲食店

Fats Berry Cham Cham 世田谷区 池尻３－２７－３０　カーサクニ　１Ｆ サービス

Wanderlust 世田谷区 池尻３－２８－６　ファ－ストアミュ－ズＢ　
１－Ａ 飲食店

MARDOCK 世田谷区 池尻３－２８－６　ファーストアミューズビル
１Ａ 飲食店

L．A．GARAGE 世田谷区 池尻３－２９－４　アルティザ池尻　１Ｆ 飲食店

hair make Kr：tek 世田谷区 池尻３－３－１１　１Ｆ サービス

Pescheria Cara mishuku 世田谷区 池尻３－３０－１０　三旺ビル４Ｆ 飲食店

夢吟坊三宿本店 世田谷区 池尻３－３０－２　昭和ビル　１Ｆ 飲食店

STEAK＆BARSANKYU 世田谷区 池尻3-30-4 池尻三宿ビル 1F 飲食店

ビストロ喜楽亭 世田谷区 池尻３－３０－５ 飲食店

炭焼喰人三宿 世田谷区 池尻３－３０－６　フェリーチェ池尻　２Ｆ 飲食店

三宿の寿司えん 世田谷区 池尻３－３０－６　中尾ビル　１Ｆ 飲食店

あさひ食堂 世田谷区 池尻３丁目３－２　 飲食店

SCALA 世田谷区 池尻３丁目５－６ウィンハイツ１０１ サービス

BlueRibbon Tokyo 世田谷区 池尻４－３７－８ 飲食店

FOODIO 世田谷区 池尻４－３８－１１　中川ビル　１Ｆ 飲食店

柳 世田谷区 池尻４－３９－３ 飲食店

VILLAGE　CAFE　深沢 世田谷区 深沢２－１－１０ 飲食店

コマザワパークカフェ 世田谷区 深沢２－１９－２０　クレドール駒沢公園 飲食店

パルメット 世田谷区 深沢３－４－１　第二熊谷ビル　１Ｆ 飲食店

5watts 世田谷区 深沢３－５－１４ 飲食店

中華喫茶 一紀 世田谷区 深沢３－８－１３ 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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津国屋酒店 世田谷区 深沢３丁目３－１３　 ショッピング

樹林 世田谷区 深沢５－１－１３ 飲食店

ベイサイドクラブ世田谷店 世田谷区 深沢５－１－８　ハマックスビル１Ｆ サービス

LlanoHair 世田谷区 深沢５－２－９－１０９　ニューライフ等々力 サービス

くらしのくら 世田谷区 深沢５－６－１４ ショッピング

創作和食 田 世田谷区 深沢６－１４－２ 飲食店

RIFF 世田谷区 深沢６－７－１３ サービス

プラシッダタージ上野毛店 世田谷区 瀬田１－２０－１９ 飲食店

キッズセカンズ 世田谷区 瀬田１－２２－１９　瀬田モンドビル１Ｆ ショッピング

グリル C 世田谷区 瀬田３－３－１ 飲食店

いづちく 世田谷区 瀬田３－６－８ 飲食店

西窯 世田谷区 瀬田４－２９－１１ ショッピング

Fiesta del amigo 世田谷区 玉堤１－２１－１３　東京園マンション　１０
５ 飲食店

焼肉の牛太二子玉川店 世田谷区 玉堤１－８－３ 飲食店

NATURAM 世田谷区 玉川１－１７－１６ 飲食店

ベーカリーズキッチン オハナ 二子玉川店 世田谷区 玉川１－１７－７ 飲食店

Burnet 世田谷区 玉川１－２－４　セレニティ玉川　Ａ２ サービス

io nail 世田谷区 玉川１－９－２０　スタンダビル　２Ｆ サービス

insenceglue 世田谷区 玉川２－１４－７　ツインシティーＳ．　１Ｆ サービス

YES TOKYO 二子玉川 世田谷区 玉川２－１５－１２　ホワイトレジデンス　１
Ｆ 飲食店

DL BEAUTY 二子玉川店 世田谷区 玉川２－１８－４　ＮＩＣＯビル　２Ｆ サービス

NICOTAMA DAYS CAFE 世田谷区 玉川２－２２－１３　東急二子玉川駅構内 飲食店

カキモトアームズ 二子玉川店 世田谷区 玉川２－２３－１　ドックウッドプラザ　３Ｆ サービス

アジアンビストロDai二子玉川店 世田谷区 玉川２－２４－１ 飲食店

CHICAMA CAFE 世田谷区 玉川２－２４－１　キュープラザ二子玉川 飲食店

パタゴニア東京・二子玉川 世田谷区 玉川２－２４－１１ ショッピング

Lulu 世田谷区 玉川２－２４－２４　セゾン玉川　２Ｆ サービス

ラヴァン・グゥ 世田谷区 玉川２－７－３　コニファー二子玉川　１Ｆ 飲食店

二子玉酒場　八 世田谷区 玉川２丁目２１－１　ライズオ－クモ－ル２Ｆ 飲食店

Atelier　mim 世田谷区 玉川２丁目２４－１１　１０１Ｂ サービス

TANGANILLAOLIVE 世田谷区 玉川３－１０－１０　フェリトリア　３Ｆ サービス

黄金屋 二子玉川店 世田谷区 玉川３－１０－１１　Ｂ１Ｆ 飲食店

Vita 世田谷区 玉川３－１０－７　ナカヒコビル　２Ｆ サービス

ヨガン二子玉川店 世田谷区 玉川３－１０－７　ナカヒコビル　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヘアサロンイッツ二子玉川店 世田谷区 玉川３－１０－８　ア－クビル植　３Ｆ サービス

有酒 世田谷区 玉川３－１０－８　アークビル　Ｂ１ 飲食店

BeefGarden二子玉川 世田谷区 玉川３－１０－８　アークビル植　２Ｆ 飲食店

おしお 囲 世田谷区 玉川３－１１－１　柳小路東角　２０２ 飲食店

LOVEST 二子玉川 世田谷区 玉川３－１１－７　Ｔ’ｓＳＱＵＡＲＥ　３Ｆ サービス

AndyCafe二子玉川店 世田谷区 玉川３－１１－７　Ｔ’ｓＳＱＵＡＲＥ　５Ｆ 飲食店

BOX＆NEEDLE 世田谷区 玉川３－１２－１１ ショッピング

BleueBlanche 世田谷区 玉川３－１２－１３　明友プラッツ１Ｆ 飲食店

MANZARAYAたまたま 世田谷区 玉川３－１２－２　Ｔ＆Ｍ　１Ｆ 飲食店

TANGANILLA 世田谷区 玉川３－１２－６　カーサアレグレ　１Ｆ サービス

シャッターズ二子玉川 世田谷区 玉川３－１２－８　柳小路仲角　１Ｆ 飲食店

Le mieux nail 世田谷区 玉川３－１３－５　川原ビル　４Ｆ サービス

ビストロます家 二子玉川店 世田谷区 玉川３－１３－８　１Ｆ 飲食店

蔵月 世田谷区 玉川３－１４－９ 飲食店

ピッツェリアメッシーナ 世田谷区 玉川３－１４－９ 飲食店

九つ井　玉川高島屋S・C店 世田谷区 玉川３－１７－１ 飲食店

GLUTEN－FREECAFE 世田谷区 玉川３－２０－１　名川ビル１Ｆ 飲食店

THE SALON -esme- 世田谷区 玉川３－２０－１０　メリス玉川Ｐａｒｔ　２
－２０２号 サービス

CIRSION二子玉川店 世田谷区 玉川３－２０－１１－２０２　マノア玉川第一 サービス

TRAD 世田谷区 玉川３－２０－４　グランフォレ　１Ｆ　Ａ号
室 サービス

鮨 逸喜優 世田谷区 玉川３－２０－５　マノア第一１０３ 飲食店

Vivid Ajia 世田谷区 玉川３－２０－８　サントピア玉川　１Ｆ 飲食店

TIFFA二子玉川 世田谷区 玉川３－２１－３　二子田園マンション　１０
１ サービス

visuna 世田谷区 玉川３－２１－５　１Ｆ サービス

シャイン ヘア ブレンド 世田谷区 玉川３－２１－６　二子玉川第一ビル　Ｂ１Ｆ サービス

すし喜邑 世田谷区 玉川３－２１－８　ジャルダン長崎　１Ｆ 飲食店

55JET 世田谷区 玉川３－４－２　ベルフラット玉川　２Ｆ サービス

Teppanyakiアイアンマ 世田谷区 玉川３－４－５ 飲食店

ダイニングバーコランダム 世田谷区 玉川３－５－８　第四明友ビル　３Ｆ 飲食店

ORBITAL二子玉川店 世田谷区 玉川３－６－１２　第七明友ビル　１Ｆ ショッピング

insence二子玉川 世田谷区 玉川３－６－５　ＭＲＥビル　２Ｆ サービス

TRAD2 世田谷区 玉川３－６－７　第二タイガ－ビル　２Ｆ サービス

山崎裕俊美容室二子玉川店 世田谷区 玉川３－７－１　川渕ビル　２Ｆ サービス

ALVI 世田谷区 玉川３－９－１　第３明友ビル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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牛8二子玉川店 世田谷区 玉川３－９－１０　マノア玉川第２Ｂ１Ｆ 飲食店

魚ます 二子玉川 世田谷区 玉川３－９－２　土屋ビル　１Ｆ 飲食店

Re：CENO TOKYO 世田谷区 玉川３－９－３　ＳＴＲＥＡＭＴＡＭＡＧＡＷ
Ａ　２Ｆ ショッピング

イタリアンレストラン碧い月 世田谷区 玉川３－９－３　ストリームタマガワＢ１Ｆ 飲食店

カフェリゼッタ二子玉川 世田谷区 玉川３－９－７ 飲食店

すし屋の中川　玉川店 世田谷区 玉川３－９－８　和田ビル　１Ｆ 飲食店

ルマグレブ 世田谷区 玉川３丁目１０－１１　１Ｆ 飲食店

BOTANICAL 世田谷区 玉川４－１２－１　池田ビル サービス

Neolive uri 世田谷区 玉川４－５－７　ＥＬＭＯ　１Ｆ サービス

ノコナッツ 世田谷区 玉川４－８－６　アズマコーポ　１Ｆ サービス

ホワイエ ヘア デザイン 世田谷区 玉川台１－５－１２　ＹＯＧＡＳＴＡＧＥ　１
Ｆ サービス

AtsushiHatae用賀 世田谷区 玉川台１－５－３　グレース玉川台１０１ 飲食店

REALITYHAIR 世田谷区 玉川台２－２２－２０　イイダアネックス　２
Ｆ サービス

サンビーム 世田谷区 玉川台２－３９－１０ ショッピング

技研サーモラックス用賀本店 世田谷区 用賀１－２７－２５　第二用賀ヒミコマンショ
ン　１０４ ショッピング

すし処 井乃上 世田谷区 用賀２－１４－４ 飲食店

ピッツェリア マルデナポリ 世田谷本店 世田谷区 用賀２－２９－２０ 飲食店

CONA用賀店 世田谷区 用賀２－３８－７　サンバーナビルＢ１Ｆ 飲食店

美容室エルプリエ 世田谷区 用賀２－３９－１７　２Ｆ サービス

なかむらや 世田谷区 用賀２－４１－１１ 飲食店

Aguhairzen用賀 世田谷区 用賀２－４１－８　ＧｒａｎＤｕｏ用賀３　Ｂ
１Ｆ サービス

いちぼ 世田谷区 用賀３－１１－１４ 飲食店

魚菜膳 世田谷区 用賀３－１３－１０　ゼネラルビル　１Ｆ 飲食店

蕎麦と鶏 はんさむ 用賀 世田谷区 用賀３－１３－３　ゼネラル第二ビル　１Ｆ 飲食店

用賀タイ食堂 世田谷区 用賀３－１５－１１　アルス用賀３丁目 飲食店

豆魚菜 万さく 世田谷区 用賀３－１５－６　Ｍ．ＢＯＮＤ用賀１０１ 飲食店

福寿 用賀店 世田谷区 用賀４－１０－１　ＳＢＳビルテラス２－２Ｆ 飲食店

ROOF 世田谷区 用賀４－１０－１　世田谷ビジネススクエアテ
ラス　１１Ｆ サービス

くし家串猿用賀店 世田谷区 用賀４－１１－１５　グリーンハウスＮｏ．５
　Ｂ１Ｆ 飲食店

orsa 世田谷区 用賀４－１１－１５　グリーンハウスＮＯ．５
中　２Ｆ サービス

insence用賀 世田谷区 用賀４－１１－１７　グリーンハウスＮＯ．６
　２Ｆ サービス

ワイン食堂VINSENT用賀 世田谷区 用賀４－１１－２　すみれビル　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

24 / 30

[東京都東京都]



ステージ・オー用賀店 世田谷区 用賀４－１１－４ サービス

ボディアンドソウル用賀 世田谷区 用賀４－１１－４　福島ビルＢ１Ｆ 飲食店

花邑 世田谷区 用賀４－１１－４　福島第一ビル　Ｂ１ 飲食店

VANSAN 用賀店 世田谷区 用賀４－１１－５　リエルナ用賀　１Ｆ 飲食店

陳麻家用賀店 世田谷区 用賀４－１３－１　１Ｆ 飲食店

焼肉星山 世田谷区 用賀４－１４－２ 飲食店

LINK 世田谷区 用賀４－１４－２４　マルゼンビル　１Ｆ サービス

grass 世田谷区 用賀４－１６－３　用賀パレス　１０３ サービス

aletta 世田谷区 用賀４－１６－６　川村ビル１０１ 飲食店

リリーアン 世田谷区 用賀４－１９－１５ 飲食店

MUGI・R 世田谷区 用賀４－１９－２　１Ｆ サービス

weavesーSETAGAYA 世田谷区 用賀４－２９－３　１Ｆ サービス

とり鉄 用賀店 世田谷区 用賀４－３－１１ 飲食店

きむら屋丼丸用賀店 世田谷区 用賀４－３１－１８ 飲食店

サザンダイニング　用賀店 世田谷区 用賀４－４－８　第二福島ビル　１Ｆ 飲食店

Mauve 世田谷区 用賀４－５－７　ルビーノロトンダ　１Ｃ　１
Ｄ サービス

タパス＆タパス　用賀店 世田谷区 用賀４－９－７　ＡＲＵＩＧＵＳビル　１Ｆ 飲食店

フロ-ラ洋菓子店 世田谷区 用賀４丁目１７－４ ショッピング

季の葩 世田谷区 砧１－１３－３ 飲食店

リサイクルアンドニューアルバーノ 世田谷区 砧２－２１－１　ラフィーネ砧１Ｆ ショッピング

パネッテリア ガストロノミア レジーナ 世田谷区 砧３－４－４　石井ビル 飲食店

CafeApartment183 世田谷区 砧３－４－９　レ・ジェイド世田谷砧マンショ
ン　１Ｆ 飲食店

昭和レトロカフェまるはち 世田谷区 砧４－１０－１６ 飲食店

プレザンテ・オテル・ドゥ・スズキ 世田谷区 砧６－３６－３ 飲食店

串屋横丁祖師谷大蔵店 世田谷区 砧８－１０－１　フラッツ砧　１Ｆ 飲食店

岩盤浴リンパ痩身サロン成城ヴェルフルール 世田谷区 砧８－２１－４　ウインズアン１０２号 サービス

牛繁祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区 砧８－５－１８ 飲食店

焼肉ことら 世田谷区 砧８－５－１８　フィル８８　２Ｆ 飲食店

鶏バル 陽 haru 世田谷区 砧８－５－１８　砧サンヨ－ビル　１Ｆ 飲食店

リアンジェ・祖師ヶ谷大蔵 世田谷区 砧８－８－１　ＴＳ大蔵ビル　１Ｆ サービス

オステリアエジリオサーラ 世田谷区 砧８－９－８　島屋ビル１Ｆ 飲食店

ル・ジャルダン 世田谷区 砧公園１－２　世田谷美術館内 飲食店

サンセリテ 祖師谷店 世田谷区 祖師谷１－１０－６　フォレストビル　１０２ 飲食店

グリーンマインド祖師谷店 世田谷区 祖師谷１－１１－５ 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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なごみ堂 世田谷区 祖師谷１－３７－８　木梨サイクル　２Ｆ ショッピング

金寿司 世田谷区 祖師谷１丁目１１－１０　 飲食店

Kitchen　Fumi 世田谷区 祖師谷１丁目９－１４　 飲食店

魚串ごち 世田谷区 祖師谷３－１－１５ 飲食店

成城風月堂 ファクトリー店 世田谷区 祖師谷３－２４－３ 飲食店

居酒屋ダイニングひみつきち 世田谷区 祖師谷３－３０－４　ＳＡビル半地下１Ｆ 飲食店

フューズ祖師谷 世田谷区 祖師谷３－３７－２４ サービス

イタリア料理フィオッキ 世田谷区 祖師谷３－４－９ 飲食店

東京ガスライフバル 西世田谷 世田谷区 祖師谷４－２３－２０ ショッピング

ビュ－ティ－プレイス　カト－ 世田谷区 祖師谷４丁目２４－１８　 サービス

VENETA 世田谷区 等々力１－２３－８　１Ｆ サービス

焼肉ゆかわ 世田谷区 等々力２－１６－１５　早川電機ビル　２０１ 飲食店

パティスリークレヨン 世田谷区 等々力２－１７－１１ ショッピング

丸山珈琲尾山台店 世田谷区 等々力２－１８－１５ 飲食店

ヴァンドゥリュド 尾山台店 世田谷区 等々力２－１９－１５　プレジール　１Ｆ 飲食店

すし処 會 世田谷区 等々力２－３４－５ 飲食店

ペットエコ横浜 世田谷店 世田谷区 等々力２－３６－２　エクセル等々力　１Ｆ ショッピング

やきとり等々力店 世田谷区 等々力３－１９－１６　高橋コーポ 飲食店

Andiamo 世田谷区 等々力４－１３－１８　プレステージ　１Ｆ 飲食店

パティスリィアサコイワヤナギ 世田谷区 等々力４－４－５ 飲食店

アサコイワヤナギ プリュス 世田谷区 等々力４－４－５　ファミ－ユ等々力　１Ｆ 飲食店

THREE by KEEP 世田谷区 等々力５－５－１２　尾山台萬八ビル　１Ｆ サービス

midi 世田谷区 等々力５－６－６　マークヒルズ等々力　１Ｆ サービス

BENETOKYO 世田谷区 等々力６－３８－１８　パラスト自由が丘１Ｆ 飲食店

8YARDS 世田谷区 等々力６－５－４－８　ＹＡＲＤＳ　１Ｆ ショッピング

エリオント 世田谷区 等々力６丁目２－３　 飲食店

とうきょう縹 世田谷区 等々力７－１９－１７ 飲食店

CAMMINI 世田谷区 等々力８－２－２４　ＣＩＴＹ等々力　１Ｆ ショッピング

IL SUONO SCORRE 22 世田谷区 等々力８－５－７　クラステージ等々力　１Ｆ 飲食店

焼肉平和亭 世田谷区 粕谷４－２０－１８ 飲食店

raugh 世田谷区 粕谷４－２０－１８　第一幸栄マンション　１
０１ サービス

東白庵かりべ 世田谷区 粕谷４－２３－１９　粕谷四丁目ビル　１Ｆ 飲食店

横浜餃子軒　経堂店 世田谷区 経堂１－１２－１０　松原ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 喜楽 世田谷区 経堂１－１２－１２ 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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魚粋 世田谷区 経堂１－１２－４　峰ビル１Ｆ 飲食店

ORBITAL経堂店 世田谷区 経堂１－１２－８　斉藤ビル　１Ｆ ショッピング

魚のタナ 世田谷区 経堂１－１７－１２ 飲食店

hair＆makeyucaci 世田谷区 経堂１－２１－１１　２Ｆ サービス

やどかり 世田谷区 経堂１－２１－２１　ショップ経堂　２０３ 飲食店

炭火串焼鳥勢飛 世田谷区 経堂１－２２－１７ 飲食店

もつやき優貴 世田谷区 経堂１－２２－１８－１０３ 飲食店

焼肉 れんが 世田谷区 経堂１－２３－１３ 飲食店

お蕎麦のしらかめ 世田谷区 経堂１－２７－１３　ディアコ－ト経堂　１０
１ 飲食店

炭火焼肉 ふちおか 世田谷区 経堂１－５－８　ロイヤルハイツ経堂　１Ｆ 飲食店

IMAJINE経堂 世田谷区 経堂２－１－３３　経堂コルテ　３０１ サービス

Roy 世田谷区 経堂２－１０－１１　１Ｆ サービス

ヴェルデ寿矢 世田谷区 経堂２－１０－９ 飲食店

color kitchen経堂店 世田谷区 経堂２－１３－１　ＭＣＭさくらビル　２Ｆ サービス

美登利寿司 世田谷区 経堂２－２－４ 飲食店

エルダーズバイユーレルム 世田谷区 経堂２－２－８　亀井ビル　２Ｆ サービス

山崎裕俊美容室 世田谷区 経堂２－３－１　水野ビル　２Ｆ サービス

経堂自然食品センター 世田谷区 経堂２－３－７ ショッピング

トスカーナ経堂 世田谷区 経堂２－４－１　経堂Ｋビル２Ｆ エンターテイメン
ト

loRe 世田谷区 経堂２－５－１　いさ和ビル サービス

いちわ経堂店 世田谷区 経堂３－１－１　大六ビル２Ｆ 飲食店

カネマンファミリ－セ－ル 世田谷区 経堂３－１７－３ ショッピング

鮨中むら 世田谷区 経堂３丁目２－１１　 飲食店

BISTRO＆WINEBARMOMO 世田谷区 経堂５－２９－２１ 飲食店

HANDCRAFTSRungta 世田谷区 経堂５－３１－６－１０２　三和ビル ショッピング

malta 世田谷区 羽根木１－２１－２７　亀甲新ろ－５９ ショッピング

グリーンマインド千歳船橋店 世田谷区 船橋１－１－９ ショッピング

堀口珈琲 世田谷店 世田谷区 船橋１－１２－１５ 飲食店

DUMBO 世田谷区 船橋１－１４－９　三鈴ビル サービス

千歳船橋肉流通センター 世田谷区 船橋１－３８－４　第３内藤ビル１０２ 飲食店

千歳書店 世田谷区 船橋１－９－４５ ショッピング

青山堂 世田谷区 船橋１丁目１－９　 ショッピング

SHINKOSTUDIO 世田谷区 船橋１丁目１４－１２ ショッピング

marunimocco 世田谷区 船橋１丁目９－２０　鈴木ビル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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オーランデ・ヴー 世田谷区 船橋３－１－７ 飲食店

神戸屋レストラン　芦花公園店 世田谷区 船橋４－４３－７ 飲食店

うなぎの館 天龍 世田谷区 若林１－１７－３　シンシアフォ－ディ－Ｂ　
１０１ 飲食店

お料理お蕎麦石竹 世田谷区 若林１－１７－３　シンシアフォ－ディ－三軒
茶屋　１０２ 飲食店

アーモンド洋菓子店 若林支店 世田谷区 若林１－２－１　ライオンズマンション 飲食店

和食レストラン真こう 世田谷区 若林１－２－３　プラチナコ－ト　Ｂ１Ｆ 飲食店

Eau mont 世田谷区 若林１－８－８　デンス河野　１０４ エンターテイメン
ト

juncdecotecote 世田谷区 若林１－８－８　デンス河野ビル　１０２ 飲食店

浅草もんじゃ 土蛍 松陰神社前店 世田谷区 若林３－１５－３　若林ハイホーム１０３ 飲食店

Somsatang 世田谷区 若林３－１７－６　大店舗　１ｂ ショッピング

松崎煎餅 松陰神社前店 世田谷区 若林３－１７－９ ショッピング

居酒屋蔵八 世田谷区 若林３－１９－６　１Ｆ 飲食店

山下書店 世田谷店 世田谷区 若林４－２０－８ ショッピング

GRANDARBRE 世田谷区 若林４－２１－３　松陰神社前レジデンス１Ｆ 飲食店

Bistro CYCLE 世田谷区 若林４－２７－１２　ＴＫビル　１Ｆ 飲食店

クチーナチロレーゼ三輪亭 世田谷区 豪徳寺１－１３－１５　ツノダビル１Ｆ 飲食店

クワット豪徳寺 世田谷区 豪徳寺１－２２－５　豪徳寺市場１ 飲食店

イルキャンティフィレンツェ 世田谷区 豪徳寺１－２３－１２　ささビル１Ｆ 飲食店

hair－make－mocca 世田谷区 豪徳寺１－２３－１８ サービス

リサイクルショップティファナ豪徳寺店 世田谷区 豪徳寺１－２５－６　田中ビル　１Ｆ ショッピング

AndyCafeDogSalon豪徳寺店 世田谷区 豪徳寺１－４２－６　日進ビル　１Ｆ 飲食店

浜口水産 豪徳寺店 世田谷区 豪徳寺１－４５－２　ハウデッグビル豪徳寺１
Ｆ ショッピング

美容室 argt 世田谷区 豪徳寺１－６－３　スバルハイツ サービス

世田谷火龍園 世田谷区 赤堤２－１１－１４ エンターテイメン
ト

菓心たちばな赤堤店 世田谷区 赤堤３－１２－２１ 飲食店

鮨 すえひろ 世田谷区 赤堤４－３６－１９ 飲食店

焼肉処くい亭 世田谷区 赤堤４－３６－１９　ＵＫビル　１Ｆ 飲食店

フラワーボックス 世田谷区 赤堤４－３６－２２　ＭＴビル１０２ ショッピング

SPEA 下高井戸店 世田谷区 赤堤４－４２－２０　ビルトイン丸電 サービス

居酒屋 おふろ 世田谷区 赤堤４－４５－１０　安心堂ビル　ＢＦ 飲食店

旭鮨総本店下高井戸本店 世田谷区 赤堤４－４６－１０ 飲食店

Vif 世田谷区 赤堤４－４６－１３　町田ビル　２Ｆ サービス

MOROBITO 世田谷区 赤堤４－４７－１　シモタカベース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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紅矢 下高井戸店 世田谷区 赤堤４－４８－４ 飲食店

家宴 世田谷区 赤堤４－４８－６ 飲食店

ガレージゼロニーロク 世田谷区 赤堤４－４８－７　３Ｆ 飲食店

カナピナ 世田谷区 赤堤５－２６－１０ 飲食店

居酒屋たつみ本店 世田谷区 赤堤５－３１－１　池田ビル 飲食店

イタリアリストランテ　オット 世田谷区 野毛１－１７－１１ 飲食店

アンジュ・プリュ 世田谷区 野沢１－３５－１１ サービス

焼肉市場げんかや 駒沢店 世田谷区 野沢２－３０－３　駒沢イン　１Ｆ 飲食店

ワークランド世田谷店 世田谷区 野沢３－３０－８ ショッピング

信濃屋 野沢店 世田谷区 野沢３－３７－１１ ショッピング

BPJ’S 世田谷店 世田谷区 野沢３－３９－１０ サービス

池田屋 世田谷区 野沢３－３９－７ ショッピング

CORDE 世田谷区 野沢４－２４－１　ヴィルヌーブタワー２Ｆ－
Ｃ－３ 飲食店

B．O．E．L 世田谷区 鎌田３－１２－１６　ヴィア－ドステ－ジ　１
－Ｅ サービス

ファーマーズマーケット二子玉川 世田谷区 鎌田３－１８－８ ショッピング

カマタ食堂 世田谷区 鎌田３－８－１３ 飲食店

CAFE＆DININGGEORGE 世田谷区 駒沢１－３－１　駒沢グリーンビル２Ｆ 飲食店

カプリチョーザ　駒沢大学店 世田谷区 駒沢１－４－１０　１Ｆ 飲食店

玄 世田谷区 駒沢１－４－１０　佐伯ビル　１Ｆ 飲食店

Minkstyle駒沢店 世田谷区 駒沢１－５－１３　ビラ・アペックス　７Ｆ サービス

エスプリクレッシェンド駒沢大学店 世田谷区 駒沢２－１－１　第二山國ビル　２・３・４Ｆ サービス

桝屋酒店 世田谷区 駒沢２－１－１３　ＫＯＭＡＺＡＷＡ関ビル ショッピング

儘 世田谷区 駒沢２－１－９ 飲食店

炭火焼肉十一 世田谷区 駒沢２－１８－５　第１１フォンタナ１０１ 飲食店

LUSSO 世田谷区 駒沢２－６－１７　レスクビル１Ｆ サービス

駒沢310“ 世田谷区 駒沢２丁目２－１７　 飲食店

Tiny knots 世田谷区 駒沢２丁目２０－６ ショッピング

五大 世田谷区 駒沢３－１８－２　オザワビル２Ｆ 飲食店

寿し正 世田谷区 駒沢３－２－２３ 飲食店

グリ－ンテラス 世田谷区 駒沢４－１２－２２　２Ｆ 飲食店

鮨辰浜野 世田谷区 駒沢４－１８－１４ 飲食店

ルミアージュ 世田谷区 駒沢４－１８－１７　ル・ヴェ－ル　２Ｆ 飲食店

炭火焼肉ほしや 世田谷区 駒沢４－１８－１８ 飲食店

HondaDream駒沢246 世田谷区 駒沢４－２９－１６ 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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焼肉きんぐ 駒沢公園店 世田谷区 駒沢５－１－３ 飲食店

焼肉 芝浦 世田谷区 駒沢５－１６－９　駒沢ビル 飲食店

バワリー　キッチン 世田谷区 駒沢５－１８－７　三田ビル 飲食店

CRISPKOMAZAWA－KOEN 世田谷区 駒沢５－２５－５　パークハイム駒沢 飲食店

ル パティシエ タカギ 本店 世田谷区 駒沢公園１－１ 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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