
中央区内共通買物券（ハッピー買物券2021）取扱店一覧
令和3年7月1日現在

店舗名 住　所 電話番号 業　種

セブンイレブン 中央区明石町店 明石町2-1　 03-3248-0478 コンビニエンスストア

ファミリーマート中央明石町店 明石町3-3　新明ビル1階 03-6226-2403 コンビニエンスストア

セブンイレブン聖路加タワー店 明石町8-1　聖路加タワー1階 03-3547-7881 コンビニエンスストア

ローソンＨ入船一丁目店 入船1-3-1　 03-3523-1150 コンビニエンスストア

ローソン入船店 入船2-10-7　 03-3552-7429 コンビニエンスストア

セブンイレブン 中央区入船３丁目店 入船3-1-13　 03-5541-4028 コンビニエンスストア

セブンイレブン勝どきグロウスタウン店 勝どき1-3-3　アパートメンツタワー勝ドキ1F 03-6220-4557 コンビニエンスストア

セブンイレブン勝どき駅前店 勝どき1-8-1-102　 03-6219-7710 コンビニエンスストア

ローソン勝どき二丁目店 勝どき2-15-1　 03-3532-3963 コンビニエンスストア

ファミリーマート勝どき三丁目 勝どき3-2-3　1階 03-5547-2010 コンビニエンスストア

ローソン勝どき四丁目店 勝どき4-2　 03-3532-4170 コンビニエンスストア

セブンイレブン勝どき５丁目店 勝どき5-3-2　 03-5548-0077 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン京橋一丁目 京橋1-10-7　 03-3566-8777 コンビニエンスストア

ファミリーマート 京橋二丁目店 京橋2-11-3　服部ビル1階 03-5159-6252 コンビニエンスストア

ローソン Ｓ清水建設新社屋店 京橋2-16-1　 03-5524-5105 コンビニエンスストア

ローソン 京橋エドグラン 京橋2-2-1　 03-6262-6525 コンビニエンスストア

ダイワロイヤル株式会社 セブンイレブンＤＲ東京京橋ロイネット店 京橋2-8-20　 03-5579-5810 コンビニエンスストア

ローソン 東京スクエアガーデン店 京橋3-1-1-1　 03-3273-8863 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 東京スクエアガーデン３階店 京橋3-1-1-3　 03-5204-2045 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 中央銀座一丁目店 銀座1-13-15　 03-3564-5220 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座１丁目店 銀座1-26-1　 03-3563-3910 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座２丁目店 銀座2-15-2　 03-3248-1712 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 銀座二丁目店 銀座2-16-12　 03-5550-3117 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座３丁目店 銀座3-15-10　 03-3546-1711 コンビニエンスストア

ローソンＨ銀座三丁目店 銀座3-8-1　 03-3563-3731 コンビニエンスストア

ローソン 銀座四丁目昭和通店 銀座4-11-2　 03-3816-2604 コンビニエンスストア

セブンイレブン 歌舞伎座店 銀座4-12-15　 03-3547-7500 コンビニエンスストア

ローソン 東銀座駅前店 銀座4-14-11　 03-5550-1998 コンビニエンスストア

ローソン 王子ホールディングス１号館 銀座5-12-8　 03-3543-4311 コンビニエンスストア

ローソン銀座五丁目店 銀座5-14-10　 03-3543-3963 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座地下街店 銀座5-4-3　対鶴館ビル地下2階 03-3571-7772 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン銀座六丁目店 銀座6-2-1　Daiwa銀座ビル 03-3571-5161 コンビニエンスストア

ローソン 東京銀座ベイホテル店 銀座7-13-15　 03-6226-5520 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座７丁目東店 銀座7-15-5　 03-3546-1577 コンビニエンスストア

ローソン銀座七丁目店 銀座7-16-14　 03-3541-5581 コンビニエンスストア

セブンイレブン銀座７丁目店 銀座7-2-22　同和ビル1F 03-3573-5527 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 銀座並木通店 銀座7-5-10　 03-3572-0061 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 銀座三井ビル店 銀座8-13-1　 03-3543-8889 コンビニエンスストア

ローソン銀座八丁目店 銀座8-4-9　 03-3572-5701 コンビニエンスストア

セブンイレブン 中央区新川１丁目店 新川1-21-5　茅場町タワービル1階 03-3555-5868 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン新川一丁目店 新川1-24-1　 03-3523-5430 コンビニエンスストア

コミュニティストア６００新川１丁目店 新川1-3-10　 03-5541-7157 食料品

セブンイレブン中央区新川２丁目店 新川2-12-8　 03-3551-1977 コンビニエンスストア

ローソンＨ新川二丁目店 新川2-16-10　 03-3523-6721 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン新川二丁目店 新川2-22-1　能登ビル1F 03-6222-7744 コンビニエンスストア

セブンイレブン東京住友ツインビル西館店 新川2-27-2　東京住友ツインビル西館1F 03-5541-7558 コンビニエンスストア

ファミリーマート新川２丁目店 新川2-6-2　 03-5540-7088 コンビニエンスストア

ローソン新富一丁目店 新富1-7-17　 03-3555-2524 コンビニエンスストア

セブンイレブン中央区役所前店 新富2-2-8　松竹衣裳ビル1階 03-3551-2721 コンビニエンスストア

セブンイレブン中央区月島１丁目店 月島1-2-13　 03-3532-1332 コンビニエンスストア

セブンイレブン月島駅前店 月島1-5-2　 03-3533-1050 コンビニエンスストア

ローソン月島駅前店 月島2-1-2　 03-3536-3157 コンビニエンスストア

ファミリーマート月島３丁目店 月島3-31-1　 03-3533-8750 コンビニエンスストア

ローソンＨ月島勝どき店 月島4-16-1　 03-3533-7203 コンビニエンスストア

ローソンＨ月島四丁目店 月島4-4-1　 03-3534-1739 コンビニエンスストア

ローソン 新富町メトロピア店 築地1-1-1　 03-3524-3855 コンビニエンスストア

ローソン築地二丁目店 築地2-15-13　 03-5565-0828 コンビニエンスストア

セブンイレブン中央区築地２丁目店 築地2-7-12　山京ビル1F 03-5565-8717 コンビニエンスストア

ローソンＨ築地三丁目店 築地3-1-10　 03-3248-6866 コンビニエンスストア

ファミリーマート築地本願寺前店 築地3-11-8　 03-3541-0070 コンビニエンスストア

1.コンビニ、雑貨
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セブンイレブン築地日刊スポーツ本社店 築地3-5-10　 03-3547-7517 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン築地東劇ビル店 築地4-1-1　東劇ビル1F 03-3524-8440 コンビニエンスストア

ローソン築地四丁目店 築地4-8-1　 03-3546-3963 コンビニエンスストア

ローソンＳ朝日新聞築地新館店 築地5-3-2　朝日新聞東京本社新館2F 03-5565-3963 コンビニエンスストア

ローソン朝日新聞東京本社店 築地5-3-2　朝日新聞東京本社8階 03-3248-5563 コンビニエンスストア

ローソン築地五丁目店 築地5-6-10　 03-3541-1433 コンビニエンスストア

ローソン築地六丁目 築地6-16-1　 03-6264-3099 コンビニエンスストア

セブンイレブン築地７丁目店 築地7-8-10　 03-3546-7177 コンビニエンスストア

セブンイレブン中央区佃２丁目店 佃2-10-9　 03-3533-0921 コンビニエンスストア

ファミリーマート佃二丁目店 佃2-12-12　ハーモニーコート1階 03-3533-3892 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン佃二丁目店 佃2-1-3　 03-3532-7637 コンビニエンスストア

ローソン 佃二丁目店 佃2-2-7　 03-3531-6821 コンビニエンスストア

ファミリーマート豊海町店 豊海町5-1　豊海センタービル1階 03-5547-5235 コンビニエンスストア

ローソン東京日本橋店 日本橋1-2-19　 03-3231-0223 コンビニエンスストア

ナチュラルローソン 日本橋二丁目店 日本橋2-1-21　 03-5201-5515 コンビニエンスストア

デイリーヤマザキＢＳＳ日本橋２丁目店 日本橋2-15-10　 03-5203-8651 コンビニエンスストア

ファミリーマート八重洲さくら通り店 日本橋2-3-18　 03-3548-8300 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋２丁目店 日本橋2-3-21　 03-5201-5518 コンビニエンスストア

ローソン 日本橋高島屋三井ビルディング店 日本橋2-5-1　 03-6281-9985 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋３丁目店 日本橋3-4-13　 03-3272-0710 コンビニエンスストア

ローソン日本橋三丁目店 日本橋3-5-11　 03-3275-2250 コンビニエンスストア

ローソン日本橋横山町店 日本橋横山町3-4　 03-5641-5688 コンビニエンスストア

ローソン日本橋蛎殻町店 日本橋蛎殻町1-1-1　 03-5623-2136 コンビニエンスストア

ローソン 日本橋蛎殻町一丁目店 日本橋蛎殻町1-11-5　 03-5695-5665 コンビニエンスストア

セブンイレブン 日本橋蛎殻町店 日本橋蛎殻町1-16-8　水天宮平和ビル1F 03-3639-0432 コンビニエンスストア

ファミリーマート日本橋かきがら町店 日本橋蛎殻町1-36-17　 03-5645-1990 コンビニエンスストア

セブンイレブン 水天宮前店 日本橋蛎殻町1-38-9　 03-3249-1369 コンビニエンスストア

ローソンメトロス水天宮前 日本橋蛎殻町2-1-1　 03-3816-2604 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋浜町店 日本橋蛎殻町2-14-4　 03-3666-5980 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋兜町店 日本橋兜町15-13　 03-5695-5677 コンビニエンスストア

ローソン茅場町駅前店 日本橋茅場町1-10-5　 03-3664-6566 コンビニエンスストア

ローソン日本橋茅場町一丁目店 日本橋茅場町1-13-13　 03-3639-3963 コンビニエンスストア

ローソン メトロス茅場町中央口 日本橋茅場町1-4-6先　 03-3816-2604 コンビニエンスストア

セブンイレブン茅場町駅前店 日本橋茅場町1-9-2　 03-3669-0717 コンビニエンスストア

ローソン日本橋茅場町店 日本橋茅場町2-13-11　 03-3669-8163 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋茅場町２丁目店 日本橋茅場町2-9-5　 03-3663-1003 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋久松町店 日本橋久松町10-6　 03-3668-3711 コンビニエンスストア

デイリーヤマザキ日本橋室町１丁目店 日本橋室町1-10-8　 03-3272-6488 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋室町４丁目店 日本橋室町4-3-13　 03-3278-1888 コンビニエンスストア

ＪＲ新日本橋駅構内ニューデイズ売店 日本橋室町4-4-10　 03-3212-6326 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋小伝馬町店 日本橋小伝馬町10-11　日本橋府川ビル1F 03-3664-7099 コンビニエンスストア

セブンイレブン小伝馬町駅前店 日本橋小伝馬町2-4　 03-3662-1755 コンビニエンスストア

セブンイレブン 日本橋小網町店 日本橋小網町1-3　大島ビル1F 03-5695-3990 コンビニエンスストア

セブンイレブン人形町駅西 日本橋人形町1-3-6　 080-9210-1475 コンビニエンスストア

ローソン 人形町駅前店 日本橋人形町1-4-10　 03-6661-1762 コンビニエンスストア

セブンイレブン人形町２丁目店 日本橋人形町2-26-5　 03-5695-0107 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋人形町３丁目店 日本橋人形町3-1-2　 03-3664-0576 コンビニエンスストア

ローソン 馬喰町駅前 日本橋馬喰町1-4-14　 03-6661-6465 コンビニエンスストア

ＪＲ馬喰町駅構内ニューデイズ売店 日本橋馬喰町1-6　 03-3212-6326 コンビニエンスストア

ローソン 箱崎湊橋店 日本橋箱崎町18-10　 03-5623-5013 コンビニエンスストア

セブンイレブン 日本橋Ｔ－ＣＡＴ店 日本橋箱崎町22-1　 03-3665-7211 コンビニエンスストア

ローソン 日本橋箱崎店 日本橋箱崎町27-2　 03-5847-7775 コンビニエンスストア

セブンイレブンＴ－ＣＡＴ２階店 日本橋箱崎町42-1　 03-3665-7155 コンビニエンスストア

ローソン日本橋浜町二丁目店 日本橋浜町2-15-5　 03-3669-9701 コンビニエンスストア

ファミリーマート日本橋浜町２丁目店 日本橋浜町2-35-1　 03-5614-9581 コンビニエンスストア

Ｙショップ上総屋 日本橋浜町2-55-5-104　 03-3666-6044 コンビニエンスストア

ファミリーマート日本橋浜町Ｆタワー店 日本橋浜町3-22-1　 03-5651-1521 コンビニエンスストア

デイリーヤマザキ日本橋堀留町店 日本橋堀留町1-2-16　 03-3249-1060 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋堀留町２丁目店 日本橋堀留町2-3-3　 03-5641-6115 コンビニエンスストア

セブンイレブン日本橋本町１丁目店 日本橋本町1-9-13　 03-3272-6177 コンビニエンスストア

ローソン 日本橋本町二丁目店 日本橋本町2-3-4　 03-5204-1922 コンビニエンスストア
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セブンイレブン日本橋本町３丁目店 日本橋本町3-7-2　 03-3662-6130 コンビニエンスストア

ローソンＨ八丁堀一丁目 八丁堀1-5-1　 03-6262-8820 コンビニエンスストア

セブンイレブン八丁堀二丁目店 八丁堀2-10-9　 03-3297-3050 コンビニエンスストア

ファミリーマート八丁堀二丁目店 八丁堀2-20-1　藤和ビル1F 03-5566-8095 コンビニエンスストア

ローソン八丁堀二丁目店 八丁堀2-24-2　 03-3551-3880 コンビニエンスストア

ローソンＨ八丁堀四丁目店 八丁堀4-13-1　 03-3206-3120 コンビニエンスストア

セブンイレブン 八丁堀４丁目店 八丁堀4-3-3　 03-3553-0860 コンビニエンスストア

ローソン晴海トリトンスクエア店 晴海1-8-16　晴海トリトンスクエア2F 03-5144-8231 コンビニエンスストア

セブンイレブン 晴海３丁目店 晴海3-12-1　KDX晴海ビル1F 03-5546-0560 コンビニエンスストア

ローソン中央晴海三丁目店 晴海3-3-3　 03-3532-2212 コンビニエンスストア

セブンイレブン ベイシティ晴海店 晴海3-6-8　 03-5546-3971 コンビニエンスストア

ローソン 東日本橋京葉道路店 東日本橋2-24-14　 03-5829-6738 コンビニエンスストア

ローソン東日本橋二丁目店 東日本橋2-4-3　 03-5833-3608 コンビニエンスストア

セブンイレブン東日本橋駅前店 東日本橋3-11-9　 03-5640-5657 コンビニエンスストア

ローソン八重洲一丁目店 八重洲1-3-7　 03-3243-3963 コンビニエンスストア

ローソン八重洲中央口店 八重洲2-1　八重洲地下街中3号 03-3231-6300 コンビニエンスストア

ローソン八重洲二丁目外堀通店 八重洲2-6-21　 03-3231-2818 コンビニエンスストア

セブンイレブン八重洲柳通り店 八重洲2-7-7　八重洲旭ビル1階 03-3272-2800 コンビニエンスストア

ナノビジョン 勝どき1-8-1　勝ドキビュータワー2階 03-5534-8414 コンタクトレンズ販売

ダンカン八重洲店 京橋1-4-13　セントラル京橋ビル1F 03-6225-2786 オーダースーツ・シャツの小売り

キタハマ 京橋2-12-11　杉山ビル1階 03-3561-4029 紳士服

ボブズ・フィット・マーケット 京橋2-6-4　 03-3567-7375 靴

㈱英國屋レンガ通り店 銀座1-6-11　土志田ビル1階 03-5524-1971 紳士服

グリマロンドン銀座店 銀座1-6-11　 03-3562-8880 衣類・その他洋品

銀座タニザワ 銀座1-7-6　タニザワビル1階 03-3567-7553 鞄

ギンザメガネセンター銀座本店 銀座2-11-10　第2銀座ヤマトビル 03-3546-1526 メガネ販売

アレグレット銀座本店 銀座2-11-11　 03-6264-2283 セレクトショップ

ギンザシリウス 銀座2-11-13　吉野ビル1階 03-3547-8338 宝石店

㈱英國屋 銀座2-7-18　藤田ビル 03-3564-2941 紳士服

紺屋廣瀬 銀座3-13-2　登栄東銀座ビル1F 03-3541-7879 藍染、草木染製品小売業

銀座橘苑 銀座3-9-4　第一文成ビル3F 03-3541-0771 呉服

ＷＡＳＨ 西銀座デパート１Ｆ店 銀座4-1先　西銀座デパート1F 03-3566-4707 婦人靴・バッグ

銀座ワシントン 西銀座デパート１Ｆ店 銀座4-1先　西銀座デパート1F 03-3566-4056 婦人靴・バッグ

WASHINGTON Ｌ 西銀座デパートＢ１店 銀座4-1先　西銀座デパートB1 03-3566-4058 婦人靴・バッグ

リーガルシューズ銀座数寄屋橋店 銀座4-2-12　銀座クリスタルビル1F 03-5250-7426 靴

銀座かねまつ４丁目店 銀座4-6-10　 03-3563-0077 婦人靴・ハンドバッグ

やまと屋 銀座4-6-11　銀座センタービル1階 03-3561-0795 靴・サンダル・傘

銀座いさみや 銀座4-6-16　 03-3563-1338 子供服

銀座モトキ四丁目店 銀座4-6-17　 03-3538-9000 紳士洋品

きもの白 銀座4-8-14　陽光銀座ビル4階 03-5579-9619 呉服

コーディネイトショップチップス 銀座5-1　銀座ファイブ 03-3571-5047 婦人服

メガネスーパーＧＩＮＺＡ５店 銀座5-1　GINZA5-1階 03-6263-8756 眼鏡・コンタクトレンズ

ボンジュール 銀座5-13-2　長岡ビルB1 03-3541-2905 アクセサリーと夢小物

株式会社ぎおん石 銀座5-6-5すずらん通り　 03-3569-7775 ぎおん石 銀座店

アシックスウォーキングイグジットメルサ銀座 銀座5-7-10　イグジットメルサ銀座3階 03-3571-8555 アシックスウォーキング銀座

銀座トリヰ 銀座5-7-16　 03-3455-7091 婦人服･服飾小物

銀座大黒屋 銀座5-7-6　 03-3571-0008 ハンドバッグと婦人服

銀座ワシントン 銀座本店 銀座5-7-7　 03-3572-5911 紳士靴・婦人靴・バッグ

ＧＵ銀座店 銀座5-7-7　 03-6255-6141 アパレル

やまと屋履物店 銀座5-8-17　(有)岡田商事 03-3571-4081 和装履物

銀座藤屋 銀座5-8-20　ギンザコア4階 03-3571-2321 呉服

銀座ペピアン 銀座5-8-20　ギンザコア2階 03-3572-7566 婦人服

銀座大和屋 銀座5-8-20　銀座コア3F 03-3571-0744 ハンドバッグ・小物・財布

Ｚｏｆｆ Ｐｌｕｓ 銀座コア店 銀座5-8-20　銀座コア1階 03-3571-4788 メガネ、その他周辺雑貨

銀座山形屋銀座店 銀座5-9-1　 03-3571-2986 紳士服・婦人服オーダー

ゑり菊 銀座5-9-16　 03-3571-0341 呉服 和装小物

東京真珠 銀座6-16-3　 03-3541-5555 宝飾品

ブティックロッサ並木通り店 銀座6-7-13　丸源ビルNO31 03-3573-1568 婦人服

岩崎眼鏡店 銀座6-9-4　 03-3571-0319 眼鏡

銀座ヨシノヤ銀座六丁目本店 銀座6-9-6　 03-3572-0391 靴

2.織物、衣類、身の回り品小売業

3 / 28 ページ



中央区内共通買物券（ハッピー買物券2021）取扱店一覧
令和3年7月1日現在

店舗名 住　所 電話番号 業　種

銀座タカゲン 銀座6-9-7　 03-6263-9515 杖・ステッキ専門店

銀座かねまつ６丁目本店 銀座6-9-9　 03-3573-0077 婦人靴・ハンドバッグ

ボンボンウォッチ銀座店 銀座7-6-12　第五ポールスタービル 03-3289-0016 衣類・その他洋品

銀座いせよし 銀座8-10-3　銀座美鈴ビル6F 03-6228-5875 呉服

婦人洋品たけや 銀座8-4　銀座ナイン2号館1階 03-3571-3797 婦人洋品

テーラーフクオカ 銀座店 銀座8-6-15　銀座グランドホテル1階 03-3289-1529 服飾

銀座ぜん屋 銀座8-8-1　 03-3571-3468 履物・傘

伊勢由本店 銀座8-8-19　 03-3572-2738 呉服

メガネの田中チェーン㈱アイアイ銀座店 銀座8-8-7　 03-3571-9037 メガネ

和真メガネ 銀座本店 銀座8-9-13　 03-3572-3693 眼鏡

アシックスジャパン㈱アシックスウォーキング銀座インズ店 銀座西2−2先　銀座インズ2 1階 03-3562-5355 靴

塩谷靴店 新富1-17-1　シオヤビル1F 03-3551-3701 靴

有限会社なかや 新富1-19-6　 03-3551-2493 呉服店

大野屋總本店 新富2-2-1　 03-3551-0896 足袋・和装雑貨

赤ちゃん屋洋品店 月島1-10-5　 03-3533-2468 洋品

なかや洋品店 月島1-22-1-119　 03-3531-1843 洋品

長野屋 月島3-11-12　 03-3531-1714 呉服

あづまや 月島3-17-10　 03-3531-0926 和装履物

靴のエンマツヤ 月島3-18-5　 03-3531-1063 靴小売商

㈲はまや呉服洋品店 月島3-20-4　 03-3531-6867 呉服・洋品

植村屋 月島3-3-3　 03-3534-7693 染物・呉服

㈱あさひや 月島3-4-7　 03-3533-6331 婦人服・呉服

井本靴店 月島3-9-9　 03-3531-2893 靴

Ｔｏｋｙｏ Ａｔｅｌｉｅｒ 築地2-1-2-1106　 050-1174-5882

ブティック ピエール 築地2-8-10　TODAビル1F 03-3546-0880 ブティック

呉服せすみ 築地6-8-5　 03-3541-0987 呉服・和装小物

日本橋 西川 日本橋1-5-3　 03-3271-5531 寝具小売業

メガネスーパー 八重洲日本橋店 日本橋2-2-2　マルヒロ日本橋ビル店舗B 03-3272-6081 メガネ

フロリダ東京 日本橋3-2-17　 080-4652-5364 衣類小売

寿賀多商事㈱ 日本橋3-8-12　第1田中ビル2F 03-3241-0709 呉服

ブティックアサコ 日本橋蛎殻町2-3-1　 03-3808-0903 婦人服小売業

すぎっこ会 日本橋久松町4-6　杉山ビル1~3階 03-3663-7071 子供服・ベビー用品 呉服等の販売

㈱タガワ宝石 日本橋室町1-10-8　 03-3241-2427 宝石・貴金属

モーハウス 日本橋ショップ 日本橋室町1-6-13-2F　 03-6262-7701 授乳服、授乳用インナーの販売

メガネのパリミキ日本橋本店 日本橋室町2-4-3　日本橋室町野村ビルYUITO 1F 03-3242-3571 眼鏡小売業

ＲＥＧＡＬ日本橋店 日本橋室町3-3-3　CMビル1F 03-5203-2121 紳士靴・婦人靴店

竺仙 日本橋小舟町2-3　 03-5202-0991 着物、浴衣、帯、和小物販売

伊場仙 日本橋小舟町4-1　 03-3664-9261 扇子・団扇・紙製品

立花屋呉服店 日本橋人形町1-14-6　 03-3666-3644 呉服

東京メガネ日本橋人形町店 日本橋人形町1-15-6　 03-3661-2906 メガネの販売

㈲中島洋品店 日本橋人形町1-19-6　 03-3666-1789 洋品

ＴＨＲＥＥＤＲＯＰＳ 子供服店 日本橋人形町2-1-7　リビオ日本橋人形町1F 03-3249-2980 ベビー・子供服の販売

ＴＨＲＥＥ ＲＯＳＥＳ 日本橋人形町2-20-6　KMビル1階 03-3639-8917 バラ雑貨・アクセサリー・化粧品ショップ

マタニティーショップジョリー 日本橋人形町2-3-2　 03-3666-7219 マタニティー

日本橋ゆうま 日本橋人形町2-32-5　 03-3808-1780 和装小物袋物、民芸品企画販売

㈱サンチャッキー 日本橋人形町2-33-11　清水ビル1階 03-3667-5197 婦人服

ヒラマツ靴店 日本橋人形町2-3-4　 03-3666-8979 靴

宝飾、時計のつのだ 日本橋人形町2-7-2　 03-3249-7755 宝飾、時計の販売と修理

株式会社ライツスタイル 日本橋人形町3-5-2　ルート人形町ビル4階 03-3665-3456

チボリ・オオノヤ 日本橋人形町3-7-9　 03-3661-4009 紳士洋品

ＨＡＲＩＯ ランプワークファクトリー 日本橋大伝馬町2-10　イワサキ第三ビル 03-5623-2143 アクセサリーショップ

ＵＮＩＳＯＮ ＤＥＰＴ． 日本橋馬喰町1-1-2　 03-3661-3761 鞄

三上タオル株式会社 日本橋馬喰町1-5-5　 03-3663-3621 タオル製品販売

㈱小笠原商店 日本橋箱崎町35-9　 03-3669-2181 繊維製品

寺尾靴商会 日本橋浜町2-24-9　 03-3666-5912 靴小売(注文・修理等)

ベッテン スタジオ 日本橋浜町2-42-9　浜町中央ビル1階 03-3662-4842 羽毛布団・カバー・シーツ・毛布

ＡＹＡＭＥ日本橋浜町店 日本橋浜町2-9-1　sbtビル402 050-1746-3477 オーダーメイドパンプス

きもの人 日本橋浜町3-35-5　オフィス30-804号 03-5652-6868 呉服、化粧品販売

平成日本橋洋品店 日本橋堀留町1-10-19　第1川端ビル1F 080-6514-0303 衣料品販売（紳士、婦人）

ＳＨＯＥＳＭＡＴＥ人形町店 日本橋堀留町2-3-4　堀留寿ビル1F 03-5643-1005 衣類

有限会社ハタ工芸社 東日本橋2-13-2　 03-3866-3076 スニーカープリント
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有限会社ビック・バン 東日本橋3-12-1　 03-6264-8644 婦人服小売

リーガルシューズ八重洲店 八重洲1-9-9　東京建物ビル新館1階 03-3201-5010 靴

㈲青柳 入船1-2-8-104　 03-3551-0146 菓子

オリミネベーカーズ 勝どき店 勝どき3-6-3　 03-5144-5977 パン

メロンパンファクトリー 勝どき3-8-8　 03-6766-0423 パン

cytos 銀座1-24-1　TCビル2階 080-3153-8699 ケーキ屋

㈱銀座コージーコーナー銀座一丁目店 銀座1-8-1　池田園ビル 03-3567-5015 洋菓子・レストラン喫茶

Ｄｏｌｃｅ ＬＡ ＢＥＴＴＯＬＡ 銀座2-14-20　 03-3543-5657 菓子製造販売

東京風月堂銀座本店 銀座2-6-8　日生ビル 03-3567-3611 洋菓子販売・喫茶

銀座メゾン アンリ・シャルパンティエ 銀座2-8-20　ヨネイビル1F･B1F 03-3562-2721 洋菓子店

銀座緑花堂 銀座4-10-1　HOLON-GINZA 1階 03-3547-0177 菓子

㈱文明堂銀座店 東銀座店 銀座4-13-11　 03-3543-0002 菓子

㈱不二家数寄屋橋店 銀座4-2-12　 03-3561-0083 洋菓子

㈱銀座木村家 銀座4-5-7　 03-3561-0091 パン・レストラン

松﨑煎餅 銀座本店 銀座4-13-8 03-6264-6726 菓子

俺のGrandMarket 銀座歌舞伎座前 銀座5-13-19　デュープレックスタワー5/13 1F･2F 03-6264-2602 パン・カフェ

ピエールマルコリーニ 銀座店 銀座5-5-8　 03-3248-0450 洋菓子販売・喫茶

銀座あけぼの 銀座5-7-19　 03-3571-0483 菓子

㈱菊廼舎本店 銀座5-8-20　銀座コアビル地下1階 03-3571-4095 和菓子

㈱清月堂本店 銀座7-16-15　 03-3541-5588 菓子

株式会社銀座近江屋洋菓子店 銀座本店 銀座7-6-7　 03-3572-4062 洋菓子製造販売

資生堂パーラー銀座本店ショップ 銀座8-8-3　東京銀座資生堂ビル1階 03-3572-2147 食品

翠江堂 新川2-17-13　 03-3551-5728 和生菓子

高匠 月島店 月島1-10-4　 03-5548-0120 パン販売

ＹＵＮＩＶＥＲＳＯ 月島1-10-4　 03-5542-0797 菓子・パン

月島胡萩堂 月島1-19-4　 03-3533-0552 菓子

㈲古埜木堂 月島1-6-12　 03-3531-1062 菓子

パティスリーハット 月島2-14-9　 03-5560-9802 洋菓子店

㈲喜久乃家 月島3-17-5　 03-3532-2525 和菓子製造販売

みなみ屋 月島3-18-3　 03-3531-0079 パン、菓子

もち吉 東京銀座本店 築地1-13-14　NBF東銀座スクエアビル1階 03-6226-4520 せんべい・あられの販売

築地木村家 築地2-10-9　 03-3541-6885 パン店

Rockado Factory 築地2-14-4　フェニックス東銀座第２ビル 1階 03-5565-0677 菓子

高級芋菓子しみず築地本店 築地6-21-4　築地大長ビル1階 03-6260-6288 菓子製造販売

オリミネベーカーズ 築地７丁目店 築地7-10-11　 03-6228-4555 パン

Ｒｏｏｍ Ｆｏｒ Ｃａｋｅ ｂｙ Ｎｉｉｎａ 築地7-15-7　 03-3547-6221 菓子製造 販売

栄太樓總本鋪 本店 日本橋1-2-5　栄太楼ビル1階 03-3271-7785 菓子

㈱虎屋日本橋店 日本橋1-2-6　 03-3271-8856 食品

株式会社銀座近江屋洋菓子店 茅場町店 日本橋茅場町2-3-8　 03-3668-5629 洋菓子製造販売

文明堂日本橋本店 日本橋室町1-13-7　 03-3241-0002 和菓子

鶴屋吉信東京店 日本橋室町1-5-5　コレド室町3-1階 03-3243-0551 和菓子

ベーカリーポム 日本橋小舟町1-4　小田ビル1階 03-3661-8064 菓子パン

日本橋錦豊琳小伝馬町本店 日本橋小伝馬町16-14　 03-6661-1472 かりんとう、米菓などの菓子

三原堂本店 日本橋人形町1-14-10　 03-3666-3333 菓子

サンドウィッチパーラー まつむら 日本橋人形町1-14-4　 03-3666-3424 製パン

花見煎餅吾妻屋 日本橋人形町1-18-9　ATビル1階 03-3666-3990 せんべい小売

オリミネべーカリーズ 人形町店 日本橋人形町1-19-6　 03-3527-3110 パン屋

(株)重盛永信堂 日本橋人形町2-1-1　 03-3666-5885 菓子

京菓子司 彦九郎 日本橋人形町2-11-3　 03-3660-5533 和菓子製造販売

壽堂 日本橋人形町2-1-4　 03-3666-4804 和菓子製造販売

にんぎょう町草加屋 日本橋人形町2-20-5　 03-3666-7378 米菓

たがやす人形町店 日本橋人形町2-2-3　堀口ビル1階 03-6810-7930 菓子

玉英堂 日本橋人形町2-3-2　玉英堂ビル1階 03-3666-2625 和菓子

人形焼本舗板倉屋 日本橋人形町2-4-2　 03-3667-4818 菓子

御菓子司縫月堂 日本橋人形町2-7-10　エル人形町ビル1階 03-3666-6739 和生菓子

ドイツパンの店タンネ 日本橋浜町2-1-5　 03-3667-0426 パン

銀座あけぼの 日本橋浜町2-6-1　 03-3667-1053 菓子

ｎｅｌ ＣＲＡＦＴ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＴＯＫＹＯ 日本橋浜町3-20-2　 03-5643-7123 チョコレート店

パティスリーイソザキ 日本橋浜町3-3-1　トルナーレ日本橋浜町1階 03-5643-7910 洋菓子販売

三廼舎 日本橋富沢町16-3　 03-3661-5891 和菓子

3.菓子、パン
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カワイイブレッド＆コーヒー 八丁堀2-30-16　T&Yビル1階 03-3523-5040 パンの製造販売・ベーカリーカフェ

紀文堂 東日本橋2-1-2　 03-3851-7501 菓子

リトルマーメード東日本橋店 東日本橋2-9-6　太田ビル1階 03-3862-9862 パン

しげ田 湊1-10-8　 03-3553-4458 和菓子

メイユール 湊2-9-3　 03-3551-5913 サンドイッチ･惣菜パン･お弁当

広島屋酒店 勝どき2-13-11　 03-3531-0517 酒類

麹屋三四郎酒舗本店合同会社 銀座1-23-4　東海ビル1F 03-5579-9744 飲料小売業

高知県アンテナショップ まるごと高知「とさ蔵」 銀座1-3-13　オーブプレミアB１階 03-3538-4365 高知県の地酒、工芸品

銀座ライオン 銀座インズ店 銀座2-2　銀座インズ2-2階 03-3564-4792 飲食店

㈲細谷酒店 銀座3-12-15　銀座細谷ビル1階 03-3541-4728 酒類

グルメテリア 銀座7-12-14　大栄会館1階 03-6228-5350 酒類食品小売業

ＢｉＧ銀座１号店 銀座7-4-14　光ビル1階 03-3573-0303 酒類

ビッグ銀座店 銀座7-4-14　光ビル1階 03-3573-0303 酒類販売店

銀座信濃屋 銀座8-6-22　銀座ピアースビル1F 03-3571-3315 酒類

㈱今田商店 新川1-10-10　 03-3551-5885 酒類・食品

牧原本店 新川1-8-8　 03-3552-3211 酒類

㈲宝来園 新富2-1-1　 03-3551-2933 茶

㈲伊勢喜酒店 月島1-26-5　 03-3532-1013 酒類

ライブコーヒー株式会社 月島1-9-8　 03-3532-1005 珈琲

駿河屋酒店 月島3-14-9　 03-3531-0915 酒類

㈱カワシマヤ 月島3-7-10　 03-3531-0345 酒類・食品

㈲シンカワ屋 月島4-1-14　 03-3531-1435 酒類

うおがし銘茶築地新店 築地2-11-12　 03-3542-2336 日本茶専門店

㈱築地屋細谷酒店 築地2-2-10　 03-3541-7771 酒類

Ｍａｒｌｉ'ｓ Ｗｉｎｅ Ｃｅｌｌａｒ 築地3-2-5　第二平和田ビル1F 03-5565-8298 ワイン販売

うおがし銘茶築地本店 築地4-10-1　 03-3541-3396 日本茶専門店

伊東酒販株式会社 築地4-5-1　 03-6264-7541 長野県地酒「横笛」直売店

寿月堂 築地本店 築地4-7-5　KYビル1F 03-3547-4747 日本茶喫茶・茶葉の店

薮北園 築地本店 築地4-7-5　 03-3542-2041 海苔・茶･干物の卸売及び小売り

勝鬨酒販 築地7-10-11　勝鬨酒販本社ビル1階 03-3543-6301 酒類・食品

佃屋酒店 佃1-2-8　 03-3531-2614 酒類

第二鹿島酒店 佃2-20-4　 03-3531-3574 酒類

小野屋酒店 日本橋1-14-6　 03-3271-3310 酒類

天谷商店 日本橋2-9-4　 03-3271-9655 酒類

タミゼン 日本橋蛎殻町1-15-7　 03-3666-3406 酒類

日本橋若杉園 日本橋蛎殻町1-17-2　 03-3666-1680 お茶・海苔・コーヒー卸小売

庄勢酒店 日本橋蛎殻町1-19-3　 03-3666-3756 酒類・食品・煙草

増田屋酒店 日本橋蛎殻町1-36-2　 03-3666-3408 酒類

リカープラザ樋口本店 日本橋茅場町1-12-2　樋口本店ビル1階 03-3666-3361 酒類

(資)馬場商店 日本橋小舟町7-11　 03-3661-0879 酒類

㈱丸森 日本橋小伝馬町6-10　 03-3662-4654 酒類

㈲小山酒店 日本橋人形町1-15-4　 03-3669-3881 酒類

野沢酒店 日本橋人形町2-15-1　 03-3669-0031 酒類

佐々木酒店 日本橋人形町2-20-3　 03-3666-7662 酒類・飲食料品

森乃園 日本橋人形町2-4-9　 03-3667-2666 茶販売店

皆川酒店 日本橋箱崎町26-1　 03-3666-5685 酒類・飲食料品

㈱宮田商店 日本橋箱崎町3-4　宮田ビル1階 03-3666-5712 酒類・食品

㈱出口屋本店 日本橋浜町2-15-5　 03-3668-1601 酒類・食品

有限会社 宮田屋 八丁堀3-22-10　 03-3551-4538 酒類、食品小売販売

（有）石塚酒店 東日本橋2-9-11　 03-3866-0100 酒類小売業

㈱大月商店 湊1-13-10　 03-3551-2743 各種地酒、焼酎、ビール

岡商店 湊2-12-6　 03-3551-2219 酒類

㈲内山商店 湊2-6-6　 03-3553-0430 酒類・米

辻幸山之内 湊3-13-6　 03-3552-8621 酒類販売

文化堂 勝どき店 勝どき1-7-1　 03-3532-0133 スーパーマーケット

デリド勝どき駅前 勝どき1-8-1　 03-6219-5111 スーパー

東武ストア勝どき店 勝どき3-5-5　 03-3533-0191 スーパー

マルエツ勝どき六丁目店 勝どき6-3-2　 03-3536-7321 スーパーマーケット

明治屋京橋ストアー 京橋2-2-8　 03-3271-1134 食料品

5.スーパー、食品

4.飲料品
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ぐんまちゃん家 銀座7-10-5　The ORB Luminous1F 03-3571-7761 食料品店

肉のハナマサ新川店 新川1-17-24　 03-5540-4129 食品スーパー

マルエツプチ 新川一丁目 新川1-28-44　 03-5541-4300 スーパーマーケット

バラエティストア ビーグラッド 新富2-13-7　タイセイシティマンション1階 03-3537-1735 スーパー、食料

成城石井 晴海トリトン店 晴海1-8-16　晴海トリトン2階 03-6219-5801 食料品スーパーマーケット

マルエツプチ晴海店 晴海1-8-16　晴海トリトン1-1 03-5547-3288 スーパーマーケット

マルエツ晴海三丁目店 晴海3-13-2　 03-3534-3626 食品スーパー

富士マート月島店 月島1-27-9　 03-3534-0708 スーパーマーケット

文化堂 月島店 月島2-10-2　 03-5166-7770 スーパーマーケット

ダイエー 月島店 月島3-4-5　 03-3536-0661 スーパー

㈲菅商店 築地4-10-2　 03-3541-9941 食料品

㈱丸二食品 築地4-13-11　 03-3542-0024 食品卸売業

吉岡屋 総本店 築地4-13-7　 03-3541-3541 漬物卸売販売

築地伊藤海苔店 築地4-14-14　 03-3541-9504 海苔販売

ＭＡＴＣＨＡ ＳＴＡＮＤ ＭＡＲＵＮＩ 築地4-14-18　江戸市ビル1F 03-6264-3835 茶販売店

築地リムクラッソ 築地6-1-5-1F　 03-6278-8318 八百屋

ニューみ乃り屋 築地7-6-5　小島ビル1階 03-5550-8108 食料品

リンコス リバーシティ店 佃1-11-8　ピアウエストスクエアB1 03-3532-0321 スーパー

マルエツ佃店 佃2-2-8　リバーシティ21G棟 03-5560-0251 スーパーマーケット

マルエツプチ東日本橋三丁目店 東日本橋3-11-4　 03-5652-6667 食品スーパーマーケット

成城石井 日本橋一丁目店 日本橋1-14-7　 03-3231-2131 食品店

マルエツ プチ 小伝馬町駅前店 日本橋小伝馬町13-4　 03-5640-1506 スーパーマーケット

成城石井 小伝馬町店 日本橋小伝馬町1-7　スクエア日本橋1階 045-329-2330 スーパーマーケット

ベジフル２５ 日本橋人形町1-16-2　 03-3665-0250 食品

㈱わしや 日本橋人形町2-2-3　 03-3666-5778 食料品

マルエツ プチ 人形町駅前店 日本橋人形町2-7-5　 03-5652-5920 食品スーパーマーケット

㈱浜の院本店 日本橋人形町2-9-3　 03-5600-5670 食料品

マルマンストア日本橋馬喰町店 日本橋馬喰町1-5-6　 03-5651-3535 スーパーマーケット

オーガニックショップギールズ 日本橋浜町2-28-6　リビオ日本橋浜町パークフィール1階 03-3664-1915 自然食品店、カフェ

浜町セデュクション 日本橋浜町2-38-6　工藤ビル1階 03-3808-0831 スーパー食料品

成城石井 日本橋店 日本橋浜町3-22-1　 03-5614-2323 食料品スーパーマーケット

ピーコックストア トルナーレ日本橋浜町店 日本橋浜町3-3-1　 03-5645-2831 スーパーマーケット

マルエツ プチ 日本橋本町店 日本橋本町2-5-1　 03-3281-7770 スーパーマーケット

マルエツプチ八丁堀店 八丁堀2-14-4　ヤブ原ビル1F 03-6222-5488 食品スーパーマーケット

マルエツプチ八丁堀四丁目店 八丁堀4-11-4　 03-3555-3101 食品スーパー

デリド湊店 湊2-15-14　パークシティ中央湊ザタワー1階 03-6222-2461 食品スーパー

合資会社 トラヤ商店 入船1-7-7　ビーンズビル1階 03-3553-2983 食肉・弁当

やおかね商店 勝どき1-7-1-105-3　勝ドキサンスクエアビル1階 03-3533-5481 青果

福原商店 勝どき1-8-1　勝ドキビュータワー105-A 03-3533-0029 食肉

（有）当間精米店 勝どき4-10-3　 03-3531-0590 米

銀座マルキ 銀座2-12-11　 03-3541-0537 青果

㈱吉澤商店 銀座3-9-19　吉澤ビル1階 03-3542-2981 精肉

万英プロデュース 新川2-22-6　 03-3206-0831 青果・食品販売

ミート＆ランチ オダカ 新川2-24-4　 03-3551-4900 お弁当・惣菜販売、精肉販売

京橋プロデュース 新富1-5-5　 03-5540-0831 青果・食品販売

桑原商店 新富1-5-5-108　 03-3551-2998 食肉販売

舘野青果店 晴海1-6-5　ビュープラザ206 03-3532-6152 野菜・フルーツ・食料品

勇氣屋・月島店 月島1-12-8　柴田ビル2F 03-3534-6662 産直、有機野菜の八百屋

㈲月島米久 月島2-14-6　 03-3533-4500 精肉

㈲大森園 月島3-20-4　 03-3531-0874 鶏肉・食料品

八百八商店 月島3-23-4　 03-3531-0069 青果

緑川精肉店 月島3-4-5　 03-3531-0435 精肉店

杉山商店 月島3-7-10　 03-3533-4888 米

㈲手島精米センター 月島3-7-8　 03-3531-2036 米

漆原商店 月島3-8-9　 03-3531-2458 生鮮魚

北乃幸 牧野商店 月島4-10-1　 03-3534-0088 サケ･魚卵専門店

宮川食鳥鶏卵 築地1-4-7　 03-3541-0177 食肉

大野屋精米店 築地2-10-9　 03-3541-6225 米穀・食品販売

藤本商店 築地4-10-1　 03-3541-3353 青果

ベジタブル石橋 築地4-10-1　 03-3541-1484 野菜・フルーツ等の販売

6.肉、魚、青果、米
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つきじ喜代村 フィッシュマーケット 築地4-10-11　 03-6226-6910 魚

つきじ喜代村 まぐろ２号店 築地4-10-15　丸修ビル1階 03-6226-5375 魚

鳥藤 築地4-10-18　 03-3541-2545 食鳥肉

まぐろ屋斉藤水産㈱ 築地4-10-5　 03-3541-2314 鮮魚

㈱冨士ハム商会 築地4-11-7　 03-3541-0015 食肉販売

つきじ喜代村 まぐろ１号店 築地4-11-9　 03-3546-5770 魚

都水産 築地4-12-7　 03-3543-8557 築地場外市場の干物屋

いせくめ 築地4-13-14　 03-3541-6423 水産物小売り

築地鮭の店 昭和食品 築地4-13-14　 03-3542-1416 魚屋

まぐろ深川 築地4-13-4　 03-3541-0963 鮪販売

㈱近江屋牛肉店 築地4-14-1-104　 03-3541-7398 食肉

新潟中央水産市場株式会社 築地支店 築地4-16-2　 03-6264-3453 魚介類販売所

浅田水産 築地4-7-5　KYビル1階 03-3546-3939 鮮魚

㈱日山築地店 築地4-7-5　築地KYビル1階 03-5565-0850 食肉

田所食品 築地4-9-11　 03-3541-7754 魚卵・珍味・飲食

興伸食品㈱ 築地4-9-9　 03-3545-0735 食品卸

江口米店 築地6-25-6　 03-3542-2325 米

築地丸福水産 築地6-27-4　 03-3542-2935 水産物

築地食糧販売株式会社 築地6-6-5　 03-3541-1357 米穀類、酒、各種食料品

㈲吉岡精米店 佃2-13-7　 03-3531-1852 米

肉のたかさご 佃2-21-6　 03-3531-4529 食肉

蛎殻食糧㈱ 日本橋蛎殻町1-10-4　 03-3666-3986 米

鈴藏 日本橋蛎殻町1-18-12　 03-3666-4056 米

プロデュース日本橋 日本橋蛎殻町2-3-2　 03-3662-0831 青果小売店

㈲八百民 日本橋蛎殻町2-6-8　森田ビル一階 03-3666-5498 青果

魚竹商店 日本橋蛎殻町2-7-12　 03-3666-5671 鮮魚

フルーツいまの 日本橋茅場町1-4-7　 03-3666-0747 フルーツ店

須賀屋果実店 日本橋人形町1-16-6　 03-3666-9724 果実小売・卸

甘酒横丁鳥忠 日本橋人形町2-10-12　 03-3666-0025 親子焼・玉子焼・やき鳥・地鶏

小川米店 日本橋人形町2-14-6　セルバ人形町 03-3666-5585 米

㈱日山本店 日本橋人形町2-5-1　 03-3666-5257 食肉

人形町今半 精肉部本店 日本橋人形町2-9-12　 03-3669-0298 食肉

宮田米店 日本橋箱崎町3-6　 03-3666-6074 米

八百市イシイ 日本橋箱崎町3-6　 03-3666-7341 青果

三谷栄亮商店 日本橋浜町1-4-3　 03-3851-8858 米

浜町プロデュース 日本橋浜町2-38-4　 03-5623-0831 青果小売店

㈱浜三商店 日本橋浜町3-1-4　 03-3666-5506 米

はし本肉店 八丁堀2-11-3　 03-3551-0029 食肉

西八丁堀能登屋米店 八丁堀3-13-6　 03-3551-4825 米

八丁堀鈴木米店 八丁堀3-20-8　 03-3551-1011 米

三栄商店 03-6264-2247 水産物（エビ）

東研岩良 03-6264-7769 水産物（くじら）

ひもの つきぢ 尾粂 03-6260-6922 水産物（ひもの･珍味・魚卵）

築地津川商店 03-3543-8810 水産物（マグロ）

洸峰 03-6264-0226 水産物（マグロ、カジキ）

トミツネ水産 03-6264-7729 水産物（マグロ、タコ、加工品）

㈱四つ木水産 03-6278-8988 水産物（ﾏｸﾞﾛ、ﾒｶｼﾞｷ）

キタニ水産 03-6260-6900 水産物（マグロ、鮮魚、昆布締め、冷凍品）

築地吉善 03-3542-9344 水産物（マグロ･鮮魚･貝類）

高邦水産 03-6264-7123 水産物（海老・かに）

築地菊市 03-6264-7110 水産物（活海老、活魚、鮮魚）

築地蔵立 03-6278-7186 水産物（高級鮮魚）

築地魚河岸大仲 03-6278-8600 水産物（高級鮮魚･貝類・鮑・活魚・河豚）

北田水産㈱ 築地魚河岸店 03-3549-0351 水産物（鮭、魚卵、冷凍魚）

築地わたなべ 03-6264-7760 水産物（鮮魚・貝類・あわび・特種物）

漬魚 つきぢ 尾粂 03-6260-6922 水産物（漬魚・ひもの・珍味・魚卵）

㈱鮪の山口 03-6278-7873 水産物（天然本鮪）

丸定 03-6264-2032 水産物（エビ、カニ）

築地ＫＹＯＫＵＴＯ 水産物（エビ、カニ）

築地6-26-1　築地魚河岸小田原橋棟1階

築地6-27-1　築地魚河岸海幸橋棟1階

【築地魚河岸加入店舗】

（1）水産物
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魚河岸仲代 03-5565-8655 水産物（サケ イクラ タラコ）

栗辰 03-3541-6510 水産物（サケ、魚卵、冷凍魚）

恵水産 築地魚河岸店 03-6228-4147 水産物（マグロ）

築地 米彦 03-3547-6211 水産物（マグロ、カジキ）

築地樋栄 03-6264-7015 水産物（マグロ、刺身）

幸弥 築地魚河岸店 03-3541-1127 水産物（マグロ、鮮魚）

築地ホクエイ １号店 03-6264-3473 水産物（まぐろメンチ”築地グロッケ”）

やまふ 03-6278-7124 水産物（干物、加工品、鮮魚類）

築地日進 03-6278-8015 水産物（魚卵、鮭、干物）

山五 03-6228-4080 水産物（穴子）

築地西山水産 03-5565-8778 水産物（鮭、魚卵）

築地京富 03-3541-6417 水産物（刺身・鮮魚）

音幸 03-6264-7001 水産物（鮮魚）

築地魚河岸丸集 03-3542-1200 水産物（鮮魚、ウニ、加工品）

樋泉 03-6264-3631 水産物（鮮魚、貝類、冷凍物）

㈱山治 03-6260-6920 水産物（鮮魚・うに・干物）

阿部水産 03-6278-7211 水産物（特種物・活魚・ふぐ）

宮商 03-3542-0550 水産物（富山県産魚貝類）

築地米金 築地6-26-1　築地魚河岸小田原橋棟1階 03-6264-7747 青果

海幸橋青果おおいし 03-6264-7017 青果

築地くしや 築地魚河岸海幸橋店 03-6278-7194 青果

定松 03-3544-0810 青果

定松ＮＥＸＴ 03-3544-0810 青果

遠重 03-3541-8524 青果（果実）

島田精肉店 03-6264-2989 精肉店

煉もの屋 わん 03-6264-1710 煉物屋

有限会社 新海商事 03-3541-2308 鶏卵、食材及び調味料

マルキ築地三京 築地6-26-1　築地魚河岸小田原橋棟E17 03-6264-7410 食品・乾物

尾坪水産 築地店 築地6-27-1　築地魚河岸海幸橋棟1階 03-5148-5231 魚青果卸売販売

栄氷業 築地魚河岸氷販 築地6-27-1　築地魚河岸海幸橋棟 03-6278-8075 氷雪販売業

小田保 03-6278-8919 魚河岸食堂（揚物、小田保）

築地魚河岸食堂 喫茶 センリ軒 03-6264-7783 魚河岸食堂（コーヒー、ソフトクリーム、プリン）

鳥藤 03-6264-7212 魚河岸食堂（鳥料理・丼もの・ラーメン）

山形屋海苔店 京橋2-6-21　 03-3561-0171 海苔販売

株式会社 魚久銀座店 銀座3-10-15　東銀2ビル 03-6226-3395 魚介類の酒粕漬販売店

寿月堂 銀座歌舞伎座店 銀座4-12-15　 03-6278-7626 海苔・茶菓子の販売、日本茶喫茶

（株）銀座やまう 銀座4-13-13　 03-5148-1003 漬物販売・お食事

たいやき神田達磨 築地店 築地2-12-9　 03-6264-2406 和菓子販売

（株）佃茂 築地3-10-9　 03-3541-0280 食品小売業

㈱ちよだ鮨築地店 築地3-12-8　伊藤ビル1F 03-3541-9972 持ち帰り寿司

築地 山長 築地4-10-10　 03-3248-6002 小売業

丸武 築地4-10-10　 03-3542-1919 鶏卵加工

㈲浪コシ 築地4-10-16　 03-3543-5800 漬物卸売業

有限会社丸二商店 築地4-10-16　 03-3541-1531 食料品等販売業

つきじ酒井商店 築地4-10-3　 03-6226-5806 乾物販売(干貝柱）

有限会社川名商店 築地4-10-4　 03-3541-6186 海産乾物店

カネシン水産 築地4-10-5　カネシンビル1階 03-3543-4411 水産物

幸修園 築地店 築地4-10-7　 03-3545-5501 茶・海苔・乾物

堂故商店 築地4-10-7　 03-3541-8155 塩干魚・魚類加工品

㈱諏訪商店 築地4-10-8　 03-3541-6871 食品販売

㈱山本商店 築地4-10-8　 03-3541-2954 豆・乾物販売店

株式会社 ヤマハチ 築地4-10-9　 03-3543-8088 食品

昆布商 吹田商店 築地4-11-1　 03-3541-6931 昆布･わかめ･ひじき･椎茸･焼麩

味の近藤 築地本店 築地4-11-4　東急ステイ築地1F 03-3542-2273 水産加工食品

大定 築地4-13-11　 03-3541-6964 玉子焼の製造･販売

つきぢ 松露株式会社 築地4-13-13　 03-3543-0582 玉子焼

丸玉水産加工㈱ 築地4-13-13　 03-3541-6879 魚肉煉製品

築地6-27-1　築地魚河岸海幸橋棟1階

築地6-26-1　築地魚河岸小田原橋棟3階

築地6-26-1　築地魚河岸小田原橋棟1階

7.その他の食品

（2）青果

（3）その他食材

（4）食堂

築地6-27-1　築地魚河岸海幸橋棟1階
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中央区内共通買物券（ハッピー買物券2021）取扱店一覧
令和3年7月1日現在

店舗名 住　所 電話番号 業　種

幸軒 築地4-13-15　 03-3545-5602 焼売販売

江戸一飯田中通り店 築地4-13-16　 03-3543-5225 佃煮等小売業

今田屋商店 築地4-13-2　 03-3541-0578 乾物・加工食品

北の旬 築地4-13-2　 03-6278-8227 昆布・珍味

江戸一飯田本店 築地4-13-4　 03-3543-5225 佃煮等小売業

株式会社ナカガワ漬物 築地4-14-1　 03-3541-4022 漬物販売

㈱伊勢正 築地4-14-1-107　 03-3541-5551 海産物・小売・卸売

金子海苔店 築地4-14-14　 03-3541-5946 海苔、お茶販売

北田水産㈱築地店 築地4-14-15　 03-3543-2378 水産加工品

鰹節問屋秋山商店 築地4-14-16　 03-3541-2724 鰹節・削り節製造販売

丸山海苔店 築地第二店 築地4-14-17　 03-3541-7310 食品

三栄商会 築地4-14-18　 03-3542-1022 雑穀販売

丸山海苔店 築地本店 築地4-7-5　築地KYビル1階 03-3541-0223 食品

つきじ近富 築地4-8-1　 03-3542-8601 塩干物

榛原鰻販売㈱築地１号店 築地4-8-2　榛原鰻販売(株)築地1号店 03-3541-9713 鰻

株式会社中川屋 築地4-8-5　 03-3541-6955 漬物販売

有限会社フナミ 築地4-9-5　 03-3541-0397 乾物販売

㈱大鹿 築地4-9-9　 03-3542-1010 海苔・茶販売

おにぎり屋 築地 丸豊 築地4-9-9　 03-3541-6010 おにぎり・海鮮丼販売 ｲｰﾄｲﾝ

㈱玉八商店 築地6-27-2　 03-3541-3691 鶏卵加工業・玉子焼製品販売

伏高 築地6-27-2　 03-3541-0918 鰹節

株式会社味のよねくら 築地6-27-3　 03-3541-3231 乾物

㈱菊屋中村 築地6-27-3　 03-3541-8489 総合食品・卸売・小売

築地 吉岡屋本店 築地6-27-5　 03-3541-3946 漬物

かつおぶし 松村 築地6-27-6　 03-3541-1760 鰹節卸売業

メトロフォームショップ 築地6-3-10　木村ビル1階 03-6264-0096 精肉・果物・野菜・加工品

本玉小島 築地7-16-12　 03-3543-2293 手焼き玉子焼き専門店

築地 漬け亭 築地7-6-7　松田ビル1階 03-3546-7524 漬け魚・漬け海産物専門店

つくだに処つくしん 佃1-2-1　 03-3531-7578 佃煮製造販売

丸久商店 佃1-2-10　 03-3531-4823 佃煮

㈲佃源田中屋 佃1-3-13　 03-3531-2649

㈱天安本店 佃1-3-14　 03-3532-3457 佃煮

山本山本店 ふじヱ茶房 日本橋2-5-1　日本橋高島屋三井ビルディング1階 03-3271-3361 海苔・茶

株式会社嘉根保商店 日本橋蛎殻町1-26-6　カネヤスビル1階 03-3668-0094 美味しい海苔

遠忠商店 日本橋蛎殻町1-30-10　 03-6661-6021 佃煮、自然食品など

株式会社木村海藻店 日本橋茅場町2-7-12　 03-3666-2729 わかめ昆布ひじき他海藻類販売

日本橋神茂 日本橋室町1-11-8　 03-3241-3988 蒲鉾・半ぺん

山本海苔店 日本橋室町1-6-3　 03-3241-0261 食品

㈱八木長本店 日本橋室町1-7-2　 03-3241-1211 鰹節

株式会社にんべん 日本橋室町2-3-1　 03-3241-0241 かつおぶし専門店

（株）魚久本店 日本橋人形町1-1-20　 03-3666-3848 粕漬の販売

人形町今半 惣菜水天宮駅前店 日本橋人形町1-14-5　 03-3666-2350 惣菜・弁当販売

人形町 志乃多寿司総本店 日本橋人形町2-10-10　 03-5614-9300 持ち帰り用寿司

人形町今半 惣菜人形町店 日本橋人形町2-10-3　 03-3666-1240 惣菜

日本橋海苔店 日本橋人形町2-1-7　1階 03-5623-1271 海苔

小梅茶荘 日本橋人形町2-32-13　 03-6206-2217 中国茶茶器の小売販売

㈱長谷川商店 日本橋人形町2-35-13　 03-3666-7381 海苔・茶

（株）魚久人形町店 日本橋人形町2-4-3　 03-3666-0048 粕漬の販売

酒悦人形町店 日本橋人形町2-4-3　 03-5642-0129 漬物･佃煮･ギフト販売

㈲双葉商店 日本橋人形町2-4-9　 03-3666-3616 豆腐

日本橋浜町えび寿屋 日本橋浜町3-23-11　 03-3249-3340 食品製造卸

おつけもの喜多福 湊2-14-4　 03-3551-3566 漬物屋

東洋物産輪業 銀座1-21-17　銀座21ビル1階 03-3538-7618 自転車

自転車やりんりん中央店 月島3-11-4　 03-3520-8989 自転車

小川サイクル 月島3-13-7　 03-3531-0507 自転車

㈲ノザワモータース 月島3-23-2　 03-3533-0521 バイク

㈱三和自動車 新川2-2-13　 03-3551-4706 自動車整備

㈱小林商会 新川2-6-1　 03-3551-9980 バイク・自転車

㈱シュテルン中央 新川2-8-4　 03-3297-4811 自動車

ミスタータイヤマン京橋店 新富1-11-1　 03-3553-8686 自動車タイヤ販売・修理

8.自転車、自動車小売業
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ＬＯＲＯ ＢＩＣＹＣＬＥＳ 日本橋久松町11-6　 03-6661-1382 自転車販売

有限会社寺倉モータース 日本橋人形町2-8-1　 03-3669-1466 自転車

小笠原輪業 日本橋大伝馬町4-1　 03-3661-2544 バイク・自転車

協和自動車㈱ 東日本橋1-5-5　 03-3865-3811 自動車整備

ナカス自動車販売株式会社 湊2-14-1　 03-3551-1566 輸入車・国産車、車検修理販売

㈱廣瀬電気 入船3-6-9　 03-3553-0541 電気製品

株式会社和田電業社 入船3-7-7　ウィンド入船1F 03-6222-8801 電気製品・電気・空調工事

㈲トシダ 勝どき2-10-2　 03-3531-0308 燃料・ガス器具

株式会社ガイアース 勝どき3-4-18　アペニンハイム1F 03-3669-0045 通信

株式会社 西勘本店 京橋1-1-10　西勘本店ビル1階 03-3281-2387 包丁・鋏等利器工具全般

㈱遠藤新六商店 京橋3-9-7　 03-3562-0231 室内装飾

ル・ノーブル銀座店 銀座1-3-1　銀座富士屋ビル1F 03-6228-7617 輸入洋食器類の小売り

銀座 菊藤 銀座2-10-11　 03-3541-7355 包丁・鋏・合鍵・工具・その他金物

マリア アマリア 銀座3-9-6　VORT銀座maxim1F 03-6264-0560 陶磁器販売

龍善堂 銀座5-8-5　 03-3571-4321 茶道具

株式会社 香蘭社 銀座6-14-20　香蘭社ビル1階 03-3543-0951 陶磁

エムズシステム 新富2-1-4　 03-5542-7432 オーディオ製品(ｽﾋﾟｰｶｰ･ｱﾝﾌﾟ）

ぶな沢電機商会 新富2-3-5　ハイツ新富町101 03-3551-3205 家電

お茶と陶器の店 かね重 月島1-20-5　 03-3531-1829 陶器 お茶

コバヤシ 月島1-8-1-105　 03-3531-2275 インテリア

吉田金物店 月島3-15-7　 03-3531-0751 金物店

渡辺畳店 月島3-30-8　 03-3533-5430 畳

㈲三幸電器 月島3-7-4　 03-3531-2454 家電

タケウチヨウカグ 築地2-1-17　 03-3541-6972 家具・インテリア小物

株式会社藤井商店 築地2-15-12　 03-3541-1154 料理器具

つきじ 常陸屋 築地4-12-5　シグネット･ドゥ1階 03-3541-1296 日本の料理道具専門店

熊出屋山野井商店 築地4-12-6　 03-3541-6772 調理器具販売

東源正久商店 築地4-13-7　 03-3541-8619 包丁専門店

有限会社一不二 築地4-14-14　 03-3542-1855 瀬戸物屋

うりきり屋 築地4-7-2　 03-3541-6644 陶器

和田老舗 築地4-8-2　 03-3541-0679 漆器、陶磁器、ガラス器

滝沢陶器㈱ 築地4-9-7　 03-3542-0031 陶器

漆芸中島 佃1-4-12　 03-3531-6868 漆器、箸

黒江屋 日本橋1-2-6　黒江屋国分ビル2階 03-3272-0948 漆器専門店

東京ガスライフバルＥ－Ｄｏ株式会社 日本橋3-6-7　ファミール東京グランリッツ 03-5283-5061 ガス器具

中央家電サービス 日本橋蛎殻町1-33-8　 03-3667-7979 家電

川島紙店 日本橋小伝馬町2-3　川島ビル1F 03-3663-3371 和紙関連商品

㈲入江電気商会 日本橋小伝馬町8-2　 03-3661-0588 電気製品

㈱日比野商店 日本橋人形町2-11-4　 03-3666-6448 ガス器具

あんしん電気 日本橋人形町2-14-12　 03-3666-5986 家電

東京家具㈱ 日本橋人形町2-1-9　 03-3667-6761 家具

こだわりの器 紅とも 日本橋人形町2-2-1　 03-3667-6030 陶磁器及び調度品小売

三栄興業㈲ 日本橋馬喰町1-5-4　中庄ビル1階 03-3661-1671 電化製品・ＣＤ

井上電気商会合同会社 日本橋浜町2-22-5　 03-3661-1627 家電

暮らしの器 ｏｍｕｓｕｂｉ 八丁堀2-21-12　 090-6082-7971 食器販売

緑電気㈱ 湊1-7-1-102　 03-3551-0551 家電

隅田商事㈱ 新川1-29-14　 03-3403-5161 ガソリンスタンド

肥田野商店 月島3-15-7　 03-3531-1891 燃料

青木石油商事株式会社 築地ＳＳ 築地3-11-4　 03-3541-6633 ガソリンスタント

㈲菊常商店 築地6-13-10　菊常ビル1階 03-3541-7663 燃料

東新エナジー月島ＳＳ 佃2-18-8　 03-3531-4510 ガソリンスタンド

㈱大釿 日本橋蛎殻町1-34-9　 03-3669-5431 ガソリンスタンド

隅田商事㈱ 茅場町ＳＳ 日本橋茅場町3-1-11　 03-3668-2836 ガソリンスタンド

明光石油（株）日本橋カズヲスタンド 日本橋小網町7-10　 03-3666-9603 ガソリンスタンド

隅田商事㈱ 日本橋本石町4-3-7　 03-3241-6126 燃料

花や祇 クロスロードフラワーショップ 明石町4-9　ココグランズマルビシ1F 03-6264-3273 プリザーブドフラワーのギフト

読売新聞築地サービスセンター 入船2-5-11　 03-3206-3543 新聞

赤旗中央区出張所 入船3-4-2　日本共産党中央地区委員会1階 03-3552-1391 新聞

11.その他の小売業

10.ガソリンスタンド

9.家具、家電、家庭用機械、じゅう器小売業
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マトバフローリスト 入船3-7-7　的場ビル1階 03-3552-8780 生花店

フローリスト花幸 勝どき2-12-4　 03-3533-1878 生花店

銅版印刷 勝どき4-1-12　 03-3531-5316 印刷・コピー・印章・名刺

㈱モリイチ京橋店 京橋1-3-2　 03-3281-3228 文具

ＥＮＯＮ(ナカムラヤ) 京橋2-11-11　宝永ビル1･2階 03-3561-3991 化粧品、雑貨、美容室

ゴルフパートナー宝町昭和通り店 京橋2-11-6　京橋弥生ビル1F 03-3538-7363 総合ゴルフ用品店

京はし 満津金 京橋2-6-5　㈱金陽社印刷所内 03-3562-5721 御朱印帖・江戸町火消錦絵販売

㈱白木屋中村伝兵衛商店 京橋3-9-8　 03-3563-1771 雑貨

東京フラワー 銀座1-20-2　 03-3561-5787 フラワーショップ 生花店

高知県アンテナショップ まるごと高知「とさ市」 銀座1-3-13　オーブプレミア1F 03-3538-4365 高知県特産品

食の國 福井館 銀座1-3-3　銀座西ビル1F 03-5524-0291 福井県アンテナショップ

銀座わしたショップ 本店 銀座1-3-9　マルイト銀座ビル1階 03-3535-6991 沖縄特産品

㈱はせがわ銀座本店 銀座1-7-6　銀座河合ビル1F 03-5524-7576 仏壇・仏具・神具ほか

いしかわ百万石物語・江戸本店 銀座2-2-18　TH銀座ビル 03-5579-5890 石川県アンテナショップ

ＳＨＫ株式会社 銀座2-2-19　美豊ビル5F 03-6240-9192 ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞｲﾝｿｰﾙ、健康商材

カランダッシュ銀座 銀座2-5-2　 03-3561-1915 文房具店

㈱スズキフロリスト 銀座3-12-9　 03-3541-8700 生花店

天賞堂 銀座3-8-12　大広朝日ビル4F 03-3562-0025 鉄道模型

㈲三共カメラ 銀座4-10-11　 03-3543-3951 写真機

歌舞伎座内 売店・飲食店 銀座4-12-15　 03-3545-6557 歌舞伎関連グッズ・食品等の販売

㈱カメラの三和銀座店 銀座4-13-1　 03-3547-0088 カメラ

銀座 紗古夢堂 銀座4-14-1　 03-3543-7356 時計小売

ディスカウントＢＯＸサコム 銀座4-14-1　 03-3543-8995 バラエティショップ

教文館 銀座4-5-1　 03-3561-8446 書籍

山野楽器本店 銀座4-5-6　 03-3562-5051 ＡＶソフト・楽器

いわて銀河プラザ 銀座5-15-1　南海東京ビル1F 03-3524-8215 岩手県特産品

銀座熊本館 銀座5-3-16　銀座熊本館 03-3572-1267 熊本県アンテナショップ

ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ 銀座店 銀座5-6-15　セイコー銀座5丁目ビル 03-3574-9393 化粧品店

㈱安藤七宝店東京支店 銀座5-6-2　 03-3572-2261 七宝製品販売

銀座ＮＡＧＡＮＯ 銀座5-6-5　NOCO1階 03-6274-6015 長野県アンテナショップ

㈱東京鳩居堂 銀座5-7-4　 03-3571-4429 薫物・線香・和漢文具

ノブレスオブリージュ 銀座7-10-18　銀座秀芳ビル1階 03-5537-5611 雑貨

㈱安田松慶堂 銀座7-14-3　 03-3542-5771 仏壇・仏具・神具ほか

香老舗松栄堂銀座店 銀座7-3-8　銀座七丁目プレイス1階 03-3572-6484 お香

ＳＨＩＳＥＩＤＯ ＴＨＥ ＧＩＮＺＡ 銀座7-8-10　 03-6218-5497 化粧品小売

ファイン・スタンプ 銀座8-4　銀座ナイン2号館 03-3572-3074 趣味の切手

化粧品の店 ギンザビビ 銀座8-7の先　銀座ナイン2号館銀座口 03-3572-0530 化粧品・国内・輸入香水

博品館トイパーク 銀座8-8-11　 03-3571-8008 玩具

ランズエンド（胡蝶蘭専門） 新川2-25-7-1階　 03-5546-1187 フラワーショップ

青森県特産品センター 新富1-3-9　東光ビル1階 03-5540-7311 青森特産品

ナカムラヤ化粧品店 新富1-7-6　 03-3551-2075 化粧品

丸竹書店 新富1-9-10　 03-3551-1267 書籍

大野商店 新富2-11-1　 03-3551-0515 日用品雑貨・おもちゃ・婦人服

竹口三正堂 新富2-4-4　パインビル1階 03-3553-0855 印章

ニュースサービス日経 銀座兜町 新富2-5-11　 03-3553-3450 新聞

㈲石野商店 月島1-20-4　 03-3531-0973 雑貨

ハナキ花園 月島1-22-1-120　 03-3533-4187 生花店

宮本商事 月島1-9-7　 03-5548-5723 煙草・趣味の小雑貨

Ｇｉｏｒｎｏ（ジョルノ） 月島2-1-2　アーバンライフ月島駅前ウエスト2階 03-3531-1135 ペットショップ

ツリールーツ 月島2-14-8-1F　 03-6220-3987 フラワーショップ

船山（株） 東京本店 月島2-20-15　 03-3532-3601 消火器・非常食・防災用品全般

伊藤信商会 月島3-29-9　 03-3533-3789 写真

㈲相田書店 月島3-5-4　 03-3531-2331 書籍

㈲大黒屋 月島3-7-12　 03-3531-0548 文具

㈱ナナブング 月島4-4-3　 03-3533-2001 文具

ペットシテイ月島店 月島4-6-1　長野栄治 03-3534-0012 ペットフード

（株）カメラの三和 築地店 築地1-5-8　 03-5148-2620 カメラプリントショップ

エミリーハート 築地2-11-25　T･YSDoms1階 03-6264-1030 天然石の販売

ＮＳＮ東銀座 築地2-11-7　 03-3543-3004 新聞販売店

㈱花伊之 築地2-11-8　 03-3541-7035 生花店

リブロ 東銀座店 築地4-1-1　東劇ビル1階 03-3549-1351 書籍販売
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㈱つきぢ味幸堂 築地4-14-1　モンテベルデ1F 03-3545-6178 珍味屋

高知タカシン水産築地店 築地4-16-2　 03-6278-7444 鮮魚卸店

ハナタメ 築地6-4-5　シティスクエア築地1F 03-3541-6687 花屋

弘尚堂書店 築地6-4-9　 03-3541-0333 書籍・雑誌小売業

田村屋 築地7-9-14　 03-3541-0575 たばこ

日本橋 長崎館 日本橋2-1-3　アーバンネット日本橋二丁目ビル1F 03-6262-5352 長崎県アンテナショップ

富士の国やまなし館 日本橋2-3-4　日本橋プラザビル1F 03-3241-3776 山梨県アンテナショップ

㈱榛原 日本橋2-7-1　 03-3272-3801 和紙及び和紙製品販売

マキチエ㈱東京日本橋店 日本橋3-2-3　ユニバース第1ビル1階 03-3277-2511 補聴器店

株式会社ヤマナシ 日本橋蛎殻町1-28-9　 03-3668-2021 文具・印章・ＯＡ用品

パレットプラザ水天宮前 日本橋蛎殻町2-13-4　 03-5614-5581 写真プリント雑貨販売

有限会社 伊勢龍商店 日本橋蛎殻町2-3-8　寿ビル1F 03-3661-4820 和装雑貨・陶器・漆器

㈱日本橋ハナヨシ 日本橋蛎殻町2-8-7　 03-3661-0601 生花店

㈱アンザイ 日本橋茅場町3-4-3　安西ビル1階 03-3661-8402 文具・事務用品

㈱赤札屋田村商店 日本橋茅場町3-5-8　 03-3666-2884 日用品・雑貨

はん屋久松町店 日本橋久松町9-12-1F　 03-3663-7715 印章、ゴム印、名刺、封筒印刷

日本橋とやま館 ショップフロア 日本橋室町1-2-6　日本橋大栄ビル1階 03-3516-3020 富山県アンテナショップ

奈良まほろば館 日本橋室町1-6-2　日本橋室町162ビル1階 03-3516-3933 その他の小売業（アンテナショップ）

タロー書房 日本橋室町2-2-1　 03-3241-2701 書籍

三重テラスショップ 日本橋室町2-4-1　浮世小路千疋屋ビル YUITO ANNEX 1F 03-5542-1033 アンテナショップ

ゴルフパートナー日本橋室町店 日本橋室町4-3-15　 03-5299-5270 総合ゴルフ用品店

日本橋室町すもと館 日本橋室町4-4-3　喜助日本橋室町ビル1F 03-6811-2272 洲本市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ

東屋 日本橋小伝馬町12-2　 03-3664-6621 文房具・事務用品

森武道具㈱ 日本橋小伝馬町6-12　 03-3661-0469 武道用品

生活道具屋 Ｓｕｒｏｕ ｎ．ｎ 日本橋人形町1-12-11　リガーレ日本橋人形町1階 03-5641-7663 その他の小売業

㈱大橋(大橋印房) 日本橋人形町1-4-5　 03-3666-1935 印章

香老舗松栄堂東京店 日本橋人形町2-12-2　 03-3664-2307 お香

ＫＡＮＯＵ 日本橋人形町2-20-9　 03-3639-2360 雑貨販売店

キネヤ化粧品店 日本橋人形町2-21-11　キネヤビル1階 03-3666-5540 化粧品

ミヤギ人形町店 日本橋人形町2-4-3　 03-3662-6813 文具

ＡＳＡ人形町 日本橋人形町2-8-8　 03-3639-1213 新聞販売店

ギャラリー紫苑 日本橋人形町3-5-8　日本橋センチュリー21ビル1階 03-3663-8300 美術工芸品

野島タオル㈱ 日本橋馬喰町1-6-16　 03-3662-6991 タオル

㈱かめや 日本橋浜町2-23-7　 03-3666-5221 文具

濱甼高虎 日本橋浜町2-45-6　 03-3666-5562 繊維品卸業

富田印房㈱ 日本橋浜町3-42-1　 03-3667-1081 印章

天然石・天然木 おん・日本橋 日本橋堀留町1-6-3　パレドール日本橋1階 03-6661-0444 天然石・天然木の製品および素材

花藤 日本橋本石町4-5-9　花藤ビル1階 03-3241-0087 生花店

朝日新聞サービスアンカー茅場町 八丁堀2-27-6　 03-3552-3955 新聞

東京セントラル新聞販売株式会社 八丁堀2-27-6　 03-6280-3181 新聞販売店

山口文洋堂 八丁堀2-2-9　コバキンビル6階 03-3552-0251 文具

㈱カメラの三和 八丁堀3-13-8　 03-3551-7577 写真材料

大澤生花店 八丁堀3-16-4　 03-3551-3536 生花店

はんこスーパー八丁堀 八丁堀3-20-3　第二高安ビル1階 03-3552-1848 印鑑・はんこ

カメラ堂 東日本橋2-16-9　 03-3861-2566 写真機

アスカブックセラーズ 東日本橋2-2-4　東日本橋駅前ビル1階 03-3863-3417 書店

花槇生花店 東日本橋2-3-2　 03-3851-8766 生花店

紀伊国屋谷口商店 湊1-2-8　紀伊国屋ビル1階 03-3551-1576 日用品・雑貨

フラワーワークス鉄砲洲 湊1-9-6　ハイツ八丁堀1F 03-6382-6400 フラワーショップ

中山式産業㈱八重洲健康センター 八重洲1-9-13　 03-3271-3034 健康器具

㈱ちよだ鮨 聖路加タワー店 明石町8-1　聖路加タワー1F 03-3524-8555 持ち帰り寿司

銀座 壮石 新 入船3-3-12　あぐいビル1階 03-6280-3022 寿司

直寿司 勝どき1-7-1-205　 03-3531-1551 すし

鮨乃家 銀座２丁目店 銀座2-2-2　ヒューリック西銀座ビル2階 03-3538-7343 寿司

鮨処銀座福助本店 銀座2-6-5　銀座トレシャス10F 03-3535-3191 飲食店

うまい鮨勘 銀座本店 銀座2-7-18　 03-5524-5333 寿司和食店

㈱初音鮨 銀座3-4-18　大倉別館ビル1-2階 03-3561-3050 すし

銀座寿司周 銀座4-14-19　第二カタヤマビル1F 03-3546-7800 寿司

銀座 壮石 銀座5-14-14　サンリット銀座ビルⅡ2階 03-6228-4659 寿司

銀座鮨正 銀座5-14-5　光澤堂GinzaビルB1 03-3541-5822 寿司和食店

12.寿司
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一㐂 銀座5-4-15　　西五ビル4階 03-6264-5390 寿司屋

築地玉寿司ペア銀座店 銀座5-8-20　銀座コアビル地下2階 03-3573-0057 飲食店

つきじ喜代村 すしざんまい匠銀座６丁目店 銀座6-4-6　646ビル1F 03-6255-4177 飲食店

築地玉寿司銀座６丁目店 銀座6-9-5　小坂ビル6階 03-3574-9635 飲食店

すし乾山 銀座７丁目店 銀座7-3-9　銀座リービル2F 03-3941-5701 すし

すしやの助六 銀座7-9-10　銀七ビル1F 03-3573-7787 すし店、飲食店

鮨処せきや 銀座西2-2　銀座インズ2-B1階 03-3567-8866 寿司屋

すし屋の新八 新川1-7-2　今井ビル1階 03-3553-7521 鮨店

香取鮨 新川2-17-13　 03-3551-4896 鮨

蛇の目寿司 新富1-7-9　 03-3551-0334 飲食店

知床鮨月島 月島1-22-1　MID TOWER GRAND 125 03-5859-5621 寿司

新富鮨 築地1-12-22　コンワビル地下1階 03-3542-9587 鮨

築地きたろう 築地1-13-1　ADK松竹スクウェアビル1階 03-3541-3505 江戸前寿司

築地玉寿司本店 築地1-9-4　 03-3541-1917 飲食店

鮨竹若 別館 築地2-14-8　東銀座プラザビル1階 03-3546-9113 鮨飲食店

築地寿司岩築地支店 築地2-15-10　レフィール築地レジデンス1階 03-3541-5951 飲食店

築地寿司岩総本店 築地2-15-12　 03-3541-0655 飲食店

築地玉寿司 晴海通り店 築地2-15-19　ミレニアム築地 03-3541-0022 飲食店

つきじ喜代村 すしざんまい築地駅前店 築地3-11-9　築地スクエアビル1F 03-3524-9833 飲食店

つきぢのかくれ家 彦兵衛 築地4-10-13　 03-6278-8565 寿司店

つきじ喜代村 すしざんまい廻る築地２号店 築地4-10-15　 03-6226-6900 飲食店

つきじ喜代村 すしざんまい廻る築地店 築地4-10-2　 03-5550-8010 飲食店

つきじ喜代村 すしざんまい別館 築地4-10-6　 03-5148-3737 飲食店

つきぢ神楽寿司 新館 築地4-10-9　中富第二ビル 03-6226-6788 寿司店

つきじ喜代村 すしざんまい本店 築地4-11-9　 03-3541-1117 すし店

秀徳３号店 築地4-14-1　 03-3542-1112 江戸前鮨

秀徳元祖 築地4-14-16　 03-3541-4015 江戸前鮨

鮨処つきじや 築地4-14-19　 03-5565-1103 寿司屋

つきじ喜代村 すしざんまい本陣 築地4-4-3　 03-5565-3636 飲食店

築地江戸銀本店 築地4-5-1　 03-3543-4401 （飲食店）寿司

つきじ喜代村 すしざんまい新館 築地4-5-11　 03-6226-1166 飲食店

つきじ喜代村 すしざんまい奥の院 築地4-5-12　 03-3524-7252 飲食店

海鮮問屋 つきじかんの 築地4-9-5　 03-3541-9291 海鮮丼・寿司

食事処 たねいち 築地4-9-5　 03-3248-5517 飲食店

築地浜茂寿司 築地4-9-6　 03-3541-9206 寿司

築地すし大 別館 築地6-13-3　 03-3547-3307 寿司

築地すし大 本館 築地6-21-2　 03-3541-3738 寿司

つきじ鈴富すし富 築地6-24-8　 03-3524-9255 寿司

秀徳2号店 築地6-26-7-1F　 03-5565-3511 江戸前鮨

秀徳本店恵 築地6-26-7-1F　 03-6278-8544 江戸前鮨

海蔵 豊海町5-1　豊海センタービル1F 03-5547-4725 寿司バル

都寿司 日本橋蛎殻町1-6-5　 03-3666-3851 鮨

鮨処雅 日本橋蛎殻町2-7-9　 03-5641-7527 すし

菊寿司 日本橋兜町17-1　 03-3669-8004 寿司

日本橋際 寿司貞 日本橋室町1-8-4　 03-3241-6000 寿司 ふぐ料理

日本橋 舟寿し 日本橋小舟町11-2　深澤ビル内 03-3661-4569 すし

寿司 とちの木 日本橋人形町1-18-5　 03-5643-1144 寿司

（有）六兵衛 日本橋人形町2-13-10　 03-3666-7543 飲食業

海鮮三崎港 人形町店 日本橋人形町2-2-4　 03-5651-2780 回転鮨

(有)おひげ寿司 日本橋富沢町13-9　 03-3661-9177 寿司

寿司源 八丁堀2-15-3　 03-3551-5589 飲食店

寿司しおの 八重洲2-10-8　八重洲ビル1階 03-5202-7519 寿司店

治作 明石町14-19　 03-5537-7815 飲食店

銀座クレストンホテルしゃぶ禅 明石町8番聖路加ｶﾞｰﾃﾞﾝ　銀座クレストンホテル32階 03-5550-5777 日本料理

鳥福 入船2-8-10　 03-3551-3220 うなぎ、鳥料理

やまに 勝どき1-7-1-B105　 03-3531-4061 和食

鶏鬨 勝どき店 勝どき3-4-1　1F 03-5859-5595 炭火焼鳥 釜めし 日本酒

鶏鬨はなれ 勝どき清澄通り店 勝どき3-6-4　 03-5859-5390 炭火焼鳥 十割そば 旬野菜

更科丸屋 京ばし 京橋2-8-15　 03-3535-8000 そばや

旬薫のさかなと野菜＜独楽個別別院＞金の独楽 京橋3-4-4　イーストサイドビル 03-3510-0102 和食

13.和食、日本料理、そば、天ぷら、もんじゃ、お好み焼き
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炭火てしごとＢＡＲ 銀ＺＥＲＯ 京橋3-4-4　イーストサイドビル 03-3510-1366 炭焼き

銀座長寿庵 銀座1-21-15　 03-3567-8818 日本そば

和風創菜喰いどころＢａｒ独楽 銀座1-3-3　G1ビルB1 03-3561-5550 創作料理

がんこ銀座一丁目店 銀座1-7-10　 03-3567-6789 和食

銀座 茂助 銀座1-9-12　B1階 03-6271-0818 和食居酒屋

のどぐろの中俣 築地 銀座2-15-15　 03-6264-7187 和食居酒屋

江戸前肉割烹 宮下 銀座2-2-14　マロニエゲート銀座1-12F 03-3538-4129 すき焼き

東北料理 みちのく 銀座2-2先　銀座インズ2-2階 03-3561-5336 日本料理

梅の花 銀座並木通店 銀座2-3-6　銀座並木通リビル5階 03-3538-2226 飲食店

そば処桂庵 銀座三丁目店 銀座3-10-14　東銀ビル1階 03-3541-1704 日本そば

のどぐろ専門 銀座中俣 はなれ 銀座3-12-17　 03-6264-1034 和食居酒屋

銀座石挽 銀座3-14-17　コビキス銀座201 03-3542-7188 日本そば店

魚の中俣 銀座 銀座3-14-17　kobikiss銀座2階202 03-6260-6022 和食居酒屋

羅豚 ギンザ・グラッセ 銀座3-2-15　ギンザ･グラッセ10F 03-3562-5040 黒豚しゃぶしゃぶ

ハゲ天 銀座3-4-6　 03-3561-1668 飲食店

銀座らん月 銀座3-5-8　 03-3567-1021 飲食店

海鮮居酒屋おお～い北海道 長万部酒場銀座店 銀座3-7-12　王子不動産銀座ビルB1階 03-5524-5311 飲食店

のどぐろ専門 銀座中俣 銀座4-10-12　B1階 03-6264-3229 和食居酒屋

かきしゃぶ屋 銀座4-13-15　成和銀座ビル　B1階 03-6228-4087 和食店

ざくろ銀座店 銀座4ｰ6-1　銀座三和ビル 03-3535-4421 和食

銀座日向 銀座4-9-15　B1階 03-6264-0861 飲食店

とらふぐ専門 ふぐ中俣 銀座4-9-6　三原橋ビルB1階 03-6264-1329 和食居酒屋

吉祥 銀座本店 銀座5-4-6　 03-6251-8191 日本料理店

大志満 銀座コア店 銀座5-8-20　銀座コア9階 03-3574-8080 飲食店

しゃぶせん銀座店 銀座5-8-20　銀座コアビル 03-3572-3806 和食

竹葉亭銀座支店 銀座5-8-3　 03-3571-0677 飲食店

銀座一興 銀座5-9-17　アヅマビルB1F 03-5537-5410 日本料理店

銀座こびき 銀座6-16-6　 03-3541-6077 旨い酒と旬の和食・寿司

銀座 穂の河 銀座6-3-11　西銀座ビル6階 03-6264-5979 日本料理店

銀座Ｓｕｎ－ｍｉ本店香川 銀座6-3-9　 03-5568-3300 日本料理

天一本店 銀座6-6-5　 03-3571-1949 飲食店

銀座 花大根 銀座6-7-4　 03-3569-0953 しゃぶしゃぶ・すき焼き

銀座玉ゐ 銀座6-8-7　 03-6264-6896 和食

人形町今半 銀座店 銀座6-8-7　交詢ビル5階 03-3666-2350 日本料理店

銀座つる 銀座7-10-5　The ORB Luminous 2F 03-3571-7763 飲食店

銀座 香季庵 銀座7-14-7　共栄銀座7丁目ビル 03-5551-0006 飲食業

太常うどん 銀座7-15-17　 03-3541-2227 うどん店

銀座古郁 銀座7-2-8　高谷銀座ビル5階 03-6274-6586 割烹料理店

能登輪島 銀座7-2-8　東建ビル3階 03-6254-5091 和食

炭割烹 北野 銀座7-2先　 03-6264-5768 日本料理店

Petit 羅豚 銀座7-6-10　アソルティ銀座花椿通ビル4F 03-6274-6687 しゃぶしゃぶ料理店

柿安銀座店 銀座7-9-15　GINZAgCUBE7階 03-3289-3771 和食

くつ炉ぎうま酒 かこいや銀座７丁目店 銀座7-9-20　銀座ライオンビル3階 03-3571-5607 飲食店

和食うま酒 入母屋別邸銀座７丁目店 銀座7-9-20　銀座ライオンビル4階 03-3571-5570 飲食店

羅豚 はなれ 銀座8-10-8　銀座8丁目10番ビル1F 03-6808-1555 黒豚しゃぶしゃぶ

銀座天國本店 銀座8-11-3　 03-3571-1092 飲食店

竹葉亭本店 銀座8-14-7　 03-3542-0787 飲食店

銀座あさみ 銀座8-16-6　トキワギ館1F 03-5565-1606 日本料理

淡路島と喰らえ銀座コリドー店 銀座8-2-1　ニッタビル2階 03-5537-7795 飲食店

羅豚 本店 銀座8-6-15　銀座グランドホテルB1F 03-6274-5091 黒豚しゃぶしゃぶ

銀座 うらら 銀座8-6ｰ15　銀座グランドホテルB1F 03-6228-5800 おうどん・懐石料理

銀座 尚時 銀座8-8-18　 03-6264-6190 割烹料理店

焼酎場近どう 銀座8-8-18　2階　 03-3573-2080 和食

海鮮問屋 地魚屋 新川店 新川1-28-44　新川K-TビルB1 03-3297-0166 海鮮居酒屋

和食処 いしばし 新川1-8-24　 03-3553-4914 和食

鶏鬨 新川店 新川2-26-11　 03-6280-3262 炭火焼鳥 十割そば 日本酒

そば処桂庵 新富店 新富1-18-6　マガザン銀座東1階 03-3555-0755 日本そば

まめや 新富1-9-10　 03-3206-3155 和食・日本酒

料理屋 なすび 新富2-10-10　nest1階 03-6222-9939 和食店

もんじゃおしおＮＳＴ 月島1-20-4　 03-3532-9595 飲食店

たまとや 月島1-21-6　 03-6225-0415 もんじゃ焼き店
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株式会社バイタリティ 魚釜 月島店 月島1-22-1　MIDTOWER-GRAND102 03-3520-9565 飲食店

株式会社バイタリティ 鳥番長 月島店 月島1-22-1　MIDTOWER-GRAND105 03-3520-8970 飲食店

株式会社バイタリティ 巻島 月島店 月島1-22-1　MIDTOWER-GRAND113 03-3520-9760 飲食店

海鮮もんじゃ片岡 月島1-25-9　 03-5560-8989 飲食店

海鮮もんじゃけい 月島1-25-9　 03-5548-7878 飲食店

大衆料理つきじ 月島1-25-9　 03-3531-3238 飲食店（居酒屋）

めし屋 月島1-5-2-101　 03-3534-0486 ひもの定食・酒家

鳥秀 月島1-9-8　 03-3533-6447 食品

そば処上むら 月島2-10-2　ムーンアイランドタワー1階 03-3531-0681 日本そば

魚料理と酒「白」 月島2-14-5　オオイワビル1F 03-5547-4593 和食居酒屋

もんじゃ 近どう 月島3-12-10　 03-3533-4555 もんじゃ、お好み焼

もんじゃ弘 月島3-12-7　 03-5560-6732 飲食店

㈲ 好美家 月島3-15-10　 03-3531-7061 もんじゃ・お好焼

つくしや 月島3-16-10　 03-3531-0792 もんじゃ・お好焼

月島もんじゃ もへじ本店 月島3-16-9　 03-6204-2314 もんじゃ焼き店

はざま本店 月島3-17-8　 03-3534-1279 もんじゃ、お好み焼、和食

月島名物もんじゃだるま 月島3-17-9　 03-3531-7626 もんじゃ

もんじゃ まるた 月島3-17-9-1F　 03-3534-4126 もんじゃ

つきしま小町 月島3-20-4　 03-3531-1239 飲食店

魚菜はざま 月島3-27-3　 03-3531-2977 和食

いろは本店 月島3-4-5　 03-3531-1668 もんじゃ・お好焼

もんじゃ宝島 月島3-5-4　 03-3533-5700 もんじゃ焼き店

月島もんじゃ もへじはなれ 月島3-6-4　 03-6204-2314 もんじゃ焼き店

月島もんじゃ もへじはなれのはなれ 月島3-7-12　 03-3520-8909 和食

いろは西仲店 月島3-8-10　 03-3534-5086 飲食店

おかめひょっとこ店 月島3-8-10　 03-5548-1508 もんじゃ、お好み焼、鉄板焼

月島もんじゃ おこげ月島本店 月島3-8-9　 03-5859-0533 もんじゃ焼き店

㈲えびすや 月島3-9-10　 03-3531-0731 もんじゃ、鉄板焼

㈲宮川本店 築地1-4-6　 03-3541-1292 飲食店

たべろ屋つきぢ百八 築地2-11-10　築地K1ビル4F 03-6278-7023 居酒屋

つきぢ田村 築地2-12-11　 03-3541-2591 日本料理店

築地 和み 築地2-14-11　サイエスタビル南館1階 03-3546-1489 鮨和食飲食店

てんや築地店 築地2-15-15　セントラル東銀座 03-3543-3252 飲食店

さらしなの里 築地3-3-9　 03-3541-7343 そば商

鯨の登美粋 築地4-10-17　 03-6278-8194 鯨料理専門店

築地海鮮丼まるきた 2号店 築地4-13-18　 03-3543-5228 和食

長生庵 築地4-14-1　モンテベルデ101 03-3541-8308 日本そば

魚河岸三代目千秋 築地4-7-5　築地KYビル1F 03-3549-3334 魚料理専門店

日本料理 魚月 築地4-7-5　築地KYビルB1階 03-5565-0888 日本料理店

海鮮丼まるきた 1号店 築地4-9-5　 03-3543-5228 和食

海鮮丼 まるきた３号店 築地4-9-5　 03-3543-5228 外食

かつ平 築地6-12-10　 03-3542-1537 飲食店

天竹 築地6-16-6　 03-3541-3883 飲食店

千里浜　築地本店 築地6-18-3　 03-6264-0913 居酒屋海鮮料理

多け乃 築地6-21-2　 03-3541-8698 和食居酒屋

つきじ芳野吉弥 築地6-21-5　 03-6278-7079 穴子料理店

天麩羅 黒川 築地6-21-8　 03-3544-1988 天麩羅屋

築地バル わだ家 築地総本店 築地6-22-3　ウインド築地Ⅱビル1F 03-6264-1125 飲食店

築地薮そば 築地6-26-1　 03-3248-3080 和食

天辰 築地7-11-12　 03-3541-6492 天ぷら

やまだや 築地7-16-3　クラウン築地102 03-3544-4789 和食

日本そば店 相馬屋 佃2-6-3　 03-3531-4405 日本そば

レストラン東洋 日本橋1-2-10　 03-3272-7401 和食

ご当地酒場長崎県五島列島小値賀町 日本橋1-3-13　B1階 03-6262-1277 居酒屋

やぶ久 日本橋2-1-19　 03-3271-0829 日本そば

日本橋玉ゐ 本店 日本橋2-9-9　 03-3272-3227 和食

山田屋 日本橋3-1-15　 03-3271-2031 日本料理

藪伊豆総本店 日本橋3-15-7　 03-3242-1240 日本そば・うどん・そば料理

魚釜 日本橋横山町店 日本橋横山町1-4　1F 03-6264-8241 産直鮮魚 釜めし

炉端横山 馬喰町店 日本橋横山町3-13　 03-6264-9596 炉端焼き・鉄板焼き

天音 日本橋蛎殻町1-13-2　 03-3666-0639 天ぷら屋
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築地 傳 本店 日本橋蛎殻町1-21-9　 03-3666-5822 鮪専門和食居酒屋

四季和食 百菜 日本橋蛎殻町1-3-5　共同ビル1階 03-5843-6066 和食飲食店

天ぷら天正 日本橋蛎殻町1-39-1　中村ビル1階 03-3664-8139 飲食店

金碇庵 日本橋蛎殻町1-39-11　 03-3666-4524 日本そば

焼鳥 ときわ 日本橋蛎殻町1-6-5　 03-3668-1515 焼鳥居酒屋

天龍 日本橋蛎殻町2-7-10　 03-3666-6854 日本ソバ

室町美はま 日本橋室町1-12-13　 03-6262-7227 飲食店

利久庵 日本橋室町1-12-16　 03-3241-4006 日本そば・日本料理

割烹日本橋とよだ 日本橋室町1-12-3　 03-3241-1025 割烹料理店

日本橋 紅葉川 日本橋室町1-2-4　三越SDビル1F 03-3279-2003 そば

日本ばし吉田 日本橋室町1-5-1　 03-3241-3629 飲食店

うなぎ 伊勢定 日本橋室町1-5-17　 03-3241-0039 うなぎ

土佐料理 祢保希 日本橋店 日本橋室町2-4-3　日本橋室町野村ビルYUITO3階 03-3275-9640 飲食業

くずしわしょく 香季庵 日本橋 日本橋室町4-2-10　坂田ビルB1 03-3231-6880 飲食業

日本橋玉ゐ 室町店 日本橋室町4-3-6　 03-5203-6250 和食

高嶋家 日本橋小舟町11-5　 03-3661-5909 鰻屋

割烹すみしょう 日本橋小舟町9-14　 03-3661-4603 日本料理店

すき焼伊勢重 日本橋小伝馬町14-9　 03-3663-7841 料飲店

うなぎ 喜代川 日本橋小網町10-5　 03-3666-3197 うなぎ

味の曙 日本橋小網町13-4　 03-3666-3948 串揚げ屋

日本橋玉ゐ 人形町店 日本橋人形町1-11-8　 03-5962-3770 和食

喜久川 日本橋人形町1-12-11-104　 03-3661-3932 鰻

玉ひで 日本橋人形町1-17-10　 03-3668-7651 鳥料理

江戸路 日本橋人形町1-19-2　 03-3668-0018 飲食店

人形町藪そば 日本橋人形町1-7-2　 03-3666-5922 そば・うどん

四季料理きたがいち 日本橋人形町2-11-9　2階、3階 03-6231-0405 和食

本場手打 讃岐うどん 谷や 日本橋人形町2-15-17　1F 03-5695-3060 うどん

築地 傳 人形町店 日本橋人形町2-1-7　リビオ日本橋人形町2階 03-3249-3889 鮪専門和食居酒屋

酒の店 笹新 日本橋人形町2-20-3　 03-3668-2456 居酒屋

吉星 日本橋人形町2-21-5　 03-3666-9779 ふぐと旬の割烹料理

東嶋屋 日本橋人形町2-4-9　 03-3666-6964 そば・うどん

てんや人形町店 日本橋人形町2-6-3　 03-3664-4023 飲食店

京家 日本橋人形町2-8-7　 03-3668-5752 和食

人形町今半本店 日本橋人形町2-9-12　 03-3666-7006 飲食店

うなぎ料理 あさだ 日本橋浜町3-36-2　 03-3661-4085 うなぎ店

浜町かねこ 日本橋浜町3-7-3　 03-4291-3303 日本そば

小倉庵本店 日本橋本町3-9-10　 03-3661-5081 日本そば

てん茂 日本橋本町4-1-3　 03-3241-7035 てんぷら料理店

和食日和おさけと日本橋室町 日本橋本町4-4-16　日本橋内山ビルB1 03-6262-7984 居酒屋

うなぎ割烹 大江戸 日本橋本町4-7-10　 03-3241-3838 ウナギ料理店

日本料理 よつ谷 日本橋本町4-8-14　東京建物第三室町ビルB1 03-3243-0661 日本料理 よつ谷

中俣酒造 館 八丁堀2-18-1　 03-5542-0816 和食居酒屋

そば処桂庵 八丁堀店 八丁堀3-10-3　正和ビル1階 03-5541-5615 日本そば

松月 八丁堀3-23-6　 03-3551-5261 日本そば店

しゃぶしゃぶ温野菜 八丁堀店 八丁堀4-10-2　八丁堀ビル1階 03-3523-1129 しゃぶしゃぶ

中俣酒造 茂助 八丁堀4-9-9　1階 03-6280-3524 和食居酒屋

長寿庵 東日本橋2-24-16　 03-3851-3338 そば

手打ち蕎麦 たむら 東日本橋3-10-9　 03-6231-0085 手打ち蕎麦 たる酒

鳥番長 東日本橋店 東日本橋3-11-5　1F 03-3527-3005 炭火焼鳥 からあげ おでん

新日本焼肉党 東日本橋店 東日本橋3-11-6　1F 03-5623-9755 山形牛一頭買い炭火焼肉 牛生肉

手打ちそば 梠炉 湊2-6-6　 03-6262-8109 そば

むら山 湊3-1-3　村山ビル1階 03-3553-0618 そば居酒屋

萬里聖路加ガーデン 築地店 明石町8-1　聖路加タワー1階 03-6264-2870 飲食店

まんぷく苑 勝どき1-7-1-208　勝ドキサンスクエアビル2階 03-3531-2989 元祖タン塩・カルビ塩

勝どき徳寿本店 勝どき2-10-4　宮野海運ビル1階 03-3532-2049 焼肉レストラン

国泰飯店 京橋2-4-12　京橋第一生命ビル2F 03-3281-2602 中華料理店

漫莉キッチン 銀座1-24-5　 080-3242-9868 中華料理

銀座アスター本店 銀座1-8-16　 03-3563-1011 レストラン

ＸＩ’ＡＮ（シーアン）銀座店 銀座2-2-2　ヒューリック西銀座ビルB1 03-5524-3312 刀削麺火鍋西安料理

焼肉割烹松阪銀座店 銀座5-10-13　東洋ライスビルB1 03-3572-2055 焼肉割烹

14.中華、焼肉
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日高屋 東銀座店 銀座5-13-18　 03-3546-2623 ラーメン店

銀座 米沢牛黄木 銀座5-7-6　iliv12階 03-6264-5495 肉料理

銀座アスター銀座南店 銀座5-9-11　 03-3571-4550 レストラン

銀座創龍 銀座6-4-18　マキシトピアビル1階 03-3289-0550 ラーメン店

赤坂璃宮銀座店 銀座6-8-7　交詢ビル5F 03-3569-2882 中華

味の中華 羽衣 銀座7-12-14　 03-3542-8560 中華料理店

匠苑にくいち 銀座8-8-11 博品館ビル 03-3573-7333 焼肉

甲州天山 新川2-11-1　東豊エステート1階 03-3551-4431 飲食店

焼肉スタミナ苑トリトン 月島1-19-2　 03-3532-2986 焼肉

和焼肉 山形山 月島店 月島1-5-2　1F 03-6228-2954 山形牛一頭買い和食焼肉 牛生肉

焼肉スタミナ苑月島店 月島1-8-2　月島YSビル1~3階 03-6228-2432 焼肉

中華料理彩華 月島3-28-4　 03-5560-3936 中華料理彩華

月島 焼肉 ブルズ 月島3-7-12　THE CITY月島5F 03-5547-4329 焼肉

健康中華 青蓮 東銀座店 築地1-13-1　銀座松竹スクエア1階 03-3541-7858 身体に優しいヘルシー中華料理店

中華ふぢの 築地3-3-9　 03-3541-6989 中華料理

大阪焼肉ホルモン ふたご築地店 築地4-13-10　 03-3542-2522 中華料理

築地焼肉まるきた 築地4-13-17　 03-6264-1147 焼肉

上海ダイニング 佃2-1-3　共同通信社研修･交流センター1F 03-5166-0105 飲食業（中華レストラン）

猪子家 豊海町5-1　 03-6228-2483 ラーメン店

新東京焼肉 遊心 宴 日本橋蛎殻町1-32-2　 03-6661-9767 焼肉

中国料理 翠蓮 日本橋蛎殻町1-38-9　宮前ビルB1 03-3664-0036 中国料理

日高屋 水天宮前店 日本橋蛎殻町2-5-7　 03-3664-4087 ラーメン店

焼肉 あかぎ 日本橋茅場町1-3-9　MYビル1階 03-3662-8929 焼肉

彩味園 日本橋茅場町2-16-11　 03-3808-1588 中華料理

焼肉処 バッテン 日本橋室町1-9-9　 03-5201-6060 焼肉屋

人形町 四川亭 日本橋人形町1-8-7　近藤ビル1階 03-5643-0304 中国料理

日高屋 人形町店 日本橋人形町3-7-9　 03-3664-7485 ラーメン店

日高屋 馬喰町西口店 日本橋馬喰町1-5-10　 03-3669-2455 ラーメン店

龍鳳 日本橋箱崎町42-1　東京シティエアターミナルビル内 03-3665-7162 飲食店

新東京焼肉 遊心 日本橋浜町2-47-5　 03-6661-2247 焼肉

萬福菜館 日本橋浜町3-3-1　トルナーレ日本橋浜町202 03-6661-9938 中華

日本橋イタダキ 日本橋富沢町10-15　 03-3639-3577 焼肉店

日高屋 八丁堀新大橋通店 八丁堀3-21-3　 03-3553-6004 ラーメン店

Ｓｔａｎｄ Ｂ.Ｖ. 入船2-1-11　 03-3551-6700 バル

入船町火吹男 入船2-2-2　 03-6222-9840 飲食店

カトラ 入船2-9-4　イリフネビル1階 03-3552-3377 フランス料理レストラン

築地 フレンチ メゾンミッシェル 入船3-1-13　Center Village 築地2F 03-5244-9345 飲食店

つきじ左光 入船3-1-5　SKMギンザイーストビル 03-3297-2080 居酒屋

魚民 勝どき駅前店 勝どき3-3-10　MIハイツ1階 03-3531-6188 居酒屋

新潟 佐渡島 両津港直送 土風炉 京橋店 京橋2-5-7　日土地京橋ビル 03-5159-2250 飲食店

酒処 舌菜魚 京橋2-6-13　イーストビルB1F 03-3564-3001 居酒屋

ダイニングステージ アーチ 京橋2-6-21　パイロット阪急阪神グリーンビル7階 03-6228-7152 飲食業

ＢＥＥＦ ＵＰ ＴＯＫＹＯ 京橋3-6-18　東京建物京橋ビルB1 03-3535-2585 ステーキ店

過門香 銀座本店 銀座1-10-6　銀座ファーストビルB1 03-3563-7900 飲食店

土風炉 銀座一丁目店 銀座1-10-6　銀座ファーストビルB2 03-3563-3033 飲食店

ni-ke 銀座1-19-8　銀座サクラビル1F 03-6263-2719 西洋料理店

スパゲッティー＆カレー専門店ジャポネ 銀座1-2　銀座インズ3-1階 03-3567-4749 スパゲッティー＆カレー専門店

欧風料理 シャンティイ 銀座1-20-9　岡崎ビルB1 03-6271-0768 フランス料理店

珈琲Ａ館 銀座1-25-3　京橋プラザ1階 03-3545-3646 喫茶

日東コーナー 銀座1-27-10　ザアソシエイトビル1F 03-3535-6567 飲食店

ＴＯＳＡ ＤＩＮＩＮＧ おきゃく 銀座1-3-13　オーブプレミア2F 03-3538-4351 土佐料理を基本にした飲食店

銀座イタリー亭 銀座1-6-8　西山興業銀座ビル 03-3564-2371 イタリア料理

ＫＡＩＲＡＤＡ 銀座2-14-6　1階 03-3248-3355 フランス料理店

やきとり串八珍 銀座２丁目店 銀座2-2-2　ヒューリック西銀座ビル2階 03-3535-0108 やきとり居酒屋

Ｇｉｎｚａ Ｒｏｏｔｓ Ｔｏｋｙｏ 銀座2-4-18　アルボーレ銀座7階 03-5579-9330 飲食店ダイニングバー

ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ 銀座２丁目店 銀座2-5-7　GM2ビル 03-3561-5234 飲食店

N9Y BUTCHERS GRILL NEW YORK 銀座店 銀座2-6-8　日本生命銀座ビルB1 03-5524-0055 飲食店

ガスト銀座インズ 銀座3-1　銀座インズ1-2階 03-3562-8225 飲食業

ラ・ボッテガイア 銀座3-12-15　銀座細谷ビル1階 03-6264-3565 イタリア料理

さくら水産 銀座三丁目店 銀座3-4-16　銀座サニービルB2 03-3561-3671 居酒屋

15.その他飲食店
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ちゃんぷるぅ家 銀座3-4-16　銀座サニービル地下1階 03-5659-8491 沖縄料理

麹蔵 銀座店 銀座3-4-6　正隆銀座ビルB1 03-3567-4843 飲食店

韓豚屋 銀座３丁目店 銀座3-4-6　正隆銀座ビル2F 03-3563-6166 飲食店

銀座スイス 銀座3-5-16　 03-3563-3206 西洋料理

煉瓦亭 銀座3-5-16　 03-3561-3882 洋食屋

銀座 和郷 銀座4-12-1　VORT銀座イーストⅡ 10階 03-3538-6563 飲食店

銀之塔 銀座4-13-6　 03-3543-0071 洋食

銀座トレオン16区 銀座4-14-15　サントル銀座2F 03-6264-2078 飲食店

㈱不二家 数寄屋橋店 銀座4-2-12　クリスタルビル2F 03-3562-0681 飲食店

トップス銀座店 銀座4-6-1　銀座三和ビル 03-3535-5221 飲食店

元祖やきとり串八珍 銀座４丁目店 銀座4-8-4　三原ビル1階 03-5524-6100 やきとり居酒屋

ＳＰＩLＡ ＴＥＡ ＴＯＫＹＯ 銀座5-13-2　1階 03-6264-0748 喫茶店

さくら水産 東銀座店 銀座5-15-18　銀座東新ビルB1 03-3544-6105 居酒屋

銀座うかい亭 銀座5-15-8　時事通信ビル1F 03-3544-5252 飲食店

三笠会館 本店 銀座5-5-17　 03-3289-5659 飲食店

舌牛 銀座店 銀座5ｰ7-19　銀座フォーリービル5F 03-6228-5290 飲食店

スペインレストラン銀座エスペロ 銀座5-6-10　B1 03-6274-6332 レストラン

近江うし 焼肉 にくＴＡＳＴＵ銀座 銀座5-7-6　I Liv 15階 03-3289-2929 飲食店

竹富島 銀座6-12-13　 03-5659-8491 沖縄料理

銀座Ｓｕｎ－ｍｉ本店エミュ 銀座6-3-9　 03-5568-3300 フランス料理

銀座Ｓｕｎ－ｍｉ本店サント・ウベルトス 銀座6-3-9　 03-5568-3300 イタリア料理

魚民 銀座６丁目外堀通り店 銀座6-5-15　銀座能楽堂ビル2階 03-3572-4388 居酒屋

ジャッジョーロ銀座 銀座7-10-5　The ORB Luminous B1階 03-5537-2233 イタリアンレストラン

新宿ねぎしコリドー店 銀座7-108先　コリドー街 03-3575-1550 飲食店

スペインクラブボデガ 銀座7-12-14　大栄会館1階 03-6228-5356 飲食業

Hola! Ginza ７(ｵﾗ ｷﾞﾝｻﾞ ｼｴﾃ) 銀座7-2-11　菊村ビル1F 03-5537-7739 スペイン料理・バル

ビアホールライオンギンザ７丁目店 銀座7-9-20　銀座ライオンビル 03-3571-2590 飲食店

ビヤ＆ワイングリル銀座ライオン銀座７丁目店 銀座7-9-20　銀座ライオンビル 03-3571-2590 飲食店

アナム本格インド料理 銀座8-10-8　銀座８－１０ビルB1階 03-6280-6708 飲食店（インド）

カルネステーション銀座店 銀座8-10先　 03-5568-6651 飲食店

ワイン厨房たるたる 銀座8-12-1　 03-5565-9898 ワインビストロ

ぎんざ神田川 銀座8-14-5　銀座KMビルB1F 03-3541-5401 飲食店

ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ 銀座コリドー街店 銀座8-2　コリドー街山下ビル1階 03-3573-6501 飲食店

GRANDE POLAIRE WINEBAR TOKYO 銀座コリドー街店 銀座8-2　山下ビル1階 03-3575-5222 飲食店

やきとりの名門 秋吉 銀座店 銀座8-3-10　 03-3571-0959 やきとり

かに道楽 銀座八丁目店 銀座8-7　ギンザナイン2号館2階 03-3572-7272 かに料理店

リトル沖縄 銀座8-7-10　第一常盤ビル1階 03-3572-2930 沖縄料理

Ｒｏｃｋ Ｂａｒ ＶＯＸ 銀座8-7-10　第一常盤ビルB2 03-3571-2006 ダイニングバー

資生堂パーラー銀座本店 銀座8-8-3　 03-5537-6241 レストラン

銀座kappou ukai 銀座8-9-15　ジュエルボックス銀座B1 03-5568-1515 割烹料理

土風炉 銀座コリドー街店 銀座8丁目　コリドー街1-2F 03-3289-9888 飲食店

山内農場 茅場町駅前店 新川1-2-14　ユニゾ新川1丁目ビルB1階 03-3553-4088 居酒屋

彩茶 新川1-3-2　新東京ビル1階 080-9712-8222 飲食店（タピオカ）

やきとり串八珍 新川店 新川1-3-2　 03-3523-9400 やきとり居酒屋

Onedishワンディッシュ 新川1-9-9　 03-3206-0030 弁当・ロコモコ

旬菜山 新川2-1-11　八重洲第一パークビル1階 03-3551-6882 居酒屋

バー ポラリス 新川2-1-11　2階 03-3553-3355 ダイニングバー

バンコック ポニー食堂 新川2-12-17　マルコウ八重洲通リビル1F 03-6228-3392 タイ料理

ワインバー杉浦印房 新川2-13-6　 03-6228-3363 ﾜｲﾝﾊﾞｰ

ＴＲＵＮＫＣＡＦＥ 新川2-22-6　SJIビル1F 03-6874-9124 カフェ

ミアヴァート珈琲 新川2-25-10　1階 03-6280-3436 カフェバー

４４８ＬＩＢＥＲＭＥＮＴ 新富1-11-7　ミツヤ第三ビル1階 03-6280-4433 飲食店

バルディゴ 新富1-4-3　レプレビル1階 03-3551-5510 西洋料理

洋食煉瓦亭 新富店 新富1-5-5-104　 03-3551-3218 洋食店

ｃｏｕｌｉｓ 新富2-10-10　ネストビル2階 03-6228-3288 野菜レストラン

Ｌ＋ 新富2-5-10　アパホテル1階 03-6882-9571 西洋料理

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 晴海トリトン店 晴海1-8-8　W棟2階203 03-5144-0558 カレーハウス

ボンベイカフェ 晴海店 晴海1-8-8　晴海トリトンスクエアオフィスタワーW2F 03-5144-8256 インド料理屋

月島スペインクラブ 月島1-14-7　旭倉庫1階 03-3533-5381 飲食業

ＣＨＩＣＫＥＮ ＣＯＵＮＴＲＹ 月島1-18-6　 03-6204-2904 飲食店鶏専門店

Juicy Juicy Tsukishima 月島1-19-4　1階 03-6877-0371 カフェ
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LITTLE SPICE THE CAFÉ ミライ 月島1-21-9　 03-5547-4232 カフェ

笑笑 月島駅前店 月島1-26-5　フロリスオーランティウムⅠ 03-3534-9088 笑笑 月島駅前店

とと勘 月島1-27-12　 03-6204-2282 居酒屋

モスバーガー月島店 月島1-27-9　イチカワビル1F 03-5547-3711 ハンバーガーショップ

ＢＡＲ ９６ ｍｏｏｎ 月島1-6-12　 03-6228-2560 バー

Ｍ's ＤＩＮＩＮＧ １０１０１０ 月島2-10-1　ムーンアイランドタワーB107 03-5547-4510 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ

月島スペイン食堂 Tabeluna 月島2-10-2　ムーンアイランドタワーB105 03-6311-1416 スペイン料理店

ジョナサン月島 月島2-14-12　月島セントラルビル2階 03-5548-1772 飲食業

元氣カフェ＆ギャラリー 月島2-7-13　 050-1241-1414 麹カフェ

さくら 月島3-19-5　 03-3533-4180 魚料理 小料理

カフェ シチリア 月島3-7-12　THE CITY月島5F 03-3520-9761 喫茶店

レストラン千味 月島4-8-10　福寿マンション1階 03-3531-3737 飲食店

ステーキハウスチャイム 築地1-12-22　コンワビルB1階 03-3542-0165 飲食店

タリーズコーヒー東銀座店 築地1-13-14　NBF東銀座スクエア 03-5550-8017 コーヒーショップ

元祖やきとり串八珍 築地本店 築地2-10-1　オープンレジデンシア築地1階 03-3547-3429 やきとり居酒屋

笑笑 築地駅前店 築地2-11-10　築地K-1ビル 03-3541-3788 居酒屋

ソル セビージャ 築地2-14-2　 03-3547-2999 スペイン料理

築地鳥たけ 築地2-14-2　ユーロビル2階 03-6264-0124 焼鳥飲食店

鮪成人 築地2-6-5　築地UKビル1階 03-6278-8898 飲食店

天まめ 築地2-8-1　築地永谷タウンプラザ107 03-6264-0782 飲食甘味

つきじ川食堂 ひさ野 築地3-2-6　 03-3541-0063 レストラン

魚八 築地店 築地3-7-4　トーソービル1階 03-6226-6016 居酒屋

東京ライスカレー 築地4-10-8　 03-6260-6298 飲食店

ｔｓｕｋｉｊｉ ｋｉｔｃｈｅｎ 築地4-1-1　東劇ビルB1 03-6260-4141 洋食屋

米本珈琲本店 築地4-11-1　 03-3541-6473 喫茶店

やの家塩むすび 築地4-13-3　 03-5811-1507 おむすび販売

米本珈琲新店 築地4-13-4　 03-3541-5056 喫茶店

さかな屋高知県 与力水産株式会社 築地4-16-2　築地ニッポン漁港市場内 03-6278-7510 飲食店

築地にっぽん漁港食堂 築地4-16-2　ニッポン漁港市場内 03-6264-3744 食堂

万福茶吉 築地4-7-5　築地KYビル1F 03-6277-6275 ドリンクスタンド

ジョナサン築地 築地4-8-1　近富築地ビル2階 03-5565-6744 飲食業

とんぼや 築地4-9-15　 090-7222-8534 飲食業

吟ぽて 築地4-9-6　ダイヤモンドレジデンス築地1F 03-6278-7525 ポテトサラダのテイクアウトとイートイン

喫茶マコ 築地4-9-7　中富ビル2階 03-3248-8086 喫茶店

築地いろは・重々 築地4-9-8　 03-6264-0597 飲食店

元祖やきとり串八珍 築地勝どき店 築地6-17-3　YC本社ビル1階 03-3547-9481 やきとり居酒屋

東都グリル 築地6-22-4　東水ビルB1階 03-3542-2088 飲食業

ビーフカツ肉垣 築地6-4-8　城野ビル1階 03-6264-2149 定食屋

Ｂｉｓｔｒｏ Ｍａｓａ 築地6-5-3　クレストヨシエイ1階 03-6228-4839 カジュアルレストラン

ＵＯＫＡＭＥ 築地6-5-4　OWLビル1･2階 03-6278-8073 魚介中心の飲食店

大衆鳥酒場 鳥椿 築地店 築地6-7-1　 03-6228-4066 居酒屋

TSUKIJI アン スリール 築地6-8-10　スカール築地1階 03-5565-8507 西洋料理

ピザーラ銀座 築地7-9-15　パークハイツ1F 03-3542-9100 デリバリーピザ、その他飲食店

亀印食堂 佃2-10-4　 03-3531-2894 飲食店

ポンテチェントロ 佃2-1-6　リバーシティM-SQUARE1F 03-5547-3030 飲食業（ピッツェリア、イタリアンレストラン）

畔居本店 日本橋1-2-10　 03-3271-0003 洋食

コーヒーハウス羅苧豆 日本橋2-10-11　日本橋羅苧豆ビル 03-3275-1038 喫茶店

カキ酒場北海道厚岸日本橋本店 日本橋2-2-15　テイドビルB1階 03-5255-4220 飲食店

高知県芸西村 土佐鴨日本橋 日本橋2-2-4　4階 03-6262-5020 飲食店

北海道八雲町日本橋別館 日本橋2-2-4　2階 03-3548-8713 飲食店

ガスト日本橋 日本橋2-3-4　日本橋プラザビル1階 03-3548-8763 飲食業

熟成魚場 福井県美浜町日本橋本店 日本橋2-7-1　東京日本橋タワーB1階 03-3527-9696 飲食店

薩摩魚鮮水産八重洲中央口店 日本橋3-4-15　八重洲通リビルB1F 03-3548-1068 飲食店(居酒屋)

椿屋珈琲 八重洲茶寮 日本橋3-4-16　東和八重洲ビル1階 03-6262-5435 カフェ

炭の上 日本橋 日本橋3-8-16　ブヨオビル1F 03-6665-0447 飲食店

フランツィスカーナーバー＆グリル日本橋 日本橋3-8-16　ブヨオビルB1 03-6225-5485 ドイツ料理

韓国屋台料理 豚大門市場 馬喰町店 日本橋横山町1-1　1F 03-5643-5277 韓国料理

ＢＡＲ９６ 日本橋横山町3-3　 03-6661-7228 ウイスキー＆ワインバー

鳥元 馬喰町店 日本橋横山町4-8　宮入第二ビル1･2F 03-3669-2229 飲食店

ｂａｒ ｆｅｌｉｘ 日本橋蛎殻町1-25-4　日本橋栄ビル1階 03-5643-5228 ダイニングバー

喫茶フルール 日本橋蛎殻町1-26-7　倉田ビル1F 03-3666-9190 飲食店
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プラナバルカ 日本橋蛎殻町1-3-2-1F　 03-5651-3393 イタリアン

ジョナサン水天宮駅前 日本橋蛎殻町1-39-5　 03-5645-2208 飲食業

日本橋ぼんぼり 日本橋蛎殻町1-5-1　 03-3664-2777 焼き鳥居酒屋

ジャマイカ 日本橋蛎殻町1-6-11　伊藤ビル1階 03-3663-0038 弁当、サンドウィッチ、そうざい

レストランラグー 日本橋蛎殻町2-16-9　 03-3663-6740 レストラン

元祖やきとり串八珍 兜町店 日本橋兜町9-5　リオSOHO兜町 03-5643-9600 焼鳥居酒屋

ｎａｎａ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ 日本橋茅場町1-5-12　大興ビル1階 03-3667-6720 居酒屋

日本橋焼餃子 茅場町店 日本橋茅場町1-6-2　 03-3663-0990 餃子専門店

魚民 茅場町駅前永代通り店 日本橋茅場町1-9-2　稲村ビルB1階 03-3639-4988 居酒屋

ガスト茅場町駅前 日本橋茅場町2-13-5　スマイルホテル東京日本橋地下1階 03-5651-4800 飲食業

やかない肉のイタリアン ＲＥＧＧＩＮＡ 日本橋茅場町2-16-12　 03-5614-7365 イタリアンレストラン

有限会社 鳥徳 日本橋茅場町2-5-6　 03-3666-4692 焼き鳥

元祖やきとり串八珍 茅場町店 日本橋茅場町3-12-4　白鷲ビル1階 03-5652-3994 やきとり居酒屋

てぃるーむぐう 日本橋茅場町3-3-8　 03-3666-2587 飲食店

食堂アサノ 日本橋箱崎町35-8　内山ビル1階 03-6661-1835 食堂

ビアレストランこけし 日本橋久松町13-4　 03-3666-2361 昼のランチと居酒屋

鉄板ダイニング彩や 日本橋久松町3-5　勝田ビルB1 03-6264-8562 一般飲食店

Ｆｒｕｉｔ Ｃｈｅｆ 日本橋久松町6-12　 03-6206-2626 カフェ

ジョナサン日本橋浜町 日本橋久松町9-9　FRAME日本橋1階 03-5643-6210 飲食業

日本橋焼餃子 本店 日本橋室町1-11-1　 03-3278-0770 餃子専門店

日本橋とやま館 トヤマバー 日本橋室町1-2-6　 03-6262-2723 飲食店

北海道八雲町 三越前店 日本橋室町1-5-2　東洋ビルB1階 03-3242-1833 飲食店

室町東洋 日本橋室町1-5-2　東洋ビル 03-3241-0003 洋食・和食・鉄板

ポンテチェントロ 日本橋店 日本橋室町1-7-1　スルガビルB1F 03-6202-0095 飲食業（イタリアン・レストラン）

フレッシュネスバーガー 日本橋三井タワー店 日本橋室町2-1-1　日本橋三井タワーB1F 03-6262-7115 ファーストフード店

三重テラスレストラン 日本橋室町2-4-1　浮世小路千疋屋ビル YUITO ANNEX 1F 03-5542-1030 イタリアンレストラン

魚串uo魚 神田南口店 日本橋室町4-2-17　第五サンビル1F 03-3270-5511 飲食店

鳥元 神田南口店 日本橋室町4-2-17　第五サンビルB1 03-3270-1117 飲食店

チキンプレイス小舟町店 日本橋小舟町9-2　 03-3249-1795 焼き鳥＆バー

魚民 小伝馬町駅前店 日本橋小伝馬町12-5　KDKビル7階 03-3668-6188 居酒屋

京町屋 小伝馬町店 日本橋小伝馬町12-5　小伝馬町KDビル3F 03-3660-0001 飲食店

馬舌屋 小伝馬町店 日本橋小伝馬町12-5　小伝馬町KDビル6F 03-3664-0030 飲食店

バクロ食堂 日本橋小伝馬町14-10　宮本ビル2階 03-6661-1255 食堂

串鳥番長 小伝馬町店 日本橋小伝馬町14-13　 03-5623-2244 炭火焼鳥・から揚げ・おでん

番長餃子道 小伝馬町店 日本橋小伝馬町14-8　1F 03-5651-5366 餃子

Jack37Burger 日本橋小伝馬町16-16　 03-6884-1541 飲食店（ハンバーガー）

あるる館 日本橋小伝馬町17-17　日本橋シルバービル1階 03-3639-2313 飲食店

佐賀ふもと赤鶏酒場高しな 日本橋小伝馬町3-6　 03-6661-2233 居酒屋

南欧食堂Ｔｏｎｎｅａｕ 日本橋人形町1-11-12-B102　 03-5641-1008 飲食店

ランコントレ・トント 日本橋人形町1-1-21　ヤマジョウビル1階 03-3664-9735 イタリアンレストラン

ＢＡＲ鶴亀 日本橋人形町1-12-11　リガーレ人形町1F 03-6661-6446 飲食店(バー)

バーミヤン水天宮前 日本橋人形町1-12-11　リガーレ日本橋人形町2階 03-5649-8068 飲食業

リトローボ 日本橋人形町1-13-9　 03-6661-2382 イタリアンバル

(資)初音 日本橋人形町1-15-6　 03-3666-3082 甘味

Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ いち 日本橋人形町1-17-2-B1　 03-3668-0021 ダイニングバー

バンコク ピーナッツ食堂 日本橋人形町1-4-6　藤和ビル1F 03-6661-9697 タイ料理

鳥元 人形町一丁目店 日本橋人形町1-5-5　 03-3664-0888 飲食店

フルーツカフェ ｐｏｍｐ 日本橋人形町2-21-4　加藤ビル1階 03-5843-6207 カフェ

人形町ラーメン いなせ 日本橋人形町2-2-3　堀口ビル1F 03-5640-8817 ラーメン店

麺 やまらぁ 日本橋人形町2-29-3　 03-3668-0755 ラーメン店

RESTAURANT NORMAL (ﾚｽﾄﾗﾝ ﾉｰﾏﾙ) 日本橋人形町2-32-6　 03-6778-2031 レストラン

芳味亭 人形町本店 日本橋人形町2-3-4　 03-3666-2350 洋食店

㈲あまさけ屋 日本橋人形町2-4-9　 03-3639-3901 飲食店

トラットリアコルディアーレ 日本橋人形町2-6-9　 03-6661-6752 イタリア料理

てんみ人形店 日本橋人形町2-8-5　スワンビル1F 03-5843-6252 居酒屋

目利きの銀二 日本橋人形町3-8-1　TT-2ビルB1階 03-5644-4888 居酒屋

佐賀県三瀬村ふもと赤鶏馬喰町店 日本橋馬喰町1-4-3　共栄ビル1階 03-6661-1756 焼き鳥屋

ドトールコーヒーショップ 日本橋馬喰町店 日本橋馬喰町1-6-1　 03-3660-5577 喫茶店

有限会社 朝日製菓 日本橋箱崎町11-2　 03-3668-2567 サンドイッチ・お弁当

料理小屋 ユキマル 日本橋浜町2-60-2　パークサイド日本橋103 03-6264-8496 居酒屋

ガスト日本橋浜町 日本橋浜町3-3-1　トルナーレ日本橋浜町2階 03-5614-6280 飲食業
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ドトールコーヒーショップ 日本橋浜町店 日本橋浜町3-3-1　 03-3249-0141 ドトールコーヒー

串カツ田中小伝馬町研修センター店 日本橋堀留町1-10-10　 03-6231-1819 飲食業

ＤＥＳＩ ＴＡＮＤＯＯＲ Ｂ．Ｂ．Ｑ 日本橋堀留町1-11-9　 03-6661-6248 インド料理レストラン

ビストロ周 日本橋堀留町1-6-9　海老原ビルB1 03-3664-4439 洋食レストラン

元祖紙やきホルモサ 日本橋本町1-10-2　近甚ビル1階 03-3272-1191 紙やき料理

元祖やきとり串八珍 日本橋本町店 日本橋本町4-2-1　中島ビル1階 03-3242-5788 やきとり居酒屋

レストラン ＧＯＴＯ 豊海町5-1　豊海センタービル1階 03-3534-8394 飲食店

喫茶その 八丁堀2-15-5　宇田川ビル1階 03-3553-0520 飲食店

(資)山城屋 八丁堀2-15-8　 03-3551-5079 飲食店

アビシニアンルーム 八丁堀2-18-1　 03-3551-8856 ネコカフェと靴修理

福福屋 八丁堀駅前店 八丁堀2-21-2　コア京橋ビルB1階 03-5543-4588 居酒屋

鳥元 八丁堀店 八丁堀2-26-9　グランデビル1F 03-3523-5566 飲食店

プティ・ボワ 八丁堀2-3-8　 03-3553-9050 ステーキ

元祖やきとり串八珍 八丁堀店 八丁堀3-23-1　 03-5542-2440 やきとり居酒屋

River&Green Cafe 八丁堀4-12-10　 03-3551-0085 飲食店

ドトールコーヒーショップ 東日本橋店 東日本橋2-1-6　 03-3863-5011 喫茶店

Ｅａｕ ｄｅ ｖｉｅ 東日本橋2-16-10-2F　 03-5846-9088 ｃａｆｅ＆ダイニング

喫茶デルフリ村 東日本橋2-9-6　太田ビル2階 03-3861-2986 喫茶店

ふくの鳥 馬喰横山店 東日本橋3-3-15　マウンテンビル1階 03-5652-7090 居酒屋

cafe de kanon・家庭料理の店 かのん 湊1-10-5　 090-7013-1881 カフェ・家庭料理

ＬＡ ＣＯＭＢＥ 湊1-1-16　TMKビル1階 03-5566-6188 フランス料理

フレンチ割烹　kamenote 湊3-13-1　鈴木ビル1階 03-6280-3582 西洋料理

ハレルヤ・パーソナルシェフ・サービス 湊3-7-11　 03-3555-1077 出張料理

佐賀県三瀬村ふもと赤鶏八重洲店 八重洲1-3-17　 03-5542-1088 飲食店

麹蔵 八重洲1一丁目店 八重洲1-3-7　八重洲フォーストフィナンシャルビルB1 03-3510-3366 飲食店

土古里 八重洲一丁目店 八重洲1-3-7　八重洲フォーストフィナンシャルビルB1 03-3510-3311 飲食店

韓豚屋 八重洲店 八重洲1-4-16　東京建物八重洲ビルB2 03-3517-5333 飲食店

望星築地薬局 明石町11-15　ミキジ明石町ビル 03-3541-1193 保険薬局

つくだ調剤薬局 明石町11-3　築地アサカワビル1F 03-3547-3707 薬局

どらっぐぱぱす明石町店 明石町7-15　 03-5550-4141 ドラッグストア

桜川薬局 入船1-5-11　弘報ビル1階 03-3551-5872 保険調剤

どらっぐぱぱす勝どきビュータワー店 勝どき1-8-1　勝ドキビュータワー201a 03-5560-0934 ドラッグストア

アピス薬局 勝どき店 勝どき2-11-10　 03-3531-8441 薬局

どらっぐぱぱす勝どき５丁目店 勝どき5-10-6　 03-3533-8031 ドラッグストア

コクミン京橋一丁目店 京橋1-6-13　 03-5524-5930 薬局

㈱ファーコス ファーコス薬局 京橋 京橋2-8-21　昭和ビル別館1F 03-3538-0161 薬局

ウェルシア東京スクエアガーデン 京橋3-1-1　東京スクエアガーデンB1 03-3242-0289 ドラッグストア

トモズ銀座三丁目店 銀座3-10-1　銀座三丁目ビルディング 03-6264-1581 ドラッグストア

漢方薬の救仁堂 銀座5-13-2　1階 03-6264-0736 医薬品販売

銀座清水薬局 銀座5-7-7　 03-3571-7455 薬局

銀座ペンギン薬局 銀座8-8-11　博品館ビル地下1階 03-3574-8278 薬局

スギ薬局新川一丁目店 新川1-17-25　東茅場町有楽ビル1階 03-6222-8571 薬局

新川調剤薬局 新川2-16-11　青木ビル1F 03-3552-0630 医薬品

越前堀薬局 新川2-17-12　Eビル1F 03-3551-9933 薬局

越前堀薬局プッシュ 新川2-22-6　 03-3555-1835 薬局

クスリ阪神 新富1-19-5　三船ビル1階 03-3551-5935 医薬品

テトラ薬局新富町店 新富1-6-15　サニービル1階 03-5541-7733 薬局

トモズ晴海トリトン 晴海1-8-16　晴海トリトン2階 03-5548-2009 ドラッグストア

ウサギ薬局 晴海店 晴海2-5-24　晴海センタービル1F 03-5547-3435 薬局

どらっぐぱぱす晴海店 晴海3-12-1　 03-3532-9341 ドラッグストア

フレンド薬局 月島1-11-9　 03-5548-5548 保険・調剤薬局

どらっぐぱぱす月島１丁目店 月島1-26-5　第4メガロビル 03-3531-9341 ドラッグストア

きらり月島薬局 月島1-8-1　アイ･マークタワー104 03-3533-0908 調剤薬局

どらっぐぱぱす月島店 月島2-10-2　ムーンアイランドタワー1階 03-3531-9393 ドラッグストア

アポロ薬局 月島2-17-9　 03-3531-7724 薬局

みのり薬局 月島3-13-4　善利ビル1階 03-3532-6771 薬局

恵愛堂薬局 月島4-3-3　中山ハイツ1F 03-3533-3903 調剤薬局

クオール薬局 月島店 月島4-5-12　 03-3534-5972 薬局

どらっぐぱぱす築地店 築地2-11-24　第29興和ビル 03-6264-1541 ドラッグストア

近藤薬局 築地2-11-26　 03-3541-1343 薬局

16.薬局、ドラッグストア
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トラヤ薬局 築地2-9-6　 03-3541-6648 調剤薬局

アイリス調剤薬局 佃1-11-8　ピアウエストスクエア1階 03-3531-4188 薬局

みなみ調剤薬局 月島店 佃2-20-3　 03-5859-0120 調剤薬局

アンソニーズ佃薬局 佃2-2-7-101　 03-3536-1193 薬局

ウェルシア薬局 日本橋１号店(B.B.ON日本橋店) 日本橋2-1-10　柳屋ビル1階 03-3516-1515 ドラッグストア

スギ薬局八重洲通店 日本橋3-4-15　 03-5542-1175 薬局

スギ薬局日本橋横山町 日本橋横山町3-10　NB日本橋ビル1階 03-6206-2712 薬局

チトセ薬局 日本橋蛎殻町1-19-9　 03-5623-7186 薬局

ホリベ薬局人形町店 日本橋蛎殻町1-29-6　水天宮前東急ビル1階 03-3666-0129 薬局

オバタ薬局 日本橋蛎殻町1-9-1　 03-3666-3763 薬局

㈲ホリベ商会水天宮ファーマシィ 日本橋蛎殻町2-5-3　サンホリベビル1階 03-3666-7558 薬局

くすりの福太郎 茅場町店 日本橋兜町15-6　 03-5643-0029 薬局

クオール株式会社兜町支店 日本橋兜町8-4　 03-3668-6131 薬局

トモズ茅場町店 日本橋茅場町2-10-5　1階 03-6661-1990 ドラッグストア

日本橋休日応急薬局 日本橋久松町1-2　 03-3666-6554 保険調剤薬局

スギ薬局三越前店 日本橋室町1-5-2　東洋ビル1階 03-3242-2761 薬局

スギ薬局日本橋室町店 日本橋室町4-6-2　菱華ビル1階 03-3510-7680 薬局

小伝馬町ドラッグ 日本橋小伝馬町11-9　住友生命日本橋小伝馬町ビル1階 03-3661-2826 ドラッグストア

テトラ薬局 小伝馬町店 日本橋小伝馬町14-5　メローナ日本橋101 03-3664-8221 薬局

薬局トモズ水天宮駅前店 日本橋人形町1-14-8　 03-5643-5020 ドラッグストア

テトラ薬局 日本橋人形町1-4-14　 03-3663-1311 薬局

大成堂薬局 日本橋人形町2-11-5　 03-3666-5718 薬局

マツモトキヨシ水天宮駅前店 日本橋人形町2-1-2　 03-3639-2556 薬局

テトラ薬局中央店 日本橋人形町2-7-10　エル人形町1階 03-5651-7743 薬局

テトラ薬局 人形町２丁目店 日本橋人形町2-9-7　未来堂ビル1階 03-5651-7277 薬局

スマイルドラッグ 人形町店 日本橋人形町3-8-2　ミハマビル 03-5847-8545 ドラッグストア

㈲吉田薬局 日本橋馬喰町2-4-1　 03-3661-2604 薬局

どらっぐぱぱす日本橋浜町店 日本橋浜町1-2-1　 03-3863-0411 ドラッグストア

銀座ビューティーライフ浜町店 日本橋浜町2-17-2　 03-6661-6788 薬局

しまづる浜町薬局 日本橋浜町2-31-1　浜町センタービル1階 03-3660-3973 調剤及び医薬品

薬局トモズトルナーレ浜町 日本橋浜町3-3-1　 03-5614-6021 薬局

サンローズ薬局 日本橋富沢町10-18　1F 03-5695-5520 保険調剤薬局

どらっぐぱぱす新人形町店 日本橋堀留町1-8-12　サクラ堀留ビル1F 03-3668-4193 ドラッグストア

スギドラック江戸橋店 日本橋本町1-10-5　日産江戸橋ビル1階 03-6214-0585 薬局

スギドラック八丁堀店 八丁堀1-13-10　三神ビル1階 03-5244-9821 薬局

佐藤薬局 八丁堀2-19-7　 03-3551-2166 薬局

どらっぐぱぱす八丁堀店 八丁堀2-7-1　TOKYU REIT 八丁堀ビル 03-3552-8814 ドラッグストア

テトラ薬局 八丁堀店 八丁堀3-20-1　共伸ビル1階 03-5543-0141 薬局

東日本橋ドラッグ 東日本橋2-2-5　ジャコワ第一ビル1階 03-5821-8609 ドラッグストア

川名薬局 東日本橋3-7-3　 03-3661-9146 薬局

医療法人社団 中央みなと会 中央みなとクリニック 明石町8-1　聖路加タワー2F 03-5565-9955 クリニック

聖路加国際大学病院 明石町9-1　 03-3541-5151 医療

勝どき小平眼科 勝どき1-8-1　勝ドキビュータワー2階 03-5547-8010 眼科クリニック・コンタクト

勝どきビュータワークリニック 勝どき1-8-1　勝ドキビュータワー2階 03-5859-0781 一般診療所

かちどき助産院 勝どき2-14-2　リーラ勝鬨ニューハウン602 080-6795-4919 母乳育児支援・乳房マッサージ

杉野内科クリニック 勝どき2-9-12　HBビル勝ドキ3階 03-5547-0961 内科クリニック

東京八重洲クリニック 京橋1-1-6　越前屋ビル2階 03-6202-9080 病院

松本内科院 京橋2-11-5　パインセントラルビル5階 03-4405-7480 一般診療所

宮下眼科医院 京橋2-5-18　京橋創生館3F 03-3564-0240 医療

中央区京橋休日応急診療所 銀座1-25-3　京橋プラザ2階 03-3561-5171 休日診療所

田中クリニック銀座 銀座1-6-13　銀座106ビル3F 03-3538-6460 医療

やべ耳鼻咽喉科 銀座1-6-13　 03-3538-6366 医療

吉川医院 銀座1-9-17　 03-3561-4010 診療所

市川医院 銀座2-11-19　 03-3541-7202 一般診療所

銀座スキンクリニック 銀座3-3-14　銀座グランディアビルⅡ3F 03-5524-3880 クリニック(美容皮膚科・皮膚科)

銀座内科・神経内科クリニック 銀座6-12-10　銀座龍岡ビル2F 03-6253-8786 一般診療所

医社）西銀座診療所 銀座6-9-7　近畿建物銀座ビル3F 03-3571-0777 一般診療所

銀座ハートクリニック 銀座8-16-5　銀座中央ビル1階 03-5148-3921 一般診療所

Dr.YOKO Beauty Terrace Clinic 銀座8-6-25　河北新報ビル7F 03-6263-9445 クリニック

医療法人社団恒雅会 吉井医院 新富1-5-14　 03-3551-2032 一般診療所

17.病院、一般診療所
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晴海クリニック 晴海1-6-5　晴海ビュープラザ2F 03-3534-2757 一般診療所

晴海トリトン 夢未来クリニック 晴海1-8-16　晴海トリトンスクエア3F 03-3536-1361 小児（休日診療）、皮膚、耳鼻

たけぶちファミリークリニック 晴海2-5-24　晴海センタービル1F 03-3534-2757 一般診療所

晴海３丁目クリニック 晴海3-10-1　グラスシティ晴海1階 03-3536-8633 一般内科・消化器内科・内視鏡内科

河内クリニック 月島1-14-13　月島ホームズ102号 03-5548-7060 内科･小児科医院

月島耳鼻咽喉科 月島1-8-1　アイマークタワー2F 03-3533-1333 耳鼻咽喉科

月島タワークリニック 月島2-10-2　ムーンアイランドタワー2F202 03-6219-7151 一般診療所

善利医院 月島3-13-4　善利ビル7階 03-3531-1566 医療

善利眼科 月島3-13-4　 03-3536-6766 医療・コンタクト

こども元気クリニック・病児保育室 月島3-30-3　ベルウッドビル2･3･4F 03-5547-1191 小児科クリニック

大築耳鼻咽喉科医院 月島4-3-1　 03-3531-3387 医療

(医)社団志鈴会鈴木クリニック 月島4-5-12　ベルハイツ2階 03-3531-1685 医療

医療法人社団慶友銀座クリニック 築地1-13-11-2F　 03-3542-3387 診療所

築地皮膚と手のクリニック 築地1-9-9　細川築地ビル8F 03-6264-0297 皮膚科、形成外科、手の外科

リバーシティすずき整形外科 佃1-11-8　ピアウエストスクエア2F 03-3534-5678 整形外科クリニック

中央区休日応急診療所 佃2-17-8　 03-3533-3136 休日診療所

豊海診療所 豊海町2-2-113　 03-3533-6751 一般診療所

中島クリニック 日本橋兜町8-8　 03-3666-0880 医療

茅場町いとう医院 日本橋茅場町1-13-15　新居ビル3階 03-6667-0198 産婦人科・女性内科

セントラルクリニック 日本橋茅場町2-7-9　 03-3669-1238 診療所

日本橋休日応急診療所 日本橋久松町1-2　3階 03-5640-2570 日本橋休日応急診療所

(医)社団小池医院 日本橋室町1-12-9　 03-3271-0813 医療

三井タワークリニック 日本橋室町2-1-1　日本橋三井タワー5階 03-3510-9955 医療

大辻内科クリニック 日本橋室町4-2-1　 03-3279-3916 一般診療所

立花外科医院 日本橋人形町1-4-4　 03-6909-8012 外科・皮フ科泌尿器科診療所

村田内科クリニック 日本橋人形町1-5-8　 03-3666-3880 医療

医療法人社団 栄晴会 中央内科クリニック 日本橋人形町2-7-8　 03-3668-0088 医療

日本橋かわまた内科クリニック 日本橋富沢町10-18　パシフィックマークス1階 03-3669-2626 病院・一般診療所

医社）八丁堀医院 八丁堀2-20-8　八丁堀東急ビル9F 03-3551-8860 （医療）一般診療所

八丁堀眼科クリニック 八丁堀3-26-8　高橋ビル2階 03-5543-1146 病院

(医)社団成扶会馬見塚デンタルクリニック 明石町8-1　聖路加ガーデン内 03-3541-8110 医療

八丁堀みらい歯科 入船2-3-6　　細矢ビル2階 03-6222-8222 歯科医院

エトワール歯科医院 勝どき3-5-6　シャンボール築地204 03-5144-4618 歯科診療所

吉田デンタルクリニック 京橋2-5-1　TCMビル5F 03-5524-7281 歯科診療所

歯科渋井クリニック 京橋2-8-2　 03-3564-4416 医療

セキネデンタルクリニック 銀座1-15-8　銀座耀ビル5F 03-3567-4182 医療

銀座吉川歯科クリニック 銀座1-6-17　アネックス福神ビル3F 03-3567-6677 歯科医療

田島デンタルクリニック 新川2-15-11　宮田ビル3F 03-3552-4182 歯科診療所

青木歯科医院 新川2-16-11　青木ビル2階 03-3551-6707 医療

三井歯科クリニック 築地6-4-9　大長ビル2階 03-3541-7186 歯科診療所

中崎歯科医院 日本橋蛎殻町2-13-1　 03-3639-1374 医療

（医）明徳会福岡歯科 日本橋茅場町1-8-3　郵船茅場町ビル3階 03-3664-3690 歯科医院

むらおかデンタルクリニック 日本橋茅場町2-7-5　秀明ビル2F 03-3666-0664 医療

東京都中央区日本橋休日応急歯科診療所 日本橋久松町1-2　 03-5640-5256 医療

高橋歯科医院 日本橋室町4-3-18　東京建物室町ビル3F 03-3241-1716 医療

笠原歯科医院 日本橋人形町1-7-7　笠原ビルB1F 03-3666-3690 医療

浜町歯科医院 日本橋浜町1-1-12　プラザマームビル1F 03-3851-0841 医療

日本橋中央歯科 日本橋浜町2-11-2　 03-3664-8556 歯科医業

高野歯科医院 日本橋堀留町1-6-13　 03-3249-1188 歯科診療所

うすい歯科医院 八丁堀1-8-3　仁成堂ビル1階 03-3553-2461 医療

医療法人社団芳友会 金子歯科クリニック 八丁堀2-13-2　Frisch八重洲1F 03-3552-7859 歯科診療所

田中歯科医院 八丁堀3-14-2　東八重洲シティービル1F 03-3553-8841 歯科医院

（医）昌晃会 千代田歯科 八重洲1-4-20　東京八重洲ビル3階 03-3281-8867 医療

高橋矯正歯科診療所 八重洲2-4-10　第一幸田ビル6階 03-3281-9386 医療

手技療法山内 入船1-2-8　サンパーク東京銀座610 03-3555-3913 鍼灸・指圧

もみの将 八丁堀店 入船1-2-8　サンパーク東京銀座102 03-6222-9477 リラクゼーションサロン

香取匠整骨院 入船3-9-1　 03-5541-7177 整骨院

La Plume 鍼灸マッサージ治療院 入船3-9-5-1F　Kunshi-ran001 070-4020-0873 はり・灸・マッサージ

漢法整体院 勝どき2-10-14　勝ドキ中央ロードス303 03-3533-5088 サービス業・整体院

19.はり、鍼灸、接骨院等

18.歯科診療所
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店舗名 住　所 電話番号 業　種

Ｆ．Ｃ．Ｃ．勝どき治療院 勝どき2-9-14　富永ビル5階 03-5144-0200 マッサージ・鍼灸治療院

勝どき鍼灸整骨院 勝どき2-9-14　富永ビル3階 03-5144-0201 鍼灸整骨院

楽ちん堂鍼灸整骨院 勝どき4-10-1　三祐ファウンテンホームズ202 03-5560-8140 マッサージ・鍼灸・整骨院

一治療院 銀座1-21-14　 03-3563-3345 鍼灸マッサージ

銀座椚治療院・整骨院 銀座1-21-5　銀座JKビル2F 03-3561-1718 はり、鍼灸、接骨院等

マタニティ＆ベビーのための鍼灸マッサージ治療院 天使のたまご 銀座1-4-4　銀座105ビル5F 03-3563-1045 鍼灸アロママッサージ治療院

治療室 やまと 銀座2-15-13　銀座Tビル1階 03-3545-8552 はり・温灸・あん摩・整体

銀座ルーチェ治療室 銀座3-14-18　6階 03-6801-7064 鍼灸マッサージ業

銀座接骨院ＨＡＮＡ ＨＡＮＡ 銀座4-13-18　医療ビル5階 03-6278-8739 接骨院鍼灸

カラダラボ 銀座4-8-13　銀座蟹睦会館ビル402 03-6325-3818 カイロプラクティック

グローバル治療院 銀座本院 銀座5-10-12　GS銀座5丁目ビル 03-3573-8402 マッサージ・鍼灸治療院

グローバル治療院 銀座並木通 銀座5-5-1　マツモトキヨシ銀座5thビル7階 03-3575-0860 マッサージ・鍼灸治療院

てもみん銀座六丁目店 銀座6-12-17　片桐ビル8階 03-3569-7531 マッサージ・鍼灸治療院

東銀座整骨院･鍼灸･整体院 銀座6-14-5　銀座ホウライビル3F 03-3524-0270 セイコツ・シンキュウ・マッサージ

グローバル治療院 銀座外堀通 銀座6-4-7　GS銀座6丁目ビル 03-6274-6455 鍼灸

コア整体ラボ銀座カーサクラーレ 銀座8-4-25　　もりくま11ビル8階 03-3573-6166 整体院

セイチ新川マッサージ治療院 新川2-13-6　明正ビル1F 03-3552-6280 マッサージ治療院

越前堀鍼灸院 新川2-17-12　Eビル2F 03-3551-9966 鍼灸

多田治療院 新富1-6-1　1F 03-3553-8585 鍼灸マッサージ

柿沼治療院 月島1-2-12-1F　 03-3532-9348 鍼灸マッサージ

Re:Fine 月島店 月島1-6-12　和合ハイム2階 03-6420-3389 マッサージ 鍼灸 リラクゼーション

マタニティ・産後ケア Ｒｅｌａｘｅｎ 月島2-20-3　 050-3556-7323 整骨院

もみの匠 月島駅前店 月島3-10-4-1F　 03-5144-0015 リラクゼーションサロン

つきぢ整骨院 築地1-5-3　トダビル 03-3543-9294 はり、鍼灸、接骨院等

りり鍼灸院 築地2-14-6　CAMEL築地Ⅰ-1202号 090-9115-2913 鍼灸院

からだ元気治療院 東京中央店 築地4-4-15-201　東銀座ロイアルハイツ 03-6264-1740 ご高齢者の為の訪問治療院

リラクゼーション 楽氣 築地6-4-5　シテイスクエア築地1階 03-5551-1011 整体・足裏ﾏｯｻｰｼﾞ・ｱﾛﾏ酸素

あかつき治療院 築地7-18-28　築地永谷コーポラス201号 03-3543-3080 整体

健生 築地7-18-28　築地永谷コーポラス1225 03-5565-1225 整体（腱・筋療法）

整体院 健生 築地7-18-28-1225　 03-5565-1225 整体院

グローバル治療院 佃店 佃1-11-8　ピアウエストスクエア1F 03-6219-6681 マッサージアンドリラクゼーション

月島整骨院 （株）メディカルケア 佃2-11-13　栗原ビル1階 03-3531-1233 整骨業務

もみの将 佃店 佃2-2-7　リバーシティ21 イーストタワーズ7号 03-3520-9686 リラクゼーションサロン

ＥＤＯはり灸治療院 日本橋1-2-8　ニホンバシビル7F 03-6225-2757 鍼灸・あんま・指圧・マッサージ

ＫＩＺＵカイロプラクティックＡＮＮＥＸ 日本橋1-2-8　ニホンバシビル7F 03-3272-1339 カイロプラクティック

アキュボーテ東京 日本橋2-10-3　エグゼトゥール日本橋8階 03-3527-9367 鍼灸

ＫＩＺＵカイロプラクティック 日本橋3-8-6　第2中央ビル2F 03-3272-1939 カイロプラクティック

こうふく整骨院 日本橋横山町4-14　マスダビル1階 03-3665-0605 整骨院

産後・マタニティ整体サロンからだの杜 日本橋蛎殻町1-32-8　小野崎ビル1階 080-2598-7243 整体・アロマ・足裏・美矯正

株式会社キュアハウス キュアハウス鍼灸治療院 日本橋兜町16-2　MICビル4階 03-5641-6656 鍼灸 整体マッサージ

茅場町女性鍼灸院 日本橋茅場町1-13-15　新居ビル5F 03-5614-0188 はり、鍼灸院

鍼灸マッサージ院リム 日本橋茅場町1-8-3　郵船茅場町ビル3階 03-3662-3600 鍼灸マッサージ

日本橋オリエンタル鍼灸指圧マッサージ治療院 日本橋久松町13-5　ACE日本橋ビル9階 03-6231-1874 鍼灸指圧マッサージ治療院

人形町いとう治療院 日本橋人形町1-10-5　富士ビル2階 03-6883-3598 鍼灸・整体治療院

タイ古式＆ストレッチ バーン・ラック 日本橋人形町1-18-8　第二篠原ビル3F 03-6661-9162 はり、鍼灸、接骨院等

いしわた鍼灸院 日本橋人形町1-8-6　サカエビル2F 03-6264-8976 鍼灸マッサージ治療院

藤倉鍼灸マッサージ治療院 日本橋人形町2-10-3　ジョイフルビル 03-3666-3619 鍼灸

水天宮整骨院 日本橋人形町2-1-9　日本橋Tビル8階 03-5642-9380 妊婦OKの整骨院

すぎもと整骨院 日本橋人形町2-24-3-1F　 03-5641-1210 整骨院

人形町クローバーカイロプラクティック 日本橋人形町3-3-3　CICビル2階 03-6667-8677 カイロプラクティック

あさひ整骨院 日本橋浜町2-35-4-102　 03-6264-9080 整骨院

ＴＴＢパーソナル整骨院 人形町店 日本橋堀留町2-1-3　ハイツ日本橋2階 03-6231-1951 パーソナルトレーニング接骨院

エビサン整骨院 八丁堀3-11-8　美和ビル2F 03-6228-3545 整骨院

鍼灸マッサージ院Ｓｔｙｌｅ 八丁堀3-25-8　八丁堀陽光ビル 03-5541-0030 はり、鍼灸、マッサージ

タイ古式バーンラック東日本橋店 東日本橋2-4-4　東日本橋イーストビル2階 03-6883-6333 リラクゼーションサロン

ＢＡＮＧ ＢＡＮＧ ＢＡＮＧＫＯＫ 東日本橋3-11-6　三上ビル4階 03-3663-6741 タイ古式マッサージ

鉄砲洲整体屋・典 湊1-13-1　京橋法人会ビル1階 03-3553-4707 整体・カイロプラクティック

Ａｒｃ ｔｈｅ ｂｏｄｙ 湊3-4-12　佐藤ビル4F 090-4157-0028 ボディメンテナンス・整体

レコードブック勝どき 月島4-8-10　福寿マンション113号 03-5547-5107 介護関連サービス等

居宅介護支援センターひまわり 築地5-6-10　浜離宮パークサイドプレイス15F 03-5148-2394 福祉用具販売住宅改修リフォーム

20.介護関連サービス等
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クローバーケアステーション 築地5-6-10　浜離宮パークサイドプレイス15F 03-5148-2387 訪問介護ステーション

レコードブック日本橋 日本橋富沢町7-14　岡島ビル1F 03-5643-8101 介護関連サービス等

クローバーデイサービス中央 日本橋本町2-8-12　データ日本橋本町ビル1階 03-5695-7710 通所介護デイサービスセンター

レコードブック京橋 八丁堀3-1-9　京橋北見ビル西館1F 03-5540-4200 介護関連サービス等

銀座クレストン 明石町8　 03-5550-5700 ホテル

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション 京橋2-1-3　 03-3516-9600 ホテル、西洋料理店、喫茶店

ＭＵＪＩ ＨＯＴＥＬ ＧＩＮＺＡ 銀座3-3-5　6階 03-3538-6101 ホテル

ＪＴＢ 銀座店 銀座3-8-12　大広朝日ビル 0570-200-857 旅行

銀座東武ホテル 銀座6-14-10　 03-3546-0111 ホテル

東都タクシー無線協同組合 銀座7-18-14　 03-3987-1455 タクシー

名鉄観光サービス㈱銀座支店 銀座7-8-2　銀座御幸ビル7階 03-3572-0511 旅行

ホテルヴィラフォンテーヌ東京茅場町 新川1-8-2　 03-3553-2220 ホテル業

株式会社読売旅行 法人営業課 築地2-5-3　 03-6859-4344 旅行代理店

株式会社読売旅行 よみうりオーシャンクルーズ 築地2-5-3　 03-5550-1070 旅行会社

銀座キャピタルホテル 築地3-1-5　 03-3543-8211 和洋お食事とご宿泊

ロイヤルパークホテル 日本橋蛎殻町2-1-1　 03-3667-1111 ホテル業

㈱ＪＴＢ 日本橋コレド室町店 日本橋室町2-2-1　コレド室町1-B1階 03-6738-4122 旅行

住庄ホテル 日本橋小舟町9-14　 03-3661-4603 ビジネスホテル

ホテルヴィラフォンテーヌ日本橋箱崎 日本橋箱崎町20-10　 03-3667-3330 ホテル業

タビックス 東京中央支店 八丁堀1-2-8　タビックスビル3F 03-6280-9005 旅行

ホテルマリナーズコート東京 晴海4-7-28　 03-5560-2517 ホテル

クリーニングレインボー 勝どき店 勝どき1-7-1　サンスクエア1F 03-3531-1991 クリーニング業

平松商店 勝どき2-13-6　 03-3531-3649 たばこ・クリーニング取次

セーラークリーニング（勝どき店） 勝どき4-10-10　トダカコーポ勝ドキビル1F 03-3533-3568 クリーニング

マルヲ商事株式会社 銀座3-13-5　 03-3541-0517 クリーニング店

セーラークリーニング（月島店） 月島1-21-4　 03-3533-6228 クリーニング

谷田貝クリーニング 月島2-13-12　 03-3531-6784 クリーニング店

クリーニングレインボー月島店 月島3-12-8　 03-3531-8121 クリーニング業

扇屋きものお手入れ専門店 佃2-13-8　 03-3531-6892 きものお手いれ

セーラークリーニング 佃店 佃2-6-3　第2上幸ビル1階 03-3532-6206 クリーニング

太田屋総本店 日本橋浜町2-50-4-102　 03-3666-9853 クリーニング

有限会社美容室スキップ 入船1-2-8　サンパーク銀座105 03-3553-2128 美容室

ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ ｐｒｉｍａｖｅｒａ 入船3-2-9-203　 03-3297-1788 ネイルサロン

ヘアサロン オプティ 勝どき2-10-1　 03-3533-8080 理容

ＦＥＥＲＩＥ ｌａ ｍｅｒ 勝どき2-10-14　ロードスビル2階 03-5547-9080 美容

メディカルエステサロン　The水光美肌専科 勝どき2-14-2　アクトリー勝どき内 070-8552-2029 エステサロン

モアナ バイ バルコニー 勝どき3-4-15-3F　 03-6225-0210 美容

美容室ＶＩＳＡＧＥｃｒｅｗ 勝どき3-5-4　平野ビル1階 03-5560-8010 美容

Hair Make Design LEAF 勝どき3-9-10　1階 03-6204-9545 ヘアーサロン

メナードフェイシャルサロン 勝どき駅前 勝どき4-1-12　勝ドキ黎明マンション401 03-6219-6227 フェイシャルサロン・化粧品販売

ヘアサロンオプティ 勝どき5-3-2-108　ヘアサロンオプティ 03-3532-0757 理容

Ｔ＆ＣＯ ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ 銀座1-13-4　片桐ビルⅢ4F 03-6263-0809 美容室

デビュー・ヘアー 銀座1-2　ギンザインズ3 03-3562-3792 美容院

Ｎａｉｌｓａｌｏｎ ＳｉＳｉ 銀座1-20-15　前田山陽ビル2階 03-6264-4688 ネイルサロン

Ｓａｌｏｎ ＥＲＩＭＥＳ サロン エリメス info@erimes.com メール予約制 エステ・小顔矯正・美顔教室

Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｅｙｅｓ 銀座1-24-1　TCビル1F 03-6271-0806 美容室

遠藤波津子ビューティースタジオギンザ 銀座1-5-8　ギンザウィローアベニュービル 03-3564-6101 美容室

インディバ専門店 銀座イヌディバ 銀座2-11-13　銀座歌茶屋ビル3階 03-3547-6446 エステサロン

ＣＯＣＯＴ銀座 銀座2-2-17-3F　 03-6228-6296 美容室

ヘアーサロンＦｕｊｉｔａ（藤田） 銀座2-9-12　森田ビルB1 03-3561-0618 ヘアーサロン、理美容全般

Ｈａｉｒ Ｌｏｕｎｇｅ Ｌｅ’ｖｉｅ 銀座3-10-14-4F　 090-4588-7760 ネイルサロン

アイラッシュサロンＷａｔｅｒｌｉｌｙ ＧＩＮＺＡ 銀座3-11-17　銀座パトリアタワー402 03-6264-2545 マツゲエクステ

ＢＵＮＮＹ ＥＹＥＳ ＧＩＮＺＡ 銀座3-13-2　登亭銀座ビル3F 03-6264-3728 美容業 まつ毛エクステサロン

ａｈｃｈｊｏｏｈ 銀座4-10-12　銀座サマリヤビル7階 03-3248-6007 美容室

ｍａｎｉ ｎａｉｌ 銀座4-13-8-204　 03-4500-5928 ネイルサロン

ｓａｌｏｎ ｄｅ ｐｉｅｒｃｅ 銀座4-14-2　xcd銀座ビル3F 080-1446-9491 理容室

ヘアーモードキクチ 銀座4-6-10　ゑり円ビルB1 03-5524-1583 理容業

バーバーヤナギ 銀座4-8-1　穂月ビルB1 03-3567-8721 理容

23.理美容

22.クリーニング

21.ホテル、旅行代理店、レンタカー
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Ｂｅａｕｔｙ＆Ｃａｒｅ ＣＡＬＯＮ 銀座5-13-19　デュープレックス銀座タワー5階 03-6278-8584 美容室

松本平太郎美容室 銀座パートⅣ 銀座5-5-1　千疋屋ビル7階 03-5568-0016 美容業

メンズフェイシャル ＢＩＤＡＮ 銀座6-2-3　アンチエイジングモール2F 070-5369-6058 メンズフェイシャル

松本平太郎美容室 銀座本店 銀座6-9-8　UKビル3階 03-5537-7321 美容室

ＧｉｎｚａＳｐａ５０ 銀座7-11-11　長谷川ビル6階 03-6274-6801 エステティック・リラクゼーション

アニマ美容室 銀座8-10-6　銀座M･Eビル1階 03-5537-6202 美容

理容アライ 月島1-5-2-110　 03-3531-5805 ヘアサロン

ヒロコの部屋美容院 月島1-6-12　ワゴーハイム203号 03-3533-1165 美容

アッサンブレトウキョウ月島店 月島2-10-1　ムーンアイランドタワーB106 03-6225-0045 美容室

月島ビューティーサロンMIA 月島2-8-12　アズワン月島202 080-6556-8688 フェイシャルサロン・化粧品販売

ヘアーサロンハシモト 月島3-10-4　 03-3531-1647 理容

理容荘司 月島3-16-4　 03-3531-6895 理容

カイ バイ バルコニー 月島3-17-2　 03-5859-5040 美容

田中理容店 月島3-18-1　 03-3531-7366 理容

ブレス 月島3-29-4　 03-3533-5666 理容

ヘアーサロン バルコニー 月島4-1-13　 03-5859-5380 美容

to suit 新富1-10-11　エターナル新富2階 03-6262-8762 理美容

河井理髪館 新富1-8-1　 03-3551-3678 理容

スタジオ雛 築地3-13-5　 03-3543-0700 美容室

石井理容室 築地7-11-13　ルックハイツ築地102 03-3541-7032 理容

理容クメカワ 築地7-15-13　 03-3541-8257 理容

ラテン坂本 佃2-12-10　 03-3533-1453 理容

バーバー山田 佃2-16-11　 03-3531-6767 理容

パザパ 佃2-2ｰ7ｰ203　 03-3536-0889 美容室

ＦＥＥＲＩＥ ｅｓｔ 佃3-2-10　オーケンビル2階 03-5547-1777 美容

みつこ美容室 日本橋蛎殻町2-5-4　 03-3666-1188 美容

カツ美容院 日本橋蛎殻町2-7-2　 03-3666-7419 美容業

美容清水 日本橋室町1-6-6　 03-3241-6980 美容

理容清水 日本橋室町1-6-6　 03-3241-6966 理容

ヘアサロン大野 日本橋本店 日本橋室町3-3-1　ETS室町ビルB1F 03-3241-5556 ヘアサロン

ヘアサロンクレスト 日本橋小舟町9-4　イトーピアビル1F 03-3661-1597 理容

美容室 ヘアープレーン 日本橋人形町2-14-13　タカオビル2F 03-3660-0888 美容業ヘアー＆ネイル

Ｈａｉｒ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ 浪花軒 日本橋人形町2-7-10　大武ビル2階 03-3668-1809 ヘアーサロン、理容

理容イイダ 日本橋人形町3-3-2　 03-3663-6969 理容

オギノ美容室 日本橋人形町3-4-3　 03-3661-5173 美容

ＬＯＢＡＬ(ネイル＆まつ毛) 日本橋人形町3-7-13　日本橋センチュリープラザ2階 03-5641-8333 ネイル・まつ毛エクステサロン

ＣＯＴＯＮ 日本橋浜町2-22-3　日本橋イーストDC201 03-6206-2188 美容室

水野美容院 日本橋浜町3-38-1　 03-3666-9436 美容

ＢＰＭサロンあい 日本橋浜町3-7-3　KIビル1F 03-3661-8804 美容

カット・サロン・ヤスカワ．居酒屋．高砂 日本橋富沢町3-6　 03-3661-8495 理容業・居酒屋

㈲キング理容店 日本橋富沢町4-1　 03-3661-8854 理容

ヘアーサロンくぼた 日本橋本町4-8-5　 03-3241-1619 理容

谷口育子の店 東日本橋2-16-4　 03-3851-4520 理容・美容

たっち bebe ～タッチケア教室～ 入船2-8-5-402　 03-5566-8335 ベビーマッサージ・ベビースキンケア

Ｂａｂｙ Ｂｌｏｏｍ ～ロイヤルベビーマッサージ教室～ 入船3-1-6-704　 03-5941-5130 ベビーマッサージ

ＮＰＯ法人フローレンス グロースリンクかちどき 勝どき1-3-1　アパートメンツタワー勝ドキ1F 03-5859-0825 子育て支援施設

LOVST PHOTO STUDIO リバーサイド 勝どき3-15-5　MRTビル2F 03-5534-9797 フォトスタジオ

ビューティエステティックジムグラマシィ 銀座1-15-13　VORT銀座レジデンス1002 03-5524-2900 エステサロン

官公庁マリッジ 銀座1-20-16　 03-5989-0226 結婚相手紹介サービス業

ＨＡＳ ＹＯＧＡ 銀座1-21-12　山田ビル5F 03-4570-0206 ヨガスタジオ

山崎屋 銀座2-12-6　 03-3541-8001 印刷

銀座ブロッサム 銀座2-15-6　中央会館 03-3543-5677 結婚式場

アリシア銀座法律事務所 銀座2-6-5　アサコ銀座ビル9F 03-6228-7041 法律事務所

銀座ナチュラルタイム 銀座3-7-16　8階 03-5250-1300 リラクゼーションサロン

24.その他のサービス業
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店舗名 住　所 電話番号 業　種

銀座ナチュラルタイム治療院 銀座3-7-16　7階 03-5250-1300 ﾘﾚｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ

中国語ＴＯＫＹＯ 銀座6-6-1　銀座凮月堂ビル5階 03-5537-6820 中国語教室

東京総合法律事務所 銀座8-8-5　太陽ビル9階 03-3574-6111 弁護士業

なかばやし海事法務事務所 新川2-21-10　リードシー八丁堀3階9 03-3555-6776 海事法務事務所

ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ１７８ 月島2-20-13　 03-5534-8655 写真スタジオ

株式会社リアルメディアジャパン 月島2-6-11-1F　 03-5560-9194 ポスティング・サンプリング業（チラシ配布、街頭配布）

ペットサロン リトルワンワン 月島3-12-4　 03-5560-1139 ペットサロン

ミチュールフォトスタジオ 月島3-21-6　 03-6204-9860 写真館

ﾐﾁｭｰﾙﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ店 月島3-24-8　 03-3520-8609 写真館

ベビータッチ＆ＳＢ Ｂａｍｂｉ 月島3-26-3　オークプレイス月島301 090-4743-1348 ベビータッチ・ＳＢ教室

月島温泉 月島3-4-5-2F　 03-3531-1126 公衆浴場

ルピア トータルエステティックサロン 月島3-7-6　ライゼボックス1F 03-6228-2918 エステティックサロン

ＰＧＭゴルフアカデミー銀座 築地1-13-1　銀座松竹スクエア2階 03-3544-4555 インドアゴルフ

Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ ＬｅｅＢ 築地2-12-8　大広ビル4階 03-6264-3088 ネイルサロン、まつげエクステサロン

占い処 築地よすが庵 築地4-10-5　 03-6264-7857 占い

総合案内所 ぷらっと築地 築地4-16-2　 03-6264-1925 築地場外市場案内所

Ｎｏｎｏ Ｎａｉｌ 築地7-12-11-302　 070-8313-9014 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｲﾙｻﾛﾝ

ホームベンリマンサービス 築地7-18ｰ28　築地永谷コーポラス1428 03-3545-6525 生活お助け（車イス）サービス

日の出湯 佃1-6-7　 03-3532-1629 公衆浴場

㈲ジェイダブリュー 日本橋蛎殻町1-17-2　LM日本橋103 03-3664-4430 写真

司法書士森川英太事務所 日本橋蛎殻町1-28-9　 03-5623-3939 司法書士業

水天宮前写真館 日本橋蛎殻町2-11-3　日本橋水天宮ビル1F 03-6206-2258 写真館

茅場町女性ヨガスタジオｍｙｍｅ 日本橋茅場町1-13-15　新居ビル5F 03-5614-0188 ヨガ教室

大成印刷㈱ 日本橋茅場町2-4-10　 03-3669-4941 印刷全般・製本

行政書士國友法務事務所 日本橋小舟町9-8　成瀬ビル5階 03-6264-8735 行政書士業務

レンタル自習室「サクセス・ロード茅場町」 日本橋小網町11-4　日東ビル3階 03-6661-1069 レンタル自習室

福山通運㈱日本橋営業所 日本橋小網町6-1　山万ビル1階 03-3669-0292 運送

伸緑塾 日本橋人形町2-21-5-201　 03-6661-9856 個別指導 学習塾

ロバルのストレッチ 日本橋人形町3-7-13　日本橋センチュリープラザ2階 03-6661-1340 ストレッチマッサージサロン

ＳＴＵＤＩＯ ＣＡＡＰＡＨ(ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ ﾁｬｰﾊﾞ) 日本橋中洲1-9　パシフィック浜町1F ヨガスタジオ

TTBパーソナルジム東日本橋 日本橋馬喰町1-11-9　GREEN PARK日本橋馬喰町101 03-3527-3157 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

(有)吉田調査測量設計 日本橋箱崎町31-1-1304　 03-3666-7404 土地測量

吉田正司土地家屋調査士事務所 日本橋箱崎町31-1-1304　 03-3666-7404 土地家屋調査士業務

小山俊英税理士事務所 日本橋浜町1-10-8　ワコー東日本橋マンション902号室 03-6231-0322 税金の相談・申告書作成

三井塾 日本橋浜町1-4-16　浜町大森ビル2F 03-5809-1985 塾

ｔｏｋｙｏｅｉｇｏ．ｃｏｍ 日本橋浜町2-19-3　神谷ビル1F info@tokyoeigo.com英会話教室

㈱明治座 日本橋浜町2-31-1　 03-3660-3971 劇場

㈱肉体改造研究所 八丁堀2-4-9-708　 03-6555-2332 自宅出張型パーソナルトレーニング

酵素風呂ボラボラ 八丁堀4-9-6　塩部ビル5階 03-5540-4848 酵素風呂

小林穣税理士事務所 東日本橋2-17-4　 03-5829-6978 税理士業

朱雀屋 東日本橋3-2-5　アスコットパーク日本橋コモド206 03-3663-3930 ハウスクリーニング・家事代行業

ベビーマッサージ教室 smiley mom 湊2-15-14-1707　 080-1357-4143 ベビーマッサージ教室、資格取得スクール

ＰＨＯＴＯ ＤＥＳＩＧＮ ＳＴＵＤＩＯ 湊2-6-4　RKビル1階 03-5542-0464 写真館

湊どうぶつ病院 湊3-18-16　東海ビル1階 03-6222-3737 動物病院

ストレッチ＆トレーニング Ｌｕｃｋｙ★Ｓｔａｒ 湊3-4-5　平田湊ビル2階 03-5541-2242 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾄﾚｯﾁ

スタートラインベイフロント勝どき店 勝どき2-1-14-1階　 03-5547-8234 不動産業

（一社）中央区観光協会 銀座1-25-3　京橋プラザ3階 03-6228-7907 観光協会

銀座三希堂 銀座2-13-20-102　 03-3541-0845 アンティーク着物、リサイクル着物、着付

銀座柳画廊 銀座5-1-7　数寄屋橋ビル3階 03-3573-7075 画廊

月島もんじゃ振興会協同組合 月島1-8-1-103　 03-3532-1990 お土産販売

ママズスマイル月島店 月島2-20-14　 03-3520-9958 一時預り託児所

（株）ハートベルカンパニー 日本橋蛎殻町1-5-1　オイスター1-5ビル3階 03-6661-2828 不動産業

ＴＴＢパーソナルジム八丁堀 八丁堀3-22-11　深山ビル1階 03-6280-3227 ジム

東京駅八重洲大地下街商店会 八重洲2-1　 03-3271-3241 中央区内各店

25.その他
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