
店舗名 店舗所在地

酔ってけふるさわ 新宿区新宿一丁目１３番７号　東宝ビル１Ｆ
ふるさわ 新宿区新宿一丁目１４番１３号　楠木ビル１Ｆ
ふるさわ3号店 新宿区新宿一丁目１６番１０号　
炭火焼だいにんぐ　わたみん家　新宿御苑前店 新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル１階
バルペロタ 新宿区新宿二丁目５番１５号　新宿山興ビル１階
のぶ 新宿区新宿二丁目７番３号　ヴェラハイツ新宿御苑２０９
トーチ・バー 新宿区新宿二丁目７番２号　サニーコーポ１階
Ｄａｗｎ 新宿区新宿二丁目８番１８号　第一バーディートライビル地下１階
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ和民新宿御苑前店 新宿区新宿二丁目８番１号　新宿セブンビル　地下１階
エミール 新宿区新宿二丁目８番１７号　新宿ＳＹビル　地下１階
炉庵 新宿区新宿二丁目９番２０号　問川ビル　１・２階
クイーンユリザベス料亭 新宿区新宿二丁目１１番３号　シャトー富士　３階
きのはな 新宿区新宿二丁目１１番７号　第３３宮庭ビル２０６号室
アーティ　ファーティ 新宿区新宿二丁目１１番７号　第３３宮庭ビル２階
ハッスル 新宿区新宿二丁目１１番１０号　小林ビル　地下１階
Ｂａｒ　おおきに！ 新宿区新宿二丁目１１番１０号　新宿二丁目センタービル３０１号
ムッシュー 新宿区新宿二丁目１１番７号　第３３宮庭ビル　地下１階
たこりん 新宿区新宿二丁目１２番１５号　Ｍ＆Ｔビル　１階
スナック・ポジション 新宿区新宿二丁目１２番１５号　山原ハイツ　５階
Ｂａｒ　Ｕｎｃｌｅａｒ 新宿区新宿二丁目１２番１５号　新宿山原ハイツ　５０１
Ｒｕｅ　ｄｕ　Ｒｏｉ　リューデュロワ 新宿区新宿二丁目１２番１１号　林ビル３階
パニックハウス 新宿区新宿二丁目１２番１号第３６宮庭ビル　地下１階Ｂ１０１号室
パブＧＢ 新宿区新宿二丁目１２番３号　新宿プラザビル　地下１階
やませみ 新宿区新宿二丁目１３番１６号 藤井ビル３階
ｉｎｓｏｍｎｉａ 新宿区新宿二丁目１４番１０号　篠原第２ビル３－１号室
ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＣＯＬＬＥＧＥ 新宿区新宿二丁目１４番５号　坂上ビル　２階
ネオジオ 新宿区新宿二丁目１４番９号　島崎ビル　２０１号室
マリヤ 新宿区新宿二丁目１４番１０号　第二篠原ビル２階
ジ　アネックス 新宿区新宿二丁目１４番１１号　フタミビル　１階
シュート 新宿区新宿二丁目１４番１４号　第３藤原ビル３階
Ａｓｈｕｒａ　Ｂａｒ 新宿区新宿二丁目１５番１３号　ナカエビルⅢ　４階
ｋｕｉ－ｎｏｍｉ　ＫｉＸ 新宿区新宿二丁目１５番１３号　ナカエビルⅢ－３０１
ＴＡＢＯＯ－Ｋ 新宿区新宿二丁目１５番１３号　フジタビル　２階
ＳＥＶＥＮＴＨ 新宿区新宿二丁目１５番１３号　木村ビル２階
チャンプ 新宿区新宿二丁目１８番１０号　新千鳥街　１階
スナック碧珊瑚 新宿区新宿二丁目１８番１０号　新千鳥街ビル１階
ブレスト 新宿区新宿二丁目１８番１号　第７天香ビル６階Ｅ号室
ペルシャ 新宿区新宿三丁目３番７号　酒井ビル　４階
フェスタ 新宿区新宿三丁目３番７号　酒井ビル　地下１階
セットオフミュー 新宿区新宿三丁目３番７号　三慶ビル１階
ＢＡＲＵ＆ＤＩＮＩＮＧ　ゴハン　新宿三丁目店 新宿区新宿三丁目４番８号　京王フレンテ新宿三丁目ビル８階
新宿立吉本店 新宿区新宿三丁目５番３号　高山ランドビル　９階
バルリミテ 新宿区新宿三丁目６番１１号　玉屋ビル　１階奥
レストランあづま 新宿区新宿三丁目６番１２号　
マルゴーグランデ 新宿区新宿三丁目６番１４号　新世界ビル　１階　地下１階
鳥貴族　新宿３丁目店 新宿区新宿三丁目６番７号　第６三和ビル３階
３７１ＢＡＲ 新宿区新宿三丁目７番１号　東急ステイ新宿ビル　１階
居酒屋割烹　三三五五 新宿区新宿三丁目７番１号　東急ステイ新宿ビル　２階
希望軒新宿３丁目店 新宿区新宿三丁目７番３号　丸中ビル　１階
マルゴー 新宿区新宿三丁目７番５号　一兆ビル　１階
クラウディア 新宿区新宿三丁目８番４号　
らいもん 新宿区新宿三丁目９番３号　新宿土地建物第８ビル　１階
マルゴーⅡ 新宿区新宿三丁目９番４号　増蔵ビル１階

【新宿１～４丁目】
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明石 新宿区新宿三丁目９番４号　明石ビル　２階
てっしん 新宿区新宿三丁目９番５号　ゴールドビル　３階
クラウディア２ 新宿区新宿三丁目１０番１０号　要会館　１・２階
薩摩おごじょ 新宿区新宿三丁目１０番３号　庄助第３ビル　地下１階
ソウル・ジョイント 新宿区新宿三丁目１０番７号　－２Ｆサンライト企画要通り店舗
Ｂａｒ　Ｖｉｏｌｅｔ 新宿区新宿三丁目１１番１１号　ダイアン新宿　地下１階
鮨おが和 新宿区新宿三丁目１１番１１号　ダイアン新宿　地下１階
隠家（かくれが） 新宿区新宿三丁目１１番１３号　新宿土地建物第３ビル地下１階
日本料理げんき 新宿区新宿三丁目１２番１号　
大衆酒処　まこと 新宿区新宿三丁目１２番１号　佐藤ビル地下１階
北海道　新宿明治通り店 新宿区新宿三丁目１３番３号　新宿文化ビル地下１階
山田屋 新宿区新宿三丁目１３番９号　
リビングバー新宿 新宿区新宿三丁目１４番２０号　新宿テアトルビル
路地 新宿区新宿三丁目１７番１７号　
そっくり館キサラ 新宿区新宿三丁目１７番１号　いさみやビル　８階
北海道新宿三越前 新宿区新宿三丁目１７番１号　いさみやビル４階
ガルニ　タルティーヌ 新宿区新宿三丁目１７番５号　新宿ニュー富士ビル　７階
くいもの屋　わん　新宿通り店 新宿区新宿三丁目１７番４号　新宿レミナビル　９階
テング酒場　新宿東口靖国通り店 新宿区新宿三丁目２０番１５号　ニューサンパークビル３階
お多幸新宿店 新宿区新宿三丁目２０番１号　
リットバー 新宿区新宿三丁目２０番１号　嶋田ビル　２階
まき串　串タロー　東口２号館 新宿区新宿三丁目２０番２号　富士一ビル１～３階
鳥貴族　新宿靖国通り店 新宿区新宿三丁目２０番５号　ニューサンパークビル　８階
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　　和民　新宿東口靖国通り店 新宿区新宿三丁目２０番５号　新宿ニューサンパークビル２階
炭火焼だいにんぐ　わたみん家　新宿靖国通り店 新宿区新宿三丁目２０番５号　新宿ニューサンパークビル６階
ビストロ　サヴァサヴァ 新宿区新宿三丁目２０番６号　ＦＳビル　４階
マルゴファイブ 新宿区新宿三丁目２０番８号　トップスハウス　１階２階
しゃぶしゃぶ温野菜新宿店 新宿区新宿三丁目２０番８号　トップハウスビル　６階
牛角新宿東口店 新宿区新宿三丁目２０番８号 ＴＯＰＳ　ＨＯＵＳＥ　８階
車屋別館 新宿区新宿三丁目２１番１号　
鳥焼処車屋 新宿区新宿三丁目２１番１号　車屋別館地下１階
ｈｏｌｅ　ｈｏｌｅ　ｃａｆｅ＆ｄｉｎｅｒ 新宿区新宿三丁目２３番１５号　綾若ビル　１〜３階
やき龍．禅 新宿区新宿三丁目２５番１０号　當山ビル地下１階
わちふぃーるどラビリンス 新宿区新宿三丁目２５番５号　
よりどり 新宿区新宿三丁目２５番９号　モアビル５階
ビッグエコー・楽蔵　新宿東口店 新宿区新宿三丁目２６番２号　新宿第二ビル
いろはにほへと新宿東口店 新宿区新宿三丁目２６番６号　新宿ＦＦビル７階
咲くら新宿東口店 新宿区新宿三丁目２６番６号　新宿ＦＦビル６階
天地旬鮮　八吉　新宿東口店 新宿区新宿三丁目２６番６号　新宿ＦＦビル８階
御八 新宿区新宿三丁目２７番１号　新宿第一ビル　地下１階
かに道楽　新宿駅前店 新宿区新宿三丁目２７番１０号　武蔵野ビル　４階
ステーキ＆イタリアン　Griannte 新宿区新宿三丁目２７番１０号　武蔵野ビル　５階
エスニック　ビストロ　PalaPa 新宿区新宿三丁目２７番１０号　武蔵野ビル　５階
京町恋しぐれ　新宿 新宿区新宿三丁目２７番１０号　武蔵野ビル　６階
叙々苑　新宿中央口店 新宿区新宿三丁目２７番１０号　武蔵野ビル　７階
鳥どり新宿東口店 新宿区新宿三丁目２７番４号　新宿御幸ビル　地下２階
ザオールドステーション新宿店 新宿区新宿三丁目27番4号　新宿御幸ビルB1F
ダブリナーズアイリッシュパブ 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館２階
ライオン 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館　Ｂ１，Ｂ２階
ジンギスカンビヤホール　ライオン 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館４階
ブルマーレ 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館３階
安具楽 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館５階
ビヤキャビンライオン 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館６、７階
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ブラッスリーライオン 新宿区新宿三丁目２８番９号　新宿ライオン会館１階
エラワン新宿東口店 新宿区新宿三丁目２８番１０号　ヒューマックスパビリオン新宿東口　４階
サニーサイド　新宿店 新宿区新宿三丁目２８番７号　キーストンビル　１階
チャイナムーン新宿店 新宿区新宿三丁目２８番７号　キーストンビル　３階
七色てまりうた 新宿区新宿三丁目２８番１０号　ヒューマックスパビリオン新宿東口　５階
焼肉居酒屋　花炎　新宿店 新宿区新宿三丁目２８番７号　キーストンビル　４階
鍋ぞう　新宿東口店 新宿区新宿三丁目２８番１０号　ヒューマックスパビリオン新宿東口　３階
よなよなビアワークス　新宿東口店 新宿区新宿三丁目２８番１０号　ヒューマックスパビリオン新宿東口B1F
新宿ワイン酒場　三丁目の肉３９th 新宿区新宿三丁目２８番７号　キーストン２F
天ぷら　新宿つな八　つのはず庵 新宿区新宿三丁目２８番４号　
船橋屋　本店 新宿区新宿三丁目２８番１４号　
もんじゃや本店 新宿区新宿三丁目３１番３号　ＮＳプラザ中央　３階
パブ．アフターシックス 新宿区新宿三丁目３１番５号　新宿ペガサス館　３階
鮨丸 新宿区新宿三丁目３１番６号　
中華菜房　達磨 新宿区新宿三丁目３１番５号　ペガサスビル１階
中華酒房　布袋 新宿区新宿三丁目３１番５号　新宿ペガサス館　２階
陶玄房 新宿区新宿三丁目３１番５号　ペガサスビル地下１階
天ぷら　新宿つな八総本店 新宿区新宿三丁目３１番８号　
フレンチーナ　新宿店 新宿区新宿三丁目３２番１０号　Ｔ＆ＴＢＩＤ　６階
割烹中嶋 新宿区新宿三丁目３２番５号　日原ビル　地下１階
今井屋本店 新宿区新宿三丁目３３番１０号　新宿モリエールビル　地下１階
わたみん家　新宿南口店 新宿区新宿三丁目３４番１６　池田プラザビル３階
炉ばた情緒かっこ　新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番１１号　ピースビル　４階
沼津港新宿本店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　１階
喫茶西武 新宿区新宿三丁目３４番９号　メトロ会館　２階・３階
麻雀メトロ中央口店 新宿区新宿三丁目３４番９号　メトロ会館　地下１階・２階
北前そば高田屋新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番９号　メトロ会館６階７階
おだいどこ新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番１１号　ピースビル　６階
やきとり○金新宿本店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル４階
串タロー本店別館 新宿区新宿三丁目３４番３号　第31東京ビル１F
串八珍　新宿中央口店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　２階
三代目　鳥メロ　新宿南口店　 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　３階
Craft Beer Tap 新宿三丁目店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　４階
信州炉端　串の蔵　新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　地下１階
相席屋　新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番１１号　ピースビル　５階
鳥良商店　新宿東南口店 新宿区新宿三丁目３４番１６号　池田プラザビル　５階
鳥貴族　新宿東口店 新宿区新宿三丁目３４番１１号　ピースビル８F
ろくもんや 新宿区新宿三丁目３５番１３号　裕永ビル地下１階
あぜみ 新宿区新宿三丁目３５番１１号　あぜみビル　１階・２階
はなの舞新宿東南口店 新宿区新宿三丁目３５番９号　永和商事ビル１階　２階
もつなべきむら屋新宿南口 新宿区新宿三丁目３５番１２号　新東ビル１階
串タロー本店 新宿区新宿三丁目３５番１０号　朝賀ビル１階
旬あっぱれ新宿店 新宿区新宿三丁目３５番１０号　ロイヤルプリンスビル　２階
香家　新宿本店 新宿区新宿三丁目３５番１３号　ＳＨＯＷＡＫＡＮ－ＢＬＤ　Ｂ１Ｆ・Ｂ２Ｆ
御酒印船　　新宿店 新宿区新宿三丁目３５番１６号　ＪＵＲＡＫＵ　ＴＷＩＮ　Ａ地下１階
房’ｓ新宿店 新宿区新宿三丁目３６番１２号　杉忠ビル３階
南九州産黒毛和牛　焼肉ホルモン　島津 新宿区新宿三丁目３６番１５号　内野ビル　５階
しゃぶしゃぶ温野菜新宿東口駅前店 新宿区新宿三丁目３６番１５号　新宿内野ビル　３階
手打そば大庵 新宿区新宿三丁目３６番６号　大安ビル２階
郷土料理くらわんか 新宿区新宿三丁目３６番６号　大安ビルＢ１・２階
ＨＵＢ新宿南口店 新宿区新宿三丁目３６番１５号　新宿内野ビル地下１階、６F
ＫＩＣＨＩＲＩ新宿 新宿区新宿三丁目３６番１０号　ミラザ新宿　４階
アクアリウムダイニング新宿ＬＩＭＥ 新宿区新宿三丁目３６番１０号　ミラザ新宿　３階
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アサヒスーパードライ新宿 新宿区新宿三丁目３６番１２号　杉忠ビル１F
バインセオ・サイゴン 新宿区新宿三丁目３６番１４号　カワノアネックスビル　６．７階
一軒め酒場　新宿中央東口店 新宿区新宿三丁目３６番１３号　Ｍビル　３階
金の蔵　新宿東口総本店 新宿区新宿三丁目３６番１２号　杉忠ビル　地下１階
韓国焼肉　美豚 新宿区新宿三丁目３６番２号　キリンビル地下１階
犀門 新宿区新宿三丁目３６番１５号　新宿内野ビル　４階
やき鳥　三平 新宿区新宿三丁目３６番１４号
三平DINING 新宿区新宿三丁目３６番１４号　２F
扇寿司　中央口店 新宿区新宿三丁目３６番１４号
塚田農場　新宿東南口店 新宿区新宿三丁目３６番１５号　新宿内野ビル　２階
東方見聞録　新宿中央口店 新宿区新宿三丁目３６番１２号　杉忠ビル４階
腹八分目 新宿区新宿三丁目３６番１３号　みよしビル　４階
夢や京町しずく　新宿東口駅前店 新宿区新宿三丁目３６番１０号　ミラザ新宿　５階
鮮や一夜　新宿東口駅前店 新宿区新宿三丁目３６番１０号　ミラザ新宿　５階
海峡　新宿中央口店 新宿区新宿三丁目３６番１３号　Ｍビル　５階
新宿　柿傅 新宿区新宿三丁目３７番１１号　
橙家新宿店 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル　３階
キリンシティプラス　新宿東南口 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル　１階
DANCINGCRAB　東京 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル　２階
隠れ房　御庭 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル　７階
響　新宿店 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル８階
土古里　新宿NOWAビル店 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル　５階
美々卯　新宿店 新宿区新宿三丁目３７番１２号　新宿ＮＯＷＡビル６階
銀波－ＧＩＮＰＡ－新宿東口店 新宿区新宿三丁目３７番１２号　ＮＯＷＡビル　４階
老辺餃子館　新宿新南口店 新宿区新宿四丁目１番９号　新宿ユースビル４階
信州ろばた串の蔵 新宿区新宿四丁目１番１３号　田園新宿ビル　３階
鳥貴族　新宿南口店 新宿区新宿四丁目１番１３号　田園新宿ビル　９階
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