がんばろう！新宿応援キャンペーン対象店舗一覧（9 月 1 日時点）
■調整中の事業者がありますので、リストは随時更新します。
■店舗等の事情により、このリストに掲載されていない場合があります。
■店舗等の事情により、楽天ペイが利用できない場合がありますので、ご利用前に店舗へ直接確認をお願いいたします。
■当該キャンペーン開始以降、店舗等の事情により、対象店舗外となる場合があります。
■キャンペーン前のデータに基づいているため、閉店している場合や楽天ペイによる支払いの受付を停止している場合があります。
店舗名

店舗住所

＆ｃｈｉｌｌ 早稲田店

東京都新宿区西早稲田３－１－１８

～貝と地酒専門～ かいのみ

東京都新宿区四谷１－１９－１６第一上野ビル２Ｆ

√５ ＳＨＩＮＪＹＵＫＵ

東京都新宿区新宿１－３１－７新宿御苑ダイカンプラザ１０１

１０ｃｏｕｎｔ

東京都新宿区新宿２－１５－１３茂美ビル１Ｆ

１５０喫茶ｔｅｎ

東京都新宿区下落合３丁目１７－３５

１７５°ＤＥＮＯ担担麺 東京

東京都新宿区西新宿７－２－４新宿ＭＳビル１Ｆ

１９２９ＴｈｅＤＪ’ｓ Ｂａｒ

東京都新宿区荒木町１０－１４伍番館ビル２階

２９ｔｗｏ ｎｉｎｅ

東京都新宿区歌舞伎町２丁目２１－６

２ｎｄＣａｆｅ

東京都新宿区歌舞伎町２－２２－１３ＡＤビル１Ｆ

３００ＢＯＮＥ新宿店

東京都新宿区西新宿７－１０－１０西村ビルＢ１Ｆ－２

５ＧＡＬＬＯＮＳ

東京都新宿区歌舞伎町１ー１ー８ゴールデン街３番街

７２°√５ ＳＨＩＮＪＵＫＵ

東京都新宿区新宿２－１５－１秋場ビル６０２

Ａ５黒毛和牛鉄板焼雅‐Ｍｉ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１３新光ビル２Ｆ

ＡＡ ＪＥＷＥＬ

東京都新宿区神楽坂３－１－１７ハイポイントビルＢ１階

ＡＣＣＥＳＳ

東京都新宿区左門町３－３エターナル左門町１Ｆ

ＡＣＥレンタル

東京都新宿区四谷４－８・ライオンズタワーゲート２０８

ＡｉＩＲＯ ＣＡＦＥ

東京都新宿区新宿２－１８－１第７天香ビル１Ｆ

ＡＩＮ ＳＯＰＨ．Ｒｉｐｐｌｅ

東京都新宿区歌舞伎町２丁目４６－８・新宿日章ビル

ＡＩＮＳＯＰＨ．ＪＯＵＲＮＥＹ

東京都新宿区新宿３－８－９・新宿ＱビルＢ１．・１Ｆ．・２Ｆ．

ＡｉＳＯＴＯＰＥ ＬＯＵＮＧＥ

東京都新宿区新宿２－１２－１６セントフォービル１Ｆ

ＡＬＡＭＡＳ ＣＡＦＥ

東京都新宿区新宿２－１２－１

Ａｌｌｕｒｅ

東京都新宿区新宿５‐１５‐６新宿光陽ビル３０１号室

ＡＬＬＹ

東京都新宿区新宿２－１４－１３筒井ビル３０１

Ａｍａｌｉｎｅ

東京都新宿区西新宿７－１０－１４富士山ビル９階

Ａｍａｒｄｅｅｐ

東京都新宿区百人町１－２４－９－１Ｆ

ＡＭＢＩＶＡＬＥＮＺ

東京都新宿区新宿２－７－３ヴェラハイツ新宿御苑３１２

Ａｍｉｃｉ

東京都新宿区歌舞伎町２－９－１８ライオンズプラザ新宿１階２０号店舗

ＡｍusｅｍｅｎｔＢａｒＰｏｐｃｏｒｎ．

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－８八汐会館

ａｎｃｈｏｒ

東京都新宿区新宿２－１２－１５・山原ハイツ２Ｆ

Ａｎｄａｎｔｅ

東京都新宿区高田馬場２－１９－７タックイレブン高田馬場２０６号室

Ａｎｎａ’ｓ ｂａｒ

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－７プチプラザビル２Ｆ

ａｏ

東京都新宿区新宿２－１６－３第三宏和ビル３０２
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店舗名

店舗住所

Ａｐｐｌｅ ｉＦｉｘ

東京都新宿区百人町１－２０－３バラードハイム新宿渡辺ビル９０５

ａｐｕａ

東京都新宿区上落合２－３－５二葉ビル６０１

ＡＱＵＡＤＯＬＬ新宿サロン

東京都新宿区西新宿７－５－６クリーン西新宿ビル６Ｆ

ａｒ＋Ｍｅｎ’ｓ脱毛

東京都新宿区歌舞伎町１－３－１６東金ビル７階東室

ＡｒｍＴｒｙＦｒｅｅ

東京都新宿区西新宿５－１５－６

ＡＲＳ新宿カイロセンター

東京都新宿区高田馬場４－４－３４・第２ＡＲＳビル

ＡＲＴＥＦＡＣＴ

東京都新宿区河田町１１－３井上ビル１Ｆ

ＡＲＴＹ ＦＡＲＴＹ

東京都新宿区新宿２－１１－７第３３宮庭ビル２０１

ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥＴＯＫＹＯ

東京都新宿区新宿２－１０－３高橋ビル２Ｆ

ＡＶＯＣＡＤＯ

東京都新宿区新宿３－９－４・増蔵ビル２Ｆ

ＡＹＶサロン ウパスティティ

東京都新宿区須賀町５・ａｐａｒｔｍｅｎｔＫＵＲＯ四谷３０２

Ｂａｃｃｈｕｓ

東京都新宿区新宿２－７－３ヴェラハイツ新宿御苑前２Ｆ２１１号室

ＢＡＮＣＯ ｄｅ ＢＥＢＩＤＡ

東京都新宿区新宿２－１５－１３細野ビル１Ｆ

ＢＡＲ ３Ｒ

東京都新宿区新宿３－１－３２新宿ビル２号館３階

Ｂａｒ ａＬｉｖｅ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－７星座館ビル１０階１００６号アライブ

ＢＡＲ Ａｐａｒｅ 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町２丁目３４番８号第５Ｓビル４Ａ

ＢＡＲ ａｒｄｒｏｓｓａｎ

東京都新宿区舟町７－４６ＬＡＮＤＤＥＮ舟町１０１

ＢＡＲ Ｂａｌｉ

東京都新宿区歌舞伎町１－１－７

ＢＡＲ ｂｌｕｅ ｍｏｏｎ

東京都新宿区高田馬場１－１７－２２

ＢＡＲ ＣＩＮＥ ＣＩＴＴＡ｀

東京都新宿区西新宿７－３－１０－２１山京ビル１Ｆ

Ｂａｒ ＣＬＯ２

東京都新宿区高田馬場２－１５－９鈴や第５ビル１０２

Ｂａｒ ＣＯＮＮＥＣＴ

東京都新宿区新宿２－１５－１３ナカエビル３－３０１

ＢＡＲ ＤＯＱＵＤＯＱＵ

東京都新宿区歌舞伎町２－３９－２三幸ビルＢ館４階Ｃ号室

Ｂａｒ Ｇｅｃｋｏ

東京都新宿区新宿２－１２－１４ニューフタミビル６階Ａ号室

Ｂａｒ Ｇｉｓｅｌｅ

東京都新宿区歌舞伎町１－３－１６東金ビル地下１階

ＢＡＲ ＨＯＲＮＹ

東京都新宿区歌舞伎町２－１３－４第六金嶋ビル３Ｆ

Ｂａｒ Ｌｅａｆ

東京都新宿区神楽坂２－２１－９ＭＴビル１０１

Ｂａｒ Ｌｉａｎ

東京都新宿区新宿１－１８－５ネスト新宿御苑ビル１階

ｂａｒ ｌｉｎｏ

東京都新宿区歌舞伎町１丁目４－１２新宿ミヤタビル５階５０１号

ＢＡＲ ｍｉｎｔ

東京都新宿区神楽坂３－１京花ビル２Ｆ

Ｂａｒ Ｍｉｘ Ｗｉｌｌ

東京都新宿区歌舞伎町２－３９－２三幸ビルＢ館２階Ｅ室

ＢＡＲ ＭＮＫ

東京都新宿区新宿２－１４－１１リノベイト新宿ビル３階

ｂａｒ Ｍｏｒｒｌｕ

東京都新宿区袋町２鈴木ビル１－ｃ

ｂａｒ ｎｏｃｔｕｒｎｅ

東京都新宿区四谷１－２３上野ビルＢ１

ＢＡＲ ＰＯＰＣＯＲＮ．

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－８

ＢＡＲ ＲＥＬＵＭ 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町２－４６－７第３平沢ビル６Ｆ－Ｃ

ＢＡＲ ｒｐｍ

東京都新宿区新宿三丁目６－３ＩＳビル２Ｆ

ＢＡＲ ＳＨＩＮＥ

東京都新宿区歌舞伎町１－３－５相模観光ビル３Ｆ－Ｅ室

ＢＡＲ ＳＷＡＲＯ

東京都新宿区歌舞伎町１－１３－４歌舞伎町ＮＮビル地下１階

Ｂａｒ ＴＡＹＬＯＲ

東京都新宿区新宿３－６－３ＩＳビル３Ｆ
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店舗名

店舗住所

ＢＡＲ Ｕｐ ｔｏ Ｙｏｕ

東京都新宿区西新宿１－４－５・オークビル７０２

ｂａｒ でぶる

東京都新宿区歌舞伎町２丁目１１－４新宿リービル３－４階Ｇ室

ＢＡＲ ネギの巣

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－７歌舞伎町プチプラザＢ１ー００２

Ｂａｒ プライベート

東京都新宿区新宿２－１５－１４パンチョスタワー１階

Ｂａｒ ブリューダー

東京都新宿区新宿３－７－７十字屋ビル３階

ＢＡＲ もうこはん

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－７永谷歌舞伎町プチプラザ１０２号

Ｂａｒ 柿沼

東京都新宿区神楽坂６－８アプロードビル２階

ＢＡＲ 十二社

東京都新宿区西新宿４－１２－８フジサンコービルＢ１

Ｂａｒ４６１

東京都新宿区舟町１２ビリジアン新坂１０１

ＢａｒＢａｏＢａｂ

東京都新宿区新宿３－１０－７馬酔木ビル２Ｆ

ＢＡＲＢＥＲ－ＢＡＲ四谷店

東京都新宿区四谷１－３－１０Ｍ＆Ｍビル４Ｆ

Ｂａｒｃｏ

東京都新宿区新宿５－１０－５塚本ビル１階

Ｂａｒｅｓｃａｐｅ

東京都新宿区新宿３－７－７十字屋ビル３Ｆ

ＢａｒＮ

東京都新宿区新宿３－２８－１新宿コルネ坂詰ビル６Ｆ

ＢａｒＳｃｏｔｃｈＷａｔｃｈ

東京都新宿区四谷１－８中川ビル２Ｆ

Ｂａｒかくれんぼ

東京都新宿区歌舞伎町１－３－１１ー２階

ＢＡＲキラキラキラーン

東京都新宿区新宿２-１３-１１ライオンズ新宿御苑前Ｎｏ.２地下１階Ｂ室

ＢＡＲこのブタ野郎

東京都新宿区新宿２－１８－１第７天香ビル３Ｆ

Ｂａｒやーらしか

東京都新宿区新宿２－１４－１３ユニビル３０２

ＢＡＲ流民

東京都新宿区歌舞伎町１－１－５アティック流民１階

ｂａｔｔｏｎ

東京都新宿区西早稲田３－２０－１ｓｔｏｎｅｗａｌｌ・ｂｌｄｇ２Ｆ

ＢＡＺＺＳＴＯＲＥ高田馬場ＷＮ

東京都新宿区高田馬場４-１１-１０ＶＯＲＴ高田馬場ｋａｌｅｉｄｏ１Ｆ

Ｂｅ Ｗｈｉｔｅ

東京都新宿区西新宿７－９－１５新宿ダイカンプラザビズネス清田ビル３０１

BEANUSCAFE

東京都新宿区新宿 3-1-17 山本ビル 1-2 階

Ｂｅａｕｔｅ

東京都新宿区新宿１－１４－１０松山ビル１Ｆ

Ｂｅｃｋｙ Ｌａｓｈ新宿西口店

東京都新宿区西新宿７－９－１３大黒屋１５ビル５階

Ｂｅｅｒ， ｅｔｃ．

東京都新宿区荒木町７－３モンセラート四谷１０２

ｂｅＬ 新宿三丁目

東京都新宿区新宿３丁目８－２クロスビル４階

Ｂｅｎｃｈ

東京都新宿区新宿２ー１４ー９島崎ビル５０２

ＢＩＲＤＧＲＩＬＬＴＯＲＩＮＯ

東京都新宿区神楽坂３－１京花ビルＢ１Ｆ

Ｂｉｓｔｒｏ Ｒｅｐｏｓ

東京都新宿区新宿１－１６－９－１Ｆ

Ｂｌａｎｃ

東京都新宿区百人町１－２０－２６ムサシノビル３０７

ｂｏｃｃｉ

東京都新宿区西新宿５－２５－１３パラガイハイツ１Ｆ－Ａ

Ｂｏｄｙリフレクション

東京都新宿区高田馬場１－２９－２２寿ビル３０６

ＢｏｏｋＴｅａＢｅｄ

東京都新宿区新宿１－１２－８

Ｂｏｒｒａｃｈｏ 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－３ＭＯＮビル４Ｆ

ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ ＢＥＡＣＨ

東京都新宿区南山伏町１－１８ハイホーム市ヶ谷１０４

ＢＲＩＮＧ新宿店

東京都新宿区新宿３－２８－１アドヴァンスビル１Ｆ・２Ｆ

ＢｕｍｂｌｅＢｅｅ

東京都新宿区新宿２－１５－１３二丁目のビル１Ｆ

ＢＵＭＰＹ！

東京都新宿区新宿２－１８－１０・新千鳥街１Ｆ
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店舗名

店舗住所

ＢＵＮＢＵＮ

東京都新宿区新宿２－１５－１１信田ビル２０２号

Ｂｕｏｎｏ×Ｂｕｏｎｏ

東京都新宿区上落合１－１６－２クレヨン落合１Ｆ

ＢＵＲＡＩ

東京都新宿区神楽坂３－６－５３とぎやレジデンス１Ｆ

ｃ’ｃＤＥＵＸ

東京都新宿区市谷柳町４１－２－１Ｆ

Ｃａｆｅ １７／Ｆ

東京都新宿区西早稲田２－４－２６フロントリバー１階

ｃａｆｅ＆ｂａｌ ＬＯＧＯＳ

東京都新宿区歌舞伎町１－２２－９Ｊゴールドビル１階

ＣａｌｉｆｏｒｎｉａｎＰｏｋｅ

東京都新宿区百人町１－１－２第２仙崎ビル１Ｆ

ＣａｒｎｉＢＡＲ

東京都新宿区西新宿７－１５－１４ＦＯＮＴＡＩＮ三須１Ｆ

ＣＡＲＲＯＺＺＡ

東京都新宿区新宿１－２－１１第１日東ビル１Ｆ

Ｃａｒｔａｇｅｎａ

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－８八汐会館３．Ｃ

ＣＡＳＡ ＴＥＱＵＩＬＡ

東京都新宿区歌舞伎町１－７－５新宿トーシンビルＢ１Ｆ

ＣＣ新宿１号店 ４Ｆ

東京都新宿区西新宿７－１０－２０ワセダＳＴビル・４Ｆ

ＣＣ新宿１号店 ５Ｆ

東京都新宿区西新宿７－１０－２０ワセダＳＴビル・５Ｆ

ＣＣ新宿２号店

東京都新宿区西新宿７－１６－１２ＹＳビル・１Ｆ

Ｃｈａｒｃｏａｌ ｇｒｉｌｌ＆ｂａｒ
我楽多家‐がらくた‐ 新宿店

東京都新宿区西新宿７－１５－１７東光ビル４階

ＣＨＡＹＡ新宿

東京都新宿区歌舞伎町２－１１－４Ｌｅｅ３ビル１階

Ｃｈｅｒｉｓｈ

東京都新宿区新宿３‐８‐８平田ビル４Ｆ

ｃｈｅｒｒｙ ｂｌｏｓｓｏｍ

東京都新宿区歌舞伎町２－１７－４コリンズ３７ビル５階ＤＥＦ室

ＣＨＩＬＬＡＬ

東京都新宿区歌舞伎町二丁目２５番２号荒生ビル４階Ｂ１室

ｃｈｏｏｓｙ’ｃｈｏｏｓｅｙ

東京都新宿区西早稲田２－９－１２・モーナ吉田１Ｆ

CLOVE

東京都新宿区新宿 3-17-7 紀伊國屋ビル地下 1 階

Ｃｌｕｂ Ｒｅｄ Ｃａｒｐｅｔ

東京都新宿区歌舞伎町２－１３－６メトロプラザ１・２Ｆ

ＣＯＧＳ

東京都新宿区神楽坂３－６・３丁目テラス１Ｆ

ＤＩＮＩＮＧ

ＣＯＭ

東京都新宿区新宿２－１５－１３木村ビル３階

ＣＯＮＡ歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町１－６－６・橋本ビル１Ｆ

ＣＯＳＭＥ ＲＥＭＡＫＥ

東京都新宿区百人町１－３－１７佐竹ビル１階

Ｃｏｓｍｏｌｏｇｉａ

東京都新宿区荒木町２３－１５アケボノ大鉄ビル１Ｆ

ｃｏｚｙ ｓａｋｕｒａ

東京都新宿区四谷坂町２丁目

ＣＯＺＹ ＶＩＢＥＳ

東京都新宿区新宿７－２１－１３

ｃｒｅａｔｏ

東京都新宿区下落合３－１５－１８ＳＹビル１Ｆ

ＣＲＥＳＴ

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－１１スカイラークビル３Ｆ－Ｂ

ＣＵＯＲＥ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１３新光ビル５階

ＤＡＢＡＫＡ

東京都新宿区百人町１－８－１１オリエンタルビルＢ１

ＤＡＮ

東京都新宿区歌舞伎町２ー２３ー１０第一本間ビル４階Ｂ号

ＤＡＲＴＳ ＨｉＶｅ新宿東口店

東京都新宿区新宿３丁目２３－１新宿ターミナルビル５Ｆ

Ｄｉａｂｌｏ

東京都新宿区歌舞伎町２丁目２７－１２・新宿ＬＥＥビル４－Ｇ

Ｄｉｎｅｒ ５ＧＡＬＬＯＮＳ

東京都新宿区歌舞伎町１－１－５新宿ゴールデン街８番街

Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ 海豚

東京都新宿区大久保１－１－９フラワーハイホーム１１０

ＤｉｎｉｎｇＢａｒＭｅｅｔｓ

東京都新宿区新宿３－２３－１１Ｋ’ｓビル９Ｆ
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店舗名

店舗住所

ＤＪＩストア新宿

東京都新宿区新宿１－２－９ＪＦ新宿御苑ビル２Ｆ

Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ ＷＩＴＨ

東京都新宿区富久町１－５第５服部ビル１Ｆ

ＤｏｇＳａｌｏｎＺｅｒｏ

東京都新宿区早稲田鶴巻町５５６山口ビル１Ｆ

ＤＯＭＯ ＨＯＴＥＬ

東京都新宿区新宿７丁目２７番１５号

Ｄｏｏｒ

東京都新宿区新宿１－１８－１４廣田ビル１Ｆ

Ｄｒｅａｍ Ｆａｃｔｏｒｙ

東京都新宿区北山伏町１－１６

Ｄｒｅｉ．Ｂ．

東京都新宿区新宿５－１０－６近代ＢＬＤ２２．４階Ｂ

ＤＴ新宿店

東京都新宿区西新宿７－１０－２０ワセダＳＴビル・６Ｆ

ＤＵＤＥ

東京都新宿区新宿３－３１－５新宿ペガサス館４０２Ａ号室

ｄｕｋｅ

東京都新宿区荒木町２２－４８タジマビル１Ｆ

ＥＡＧＬＥ Ｔｏｋｙｏ

東京都新宿区新宿２－１２－３

ＥＡＧＬＥＴＯＫＹＯＢＬＵＥ

東京都新宿区新宿２－１１－２カーサヴェルデ地下１階

ＥＡＴ－Ｏ四八珈琲店

東京都新宿区四谷４－１５九久ビル１Ｆ

ＥＬＥＡＮＯＲ ＳＰＡ＆ＴＲＥ

東京都新宿区新宿４－４－１５

ＥＬＩＮＥ 新宿店

東京都新宿区西新宿１－１８－６須田ビル９Ｆ

EMANON 新宿

東京都新宿区西新宿１－１８－６西新宿ユニオンビル８Ｆ

Ｅｎ

東京都新宿区高田馬場２－１４－５サンエスビル１Ｆ

Ｅｕｒａｓｉａｎ

東京都新宿区西落合３－１－１２階ビストロバーＥｕｒａｓｉａｎ

Ｅｙｅｌａｓｈ Ｈｅａｒｔ

東京都新宿区新宿１－７－１０・グランドメゾン新宿御苑９０１

ＦＡＫＥ

東京都新宿区歌舞伎町２丁目１３番８号メトロプラザ１ビル７階Ｊ室

Ｆａｍｉｌｉａ

東京都新宿区高田馬場２－１３－９若月ビル１Ｆ

ＦＡＮＧ

東京都新宿区新宿２－７－３ヴェラハイツ新宿御苑３０９

ＦＩＯＲＩ

東京都新宿区新宿５－４－１新宿Ｑフラットビル２Ｆ

ＦｏｒｕＣａｆｅ

東京都新宿区西早稲田２－４－２６・１Ｆ

ＦＲＩＥＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ

東京都新宿区歌舞伎町１－１６－６第６ポールスタービル８階

ＧａＮＧＥＳ

東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシテイービルＢ１Ｆ

ＧＡＲＡＭ

東京都新宿区歌舞伎町１－１６－６第６ポールスタービル７階

ｇｌａｄｓｐａｃｅ

東京都新宿区四谷３－８メゾンメトロビル６Ｆ

ｇｌａｍ

東京都新宿区西新宿６－１２－１６天空ＭＵＲＡ２Ｆ

ＧＬＡＭＢ ＰＬＵＳ

東京都新宿区歌舞伎町２－２４－７・ＭＲＴビル・２Ｆ

GODZ

東京都新宿区歌舞伎町 1-10-5 えびす会館 B1B 室

Ｇｏｏ?ｉｔ！高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－１９－７タックイレブン高田馬場４－ｃ

ＧＯＴＴＡ２ ＣＡＦＥ

東京都新宿区西早稲田２－１６－１７Ｎ．Ｋビル２階

ｇｏ－ｕｐ

東京都新宿区新宿２－１８－１０－２Ｆ

ＧＲＡＮＤＥ ＰＡＮＴＳ

東京都新宿区新宿３－２１－１清水館ビル２Ｆ

ＧＲＡＮＺ

東京都新宿区四谷４－３－２２シティ四谷１Ｆ

ＧｒｅｅｎＴｏｍａｔｏ

東京都新宿区新宿２－１１－７・第３３宮庭ビルＢ１

Ｇｒｉｌｌ＆ＢａｒＨａｎａｙａ

東京都新宿区歌舞伎町２－４５－４若月ビルＢ１

Ｇｙｏｅｎ・ｄｅ・Ｇｏｈａｎ

東京都新宿区新宿１－１８－１６新宿Ｇビル１階

ｈａｉｒａｒｔｏｒｇａｎｉｃａ

東京都新宿区神楽坂３－６－２２ＴｈｅＲｏｏｍ神楽坂３Ｆ
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店舗名

店舗住所

ＨａＬ ＶｅＬ Ｂａｒ

東京都新宿区西新宿７丁目７－２９西新宿ビルＢ１

ｈａｎａ－ｆｕｓａ

東京都新宿区上落合１－１－１５落合パークファミリア店舗２

ｈａｒｕ

東京都新宿区四谷３－４鳥重ビル１０２

Ｈｅａｒｔ Ｂｅａｔ

東京都新宿区歌舞伎町１－８－３良川ビル１階

Ｈｉ－ＲＩＤＧＥ

東京都新宿区上落合１－９－１１グランメール落合１０２

Ｈｉ－ｖｏ 総合整体サロン

東京都新宿区早稲田町７４－１３早稲田駅前ビル３０１号室

ｈｌａａｄａ

東京都新宿区山吹町３３２番地・トウショウビルディング４０１

ｈｏｇｕｓｌｉｍ神楽坂

東京都新宿区神楽坂５－２４タイヨウビル５階

Ｈｏｎｅｙ

東京都新宿区歌舞伎町２－１９－７新田中ビル２Ｃ号室

ＨＯＮＥＹＴＥＲＲＡＣＥ

東京都新宿区西五軒町１０－２神楽坂Ｋｏｕｚ１階

Ｈｏｒｍｉｇａ

東京都新宿区西早稲田３－１４－１

ｈｏｔｄｏｇ ｈｏｍｅｙｓ

東京都新宿区細工町３－１８山岸ビル１Ｆ

ＨＵＮＤＲＥＤ

東京都新宿区百人町１－１２－２セイザ新宿１階

Ｈｕｔｔｅ

東京都新宿区高田馬場４－１３－９花福ビルＢ１Ｆ

ｉ－ＢＡＬＡＮＣＥ

東京都新宿区舟町８－３新宿舟町ビル２０２

ＩＧＯＨＯＴＥＬ

東京都新宿区大久保１－５－１７

Ｉｌｅ ｄｅｓ ｐａｉｎ

東京都新宿区早稲田鶴巻町５３７

ｉｍａｙｓ－ｃｏｍｆｏＨａｉｒ

東京都新宿区高田馬場１－２９－２２寿ビル１Ｆ

ｉＰｈｏｎｅ修理Ｗｏｒｋｅｒ

東京都新宿区歌舞伎町２－１７－１０新宿小沼ビル７階７０２

ｉＰｈｏｎｅ修理一番

東京都新宿区百人町２－２１－４渡辺ビル２Ａ

Ｉｓｌａｎｄ Ｂｕｒｇｅｒｓ

東京都新宿区四谷３－１

ＩｓｌａｎｄＢｕｒｇｅｒｓ高田

東京都新宿区高田馬場４－１０－１３

ＩＳＬＡＮＤＳ

東京都新宿区新宿３－１１－１今井ビル３Ｆ

ＪＡＭ＋

東京都新宿区歌舞伎町２－２０－１１玉野ビル５階Ｂ号室

ＪＢネット

東京都新宿区百人町２－４－１０フェリッツビル２Ｆ

Ｊｅｍｓｔｏｎｅ

東京都新宿区新宿２－１２－１５Ｍ＆Ｔビル８Ｆ

ＪＯＩＮ ＵＳ ＣＥＮＴＥＲ

東京都新宿区新宿７－２４－４－１Ｆ

Ｊｏｕｌｅ

東京都新宿区西新宿７－１０－１４富士山ビル８Ｆ

Ｊｕｔｔｏｋｕ．

東京都新宿区弁天町２３番地ホワイトキューブ１０１号室

ＫＡＢＵＴＯ

東京都新宿区西新宿８－１６－２新宿グランドウイング１階

ＫＡＬＥＮ新宿店

東京都新宿区新宿２－８－１５パークフロント新宿２Ｆ

Ｋａｏｒｉ Ｍｉｌｌｉｎｅｒｙ

東京都新宿区細工町２－６

KASHIWAGICAFE

東京都新宿区西新宿 8-19-11HOSOYAMANORONE1 階

ｋ－ｂｅａｕｔｙ東新宿店

東京都新宿区大久保２－１－１１モナークマンション２０１号

ＫＥＮＴＡＳ

東京都新宿区神楽坂１－１４東邦ビル１Ｆ

ＫＥＮＺＯ’Ｓ ＢＡＲ

東京都新宿区歌舞伎町１－１－７－２Ｆ

Kerata by Reuna

東京都新宿区四谷４－２９－５ロジマン御苑８０１

Ｋｉｔｃｈｅｎ ４２８

東京都新宿区荒木町７－１１安藤ビル１Ｆ

ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ ＴＡＸＩ

東京都新宿区百人町３－２５－２百人町三丁目住宅１０２

ＫＵＪＩＲＡＥＮＴＥＲＴＡＩ

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－１風林会館Ｂ２
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店舗名

店舗住所

ｌａ Ｌｏｏｐ

東京都新宿区大久保１丁目９－１７

Ｌａ Ｓｉｒｅｎａ

東京都新宿区神楽坂３－２ＫＩ大宗ビル２Ａ

Ｌａ ｔａｎｙａ

東京都新宿区新宿２丁目１２番１５号山原ハイツ６０３

Ｌａ Ｔａｒｔａｒｕｇｈｉｎａ

東京都新宿区赤城下町３３－２４

ｌａ ｔｅｒｒｅ 神楽坂

東京都新宿区横寺町３８矢代ビル１Ｆ

ＬＡＤ’ＳＤＩＮＩＮＧ新宿店

東京都新宿区新宿３－３５－７さんらくビルＢ１Ｆ

ＬａＬａｒＯｏｍｏ

東京都新宿区歌舞伎町１－２５－３－８Ｆ

ＬＡＮＩＫＡＩ．

東京都新宿区四谷三栄町４－１２大澤ビル１Ｆ

Ｌａｐｒｏｓｃｉｕｔｔｅｒｉａ

東京都新宿区神楽坂２－１１－７ＡＹ２ビル１Ｆ

ＬＡＲＧＯ

東京都新宿区新宿２－４－２カーサ御苑１Ｆ

Ｌａｓｔａｒ新宿東口店

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１ナインティー新宿ビル８Ｆ

ＬＡＵＢ

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－４前田ビル２Ｆ

Ｌｅ Ｐａｒｉｓｉｅｎ

東京都新宿区岩戸町１９番地高野ビル１階

ＬＥ－ＲＥＳＴＡＵＲＯ

東京都新宿区北新宿３－２８－１１

ＬＥＸＥ

東京都新宿区四谷２－１４－９森田屋ビル１階

ＬＩＢＥＲＴＹ

東京都新宿区新宿２－１２－１６－３０５

Ｌｉｅｕ ｄｅ Ｂｅａｕｔｅ

東京都新宿区神楽坂３－２Ｋヒルズ１０３号

Ｌｉｌｌｅ

東京都新宿区新宿４－１－１９冨美ビルＢ－１－２Ｆ

Ｌｉｎｄａ

東京都新宿区歌舞伎町２－４５－２カイダ第３ジャストビル１Ｆ

ＬＩＶＩＤＡ

東京都新宿区新宿５－８－１４新宿オービル５Ｆ

Ｌｏｖｅ ｅｔ Ｗｅｌｉｎａ

東京都新宿区四谷３－９－１１・四谷シンコービル４Ｆ

Love Love Lomb

東京都新宿区高田馬場 2-14-4 八城ビル地下 1 階

ＬＵＮＡ ＣＡＦＥ

東京都新宿区高田馬場１－２４－１８

Ｌｕｎａ ｅｙｅｌａｓｈ

東京都新宿区西新宿７－５－６新宿ダイカンプラザ７５６－４０３号

Ｌｕｔｉａ

東京都新宿区西新宿７－４－５ウエストスクエアビル３Ｆ

ＭＡＧＩＣＡＬ ＢＡＲ隠れんぼ

東京都新宿区荒木町８番地藤村ビル１階

ＭａＫｅｒＳ

東京都新宿区新宿２－１２－１４ニューフタミビル４Ａ

ｍａｋｉ ｍａｋｉ（マキマキ）

東京都新宿区西早稲田３－１５－１ＯＫビル１Ｆ

ｍａｎｏ ｍａｎｏ 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場１－２７－３ニュー竹宝ビル５０４

ｍａｎｏ ｍａｎｏ 新宿東口店

東京都新宿区歌舞伎町２－４１－１２泉ビル２０１号

ｍａｒｂｌｅｓ 新宿店

東京都新宿区新宿３－２５－１０－當山ビル７階

ＭＡＲＣＨ新宿店

東京都新宿区西新宿７－９－１４第一江戸金ビル４階

Ｍａｒｒｏｗｓ

東京都新宿区新宿４－１－２２新宿コムロビル９０１

ｍａｒｒｙ 新宿東口店

東京都新宿区新宿３－８－９平生ビルディング９階

Ｍａｙｌｉｌｙ

東京都新宿区百人町一丁目１番２０号

ｍｅｎ’ｓｈａｉｒｓａｓａｋｉ

東京都新宿区新宿６－１２－２

ＭＩＬＩＳＴＡＲ

東京都新宿区新宿１－３４－１５新宿エステートビルＢ１

ｍｉｎｅａｒ ｎａｉｌ

東京都新宿区新宿３－３５－６新宿アウンビルＢ１

ｍｉｎｚ ｎａｉｌｓｃｈｏｏｌ

東京都新宿区新宿３－３５－６新宿アウンビルＢ１

ｍｉｎｚ新宿店

東京都新宿区新宿３－２３－１５綾若ビル地下１階
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店舗名

店舗住所

ＭｉｓｓｉｏｎＤｉｎｎｉｎｇ

東京都新宿区西新宿１－１４－３新宿ひかりビル５Ｆ

ＭＯＤＥＳＣＡＰＥ 新宿店

東京都新宿区新宿３－３２－８新宿中央口ビルＢ１Ｆ

ＭＯＮＣＩＬ

東京都新宿区西新宿７－９－１０プルミエ西新宿７Ｆ

ｍｏｎｏｖａ

東京都新宿区西新宿 3-7-1
新宿パークタワーリビングデザインセンターOZONE4 階

ｍｏｏｎ ｂａｂｙ

東京都新宿区新宿２－１０－２江花ビル１０１

ｍｏｏｎ ｃｈｉｌｄ

東京都新宿区新宿２－７－３・ヴェラハイツ新宿御苑１０５

ｍｏｓｈ ｋｉｔｃｈｅｎ

東京都新宿区新宿５－１７－１１白鳳ビル地下一階

Ｍ－ｓｔｙｌｅ

東京都新宿区新宿２－１５－１３茂美ビル２Ｆ

ＭＴＧ ＢＡＲ 飲める屋

東京都新宿区高田馬場３－２－１３第２丸曽ビル地下１Ｆ

Ｎ

東京都新宿区天神町６８滝沢６８ビル二階

ＮＡＤＩＯ

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館６１７号室

Ｎａｅ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ

東京都新宿区中町２２石川ビル１Ｆ

Ｎａｉｌ Ａｅｒｉａｌ

東京都新宿区神楽坂２－１２－１ラインビルド神楽坂６０７号

Ｎａｉｌ Ａｌｌｕｒｅ

東京都新宿区西新宿１－３－１３・Ｉ＆Ｋビル３Ｆ

ｎａｉｌ ｉｒｏｏｏｒｉ

東京都新宿区三栄町８－１０第一萬壽ビル２０３

ＮＡＴＵＲＡＬＩＡ

東京都新宿区歌舞伎町一丁目８番１号良川ビル８－２階

ＮＥＸＴＬＥＶＥＬ

東京都新宿区新宿１－７－１０グランドメゾン新宿御苑９０７

ｎｏｖｅ

東京都新宿区改代町２７－４クレスト神楽坂１階

ｎｕｄｅ

東京都新宿区新宿２－１５－１２高峰ビル１Ｆ

ＮＵＥＶＯ

東京都新宿区新宿３－１７－２１川元ビル３階

ＮＵＥＶＯ ２号店

東京都新宿区新宿３－２３－５新東ビル６階Ａ号

ｏ’ｂｏ

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－４

Ｏｈａｎａ

東京都新宿区歌舞伎町１－１５－１２地下１階

Ｏｋｉｎａｗａ Ｂａｒ＆Ｆｏｏ

東京都新宿区神楽坂３－１

ＯＫＵＲＡ新宿歌舞伎町時計専門店

東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目 18 番 1 号藤田ﾋﾞﾙ 1F2F

ＯＬＵＯＬＵ Ｏｈａｎａ

東京都新宿区歌舞伎町２－２０－１１玉野ビル１Ｆ

ｏｎ ｔｈｅ ｓｈｏｒｅ

東京都新宿区早稲田鶴巻町２５１武笠ビル１Ｆ

ｏｎｅ’ｓ－ｅ

東京都新宿区高田馬場３－２－５ＡＮビル３Ｆ

Ｏｓｔｅｒｉａ

東京都新宿区神楽坂４－６－１Ｆ

Ｐ＆Ｍ ヒーリング研究室

東京都新宿区新宿１－２４－７ルネ御苑プラザ７１０号

ＰＡＩＮＴ

東京都新宿区西早稲田３－１９－３

ＰＡＮＤＡ ＢＡＲ

東京都新宿区舟町５

ｐａｎｉｅｒ ｄｅ ｌｅｇｕｍｅｓ

東京都新宿区下落合３－１７－３０

Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｃａｆｅ

東京都新宿区新宿２－１３－１６藤井ビル３階

ＰａｒａｄｉｓｅＢＬＵＥ

東京都新宿区新宿２－１８－１０新千鳥街ビル２Ｆ

Ｐａｒｕｒｅパリュール新宿店

東京都新宿区新宿３‐３１‐５ペガサス館５Ｆ

ＰｈｏｔｏＦｉｌｅｒ

東京都新宿区若葉２－３－１８

Ｐｉｃｋｌｅｓ

東京都新宿区新宿３－６－１１第一玉屋ビル３階３－Ｂ号室

ＰｉｌｌｏｗＮａｉｌ

東京都新宿区高田馬場１－２５－３１遠亀ビル３０１
8

店舗名

店舗住所

ＰＩＮＥ ＴＡＬＥ ２９９０

東京都新宿区歌舞伎町１－１０－１２豊ビル１Ｆ

Ｐｉｚｚａ Ｋ

東京都新宿区新宿７－２７－４ライオンズマンション新宿第２－１Ｆ

ＰＬＡＣＥ

東京都新宿区高田馬場２－１５－７－０３ビル２－１階

Ｐｏｌｉｓｈ新宿店

東京都新宿区新宿４－３－７

ＰＵＢ３０５

東京都新宿区新宿５－１７－１元井ビル１Ｆ

Ｐｕｎｋ Ｂａｒ Ｈ．Ｏ．Ｄ

東京都新宿区歌舞伎町１－１－８・Ｈ．Ｏ．Ｄ

Ｐｕｒｅ

東京都新宿区新宿２－１８－１第７天香ビル１階

Ｒ＆Ｂ

東京都新宿区新宿２－１２－１ガーネットビル３Ｆ

ＲＡＣＯＬＥＩＬ

東京都新宿区市谷仲之町４－８ＡＲＫＨＯＵＳＥ市谷仲之町２０１

Ｒａｌｌｙ Ｃａｐ

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館１００７号室

Ｒｅ．．．ａｓｓｅｍｂｌａｇｅ

東京都新宿区歌舞伎町２－２１－５第２平沢ビル２階

Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ 四ッ谷

東京都新宿区四谷２－１４－３７嶋ビル１Ｆ

Ｒｅｎａｔａ新宿

東京都新宿区新宿３－２３－４第三大谷ビル４階

Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ

東京都新宿区神楽坂４－６－２Ｆ

Ｒｏｂｅｒｔｓ

東京都新宿区津久戸町１－１２中村ビル１Ｆ

ｒｏｓｅｅ

東京都新宿区四谷４－１１－２フィルパーク１Ｆ

ＲＵＳＨ ＵＰ

東京都新宿区新宿３－２３－５新東ビル７階－Ａ号

ＳａＪｉｍａ－Ｔｈａｉ

東京都新宿区四谷４－９・四谷エントランス・ノアビル６０２

ｓａｌｏｎ ｄｅ ｂａｒ喜えん

東京都新宿区神楽坂３－１京花ビル３階

Ｓａｌｏｎ Ｍｏａｎａ

東京都新宿区高田馬場３－３９－２４

Ｓａｌｏｎ ＳＱＵＡＳＨ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－３－９０２

ｓａｙｙｅｓ

東京都新宿区新宿２－１３－１６藤井ビル

ＳＣＥＮＡＲＩＯ

東京都新宿区西新宿７丁目９－１３大国屋１５ビル２Ｆ

ＳＥＡ＆ＳＵＮ

東京都新宿区歌舞伎町１－１－７

ｓｅｌｅｎｅｃａｆｅ

東京都新宿区新宿６－１３－７大りんビル１Ｆ

ＳＥＴ－ＯＦＦ ＭｉｅｕＸ

東京都新宿区新宿３－３－７サンケイビル１階

ＳＥＶＥＮＴＨ

東京都新宿区新宿２－１５－１３・木村ビル２Ｆ

Ｓｈｅ’ｓ ｎａｉｌ

東京都新宿区西新宿７－９－６寿ビル６０１

ＳｈｅｎＴｏｎ

東京都新宿区新宿２－１８－１ＴＷＯＦＲＯＮＴＢＬＤＧ２０１

ｓｈｅｒｒＹ．

東京都新宿区歌舞伎町２－１１－４新宿Ｌｅｅ３ビル－２階Ｄ号室

ＳｈｉｎｅＮａｉｌ 新宿西口店

東京都新宿区西新宿７－１０－１７新宿ダイカンプラザＢ館９０２

ＳＨＩＮＪＹＵＫＵＭＩＮＡＭＩ

東京都新宿区西新宿１－２－８

ＳＨＯＧＵＮＢＵＲＧＥＲ新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－１５－１２ピアットビル１階

ＳＨＯＷ ＳＡＬＯＮ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１８エコロ新宿第３ビル２０１

ＳＩＬＫ ＲＯＡＤ

東京都新宿区歌舞伎町２丁目３９－８ダーマビル６階Ａ室

ＳＩ神楽坂

東京都新宿区山吹町３１５グリーンキャピタル神楽坂３０１

ＳＭＡＳＨ

東京都新宿区矢来町１２２鈴木マンション

ＳＯＩＮ ＤＥ ＭＥＩ

東京都新宿区舟町４－１メゾンド四ツ谷３０１

ｓｏｊｏ

東京都新宿区早稲田鶴巻町１１１小山ビル１Ｆ

ＳＯＬＥＩＬ

東京都新宿区新宿１－７－７－２Ｆ
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店舗名

店舗住所

Ｓｏｕｌｍａｔｅ

東京都新宿区西新宿８－１１－１３日東ビル

Ｓｏｕｌｍａｔｅ Ｂｅａｃｈ

東京都新宿区西新宿７－１２－３－Ｂ１

Ｓｏｕｓ－ｓｏｌ

東京都新宿区西新宿７－１１－１５ミヤコビルＢ１

ＳＰＥＣＩＡＬ

東京都新宿区歌舞伎町１－７－１Ｊ２ビル２Ｆ

ＳＴＡＲ ＢＯＸ

東京都新宿区大久保１－１５－９

Ｓｔｕｄｉｏａ－Ｌｕ新宿ａｚｕ

東京都新宿区新宿３－１１－１２－４０４

STÜSSY SINJUKU CHAPTER
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Ｓｕｎｅｉｇｈｔ ＳＴＵＤＩＯ

東京都新宿区新宿２－１５－２２Ｌａｎｄｗｏｒｋ新宿ビル４Ｆ

Ｓｕｎｎｙ

東京都新宿区西新宿７－９－１５新宿ダイカンプラザビズネス清田ビル５０４

ＳｕｎｎｙＤａｙｓ

東京都新宿区住吉町２－１５萩野ビル２階

Ｔ ＢＡＲ

東京都新宿区新宿３－９－７Ｔ＆Ｔ２ビルＢ１Ｆ

ｔａｋａｙｏｓｈｉ

東京都新宿区西新宿３－７－２６ハイネスロワイヤル５０６

ＴｅａＭｏ

東京都新宿区高田馬場１－２６－７

Ｔｅａｍｏ新宿西口店

東京都新宿区西新宿１－２－１２ＤＭ西新宿１階

ＴＥＡＲＳＬＡＳＨ新宿店

東京都新宿区西新宿７－１－３加藤ビル４０６

Ｔｅｎｅｒ ｎａｉｌ

東京都新宿区西新宿７丁目２２－３１柏木ＭＵＲＡ４１７

ＴＨＥ ＡＮＮＥＸ

東京都新宿区新宿２－１４－１１フタミビル１階

ＴＨＥ ＦＯＵＲ－ＥＹＥＤ

東京都新宿区歌舞伎町２－８－２パレドール歌舞伎町１Ｆ

ＴＨＥ ＭＥＡＬＳ

東京都新宿区西新宿６－１６－９

ＴｈｅＧＬＥＥ

東京都新宿区神楽坂３－４ＡＹビルＢ１Ｆ

ｔｈｅｓｈｉｎｙ

東京都新宿区百人町４－９－２第２浅美ビル３Ｆ

ＴｉＴＯ 新宿店

東京都新宿区新宿３－８－９平生ビルディング６階

ｔｏｉｒｏ ｈａｉｒ

東京都新宿区新宿１－５－４ＹＫＢマイクガーデン１Ｆ

ＴＯＫＹＯ ＧＩＦＴＳ ６２

東京都新宿区西新宿２丁目８－１東京都庁
第一本庁舎１階北側東京観光情報センター内

ＴＯＫＹＯ ＫＥＢＡＢ 新宿店

東京都新宿区新宿４－２－２５

Ｔｏｋｙｏ Ｏｒｃｈａｒｄ

東京都新宿区新宿４－１－６田畑ビル３Ｆ

ＴｏｋｙｏＰｏｒｋｓ

東京都新宿区市谷八幡町１３東京洋服会館ビルＢ１Ｆ

ＴｏＲａ１．２．３．カフェ

東京都新宿区中井１－１－１２

ＴＯＲＡＮＯＫＯ

東京都新宿区四谷三栄町６－１４寿ビル１Ｆ

ＴｕｍｂｌｅＢｕｇ

東京都新宿区新宿２－１４－１１フタミビル２階２０３号室

ＵＨＡＵＨＡ

東京都新宿区歌舞伎町１－２７－２ピア新宿ビル２ｆ

ＵＬＴＲＡ ＣＨＯＰ

東京都新宿区神楽坂５－３０・エムティティ神楽坂１階

ｕｎｃｌｅｕｎｃｏｏｌ

東京都新宿区新宿２－１８－１０・新千鳥街２Ｆ

ＵＮＤＥＲ ＧＲＯＵＮＤ

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－９タテハナビル地下１Ｅ号室

ＵＮＤＥＲＣＯＶＥＲ

東京都新宿区歌舞伎町２－２７－９アタックビル地下１階

ＶＡＬＥＴ．

東京都新宿区四谷１ー１ー６アーバンビルサカス１７－Ｂ１Ｆ

ＶＡＭＯＳ

東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１４第一メトロビル３Ｆ－ＤＥ室

Ｖａｎｉｌｌａ

東京都新宿区高田馬場４－８－４ＯＲＡＧＡビル２Ｆ－Ｂ

ＶＡＮＳＡＮ 新宿店

東京都新宿区西新宿７－９－１３石川ビル１Ｆ
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店舗住所

ＶＥＣＴＯＲ ＢＥＥＲ新宿御苑

東京都新宿区新宿１－３６－５新宿ホテルパークイン１Ｆ

ＶＥＧＡ

東京都新宿区新宿２－７－２サニーコーポ新宿２０４

ＶｅｉＬ新宿西口店

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館４０１

Ｖｅｎｕｓ Ｌａｓｈ 新宿店

東京都新宿区新宿３－１４－２３マヤビル４Ｆ

Ｖｅｎｕｓ Ｓｐａ

東京都新宿区北新宿１－２４－１１・ロイヤルパークス北新宿１０７４号

ｖｉｖｏｄａｉｌｙｓｔａｎｄ

東京都新宿区百人町１－１５－３３

Ｗ

東京都新宿区西新宿１－１４－１５タウンウエストビル７階

Ｗ

東京都新宿区新宿２－１２－１６セントフォービル３階

Ｗ Ｔｏｋｙｏ

東京都新宿区西新宿１－１５－１３西新宿島田ビル４階

Ｗｈｉｓｔｌｅ ＣＡＦＥ

東京都新宿区西早稲田２－１０－１８パティオ西早稲田

ｗｈｉｔｅｎｉｎｇ ｍｅ

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館１１０７

ｗｉｎｅ＆ｗｈｉｓｋｙＢＡＲＷ

東京都新宿区西新宿７－２２－３１柏木ＭＵＲＡＭ１０８

ＷｉｎｅＢａｒ ＥＳＴＡＳＩ

東京都新宿区高田馬場２－１９－８メゾンエスティ１Ｆ

ＷｉｔｈＧｒｅｅｎ新宿三丁目店

東京都新宿区新宿３－１－１７山本ビル１Ｆ

ＷｉｔｈＧｒｅｅｎ神楽坂店

東京都新宿区神楽坂３－２桐信エステートビル２階

ｗｉｔｈＮａｉｌ

東京都新宿区新宿５ー１１ー２５アソルティ新宿五丁目４０１号

ＷＯＯＤ ＢＡＲ ｃａｂａｎａ

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－１４－１階

WWS 新宿三丁目店

東京都新宿区新宿３－１５－１６

Ｙ・Ｓ・Ｑ

東京都新宿区新宿２－１２－１渡辺ビル１階

ＹＡＫＩＴＯＲＩ 葵

東京都新宿区神楽坂５－４３－２ＲＯＪＩ神楽坂Ｂ１Ｆ

ＹＯＴＳＵＹＡ ＢＲＥＷＥＲＹ

東京都新宿区四谷１－８中川ビル１Ｆ

Ｙｏｕｒｉｒｅ

東京都新宿区下落合２丁目１－８

ＹＵＢＵＮＥ

東京都新宿区新宿５－１０－１第二スカイビル１０１

ｙｕｋａｉ

東京都新宿区市谷台町２－３澁谷第一マンション１Ａ

ＺＡＰＰＩＩ

東京都新宿区新宿２－１４－７ＤＫＹ１６ビル５Ｆ

アーユルヴェーダサロンアニラ

東京都新宿区西新宿６－２６－１１－１１０１

あいさぽ新宿本店

東京都新宿区新宿３－３５－３森治ビル３階

アイミュージックバー

東京都新宿区歌舞伎町２－２８－１５サチビル２階Ａ号室

アイラッシュサロン ＤＯＯＲ

東京都新宿区歌舞伎町１－８－１佐藤ビル４階

アイラッシュサロン新宿

東京都新宿区北新宿３－５－６－Ａ棟１Ｆ

あぅん下落合整体療術院

東京都新宿区下落合４－２１－１２

アオイ歯科医院

東京都新宿区西新宿４－１５－２１銀杏館１０１

あおぞらクリニック新宿院

東京都新宿区新宿３－１８－１しんじゅく一色ビル６階

あけぼの行政書士法人新宿事務所

東京都新宿区住吉町６－３ヤマギシコーポラス４０２

アサトキト

東京都新宿区市谷砂土原町２－７－１９田中保全ビル１０１

アジアンダイニングカラシュ

東京都新宿区西新宿１－１９－１１－７Ｆ

アジアンタワン神楽坂店

東京都新宿区神楽坂５－３０ＭＴＴビル２Ｆ

アジアンパーム

東京都新宿区箪笥町１３番地グローバル新神楽坂ビル１階

あじゃら

東京都新宿区新宿２－１５－８

アショカ 新宿本店

東京都新宿区西新宿６－６－２新宿国際ビルＢ１Ｆヒルトン東京
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店舗名

店舗住所

アストロデザインオブヘアー

東京都新宿区高田馬場４－９－１８

あたぼう鮨

東京都新宿区荒木町９番地正起ビル１Ｆ

あたまのオアシス四谷三丁目店

東京都新宿区四谷３－８三橋萬寿ビル６Ｆ

アトム・スケート

東京都新宿区高田馬場４－１０－１６

アトリエ ビアン

東京都新宿区馬場下町１４－８

アトリエティーラッツ

東京都新宿区西新宿４－４－１５コマＵＤ２１－１Ｆ

アピア均整院

東京都新宿区高田馬場１－２９－７スカイパレスビル３０３

アピエディ

東京都新宿区四谷３－７かつ新ビル２階

アフィリア・アスタリスク

東京都新宿区新宿３－９－５ゴールドビル４階

アフューワーズコーヒー

東京都新宿区新宿７－２４－４山口方１階（中）

アマルコルド

東京都新宿区新宿２－１８－７・Ｓ３ビル１Ｆ

アミューズメントバー シャルム

東京都新宿区歌舞伎町１－９－１０ｋ’ｓビル二階Ｅ号室

アメリカンダイニングホーミーズ

東京都新宿区高田馬場２－９－１

あらた接骨院

東京都新宿区西早稲田３－２４－５－１０２

アリス薬局 早稲田店

東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９洛陽ビル１ＦＷ

アンジェラ

東京都新宿区岩戸町２３番

アンジェラックス新宿店

東京都新宿区西新宿５－８－８メゾンド新宿１３階

アンビカベジ＆ヴィーガンショッ

東京都新宿区百人町１－１１－２９新大久保ＡＲＳビル１階

イスタンブール

東京都新宿区中落合４－１－１５

イタリア料理 カンパニョーラ

東京都新宿区細工町３－１８山岸ビル２０２号

いちぞう十二社店

東京都新宿区西新宿４－１４－２パルク西新宿１０１

イッツ

東京都新宿区歌舞伎町２－４５－２第一常磐ビル１Ｆ

イルソーレガット

東京都新宿区西新宿４－１６－６マルブン西新宿１Ｆ

いろはにほへと 新宿東口店

東京都新宿区新宿 3266 新宿 FF ビル 7F

いろり酒場 さぶろく

東京都新宿区歌舞伎町２－２０－１１第７本間ビル４Ｆ－Ｃ

インテリアショップ あましん

東京都新宿区四谷２－４－１８－１Ｆ

ウィル

東京都新宿区高田馬場４－２８－２０ＩＫビル２Ｆ

ウィンザーラケット新宿店

東京都新宿区西新宿１－３－１５栃木ビル１－２Ｆ

ヴェイル スポーツ

東京都新宿区高田馬場１－３３－３

うえちゃん

東京都新宿区新宿２－１６－３第三宏和ビル３０１

ヴェルデ

東京都新宿区下宮比町２－２８飯田橋ハイタウン９２２

ウェルネス

東京都新宿区西新宿７－１４－９規格ビル３０１

ウォッチ・ホスピタル新宿店

東京都新宿区西新宿１－１８－４共新ビル３階

うおや 坐唯杏 新宿御苑店

東京都新宿区新宿２－１５－２岩本和栽ビル１Ｆ

うさぎや

東京都新宿区西落合２－７－１７

うなぎ たかだ

東京都新宿区原町３丁目９

うま煮や

東京都新宿区百人町１－２４－８新宿タウンプラザ２階

うめの花器店

東京都新宿区舟町１番地

エアコン総本舗早稲田店

東京都新宿区早稲田鶴巻町３９０久田ビル１階

エジプト屋

東京都新宿区三栄町１番地堀内ビル２Ｆ
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店舗名

店舗住所

エタベックトワ

東京都新宿区新宿２－１５－２８新宿丸正ビル２Ａ

エベレスト

東京都新宿区下落合４－２７－５

エメグリ

東京都新宿区新宿２－１５－１０第一天香ビル２０３

オイスタ

東京都新宿区歌舞伎町１－１３－７コマビル１Ｆ

オイスターハウス 牡蠣ｔａｒｅ

東京都新宿区西新宿７－６－９コンフォートセゾン１０１

おかず市場 山吹の里

東京都新宿区西早稲田１－１７－８

おかめ工房

東京都新宿区中落合 1-17-12 清水ビル 1 階

おくがわ整体院

東京都新宿区西新宿８－１９－１小林ビル６１２号

おさかな食道 いろ川

東京都新宿区高田馬場１－２６－５ＦＩビルＢ１

おすすめ家

東京都新宿区新宿３－３６－１３Ｍビル４Ｆ

オステリア Ｔ

東京都新宿区荒木町３－３三宅ビル２階

オステリア ピノッキオ

東京都新宿区四谷２－３－１９四谷大新ビル１Ｆ

おそうじ革命 新宿四谷外苑店

東京都新宿区若葉３－２ライトコート四谷３０９

おそうじ本舗 神楽坂店

東京都新宿区東五軒町３－２１

おねぎや 新宿店

東京都新宿区新宿３－１０－５

おねぎや新宿店

東京都新宿区新宿３－１０－５

おはじき新宿

東京都新宿区西新宿７－１２－２４第二小島ビルＢ１

オフビート

東京都新宿区荒木町１６－２４第二歯朶ビル１Ｆ

オム

東京都新宿区新宿２－１３－１１ライオンズマンション新宿御苑Ｂ１－Ｎｏ３

オレンジパブ

東京都新宿区新宿２－１５－１１信田ビル２０１

お酒のＳＰＡＮＡ

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館４２３号室

お茶の間キッチンカブトムシ

東京都新宿区上落合 2-21-10

お弁当ＴＶ新宿店

東京都新宿区荒木町２３船越ビル

ガーリックチップス

東京都新宿区高田馬場１－３１－８ダイカンプラザ１階

カールモール

東京都新宿区新宿１－３４－１３貝塚ビル１Ｆ

カギの救急車新宿店

東京都新宿区西新宿６－２６－９宝栄成子坂ビル１階

カサ・アルティスタ

東京都新宿区荒木町３－７駒ビルＢ１

カスミストア

東京都新宿区新宿１ー１９ー２平ビル１階

かてい菜園ささ木

東京都新宿区下落合 3-18-4

かどやホテル

東京都新宿区西新宿１－２３－１かどやホテル

カハラ四谷三丁目店

東京都新宿区四谷３－８－４三橋ビル５Ｆ

カフェ エニシダ

東京都新宿区北新宿４－２８－１１ハピネス大町１階

カフェ＆クラブナチュラル

東京都新宿区高田馬場１－２２－７富士高田馬場ビル２階

カフェアンドバーティガー

東京都新宿区歌舞伎町１－４－１１レイゲンビル２階

カプセルホテルトランジット新宿

東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１５

カメラの三光堂

東京都新宿区上落合２－１９－６

カモシカスポーツ本店

東京都新宿区高田馬場１－２８－６

ｶﾗ NET24 新宿三丁目店

東京都新宿区新宿３丁目１３−５新宿３丁目ビル５F

からいや

東京都新宿区河田町６－２８ゴールドハイム１０１号

ガランス

東京都新宿区西新宿７－１６－６森正ビルＢ１Ｆ
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店舗名

店舗住所

カリーニョ

東京都新宿区荒木町１番地中林ビル１階

カリカ キッチン

東京都新宿区新宿５－１１－２３八千代ビル１Ｆ

カルネヤ

東京都新宿区南山伏町３－６市ヶ谷ＮＨビル１Ｆ

カルビちゃん

東京都新宿区新宿３－２３－１１ＫＳビル２階

カンビーフ

東京都新宿区新宿３－３６－２新宿キリンビルＢ２Ｆ

きたまる

東京都新宿区歌舞伎町１－１８－９ＷａＭＡｌｌ歌舞伎町８Ｆ

きっかわ

東京都新宿区高田馬場１－２１－３

キッチンミキ

東京都新宿区西早稲田１－２０－１０

キトンブルー

東京都新宿区新宿３－８－２クロスビル４階４０１

クイック 新宿南口店

東京都新宿区西新宿１－１８－６山兼新宿ビル７Ｆ

クエッション

東京都新宿区歌舞伎町１－１－９ゴールデン街花園一番街

くずし割烹 厨

東京都新宿区納戸町１６－９

くすだま

東京都新宿区神楽坂５－４３－２ＲＯＪＩ神楽坂ビル３Ｆ

くすのき

東京都新宿区四谷１－９－４フローラ四谷１階

クッキーハウスＳ

東京都新宿区大久保１－４－１５ＳＬビル

グット ド レザン

東京都新宿区新宿１－１９－１１クサマビルＢ１

クラブ クォーレ

東京都新宿区歌舞伎町２－１０－６ピア新宿６階

クラフトマン・マノー

東京都新宿区横寺町３６－１４

グラムシュタイン

東京都新宿区大久保２－６－１０新宿第二アルプスマンションＢ１

グランスール

東京都新宿区新宿３－１１－６エクレ新宿２０４

グランドスラム

東京都新宿区高田馬場２－９－３松本ビル１Ｆ

クリーニングのサトウ高田馬場店

東京都新宿区高田馬場３－２２－１

グリル＆バー エラバ

東京都新宿区四谷１－７第３鹿倉ビルＢ１

グルトンベール

東京都新宿区赤城下町３２小高ビル１階

クレェ・デ・リヤン

東京都新宿区四谷２－８エムス四谷１０１

クロＫＯＨＡＫＵ

東京都新宿区新宿３－６－４楽屋ビル１Ｆ

クローゼット

東京都新宿区高田馬場２－２－２

くろねこピッツァ

東京都新宿区新宿２－１５－２８新宿丸正ビル２階

けんこうほうし整体院

東京都新宿区四谷３－１ミカドビル２Ｆ

コアファクトリー

東京都新宿区大京町２９作道ビル１Ｆ

コーエー

東京都新宿区西早稲田３－１－６

コーヒーハウス香りや

東京都新宿区西新宿７－２０－１２柏木ＭＵＲＡ２ビル１Ｆ

ゴールデンバガン

東京都新宿区富久町８－２０カーサ富久町１Ｆ

コスガ薬局

東京都新宿区大久保３－１０－１

こだわり商店

東京都新宿区西早稲田１－９－１３ダイヤハイツ西早稲田１０２

こぼれ

東京都新宿区歌舞伎町１－６－３東海苑ビル６階

コミックバスター 市ヶ谷店

東京都新宿区市ヶ谷八幡町 1-1 新高ビル 4Ｆ

コモレ四谷デンタル

東京都新宿区四谷１－６－１ＣＯ・ＭＯ・ＲＥＭａｌｌ２Ｆ－２０８

コルテーゼ市ヶ谷

東京都新宿区市谷薬王寺町７０

コロナ検査センター新宿

東京都新宿区歌舞伎町１－２４－３
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店舗名

店舗住所

コワーク東新宿店

東京都新宿区新宿 7-26-7

コンシェル歯科新宿本院

東京都新宿区西新宿２－４－１新宿ＮＳビル４階

ご馳走や叶え 神楽坂店

東京都新宿区神楽坂３－６－１９青柳ＬＫビルＢ１

ザ・クルラホーン

東京都新宿区歌舞伎町１－１４－３第１０３東京ビル５Ｆ

ザ・チキン＆Ｃｏｏｋｅａｓｙ

東京都新宿区百人町３丁目１－６西戸山タワーホームズ地下１階Ｅ号室

サイクルショップＲＥＧＡＬＯ

東京都新宿区下落合１－５－１８メゾンシャルモン１０７

サイクルショップいしい

東京都新宿区中落合１－１７－７

サイクルスポット市ヶ谷店

東京都新宿区市谷田町３－１－４

サイクルスポット西早稲田店

東京都新宿区西早稲田２－２１－４

さかなとおやさい くすだま

東京都新宿区納戸町１５－８

サグーン

東京都新宿区新宿５－１－１ロ－ヤルマンションビルＢ１Ｆ

さくら薬局

東京都新宿区北新宿１－１－２０三信ビル１Ｆ

さけの実

東京都新宿区四谷３－１－１２栗原ビル１Ｆ「さけの実」

サヌール新宿店

東京都新宿区市谷薬王寺町５３薬王寺ビル４Ｆ

サバイサバイ

東京都新宿区西新宿７－１９－１８セードル新宿ハイツ１０４

サブカルカフェバー ぷるきゅー

東京都新宿区歌舞伎町１－３－１５ザ・カテリーナビル５ＦＡ－３

サライケバブ高田馬場さかえ通り

東京都新宿区高田馬場３－４－１９－１Ｆ

サライケバブ高田馬場早稲田通り

東京都新宿区高田馬場４－１３－８

ザロイヤルスコッツマン

東京都新宿区神楽坂３－６－２８土屋ビル１階

サワディーショップ

東京都新宿区西新宿７－１２－１４

ザワンアジアンレストラン＆バー

東京都新宿区新宿１－１１－７

サンワ

東京都新宿区上落合１－２４－１０

シーネスレホテル 管理用

東京都新宿区高田馬場４－８－９ＮＹ企画ビル３Ｆ

ジェシカフェ

東京都新宿区西新宿７－１２－１２サギヤビル３０１

しまパパ工房

東京都新宿区下落合４－４－１６

しゃぶしゃぶかがやき

東京都新宿区下落合１－６－８ストークマンション１階

しゃぶ屋

東京都新宿区神楽坂４－４－２階

シャロンヒール

東京都新宿区大久保２－７－５共栄ビル２Ｆ－７号

シャンハイハウス

東京都新宿区納戸町３３升竹ビル１Ｆ

じゃんぱら 新宿 2 号店

東京都新宿区西新宿 1-16-13 桑原ビル 2F

じゃんぱら 新宿店

東京都新宿区西新宿 1-14-17QueensNS ビル 2F

じゃんぱら 新宿東口店

東京都新宿区歌舞伎町 1-17-1 栗田ビル 1F

ジュー ドゥ マルシェ

東京都新宿区四谷坂町１２－１１・ＢＩＴＥＮ・１Ｆ

シューズプラスホリコシ

東京都新宿区西新宿７－５－２０新宿旭ビル１階

シュート

東京都新宿区新宿２－１４－１４第３藤原ビル３階

シュラスコ＆ラクレットダイニング
ラ・ボーネ 新宿駅前店

東京都新宿区歌舞伎町 1-6-14 第 2 ショーリビル 4F

しょう吉

東京都新宿区市谷田町１－２マツシタビルＢ１

ジョンノホルモン物語

東京都新宿区大久保１－１２－６－２階

ジョンノ新大久保店

東京都新宿区百人町１－７－１６フォーラム新大久保１Ｆ・２Ｆ
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店舗名

店舗住所

シルクロードタリム

東京都新宿区西新宿３－１５－８－１０３

スーパーみらべる 中井店

東京都新宿区上落合３－５－１６

すし処海勢

東京都新宿区市谷柳町２５Ｆ＆ＳＳビル

すし茶屋吟遊

東京都新宿区矢来町１１０

スタジオエイメイ新宿店

東京都新宿区新宿３－２４－２・第２アオキビル２階

スタジオワークル新宿

東京都新宿区西新宿７－１６－７フジビル２１

スタジオワークル新宿御苑

東京都新宿区四谷４－３２－４－Ｂ１－Ｂ２

ステーキパンドラ

東京都新宿区西新宿１－１３－３西新ビル２階

スナック Ｋａｍｅ

東京都新宿区舟町４－３メゾンド四谷２階

スパイスヘブン

東京都新宿区西新宿３－７－１新宿パークタワーＢ１

スピガ飯田橋店

東京都新宿区下宮比町３－１

スプーンコミュニティ

東京都新宿区新宿１－３１－７－１２Ｆ

スペインバル オブラ 四ツ谷店

東京都新宿区四谷１－８－８佐伯千成ビル１Ｆ

スペインバル リフレイン

東京都新宿区新宿３－２０－１・島田ビルＢ１Ｆ

スポーツ居酒屋サラ

東京都新宿区信濃町３４番地トーシンビル地下１Ｆ

スマートショット新宿

東京都新宿区新宿５－１５－６新宿光陽ビル１０３

スマイルプラスＤ．Ｃ．

東京都新宿区片町３－５シラキュウスウエスト１０１

スマホスピタル高田馬場

東京都新宿区高田馬場２－１４－８竹内ビル４階

するりＵＤＯＮ ＤＩＮＩＮＧ

東京都新宿区歌舞伎町１－２－９シタディーンセントラル新宿東京２Ｆ

セイヨウドウ

東京都新宿区大京町１３

セオサイクル 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場４－４１－７－１０１

セラヴィーナガノ

東京都新宿区新宿２－８－１０ニッシンビルＢ１Ｆ

セルフィール新宿

東京都新宿区西新宿８－１５－１５カトルセゾン５０２号室

セルフケア薬局新宿店

東京都新宿区新宿２－９－１第３１宮廷マンション１０２号室

セレクション

東京都新宿区西新宿７－２２－３８興亜ビル１階

セレクションインターナショナル

東京都新宿区西新宿７－２２－３７

セレクションバスケ・アメフト館

東京都新宿区西新宿７－１８－５ＶＯＲＴ西新宿ビル１０１

セントラルフラワー

東京都新宿区西早稲田２－２０－５

そば居酒屋太閤

東京都新宿区大久保３－９－５西大久保アパート５号棟１１６

そば処福助

東京都新宿区西新宿４－１５－２１

ソムオー新大久保店

東京都新宿区百人町１丁目１１－２４

ダーツカフェ リング歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町１－１７－１２第１浅川ビル８階

ターリー屋新宿西口店

東京都新宿区西新宿１－１３－１２西新宿昭和ビル１階

ダイニングバークローバー

東京都新宿区四谷４－１３－７清水ビル１Ｆ

ダイニングバークロス

東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１３第一大滝ビルＢ１

ダイワンテレコム高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－１９－６－１Ｆ

ダイワンテレコム新宿東南口店

東京都新宿区新宿３丁目３５－６新宿ＡＵＮビル５Ｆ

タヴァサホビーハウス

東京都新宿区百人町二丁目１８番８号

たこ焼き酒場 なんでやねん！

東京都新宿区歌舞伎町２－９－１５ダイヤモンドパレス１１２号室

たこ焼き酒場ＷｏｏＭａＱｏｏ

東京都新宿区新宿５－８－２１サンジュリビル１階
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店舗名

店舗住所

タスクデンタルオフィス

東京都新宿区高田馬場１－１－１３セントエルモ西早稲田１Ｆ

ダブルエイト

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１４・コリンズ１５・６Ｆ

たもいやんせ新宿店

東京都新宿区西新宿７丁目１０－１２ＫＫＤビル１Ｆ

ダリアスネイルサロン

東京都新宿区神楽坂６－１９

ダンシングクラブ

東京都新宿区新宿３－３７－１２新宿ＮＯＷＡビル２階

チアーアップトーキョー新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－６－６橋本ビル４階

チーズと和牛 夢本舗

東京都新宿区西新宿７－１５－５佐奈ビル２Ｆ

チーズと和牛きこりのお家西新宿

東京都新宿区西新宿７－５－５・プラザ西新宿２Ｆ

チェリーボンボン

東京都新宿区新宿７ー２０ー１０

チェルト ワイン＆ダイニング

東京都新宿区須賀町１－２６

ちちんぷいぷい

東京都新宿区新宿２－１８ー１第７天香ビル８階

ちびっこ Ｇａｎｇ

東京都新宿区新宿２－１０－３セブンフタミビル３Ｆ

チヒロネイル

東京都新宿区高田馬場４－８－２

ちゃんこ黒潮

東京都新宿区神楽坂３－６－３・ヒルトップビル１Ｆ

つけ麺えん家

東京都新宿区西早稲田１－９－８

つるやゴルフ 西新宿店

東京都新宿区西新宿３丁目２－２６

ティアレ神楽坂

東京都新宿区神楽坂５－３２近江屋ビル３Ｆ

ティーヌン西早稲田本店

東京都新宿区西早稲田２－１８－２５横川ビル

デュース

東京都新宿区上落合２－２０－６

テラフィあけぼの橋

東京都新宿区住吉町８－６野村ビル１Ｆ

デンタルクリニック神楽坂

東京都新宿区神楽坂３－４－１神楽坂山本ビル１階

テンポス新宿店

東京都新宿区戸山３－１５－１

トイホビーカネモ

東京都新宿区中落合 2-1-10 カネモビル目白西 101

トゥビィリンクス 新宿スタジオ

東京都新宿区大久保２－２５－８

トータルボディケア ユズ

東京都新宿区新宿１－９－４中公ビル御苑グリーンハイツ８０４

トータルワーク株式会社

東京都新宿区歌舞伎町２－３６－３アシベ会館２Ｆ

トータルワーク新宿店

東京都新宿区歌舞伎町２－３６－３アシベ会館１Ｆ

トーチバー

東京都新宿区新宿２－７－２サニーコーポ１Ｆ

とめ手羽 新宿店

東京都新宿区新宿５－１８－２０ルックハイツ新宿２Ｆ

とめ手羽 飯田橋店

東京都新宿区揚場町２－２７ＭＩＴ飯田橋ビル２Ｆ

ドラゴーネ・曙橋店

東京都新宿区住吉町２－１８

ドラゴーネ四谷店

東京都新宿区四谷２－１１

とらじ亭

東京都新宿区上落合１－１６－１

トリアノン洋菓子店大久保店

東京都新宿区百人町１－１８－９

とりしん

東京都新宿区揚場町２－２７

とり処

東京都新宿区新宿４－２－９

とり焼 松阪食堂

東京都新宿区百人町２－５－１

ドルチェ楽器 東京店

東京都新宿区西新宿１－１３－１２西新宿昭和ビル８Ｆ

トレイルストア

東京都新宿区弁天町１７８大山ビル１Ｆ

ドレスのフジタ

東京都新宿区内藤町１番地
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店舗名

店舗住所

トロ

東京都新宿区西新宿７－１３－７－Ｂ１

とんかつ鈴新

東京都新宿区荒木町１０番地２８

ナージュクリニカルサロン

東京都新宿区西新宿７－８－１１美笠ビル４０２

ナイン整骨院

東京都新宿区西新宿１－１８－４共新ビル６Ｆ

なかよし

東京都新宿区新宿２－１６－３第三宏和ビル２０１

なつめ薬局高田馬場店

東京都新宿区高田馬場二丁目１４番２７号高橋ビル１階

ナマステヴエトガート

東京都新宿区高田馬場３－２－１３・４Ｆ

ナマステヒマール 西新宿店

東京都新宿区西新宿４－１６－３西新宿マンション１０１

ナマステヒマール 早稲田店

東京都新宿区早稲田鶴巻町５１８－１第８ＩＫビル１階

ナマステ高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－５－２０

ナンカレー

東京都新宿区高田馬場３－３７－１大庭ビル１Ｆ

にいがたあかね屋ねこにごはん

東京都新宿区高田馬場１－３３－６

にーぶい

東京都新宿区新宿２－１２－１６セントフォービルＢ１０２Ａ

ニュースサービス日経 四谷

東京都新宿区荒木町２１

ニュースサービス日経 市ケ谷

東京都新宿区納戸町２６

ニュースサービス日経 新宿

東京都新宿区百人町１－２３－２

ニュースサービス日経 早稲田

東京都新宿区高田馬場４－３３－７

ニュースサービス日経 目白

東京都新宿区下落合３－２０－２０

ニュースサービス日経 落合

東京都新宿区西落合２－９－１０

ネイルサロンＣａｒｌａ

東京都新宿区神楽坂３－２－３８林ビル４０１

ネオアローム

東京都新宿区新宿１丁目９－２日南貿易ビル１Ｆ

ねこの郵便局というなまえのお店

東京都新宿区矢来町１６２

ネスティ東京池袋０１

東京都新宿区下落合３－１－１６サエラ目白ビル２０１号室

ネネチキン

東京都新宿区大久保１－１２－６－１Ｆ

ネネチキン３号店

東京都新宿区百人町１－１－２８第１高橋ビル

ノーミートノーライフ クワトロ

東京都新宿区歌舞伎町１－１３－１０一草堂ビル２Ｆ

ノーミートノーライフ．１ｓｔ．

東京都新宿区歌舞伎町１－１１－１中野ビル２Ｆ

ノーミートノーライフ２ｎｄ

東京都新宿区歌舞伎町１－１３－１０一草堂ビル１階

ノーミートノーライフ３ｒｄ

東京都新宿区歌舞伎町１－１３－１０一草堂ビル２階３階

ノーミートノーライフ５ｇｏ

東京都新宿区西新宿７－１６－４Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ高橋１Ｆ

ノストス・ザ・サード

東京都新宿区新宿３－１１－１２永谷テイクエイト２０３

の弥七

東京都新宿区荒木町２－９ＭＩＴ四谷三丁目ビル１Ｆ

バー ウルシャンティ

東京都新宿区歌舞伎町１－１５－８ウイングスビル７０１号

バーＨ＆Ｍ

東京都新宿区新宿２－１５－９・１階１Ｌ

バーチップイン

東京都新宿区荒木町８カインドステージ四谷三丁目１０２

ハートの小径

東京都新宿区神楽坂３－１サイレンス神楽坂１階

バーネオマスカレード

東京都新宿区新宿２－１６－８新宿北斗ビルＢ１

バーバーウテナ

東京都新宿区早稲田鶴巻町１４０山崎ビル１階

バール＝タラ

東京都新宿区信濃町３４トーシン駅前ビルＢ１

バーンキラオ パラダイス

東京都新宿区新宿２－１５－１５新宿ヤマトビル地下１Ｆ
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店舗名

店舗住所

ぱいかじ 新宿南口店

東京都新宿区新宿４－１－９・新宿ユースビル３Ｆ

バイクレンタル エムワン

東京都新宿区戸山１－１－１０

パソコンドック２４新宿店

東京都新宿区新宿３丁目３５－１新宿まんがの森ビル

パティスリーカオリヒロネ

東京都新宿区下落合３－２０－１

バナナライフ西落合店

東京都新宿区西落合４－１７－１４ベルハイム西落合１Ｆ

ハニー歯科

東京都新宿区西新宿４丁目３９－１３ル・アンジュ１階

パパラギダイビングスクール新宿

東京都新宿区西新宿７－２－１０栄立新宿ビル１０１号

パブ＆スコッチ チェリオ

東京都新宿区四谷２－１０松本館Ｂ１

パブスタ歌舞伎町２号店

東京都新宿区歌舞伎町１－２３－１５ＳＵＺＵＹＡビルディング１０Ｆ

パブリックスタンド歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町１－５－４．第２２東ビルＢ１Ｆ

パブ花花

東京都新宿区西新宿７－１５－５佐奈ビル地下１階

ハラペコステーキ

東京都新宿区歌舞伎町２－２１－５三経２０ビル１階

パリュール西新宿ＲＯＳＥ店

東京都新宿区西新宿５－９－３ライオネスコーポ２０１

バリラックスザガーデン西新宿

東京都新宿区西新宿１－２６－２新宿野村ビル地下１階

バルダイニングイッツ

東京都新宿区歌舞伎町２－４５－１１Ｆ

ハングリーアイ新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－１５－８丸雄ビル２Ｆ

バンコクスパイス新宿店

東京都新宿区西新宿１－１４－４

はんばーぐ ますお

東京都新宿区高田馬場１－２９－６野菊ビル１Ｆ

ビーフボックス

東京都新宿区新宿５－１１－２ファクトドリームハウス１Ｆ

ビーラボ高田馬場早稲田口店

東京都新宿区高田馬場３－１２－５セブンビル３Ｆ

ビール酒場クラフトカンパニー

東京都新宿区住吉町８－２０四谷ヂンゴビル１０２

ピカソ

東京都新宿区百人町１－２３－２１・２階

ピカソ高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－１４－６スワンビルＢ１

ひかり薬局

東京都新宿区大久保２−６−１７

ピザーラ四ツ谷店

東京都新宿区荒木町２０インテック８８ビル１Ｆ

ピザーラ新目白店

東京都新宿区西早稲田３－３１－８

ひじり屋

東京都新宿区西新宿６丁目１６‐１２

ビストロリーベ

東京都新宿区新宿三丁目９番５号ゴールドビル４ＦＡ

ひな薬局

東京都新宿区百人町２－６－７

ヒマラヤ

東京都新宿区大久保二丁目３番１０号ヒューマンＲビル地下１階

ファイブスター

東京都新宿区新宿１丁目２８－９新宿高山ビル２Ｆ

ファイブタラント

東京都新宿区歌舞伎町１丁目サブナード１号

ファス美容室

東京都新宿区新宿１丁目２０－６

ファンクションデザイン

東京都新宿区西新宿１－４－８第３加藤ビル５階

フェリスネイルスクール東京校

東京都新宿区西新宿７－１７－１４新宿シティ源共同ビル１階

フォレスタ

東京都新宿区喜久井町６５

ふくねこ堂

東京都新宿区神楽坂４－３

ふしきの

東京都新宿区神楽坂４－３－１１神楽坂つなしょうテラス２階

ブタに真珠カフェ

東京都新宿区西落合１－３－１０－１０１

プティ アニモー

東京都新宿区西新宿４－４－１５マストライフ西新宿９０１
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店舗名

店舗住所

ブティック タカミ

東京都新宿区神楽坂５－１１

ブティック リーフ

東京都新宿区左門町１３－１四谷弁護士ビル１Ｆ

プラカイルン神楽坂

東京都新宿区神楽坂５－３２近江屋ビル５階

フラット

東京都新宿区上落合１－１６－２クレヨンオチアイＢ１Ｆ

フラワーショップマスダ小滝橋店

東京都新宿区高田馬場３－３７－４

フラワーショップマスダ本店

東京都新宿区高田馬場３－３３－２

ブリーズブロンズストア

東京都新宿区早稲田鶴巻町 555

プリズム

東京都新宿区歌舞伎町１－８－３良川ビルＶ２Ｆ

フルール杏樹

東京都新宿区四谷１－２１戸田ビル１Ｆ

フローリスト カノシェ

東京都新宿区住吉町８番１８号

プロジェクト・エス

東京都新宿区四谷４－８

プロショップセントラル

東京都新宿区百人町１－１７－５メゾンオグラ１０５

ブロンクス

東京都新宿区神楽坂３－２ナカノビル１階

フロンティア歯科

東京都新宿区四谷１－１９第一上野ビル８階

ヘア ビューティーサロン Ｙ

東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１６ＹＫＫビル２Ｆ

へあー あらい

東京都新宿区余丁町６－３５

ヘアサロンアネラ

東京都新宿区歌舞伎町１－１８－１０吉川ビル４Ｆ

へアンドメイクリー

東京都新宿区歌舞伎町２－２２－８第八金嶋ビル４Ｆ

ベースポイント

東京都新宿区西新宿７－２２－３ＢＰビル

へぎそば昆 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場１－３４－１４山崎ビル２階

へぎそば昆 新宿本店

東京都新宿区新宿２－１３－１１ライオンズマンション１Ｆ

ベクタービアファクトリー

東京都新宿区新宿１－３６－７川本ビル１Ｆ

ベジタガーデン高田馬場店

東京都新宿区高田馬場一丁目３０番８号

ヘッドコンシェルジュ 新宿店

東京都新宿区西新宿１－４－１０ＡＣＮ新宿ウエストビルディング９Ｆ

ポジティブ居酒屋思いやり

東京都新宿区西新宿７－１７－５・Ｂ・１Ｆ

ボックスゴルフ

東京都新宿区新宿４－３－１５レイフラットＢ館２Ｆ

ポップスキン

東京都新宿区大久保１－１７－３大久保ガーデンハイム１－Ｃ

ボディケアＣＡＢＩＣＵＲＥ

東京都新宿区新宿２－１１－４ストークビル長崎３Ｆ

ほてい治療院

東京都新宿区西新宿３－１５－５ライオンズマンション西新宿５１７

ホテルたてしな

東京都新宿区新宿５－８－６

ホンダドリーム新宿

東京都新宿区下落合４－１－２

マーキレー

東京都新宿区山吹町３５４うの山吹３Ｆ

まこんち

東京都新宿区新宿２－４－１・１０４号

マショマショ

東京都新宿区高田馬場２‐８‐４ＡＵビル２階

マダムギア

東京都新宿区新宿１－１７－１６遠藤ビル１Ｆ

マハロ

東京都新宿区新宿１－１８－１３協建新宿１丁目ビルＢ１

マムシアンドブロス

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－２第二メトロビル２ＦＣ室

みかわや

東京都新宿区下落合３－２２－１６

みそらーめん おかじん２

東京都新宿区西早稲田３－１３－２－１Ｆ

みやび鍼灸院

東京都新宿区西新宿７－８－１１－美笠ビル５０１
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店舗名

店舗住所

ミュージカルドッグスタジオ

東京都新宿区余丁町１４－５ミュージカルドッグビル

ミリタリー将

東京都新宿区市谷八幡町１４市ヶ谷中央ビル１階Ａ号

むつ美花店

東京都新宿区北新宿２－２０－１グランドテラス新宿１Ｆ

むつ美花店 新宿６丁目店

東京都新宿区新宿６－１７－１３

メガネのスエナガ

東京都新宿区下落合 3-17-32

メディカルチェックスタジオ新宿

東京都新宿区新宿３－５－６キュープラザ新宿三丁目２Ｆ

メディケアスキンラボ

東京都新宿区西新宿１－１４－１０西新宿ビル５Ｆ

メディケア治療院

東京都新宿区西新宿１－１３－７大和家ビル７階

メンズ脱毛ｄａｔｓ！新宿店

東京都新宿区新宿２－６－１１カスタリア新宿４０６

メンズ脱毛ｆｉｇｏ

東京都新宿区大久保１－１１－１大森ビル４Ｆ

もうやんカレー

東京都新宿区西新宿６－２５－１４第二仲川ビル１Ｆ

もうやんカレー大忍具

東京都新宿区西新宿８－１９－２西新宿ＴＫビル１Ｆ

もうやんカレー利瓶具

東京都新宿区西新宿６－２５－１４第二仲川ビル１Ｆ

モダミカアートプラザ

東京都新宿区高田馬場１－３４－１２

モック

東京都新宿区新宿２－７－６リプルフタミビル１階

もとしょっぷ 神楽坂

東京都新宿区筑土八幡町２－５

モノスタ早稲田

東京都新宿区戸塚町１－１０２ＴＫビル１Ｆ

もふもふ

東京都新宿区新宿２－１０－２江花ビル３Ｆ

モミ楽館

東京都新宿区新宿３－３１－５ペガサス館２０２

モム

東京都新宿区西新宿７－２３－１８第３小林ビル２Ｆ

もりもり

東京都新宿区住吉町８－１７村松ビル１Ｆ

やきとり荒木山四谷店

東京都新宿区四谷１－６－１コモレ四谷

やきにく亭 六歌仙

東京都新宿区西新宿１－３－１サンフラワービル６階

やきにく亭 六歌仙 別館

東京都新宿区西新宿７－２－６西新宿Ｋ－１ビルＢ１

やき処 いろり

東京都新宿区神楽坂３－２－７鳥忠ビル２Ｆ

やすらぎ新宿店

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館５１６号

ヤマモトコーヒー店

東京都新宿区新宿３－１７－１１

やよい歯科クリニック

東京都新宿区弁天町 23-1 弁天町イグレックビル 2 階

ゆう彩

東京都新宿区新宿三丁目９‐７Ｔ＆Ｔ２ビル６階

ヨーロピアンバールアントレ

東京都新宿区高田馬場２－１３－３橘ビルＢ１Ｆ

ラ・ヴィエード

東京都新宿区高田馬場 3-3-2MF ビル 8F

ラ・カーブ・イデアル

東京都新宿区矢来町１１８溝井ビル１Ｆ

ラ・グラティチュード

東京都新宿区矢来町５７

ラパウザ 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場 1298 いちご高田馬場ビル 1F

ラパウザ 新宿 NS ビル店

東京都新宿区西新宿 241 新宿 NS ビル 29F

ラパウザ 新宿伊勢丹前店

東京都新宿区新宿 348 京王フレンテ新宿 3 丁目 5F

ラピスラズリ

東京都新宿区荒木町３－９田村ビル２階

ラビチュード

東京都新宿区南山伏町３－５ウインコート神楽坂１０３号

ラフィールリラクゼーションサロ

東京都新宿区西新宿７－５－５プラザ西新宿３０８号

ラムしゃぶ金の目新宿店

東京都新宿区新宿３－１１－６・エクレ新宿３０１
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店舗名

店舗住所

ラム家 新宿富久町店

東京都新宿区富久町１７－１

リアル脱出ゲーム東新宿店

東京都新宿区大久保１－１－１０ＧＵＮＫＡＮ東新宿３０２

リカーハウス静谷

東京都新宿区新宿３丁目６番３号ＩＳビル４階

リストランテ アルベラータ

東京都新宿区神楽坂３－６－１Ｆ

リバイバー

東京都新宿区神楽坂２ー２０ー１

リモン

東京都新宿区下落合１－５－２フラット新宿２－１０２号室

リラクゼーションサロンチュナス

東京都新宿区四谷４－３０－２３ビルド吉田４０２

リリー 高田馬場

東京都新宿区高田馬場３－１－５

ル、ロワズィール

東京都新宿区神楽坂３－２山ノ内ビル１階

ルクール神楽坂

東京都新宿区新小川町９－５

ルサイク四ツ谷店

東京都新宿区四谷２－９

ルナホリスティックケア鍼灸治療

東京都新宿区下宮比町２－２８飯田橋ハイタウン５３４号室

ルピアドール

東京都新宿区河田町６－２４ニューシティ河田１ＦＢ

レコーディングスタジオやすろく

東京都新宿区西早稲田２－１８－２３－スカイエスタ６０８

レコードショップゆうらしあ

東京都新宿区西新宿７－１６－１５第一歯朶ビル２Ｆ

レストラン シャンティ

東京都新宿区西新宿３－１３－６モリタコーポラス１Ｆ

レストラン＆カフェ モア

東京都新宿区新宿６－１４－１新宿文化センター２Ｆ

レッドリングレコード

東京都新宿区西新宿７－８－１１中川ビル２階Ｂ

レンタル＆クリーニング

東京都新宿区西新宿７－９－６

れんや四ツ谷店

東京都新宿区四谷１－７－１５山田ビルＢ１階

ロイヤル

東京都新宿区歌舞伎町１－１７－７ＪＡ２Ｆ

ローズファミリー 新大久保店

東京都新宿区百人町２－１０－８イニシャルアネックス２０３

ローズファミリー高田馬場店

東京都新宿区高田馬場３－２－１３ドームスサニーヤナガワビル２０２

ローズファミリー新大久保店

東京都新宿区百人町２－１０－８イニシャルアネックスビル２０３

ろばた 肴町 五合

東京都新宿区神楽坂４－４

ロミロミサロンムジーク

東京都新宿区下落合４－２－１０スカイコート高田馬場６－１０１Ｅ

ワールドキッチン ハイジア

東京都新宿区高田馬場４－１４－６第一長谷川ビル１Ｆ

ワイエス行政書士社労士事務所

東京都新宿区中井１－４－４カーサ中井１０２

わいんすたいる ぎんきょう

東京都新宿区新宿２－１２－１５山原ハイツ７０２

ワイン屋バール西新宿店

東京都新宿区西新宿７－２０－１６ダイカンプラザシティー２

ワイン厨房 晩酌邸

東京都新宿区新宿３－７－９－４階

わせだ動物病院

東京都新宿区早稲田鶴巻町１１０

ワトソン動物病院

東京都新宿区西早稲田１－１１－８－１Ｆ

ワンステップ新宿店

東京都新宿区新宿３－３５－３新宿君嶋ビル３階

愛縁喜宴

東京都新宿区山吹町２９３番地生島ビル１階

愛国製茶本店

東京都新宿区西早稲田３－７－９

旭屋出版

東京都新宿区愛住町２３番地２ベルックス新宿ビル２－６階

安信旅行社

東京都新宿区新宿５－８－２ニューライフ新宿４０３

闇闇クラブ

東京都新宿区百人町１－２４－８タウンプラザビル２階

杏林苑

東京都新宿区百人町１－１１－２５ヴィラリナール３０２
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店舗名

店舗住所

伊伊ＨＯＵＳＥ西新宿

東京都新宿区西新宿４－３４－２１

一瑳 新宿 NS ビル店

東京都新宿区西新宿 241 新宿 NS ビル 29F

一酔万笑

東京都新宿区高田馬場 3-4-4Y’S プラザ 4 階

一番飯店

東京都新宿区高田馬場４－２８－１８

一蕃鶏 東京

東京都新宿区荒木町７番地

一品香

東京都新宿区神楽坂３－３

永仁堂薬局

東京都新宿区西新宿１－１５－１３胖ビル５階

越佐庵

東京都新宿区西新宿７－１１－３・平田ビル１階

炎雷堂

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－１１第二和幸ビル５階

黄金屋 新宿店

東京都新宿区新宿３丁目２８－１５

岡芳商店

東京都新宿区北新宿２－２２－１

沖繩パラダイス

東京都新宿区歌舞伎町１－２－１６－３Ｆ

音楽練習場オトレン

東京都新宿区新宿二丁目１４番６号

家電王大久保店

東京都新宿区百人町２－２１－１

花かぐら

東京都新宿区神楽坂３－１

花温

東京都新宿区大久保

解決型エステサロンＷｉｌｌＢ

東京都新宿区大久保１－１５－１８みゆきビル１００１

海ぶね新宿パークタワー店

東京都新宿区西新宿３－７－１新宿パークタワーＢ１Ｆ

海栗屋 新宿

東京都新宿区新宿５－１０－４

海鮮宮

東京都新宿区大久保１－１５－１５秋山ビル２階

外濠接骨院

東京都新宿区市谷田町１－２マツシタビル１Ｆ

柿家鮨 四ツ谷店

東京都新宿区荒木町２０インテック８８ビル

角家

東京都新宿区高田馬場３ー１２ー２７

楽堂整体院

東京都新宿区歌舞伎町１－１８－１０吉川ビル３Ｆ

割烹忠地

東京都新宿区中井１－３－７

株式会社 雄誠堂

東京都新宿区新宿１－９－１０ＹＫＢ東ビル１Ｆ

株式会社ＣｉｎｑＬｉｂｅｒｔｅ

東京都新宿区四谷３－１２・ワイムビジネスプラザ四谷５３６

株式会社Ｍ・Ｒ・Ｓ

東京都新宿区市谷台町６－３

株式会社トランスミックス

東京都新宿区荒木町２３鈴商ビル２Ｆ

株式会社ふぇーむ

東京都新宿区矢来町１２３番地矢来ビル３階

株式会社メジャースケート

東京都新宿区高田馬場４－２９－２７シチズンプラザＢ館１階

株式会社藤田電機

東京都新宿区西早稲田１－５－３グランド坂フジタ８０１

甘露

東京都新宿区西早稲田３－１４－１１

韓国家庭料理 黒豚

東京都新宿区歌舞伎町２－２０－１４内田ビル２Ｆ

丸三文庫

東京都新宿区西早稲田３－２１－２三楽ビル２階

丸山太一写真事務所

東京都新宿区西早稲田２－３－２２第三山武ビル６Ｆ

喜久屋クリーニング 牛込店

東京都新宿区南山伏町１－１８ハイホ－ム市ヶ谷１０１号

喜久屋クリーニング 市谷柳町店

東京都新宿区原町１－２フェリ－ス扇１０２

喜久屋クリーニング 神楽坂店

東京都新宿区袋町２３

喜久屋クリーニング 納戸町店

東京都新宿区納戸町９升本レジデンス１０２
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店舗名

店舗住所

希の華

東京都新宿区四谷１－１７－８石川ビル１Ｆ

季節料理 新宿なごみ

東京都新宿区歌舞伎町２－３８－４古屋ビル地下１階

紀伊國屋書店 新宿本店

東京都新宿区新宿３丁目１７－７

紀州梅干 味覚庵

東京都新宿区中井１－４－１２

紀茂登

東京都新宿区東五軒町５－５

喫茶タビビトの木

東京都新宿区西早稲田２丁目１番２号ハイツ森川１０１

宮わき

東京都新宿区荒木町９正起ビル１階

宮崎商会

東京都新宿区余丁町８－２藤和シティーホームズ新宿余丁町１階

牛込花政

東京都新宿区山吹町３３２

居酒カラ

東京都新宿区歌舞伎町１－１７－１１プレーンシティ新宿ビル６Ｆ

居酒屋 ＬＡＤＹ ＢＵＭＰ

東京都新宿区新宿二丁目１１番７－２０４号

居酒屋 おかげさま

東京都新宿区荒木町７－１野崎ビル１Ｆ

居酒屋 キャリフォルニア

東京都新宿区新宿３ー２８ー１６コルネビル４ｆ

居酒屋ひろ

東京都新宿区西新宿４－１６－１・西新宿カーネルビル１０２

魚魚家

東京都新宿区歌舞伎町１－１１－６ロイヤル歌舞伎町第一ビル１Ｆ

魚扇

東京都新宿区馬場下町９番地

魚繁

東京都新宿区北新宿４－２１－８

京のおばんざい くらま

東京都新宿区南山伏町３－５

協栄接骨院

東京都新宿区大久保１－６－１１規格ビル１階

蕎楽亭もがみ

東京都新宿区中里町 3 南雲荘 1 階

近代インターナショナル

東京都新宿区高田馬場１－３４－１２竹内ローリエビル

金太郎 四谷店

東京都新宿区三栄町１０－２三栄星野ビル１Ｆ

吟造

東京都新宿区北新宿１－３－１７パレスのはら１０３

九州ミートＫ高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－１４－６スワンビルＢ１

九州産地直送居酒屋 さくら 新宿三丁目店

東京都新宿区新宿３－６－９山口ビル２Ｆ

駒春

東京都新宿区四谷４－２７－６ラインビルド新宿御苑１Ｆ

串三五八 神楽坂店

東京都新宿区神楽坂３－６－２９ＭＩビル１階

串揚げ あげあげ 中井店

東京都新宿区上落合２－１９－７シャルムタナカ１階

串揚げ居酒屋忠吉

東京都新宿区西新宿５－８－８メゾンド新宿Ｂ１

釧路 炉ばた 万年青

東京都新宿区神楽坂２－２０阿ら井ビル

熊猫 Ｐａｎｄａ Ｂａｒ

東京都新宿区新宿２－１１－１１近藤ビル２０２

憩い

東京都新宿区高田馬場２－１４－４八城ビル５０１

鶏Ｄｉｎｉｎｇ＆ＢａｒＧｏｔｏ

東京都新宿区西新宿７－４－５富士野ビルＢ１

鶏ジロー 目白店

東京都新宿区下落合３－１９－１

鶏善やじろべゑ

東京都新宿区歌舞伎町１－２７－１フィルドニアビル４階

健楽整体院

東京都新宿区百人町２－２１－３－２Ｆ

犬のじどうかん POOCHPAL

東京都新宿区西落合 4-9-12U フラッツ 1F

元気まんぷく酒場うとっこ新宿東

東京都新宿区歌舞伎町１丁目６番地３石塚ビル５階

元気堂整体院

東京都新宿区新宿３－１１－１２－９０３

原価酒 BAR NICO

東京都新宿区高田馬場２丁目１４−７泉和ビル B1F
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店舗名

店舗住所

源記 大久保店

東京都新宿区百人町１－１９－１３塚本ビル１Ｆ

源整体院はりきゅう治療院

東京都新宿区新宿６－２７－４４－１階

個室会席北大路 新宿茶寮

東京都新宿区西新宿２－６－１新宿住友ビル５１Ｆ

個室中華 食べ放題 皇記 四ツ谷店

東京都新宿区四谷１－８－８佐伯千成ビル２Ｆ

個人溝口タクシー

東京都新宿区新宿２－１４－３大木ビル５Ｆ

古武士新宿６丁目店

東京都新宿区新宿６－４－１小山ビル１階

御苑前せお

東京都新宿区新宿１－３－５新進ビル１階

江戸前炭火焼ｋｅｍｕｒｉ神楽坂

東京都新宿区若宮町１０プレール神楽坂Ｂ１

江南亭

東京都新宿区四谷２丁目４－１ルネ四谷ビルＢ１

甲州屋

東京都新宿区神楽坂３－２

甲斐国際行政書士事務所

東京都新宿区西新宿７－１－１２クロスオフィス新宿３０１号

紅樽坊

東京都新宿区横寺町３７番地

荒川タクシー

東京都新宿区早稲田鶴巻町５８０

行政書士法人フォワード

東京都新宿区西新宿７－１－７新宿ダイカンプラザＡ館１１２３

香港華記茶餐廳 新宿店

東京都新宿区市谷田町３－２

高岡屋常川畳店

東京都新宿区四谷４－１８－２

高田馬場ビール工房

東京都新宿区高田馬場１－２９－２・恒栄ビル

合同会社第プロ

東京都新宿区神楽坂３－６－１０ヒルサイド神楽坂４０７

克ッ 高田馬場

東京都新宿区高田馬場２－１９－７タックイレブン１０６

国際自動車 新宿

東京都新宿区中落合 1-5-7

黒船

東京都新宿区歌舞伎町２－１１－１１Ｋ．Ｃビル４階

今澤ＳＨＩＮＪＵＫＵ

東京都新宿区新宿３－３２－１０・Ｔ＆Ｔビル７階

嵯峨根家

東京都新宿区西新宿５－２４－１６

砂場

東京都新宿区早稲田鶴巻町 543NS ビル 1 階

坐もつ焼きいしん大ガード店

東京都新宿区西新宿１－３－１３ｉ＆ｋビル地下一階

三間堂 新宿 NS ビル店

東京都新宿区西新宿 241 新宿 NS ビル 29F

山西亭

東京都新宿区大久保２－６－１０－Ｂ１

讃岐のおうどん花は咲く若松河田

東京都新宿区余丁町９－７シティーマンション新宿１Ｆ

四ツ谷魚一商店

東京都新宿区四谷１－３Ｍ＆Ｍビル１・２階

四ツ谷魚一商店三栄通り店

東京都新宿区四谷１－７第三鹿倉ビル地下１階

四川風中華料理 雅

東京都新宿区西新宿１－１４－１６Ｂ１

四谷 スパイラル

東京都新宿区四谷２－４－１１

四谷 ブルズ亭

東京都新宿区四谷２－８－８第５三和ビルＢ１

四谷ゴルフ倶楽部

東京都新宿区四谷１－８－８佐伯千成ビル３Ｆ

四谷駅前治療院

東京都新宿区四谷一丁目３番１１の３Ｍ＆Ｍビル７階

四谷未確認スタジオ

東京都新宿区四谷４－１３－１

四谷琉球

東京都新宿区荒木町３番

姉妹美容室

東京都新宿区新宿５丁目１－２２

枝魯枝魯神楽坂

東京都新宿区神楽坂５－３０

自分流鉄板焼てっしん

東京都新宿区新宿３－９－５ゴールドビル３階Ａ号
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店舗名

店舗住所

自遊空間 神楽坂店

東京都新宿区神楽坂 2-10 カグラヒルズ 4F

自遊空間神楽坂店

東京都新宿区神楽坂２－１０・カグラヒルズビル４Ｆ

芝大門 夏冬 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町２－２１－６ハタノビル１Ｆ南

写真工房エール

東京都新宿区新宿５－１５－２池与ビル３０５

手品家 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－１４－４・川新ビル７階

酒とおつまみ大ひら

東京都新宿区神楽坂３－２－６神楽坂越後屋ビル２Ｆ

酒や新宿

東京都新宿区百人町１－２４－８新宿タウンプラザ１１０

酒屋ジェット

東京都新宿区歌舞伎町１－３－７金嶋第１タワービル１階

酒晴 歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町１－１７－５・和田久ビル２Ｆ

寿司割烹浜勢

東京都新宿区西新宿７－１５－６ｋｓスクウエアー

舟町 鮨 やました

東京都新宿区舟町８－３新宿舟町ビル１階

十文字

東京都新宿区西早稲田１－４－１７

出張マッサージＨＳ

東京都新宿区西新宿７－１－８ヒノデビル４階

旬の魚うまい肴ととや

東京都新宿区市谷柳町２５Ｆ＆ＳＳビル

旬彩

東京都新宿区歌舞伎町１－９－８アサヒビル１階

旬彩みやざき

東京都新宿区百人町１－９－１４沖ビル１階中央

純米酒専門ＹＡＴＡ新宿三丁目

東京都新宿区新宿３－１４－２２小川ビル１０階

匠の技

東京都新宿区大久保２－１８－１０新宿スカイプラザ２Ｆ

小顔痩身リラクゼーションルナ

東京都新宿区新宿５－１７－６新宿三光町ハイム１Ｆ

小杉美食

東京都新宿区西新宿６－２１－１アイタウンプラザＢ１０７

小川整骨院

東京都新宿区神楽坂５－３０－２イセヤビル３階

庄司歯科医院

東京都新宿区高田馬場３－３７－１アルトビル２０１号

昌平 新宿西口店

東京都新宿区西新宿７－１２－４１３０

焼鶏 うぐいす

東京都新宿区神楽坂４－３－１１つなしょうテラス３Ｆ

焼鳥茜

東京都新宿区天神町６８滝沢ビル１Ｆ

焼肉 ＩＷＡ

東京都新宿区百人町２丁目８－１３

焼肉 清水苑

東京都新宿区舟町３番地

焼肉 炭火亭

東京都新宿区神楽坂３－６ニュージョウトーヤビル２Ｆ

焼肉Ｂａｒ うしクロ

東京都新宿区四谷坂町６－２０エスティメゾン四谷坂町一階

焼肉おおにし 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場４－８－７いちかわ書店ビル２階

焼肉しゃぶしゃぶ食べ放題まんぷくカルビ 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町１－１４－７林ビル２Ｆ

焼肉じょんじょん東新宿店

東京都新宿区大久保１－１２－２９

焼肉だん

東京都新宿区歌舞伎町１－２７－１フィルドニアビルＢ１

焼肉酒家 李苑

東京都新宿区新宿５－１８－１６ｓｈｉｎｊｕｋｕ５１ビルＢ１Ｆ

焼肉風風亭 西武新宿駅前店

東京都新宿区歌舞伎町１丁目２６－６－７Ｆ

笑う門には福来る整骨院整体院

東京都新宿区中落合１－７－５

上島珈琲店神楽坂店

東京都新宿区神楽坂３－２木村屋ビル１Ｆ・２Ｆ

場巣亭

東京都新宿区市谷左内町１山本ビル１Ｆ

食事処安

東京都新宿区西新宿８－１１－１３日東ビル１０１

信州炉端焼と日本酒の店 串の蔵

東京都新宿区新宿３ー３４ー１６池田プラザビルＢ１
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店舗名

店舗住所

新宿 ＣＨＩＮＡ ＤＯＬＬ

東京都新宿区西新宿８－１７－３グランドタワー

新宿 みやこんじょ

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－９

新宿 牡蠣入レ時

東京都新宿区新宿４－２－８

新宿 鉄板焼 ＯＲＣＡ（オルカ）

東京都新宿区新宿３－１２－１１石井ビルＢ１

新宿こてがえし

東京都新宿区新宿３－２１－９新宿ダッキープラザビル３階

新宿の花屋

東京都新宿区歌舞伎町２－６－６第２レオ寿マンション１Ｆ

新宿ますお

東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１２
レジデンシャルステージヒガシシンジュクＢ１Ｆ

新宿ワヰン酒場

東京都新宿区新宿４－２－９

新宿栄章

東京都新宿区西新宿７－８－１３第二万寿金ビル１Ｆ

新宿駅前メンタルクリニック

東京都新宿区西新宿１ー１８ー５中沖ビル８階

新宿加藤鍼灸院・整骨院

東京都新宿区西新宿８－５－３渡邊ビル５階

新宿花千

東京都新宿区新宿２－１５－２７

新宿丸港水産

東京都新宿区新宿３－１２－１２吉田ビル１階

新宿駆け込み餃子店

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－２・第５８東京ビル１階・２階

新宿御苑工房

東京都新宿区新宿１－１０－２黒新ビル１Ｆ

新宿三丁目ふじ屋

東京都新宿区新宿３丁目１２－４永谷タウンプラザ１０１

新宿三丁目ふじ屋 地下

東京都新宿区新宿３ー１０ー７鳥松ビル地下１階

新宿自動車学校

東京都新宿区山吹町２６３番地ライオンズマンション山吹町１０６号

新宿食肉センター極

東京都新宿区歌舞伎町２－１０－５－１Ｆ

新宿整骨院

東京都新宿区西新宿１－１４－１７

新宿西口カイロプラクティック

東京都新宿区西新宿１丁目１８番１７号ラウンドクロス西新宿９階

新大久保ＣＬＵＢ Ｖｏｉｃｅ

東京都新宿区百人町１－１０－７一番街ビル地下一階

森の風

東京都新宿区早稲田鶴巻５１６早稲田キャンパス２６号館１５Ｆ

深山会クリニック

東京都新宿区新宿３－１１－１１ダイアン新宿ビル９階

真心飯店

東京都新宿区歌舞伎町２－２４－２ニュー銀座新宿ビル１Ｆ

神楽坂 かねいち

東京都新宿区神楽坂３丁目１番地５０クレール神楽坂３－２階

神楽坂 けん

東京都新宿区神楽坂３－１０

神楽坂 レンタルスペース香音里

東京都新宿区天神町１７

神楽坂 山せみ

東京都新宿区神楽坂５－３１

神楽坂 木瓜の花

東京都新宿区神楽坂４－８神楽坂プラザビルＢ１

神楽坂ＫＩＭＵＲＡＹＡ

東京都新宿区神楽坂６丁目５０番地

神楽坂イタリアン

東京都新宿区横寺町６８唐沢ビル１Ｆ

神楽坂スタジオーネ

東京都新宿区神楽坂３－１クレール神楽坂３－５Ｆ

神楽坂ワイン酒場

東京都新宿区神楽坂４－２－１嶋田ビルＢ１・１Ｆ

神楽坂横内

東京都新宿区神楽坂４－８神楽坂ＡＧＥビル２階

神戸牛すき焼きしゃぶしゃぶ 三是 新宿本店

東京都新宿区西新宿１－１３－８朝日新宿ビルＢ１

辛ちゃん

東京都新宿区大久保１－１－９新宿フラワーハイホーム１０２号

仁川家

東京都新宿区大久保２－３１－１８

酔床 梵天

東京都新宿区高田馬場１－３１－８ダイカンプラザ１階
27

店舗名

店舗住所

世界のワインとキッチンアボカド

東京都新宿区新宿３－９－４・増蔵ビル４Ｆ

整骨院じゃむ

東京都新宿区改代町３３－１７第２ＮＨビル３階

整体＆腸もみ「すっきリンパ」

東京都新宿区高田馬場４－１３－１２東海林ビル３Ｅ号室

星の下の施術店

東京都新宿区西新宿７－１－８ヒノデビル４階

星の下の施術店ＬＯＵＮＧＥ

東京都新宿区西新宿７－１０－２０ワセダＳＴビル７階

星明りの談話室

東京都新宿区歌舞伎町２－２３－１２チェックメイトビル５Ｆ－Ｄ

晴れる屋 ＴＣ 東京

東京都新宿区高田馬場３－１２－２ＯＣビル２Ｆ

晴れる屋ブース

東京都新宿区高田馬場３－１２－２・高田馬場ＯＣビル地下２階

棲家

東京都新宿区新宿３－６－７第６三和ビル４階

生サムギョプサル食べ放題×焼肉
招待～チョデ～ 新宿店

東京都新宿区新宿３－２３－５新東ビルＢ１・Ｂ２

西新宿ふじ屋

東京都新宿区西新宿７－１９－１８セードル新宿ハイツ１０２号

西早稲田みやぎ整骨院

東京都新宿区西早稲田２－１０－２２クレッシェント西早稲田１Ｆ

誠 新宿店

東京都新宿区西新宿７－１１－１５

舌鼓

東京都新宿区大久保１丁目１番２号泰正ビル地下１Ｆ

千酉足

東京都新宿区新宿３－２０－６ＦＳビル８Ｆ

川崎屋 本部用

東京都新宿区西新宿１－２－８

川畑鍼灸マッサージ治療院

東京都新宿区新宿５－８－２３ＡＳＰガーデン新宿５０２

荘園

東京都新宿区新宿２－１２－９

蒼穹舎

東京都新宿区新宿１－３－５新進ビル３０２

足つぼ屋 ＰＥＲＩＤＯＴ

東京都新宿区新宿６－１０－５アクトレジデンス新宿第２－１０１号室

太極整体

東京都新宿区信濃町３４・トーシン信濃町駅前ビル３０８

台湾餃子店 曙橋店

東京都新宿区住吉町３番１１号

大久保通り接骨院

東京都新宿区北新宿３－８－４

大阪家

東京都新宿区歌舞伎町１－１７－１２浅川ビル地下１Ｆ

大阪焼肉・ホルモン ふたご高田馬場店

東京都新宿区高田馬場 3-2-15 第 26 東京ビル 1F

大阪焼肉・ホルモン ふたご新宿西口店

東京都新宿区西新宿 1-14-5 浅田ビル 2Ｆ

大阪焼肉・ホルモン ふたご西新宿 7 丁目店

東京都新宿区西新宿 7-10-14 富士山ビル 2Ｆ

大衆居酒屋 大ちゃん

東京都新宿区高田馬場３－１－３－Ｂ１

大衆酒場 鬼平 四ツ谷店

東京都新宿区四谷１－２０小泉ビル２Ｆ

大衆焼肉ホルモン李苑歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－１ＫＴビル１Ｆ

宅配弁当京香 四谷店

東京都新宿区愛住町１３－１

宅配弁当京香 目白店

東京都新宿区下落合４－２５－７

炭火焼呑み処 松しま

東京都新宿区新宿２丁目３－８－１，２階

炭火焼肉 四ッ谷 きらく亭

東京都新宿区四谷１－３三陽ビル１階

炭火焼肉忠吉

東京都新宿区西新宿５－８－１第一ともえビル１０３

炭焼き牛タン酒場 ウシカイ 飯

東京都新宿区揚場町２－２７ＭＩＴ飯田橋ビル３Ｆ

地球を旅するＣＡＦＥ

東京都新宿区高田馬場２－１２－５・プレビル１Ｆ

地鶏焼とりや新宿総本店

東京都新宿区西新宿３－７－２７セントヒルズ西新宿Ｂ１

地鶏焼物処そしてはなまる

東京都新宿区新宿３－１４－２２小川ビル地下一階
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店舗名

店舗住所

地蔵通り薬局

東京都新宿区水道町２－１ブライズ神楽坂ＤＵＥ１０２号室

地中海バル ＫＯＴＥＴＳＵ

東京都新宿区西新宿７－１６－４コンシェルジュ高橋２Ｆ

茶葉茶本舗

東京都新宿区西新宿７－１６－７西新宿第一手塚ビル２階

中華料理 萬達

東京都新宿区市谷本村町３番２０号新盛堂ビル

中国料理 古月 新宿

東京都新宿区新宿１－５－５御苑フラトー２Ｆ

中国料理 琥珀

東京都新宿区高田馬場３－１３－３高田馬場ファミリービル１０２

酎ばっか 高田馬場店

東京都新宿区高田馬場２－１５－９鈴や第五ビル２０１

頂マーラータン 新大久保店

東京都新宿区百人町２－６－２シルバープラザ１０１

鳥籠

東京都新宿区歌舞伎町１－３－１３第五金嶋ビル１Ｆ

蔦の家

東京都新宿区四谷４－３－２中川ビル１Ｆ

鶴兆新宿四谷店

東京都新宿区愛住町５－２６アムス四谷三丁目２階

鉄板Ｄｉｎｅｒ ＪＡＫＥＮ 新宿店

東京都新宿区新宿３－９－９新宿ワタセイ・タマビルＢ１

鉄板ダイニング莢

東京都新宿区内藤町１－７

鉄板居酒屋 春海

東京都新宿区中井１－３－８

鉄板焼

東京都新宿区神楽坂３－６－４０かぐらビル３階

向日葵

鉄板焼・お好み焼 莢

東京都新宿区内藤町１－７－１０１

鉄板焼・ステーキＴａｒｏｎｄ

東京都新宿区神楽坂４－５

鉄板焼さくら

東京都新宿区西早稲田３－２９－７

鉄板焼と焼酎のお店 ウシカイ

東京都新宿区四谷２－２第２２相信ビル４Ｆ

鉄板食酒りき

東京都新宿区高田馬場３－２４－３足立ビル１Ｆ

天月株式会社

東京都新宿区新宿５－１８－１１タナカビル３０２

天天飯店

東京都新宿区高田馬場２－１６－５大吉ビル１Ｆ

田中屋

東京都新宿区舟町１２－３３グレイス四谷１０２

唐苑酒楼

東京都新宿区歌舞伎町１－２２－３

唐朝刀削麺 西新宿店

東京都新宿区西新宿２－３－１新宿モノリス１Ｆ

東京ショールーム

東京都新宿区市谷本村町２番１１号外濠スカイビル５階

東京すしアカデミー 西新宿

東京都新宿区西新宿８－２－５

東京ミステリーサーカス

東京都新宿区歌舞伎町１－２７－５－ＡＰＭビル

東京閣

東京都新宿区市谷本村町４－１ホテルグランドヒル市ヶ谷西館Ｂ１

東京漢方堂

東京都新宿区四谷三丁目６番地３アスナロビル１階

東京堂シャツ

東京都新宿区西早稲田３－１５－５Ｋ２ビル２Ｆ

東京堂目白店

東京都新宿区中落合 3-27-3

東寿司

東京都新宿区早稲田鶴巻町１１１

東明写真

東京都新宿区高田馬場３－３３－２

桃太郎

東京都新宿区荒木町２

藤すし

東京都新宿区舟町５－５

徳利

東京都新宿区西新宿１－４－１７第一宝徳ビルＢ１

豚○商店 ＡＩＳＨＩ
（とんまるしょうてん あいし） 新宿総本店
呑みや ふるさと

東京都新宿区新宿３－１１－９花菱ビルＢ１
東京都新宿区西新宿７－１３－５ＳＡビル
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店舗名

店舗住所

呑み処よいよい四ッ谷店

東京都新宿区四谷１－７－１８アクトワールドビルＢ１

南国酒場

東京都新宿区若松町２９－７オーシャンプラザビル２階

肉屋の台所 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町 1-6-14 第 2 ショーリビル 2F

肉学肉寿司神楽坂毘沙門店

東京都新宿区袋町１番地栗原ビル１階

肉汁水餃子 餃包 新宿店

東京都新宿区新宿３－３５－１３裕永ビル３Ｆ

肉鮮問屋「２５－８９」

東京都新宿区西新宿７－１０－１３ガイアビル３－１Ｆ

肉亭ふたご新宿店

東京都新宿区歌舞伎町 1-18-9WaMall 歌舞伎町１０F

日乃屋カレー 小滝橋通り店

東京都新宿区西新宿７－９－１５新宿ダイカンプラザビジネス清田ビル１階

日本鮮魚甲殻類同好会

東京都新宿区歌舞伎町１－２２－３

日本男児

東京都新宿区新宿２－１１－２カーサヴェルデ１階

日本美容専門学校 2 号館

東京都新宿区高田馬場 1-20-2

日本美容専門学校５号館

東京都新宿区高田馬場 1-10-34

日本美容専門学校本館

東京都新宿区高田馬場 1-21-12

日本料理たちばな

東京都新宿区荒木町３－１９桑沢四谷ビル１０２

巴

東京都新宿区歌舞伎町１－２－７星座館８階

梅香苑

東京都新宿区若松町１１番３号

買取小町

東京都新宿区新宿５－１６－５ダイタンビル３Ｆ

白雪鮨

東京都新宿区中落合 1-13-5

髪ポライト

東京都新宿区下落合１－１６－７松田ビル１Ｆ

美容室 プラバー

東京都新宿区中落合１－１７－１３

富士屋商店

東京都新宿区西新宿６－１７－１０

富士薬局

東京都新宿区下落合３－２１－１

富足

東京都新宿区西新宿７－２－４新宿ＭＳビル２Ｆ

葡萄酒 武田 Ｂａｒ

東京都新宿区高田馬場２－１５－９鈴や第五ビル４０１

風の蔵

東京都新宿区歌舞伎町２－１８－９

福園 新宿フロントタワー店

東京都新宿区北新宿２－２１－１新宿フロントタワー２Ｆ

穂花

東京都新宿区原町１－４９

峰屋×ｋｉｔｃｈｅｎ Ｌａｂ

東京都新宿区富久町１７－１

蓬

東京都新宿区歌舞伎町１－１２－３ＭＯＮビル５Ｆ

北海食堂 土木土木

東京都新宿区百人町１－２３－１７大久保共同ビル１Ｆ

麻辣ＴＡＮ

東京都新宿区大久保１－３－２２ヴァンヴェール新宿１０７

鮪鰹鮭や

東京都新宿区西新宿７－１１－２ＡＳＰ西新宿ビル２Ｆ

万葉烏梅染しぎや

東京都新宿区上落合２－１０－１１ヴィラフォンテ１階１０１号

味の味

東京都新宿区西新宿４－３１－３－１０３

味彩吉野

東京都新宿区新宿５－１０－４－１０２

民俗酒家 農楽

東京都新宿区下宮比町２－７西欧ビル１階

眠れるほぐし処うたたね

東京都新宿区神楽坂３－２－１２摩耶ビル７Ｆ

夢を叶えるみんなのエステ

東京都新宿区高田馬場２－１９－７タックイレブン高田馬場９１０

夢乃

東京都新宿区西新宿６－２－３新宿アイランドアネックス１０６

麺屋きよし

東京都新宿区山吹町２６３－２ライオンズマンション１０３
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木のおもちゃ積み木の森

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４７グランステージ早稲田１階

木ノ花

東京都新宿区袋町２５－４６タンテ神楽坂１０２

木挽町大野

東京都新宿区四谷３－６－５大野ビル１階

目白のえほんやにこにこ書店

東京都新宿区下落合４－２６－１３

夜咄ｓａｈａｎ

東京都新宿区上落合２－２３－１１

弥兵衛

東京都新宿区新宿３－８－５

薬局ラクトファーマシー

東京都新宿区納戸町１３

油そば 力

東京都新宿区高田馬場３ー１２ー１久松ビルＢ１Ｆ・１Ｆ

悠然

東京都新宿区荒木町１６ベルウッドビル１Ｆ

有限会社 青木タイヤ

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４６番地

有限会社 平井碁盤店

東京都新宿区山吹町３６６－１－１０１

有限会社ノングインレイ

東京都新宿区高田馬場２－１９－７ＴＡＫ１１ビル１Ｆ

有限会社プロフローラ

東京都新宿区富久町１３－１４

有限会社ユカインターナショナル

東京都新宿区四谷３－１－４斉藤ビル１階

遊食彩旬 乃’ＳＡＮ

東京都新宿区西落合２－１１－３

溶岩焼 薩摩屋 新宿店

東京都新宿区新宿５－１１－１３

溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ 新宿店

東京都新宿区西新宿１－１４－１６１１４ビル２階

落合中央接骨院・鍼灸院

東京都新宿区上落合３－８－２３

藍和綜合法律事務所

東京都新宿区舟町４ー１８

李太郎

東京都新宿区大久保１－１６－２９巨山ビル

龍月園

東京都新宿区四谷１－２０

龍源餃子

東京都新宿区新宿５－１０－４

鈴木法務事務所

東京都新宿区西新宿７－１－７－１００４

鈴薬局 市ヶ谷店

東京都新宿区市谷田町２－３１－２オトナリＡＳＵＫＡＲＡビル１階

炉ばた情緒 かっこ 新宿東口店

東京都新宿区新宿 3-34-11 新宿ピースビル 4F

老四川麺館金満軒高田馬場店

東京都新宿区高田馬場４－１２－８村山ビル１階

和ごころ

東京都新宿区四谷１－３－２Ｆ

和楽

東京都新宿区四谷三丁目７番地

和食日和 おさけと 神楽坂

東京都新宿区神楽坂６－８－１階２階

珈琲アリヤ

東京都新宿区新宿 3-1-17 山本ビル地下 1 階

琥珀

東京都新宿区歌舞伎町１－１－６新宿ゴールデン街花園五番街

眞一館新宿本店

東京都新宿区歌舞伎町２－２８－１３

萬福飯店 西新宿店

東京都新宿区西新宿６－１０－１日土地西新宿ビル２Ｆ

鍼灸整体和－ｎａｇｏｍｉ－

東京都新宿区新宿１－５－１３溝呂木第１ビル５０３

鍼治療院 鍼摩屋

東京都新宿区西新宿８－１２－１サンパレス新宿８０２

餃子酒場 四谷本店

東京都新宿区四谷１－１９中沢ビルＢ１・１Ｆ

鮨 松もと

東京都新宿区津久戸町４－１

鮨金

東京都新宿区中落合３－４－１２日神デュオステージ新宿中落合１０５

鮨処八千代 牛込店

東京都新宿区市谷柳町２４－１－２

鮨処八千代 四谷総本店

東京都新宿区荒木町１番地
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鮨処八千代 信濃町煉瓦館店

東京都新宿区信濃町３５煉瓦館ビル地下１階
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