
◯ 小・中規模店舗限定券（Ａ券）と共通券（Ｂ券）が使える登録店 更新日：2023年2月20日

商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種

三好寿し 152-0011 東京都目黒区原町1-16-16 03-3712-6110 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 すし屋

すし　初代　渡邉淳一 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-15 03-5708-5550 紙商品券のみ すし店 すし店

大松鮨 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-30-10 03-3717-1538 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 すし店

魚浜学芸大店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-3-6 加藤マンション1F 03-5722-6984 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 飲食業

(有)寿司文 153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-3-202 090-5522-7496 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 飲食店

すし処　桃山 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8自由が丘デパート1F 03-3717-7449 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 持ち帰り・出前専門寿司店

後楽寿司 153-0051 東京都目黒区上目黒2-24-1 第1麻生ビル1F 03-3719-0054 紙商品券のみ すし店 寿司

松葉寿司 153-0065 東京都目黒区中町1-5-2 03-3715-0013 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 寿司

有限会社多喜寿司 153-0051 東京都目黒区上目黒4-9-4 03-3712-7653 紙商品券のみ すし店 寿司

寿司海鮮魚いち 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-10杉山ビル1F 03-3794-1333 紙商品券のみ すし店 寿司・海鮮料理

寿司春 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15 03-3724-1448 紙商品券のみ すし店 寿司屋

いろは寿司中目黒本店 153-0042 東京都目黒区青葉台1-30-10 03-3794-6879 紙商品券のみ すし店 寿司店

いろは寿司中目黒川沿い店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-5-13 03-5722-3560 紙商品券のみ すし店 寿司店

湖山 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-19-204 03-3712-5137 デジタル商品券・紙商品券両方 すし店 寿司店

中根寿司 152-0023 東京都 目黒区 八雲3-7-1 03-3718-0280 紙商品券のみ すし店 寿司店

紋寿司 153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目14-19 03-3712-6078 紙商品券のみ すし店 寿司店

協和マッサージ学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-17 2F 03-3715-1123 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 あん摩マッサージ指圧業

クールドフルール　いけばな小原流 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-6 中島ビル301 090-1552-4746 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 いけばな教室

エステティックサロン　ソシエ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5701-0136 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 エステ

陰陽サロンHealth&Beauty 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-16-10大森ビル2.3F 03-6421-3787 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 エステサロン

GRAND INO 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘5F 03-5729-1178 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 エステティックサロン

グレースフィオーレ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-24藤和自由が丘コープ205 03-6876-4492 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 エステティックサロン

C&O自由が丘カイロプラクティックセンター 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-13-14自由が丘スカイビル605 03-6421-1555 紙商品券のみ その他 カイロプラクティック、パーソナルトレーニング、酸素カプセル

エネフィット　イシイ 153-0053 東京都目黒区五本木2-14-4 03-3713-4589 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 ガス住宅器具販売

自由が丘ガラス工房　ジーラソーレ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-17-15-101 03-3725-7229 紙商品券のみ その他 ガラス工房教室

成子クリニック 153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-14 2F 03-3760-0066 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 クリニック

カギの救急車 141-0021 東京都品川区上大崎2-24-12 03-3493-9990 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 サービス業

読売新聞　大岡山店 145-0062 東京都大田区北千束1-53-13 03-3718-1121 紙商品券のみ その他 サービス業

中目黒カイロプラクティック整体院 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-44-5 ヒロミエール中目黒201 080-7050-3136 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 サービス業（整体）

イズミダンススクール 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-4-19江連ビル3F 03-3711-1066 紙商品券のみ その他 ダンススクール

自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 152-0002 東京都目黒区八雲3-23-7 03-3723-3911 紙商品券のみ その他 テニススクール

Dog Ring 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-2 シティハイツ祐天寺1F 03-5708-5161 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 トリミングサロン

ネイルクイック 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-6459-5680 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 ネイルサロン

ビューティーセラピーマジック 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-5-6フラッツ自由が丘105 03-6754-3714 紙商品券のみ その他 ビューティー

POOCHIES 153-0064 東京都目黒区下目黒2-21-28セントヒルズ目黒101 03-6421-7039 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 ペットサロン

PetsalonBirthday洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-15洗足21 1F 03-3792-8782 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 ペットサロン

Pet shop mogoo 153-0063 東京都目黒区目黒4-26-11 TSビル1F 03-3791-7661 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 ペットサロン・ホテル

リラク学大小路店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-4-25 03-5708-5569 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 リラクゼーション

てもみん　自由が丘駅南口店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-3 アイ・エー・ビル2F 03-5731-6830 紙商品券のみ その他 リラクゼーション

POWWOW 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-6421-4088 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 リラクゼーション

薬膳茶と温活セラピーサロン　OHANA 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-16-4-202 070-8382-7457 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 リラクゼーションサロン

アートボックス　紅葉ヤ 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-1 03-3717-2793 紙商品券のみ その他 委託販売

医療法人社団七花会平田クリニック 152-0032 目黒区平町1-26-20 03-3717-7256 紙商品券のみ その他 医院

医療法人社団　恵俊会　こんどう医院 152-0002 東京都目黒区目黒本町5-27-17日神パレス武蔵小山101 03-5768-7317 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 医業

しょうわ整骨院 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-5 浅海ビル101 03-3791-5038 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 医療

岩崎接骨院 152-0002 東京都 目黒区 目黒本町6-1-18 フリープラン武蔵小山 03-3760-9559 紙商品券のみ その他 医療

株式会社　三栄コピー 153-0041 東京都目黒区駒場1-34-9 03-3466-7320 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 印刷業

有限会社水口運送店 145-0062 東京都大田区北千束1丁目36-1 03-3717-0352 紙商品券のみ その他 運送業

Natural muscle 祐天寺 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺1-22-5エムワイビル2階 03-5721-7088 紙商品券のみ その他 運動施設

エヴァグリーン英語学院 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-21-18 03-3713-4958 紙商品券のみ その他 英語・日本語学校

有限会社関商店 153-0065 東京都目黒区中町2-39-15 03-3712-3230 紙商品券のみ その他 園芸

大岡山運動教室 152-0033 東京都 目黒区 大岡山1-4-3 090-4371-6969 紙商品券のみ その他 介護サービス

三原色絵画クラブ 153-0064 東京都目黒区下目黒2-24-7ハイムセブン201 090-7947-0597 紙商品券のみ その他 絵画教室

自由が丘ランゲージスクール 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8自由が丘デパート4F 03-3718-3511 紙商品券のみ その他 外国語教授

リボーンスミス祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-12-1 03-5725-8992 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 革製品のリペア

ニュートン 152-0023 東京都 目黒区 八雲1-5-6 03-3723-1230 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 額縁額装店

(有)大黒屋不動産 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-5 03-3712-6851 紙商品券のみ その他 管理業

学習塾町子屋 153-0064 東京都 目黒区 下目黒3-12-11 03-3714-5955 紙商品券のみ その他 教育支援

岩佐商会 153-0063 東京都目黒区目黒2-11-10-1F 03-3492-0103 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 金物・防災用品

五健整骨院　西小山本院 152-0011 東京都目黒区原町1-15-3 03-3793-8860 紙商品券のみ その他 健康・医療

レノヴァ株式会社 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-23 03-5794-8100 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 建設

株式会社鈴建設 152-0033 東京都目黒区大岡山1-4-5 03-5726-8408 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 建設業

株式会社 比護工務店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-22-4 03-3723-5447 紙商品券のみ その他 建設業

株式会社インテリア山田 八雲店 152-0023 東京都目黒区八雲1-8-10 03-3724-2233 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 建設業（内装仕上工事業リフォーム）

ギャラリー翠 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-13 今井ビル 03-5708-5106 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 工芸品ギャラリー

マイパートナー行政書士事務所 153-0061 東京都 目黒区 中目黒中目黒1-4-18サングリア中目黒803号 03-6451-0687 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 行政書士業

マイパートナー司法総合事務所 153-0061 東京都 目黒区 中目黒中目黒1-4-18サングリア中目黒803号 03-6451-0686 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 司法書士事務所

中目黒駅前歯科 153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-22-101 03-5734-1657 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科

こどもの歯科 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-1MKビルⅡ1F 03-5768-4182 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科

井上歯科クリニック 152-0004 東京都目黒区鷹番2-19-17城南鷹番ビル2F 03-3716-8148 紙商品券のみ その他 歯科

医療法人社団仁愛会　歯科学芸大学クリニック 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-21 菱和ステーションプラザ学芸大学205 03-6303-4194 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科

岡田歯科医院 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-32-17 03-5729-0648 紙商品券のみ その他 歯科

医療法人社団　LiPS　自由が丘歯科オーラルケア 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-13-2階 03-5726-9185 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科医院

自由が丘DWORKS歯科・矯正歯科 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢2-38-9 2F 03-6421-4680 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科医院

勝俣歯科医院 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-8-ウエストフォトビル3F 03-3793-5515 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科医業

すずき歯科クリニック 153-0063 東京都目黒区目黒4-23-16 フォルトゥーナ目黒1F 03-3710-0804 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科医療

いちょう通り歯科医院 142-0062 東京都 品川区 小山7-15-21プレミール洗足101 03-5788-2155 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 歯科診療所

メルサ自由が丘店 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-3724-6611 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 事業所

アポロボディケア 153-0053 東京都目黒区五本木2-12-1 03-5722-3335 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 治療院

肩こりラボ鍼灸マッサージ院 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-8 学大YSビル3階 03-3713-7117 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 治療院

森鍼灸整骨院 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-15 2階 03-3725-0086 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 治療院

LATTESTbike目黒店 153-0064 東京都目黒区下目黒2-21-24ハイツ第二目黒1階 03-3494-0092 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 自転車屋

曽我自転車店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-49-20 03-3712-8891 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 自転車販売・修理

(株)ウイングアシスト目黒 152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-11 03-5722-2788 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 自転車販売業

有限会社　トキタ商会 153-0061 東京都目黒区中目黒5-19-9 03-3719-0718 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 自動車整備・販売

株式会社近藤自動車 152-0033 東京都目黒区大岡山1-4-1 03-3718-6536 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 自動車整備業

インテリア駒原 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-2 03-3717-0756 紙商品券のみ その他 室内装業

小田写真店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-21 03-3713-8977 紙商品券のみ その他 写真

アトリエ木下自由が丘本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-20-4コレッソ自由が丘1F 03-6459-5826 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 写真館

柿の木坂写真工房 152-0022 東京都目黒区柿の木坂2-27-21-101 03-5726-8528 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 写真業

オクズミ写真館 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-14-4F 03-3717-1569 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 写真撮影業

ウエストフォト 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-8 03-3793-0002 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 写真全般

PHOTO TAKANO STUDIO+ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-2-10 03-3711-0779 紙商品券のみ その他 写真店、スタジオ

有限会社　伊倉鈑金塗装工業 153-0064 東京都目黒区下目黒3-8-7 03-3713-7520 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 車の鈑金塗装業

助産院バース　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-16 ヒルズ自由が丘C棟2F 03-5726-8584 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 助産院

(株)国領商店 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-15-11 03-3724-9900 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 畳・内装工事業

(有)たたみや田中 153-0041 東京都目黒区駒場1-32-18 03-3465-0188 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 畳屋

朝日新聞　ASA自由が丘 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-23-13 03-3717-5957 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 新聞送造業

読売新聞　目黒 153-0063 東京都目黒区目黒3-4-3 読売目黒ビル 03-3715-2097 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 新聞販売

東京新聞目黒祐天寺販売所 153-0064 東京都目黒区下目黒3-5-1 梶浦ビル1F 03-3710-1989 紙商品券のみ その他 新聞販売

読売センター学芸大学 152-0004 東京都目黒区鷹番3-9-1 03-3712-7319 紙商品券のみ その他 新聞販売業

(医)法山会 山下診療所自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-30-3 自由が丘東急ビル7F 03-3724-3811 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 診療所

圓川整骨院モアレ検査整体院 152-0004 東京都目黒区鷹番3-18-20 玉泉堂ビル1F 03-3760-4141 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整骨院　整体院

都立大学駅前整骨院 152-0032 東京都目黒区平町1-26-16 くりやまビル2階 03-5729-1778 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整骨院・整体・マッサージ

クレアトゥール整体院 153-0064 東京都目黒区下目黒1-5-16 本田ビル2F 03-3490-1357 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整体

骨盤ストレッチサロン Art Body 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-20三澤堂ビル2階 03-6303-3974 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整体

翼・整体 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-7-11匠ビル1F 03-3792-6435 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整体　マッサージ

住　　　　所



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

FUNOVA自由が丘 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-26-5稲毛屋ビル3F 03-6421-3363 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整体、鍼灸、パーソナルトレーニング

リーエルーム 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-16 03-3715-4966 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 整体業

ダスキン自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-5-1 03-3725-4354 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 清掃業

明光石油株式会社池尻店 153-0043 東京都 目黒区 東山3-15-1出光池尻ビル 03-3719-6311 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 石油

澤田接骨治療院 153-0051 東京都目黒区上目黒2-16-11-102 03-3793-1241 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 接骨院

美鈴保健接骨院 152-0033 東京都目黒区大岡山1-5-15 03-3723-2233 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 接骨院、鍼灸院

株式会社フジモリ 153-0051 東京都目黒区上目黒2-13-5 03-6303-1160 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 葬祭業

あおば葬祭 153-0064 東京都目黒区下目黒5-7-1 03-5722-7651 紙商品券のみ その他 葬祭業

株式会社想心セレモニー 153-0064 東京都目黒区下目黒3-16-5 03-3713-6761 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 葬祭業

東京式典株式会社 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-6 03-5724-5560 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 葬祭業

勝山葬祭株式会社 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-17 03-6303-0066 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 葬祭業

丸栄貸衣裳店自由が丘スタジオ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-15 3F 050-5515-3912 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 貸衣裳業

株式会社 リバティー・コーポレーション 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-29-14 J.Front#502 03-5701-1225 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 店舗内装・マンションリフォーム・一般リフォーム

ひまわり井田クリニック 153-0063 東京都目黒区目黒3-14-3 03-3791-7650 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 内科・診療所

株式会社ディマンシェ　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-17-6 The Front 2F 03-5726-9110 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 内装仕上工事業（オーダーカーテン）

ゆうてんじ皮ふ科 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-22-5 03-5721-0303 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 皮膚科医院

柿の木坂美術 152-0023 東京都目黒区八雲1-2-2 03-5729-0102 紙商品券のみ その他 美術商

ネイルサロン　クイーン　アン 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-6 03-6303-3652 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 美容

株式会社ツインシップ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-19-6 03-3713-0007 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 不動産

株式会社モーリス 152-0003 東京都目黒区碑文谷6-1-20 03-3716-3939 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 不動産業

有限会社ドラゴン・ヒル 152-0004 東京都目黒区鷹番3-1-8 原中山ビル3F 03-6715-6262 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 不動産業

Merci Merci 152-0023 東京都 目黒区 八雲5-19-3 090-9802-2218 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 米糠酵素浴サロン

ＦＡＶＯＲ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-19-12 03-5734-1122 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 洋服お直し・オーダー

洋服リフォームイケダ 153-0051 東京都目黒区上目黒2-40-22 03-3719-8386 紙商品券のみ その他 洋服のお直し

こころ鍼灸整骨院 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-20 1F 03-3791-0556 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸　整骨院

はり・きゅう・指圧　佳鍼堂 153-0051 東京都目黒区上目黒3-10-3 メイツ扶翼中目黒215号室 03-4361-8850 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸、マッサージ

グローバル治療院目黒駅前 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-6 GS目黒駅前ビル 03-3490-9686 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸、マッサージ

ライズ鍼灸スポーツマッサージ治療院 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-31-7 03-6459-5240 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸マッサージ

グローバル治療院　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-10 リバティヒルJ2F 03-5731-6891 紙商品券のみ その他 鍼灸マッサージ

東京α鍼灸整骨院 153-0051 東京都目黒区上目黒2-38-1玉川ハイツ1F 03-6451-2947 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸院

すいな鍼灸院 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-4 1F 03-6339-0659 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸院

はり灸直枝治療室 152-0004 東京都目黒区鷹番3-9-1 03-5721-5534 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸施術

青柳鍼治療所 153-0065 東京都目黒区中町1-6-13 03-3711-4037 デジタル商品券・紙商品券両方 その他 鍼灸治療

からおけるーむアポロ 153-0051 東京都目黒区上目黒3-7-6 B1F 03-5704-8778 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 カラオケルーム

よみうりカルチャー自由が丘 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-5 03-3723-7100 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 カルチャーセンター

プリモ芸術工房 152-0012 東京都目黒区洗足2-23-11 ヨシダビル2F 03-6421-6917 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 コンサートサロン

とんかつ新宿さぼてん 西小山にこま通り店 152-0011 東京都目黒区原町1-10-1 03-3793-9920 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 サービス業

モミの木ゴルフ 152-0031 東京都目黒区中根1-6-1 ニューヨークコーナー161 03-6459-5755 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 サービス業　室内ゴルフスクール

パソコンスクール　アルト 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-18-3F 03-5498-1415 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 パソコン教室

PET DESIGN 自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-17 03-5726-8700 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 ペットショップ（サービス業）

楽屋 153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 モロハシビル1F 03-3714-2607 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 ライブハウス

リアット！学芸大学東口店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-8-21-101 03-5720-5565 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 靴修理

浅川治療院 153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-3 03-3792-7204 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 指圧.マッサージ

すっきりラボ　整骨院 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-3 外村ビル1F 03-3760-4370 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 整骨院

健康堂整骨院 都立大学院 152-0031 東京都目黒区中根1-2-8 川上ビル3F 03-3725-6622 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 整骨院

自由が丘あおば整骨院 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-9-4関野ビル201 03-6421-2522 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 整骨院

ナチュラルカイロプラクティック院 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-20-602 03-3723-1321 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 整体

麻雀大鳥 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-12みすずビル6F 03-3494-1866 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 麻雀店

スター観光 152-0003 東京都目黒区碑文谷5-20-1 03-3714-0044 デジタル商品券・紙商品券両方 その他サービス・娯楽 旅行業

中国料理「旬遊紀」ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

日本料理「渡風亭」ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

RISTORANTE"CANOVIANO"ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

New American Grill"KANADE TERRACE"ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

Café & Bar「結庵」ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

カフェラウンジ「パンドラ」ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

ステーキハウス　ハマ　ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

PATISSERIE「栞杏1928」ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

宿泊　ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

百段階段　ホテル雅叙園東京 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 03-3491-4111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

ホテルミッドイン目黒駅前 153-0064 東京都 目黒区 下目黒1-2-19 03-3490-3111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 ホテル業

もちこし 153-0051 東京都目黒区上目黒2-40-28 サンバレイ中目黒101 03-6303-4905 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食

カレーハウスCoCo壱番屋東急祐天寺駅前店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-1フィオーレ祐天寺104 03-5794-8915 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食

日本料理ひのや 152-0032 東京都目黒区平町1-25-14 03-3718-4343 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食

コジコジ(CosiCosi) 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-16 070-8968-3599 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食

ラーメン仙花 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-12-5 090-9304-5855 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食

五本木食ラボ 153-0053 東京都目黒区五本木2-15-12ウオツネビル 03-6412-8089 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食・小売り・気仙沼関連の商品セレクト

インド料理　スルヤ 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 アトラスタワー2F 03-3792-8223 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

鉄板焼たまゆら 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1-317 03-5724-3777 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

慶州鍋処いずみ田 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-11戸田ビル2F 03-5722-8307 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

さかとこ 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-15-12和泉ビル1階 03-3713-3133 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

新潟三宝亭　東京ラボ　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-5 03-5725-3356 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

しもめ太郎 153-0064 東京都目黒区下目黒1-5-16 1F 03-6420-3206 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食業

京都のおでんと日本酒べろべろばー 153-0064 東京都目黒区下目黒3-10-35 服部ビル2F 090-1896-8148 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

海老民本店 153-0064 東京都目黒区下目黒3-11-10 03-3711-6621 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

49Asian　kitchen+Bar 152-0004 東京都目黒区鷹番2-19-23 2F 03-6303-2530 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食業

Blossom Hill 152-0023 東京都目黒区八雲1-8-8 03-6421-2639 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

やき鳥　歩ム　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-3-14伊勢元ビル2階 03-5726-8727 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食業

ステーキなぐら 153-0042 東京都目黒区青葉台1-16-12サクレピエスB1 03-6416-3472 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

La gueule　de　bois 153-0043 東京都目黒区東山1-8-6サンロイヤル東山108号 03-6884-4630 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

目黒バルLa casadel PINO 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-13福寿司ビル1F 03-3493-7355 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

めぐろ大黒屋 153-0063 東京都目黒区目黒2-8-4 03-3493-5260 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

越路 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-9-3 03-3712-4354 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店

ELCEBICHERO 153-0053 東京都目黒区五本木2-15-3 070-4087-4146 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

M`s　GRILL&BAR 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-4-102 03-5708-5138 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

もつやき　ばん　2号店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-16 03-3792-3021 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店

もつやき　ばん本店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-17 03-3792-3021 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店

とんかつLab 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-15 03-6303-3719 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

TAKUPAN 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-12 1F 03-6459-5703 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

ビストロ　キムラ 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-15メゾンドベール1F 03-6421-3468 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

とん吉 152-0002 東京都目黒区目黒本町6-18-23 03-3713-0618 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店

すみ食堂 152-0033 東京都目黒区大岡山1-4-3ロイヤルコート大岡山B1F 03-5726-8087 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店

寿司割烹たちばな 152-0033 東京都目黒区大岡山1-6-6 03-3718-4483 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

自由が丘さんど 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-18 070-3105-5313 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 飲食店

Hibusuma-oriental café 152-0023 東京都目黒区八雲1-2-5 03-3723-2455 紙商品券のみ その他飲食、宿泊業 飲食店／中華料理

とらふぐ亭目黒店 153-0063 東京都目黒区目黒1-5-15-1F 03-5740-6329 デジタル商品券・紙商品券両方 その他飲食、宿泊業 外食業

菱田屋 153-0041 東京都目黒区駒場1-27-12 03-3466-8371 デジタル商品券のみ その他飲食、宿泊業 定食屋

オダ・レコード 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-21 03-3716-8517 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 CD/DVD販売

有限会社　コジマ電器商会 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-17 03-3717-4943 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 TVゲーム販売他

株式会社ルドファン 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-2-19-105 03-5701-6321 紙商品券のみ その他小売 インテリア用品

インテリアショップささ家 152-0011 東京都目黒区原町1-15-5 03-3716-0345 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 インテリア用品販売

メイド・イン・アース 158-0083 東京都世田谷区奥沢7-3-10 T-STYLE自由が丘1F 050-5357-9016 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 オーガニックコットン製品の小売（布ナプキン＆衣類、寝具、ベビー等）

PG GAUZE自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-24 03-3718-4022 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 ガーゼ専門店

Beautiful Days 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-14-8-105 03-3718-7451 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 カーテン・生地販売業

レーンティーン 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2ひかり街 03-3723-9432 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 カフェカーテン・カーテン・雑貨

セブンイレブン　目黒駒場１丁目店 153-0041 東京都目黒区駒場1-31-6 03-3481-6778 紙商品券のみ その他小売 コンビニ

セブンイレブン　目黒油面店 153-0063 東京都 目黒区 目黒4-23-19 03-3711-2800 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンス

セブンイレブン　上目黒2丁目店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-3 03-3715-4310 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　目黒祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-3 03-3712-5571 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

セブンイレブン　学芸大学駅東店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-8-19 03-3716-3992 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　学芸大学駅西口店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-1 03-3711-2553 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　都立大学駅前店 152-0032 東京都目黒区平町1-25-18 03-3724-1310 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　目黒柿の木坂１丁目店 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-31-14 03-3723-5145 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　自由が丘学園通り 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-3-12 03-5701-2066 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　目黒自由が丘2丁目店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-12 03-3718-7011 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブン-イレブン武蔵小山西口店 152-0002 東京都目黒区目黒本町3丁目5-7 03-3715-2088 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

ローソン目黒八雲一丁目店 152-0023 東京都 目黒区 八雲1-3-6 03-6421-3552 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストア

セブンイレブン　中目黒アトラスタワー店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 03-3714-6522 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストアー

ファミリーマート原町一丁目店 152-0011 東京都目黒区原町1-6-5 03-3710-5792 紙商品券のみ その他小売 コンビニエンスストアー

セブンイレブン　目黒祐天寺駅前 153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目2-11 03-3792-5245 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 コンビニエンスストアー

成城石井　池尻大橋店 153-0044 東京都目黒区大橋2-22-9-1F 03-6416-8478 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　目黒店 141-0021 東京都品川区上大崎2-24-13 03-3492-8711 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　清水台店 153-0064 東京都目黒区下目黒4-11-18 03-3716-5171 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-1-11 03-3716-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

成城石井　柿の木坂店 152-0021 東京都目黒区東が丘1-5-10 03-5433-5810 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-1 03-3786-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　大岡山店 152-0033 東京都目黒区大岡山2-10-1 03-3720-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

成城石井　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-17自由が丘スポーツプラザビル1F 03-5731-8702 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

庭野スポーツ(有) 152-0031 東京都目黒区中根1-5-2 B-7 03-3718-6050 紙商品券のみ その他小売 スキー専門店

タイガースポーツ 152-0003 東京都目黒区碑文谷1-24-19 03-3710-1400 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スポーツ用品

有限会社　ホリイスポーツ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-9 03-3719-3931 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スポーツ用品小売業

有限会社ウエンブレー 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-4杉田ビル3F 03-3716-2626 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 バドミントン用品小売

ペットボックス 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-3-18川島ビル1F 03-3715-5686 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 ペットショップ　小売業

Re SALE LOOP 153-0061 東京都目黒区中目黒5-28-17ニチエービル1F 03-3793-5152 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 リサイクルショップ

リサイクルブティック　ラ・ピリエ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-1サンリキひかり街1階 03-3725-7055 紙商品券のみ その他小売 リサイクルショップ

有限会社　廣文堂 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-14-12 03-3717-7518 紙商品券のみ その他小売 印章・印刷・ゴム印他

sora自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-7コア自由が丘103号 03-3723-1152 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 卸・小売業

丸石家具株式会社 152-0004 東京都目黒区鷹番3-4-17 03-3715-5525 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 家具　販売

クラッシュゲート 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-6421-1742 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 家具・雑貨

POINT NO.39 153-0064 東京都目黒区下目黒6-1-28 03-3716-0640 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 家具屋

PonoLipoShop自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F 03-5726-9936 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 絵本・玩具販売

OEUF-ROOM. 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-20 080-3152-0336 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 各種小売

おもちゃのマミー 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-14ドゥーブルビル1F 03-3717-3333 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 玩具

有限会社萩原商店 152-1520 東京都 目黒区 鷹番3ー11ー7ハギワラデュープレックス1F 建築金物 ハギワラ 03-3712-1846 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 建築金物販売

弘南堂書店 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-13 03-3490-4231 紙商品券のみ その他小売 古書籍

飯島書店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-11 03-3712-4946 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 古書店

iro 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-4-1 03-3716-6540 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 古道具・雑貨

古書店ルーツブックス 152-0022 東京都 目黒区 柿の木坂1-30-16松寿ハイツ1F(204号) 03-3725-6358 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 古本屋

FROM NOW ON 152-0035 東京都目黒区自由が丘3-6-8 03-6886-5741 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 雑貨

ニライカナイ　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘3-6-10 0120-261-571 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 雑貨、インテリア

MIGRATORY 153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-10-1F 03-6303-3272 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 雑貨屋

ROSY＋ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-9 03-3715-2200 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 雑貨屋

マット＆ラグファクトリー自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-9 03-6421-1952 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 雑貨店（バス、トイレ用品、キッチン用品）

有限会社鷹番町鈴木サイクル 152-0004 東京都目黒区鷹番2-14-8 03-3713-8418 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車の販売・修理

トーキョーバイクショップ中目黒 153-0051 東京都目黒区上目黒2-42-10 1F 03-5720-6565 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車屋

祐天寺サイクル商会 153-0051 東京都目黒区上目黒4-12-7 03-3712-5030 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車修理　販売業

RX　BIKE 153-0064 東京都目黒区下目黒6-15-16クーカイテラス1F 03-6303-1679 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車販売、修理

じてんしゃ屋　UNOSAWA 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-7-6 03-3712-9653 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車販売・修理

メグロサイクル 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-23 03-3493-4409 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 自転車販売・修理

有限会社名甲自動車整備工業 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-23-10 03-3714-1096 紙商品券のみ その他小売 自動車整備・販売

ブックファースト 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-5731-8891 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 書籍・文具

生方文具書店 153-0043 東京都目黒区東山1-24-21 03-3713-0438 紙商品券のみ その他小売 書籍・文具・学用品販売

不二屋書店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-3 03-3718-5311 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 書籍雑誌小売り

町田書店 152-0031 東京都目黒区中根1-6-10 03-3718-7890 紙商品券のみ その他小売 書籍販売

王様書房 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-12-19 03-3711-4447 紙商品券のみ その他小売 書籍販売業

住吉書房　中目黒　ブックセンター 153-0051 東京都目黒区上目黒3-7-6-2F 03-3792-1212 紙商品券のみ その他小売 書店

恭文堂書店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-19 03-3712-4049 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 書店

八雲堂書店 152-0031 東京都目黒区中根1-3-3 03-3718-8161 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 書店

一弘堂書店 152-0011 東京都 目黒区 原町1-11-3 03-3712-7014 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 書店

Raldii 153-0051 東京都目黒区上目黒2-40-28 1F 03-5722-8938 紙商品券のみ その他小売 小売

Stream Trail Outfitters TOKYO 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-5-2 070-4460-1684 紙商品券のみ その他小売 小売

マリオネット自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-1 03-3724-1343 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売

AMERI 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2ひかり街1F 03-6421-4494 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売

リサイクルブティックABC学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-16-22 03-5724-7262 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売　リサイクル

リサイクルブティックABC　都立大学店 152-0032 東京都目黒区平町1-25-15 03-5731-5811 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売　リサイクル

手づくり工房せきぐち 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街 03-5701-4234 紙商品券のみ その他小売 小売（手づくり 衣類・小物）

株式会社　マハカラ 153-0042 東京都目黒区青葉台1-17-5 メゾン青葉102 03-3463-5147 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売り・飲食店

スーパーみらべる目黒大橋店 153-0044 東京都目黒区大橋1-6-3 03-5784-2411 紙商品券のみ その他小売 小売業

マジックプライス祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-17 03-3760-5353 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

フラワーメッセージ　お花屋さん 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-8 03-3716-0505 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

九州屋　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-2 03-5725-9451 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

土井園 152-0032 東京都目黒区平町1-26-10 03-3717-4728 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

タツミヤ 152-0023 東京都目黒区八雲1-11-18 03-3717-4952 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

いなげや目黒八雲店 152-0023 東京都目黒区八雲1-12-7 03-5701-7696 紙商品券のみ その他小売 小売業

やまや碑文谷店 152-0013 東京都目黒区南2-8-10パラッツォ碑文谷1F 03-5731-6241 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

Petit main 自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-18チェスナットヒルズ1 03-3725-1705 紙商品券のみ その他小売 小売業

HOTCHPOTCH自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-20 03-3717-6911 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

ピカソ目黒駅前店 153-0064 東京都 目黒区 下目黒1-1-15 0570-090-021 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

ポエポエ東京 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-1フィオーレ祐天寺201 03-3716-1339 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業（楽器販売・教室）

AT1011 152-0012 東京都目黒区洗足2-19-1池内ビル101 03-6451-2311 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業（植物・アパレル）

私の部屋　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-4 03-3724-8021 紙商品券のみ その他小売 小売業（生活用品）

なかよし・うおよし 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-34-15 03-4361-4281 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業（駄菓子）・飲食業（おにぎり・ドリンク）・ワークスペース貸

ペーパーストーリー 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-3-11 JIYUGAOKA EY102 03-6421-4996 紙商品券のみ その他小売 小売業（物販）

(有)丸屋金物店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-18-13 03-3719-5217 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売店

キヌヤ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-1 サンリキビル 03-3717-6218 紙商品券のみ その他小売 小売店

KOMEHYO自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-21芳紫苑御園ビル1F 03-3725-4788 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売販売

Regetta Canoe自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-11 03-3724-7640 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売販売

セブンイレブン　五本木店 153-0053 東京都 目黒区 五本木2-26-12 03-3712-4018 紙商品券のみ その他小売 小売販売業

田ノ実　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-16 03-5726-5020 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 食品・雑貨小売、カフェ

山木屋寝具店 142-0062 東京都品川区小山7-16-2 03-3781-0961 紙商品券のみ その他小売 寝具販売

西川チェーンホームリビングはしもと 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-30-10-1階 03-3722-4618 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 寝具販売

やまもと寝具店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-7-5 03-3712-1508 紙商品券のみ その他小売 寝装品小売

(有)新高堂書店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1-114 03-3712-9271 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 新刊書店

ALBERO 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-23-1 03-5731-8825 紙商品券のみ その他小売 袋物・革小物販売

サテライト 152-0004 東京都目黒区鷹番2-9-3-102 03-3792-5870 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 中古レコード店

那かむた 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-6山本ビル101 03-6823-4567 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 陶器小売

ケイポート目黒店 153-0063 東京都目黒区目黒1-3-16 03-5496-0681 紙商品券のみ その他小売 販売業

ローソンストア100五本木店 152-0001 東京都目黒区中央町2-36-14 03-5725-8876 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 物品販売

株式会社　アーンズ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-5 03-3714-5581 紙商品券のみ その他小売 文具小売業

文具のソーマ 153-0063 東京都目黒区目黒4-5-14 03-3711-7767 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 文具販売

有限会社　北川紙店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-1-3 03-3712-0228 紙商品券のみ その他小売 文房具店

アンドフィーカ 153-0064 東京都目黒区下目黒5-3-13 03-6721-9090 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 北欧雑貨店

有限会社田中商店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-44-30 03-3713-1018 紙商品券のみ その他小売 本、文具、小売

有限会社　安田 152-0002 東京都目黒区目黒本町1-11-3 03-3712-5761 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 油脂販売業

キャロット 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-6-12 03-3711-5020 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 輸入小物小売、占い鑑定

満留賀そば店 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-8東レクビル1F 03-3493-2005 紙商品券のみ そば・うどん店 そば

学芸大　やぶそば 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-5 03-3712-5111 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 そば



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

長寿庵 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-15-10 03-3718-3681 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 そばうどん店

そば処　長寿庵 153-0043 東京都 目黒区 東山3-4-7 03-3711-3412 紙商品券のみ そば・うどん店 そば屋

福田屋 153-0063 東京都目黒区目黒4-11-6 03-3714-2787 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 そば屋

手打蕎麦　武蔵野 153-0065 東京都目黒区中町1-40-6 03-3715-2241 紙商品券のみ そば・うどん店 そば店

松月庵 152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-2 03-3715-8181 紙商品券のみ そば・うどん店 そば店

朝日屋 152-0033 東京都目黒区大岡山1-31-35 03-3723-6250 紙商品券のみ そば・うどん店 そば店

朝日屋 153-0043 東京都 目黒区 東山1-28-11 03-3713-5075 紙商品券のみ そば・うどん店 飲食

北千束　志波田 145-0062 東京都大田区北千束1-53-10 03-3717-3727 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 飲食・そば店

さぬきや 152-0004 東京都目黒区鷹番3-19-15-101 03-3710-0557 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 飲食業

祐天寺　卯月 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-13 03-5721-0547 紙商品券のみ そば・うどん店 飲食業　日本そば

手打ち蕎麦柿ノ木 152-0031 東京都 目黒区 中根1-6-1ニューヨークコーナー2階 03-6459-5502 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 飲食店

大菊総本店 152-0032 東京都目黒区平町1-25-20 03-3718-9111 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 飲食店（そば・うどん）

手打蕎麦いしおか 152-0001 東京都目黒区中央町2-35-14 03-5722-1854 紙商品券のみ そば・うどん店 手打ソバ店

手打ちそば芙蓉庵 153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-3GTテラス2F 03-3719-2780 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 手打ちそば

(有)朝松庵 153-0051 東京都目黒区上目黒2-42-12 03-3712-1807 紙商品券のみ そば・うどん店 日本そば

美やこ 152-0004 東京都目黒区鷹番2-18-13 03-3714-0553 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 日本そば

そば処　丸はし総本店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-19-5 丸はしビルB1 03-3712-9457 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 日本そば

蛇崩　更科 153-0051 東京都目黒区上目黒5-30-11 03-3713-3484 紙商品券のみ そば・うどん店 日本そば店

有限会社　大むら 153-0065 東京都目黒区中町2-30-14 03-3713-0995 紙商品券のみ そば・うどん店 日本そば店

碑文谷朝日屋 152-0003 東京都目黒区碑文谷2-19-16 03-3712-2649 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 日本そば店

そば由々　森もと 152-0012 東京都目黒区洗足2-19-2 03-3760-0861 デジタル商品券・紙商品券両方 そば・うどん店 日本そば店

志波田本店 152-0033 東京都目黒区大岡山1-1-4 03-3718-9156 紙商品券のみ そば・うどん店 日本そば店

ピカイチ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8自由が丘デパートB1 03-3717-4988 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 アクセサリー他

ANALOG LIGHTING OFFICE 153-0064 東京都目黒区下目黒5-1-11-1F 03-3710-2990 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アパレル

Raglan 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-6たちばなビル1F 03-3716-5811 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アパレル

国立毛皮工房 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-25-2 03-3723-0995 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アパレル

BEARDSLEY 自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-6 LUZ自由が丘1F 03-5731-0536 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 アパレル

Ｄｅｎｉｍ　Ｃｅｌｌａｒ． 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-15-24 03-5726-9265 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アパレルセレクトショップ

Carrefour 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-15-13 03-6421-1155 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アパレル小売（セレクトショップ）

アキノスキャビン 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2自由が丘ひかり街 03-5731-5414 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 アンティークジュエリー・アクセサリー販売

Ago e filo 141-0021 東京都品川区上大崎2-26-5メグロード102 03-3495-4706 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 インポート婦人服

Ouca 153-0053 東京都目黒区五本木2-13-1-101 03-5708-5712 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 オリジナルアクセサリーの小売り

バンブーハウス　学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-14-5並木ビル 1F 03-6452-3202 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 オリジナル衣類販売

有限会社　サロン・ド・ジュエリー秀宝 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-7 ストークビル1F 03-3724-6908 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 ジュエリー販売・加工

ピノキオ21 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街内 03-3718-9681 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 ジュエリー販売業

napoca 自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-10 03-6421-3746 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 ファッション小売企業

ピープルツリー自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘3-7-2 03-5701-3361 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 フェアトレードの衣料品、雑貨、食品販売

プリモ　クラッセ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-25-9 自由が丘テラス1F 03-5701-6636 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 ブテック（小売）

ファミリア自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-15 03-3717-6667 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 ベビー・子供服販売

ユニクロ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-6421-2650 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディース・メンズファッション

トーナル 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5726-8522 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディースファッション

ノーリーズ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5701-0538 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディースファッション

クリーコンフォルト 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-6421-1940 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディースファッション

マギマギー 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5701-0542 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディースファッション

coca 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 050-5604-0555 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 レディースファッション

ナンカ堂　祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-1 03-3711-6688 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 衣料品小売

エビヤ呉服店 153-0063 東京都目黒区目黒2-10-9 03-3491-5298 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 衣料品小売業

ソルレガロ 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢6-33-7 03-4212-8417 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 衣類小売

バンブーハウス　自由が丘ひかり街 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-27-2自由が丘ひかり街1F 03-5701-8401 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 衣類販売

PLST 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-20 弥生ビル1F 03-5731-1875 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 衣類品販売

ウンナナクール自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘1F 03-3725-0691 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 下着屋

ユニフォームスタジオ　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘3-10-18 03-3723-0596 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 学校制服小売店

ニック自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街 03-3725-9929 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 貴金属店

GREEN　BROS 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-10 03-3711-8285 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 靴小売

丸英靴店 152-0023 東京都目黒区八雲1-11-23 03-3717-2610 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 靴小売

自由が丘デパート会　イシヰ靴店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8 自由が丘デパート1F 03-3717-4206 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 靴小売

シューズ・ハチロー 152-0031 東京都目黒区中根1-2-7 03-3717-6165 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 靴小売業

MBT walk-style JIYUGAOKA 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-40-4 1F 03-6677-7043 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 靴販売

I ll 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-17-11 イムーブル鷹番B1F 090-4814-5741 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 古着屋

ＴＤＣ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-8 03-3760-0726 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 雑貨・アパレル販売

ＴＤＣ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-19-7 03-5708-5808 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 雑貨・アパレル販売

toutou 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-1マーメイド101 03-5731-3789 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 雑貨店

BASIC AND ACCENT 自由が丘店 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-20-19 03-5731-7200 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 雑貨店

BREEZE　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-10 1F 03-6459-5480 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 子供服

OGURA 152-0004 東京都目黒区鷹番3-9-6 03-3712-8538 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 時計　アクセサリー販売

ABC-MART　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-8-1F 03-5773-1345 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 小売業

Viburnum自由が丘 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘2-14-15 Space C2 East 1F 03-5726-9116 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 小売業

松美屋呉服店 152-0023 東京都 目黒区 八雲1-2-6 03-3717-4044 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 小売業

TRAP 152-0004 東京都目黒区鷹番3-14-5 03-3760-4571 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 小売業　婦人服

アンジュクレール 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-25-1 03-6421-2418 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 小売業（靴）

ALTNOI 152-0004 東京都目黒区鷹番2-9-5-1F 03-6875-0804 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 小売店（古着）

自由が丘　イケダ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-4 03-3723-2626 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 紳士・婦人洋品販売

ヨコマエ洋服店 152-0011 東京都 目黒区 原町1-2-10 03-3712-2548 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 総合衣料品販売

上野洋品店 152-0002 東京都目黒区目黒本町5-32-12 03-3712-8953 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 肌着、小学校体操着、うわばき

Yakumo Style 152-0023 東京都目黒区八雲4-5-1 リストレジデンス八雲1F 090-2149-6634 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人衣料

エチュード中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-16-15 03-3760-3196 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人衣料小売

ビューフォート　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-1 03-3723-0349 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人靴

ブティックエスポワール 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-18 03-3713-3057 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服

ラヴァーズバースディ 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-2 03-5749-1773 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服

VISAGE　洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-14 03-3786-3786 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服

クライユ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街1F 03-6421-3458 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服

リコノクローシェ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-5-10コムス自由が丘1F 03-6421-3352 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服　雑貨

180 Debut 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-1 第1ストア 1F 03-3793-8139 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服　小売

(株)マリリア西小山駅前店 152-0011 東京都目黒区原町1-9-2 03-3714-1279 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服の販売

ブティック　コトブキヤ 153-0051 東京都目黒区上目黒1-19-5 03-3715-1516 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売

ブティック　コトブキヤ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-15-24 03-3712-6985 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売

ELEN 152-0012 東京都目黒区洗足2-26-1マンション平林1F 03-6770-6248 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売

ロワゾブルー 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-4-11 03-3792-8331 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服小売り

ル・コリエ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-4-3 03-3715-3138 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服小売業

ageha学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-1 第一ストアービル 1階 03-3792-3221 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売業

HERBE自由ケ丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-3 03-6421-2524 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売業

DUBARRY自由ヶ丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-31-8 03-6459-5972 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売業

エムズ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-23-1 YMK101 03-3718-7588 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服小売店

フェアリーテール 学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-13 03-3794-2630 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服店

マリリア都立大学駅前店 152-0031 東京都目黒区中根1-3-12都立大第3ノアビル1F 03-3725-1958 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

Ruby's　PALETTE 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-17 SSK洗足 1F 03-3784-2267 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

十字屋 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 03-3718-9774 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

咲貴 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2ひかり街41号 03-3718-9789 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

サラ　マーサ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8-131 03-5701-5760 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

レリアン自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-22 03-3723-5002 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

アンレクレ自由が丘 1520035 東京都目黒区自由が丘1-8-2 03-5729-3355 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

フォーリーフ 152-0004 東京都目黒区鷹番3丁目6-6 03-3715-9477 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 婦人服販売

さかねあつこオリジナルニット 152-0023 東京都目黒区八雲1-5-6 03-3718-2679 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 服飾販売、編物教室

ジュエリー岡 153-0043 東京都目黒区東山3-1-11 サンサーラ東山101 03-3713-2665 デジタル商品券・紙商品券両方 衣服・身の回り品小売 宝飾品加工・販売

ウエガキ 153-0053 東京都目黒区五本木1-11-10 03-3713-2286 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 洋裁材料手芸

ミュゼドポゥ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5731-8770 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 コスメ

トモズ　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-14 03-5725-9055 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

マツモトキヨシ学芸大学東口店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-6 03-3791-3855 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

ココカラファイン　都立大学駅前店 152-0032 東京都目黒区平町1-27-8 FPC平町ビル 03-3724-2210 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

トモズ　洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-9 03-3713-0146 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

トモズ　自由が丘南口店 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-23 03-5731-9705 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

ココカラファイン自由ヶ丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-16 日能研自由ケ丘ビル1F 03-5731-7141 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラックストア

ココカラファイン　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-9-1中目黒GS第一ビル 03-3714-0301 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

ココカラファイン　目黒店 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-17 1F 03-5759-7535 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

ケイポート　下目黒店 153-0064 東京都目黒区下目黒2-21-27 03-6420-3270 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

サンドラッグ　学芸大学駅前店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-16-18 Kビル1F 03-5768-0870 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

ココカラファイン学芸大学駅前店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-1-10 03-5724-5929 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

トモズ　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-9 リューワビル1F 03-6412-5211 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

トモズ　自由が丘北口店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-2 03-5731-6670 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

調剤薬局ツルハドラッグ都立大学店 152-1520 中根1-3-9 森戸ビル1階森戸ビル1階 03-5731-6822 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

ココカラファイン祐天寺駅前店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目14-20 祐天寺駅前ビル1F 03-5860-7191 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア

ココカラファインRX祐天寺駅前店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2丁目14-20 祐天寺駅前ビル1F 03-5860-7191 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア（調剤）

桂香堂　カブ薬局 153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-8 03-3715-3741 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ドラッグストア・調剤

おだいじに薬局目黒店 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-13 03-3491-8602 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 ヤッキョク

安藤薬局　自由が丘本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-3 03-3718-7493 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 医薬品・化粧品販売

ココカラファインヘルスケア池尻大橋店 153-0043 東京都目黒区東山3-3-10 1F 03-5773-5466 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 医薬品小売業（ドラッグストア）

こすげ薬局 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-8 03-5723-6523 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 医薬品等販売（薬店）

ドラッグフタバ西小山店 152-0011 東京都目黒区原町1-10-1 03-3710-4591 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 医薬品販売業

みどりや化粧品店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8 自由が丘デパート1F 03-3717-4043 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 化粧品（アルビオンブランド）

APOTHECARY KOSUGE 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-8 03-5723-6523 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 化粧品店

寺師　玄和堂 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-9 03-3718-1193 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 漢方薬局

セイジョー祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-9-3 アキヤマビル1F 03-3760-7888 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売（ドラックストア）

ココカラファイン目黒大橋店 153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー203 03-6679-5576 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業

ココカラファイン薬局東邦大学大橋病院前店 153-0044 東京都目黒区大橋2-24-3 03-6453-1816 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業

トモズ　エトモ祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-13-4 東急祐天寺駅ビル1F 03-6303-1430 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業

セイジョー　目黒本町店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-8 03-5722-2688 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業

株式会社キミン堂薬局 152-0002 東京都 目黒区 目黒本町6-1-19 03-3713-8105 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 小売業

ココカラファイン　都立大学駅南口店 152-0031 東京都目黒区中根2-1-15 03-6858-3929 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業

ウエルシア　目黒青葉台店 153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 ライオンズマンション中目黒 1階 03-5720-8365 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業（ドラッグストア）

ウエルシア　上目黒2丁目店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-42-8 ホーライコーポ 03-5773-5651 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業（ドラッグストア）

ウエルシア　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-5 大坪ビル 03-5701-7589 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業（ドラッグストア）

アインズ＆トルペ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-8自由が丘エヌケービル1F 03-5726-3330 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 小売業（ドラッグストア）

ココカラファイン薬局中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル 03-6303-0304 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

アルプス薬局　目黒店 153-0064 東京都目黒区下目黒2-2-14第2池田ビル1F 03-5759-7505 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

ケヤキ薬局 153-0061 東京都目黒区中目黒5-28-21 SV祐天寺ビル1階 03-5722-3331 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

ケヤキ薬局駅前店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-8 ウエストフォトビル1-B 03-3710-5178 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

ココカラファイン薬局　都立ファーマシー店 152-0032 東京都目黒区平町1-27-10 武田ビル1階 03-3717-6700 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

ココカラファイン薬局　都立大学中根店 152-0031 東京都目黒区中根1-6-6都立大渡辺ビル1階 03-5731-1158 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

有限会社司生堂薬局 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-13 03-3717-2361 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

ヘルスケア　セイジョー薬局　西小山店 152-0011 東京都目黒区原町1-5-7 03-3793-9045 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 調剤薬局

(株)カメ薬品目黒店 152-0001 東京都目黒区中央町1-2-2 03-3711-4310 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 登録販売店薬店

トモズ　池尻大橋店 153-0044 東京都 目黒区 大橋2-22-9 プレヴィ目黒大橋 03-5790-6300 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 販売業

トモズ　洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-15 03-3760-8941 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 販売業

たんぽぽ薬局 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺1-22-5 岩成ビル1階 03-5768-1071 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 保険調剤薬局

藤本薬局 153-0041 東京都目黒区駒場2-4-6 03-3466-3647 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

フォーユー薬局 153-0043 東京都目黒区東山3-14-5 03-5704-8119 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

キタオカ薬局　中目黒本店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1中目黒アトラスタワー303 03-6412-8937 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

カブ薬局 153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-14 03-3712-0519 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

つるさん薬局 153-0051 東京都 目黒区 上目黒3-10-3メイツ扶翼中目黒102-1 03-5773-1980 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

イワサキ薬局 153-0063 東京都目黒区目黒4-24-12 03-3719-1544 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

オークラ薬局 153-0064 東京都 目黒区 下目黒3-13-10 03-5704-1108 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

中川薬局 153-0053 東京都目黒区五本木1-31-1 03-3712-5101 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

あさひ薬局　祐天寺店 153-0053 東京都目黒区五本木1-31-16-101 03-5724-7032 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

キド薬局 152-0001 東京都目黒区中央町1-17-12 03-3710-5391 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

朝日薬局 152-0004 東京都目黒区鷹番2-8-24 03-3712-4982 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

アリス薬局　学芸大学駅前店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-8-1階 03-6452-3386 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

菅野薬局 152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-3 03-3712-7426 紙商品券のみ 医薬品・化粧品小売 薬局

ココカラファイン薬局　都立大学　平町店 152-0032 東京都目黒区平町1-26-3 スミール都立大102 03-6240-2620 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

あさひ薬局洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-16 03-5749-1470 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬局

クドウ薬品 153-0043 東京都目黒区東山1-29-7 03-3713-5053 デジタル商品券・紙商品券両方 医薬品・化粧品小売 薬店

おとうふ処　りせん 152-0011 東京都目黒区原町1-16-17 03-3715-5508 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） おとうふ

稲毛屋　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-16自由が丘会館1F 03-6426-2011 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） お弁当販売

KUNIMA COFFEE 153-0065 東京都目黒区中町1-5-12 03-6315-5494 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー店

ハチコーヒー祐天寺 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-4-1 03-6312-9246 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー豆販売

八雲珈琲店 152-0023 東京都目黒区八雲1-10-8 03-6319-6114 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー豆販売

珈琲豆庵　こ豆　自由が丘 152-0035 東京都自由が丘1-28-8自由が丘デパート1F 03-5731-5595 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー豆販売・焙煎

グラーノ 153-0051 東京都目黒区上目黒2-17-16 03-3719-3594 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー豆販売及び喫茶

目黒グリーン珈琲焙煎所 153-0063 東京都目黒区目黒4-11-5 03-3714-0650 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） コーヒー焙煎所

食スタイルラボ 153-0051 東京都目黒区上目黒5-32-4 03-5656-5116 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） デリ・スイーツ・コーヒー・クラフトビールと日によってかわる店

鳥昌 153-0051 東京都目黒区上目黒5-32-4 03-3713-0373 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） とり肉販売店

ナッツカントリー自由が丘のナッツ屋さん 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-7 la tour candela 03-5726-8748 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） ナッツ小売

Groovy Nuts 153-0043 東京都目黒区東山1-1-5 東山ATビル102 03-6451-2293 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） ナッツ専門店

カピパラハーブ 152-0002 東京都目黒区目黒本町3-2-16 03-3792-1193 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） ハーブティー小売業

NISHIKIYA KITCHEN 自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-17-1F 03-6421-2560 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） レトルト食品専門店

ヴィノスやまざき　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-4-15中目黒高架下 1階 03-6303-2107 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） ワインショップ

ウィルトス自由が丘 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-24-8 090-4405-3670 デジタル商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） ワイン小売

BOBA TOKYO 152-0004 東京都目黒区鷹番3-14-6 03-6412-7685 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 飲食業

cocochiya テイクアウトスープと野菜販売 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-15-10 03-6674-1380 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 飲食業

CHOPPED SALAD DAY 中目黒店(2022/12/21 OPEN！)12/20サイト掲載 153-0051 東京都 目黒区 上目黒1丁目17-8 中目黒K.R.Kビル 1-2階 03-6447-0380 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 飲食店

一実屋果実店 152-0011 東京都 目黒区 原町1-9-2 03-3711-0910 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 果実

山手果実店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-15-22 03-3712-4703 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 果実店

まるこや商店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街 03-3718-9773 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 乾物食料品

榎本酒類（株）三笠屋自由ヶ丘店 158-0082 東京都世田谷区等々力6-36-12-101 03-3702-8850 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 業務用酒類卸

鳥重 153-0064 東京都 目黒区 下目黒3-18-8 03-3713-9585 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 鶏肉　惣菜販売

ムスビガーデン都立大学店 152-0023 東京都目黒区八雲1-4-6 03-5729-0511 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 自然食品店

レッカービッセン 153-0064 東京都目黒区下目黒5-3-12 03-5722-8686 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 手造りハム工房

世界の酒グランマルシェ中目黒店 153-0043 東京都目黒区東山2-4-8 03-3713-0581 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒・食品・小売

小田切商店 153-0064 東京都目黒区下目黒3-18-7 03-3712-6293 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒小売

株式会社　出口屋 153-0043 東京都目黒区東山2-3-3 03-3713-0268 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒販店

橋本酒店 153-0051 東京都目黒区上目黒5-25-7 03-3713-0703 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒販店

佐藤酒店 152-0001 東京都目黒区中央町1-3-7 03-3712-0726 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒販店

（有）むさしや酒店 152-0031 東京都 目黒区 中根2-5-12 03-3724-5404 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒販売業

大西屋酒店 153-0043 東京都目黒区東山3-3-10 03-3713-8197 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類・食品・小売業

大徳屋 153-0053 東京都目黒区五本木2-14-4 03-3712-5461 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類小売業

(有)星野屋酒店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-7 03-3712-9631 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類小売業

山木屋 153-0065 東京都目黒区中町1-1-3 03-3712-4814 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類食品小売

ふじみかわや 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-26-9 03-3715-2226 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類食料品小売業

(株)柳屋商店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-44-27 03-3713-2368 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類販売

五本木ますもと 153-0053 東京都目黒区五本木1-41-5 03-3712-1250 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類販売

自由が丘　山屋 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-15-10 03-3723-4567 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類販売

(株)平口豊次郎商店 152-0032 東京都目黒区平町1-25-17 03-3717-1660 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 酒類販売業

オーサワジャパン池尻大橋店 153-0043 東京都目黒区東山3-1-6 03-6701-3277 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売（自然食品）

GOOD FORTUNE FACTORY 152-0004 東京都目黒区鷹番3-12-6 KAZビル1F 03-3714-0660 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売、飲食

おむすびDELI COCO 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-25-13 エムス東102 03-3712-8134 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売業

カルディコーヒーファーム学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-20 03-3760-0778 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売業

自家焙煎珈琲豆屋 豆金堂 153-0053 東京都目黒区五本木3-6-7 070-9039-2951 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売業



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

(有)藤屋精肉本店 153-0063 東京都目黒区目黒2-9-7 03-3491-5096 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売業（精肉）

株式会社藤海産 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-6 宝録堂ビル 090-9590-6678 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売店　鮮魚店

学大ますもとsake ＆ Apéro 152-0004 東京都目黒区鷹番2-19-23サンビームプラザビル1階 03-3710-2020 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 小売店（酒類販売）

(有)太田屋 153-0041 東京都目黒区駒場1-27-11 03-3466-4320 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉小売

(有)平野精肉店 153-0064 東京都目黒区下目黒3-19-11 03-3712-8355 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉小売

マルニハム 153-0065 東京都目黒区中町2-48-24 03-3712-3300 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉製品製造業

(株)原田畜産商店　都立大学駅前店 152-0031 東京都目黒区中根1-5-2 03-3718-6431 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売

有限会社　栃木屋 152-0023 東京都目黒区八雲1-7-1 03-3217-0243 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売

(株)原田畜産商店 152-0023 東京都目黒区八雲1-11-17 03-3718-6431 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売

荒川商店 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-24-2 03-3717-2989 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売

鳥信 153-0063 東京都目黒区目黒2-10-8 03-3492-7384 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売業

(株)丸徳商店 152-0004 東京都目黒区鷹番1-14-24 03-3791-4129 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食肉販売業

オオゼキ祐天寺店 153-0065 東京都 目黒区 中町2-50-16 03-5794-4381 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品スーパー

オオゼキ碑文谷店 152-0003 東京都 目黒区 碑文谷4-16-14 03-5725-1661 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品スーパー

戸塚商店 153-0053 東京都目黒区五本木2-11-3 03-3711-3181 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品雑貨弁当

カルディコーヒーファーム中目黒店 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-1-3 中目黒GTプラザ1F 03-5720-6275 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品販売

馬渡養蜂場自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8自由が丘デパート1階 03-3723-0383 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品販売

成木屋 152-0002 東京都目黒区目黒本町6-1-18 03-3716-0961 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食品販売（小売店）

ドライフルーツのお店アラカルト 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-6自由が丘フラット1F 03-5726-8773 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 食料品小売・ドライフルーツの物販

祐天寺　肉のくろいし 153-0053 東京都目黒区五本木2-13-3 03-3719-4129 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 精肉小売業

マルエ精肉店 152-0002 東京都 目黒区 目黒本町4-1-7 03-3793-2983 デジタル商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 精肉店

栄屋精肉店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-19-13 03-3712-3426 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 精肉店

自由が丘　稲毛屋 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-6 03-3717-4129 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 精肉販売業

安信屋青果 152-0011 東京都目黒区原町1-11-2 03-3794-3945 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果・小売り

株式会社　ボラボラ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-1-9 03-3793-6582 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果業

中万青果店 152-0031 東京都目黒区中根1-6-10 03-3717-3366 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果業

八百正 152-0011 東京都目黒区原町2-1-3 03-3713-7360 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果業

大津商店 152-0002 東京都目黒区目黒本町5-30-11 03-3712-4474 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果小売

松川青果 152-0011 東京都目黒区原町1-11-2 03-3794-3945 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果小売り

八百重 153-0051 東京都目黒区上目黒2-43-11 03-3712-9201 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果小売商

坂本商店 152-0031 東京都 目黒区 中根1-5-2 03-3718-8501 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 青果店

山や魚店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-1-6 03-3793-8552 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 鮮魚小売

魚かま 153-0063 東京都目黒区目黒2-10-8 03-3491-4820 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 鮮魚小売

魚勝 152-0022 東京都 目黒区 柿の木坂2-26-12 03-3717-2260 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 鮮魚店

稲毛屋天野屋 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-22-4 03-3719-2558 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 惣菜・食肉販売

クック・チャム　洗足店 142-0062 東京都品川区小山7-16-2 03-3787-8199 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 惣菜店

オーガニックレストランみどりえ 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-10 1F 03-5721-6655 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 惣菜販売

クック・チャム　西小山店 152-0011 東京都目黒区原町1-11-1 03-5888-4699 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 惣菜販売店

お茶の家とらや 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺2-4-14 メゾンドアグイ 1階 03-3712-8921 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 茶　小売業

今井園茶舗 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-8 03-3712-5971 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 茶・海苔・コーヒー・小売

茶舗　大坂や 152-0023 東京都目黒区八雲1-11-19 03-3717-6122 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 茶小売

天ぷら巴 153-0053 東京都目黒区五本木2-38-7 03-3713-6940 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 天ぷら小売

関　商店 153-0065 東京都目黒区中町1-35-10 03-3713-4927 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 豆腐製造販売

目黒五十番本店 153-0063 東京都目黒区目黒4-13-5 03-3794-0050 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 肉まん・中華惣菜の製造販売

木我牛乳店 153-0065 東京都目黒区中町2-44-14 03-3712-6482 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 乳製品販売

自然栽培の仲間たち 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-15-14 03-5726-9173 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 八百屋

三金 152-0011 東京都目黒区原町1-16-14 03-3713-7690 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 八百屋　青果業

平野屋米店 153-0051 東京都目黒区上目黒4-8-12 03-3719-6346 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米の販売

米屋のおむすび　飯塚精米店 152-0003 東京都目黒区碑文谷6-1-5 03-3712-7281 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米殻業

大沢商店 153-0043 東京都目黒区東山3-3-8 03-3719-0851 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀

田村商店 153-0061 東京都目黒区中目黒5-8-13 03-3712-9383 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀業

有限会社　碓井米穀店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-24 03-3713-4083 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀小売業

本橋米店 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-21 03-3712-7186 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀小売業

伊藤精米店 152-0033 東京都 目黒区 大岡山1-4-16 03-3717-4609 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀小売販売

(有)鈴木精米店 152-0002 東京都目黒区目黒本町5-33-24 03-3712-9663 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀店

(有)鷹番精米店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-19-6 03-3712-6182 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀販売

有限会社中野屋佐藤商店 152-0032 東京都目黒区平町1-23-19 03-3717-7409 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀販売

(有)碑文谷商店 152-0003 東京都目黒区碑文谷1-6-3 03-3712-0545 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀販売

玉川精米店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-14-2 03-3718-5361 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米穀販売

有限会社　緑ヶ丘精米店 152-0034 東京都 目黒区 緑が丘2-18-22 03-3717-6206 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 米食品小売り

七力 153-0064 東京都目黒区下目黒3-19-11 03-3712-6326 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 弁当・デリカテッセン

自由が丘　味よし 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2ひかり街 03-3718-9777 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 弁当・惣菜

稲毛屋　洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-20 03-6426-2011 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 弁当・総菜販売

小茂呂 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-6 03-3719-4998 紙商品券のみ 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 弁当店

ピカール自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-5稲毛屋ビル1F 080-4128-2635 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 冷凍食品小売店

有限会社　柳屋蒲鉾店 152-0002 東京都目黒区目黒本町5-33-25 03-3712-5006 デジタル商品券・紙商品券両方 飲食料品小売（菓子・パン小売除く） 燻製品製造販売

Florist　ITO 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1-105 03-3715-1182 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 花屋

fan FLOWER COLLEGE & SHOP 152-0004 東京都目黒区鷹番1-15-15-1F 03-3711-8945 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 花屋

フラワーギャラリー　スタジオハウゼ 152-0023 東京都目黒区八雲1-6-15 03-3725-0873 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 花屋

La terre 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-24-4 070-7470-3274 紙商品券のみ 花・植木小売 花屋

(e)vol 153-0064 東京都 目黒区 下目黒4-10-29 東洋マンション1階 03-4288-8193 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 花屋

フローリスト花政 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-14 03-3783-4187 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花

花のシアターアルファー 153-0051 目黒区上目黒2-44-3 第二麻生ビル1F 03-3792-3751 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花業

フラワーショップ　木野花 153-0053 東京都目黒区五本木3-6-9 03-3716-8711 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花小売販売

tokyo garden 153-0064 東京都 目黒区 下目黒6-1-27 03-3710-1187 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花植物の小売販売

HOPE & FLOWER 153-0064 東京都目黒区下目黒4-11-21-102 03-6452-2361 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花店

有限会社カラーズ 153-0064 東京都 目黒区 下目黒3-19-8 03-3714-4187 紙商品券のみ 花・植木小売 生花店

フラワーショップ　ハナマツ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-15-20 03-3713-1993 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花店

花屋moco 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-34-19 03-6316-6662 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花店

Bell Hana 152-0023 東京都目黒区八雲2-12-16 090-4916-0552 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花店

花ひろ 145-0062 東京都大田区北千束1-59-8 03-3723-0013 紙商品券のみ 花・植木小売 生花店

カラーフラワーアンドガーデン 153-0063 東京都目黒区目黒4-23-22-104 グランフォート目黒ウエスト 03-5722-2838 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花販売

花定 153-0064 東京都目黒区下目黒2-21-26 03-3491-4187 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花販売

シーズン花達 152-0023 東京都 目黒区 八雲1-2-2 03-3717-5538 デジタル商品券・紙商品券両方 花・植木小売 生花販売

フラワーショップパレット 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-1-7ウカイビル1F 03-3715-0887 紙商品券のみ 花・植木小売 生花販売

（有）花秀 152-0011 東京都目黒区原町1-6-10 03-5722-4187 紙商品券のみ 花・植木小売 生花販売

フラワーショップセルボ 153-0051 東京都 目黒区 上目黒4-36-19 サンコート上目黒1階 03-3710-5622 紙商品券のみ 花・植木小売 生花販売

花のブラザーズ 152-0022 東京都 目黒区 柿の木坂2-26-13 03-3723-0387 紙商品券のみ 花・植木小売 生花販売

サーティワンアイスクリーム　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-10 03-6303-2913 紙商品券のみ 菓子・パン小売 アイスクリームの販売

福砂屋 153-0042 東京都目黒区青葉台1-26-7 03-5725-2939 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 カステラ販売

モミ　アンド　トイズ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 090-6679-5999 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 クレープ

柿の木坂シフォン 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-32-16-101 03-3718-5860 紙商品券のみ 菓子・パン小売 ケーキ製造・販売

Coffee Roast Vivace 152-0023 東京都目黒区八雲3-6-22-101 03-3723-3954 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 コーヒー焙煎店及びスイーツ製造販売

プレマルシェ・ジェラテリア中目黒駅前店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-9-36 目黒銀座ビル1F 03-6303-0141 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 ジェラート屋

プリン堂 153-0053 東京都 目黒区 五本木1-11-10 03-6452-3627 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 スイーツ

KNOCKING ON WOOD 中目黒 153-0042 東京都目黒区青葉台1-14-4 03-6433-7594 紙商品券のみ 菓子・パン小売 スウィーツ販売／カフェ

THEBLUECORNER 152-0004 目黒区鷹番3-18-7 03-6303-4088 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 ソフトクリーム

ゴディバ　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-15 03-5731-8458 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 チョコレート・スイーツ

チュベ・ド・ショコラ自由が丘本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-20-5 CTC自由が丘1F 03-6383-1327 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 チョコレート販売

トラスパレンテ学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-11-1F 03-6303-1668 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン・カフェ

ブーランジェリー　テラ 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-12 03-6362-3821 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 パン屋

リトルマーメイド学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-1 03-3792-7551 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン小売店

ル・ビリーヌ 153-0065 東京都目黒区中町1-40-8 メゾン岡村1F 03-5725-1551 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン製造

関口ベーカリー 153-0051 東京都目黒区上目黒5-1-1 03-3792-1516 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン製造販売

丸栄ベーカリー 152-0001 東京都目黒区中央町1-3-15 03-3713-1615 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン製造販売

株式会社　油面木村屋 153-0063 東京都目黒区目黒4-26-15 03-3712-0605 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 パン製造販売業

リトルマーメイド 祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-9-2 03-3710-0990 紙商品券のみ 菓子・パン小売 パン販売

ふじ森 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-8 03-6421-4455 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 ベーカリー



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

HIGUMA Doughnuts 152-0004 東京都目黒区鷹番2-8-21 03-5734-1308 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト2 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト3 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト4 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト5 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト6 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト7 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレスト8 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

自由が丘スイーツフォレストG 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5731-6600 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食

3deux1 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-8-10寿美吉コーポ103 090-9140-9709 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食店

WAWICH 153-0063 東京都 目黒区 目黒2-8-10アーバン目黒ビル1階 03-6417-9233 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食店

はらドーナッツ目黒店 153-0064 東京都目黒区下目黒5-2-16 03-3714-8853 紙商品券のみ 菓子・パン小売 飲食店（ドーナッツ店）

自由が丘スイーツStation 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ・クール 2F 03-5701-2728 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 飲食物販

ブランジェ浅野屋自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-13-1トレインチD棟 03-5731-6950 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 菓子・パン小売

梅屋菓子店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-7 03-3712-9718 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子小売

御門屋　中目黒店 153-0051 東京都 目黒区 上目黒3-4-3 03-6712-2820 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子小売業

御門屋　本店 153-0065 東京都 目黒区 中町1-26-5 03-3715-7890 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子小売業

御門屋　学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-15-9 03-3716-8510 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子小売業

Maison romi-unie 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-17 03-6666-5131 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 菓子販売

黒船 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-11 03-6417-9927 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子販売、カフェ

外崎商店 153-0064 東京都目黒区下目黒3-12-12 03-3712-6327 紙商品券のみ 菓子・パン小売 菓子販売業

亀屋万年堂 学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-10 03-3716-6636 紙商品券のみ 菓子・パン小売 小売

亀屋万年堂 総本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-15-12 03-3717-0400 紙商品券のみ 菓子・パン小売 小売

亀屋万年堂 自由が丘駅前店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-5 03-3717-4510 紙商品券のみ 菓子・パン小売 小売

モンロワール自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-10 シーズビル1階 03-6421-3944 紙商品券のみ 菓子・パン小売 小売（チョコレート菓子販売）

(株)宝録堂 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-2-6 03-3793-0056 紙商品券のみ 菓子・パン小売 小売（製パン）

Honey×Honey xoxo 152-0031 東京都目黒区中根1-8-23 080-9433-0808 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 焼き菓子店

ルピシア自由が丘本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-7 田中ビル1F 03-5731-7370 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 食品販売（お茶・菓子・その他）

(有)角屋 153-0041 東京都目黒区駒場1-10-9 03-3467-5824 紙商品券のみ 菓子・パン小売 製パン及び販売　日用品販売

フェーヴ自由が丘本店 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-11 自由ヶ丘アオキビル1F 03-6421-4825 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 豆スイーツ販売

八幡煎餅 153-0043 東京都目黒区東山3-13-1 03-3713-2568 紙商品券のみ 菓子・パン小売 米菓

吾妻あられ　本店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-16 03-3712-1825 紙商品券のみ 菓子・パン小売 米菓製造販売

吾妻あられ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-14-6 03-3712-1837 紙商品券のみ 菓子・パン小売 米菓製造販売

株式会社大江戸あられ本舗加藤商店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-23-1-104 03-3712-4728 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 米菓販売、和雑貨

Natural cafe & patisserie Teaful 152-0033 東京都目黒区大岡山1-4-5 ペナテス大岡山1階 03-5726-8260 紙商品券のみ 菓子・パン小売 洋菓子

BAKE the SHOP 自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-31-10BAKEビル 03-5726-8861 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 洋菓子

モンブラン 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-3 03-3723-1181 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 洋菓子の製造・販売及び喫茶

パティスリー　スリール 153-0053 東京都目黒区五本木2-40-8 アップライゼ青山1F 03-3715-5470 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 洋菓子製造販売

株式会社マッターホーン 152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-1 03-3716-3311 紙商品券のみ 菓子・パン小売 洋菓子製造販売

自由が丘ロール屋 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-23-2 03-3725-3055 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 洋菓子製造販売

モンサンクレール 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-22-4 03-3718-5200 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 洋菓子製造販売

ベルアメール自由が丘店＆カフェベルアメール 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-4 岡ビル1F 03-6421-1466 紙商品券のみ 菓子・パン小売 洋菓子販売&カフェ

(有)さか昭　大橋店 153-0044 東京都目黒区大橋2-10-11 03-3467-6294 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子

(有)さか昭　目黒本店 153-0065 東京都目黒区中町1-37-13 03-3716-2283 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子

つ久し 152-0023 東京都目黒区八雲4-5-6 03-3724-0294 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子

ふなわかふぇ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-2 03-3723-4001 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子

大文字 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街1F 03-3717-7701 紙商品券のみ 菓子・パン小売 和菓子

御門屋自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-7 自由が丘エヌケービル 1階 03-6459-5552 紙商品券のみ 菓子・パン小売 和菓子 小売り

蜂の家 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-1 03-3794-8068 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子の販売

蜂の家 152-0032 東京都目黒区平町1-25-19 03-3717-0334 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子の販売

蜂の家 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-6 03-3717-7367 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子の販売

玉川屋 153-0063 東京都目黒区目黒2-10-14 03-3491-0555 デジタル商品券・紙商品券両方 菓子・パン小売 和菓子屋

(有）喜風堂 153-0051 目黒区上目黒2-6-12 03-3712-0959 紙商品券のみ 菓子・パン小売 和菓子小売業

三陽　本店 152-0002 東京都目黒区目黒本町4-1-3 03-3711-0656 紙商品券のみ 菓子・パン小売 和菓子製造小売　和菓子屋

米創庵 153-0063 東京都目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター1階 03-6412-7452 紙商品券のみ 喫茶店 カフェ

カフェ　プランドシトロン 152-0031 東京都 目黒区 中根1-9-3-102 03-6421-3480 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ

kapi parlor カーピーパーラー 152-0031 東京都目黒区中根2-5-10 03-6459-5895 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ

ドトールコーヒーショップ洗足駅前店 152-0012 東京都目黒区洗足2-21-1 03-5750-1920 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ

AGRO　FORESTRY 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-5 ユタカビル 03-5579-9317 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ&バー

tricky’s 152-0004 東京都目黒区鷹番2-17-1 B1 03-3719-2880 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ＆バー

バウンス 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-14-101 03-3792-4777 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ＆バー

gomato 152-0034 東京都 目黒区 緑が丘2-24-8 03-6459-5959 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェ（飲食店）

ハーブストーリーカフェ 145-0062 東京都大田区北千束1-58-6 03-6884-0718 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 カフェサービス業　飲食店

ドトールコーヒー　祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-21 03-5722-6788 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 コーヒー・飲食

バター 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-6459-5549 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 パンケーキ・カフェ

祐天寺カフェ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-16-1 03-6412-8160 紙商品券のみ 喫茶店 飲食

資生堂パーラー　自由が丘店 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-4-10quaranta1966 1F 03-3718-7620 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 飲食・物販

17cafe＆Bar 153-0063 東京都目黒区目黒3-11-6MEGUROWEST1F 070-4003-2095 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 飲食業

EMPORIOカフェ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-24-15 03-5723-6303 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 飲食業/カフェ

香港冰室（カフェ） 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-15-11 産伸ビル 2階 03-6303-0646 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 飲食店

イージー茶道カフェつなぐ 142-0062 東京都品川区小山6-5-13 03-6426-1605 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 飲食店　カフェ

ふげん社 153-0064 東京都目黒区下目黒5-3-12 03-6264-3665 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 喫茶、本屋、ギャラリー

珈琲館祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-15 モントロビル1階 03-3714-5454 紙商品券のみ 喫茶店 喫茶店

平野商店/喫茶はちや 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-13 03-6312-1600 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 小売/飲食

らかん茶屋 153-0064 東京都目黒区下目黒3-20-11 03-3712-7545 デジタル商品券・紙商品券両方 喫茶店 和食、喫茶

ベストメガネコンタクト自由が丘駅前店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-19 3・4・1ビルディングイースト1F 03-5726-1778 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 メガネ、コンタクトレンズ販売

メガネの愛眼学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-23 03-3791-4671 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 メガネ、コンタクト販売業

銀座メガネコンタクト中目黒駅前店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-1-5 03-3715-5871 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 メガネ・コンタクト・補聴器

株式会社　山崎眼鏡院 152-0004 東京都目黒区鷹番2-16-23 03-3714-1500 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

メガネのフタバ 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-12-19 03-3719-0805 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 眼鏡

メガネのアイガン　自由が丘店 152-0031 東京都 目黒区 中根1-21-1 03-5701-4141 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 眼鏡、補聴器、コンタクトレンズ販売

白光堂 153-0051 東京都目黒区上目黒2-16-13 03-3712-8988 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 眼鏡・時計店

メガネの銀屋 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-23-2 03-3724-6077 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 眼鏡小売

銀座メガネ学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-1 03-6303-1701 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 眼鏡店

ボズュー自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-16-13ヒルズ自由ヶ丘1F 03-5731-6612 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 眼鏡店

JINS　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-19 03-3723-5663 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 眼鏡販売

(株)本橋時計店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-20-9 03-3713-4192 紙商品券のみ 時計・眼鏡小売 時計眼鏡商

メガネストアー都立大学駅前店 152-0031 東京都目黒区中根1-1-13 イーサ 03-3723-4988 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 接客、販売業

宝石　時計　メガネ　オカザキ 153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-4 03-3712-6260 デジタル商品券・紙商品券両方 時計・眼鏡小売 宝石、時計、メガネ、補聴器

Dipunto 中目黒 153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-7 丸千ビルB1F 03-6452-2638 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール （飲食店）ワイン酒場

オリエンタルビストロK 152-0011 東京都目黒区原町1-9-9 1階 03-6412-8828 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール アジアン料理

VINOTECA MESSINA 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-11-4 1F 03-5701-7205 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール イタリアンバル

デビルクラフト　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-18 ジェイパーク自由が丘 1F 03-5726-9072 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール クラフトビールとシカゴピザのレストラン

カラオケ胡蝶 152-0004 東京都目黒区鷹番3-1-6 2F 03-3710-3810 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール スナック

ル・クラブ 152-0032 東京都目黒区平町1-26-17-B05 03-5726-9980 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール スナック

SAKABASOU-Dining・Bar 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-13クレオビル401 03-5701-1141 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール ダイニングバー

Bar　E.A.T 153-0064 東京都目黒区下目黒1-5-16 2F 03-3491-5082 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール バー

バーカーディフ 153-0064 東京都目黒区下目黒5-2-17 カナンプレイス2階 03-6452-4933 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール バー

LA　VIE　EN　ROSE 141-0021 東京都品川区上大崎2-27-1 サンフェリスタ目黒208号 03-6417-3766 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール バー

GONE 153-0063 東京都目黒区目黒4-12-13ヒルトップエム1F 03-3716-5730 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール バー

Bar Peace ! 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-18 ホークパレス103号 03-6303-0903 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール バー（カラオケ）

FIVE　TREES 152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 03-3715-6082 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール ビアバー

鳥繁 153-0064 東京都 目黒区 下目黒4-11-16共和下目黒マンション101 03-3760-3201 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食業

酒と華 ききょう 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-10-7 080-7942-1665 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食業

大衆ビストロ煮ジル 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-10-8-2階 03-6451-2729 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食業

もつやき都 152-0013 東京都 目黒区 南3-9-13山林アパート1階 03-3725-3850 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食業

やきいち 152-0011 東京都目黒区原町1-17-4 03-3710-4509 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食業



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

駒いち 153-0041 東京都目黒区駒場1-12-22 03-5738-7785 デジタル商品券のみ 酒場、ビアホール 飲食業（居酒屋）

バリク 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-22-4 クレールAI店1 03-6303-4749 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

裏のさかな屋 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺1-22-9 03-5773-3775 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

やきとん　きんか 152-0004 目黒区鷹番2-20-19 03-3713-5133 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

鶏やせぼん 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺2-4-14 03-6452-2417 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

MARU 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-12-2 w.nakameguro 03-6451-2592 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

炭火焼鳥と定食 カドクラ食堂 学芸大学 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-15-23 アヴァンガクゲイ1F 03-3713-1677 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 飲食店

魚と酒の旨い店ウオツネ 153-0051 東京都目黒区上目黒1-6-8 03-3710-9719 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 海鮮居酒屋

Groovyな、お茶 153-0043 東京都目黒区東山2-3-6 有澤ビル1F 03-6303-3807 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 喫茶店、バー

菱田屋酒場 153-0041 東京都目黒区駒場1-11-12-101 050-3743-7433 デジタル商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

イザック 153-0043 東京都目黒区東山3-15-4メゾンドカナリ102 080-5028-1133 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

日本酒とワイン ヒカリ 153-0051 東京都目黒区上目黒3-7-11 2F 03-3710-8224 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

目黒日本酒バルいと。スタンド 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-12 03-6420-0567 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

裏照ラス 目黒店 153-0063 東京都目黒区目黒1-5-18 中銀目黒タワービルB2F 03-3490-6346 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

目黒日本酒バルいと。をかし 153-0063 東京都目黒区目黒1-5-19 目黒第一ビル101 03-6417-0399 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

居酒屋　たつみや 153-0064 東京都目黒区下目黒1-2-22 セザール目黒1F 03-3493-7360 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

目黒日本酒バル　いと。 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-12 みすずビル3階 03-6447-7295 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

なっぱごちそう目黒 141-0021 東京都品川区上大崎2-26-5 メグロードB1 03-6420-3700 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

満天酒場　祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-3 祐天寺大安ビルB1F 03-6303-2210 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

梅蔵 152-0003 東京都目黒区碑文谷6-7-3 2F 03-3714-3342 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

養老乃瀧学芸大学東口店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-23サンビームプラザ201 03-3792-0891 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

学大酒場 エビス参 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-20-12 03-3791-3719 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

海の家　あそなる～ 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-15 学大横丁 03-5721-6054 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

旬鮮和彩　kou 152-0004 東京都目黒区鷹番3-9-5 03-3760-5055 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

大国屋 152-0011 東京都 目黒区 原町1-6-12 03-3712-8058 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 居酒屋

鳥へい 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-12-4 080-1333-6673 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

ひなたキッチン 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-16 リベルテビルB1F 03-6421-1213 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

肉汁餃子のダンダダン　学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-4-21 03-5724-3040 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

肉汁餃子のダンダダン　都立大学店 152-0032 東京都 目黒区 平町1-26-16 くりやまビル 03-6421-2771 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

肉汁餃子のダンダダン　目黒店 153-0063 東京都 目黒区 目黒1-5-16 目黒アイワビル 03-6431-8266 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋

薄田商店 152-0004 東京都目黒区鷹番3丁目3-16 宮澤ビル1階 03-6303-2657 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 居酒屋（飲食業）

七福神 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢3-8-6パールハイツ202 03-5726-9226 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 串カツ

黒澤惣三商店炭火 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3丁目19-8 黒澤惣三商店炭火 03-6451-0738 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 焼鳥

中華バル謝逢紅 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-3-15 2F 03-3725-4889 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 中華・居酒屋

目黒のさんま　菜の花 153-0064 東京都目黒区下目黒1-1-15 03-3491-0323 紙商品券のみ 酒場、ビアホール 定食・居酒屋

中洲流 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-11-4 2F 03-5701-7206 デジタル商品券・紙商品券両方 酒場、ビアホール 和食、居酒屋

Saluteria D/G 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-31-14 03-6421-1237 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリアレストラン

オステリア　カンティーナ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-24-14 笹岡ビル1F 03-6451-2204 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリアン

オステリア　ペコ 152-0012 東京都目黒区洗足2-23-11 1F 03-3785-8371 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリアン

トラットリア　トリノ 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-20 03-3788-7544 紙商品券のみ 専門料理店 イタリアン　レストラン

パスタバルミキヤズ　ぐりぐり 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-16 1F 03-6303-0995 紙商品券のみ 専門料理店 イタリアンバル

felice450 153-0053 東京都 目黒区 五本木2-25-11 富沢ビル1F 03-6303-4082 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリアンレストラン

タンテリーザ　笑多 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-3-17 GranDuo自由が丘 03-6421-2755 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリアンレストラン（飲食）

リストランテ　カシーナ　カナミッラ 153-0042 東京都目黒区青葉台1-23-3 青葉台東和ビル 2F 03-3715-4040 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリア料理

トラットリア　タルトゥーカ 153-0043 東京都目黒区東山1-11-15 ARKⅡ ANNEX1F 03-3792-8977 紙商品券のみ 専門料理店 イタリア料理

トラットリア・ピッツェリア・アミーチ 153-0053 東京都目黒区五本木2-54-14 03-5721-0332 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリア料理

La foutana azzurra 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-19 W.学芸大学 2A 03-6452-2552 紙商品券のみ 専門料理店 イタリア料理

トラットリア　イル　デスティーノ 152-0023 東京都目黒区八雲1-4-18トーセイビル1階 03-3725-0020 紙商品券のみ 専門料理店 イタリア料理

ピッツェリア ダ グランツァ 洗足本店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-13 サンフラッシュビルB1F 03-6421-6969 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリア料理

ヴァン・ヴィーノ 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-15-24 03-5731-2632 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 イタリア料理

イロッタ 153-0064 東京都 目黒区 下目黒1-5-21 目黒DKウエスト 03-3779-1138 紙商品券のみ 専門料理店 イタリア料理

ビリコッティ 152-0002 東京都 目黒区 目黒本町1-14-4鈴木ハイツ1F 03-5720-1151 紙商品券のみ 専門料理店 イタリア料理店

Asian Dinning And Bar Namaste 152-0011 東京都目黒区原町1-11-2 1F 03-3710-8311 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 インドカレー

うなぎ鮒一 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-13 03-3491-9677 紙商品券のみ 専門料理店 うなぎ屋

八ツ目やにしむら 153-0064 東京都目黒区下目黒3-13-10 03-3713-6548 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 うなぎ屋

宮川うなぎ店 153-0063 東京都目黒区目黒4-12-3 03-3712-2318 紙商品券のみ 専門料理店 うなぎ割烹

川信 152-0023 東京都目黒区八雲1-4-14 セキグチビル 03-3725-2626 紙商品券のみ 専門料理店 うなぎ料理店

お好み焼　かまくら 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-17 03-3716-2228 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 お好み焼

たぬきや 153-0043 東京都目黒区東山3-13-1 03-3713-5424 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 お好み焼き店

カレーハウスCoCo壱番屋　目黒駅西口店 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-9 03-5496-0481 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 カレー

ボンディ洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-11 03-3712-0002 紙商品券のみ 専門料理店 カレー専門店

Marcelo's 153-0064 東京都目黒区下目黒1-5-16本田ビル2F 03-6417-9888 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ステーキ　イスラエル料理

クルン・サイアム自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-16 エクセレンスビル2F 03-5731-5445 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 タイ料理

ニューチェンマイ 152-0023 東京都 目黒区 八雲1-2-5 コガビル103 03-6459-5325 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 タイ料理店

あずまや祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-10 03-6451-0909 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 たこ焼き

とんかつとんき 153-0064 東京都目黒区下目黒1-1-2 03-3491-9928 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 とんかつ専門店

とんかつ専門店かつよし 152-0001 東京都目黒区中央町1-17-11 03-5704-2110 紙商品券のみ 専門料理店 とんかつ専門店

さんき 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-7-25 03-3711-8758 紙商品券のみ 専門料理店 とんかつ店

壁の穴 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-3724-9145 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 パスタ

Tweedles 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-17-13-102 03-4400-8558 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ハワイアン料理と焼きたてパン

MAVERICK HAMBURGER TOKYO 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-20 ベルツリービル2階 03-6451-0733 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ハンバーガー

モスバーガー目黒駅西口店 141-0021 東京都品川区上大崎2-17-3 03-3491-3100 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ハンバーガーショップ

HENRY'S　BURGER　Jiyugaoka 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-8 1F 03-6421-1667 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ハンバーガー店

東京ハンズ 153-0063 東京都目黒区目黒3-1-23-1F 03-6303-2303 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ビストロ

中目黒Bistro Bolero 151-0051 東京都目黒区上目黒2-47-11 03-6712-2390 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ビストロ・フレンチ

マチエール 152-0031 東京都目黒区中根1-2-6カシオカビル 03-6421-4181 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ビストロ料理飲食店

シェ・ソーマ都立大学 152-0031 東京都目黒区中根1-7-20 03-6421-3034 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 フランス料理

Sans Maquillage 216-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-19 03-3725-2033 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 フランス料理

Fukushima 152-0031 東京都目黒区中根1-6-1 NewYorkCorner161-2B 03-5726-9727 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 フランス料理店

Couche 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1アトラスタワー107 03-5734-1366 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 フレンチレストラン

レストラン　アージェント 153-0065 東京都目黒区中町1-25-12 1F 03-3792-4445 紙商品券のみ 専門料理店 フレンチレストラン

エビス洗足総本店 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-19アソルティ洗足B1 03-6426-4871 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 もつ鍋

やきとり　こだるま 153-0063 東京都目黒区目黒4-21-16 03-3719-1868 紙商品券のみ 専門料理店 やきとり屋

ラーメン酒場　晴江戸 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-32-10 都立大マンション102 03-6421-4583 紙商品券のみ 専門料理店 ラーメン

藤平らー麺　西小山店 152-0011 東京都目黒区原町1-11-5木下ビル1F 03-3711-8820 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ラーメン

中国ラーメン揚州商人　目黒本店 153-0063 東京都 目黒区 目黒1-6-16 明洞ビル1F 03-3494-0166 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 ラーメン店

Bar a Vin ムッシュヨースケ 153-0042 東京都 目黒区 青葉台3-21-13 03-3716-5999 デジタル商品券のみ 専門料理店 レストラン

中目黒　グリル 153-0051 東京都目黒区上目黒2-37-12 コンフォート中目黒101 03-6303-4681 紙商品券のみ 専門料理店 ワイン　ビストロ

串富 153-0053 東京都目黒区五本木2-4-4 03-6452-4194 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食

ちゃんこ芝松　八雲店 152-0023 東京都目黒区八雲1-4-6 03-6421-1120 紙商品券のみ 専門料理店 飲食

焼肉家てっちゃん 153-1530 目黒区東山3-4-10Nビル1階 080-7374-6851 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食

お好み焼　キャベツ亭 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-20-9 03-3794-3677 紙商品券のみ 専門料理店 飲食

EIMZ 153-0053 東京都目黒区五本木2-54-15 03-5734-1077 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食（ビストロ・バル）

SOLO　NOI 152-0031 東京都目黒区中根1-7-3オフィス都立大ビル1F 03-6421-2875 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食イタリア料理

SHUTTERS 自由が丘 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢5-27-15 03-3717-0111 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食サービス業

らーめん仙花 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-12-5浅野ビル 03-3718-4897 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食らーめん店

PIZZA BAR KAKO 153-0041 東京都目黒区駒場1-11-16 03-6326-0756 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

C.T kitchen 亀 153-0051 東京都 目黒区 上目黒1-23-1中目黒アリーナ204 03-6452-4765 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

中華高伸 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-18-9 03-3719-9198 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

わっぱ飯　いちや 153-0051 東京都目黒区上目黒3-8-3 03-6320-8030 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

焼肉じゃくずれ 153-0051 東京都目黒区上目黒5-31-5 03-3716-1129 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

とんかつ　大宝 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-15 03-3491-9470 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

家庭料理まんざら 153-0063 東京都目黒区目黒4-14-5-109 03-3714-7644 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

eujun 153-0065 東京都目黒区中町1-5-13-101 03-6303-1519 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

大鴻運天天酒楼 152-0004 東京都目黒区鷹番1-1-7 03-5721-8773 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

一吉 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-5-1 03-3713-2632 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

totto 152-0031 東京都 目黒区 中根1-1-8ローヤルビル2階 03-6421-2209 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

BENIYA kitchen 都立大学駅前店 152-0031 東京都目黒区中根1-5-2東横線都立大学駅高架下A棟2 03-3318-7316 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業
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創作料理　かじ吉 152-0012 東京都目黒区洗足2-24-13 03-3782-7905 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

のびる 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-16-19 03-5729-3354 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

味の一番 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-28-8自由が丘デパート2F 03-3717-4855 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

花十番　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-17 3F 03-3724-8710 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

町田や 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-12 03-3723-1241 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

中華料理　二葉 152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-17 03-3712-4152 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

cucchiaio 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-4-3-101 03-3716-0929 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業

SHUTTERS Luz自由が丘 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘2-9-6 3階 03-5731-0101 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

花十番　本店 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-25-12 リードマンション2F 03-6421-2987 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業

PIZZERIA 244 152-0012 東京都目黒区洗足1-6-1 03-5724-3456 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（イタリアン）

dal　Barone 158-0083 東京都世田谷区奥沢3-12-6 03-6421-9306 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（イタリアン）

はまぐり屋串左衛門 153-0051 東京都目黒区上目黒3-9-5プラージュメグロ102 03-3712-2022 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（はまぐりと串揚げ）

なんた　浜 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-20自由が丘第一ビル4F 03-3723-2933 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（沖縄料理）

中国郷土料理全家福 153-0064 東京都目黒区下目黒1-2-22 セザール目黒209 03-5759-6587 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（中華料理）

上海ダイニング状元樓 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-17 拝田ビル1F 03-3718-8833 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業（中華料理）

天寅　自由が丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-11-6 エトモ自由が丘1F 03-6459-5100 紙商品券のみ 専門料理店 飲食業（天ぷら）

なかめのてっぺん　本店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-9-5プラージュメグロ101 03-5724-4439 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業（炉端焼き）

ニクアザブ学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-19-5 1F 03-6452-2929 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食業/焼肉

ラム焼肉専門店らむね 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-8-11第3エスペランス1F 03-6303-2929 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食事業

エノフィリア 153-0064 東京都 目黒区 下目黒1-4-7 グリーンハイツ行人坂B1F 03-6417-0355 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

肉和創菜　道 153-0063 東京都目黒区目黒4-11-1 03-5734-1776 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

静岡料理　E-ra 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-22-6-102 03-3715-1620 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

博多日和 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺2-6-11カメリア祐天寺1F 03-6303-2270 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

Sita祐天寺店 153-0042 東京都目黒区祐天寺2-9-2 03-4361-4896 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

和彩遊佐 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-3-8 鏑木ビル1階 03-4283-3328 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

中華そば　たかばん 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-15-10 03-6452-3037 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

SITA学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-5-20 1F 03-6712-2771 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

京風フレンチバルやまや 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-19-5 フローラルアーツ2F 03-6452-4263 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

すぱいす暮らし 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-14 1F 090-3001-6179 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

漁師風ビストロプラマ 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-4-10 ハイツ成毛 地下1階 03-5708-5042 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

てんや学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-8-7ONビル1F 03-5725-6861 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店

merengue都立大学店 152-0031 東京都 目黒区 中根1-6-1ニューヨークコーナー1階 03-5726-9251 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

万豚記　都立大学店 152-0031 東京都目黒区中根1-6-2 090-5308-1899 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

La vita 152-0011 東京都 目黒区 原町1-4-5 03-6452-3569 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

たこ焼　あほや 152-0011 東京都目黒区原町1-10-1 03-5773-4075 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店

豚工房どんぐり 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-3-19ルミエール自由が丘1階 03-3725-0294 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

いきなりステーキ学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-3-19 03-6303-4329 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店

BABBO ANGELO 152-1520 東京都 目黒区 自由が丘1-25-12 リード2F 03-5729-4339 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

玄品 自由ヶ丘 ふぐ・うなぎ料理 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-29-17 自由が丘夢の樹ヒルズ 地下1F 03-3725-0529 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

プティマルシェ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-25-22 03-3723-7907 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店

鉄板BISTROAkahoshi 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-21-17 080-1212-7072 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

シェ・フルール東山 153-0043 東京都 目黒区 東山3-12-4 コモド目黒東山1階 03-6303-2510 デジタル商品券のみ 専門料理店 飲食店

バインミーバーバー中目黒店 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2ー6ー9マルモビル1B 03-5724-3594 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店

炭火焼肉　一心園 152-0012 東京都目黒区洗足2-25-2 03-6426-6662 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店　焼肉

カレーステーション　ナイアガラ 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-21-2 03-3713-2602 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店（カレー専門店）

ベトナム家庭料理　クァン　アン　タム 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-28-8 自由が丘デパート2F 03-5701-0302 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店（ベトナム料理）

焼肉チャンピオン　NAKAME+ 153-0043 東京都目黒区東山2-3-5 ビラアペックスタワー1F、2F 03-6412-8916 デジタル商品券のみ 専門料理店 飲食店（焼肉）

焼肉チャンピオン　中目黒アトラスタワー店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワーB棟ANNEX207 03-6303-0698 デジタル商品券のみ 専門料理店 飲食店（焼肉）

銀水 152-0032 東京都目黒区平町1-27-5 03-3723-8146 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 飲食店（中華）

鉄板バルSOURCE中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-8-10 03-6303-4880 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店（鉄板バル）

あえん　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-20 03-5731-8251 紙商品券のみ 専門料理店 飲食店（和食）

パクシクタン 153-0041 東京都目黒区駒場1-27-1 03-5738-8666 デジタル商品券のみ 専門料理店 韓国料理店

博多野菜巻き串　ミカタ 152-0003 東京都目黒区碑文谷6-7-3インクルール学芸大ビル1階 03-6712-2116 紙商品券のみ 専門料理店 串焼き店

小梅 153-0051 東京都目黒区上目黒1-20-10 03-6412-8872 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 小料理

焼肉しゃぶしゃぶ　びーふてい 153-0051 東京都目黒区上目黒2-6-9マルモビル1F 03-3719-7025 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

うしごろ　バンビーナ　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-11TODAビル1F 03-6412-8929 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

焼肉乙ちゃん　目黒不動前店 153-0064 東京都目黒区下目黒2-13-10 RKビル 1F 03-6417-9129 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

焼肉おおにし祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-6-11 03-6451-0291 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

焼肉　みやび 152-0004 東京都目黒区鷹番2-4-10 03-3719-0925 紙商品券のみ 専門料理店 焼肉

焼肉　大統領 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-3 1階 03-3724-2941 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

べこ亭自由が丘店 158-0083 東京都世田谷区奥沢6-20-23フォーラム自由が丘B1 03-3701-0029 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉

関本恭平 152-0004 東京都目黒区鷹番3-14-5 03-6303-0260 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 焼肉屋

食事処鳥はる 152-0032 東京都目黒区平町1-25-15 03-3723-7640 紙商品券のみ 専門料理店 食事処・定食

本格タイ料理バル　プアン 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-12 A2ビル2F 03-6412-7660 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 専門料理店

匯豐齋 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-7-20 03-5721-3666 紙商品券のみ 専門料理店 台湾料理

食無双 153-0063 東京都目黒区目黒1-6-12 03-6420-3605 紙商品券のみ 専門料理店 中華

元祖中華つけ麺大王総本店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-12-4 03-3723-9145 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華・ラーメン店

小籠包茶楼　龍哉 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 03-5734-1866 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

中華料理　幸楽 153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-3ファミリア中目黒 03-3710-5304 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

笑口房 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-12-19 山寺ビル201 03-5722-6362 紙商品券のみ 専門料理店 中華料理

平和軒 152-0001 東京都目黒区中央町2-3-8 03-3715-3413 紙商品券のみ 専門料理店 中華料理

楽園菜館 152-0004 東京都目黒区鷹番1-2-6 ハーモニーアーク目黒B1F 03-3793-2271 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

泰雅 152-0004 東京都目黒区鷹番2-15-12A-2ビル3F 03-6874-1477 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

旭龍門 152-0031 東京都目黒区中根1-2-3 粕谷ビル1-B 03-3725-7109 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

京華菜　清香 152-0023 東京都目黒区八雲1-11-18 03-6421-1421 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理

大陸食堂 153-0063 東京都目黒区目黒1-5-19 03-3779-0839 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理　中華食堂

中華名菜上海菜館 152-0004 東京都目黒区鷹番3-12-5 03-3713-4808 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中華料理店

中國飯店　花壇 153-0061 東京都目黒区中目黒1-3-12 アーバンリゾート代官山3F 03-3719-9161 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中国料理

香港園 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-8 03-3491-1641 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 中国料理

来々軒 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-13 03-3712-2355 紙商品券のみ 専門料理店 中国料理店

目黒キッチン 153-0063 東京都目黒区目黒2-11-12 さのやビル1F 090-2755-9912 紙商品券のみ 専門料理店 定食等

学芸大学三谷町うなぎ宮川 152-0004 東京都目黒区鷹番3-15-23 03-3712-5590 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 日本料理

大戸屋　自由が丘南口店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-23 自由が丘プラザB1 03-5731-1555 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 日本料理

洋食亭ブラームス 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-21 03-3724-6501 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 洋食

創作和食　ダイニング和神 153-0063 東京都目黒区目黒1-5-18-B1 03-3491-0250 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 和食

とんかつ丸栄 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-16 03-3717-3418 紙商品券のみ 専門料理店 和食

HANEYA 153-0044 東京都目黒区青葉台3-22-1-1F 03-3710-5300 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 和食ダイニング（和食居酒屋）

そま莉 153-0063 東京都目黒区目黒1-4-8 東レクビル2F 03-3493-2051 デジタル商品券・紙商品券両方 専門料理店 和食店

星火 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-21-4 J121ビル 1F 03-6421-4328 紙商品券のみ 専門料理店 和食店

千代田クリーニング(有) 152-0011 東京都目黒区原町1-4-6 03-3712-6924 紙商品券のみ 洗濯業 クリーニング

ホームドライ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-3 03-3724-2290 紙商品券のみ 洗濯業 クリーニング

クリーニング　アスナロ　大橋店 153-0043 東京都目黒区東山3-1-1 03-3713-5094 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

クリーニングハウス　フジヤ 153-0063 東京都目黒区目黒4-9-13 03-3712-3858 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

有限会社ツルヤランドリー 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-15-5 ツルヤランドリー 03-3712-9213 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

クリーニング 池原サンシャイン 152-0004 東京都目黒区鷹番2-20-6 03-3712-2059 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

旭クリーニング 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-9-4 03-3712-8669 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

伊川ランドリー 152-0011 東京都目黒区原町1-15-2 03-3712-6909 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング業

クリーニング　ニューパリー 153-0043 東京都目黒区東山1-30-2 03-3719-5815 紙商品券のみ 洗濯業 クリーニング業取次

クリーニング　ニューパリー　さいとう店 152-0002 東京都目黒区目黒本町1-1-19 03-3712-4551 紙商品券のみ 洗濯業 クリーニング取扱店

ホームドライ東大前店 153-0041 東京都目黒区駒場3-6-9 03-3460-3735 デジタル商品券のみ 洗濯業 クリーニング取次店

ダイエークリーナー 152-0031 東京都目黒区中根2-3-11 03-3718-2745 デジタル商品券・紙商品券両方 洗濯業 クリーニング店

有限会社武田商会 152-0001 東京都 目黒区 中央町1-3-1 03-3715-8809 紙商品券のみ 洗濯業 サービス業

マツヤデンキ学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-21-11 03-3792-8431 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電小売店

マツヤデンキ西小山店 152-0011 東京都目黒区原町1-6-6 03-3716-4121 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電小売店

共栄電器　平和通り店 152-0002 東京都目黒区目黒本町6-1-15 03-3710-4589 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電製品、販売、修理

古谷電気株式会社 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-11 03-3711-7511 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電製品販売

東大電気 153-0041 東京都目黒区駒場1-9-3 03-3467-3583 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電販売

関戸電気商会 153-0043 東京都目黒区東山3-14-1 03-3713-1957 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売



商　　店　　名 Ｔ　Ｅ　Ｌ 取　扱　商　品　券 カ　テ　ゴ　リ　ー 業　　種住　　　　所

(有)大空電器 153-0051 東京都目黒区上目黒2-40-29 03-3793-5341 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売

(株)電化のホシノ 153-0065 東京都目黒区中町1-38-8 03-3760-7788 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電販売

でんかメイトタカクワ 153-0065 東京都目黒区中町2-21-5 03-3791-6657 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売

株式会社アサヒ電機 152-0011 東京都目黒区原町1-22-18 03-3792-0801 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売

キョウエーでんき洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-15 03-3710-3489 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電販売

でんかのタム 153-0053 東京都 目黒区 五本木2-4-5 03-3710-6270 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電販売

株式会社　電明舎 153-0051 東京都目黒区上目黒2-13-5 03-3719-8321 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 家電販売、工事

加藤電気 153-0064 東京都目黒区下目黒3-19-9山中レジデンス101 03-6303-1842 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売、電気工事

有限会社　電化のナカイ 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-13 03-3723-5144 紙商品券のみ 電気機械器具小売 家電販売・修理・空調工事

タカダ電化(株)学大店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-4-12 03-3792-6777 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 電化製品小売業

プラスワン　サトーデンカ 153-0064 東京都 目黒区 下目黒3-14-2 03-3710-3548 紙商品券のみ 電気機械器具小売 電気屋

(株)北原電気商会 153-0051 東京都目黒区上目黒5-30-10 03-3719-6161 紙商品券のみ 電気機械器具小売 電気工事業、家電販売、修理業、

オーガニックエステサロン フルーツルーツ 153-0053 東京都目黒区五本木3-7-8 03-6452-4580 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 エステサロン・化粧品・食品販売

COLORS 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘2-15-22オカベビル2階 03-6459-5258 紙商品券のみ 理容・美容 サービス

アプレラプリュイ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-25-14BiBaビル1F 03-5701-7233 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 ネイルサロン

ＴＡＹＡ 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-8-19 03-5701-5835 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 ヘアサロン

リラクゼーション三階 153-0051 東京都目黒区上目黒3-1-14 メイツ中目黒506 080-7848-3138 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 リラクゼーション・理容

アイラッシュサロン ティアラ 152-0004 東京都目黒区鷹番3-11-7-201 03-6452-2279 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容

Link's hair & relax 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-18 03-6452-4738 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容

LEMPICKA 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-17-6 3F 03-5701-0331 紙商品券のみ 理容・美容 美容

L'avenue-hair-atelier 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-17-12 03-5726-8509 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容サービス

atelier LiL 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-9 03-6427-8386 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容サロン

トータルビューティサロン　CAP 152-0004 東京都目黒区鷹番3-6-13 03-3794-3500 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容サロン

美容サロンマウロア学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-8-6川村ビル3階 03-3792-1183 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容サロン

haar HAIRSTUDIO 152-0004 東京都目黒区鷹番2-5-20 03-5725-6672 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容院

アトリエＪＤパリ柿の木坂店 152-0022 東京都 目黒区 柿の木坂1-31-9パーシモンヒルズ101 03-3725-4063 紙商品券のみ 理容・美容 美容院

baroque hair 153-0042 東京都 目黒区 青葉台1-19-7msビル2f 03-6427-8696 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

美容室　石井 153-0051 東京都目黒区上目黒2-47-13 03-6303-3922 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

ヘアースタジオノンノ 153-0065 東京都目黒区中町1-6-8 03-3710-5328 紙商品券のみ 理容・美容 美容業

タナカ美容室 153-0065 東京都目黒区中町1-6-26 03-3719-8803 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

Rise 153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-18-1F 03-5721-5821 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

レピ美容室 153-0065 東京都目黒区中町1-41-7 03-3793-4153 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

ヘアーアンローズ 152-0004 東京都目黒区鷹番2-4-13 03-3714-2666 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

CL salon tokyo 152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-5 学芸大学駅前 ビル3F 080-3713-6100 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

hair club paris 152-0004 東京都目黒区鷹番3-11-7 萩原デュプレックス106 03-5712-8003 紙商品券のみ 理容・美容 美容業

美美人　美容室 152-0004 東京都目黒区鷹番3-15-20 03-3710-3956 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

美容室グローリー(growsalon) 152-0004 東京都目黒区鷹番3-18-21 アルプスビル2F 03-3792-3749 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

CLAP 152-0023 東京都目黒区八雲1-4-18 03-3718-4102 紙商品券のみ 理容・美容 美容業

美容室 パステルアトリエ 152-0002 東京都目黒区目黒本町6-1-16 1F 03-3794-6226 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

madoux 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-26-13 03-5701-1261 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容業

美容室サウスモートン 153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-23-201 03-3792-3678 紙商品券のみ 理容・美容 美容業

マスール美容室 153-0041 東京都目黒区駒場1-32-20 03-3468-2513 デジタル商品券のみ 理容・美容 美容室

kiitti 153-0041 東京都目黒区駒場1-34-10 03-5790-9673 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

ＦＩＣＡＴＡ 153-0051 東京都目黒区上目黒2-47-12-101 03-6303-1439 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Hair　INOUE 153-0053 東京都目黒区五本木1-30-3 03-3715-0775 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

KAMINA 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-3 永和パルフェ201 03-6712-2931 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

hairspaPAZ 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺2-3-16黒川ビル1F 03-5721-9755 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Yona Saint 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-4-2ベルニーニ101 03-6303-4729 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

シックヘアー 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-6 1F 03-3793-0550 紙商品券のみ 理容・美容 美容室

SORA　学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番2-5-23-1F 03-6303-4417 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

ichitoki 152-0004 東京都目黒区鷹番3-10-9 1F 03-5734-1038 紙商品券のみ 理容・美容 美容室

enu TOKYO 152-0004 東京都目黒区鷹番3-19-9 1F 03-5721-7120 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Natully 152-0031 東京都目黒区中根2-12-7 03-6753-7577 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Hair　Ikora 152-0011 東京都目黒区原町1-15-3浜ビル102 03-5722-2531 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

トムの庭　洗足店 152-0012 東京都目黒区洗足2-6-12 03-3712-2281 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Beaut Hair GEORGE 152-0012 東京都 目黒区 洗足2-25-13 SFビル2階 03-3784-0866 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

petite amie 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-24-13 03-5726-8527 紙商品券のみ 理容・美容 美容室

ＰＲＩＭＰ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-13-14 2F 03-3717-1311 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

MICRAS 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-5 稲毛屋ビル4F 03-3724-0782 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

Merry Land自由が丘 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-11自由が丘アオキビル5F 03-6715-6788 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

NOV 自由が丘 158-0083 東京都世田谷区奥沢6-33-14-2F 03-5758-1233 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

hair & make CERRONE 153-0065 東京都 目黒区 中町2-44-13 03-6303-3668 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 美容室

カキモトアームズ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-13 CREOビル2F 03-3724-7790 紙商品券のみ 理容・美容 美容室経営

青木理髪室 153-0041 東京都目黒区駒場1-26-1 03-3467-9156 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

アンジュデロワ 153-0043 東京都目黒区東山3-4-9 03-3713-2670 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

Steadic 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-10 03-3710-9393 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

バーバー　ニューカトウ 153-0063 東京都目黒区目黒4-21-16 03-3715-4991 紙商品券のみ 理容・美容 理容

ヘアーサロン　つつみ 153-0065 東京都目黒区中町1-35-11 03-3719-7924 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

ミヤカワ理容室 152-0002 東京都目黒区目黒本町1-11-4 03-3793-6929 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

ヘアスタジオ　ウメザワ 152-0012 東京都目黒区洗足2-8-11 03-3713-3542 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容

DAITOKYO&CITY 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-14-4 03-3712-6496 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容・美容室

おしゃれさろんクリスタル中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-12-12ジェイパーク中目黒105号 03-5721-6400 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

ヘアーサロン ファンタイム 153-0063 東京都目黒区目黒3-8-10-103 03-3494-1508 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

ヘアースタジオ兼平 153-0063 東京都目黒区目黒3-9-14 03-3710-7490 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

ヘアーサロンいしおか 153-0063 東京都目黒区目黒4-10-4 03-3710-5378 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

HAIR CONCERTO K 153-0053 東京都 目黒区 五本木1-23-14-A 03-5721-3201 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

ヘアーサロンあずまけん 153-0053 東京都目黒区五本木1-40-22 03-3710-5996 紙商品券のみ 理容・美容 理容業

なごやしずえ　理容室 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-3 03-3711-0913 紙商品券のみ 理容・美容 理容業

Hair & RelaxAKIYAMA 153-0065 東京都目黒区中町2-30-10 03-3715-2678 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

ヘアーサロンワタベ 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-16-14 03-3715-5913 紙商品券のみ 理容・美容 理容業

オカ理容室 152-0032 東京都目黒区平町1-26-12 03-3717-1289 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

(有)理容アズマ 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-3 03-3717-3584 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

Healing barber clippers 152-0012 東京都目黒区洗足2-7-13ブリヴァール洗足101 03-6754-1964 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容業

Barber Nico2 152-0034 東京都目黒区緑が丘2-16-10 SAKURAテラス1階 03-5726-8287 デジタル商品券のみ 理容・美容 理容業

理容室ライン 153-0041 東京都目黒区駒場1-11-12 03-5454-3849 デジタル商品券・紙商品券両方 理容・美容 理容室
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東急ストア　中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-21-12 03-3714-2456 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　プレッセ中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワーB1 03-5768-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺2-13-6エトモ祐天寺内 03-5773-4466 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

イオンスタイル碑文谷 152-0003 東京都 目黒区 碑文谷4-1-1 03-3710-1111 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

東急ストア　都立大学店 152-0031 東京都目黒区中根1-4-3 03-3725-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

ノジマ　フレルウィズ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-6-9 フレルウィズ自由が丘4階 03-5726-3072 デジタル商品券・紙商品券両方 電気機械器具小売 デジタル家電製品　スマートフォン販売

東急ストア　フレル・ウィズ自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-6-9 03-3718-0109 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 スーパーマーケット

リバティヒルクラブ 152-0023 東京都目黒区八雲3-26-6 03-5731-5731 紙商品券のみ その他サービス・娯楽 スポーツクラブ

ニトリ目黒通り店 153-0064 東京都 目黒区 下目黒6-1-18 03-5725-2173 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 ホームファニシングストア

ニトリ中目黒店 153-0061 東京都 目黒区 中目黒1-10-21 070-1200-6658 デジタル商品券・紙商品券両方 その他小売 小売業

DoCLSSE　wando 自由が丘店 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢5-25-15wando自由が丘east 03-5726-9346 紙商品券のみ 衣服・身の回り品小売 アパレル販売(レディース/メンズ)
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