施設内容

住所

電話
メールアドレス
さかえ屋呉服店
呉服屋
（問い合わせ制非公開）
070-5556-4393 info@kimono-sakaeya.com
BOJ mobile
外国人観光客向けSIM販売 東京都中央区築地2-7-12 サンキョウビルディング15 903
03-5565-8660 info@bojinc.com
合同会社ジャノム
金券売買
東京都品川区北品川1-9-7 トップルーム品川1015
info@coingift.jp
KOHKOH
創作料理
愛媛県松山市二番町3-8-5 美川ビル1階
089-961-1199
美望-bibouエステサロン
大阪府大阪市中央区谷町2-3-6
090-5881-3223 http://www.slim-bibou.com/contact-us/
ブルー バオバブ
カフェバー
東京都港区麻布台２－２－１２ 三貴ビル2F
03-6884-3100 http://tomosu-lab.com/contact
バー銀座パノラマ 渋谷店
スナック＆バー
東京都渋谷区道玄坂1-17-12 野々ビル3階
03-5456-6074 shibuya@ginza-panorama.com
アイラボファクトリー名古屋店
家電修理業
愛知県名古屋市中区上前津１丁目４−１２ 上前津ファーストビル6階
052-332-0020 info@ilab.cc
Geofront
カフェ
愛媛県松山市湊町4-10-8 BE-FLATB1階
089-948-4525
Cafe&Dining PEACH
カフェ＆バー
岡山県岡山市北区磨屋町6-23 2F3F
086-238-4606 info@cafe-peach.com
AAAアカデミー
英会話教室
京都市左京区福本町417-3
075-754-0051 http://www.aaaacademy.jp/contact/
Bar 祇園
バー
京都市東山区祇園町南側555番地 アパホテル京都祇園エクセレント地下1階 075-541-2650 info@bar-gion.com
YOSA PARK 祝園西店
京都府相楽郡 精華町南稲八妻堂垣内 ５５−３
0774-93-3300
オードリー
動物病院
広島県広島市安佐南区大町西１丁目１２－１１
082-846-6966 http://audrey-animals.com/inquiry
salon そわか
サロン
高知県高知市桜井町1-11-18
090-7173-1299 salonsowaka@gmail.com
Rilassante
アロマサロン
高知県高知市中宝永町１１－１０ロイヤルコートブルージュ402号
090-2784-5285 http://rilassante28.wix.com/rilassante#!contact/cito
Sucre Paris
カラーサロン
高知県高知市廿代町15-1-202
080-4062-3660
凛
カフェ
三重県伊勢市岩淵3-1-40
0596-28-3828
CoCooking
クッキングスタジオ
山梨県富士吉田市下吉田3-6-28
0555-68-9009 contact@cocooking.jp
Kitchen Ken
洋食屋
鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目12-1
099-227-7691
人情屋台とんとり
居酒屋
鹿児島県鹿児島市東千石町3-41 キャパルポ6F
酒呑処かもん
居酒屋
鹿児島市山之口町10-16 米沢ビル１Ｆ
099-223-0770 sakennondokoro.kamon@gmail.com
チキン・ハート
からあげ専門店
神戸市灘区篠原中町4－1－20
078-805-6780
寒川ホルモン かるべぇ
焼肉屋
神奈川県高座郡寒川町岡田1158
0467-98-1635
JPON EXTREME
ネットの電話帳サービス
神奈川県座間市緑ヶ丘 6-1-23-102
050-5806-7010 https://x.jpon.xyz/pages/contact.php
ビットチェンジ株式会社
金券売買
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1-17-18
044-322-8680 support@bitchange.co.jp
居酒屋 ひのき。
居酒屋
静岡県静岡市駿河区みずほ3-11-3
054-258-8550
めん処 村上家
うどん・蕎麦屋
静岡県静岡市清水区蒲原5343-4
054-385-0811
Hair Salon FEEL 南行徳店
ヘアーサロン
千葉県市川市相之川4-4-14 飯田ビル1F
047-357-9290 suzukamotohashi@ybb.ne.jp
Hair Salon FEEL 妙典店
ヘアーサロン
千葉県市川市妙典3-15-16 ランドマーク妙典1F
047-358-9993 suzukamotohashi@ybb.ne.jp
背脂ラーメン 宮本 富士見町店
ラーメン、つけ麺
千葉県千葉市中央区本千葉町1-3 プリマビル101
043-306-1359 https://ramen-yusin.webpiece.e-2.co.jp/contact/
リンゴ屋 茂原店
携帯電話ショップ
千葉県茂原市 茂原１５７５
0475-47-3807 toiawase@ringoya-mobara.com
ジャズピアニスト柴田コウメイ
ジャズ教室
大阪市阿倍野区阿倍野筋4-9-22
06-6623-3655 http://form1.fc2.com/form/?id=907701
イーズホーム
不動産仲介
大阪府茨木市南春日丘2丁目2-13 イーズ南春日丘1F
072-631-8801 mail@i-zhome.co.jp
One Gengo
英会話教室
大阪府大阪市西区新町1丁目22-9
080-9164-4759 http://www.onegengo.com/123622183912356215121243112379.html
山口果物
果物屋
大阪府大阪市中央区上本町西2-1-9 宏栄ビル1F
06-6191-6450
L＆L （エルアンドエル）
ダイニングバー
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-16-13 宝泉ビル 1F
06-6211-2623
Space Station
バー・飲食店
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目8-21
080-4151-6336
１+MORE 北新地店
エステサロン
大阪府大阪市北区西天満４丁目11-4-601
06-6809-2280
ローレンス （LAWRENCE）
ダイニングバー
大阪府大阪市北区曽根崎2-10-19 河合ビル ３Ｆ
06-6313-0265 info@lawrence.jpn.com
FRUIT GARDEN 山口果物 エキマルシェ新大阪店 果物屋
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１６
06-6195-1616
癒ロイド
メイドカフェ
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-8 アインエステートビル6階
06-6632-2118 iyashiroid@ezweb.ne.jp
Chompoo
占い
東京都港区虎ノ門1丁目23番1～4号 虎ノ門ヒルズ
http://chompoo.jp/?page_id=505
CARPE DIEM BRAZILIAN JIU-JITSU.三田
ブラジリアン柔術道場
東京都港区芝5-1-13 三ツ輪三田ビルB1
03-6435-4803 http://carpediembjj.com/contact/index.php
中国語教室ビーチャイニーズ 新橋校
中国語教室
東京都港区新橋１－１７－１YUKEN新橋ビル（旧新幸ビル）２階
03-3597-3446 shinbashi@b-chinese.com
VERANDA
ダイニングバー
東京都港区西麻布3-24-20 2F
03-5414-7095 info@veranda.jp
株式会社シンク・イメージ
IT コンサルタント
東京都港区赤坂４丁目１１−６
03-5575-5197 http://syncimage.com/inquiry.html
CARPE DIEM BRAZILIAN JIU-JITSU.青山
ブラジリアン柔術道場
東京都港区南青山4丁目26-16-1F
03-6427-4163 http://carpediembjj.com/contact/index.php
天現寺ガーデン
イタリアンレストラン
東京都港区南麻布４丁目２−４２ クオリア 南麻布 １F
03-5791-2577
l'ｅｃｈｏ・レコー
サロン
東京都港区白金1-7-9
03-5789-8933
AMENRO LA FIESTA
メキシコ料理
東京都港区六本木3-15-23 花椿ビル2F
050-5522-5661
Two Dogs Taproom 六本木
ピザ・ダイニングバー
東京都港区六本木3-15-24 アリエスビル2F
050-5788-6808
awabar.
スナック＆バー
東京都港区六本木4-10-11 小田切ビル1F
03-6804-5739
The Pink Cow
レストラン
東京都港区六本木５−５−１ ロアビルB1F
03-6434-5773 cowmail@thepinkcow.com
amaten株式会社
金券売買
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー15F
https://amaten.com/
Hackers Bar
スナック＆バー
東京都港区六本木７丁目１２−３
03-6434-9232 work@hackersbar.net
ケイメノ株式会社
英文添削のサービス
東京都三鷹市井の頭5丁目13番17号 セドル101
inquiries@keimeno.jp
ＣＲＡＺＹ ＢＥＡＵＴＹ
まつ毛エクステサロン
東京都渋谷区円山町5ー18道玄坂スクエア906
03-6416-1726
CARPE DIEM BRAZILIAN JIU-JITSU.広尾
ブラジリアン柔術道場
東京都渋谷区広尾5-14-2 NIKIビル3F
03-6721-9302 http://carpediembjj.com/contact/index.php
ゲソてん
オンラインゲーム
東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー GMOメディア株式会社内
03-5456-2626
puarra～ピュアーラ～
総合整体サロン
東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナA棟305
03-6450-6167 info@puarra-seitai.com
Nail&Eyelash fr:m表参道店
ネイル・まつげサロン
東京都渋谷区神宮前３－３８－１４ アンジェラ神宮前５０４
03-6325-6408
中国語教室ビーチャイニーズ 渋谷校
中国語教室
東京都渋谷区神宮前6－19－15 高野第1ビル8階B室
03-6427-6650 shibuya@b-chinese.com
DINER SWING
ダイニングバー
東京都渋谷区東2-20-13 シャトレー渋谷B1
03-5766-5911 barkitsune@mother-e.co.jp
Nail ao.Shibuya
ネイルサロン
東京都渋谷区道玄坂1-15-3プリメーラ道玄坂222
03-6416-1960
ラニカイ
キャバクラ
東京都渋谷区道玄坂1-6-2 渋谷ファイブビル4D号
03-3461-1872
刑務所病院レストラン アルカトラズ
レストラン
東京都渋谷区道玄坂2-13-5 ハーベストビルディング2F
03-3770-7100
デンタル＆フェイシャルサロンVivity
フェイシャルエステ
東京都渋谷区本町１丁目２
050-3706-0370 self.eyelash@gmail.com
ワイズワイス
スナック＆バー
東京都新宿区歌舞伎町2-23-7歌舞伎町プチプラザ2階
03-6696-2722
クレオパトラが愛した薬膳カレー「エジプトカレー」
レストラン
東京都新宿区新宿5-18-6 D’nine building1F
03-6233-9245
DINER SWING
アメリカンダイナー
東京都新宿区西新宿1-4-11 1F
03-3344-3166
中国語教室ビーチャイニーズ 新宿校
中国語教室
東京都新宿区西新宿７－１１－３ 平田ビル４０１号室
03-5389-1170 shinjuku@b-chinese.com
Nail ao.Sangenjyaya
ネイルサロン
東京都世田谷区三軒茶屋1-16-8コルティーレ世田谷206
03-6753-6572
Payeast株式会社
商品購入代行サービス
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F
http://btcec.net/inquiry
みらい総合法律事務所
法律事務所
東京都千代田区麹町2-3 麹町プレイス2F
03-5226-5755 http://yokohari.net/contact/
鉄板焼 MADOy ‐OKIDOKI‐
レストラン
東京都千代田区麹町4-8-19 キャトル・セゾン麹町1F
050-7542-8789
円居-MADOy ‐ OKIDOKI
鉄板焼き
東京都千代田区麹町４丁目 麹町 4-8-19 キャトル・セゾン麹町1F
050-7542-8789
スキャンマン株式会社
訪問スキャンサービス
東京都千代田区神田錦町3-11 弦本（松岡）ビル3Fスキャンサービス
050-3394-3798 info@scanman.in
アポロ商標特許事務所
特許事務所
東京都千代田区西神田3-1-2 ウインド西神田ビル7階
03-3263-5678 https://apollo-tm.com/contact/
中国語教室ビーチャイニーズ 神田校
中国語教室
東京都千代田区内神田３－１０－５ 満留賀ビル３階
03-3251-2889 kanda@b-chinese.com
東京焼肉大森店
焼肉屋
東京都大田区大森北1-9-2
03-5763-5050
東京銀座シンタニ歯科 口腔外科クリニック
歯科
東京都中央区銀座1-8-14 銀座大新ビル5F
03-3538-8148 http://www.ginza-somfs.com/mailform/index.html
銀座沼津港
回転寿司酒場
東京都中央区銀座1-8-19 キラリト銀座8F
03-6228-7171
the SNACK
ワーキングカフェ
東京都中央区銀座7ー5ー4 毛利ビル2F
03-5537-5862 http://the-snack.jp/inquiry/
UMI YAMA HATAKE（うみやまはたけ）
レストラン
東京都中央区日本橋大伝馬町3-1
03-6661-6787
にくがとう
レストラン
東京都中央区日本橋堀留町１丁目６−７
03-3668-2910
Cafe and Bar Bottles
カフェ＆バー
東京都調布市西つつじケ丘3-34-21
042-444-3933
中国語教室ビーチャイニーズ 飯田橋校
中国語教室
東京都文京区後楽 ２－３－８ 第六松屋ビル２０１
03-5800-3070 iidabashi@b-chinese.com
中国語教室ビーチャイニーズ 池袋校
中国語教室
東京都豊島区東池袋１－４６－１３ ホリグチビル７０２
03-5391-6290 ikebukuro@b-chinese.com
フリースタイル
鍼灸接骨院
奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘１-１-２６ エントピア信貴ヶ丘１０１
0745-72-8819
ワーフルハウス
カフェ・喫茶
兵庫県神戸市 六甲 町 １ 丁目 ６ 番 ２１ 号
078-858-6663 http://www.wafelhuis.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=54
居酒屋新
居酒屋
兵庫県神戸市中央区元町通3-2-17
078-576-2181
炭火焼肉新日本
焼肉屋
兵庫県神戸市兵庫区上沢通2-5-10
078-576-2181
SEADREAM
ホバーボード体験
兵庫県西宮市池田町１２−３３
0798-78-3434 http://www.yumegen-sd.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/
ホストドック
ドッグシッターサービス
兵庫県宝塚市武庫山
090-6965-2781 info@hostdog.co.jp
Geofront／café
カフェ
愛媛県松山市湊町4丁目10-4
089-948-4525
日比谷鳥こまち 松戸五香店
串焼き処
千葉県松戸市常盤平5-20-4
047-311-8811
ティーンエイジブルー
JKカフェ
東京都千代田区神田須田町２丁目１９－３３ ケーワンビルＢ１Ｆ・１Ｆ・２Ｆ
03-6903-8303
Ｇｌａｄｅ・ｈｉｄｅｋｙｕ・五反田
その他グルメ
東京都品川区西五反田5-4-6
03-3495-2104
貝鮮屋台 シジミ屋
海鮮料理
長野県松本市中央1-1-10
0263-34-4438
施設名

休業日

営業時間

サイト

10：30～17：00

日曜日
月曜日
月曜日
日曜・祝日・年末年始

不定休（要予約）
土日祝
日曜日

11:30～14:00, 17:00〜22:00
火～金 10：00～20：00 土日祝 10：00～18：00
平日（火ー金曜） 11:30～24:00(L.O.23:00) 土・日・祭日
18:00〜3:00
10:00〜19:00
11時～20時
日～水 17:00～24：00, 木～土 17:00～翌3：00
11:00-21:00
18:00-23:00
10時00分～20時00分
9:00～17:00
10時〜20時
10：00～18:00
12：00～17:00
9：00～17:00

日曜日

11:30-14:30、18:00-23:00

日曜日

18:00〜24:00
11:30～Last Order 20:00ごろ
17:00～23:30

水曜日
火曜・日曜
月曜日
日曜日

月曜日

祝日、祝前日
不定休
毎週月曜日 第２火曜日
毎週月曜日 第２火曜日
水曜日
年中無休
水曜日
不定休
無休
不定休
月曜日
不定休

http://kimono-sakaeya.com/Tokyo/
http://www.prepaid-sim-japan.com/?la=ja&p=top
https://coingift.jp/
http://www.e-ino.jp/matsuyama/cat01/shop.asp?id=205000177
http://www.slim-bibou.com/
http://tomosu-lab.com/
http://panoramashibuya.com/
http://ilab.cc/

12:00～23:00(L.O.22:00)

http://www.cafe-peach.com/
http://www.aaaacademy.jp/
http://www.bar-gion.com/
http://yosa-seika.blog.jp/
http://audrey-animals.com/
http://salonsowaka.com/sowaka/Welcome.html
http://rilassante28.wix.com/rilassante

17:00-翌0:00
8:00～19:00
平 日：10:00～20:00 土、日：9:00～20:00
平 日：10:00～20:00 土、日：9:00～20:00
11:00～16:00 18:00～翌7:00
11:00～19:00（月～日）
１４：１５～２３：００
午前10時～午後5時
10：00～18：00
10:00～20:00
【平日・土】 11:30～05:00 (L.O.04:30) 【平日・土】 ランチ 11:30～15:00 (L.O.14:30) 【日】 ディナー 18:00～05:00 (L.O.04:30)
20：00～26：00
9時～22時
18:00～24:00
9：30～22：00

不定休

年中無休

・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
18:00～04:00 日・祝 18:00～24:00

月曜日

【ランチ】11：30～15：00 【ディナー】18：00～23：00

月曜日
年中無休
日・祝

11:30～14:30、17:00～24:00
11:30～15:00、17:00～翌3:00
月～金 18:00-27:00 土 18:00-24:00
17：00～23：00

土日祝

20：00～25：00

不定休

8:00～23:00

土日祝
不定休
年末年始

10:00～17:00
12時～21時
11:00～21:00
・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
日〜木 / SUN - THU 18：00〜03：00（L.O 02：00） 金・土・祝前日 / FRI・SAT・BEFORE HOLIDAY
10：00～21:00
20:00～LAST

年中無休
不定休（要予約）
木曜日

18：00～05：00（L.O 04：00）

予約制
なし
不定休
不定休（要予約）
土日祝
日祝日
日祝日
土日祝
土日祝

月曜〜木曜11:00～15:00、18:00～23:00 金曜11:00～15:00、18:00～翌5:00 土曜11:00～翌5:00 日曜11:00～23:00
［月～木]11:00～23:00（LO22:30） ［金］11:00～24:00（LO23:30） ［土・日・祝］12:00～21:00（LO20:30）
・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
10：00～21:00

月曜日
日祝日

9：30～18：00
17:30〜23:00
17:30-23:00
10：00～19：00
9時～19時
・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
平日 17:00〜24:00 土曜 15:00〜24:00 日・祝 15:00〜22:00
10：00～19:00

祝日
日曜・祝日定休
日曜日

平日：9:00 – 23:00 (11:00 – 22:00) 土日：10:00 – 18:00 (11:00 – 17:00)
昼 11:30～14:30（LO/14:00） 夜 17:00～23:00（LO/22:30）
17:00～24:00

・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
・平日
10:00～22:00 ・土日祝日 10:00～18:00
土曜日
９：００－１２：００ １６：００－２０：００
日曜日
１１時〜１８時
日曜日、翌日が祝日の際は翌日に振替 (火～土)11：30～14：00 17：00～24：00
月曜日
11:30～14:00、17:00～23:00
平日
10時～18時
木曜日
不定休

17:00～24:00
月～土17:00～翌2:00 日・祝日17:00～24:00
16:00～23:59

http://tabelog.com/mie/A2403/A240301/24012556/
https://cocooking.co.jp/
http://ameblo.jp/kitchenken0207/
https://www.facebook.com/pages/%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%B1%8B%E5%8F%B0%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A8%E3%82%8A/525551044239033
http://sakennondokoro-kamon.blog.jp/
http://chickenheart.okoshi-yasu.com/
https://www.facebook.com/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3-%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%87-474395745953516/
https://x.jpon.xyz/
http://bitdemoney.jp/
http://www.hotpepper.jp/strJ001004841/
http://www.geocities.jp/feel_saron/
http://www.geocities.jp/feel_saron/
http://ramen-yusin.jp/
http://ringoya-mobara.com/
http://ko-may.com/
http://i-zhome.co.jp/
https://www.facebook.com/onegengo/
http://www.fruit-garden.net/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27013659/
https://www.facebook.com/SpaceStationOsaka
http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000251652/
http://www.lawrence.jpn.com/
http://www.fruit-garden.net/
http://roid.ni-moe.com/
http://chompoo.jp/
http://carpediembjj.com/index.html
http://www.b-chinese.com/
www.veranda.jp
http://syncimage.com/
http://carpediembjj.com/index.html
http://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13179860/
http://www.lecho.jp/home.htm
http://r.gnavi.co.jp/g258900/
http://r.gnavi.co.jp/b2up5cm10000/
http://awabar.jp/
http://www.thepinkcow.com/
https://amaten.com/
http://hackersbar.net/
http://www.keimeno.jp/
http://crazybeauty.jp/
http://carpediembjj.com/index.html
http://gesoten.com/
http://puarra-seitai.com/
http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000350406/
http://www.b-chinese.com/
http://kitsune-web.jp/
http://cabacolle.net/shop/?aid=60
http://alcatraz-er.net/
http://www.dentalvivity.com/
http://www.wizewise.xyz/wp/
http://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13178689/
http://www.b-chinese.com/
http://btcec.net/
http://yokohari.net/
http://jpbitcoin.com/shops
http://okidoki-yotsuya.com/
http://www.scanman.in/
https://apollo-tm.com/
http://www.b-chinese.com/
http://tokyoyakiniku.com/
http://www.ginza-somfs.com/index.html
http://www.numazuko.com/#gourmet
http://the-snack.jp/
http://umiyamahatake.jp/
http://www.nikugatou.com/
http://www.b-chinese.com/
http://www.b-chinese.com/
http://jusei.gr.jp/freestyle/chiryoin.htm
http://www.wafelhuis.com/
http://kobebeef.hyogo.jp/new/
http://kobebeef.hyogo.jp/newjapan/
http://yumegen.com/marinesports/index.html
https://hostdog.co.jp/
https://www.facebook.com/geofrontcafe.jp
http://r.gnavi.co.jp/hjz95gwy0000/map/
http://jk喫茶.net/teenage-blue.html
http://www.hotpepper.jp/strJ001066641/
http://r.gnavi.co.jp/n0r1pg3y0000/

