飲食店応援キャンペーン クーポン配布店舗一覧（2月9日更新）
※配布店舗は随時更新いたします。
※クーポン配布店舗とせたがやPay加盟店とは異なる場合があります。
※クーポン配布開始日は12/19（土）からに変更になりました。
※クーポンは各店舗なくなり次第配布終了となりますので、事前にご確認ください。
№

店名

住所

1

FUNGO 三宿店

世田谷区下馬1-40-10

2

インド料理 スパイスマジック

世田谷区下馬1-40-18

3

ローキートーン珈琲店

世田谷区砧6-37-6-B

4

の水

世田谷区宮坂3-12-17

5

鮎ラーメン

世田谷区玉川3-15-12

6

玉川三丁目酒場

世田谷区玉川3-15-12

7

貮古玉一本堂

世田谷区玉川3-20-2

8

シュクレペール

世田谷区玉川3-21-5

9

NEW VALLEY

世田谷区玉川3-23-24

10 焼鳥ベイブ

世田谷区玉川3-9-10

11 豊受オーガニクスショップ＆レストラン

世田谷区玉川台2-2-3 矢藤第三ビル1Ｆ

12 駒沢食堂george

世田谷区駒沢1-3-1 ２F

13 Cafe marche kuni kuni

世田谷区経堂2-4-8

14 Cafe+bar Petit plum

世田谷区豪徳寺1-45-11

15 Sakura3812

世田谷区桜3-8-12エクセルピア桜103

16 串天 ごち

世田谷区桜新町1-11-6 イイダアネックス３ １Ｆ

17 居酒屋 蔵八

世田谷区若林3-19-6

18 シチューの店 ヒポポタマス

世田谷区若林4-20-10

19 相州屋

世田谷区松原1-38-9

20 大江戸ホルモン

世田谷区松原2-39-1 林屋ビル１F

21 KIGARU

世田谷区松原2-39-15 ライオンズプラザ１F

22 ダイニングバー KUU

世田谷区松原2-42-5 明大前フラワーハイホーム204

23 爺

世田谷区松原3-13-9

24 PIZZERIA TONINO

世田谷区松原3-28-10

25 宮川 うなぎ店

世田谷区松原3-28-9

26 丸シ フルーツ パーラーシシド

世田谷区松原3-29-18

27 コロラド 下高井戸店

世田谷区松原3-29-19 鈴木ビル２F

28 鳥たけ

世田谷区松原3-29-22

29 ばんや

世田谷区松原3-29-22

30 ごっつい 下高井戸店

世田谷区松原3-30-10

31 寿々木家

世田谷区松原3-30-11

32 串かつ でんがな 下高井戸店

世田谷区松原3-30-11 角山ビル

33 皇帝餃子房

世田谷区松原3-30-12-１F
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34 から揚げの天才 下高井戸店

世田谷区松原3-30-12-２F

35 男気焼肉旨味 下高井戸店

世田谷区松原3-41-6 そよ風ビル

36 vivo daily stand 下高井戸店

世田谷区松原3-41-7 ミスズヴィラ下高井戸102

37 三友 蓮

世田谷区松原3-41-9

38 一風

世田谷区松原3-41-9

39 イル・トンド

世田谷区松原3-41-9 TYハウス

40 バー 唯

世田谷区松原3-42-1

41 ミラン

世田谷区松原3-42-1 クラウンズコート下高井戸１F

42 AGLIO

世田谷区松原3-42-1 長谷川ビル２F

43 あるがまま

世田谷区松原5-57-7 村山ビル1F

44 アペルト

世田谷区上祖師谷1-11-15

45 幸楽

世田谷区上野毛1-14-10 幸栄ハイム101

46 GREEN ROOM Tokyo

世田谷区上野毛1-3-7

47 深沢キッチン

世田谷区深沢3-3-8

48 ラヂオ食堂 世田谷店

世田谷区世田谷1-16-14

49 栄寿司

世田谷区世田谷1-24-3

50 Hawaiian Restaurant ALOHA BABY

世田谷区世田谷4-1-12

51 ワインの木テラ

世田谷区瀬田1-20-19

52 プラシッダタージ

世田谷区瀬田1-20-19

53 季節料理 藤

世田谷区成城6-12-7

54 中国料理 桂花

世田谷区成城6-4-13

55 HATOS OUTSIDE

世田谷区赤堤4-22-5 赤松ビル１F

56 ブンガ・ブラン

世田谷区赤堤4-36-1 細谷ビル１F

57 焼肉処 くい亭

世田谷区赤堤4-36-19 UKビル１F

58 鮨 すえひろ

世田谷区赤堤4-36-19 UKビル１F

59 Bar ELGIN

世田谷区赤堤4-36-19 関口ビルB1F

60 旬菜料理GENKI屋

世田谷区赤堤4-41-10 第３通南ビルB1F

61 たら福

世田谷区赤堤4-42-20

62 居酒屋 おふろ

世田谷区赤堤4-45-10 安心堂びるB1F

63 メイリー

世田谷区赤堤4-45-17

64 旭鮨 総本店

世田谷区赤堤4-46-10

65 コーヒーハウスぽえむ 下高井戸店

世田谷区赤堤4-46-7

66 らーめん せい家 下高井戸店

世田谷区赤堤4-48-1

67 牛角 下高井戸店

世田谷区赤堤4-48-10 雪花堂ビル２F

68 珈琲館 下高井戸店

世田谷区赤堤4-48-4 ２F

69 和食 眞太

世田谷区赤堤4-48-5 辻ビル２F

70 中華料理 家宴

世田谷区赤堤4-48-6
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71 鳥ぎん 下高井戸店

世田谷区赤堤4-48-7

72 カナピナ

世田谷区赤堤5-26-10

73 ステーキ番長

世田谷区赤堤5-26-3

74 居酒屋 たつみ本店

世田谷区赤堤5-31-1

75 まきたや

世田谷区赤堤5-31-2

76 バー・ハリーズ

世田谷区赤堤5-31-3 フレンド104-B1F

77 喫茶YOU・游

世田谷区赤堤5-31-5

78 あずまや

世田谷区赤堤5-32-4 共栄荘105

79 FIVE STARS

世田谷区赤堤5-33-5

80 ビストル ル・プティ・リュタン

世田谷区赤堤5-43-1 ３F

81 ㈲八百萬商店

世田谷区祖師谷4-1-21

82 Noctambule

世田谷区祖師谷4-24-23 横山ビル１F

83 オークラレストラン スカイキャロット

世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー２６F

84 しゃぶしゃぶ温野菜 三宿店

世田谷区池尻1-11-12 パレドジュネス1F

85 レストランシーブリーズ

世田谷区池尻1-8-8

86 大衆イタリア酒場 ダビンチ

世田谷区池尻2-36-11

87 YETI ROASTERY.COFFEE

世田谷区中町2-1-18-1F

88 等々力つるかめ

世田谷区等々力2-32-11

89 居酒屋 小川

世田谷区等々力2-32-5

90 とどろき２丁目バル

世田谷区等々力2-33-5

91 GONZO

世田谷区等々力2-33-5-2F

92 天兼

世田谷区等々力2-33-6

93 世田谷TABLE

世田谷区等々力2-34-12コンサーム等々力102

94 すし処 曾

世田谷区等々力2-34-5

95 美楽飯店

世田谷区等々力3-10-7

96 うおいちばん

世田谷区等々力3-17-6

97 やきとりトドロキテン

世田谷区等々力3-19-16

98 エビス参

世田谷区等々力3-5-11

99 やぶ森

世田谷区等々力3-5-6

100 とどろき三丁目五番地

世田谷区等々力3-5-6-2F

101 うなぎ昇八

世田谷区等々力3-6-9

102 定食屋石榴

世田谷区等々力3-9-6

103 チャイニーズレストラン あらき

世田谷区等々力4-11-2

104 café gharb

世田谷区梅丘1-16-4八木ビル

105 うなぎ・蒲焼 大和田

世田谷区梅丘1-22-10

106 そば処 寿美吉

世田谷区梅丘1-23-6

107 ゆず花

世田谷区梅丘1-24-13 サンライズ小池Ｂ1
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108 中国料理 梅江飯店

世田谷区梅丘1-25-14

109 そば勘

世田谷区梅丘1-26-4

110 キッチンさらぼん

世田谷区粕谷3-30-15

111 喫茶ぴあ

世田谷区粕谷4-13-6

112 八軒飯店

世田谷区粕谷4-14-1

113 中国料理たかや

世田谷区粕谷4-14-2

114 Primo Piatto

世田谷区粕谷4-14-4

115 nice&warm

世田谷区八幡山3-32-16

116 養老乃瀧尾山台店

世田谷区尾山台3-22-13

117 一心

世田谷区北沢2-24-9

118 やきとり 駅

世田谷区北沢2-38-10-1F

119 ビアバルFesta下北沢

世田谷区北沢2-9-1 大新ビル５F

120 豆魚菜 万さく

世田谷区用賀3-15-6

121 珠乃や

世田谷区用賀4-12-2-103

122 ビストロ穏屋

世田谷区用賀4-14-24

123 琉球奄美ダイニングさがりばな

世田谷区用賀4-9-20

124 海晴亭

杉並区下高井戸1-1-13 スカイコート１F

125 高井戸酒房 Zipangu

杉並区下高井戸1-1-14

126 紅とん 下高井戸店

杉並区下高井戸1-1-3

127 居酒屋 たつみ駅前店

杉並区下高井戸1-2-14

128 コーヒ＆ロースター２－３

杉並区下高井戸1-2-14 藤原ビル１F

129 季節料理かわしまや

杉並区上高井戸1-1-15
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