
第１支部

屋号 住所 業種 電話番号

みよし 南六郷１－８－10 季節料理 ０３－３７３１－２７６３

清光苑 東六郷１－27－１ 居酒屋 ０３－３７３６－４００７

らん 東六郷２－９－15 スナック喫茶 ０３－３７３９－４４９６

鳥一 仲六郷２－13－８ 鳥料理 ０３－３７３２－２６６２

南部 仲六郷２－８－９ 大衆割烹 ０３－３７３６－５９１１

Ｊｕｎ 仲六郷２－12－７ スナック ０３－５７１０－０１６２

舞 仲六郷２－13－６ 小料理 ０３－５７０３－２５６２

ブルーナイト 仲六郷２－13－12 スナック ０３－３７３８－５８２８

ふるさと 仲六郷２－15－３ 居酒屋 ０３－３７３２－２５３５

麗 仲六郷２－30－８ パブ ０３－３７３３－３３３６

ちその実 西六郷３－17－８ 大衆酒場 ０３－３７３５－３７６２

山ゆう 西六郷３－18－12 酒場 ０３－３７３６－４７９２

とんかつ丸雄 仲六郷１－34－１ 食堂 ０３－３７３４－３６３９

寿美子 仲六郷２－28－15 小料理 ０３－５７１１－２８９２

ホワイトポスト 仲六郷２－28－13 スナック ０３－３７３８－５５３１

潤子 仲六郷２－29－10 スナック ０３－５７０３－０１１７

明月 仲六郷２－29－８ スナック ０３－５７０３－３３７０

なでしこ 仲六郷２－29－10 スナック ０３－３７３2－０７１０

あやめ 仲六郷２－31－４ スナック ０３－３７３９－３７３５

㈱ときわ給食センター 仲六郷３－23－３ 仕出し弁当 ０３－３７３１－６２３８

ルミエール 西六郷１－12－５ スナック ０３－３７３７－４５６７

三笠 西六郷２－７－13 食堂 ０３－３７３１－１９８６

ぱっせ 西六郷２－38－３ スナック ０３－３７３０－０５６６

やまと 南六郷２－４－19 居酒屋 ０３－３７３２－４００５

鳥真 南六郷２－８－１ 鳥料理 ０３－３７３３－３０９０

甲州屋 南六郷２－25－10 酒場 ０３－３７３８－２７６６

味楽 東六郷２－５－10 中華料理 ０３－３７３６－３６４７

ＬＯＣＯＳＣＡＦＥ 蒲田本町2－33－1 レストランバー ０３－３７３１－３８３３



第２支部

屋号 住所 業種 電話番号

きしゅう 南蒲田１－16－７ 居酒屋 ０３－３７３５－２６４８

愛 南蒲田１－26－10 スナック ０３－３７３６－４２３４

ジャンボ蒲田店 南蒲田２－６－５ スナック ０３－３７３０－６６１１

セブン 南蒲田２－８－３ バー ０３－３７３８－６９３２

ぷらざ 南蒲田２－８－12 居酒屋 ０３－３７３５－７８３８

キャンドル 南蒲田２－８－16 スナック ０３－３７３５－９７６０

大阪屋 南蒲田２－８－17 食堂 ０３－３７３７－２５３８

五十三次 南蒲田３－８－25 居酒屋 ０３－３７４２－８５７４

満平 南蒲田３－10－29 大衆割烹 ０３－３７４３－２６２６

美樹 南蒲田３－16－22 喫茶スナック ０３－３７４２－１０７１

森下 南蒲田３－13－６ うなぎ ０３－３７４３－０８３９

一平 萩中２－11－７ 日本料理 ０３－３７４３－４０７５

初恋 萩中２－16－17 寿司・うなぎ ０３－３７４４－６１４８

宇を政会館 西糀谷３－28－10 日本料理 ０３－３７４１－２３２３

雪乃家 西糀谷１－23－３ 割烹 ０３－３７４４－６３５９

玉芳 西糀谷３－22－14 中華 ０３－３７４３－４９１７

鳥友 西糀谷３－11－15 やきとり ０３－３７４３－１９８６

龍門 西糀谷３－35－３ 中華 ０３－３７４２－８８５９

多富美 西糀谷３－42－６ 食堂 ０３－３７４１－７８１８

和 西糀谷４－15－５ 小料理 ０３－３７４５－２７３５

孫 西糀谷４－26－５ スナック ０３－５７０５－１０９１

居酒屋いこい 西糀谷４－26－８ 居酒屋 ０３－３７４４－５０７５

ラーメンエイト 萩中３－７－２ 中華 ０３－３７４２－２６８４

利久 萩中３－７－７ 日本料理 ０３－３７４１－１２６６

コンペ 東糀谷１－17－26 レストラン・パブ ０３－３７４４－７３８１

佐登美 東糀谷２－13－９ 食堂 ０３－３７４１－４７２４

はらぱん 東糀谷３－１－５－102 月島もんじゃ ０３－３７４３－０８４０



酔水 東糀谷３－１－６ 小料理 ０３－５７０５－８６９２

栄来軒 東糀谷３－８－１ 中華 ０３－３７４１－３６９０

藤家 東糀谷３－13－10 食事処 ０３－３７４２－４５２９

南 大森南２－３－７ そば ０３－３７４５－１６８８

ゆたか 羽田４－22－９ 日本料理 ０３－３７４１－２８０２

みさきや 羽田４－９－12 食堂 ０３－３７４４－４５５５

勉強亭 羽田４－21－10 食事処 ０３－３７４１－１２８７

ベルモア 羽田５－19－２ スナック ０３－３７４１－９３３１

キッチン英 羽田５－23－８ おべんとう ０３－３７４３－５７５１

アン 羽田３－１－２ 喫茶・スナック ０３－３７４４－３５９５

千世 羽田３－２－４ ろばた焼 ０３－３７４４－１５９０

向日葵 羽田３－２－９ スナック ０３－３７４４－６００６

ジャンボ 羽田４－３－３－103 スナック ０３－３７４５－２８３０

まつもと 羽田４－４－25　大内ビル１Ｆ 小料理 ０３－３７４１－７１７７

ペンギン食堂 本羽田１－20－２ 食堂 ０３－３７４２－２８１７

雅美家 本羽田１－20－３ 居酒屋 ０３－３７４４－５４５８

扇 本羽田２－10－26 季節料理 ０３－３７４５－２６３９

とんぼ 本羽田３－１－14 パブ・スナック ０３－３７４２－２９６４

 

第４支部

屋号 住所 業種 電話番号

いのっ八 蒲田４－26－５ 居酒屋 ０３－３７３５－８０２７

親親一家人 蒲田４－18－８　京急イドヤビル１F 中華料理 ０３－３７３３－８６８３

とよじ 蒲田４－18－９　 そば店 ０３－６４２４－９０１０

和食庵さいか 蒲田４－31－11 日本料理 ０３－５７４４－９９０１

ナイトパブ宗 蒲田本町２－９－23 パブ ０３－３７３６－２０９６

スナック和楽 蒲田１－28－18 スナック ０３－３７３５－７５８６

ミ・レイ 蒲田５－１－４ ベトナム料理 ０３－３７３２－３１８５

カラオケ屋さんＪｕＪｕ 蒲田５－１－４　山下ビル２Ｆ カラオケスナック ０３－６４２４－７６６４

雅雅 蒲田５－１－４　山下ビル２Ｆ カラオケ ０９０－８５１６－５６６７



加賀屋 蒲田５－１－４　関根ビル１Ｆ 大衆酒場 ０３－３７３６－１１９４

酒処しろちゃん 蒲田５－２－４ 居酒屋 ０３－３７３２－３８９９

トゥインクル 蒲田５－２－７ スナック ０３－３７３３－７８３０

M’sしあた～マイケル劇場 蒲田５－２－７－２F スナック ０３－３７３３－５５５８

花見 蒲田５－３－３ 季節料理 ０３－３７３９－７１４４

竹とんぼ 蒲田５－３－３ 家庭料理 ０３－３７３６－７６４３

大嘉 蒲田５－３－７ 大衆酒場 ０３－３７３９－５０４０

鳥海 蒲田５－３－８ 酒菜処 ０３－３７３９－５１６６

きよなり 蒲田５－４－３ 居酒屋 ０３－３７３５－５０７３

スピローズ 蒲田５－７－６－３Ｆ ギリシャ料理 ０３－６７１５－７６２９

唄の店秋桜 蒲田５－８－４　クスミビル６Ｆ スナック ０３－３７３１－２５９０

聖 蒲田５－10－１ 大衆酒場 ０３－３７３５－８３６３

スナック好 蒲田５－10－５ スナック ０３－３７３４－８７００

青森 蒲田５－10－５ 和風スナック ０３－３７３８－６１５９

驫木 蒲田５－10－５ 焼き鳥 ０３－３７３３－０１２２

いっぽや 蒲田５－10－５ レストラン ０３－３７３５－３６９３

さか本 蒲田５－10－８ 鮮魚介料理 ０３－３７３７－２５８８

もんじゃ専科銀龍 蒲田５－10－９　昭和ビル２Ｆ もんじゃ鉄板焼 ０３－６７１５－９９６４

三州屋本店 蒲田５－11－10 大衆割烹 ０３－３７３１－５６４７

ドトールコーヒー 蒲田５－11－10 コーヒー ０３－３７３３－５５８８

すずめのおやど 蒲田５－15－３ 居酒屋 ０３－３７３４－３３７２

信濃路 蒲田５－16－８ そば ０３－３７３８－５３４３

ぐりるスズコウ 蒲田５－16－８ 洋食屋 ０３－３７３１－５０２９

庄徳 蒲田５－18－８ 大衆酒場 ０３－３７３０－５２９１

チェリー 蒲田５－19－８ 喫茶 ０３－３７３５－３５２１

かくれん房ＳＹＨ 蒲田５－19－９　元木ビル２Ｆ 寿司 ０３－６７１５－８９２６

バカンス 蒲田５－19－１７第５村上ビル３Ｆ スナック ０３－６４２８－７２７８

ラウンジリカ 蒲田５－20－３－２Ｆ スナック ０３－３７３９－１３７６

Ｋｉｔｃｈｅｎ＆ＢＡＲ  ＰＪ‘Ｓ 蒲田５－20－７－２Ｆ 料理店 ０３－６３２２－７７４３

Ｃｒｕｎｋクランク 蒲田５－18－９－２Ｆ バー ０３－６７１５－８５８６



ねもきゅう？ 蒲田５－18－９－３Ｆ バー ０３－６８８５－２１６１

Ｇｉｒｌ‘ｓＢＡＲ  Ｎｉｃｅ 蒲田５－18－10－２Ｆ バー ０３－３７３７－０８８０

ＢＡＲ  ＰＡＤＲＥ 蒲田５－18－11 バー ０３－６７１５－８６２８

鳥樹 蒲田５－18－11 鳥料理 ０３－３７３９－３９５５

鳥・いわし料理スズコウ 蒲田５－18－14 鳥・いわし料理 ０３－３７３８－４４５８

カラオケ・ダイニングｍｉｎｋｕｌ 蒲田５－18－14－Ｂ１ カラオケ・ダイニング ０３－６４２４－９０９０

ラウンジ由紀子 蒲田５－18－14－５Ｆ スナック ０３－３７３０－８４６０

健寿司 蒲田５－19－３ 寿司 ０３－３７３１－３４１１

俺ん家゛ 蒲田５－19－15 居酒屋 ０３－３７３５－３５２３

ＫＵＲＡ蒲田店 蒲田５－19－15－２Ｆ イタリアン・レストラン ０３－６４２４－５３４５

料理の凡人きらら 蒲田５－21－２ 居酒屋 ０３－３７３５－９０７７

酒菜ＴＡＫＡ 蒲田５－21－１ 料理店 ０３－３７３５－３２７１

オステリアウンパッソ 蒲田５－21－１－２Ｆ イタリア料理店 ０３－５７０３－３１３３

紫月 蒲田５－21－１ スナック ０３－３７３７－２２５５

若駒 蒲田５－21－１ 料理店 ０３－３７３１－９２３７

弥生 蒲田５－21－２ 小料理 ０３－３７３５－３６１５

Ｄｉｎｉｎｇ＆ＢＡＲ恵比須 蒲田５－21－２－２Ｆ 料理店 ０３－３７３１－７８８５

蜜柑 蒲田５－21－２－２Ｆ スナック ０３－３７３７－６４３６

大女優 蒲田５－22－７ バー ０９０－４２２２－５７６８

ＧⅡ（ジーツー） 蒲田５－22－７－２Ｆ バー ０３－５７１１－２７１２

うみの家 蒲田５－22－８ 料理店 ０３－３７３３－５０４５

蒲田天浅 蒲田５－21－７ 天ぷら ０３－３７３１－９５２９

母恵夢 蒲田５－21－７－２Ｆ スナック ０３－３７３７－２３３７

コンドル 蒲田５－21－７－２Ｆ スナック ０３－５７０３－６８７８

和風スナック鯉 蒲田５－21－７ スナック ０３－３７３５－２８９８

鳥多け 蒲田５－42－６－１０２ 鳥料理 ０３－３７３５－１９９５

寿司すずこう 蒲田５－43－10 寿司 ０３－３７３８－６６７８

ファミリーパブニューエイト 蒲田５－44－14－ＢＦ パブ ０３－３７３６－５８５８

寿し徳 蒲田５－44－15 寿司 ０３－３７３５－７４９３

スナック長谷川 蒲田５－21－13 スナック ０３－３７３４－５１２３



ひでぼう 蒲田５－22－７ 居酒屋 ０３－６３３８－３３１８

飲み喰い処えちごや 蒲田５－25－５ 居酒屋 ０３－３７３９－８７４２

ハワイアンカフェスターウッズス

ペース
蒲田５－25－５－Ｂ１ カフェバー ０３－３７３５－３６２８

バータイム 蒲田５－28－３ バー ０３－３７３２－８１８８

びっくり亭 西蒲田７－12－12 ステーキハウス ０３－３７３７－１５７６

佐々木商店 西蒲田７－63－4 大衆酒場 ０３－６４２８－６８８８

紋 西蒲田７－70－１ スナック ０３－５７１１－３０６６

 

第５支部

屋号 住所 業種 電話番号

壱番隊 西蒲田７－63－４ めし処 ０３－３７３４－５０６０

侑禅 西蒲田７－70－１ 居酒屋 ０３－３７３７－３１１１

海老勝 西蒲田７－67－８ 和食 ０３－３７３５－２７５５

スナックＫ 西蒲田７－70－１ スナック ０３－３７３７－００２８

串幸 西蒲田７－64－７ 居酒屋 ０３－３７３５－１９５７

島千代 西蒲田７－70－１ スナック ０３－６４２８－６９８６

ＢａｒＰｅｒｏ 西蒲田７－63－８ バー ０３－６４２４－４００６

バッカス 西蒲田７－64－９ スナック ０３－３７３５－４０６０

しばちゃん 西蒲田７－64－８ 居酒屋 ０３－５７１１－３７０５

立呑みうなぎ屋 西蒲田７－64－６ 立呑み ０３－３７３４－０２２８

三笠 西蒲田７－50－７ 天ぷら ０３－３７３６－５８３２

村役場 西蒲田７－42－７ 炉ばた焼 ０３－３７３９－５９６９

のば 西蒲田７－42－７ スナックバー ０３－３７３９－５８４３

園 西蒲田７－49－12 パブ ０３－３７３３－３６３２

八重 新蒲田１－13－４ スナック ０３－３７３５－２６４４

ゆうき 西蒲田７－60－13 季節料理 ０３－３７３７－０９８２

スナック田巻 西蒲田７－41－６ スナック ０３－５７０３－２０６６

レビュー 西蒲田７－62－3 ナイトラウンジ ０３－５７０３－６９８６

あまくさ 西蒲田７－48－14－６F パブクラブ ０３－５７１１－３１５６



嵐 西蒲田７－６－８ 鉄板串焼 ０３－５７１１－７０５０

ポンポ 西蒲田７－６－９　高橋ビル５F スナック ０３－６６６６－５５４３

春奴 西蒲田７－10－11 居酒屋 ０９０－７８０５－８２９７

炭心 西蒲田７－51－13 焼き鳥 ０３－３７３２－４１９４

和馳走藏屋 西蒲田７－51－11 和食 ０３－５７０３－８７７８

てんぷら天味 西蒲田７－32－３ てんぷら ０３－３７３３－８９６０

ＦＲＥＥＳＭＩＬＥ 西蒲田７－60－13 バー ０３－３７３６－３７０３

武藤商事 大森南３－14－14 八百屋 ０３－３７４５－０００２

焼肉　剛 西蒲田７－７－６ 焼肉 ０３－３７３２－８２９８

ゆめか 西蒲田７－10－８ 居酒屋 ０３－５７０３－８３２２

思郷村（しごうそん） 西蒲田５－27－15 居酒屋 ０３－５７０９－２３２３

もっちゃん 西蒲田７－42－10 居酒屋 ０３－６７１５－８０３３

燦燦 西蒲田７－61－８ スナック ０３－５４８０－８０７０

寿々喜 西蒲田７－70－１ うなぎ ０３－３７３１－５２３９

にこまる三代目 蒲田４－10－14　あすとウィズ306号 居酒屋 ０３－６７１５－８８７３

ちゃんと 西蒲田７－16－８ 居酒屋 ０３－３７３２－５５６０

カラオケキッチン 西蒲田６－26－３－B１ カラオケ ０３－３７３３－１８７７

リラックス 西蒲田７－16－８ スナック ０３－３９３５－３６３８

とみ 西蒲田７－59－３ 居酒屋 ０８０－１９８２－８７９０

ハッピー 西蒲田７－59－３ スナック ０３－５７０３－２０１７

一力鮨 西蒲田７－60－３ すし屋 ０３－３７３１－７８１６

ろん八 西蒲田７－14－５ お好み焼 ０３－３７３９－４０４６

ユニコーン 西蒲田７－16－８－２Ｆ スナック ０３－５７１０－３０１８

とり幸 西蒲田７－９－８ 居酒屋 ０３－３７３９－４２０５

カトレア 西蒲田７－27－12 スナック ０３－３７３５－２６００

つくば 西蒲田７－31－９ 割烹 ０３－３７３４－００４６

うたう夕鶴 西蒲田７－30－９ カラオケ喫茶 ０３－５７０３－５５１６

ニュー末廣 西蒲田７－31－３ スナック ０３－３７３９－０８１０

紫水 西蒲田７－10－10 小料理 ０３－３７３２－３０８１

レースけいこ 西蒲田７－10－10 スナック ０７０－１５５０－６２０６



ライジング 西蒲田７－27－６ カラオケ ０３－３７３０－７２４２

赤穂 西蒲田３－８－１ スナック ０８０－１３４７－６１５５

にこまる二代目 西蒲田８－７－１ 居酒屋 ０３－５７０３－３２３１

カラオケのんのこ 西蒲田５－４－13 カラオケ ０３－６４２４－７０２７

海雲台（ヘウンデ） 西蒲田７－５－14－２F 韓国料理 ０３－６４２８－６７６８

かごしま家 西蒲田７－30－２ 居酒屋 ０３－３７３４－１５６０

 

第６支部

屋号 住所 業種 電話番号

Ｋｅｉ 西蒲田５－13－32 スナック ０３－３７３４－３２０６

のん太 西蒲田５－14－４ 居酒屋 ０３－３７３０－４３７６

楽楽 西蒲田５－14－４ 居酒屋 ０３－３７３５－３９１６

木曽路 西蒲田５－４－13　諸田ビル１Ｆ 大衆酒場 ０３－３７３０－３０２５

望一 西蒲田５－11－20 やきとり ０３－３７３７－６２１０

後楽 西蒲田５－16－６ レストラン ０３－３７３５－０８７０

野々香 西蒲田５－27－３ スナック ０３－５７１１－１８３３

貴石 西蒲田５－27－２ スナック ０３－５７１１－１６１７

花はな 西蒲田５－19－19 居酒屋 ０３－３７３７－４１８７

ルナ 西蒲田５－27－３ スナック ０３－３７３５－１８１０

すいんぐ 西蒲田５－27－４ スナック ０３－３７３５－６８４５

ブルーリボン 西蒲田５－27－４ 小料理 ０３－３７３５－７２５３

のん 西蒲田５－27－４ バー ０３－３７３４－２１１３

峰 西蒲田５－27－４ 小料理 ０３－３７３５－２７８１

葉月 西蒲田５－27－２　ＳＡＮＯビル スナック ０３－３７３３－８８１５

ＲＡＰＵＲＡＰＵ 西蒲田５－27－２　ＳＡＮＯビル スナック ０３－５７１１－００３９

五番亭 西蒲田５－27－３ 焼き鳥 ０３－３７３５－４９３０

順子 西蒲田５－27－３ スナック ０３－５７０３－３８７７

まとい 西蒲田５－27－３ 焼き鳥 ０３－６７１５－９９４５

安暖亭 西蒲田５－27－15 居酒屋 ０３－３７３５－３７５７

津弥 西蒲田５－27－15　東武ハイラインＢ１ スナック ０３－３７３５－０４４４



一輝 西蒲田５－27－19　滝ビル 居酒屋 ０３－３７３８－１９０５

愛 西蒲田５－27－19　滝ビル２Ｆ スナック ０３－３７３０－３５１１

莉‘ｓ（リーズ） 西蒲田５－27－19　滝ビル２Ｆ スナック ０３－６４２８－６６０７

八っ手 西蒲田５－19－14 小料理 ０３－３７３５－７６９８

秀君 西蒲田５－19－14 居酒屋 ０３－５７１１－５９５９

蝶 西蒲田５－19－14 スナック ０３－３７３５－８９２６

京城亭 西蒲田７－８－６ 焼肉 ０３－３７３５－０６５９

克己 西蒲田７－７－１ 焼き鳥 ０３－３７３４－８００６

ＳＡＣＣＯ 西蒲田７－７－１ パブ ０３－５４８０－００３５

木砂砂 西蒲田７－７－１ スナック ０３－３７３２－０７３２

バッカス 西蒲田７－27－１－２Ｆ パブ ０３－３７３７－６７７６

玄海鮨 西蒲田７－26－８　蒲田Ｘｅビル２Ｆ 寿司 ０３－３７３２－１６０４

クラブワン 西蒲田７－26－８　蒲田Ｘｅビル１Ｆ バー ０３－３７３５－６０１１

シャルマン 西蒲田７－26－９　第五春野ビル１Ｆ パブ ０３－５７０３－１３０２

エターナル 西蒲田７－26－９　第五春野ビル２Ｆ スナック ０３－３７３６－２０９４

ラクエン 西蒲田７－26－９　第五春野ビル４Ｆ スナック ０３－３７３５－３９３６

ハナミズキ 西蒲田７－26－９　第五春野ビル５Ｆ バー ０３－３７３９－８８９７

麻生 西蒲田７－31－２　第六醍醐ビル２Ｆ かっぽう ０３－３７３７－２２０８

うん 西蒲田７－31－２　第六醍醐ビル３Ｆ バー ０３－５７０３－６９０６

ラ・コントオル 西蒲田７－31－２　第六醍醐ビル６Ｆ バー ０３－５７０３－０２３５

ガッティ 西蒲田７－27－10 スナック ０３－３７３５－６０４５

ｆａｋｅｓｔａｒ 西蒲田７－26－６ スナック ０３－３７３８－１００６

カトリーヌ 西蒲田７－27－10 スナック ０３－３７３９－１１７７

靜 西蒲田７－27－10 酒処 ０３－３７３１－８８０６

東京ラーメン一番亭 西蒲田７－26－６ 中華ラーメン ０３－３７３５－９３８７

渚 西蒲田７－27－８　ＭＳビル１Ｆ スナック ０３－３７３８－７１４２

絆 西蒲田７－27－８　ＭＳビル４Ｆ スナック ０３－３７３７－７３５５

夢蘭 西蒲田７－27－８　ＭＳビルＢ１ スナック ０３－３７３５－１５１８

花蓮 西蒲田７－27－８　ＭＳビルＢ１ スナック ０３－３７３１－２７７８

義津根 西蒲田７－27－８ 割烹料理 ０３－３７３９－４４２８



ＯＺ 西蒲田７－27－７　扶桑ビル４Ｆ ソシアルパブ ０３－５７０３－３５３５

ＧＲＡＮＤＰＲＩＸ 西蒲田７－29－９－２Ｆ バー ０３－３７３１－１１３４

八幸 西蒲田７－29－８－２Ｆ もつやき ０３－３７３５－８２５０

赤穂 西蒲田７－29－９ 居酒屋 ０３－３７３９－４４７４

歌之処 西蒲田７－29－９－２Ｆ スナック ０３－３７３９－１９００

夢酎 西蒲田７－29－10－２Ｆ ダイニングバー ０３－３７１１－５２７１

源氏 西蒲田７－46－２ 大衆酒場 ０３－３７３１－２８３７

０３－３７３５－１７５６

七輪 西蒲田７－45－５－５Ｆ 小料理 ０３－３７３０－９７７１

のぶいんち 西蒲田７－45－５－Ｂ１ 居酒屋 ０３－３７３４－６６１１

いづみ 西蒲田７－30－９　ピーターズビル２Ｆ すなっく ０３－３７３０－３７１９

コーラル 西蒲田７－31－９ パブスナック ０３－３７３５－３６４２

やじろ兵衛 西蒲田７－44－２　エムクス１Ｆ 居酒屋 ０３－３７３９－７９５７

Ｂａｒカブト 西蒲田７－44－１　ＴＫ蒲田ビル４Ｆ Ｂａｒ ０３－５７０３－２１１０

Ｍａｒｋｅｙ 西蒲田７－44－１　ＴＫ蒲田ビル３Ｆ３Ａ バー ０３－５４８０－７６６５

クラブアメリア 西蒲田７－29－３　第３久保井ビル４Ｆ クラブ ０３－６４２４－４６１１

パブ未来 西蒲田７－29－２　５Ｆ パブ ０３－６４２８－７６５８

藍の家亭 西蒲田７－27－５　Ｃｉｔｙ２Ｆ うなぎ屋 ０３－３７３５－３６０３

サミットジャパン 西蒲田７－27－５　Ｃｉｔｙ３Ｆ カジュアルスナック ０３－３７３５－３３８３

クラブイヴ 西蒲田７－27－５　Ｃｉｔｙ３Ｆ クラブ ０３－５７１０－４２８６

夕がお 西蒲田７－６－７　村上ビル５Ｆ スナック ０３－３７３９－６８８７

ミッチー 西蒲田７－６－９－２Ｆ バー ０３－３７３５－８１７７

鳥万 西蒲田７－３－１ 大衆酒場 ０３－３７３５－８９１５

ひら乃 西蒲田７－１－５ やきとり ０３－３７３９－２９７２

ｆｏｒ遊 西蒲田７－１－５　宮本ビル２Ｆ スナック ０３－３７３４－０７４１

優 西蒲田７－１－10－２Ｆ パブ ０３－３７３８－３５８７

壱の蔵 西蒲田７－５－４－２Ｆ 旨魚家居酒屋 ０３－３７３９－１３２０

ジャドー 西蒲田７－５－14　シティプラザ３Ｆ スナック ０３－３７３５－３７９１

プライド 西蒲田７－６－２－５Ｆ パブ ０３－３７３７－６８６８

みよし 西蒲田７－２－６ 立喰そば ０３－３７３８－２２６４



弘城 西蒲田７－３－７ 焼肉 ０３－（事）３７３１－１１０１

０３－（店）３７３５－６００７

プリンス会館・大関 （事）西蒲田７－６－４－Ｂ２ ０３－（事）３７３３－４５７１～２

（店）西蒲田７－６－８－２Ｆ 居酒屋 ０３－（店）３７３５－１７８９

レディタウン 西蒲田７－46－７ キャバレー ０３－（事）３７３４－９１１１

０３－（店）３７３６－５２２１

まゆみ 西蒲田７－32－３　メゾンアストリア スナック ０３－３７３５－２６４９

江差 西蒲田７－62－９ 唄の店 ０３－５７１０－２２３７

京 西蒲田７－63－７ スナック ０３－３７３６－６３５０

ベレッツァ エ フォルツァ 西蒲田７－63－８－３F イタリアン ０３－５７１１－８６４０

きたろう 西蒲田７－63－14　三晃ビル３F 居酒屋 ０３－５７０３－３３０２

アワギャング 西蒲田８－24－７ ダイニングバー ０３－３７３６－９８１０

わか 西蒲田３－16－10 小料理 ０３－３７５５－６６０８

呼子 西蒲田５－７－18 居酒屋 ０３－３７３１－７０２０

大陸 西蒲田１－２－12 中華そば ０３－３７５４－２１０９

八重瀬 蒲田５－10－６ 沖縄料理 ０３－３７３２－７１５３

尾がわ 仲六郷２－27－１ 寿司 ０３－５７１１－１４４２

お万多 新蒲田２－１－13 小料理

酒菜亭 矢口１－15－11 大衆 ０３－３７５７－２７２７

パワーズシー 世田谷区玉川３－９－10 パブ ０３－３７０９－１０６６

満平 千代田区平河町１－５－９ 割烹料理 ０３－３２２２－５０５１

酒菜ちんちろりん 品川区大井１－41－15 居酒屋 ０３－５７４２－６１８１

Ｄｅｔｏｕｒ（ディツアー） 蒲田５－２－６　ＭＴビル１Ｆ バー

 


