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※平成29年5月現在　(五十音順)

　

店名または企業名 業種・事業内容 店名または企業名 業種・事業内容

1 青山ウエスト歯科 歯科医院 53 竹上工務店 建築・不動産業

2 青山シャンウェイ 鉄板中華料理 54 スタイズ アパレルショップ

3 青山シルクスタジオ シルク専門店 55 民生技術研究所　Studio VIVA 録音スタジオ　

4 (株)アップグレード 婦人子供服製造・卸 56 スプーン 広告制作

5 アミニマ フランス家庭料理 57 セブンイレブン 渋谷神宮前二丁目店 コンビニエンスストアー

6 (株)アールビーズ 出版、大会・イベントの企画運営 58 セブンシャッフルズジャパン 映像製作

7 R the TABLE イタリアンレストラン 59 セントベーネ イタリアンレストラン

8 イカスストーリア イタリアンレストラン 60 ＳＯＰＨ　ソフ ブティック

9 料理教室　いただきます 料理教室 61 ダイアナ　aoyama プロポーションメイキングサロン

10 (有)インテンショナリーズ 建築デザイン･デザイン業全般 62 ダイアログ インザダーク ジャパン ソーシャルエンタテインメント

11 (有)WIN AGENT 体操教室 63 第一神宮 焼肉屋

12 オークウッドレジデンス青山 マンション 64 ダイブトゥーワイン 神宮前 ワイン小売販売

13 Organic Table By Lapaz オーガニックカフェ 65 泰平 賃貸ビル

14 岡本肉店 肉屋・弁当 66 大洋自動車商工 自動車整備

15 奥田貿易株式会社 電子部品商社 67 タイレル 映像編集

16 オースティ ピーティワイ リミテッド ブライダル・旅行業 68 ダイニングバー竈　KAMADO ダイニングバー

17 オルビテックス青山 オーダーラグ専門店 69 蛸あざぶ たこ焼き屋

18 香咲 カフェ 70 ツイギー 美容室

19 家庭料理　おかる 家庭料理 71 (医）一信会　ティ－アイクリニック 美容クリニック

20 北青山ディクリニック クリニック 72 丸屋　ディリーヤマザキ コンビニエンスストアー

21 グローバルスパ リラクゼーションスパ 73 Dimple  ディンプル 衣料・雑貨販売

22 カールハンセン＆サンジャパン(株) 輸入家具販売 74 デザインスタジオウッド 家具販売

23 粥麺楽屋　喜々 粥・麺料理 75 ドイツマスター眼鏡院　 眼鏡店

24 北青山インターナショナル 特許事務所 76 トゥ・ザ・ハーブズ　外苑店 イタリアンレストラン

25 (株)キーワーク 広告制作、貸スタジオ 77 東京ハニービル　おたふくわた 不動産　ふとん販売

26 ぎん清 蕎麦屋 78 とうふ創菜ダイニング　蒼 創作料理店

27 串揚ＹＡＨＩＣＨＩ 串揚げ屋 79 東新エナジー(株）青山ＳＳ ガソリンスタンド

28 クチュール・ブーケ ブティック 80 とちの樹 家庭料理

29 KQURIOUS レッグウェア・雑貨・珈琲の販売 81 DRAMA　ドラマ ブティック・雑貨

30 (株)エムズジー スタジオ・ギャラリー 82 どらっぐ ぱぱす　北青山店 ドラッグストア

31 KURKKU　ナチュラルローソン コンビニエンスストアー 83 ライフギアコーポレーション 輸入靴小売業

32 K&Mプロモーション モデルマネージネント業 84 PARLA　パーラ クレープ屋

33 (株)K.M.Kリアルエステート 不動産業 85 ブティック スポーツバイシクルの販売

34 今野製作所 ケルビム青山店 オリジナル自転車販売 86 日本コアコンディショニング協会 スポーツトレーナーの育成・ 支援

35 (株)建築家会館 保険業　貸しホール 87 日本食品衛生協会 食品等の試験・検査業務

36 (株)コサイン 木製家具販売 88 日本不動産アドバイザーズ(株) 不動産

37 (有)Komee Komee 飲食店経営 89 (株)ネットライン　プレス 広告企画制作

38 サイオンビル 不動産業 90 Knoll Store 青山本店 家具販売

39 (株)サイバーエージェント メディア事業・ネット広告事業 91 ブリジストンサイクル(株)　ﾚｼｵ･ｱﾝﾄﾞｼｰ 自転車販売　カフェ

40 ザ・サンラウンジ 日焼けサロン 92 BAR150 バー

41 サバービア 美容室 93 HOUSE　FilMelange コットンファッション製造販売

42 サラサデザインストア 生活雑貨販売 94 花宴 花屋

43 三光産業株式会社 特殊印刷業 95 バージンアース・ジャパン・インク テレビ・ラジオ番組制作

44 J.COOK レストラン 96 花柳寿楽　 日本舞踊振付　公演

45 中国料理　上海 中華料理店 97 昭林　林ビル 不動産

46 ジュリアン デイビッド アパレルショップ 98 日本キリスト教団　原宿教会 キリスト教会、幼稚園

47 焼酎ダイニング　なごみ 和風居酒屋 99 原宿四季建物 不動産

48 香港屋台G-1 中国広東料理 100 C.O.D (株)ストックマン スタンドバー

49 新川屋田島商店 酒販売 101 B.R.SHOP　ビーアールショップ アパレル

50 THINK OUT OF THE CASE(株) 海外進出支援・英文翻訳 102 (株)ビームス アパレル

51 (株)神宮前プロデュース 映像制作 103 ヒップヒップシェイク 自転車販売修理

52 神宮前ベーシックビル 不動産 104 (株)ＰＩＶＯＴ WEB ｱﾌﾟﾘ ｼｽﾃﾑの企画、開発
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105 ファミリーマート 神宮三丁目店 コンビニエンスストアー

106 風花 花屋

107 フェアファクスコレクティブ(株) 紳士雑貨卸

108 福蘭 中華料理店

109 プサコキッチン ペットフード

110 プラニング・ミュー イベント企画・運営

111 (有)ブルーカラー 広告制作業

112 no.501　ナンバー・ゴ・マル・イチ ワインショップ

113 (株)ブレイン WEB制作　映像制作

114 Hostaria Casa Bella　 イタリア料理

115 堀内カラー 青山事務所 写真サービス業

116 ホルモード オリーブ研究所 化粧品メーカー

117 ボンドアイウェア 眼鏡・サングラス販売

118 マジュニア(株)　青山通り不動産 不動産仲介業

119 MASUNAGA1905 眼鏡販売

120 ミナ ペルホネン ブティック・雑貨

121 ミニストップ 神宮前2丁目店 コンビニエンスストアー

122 ミルボン 東京支社 頭髪化粧品製造販売

123 杢目金屋 貴金属

124 ヤハギ　アソシエイト 建築設計・デザイン

125 やきどころ　じんじん 焼肉屋

126 焼鳥　今井 焼鳥店

127 ヤクルト球団         球団

128 横山電気商会 電気店

129 ラーメン花月嵐 ラーメン店

130 リアルタイムメディア㈱ ソフトウェア開発

131 リフトアップカット砂山 美容室

132 リストランテ　ホンダ イタリアンレストラン

133 リトルリンダ バー・スナック

134 オリックス不動産投資法人 不動産

135 レストラン　ラドニス フランス料理

136 レモラファブリック 婦人服地専門商社

137 ロイズアンティークス青山 英国アンティーク家具

138 ローラアシュレイジャパン (株) コットンファッション製造販売

139 家庭料理の店　わいわい 家庭料理

140 和食　菜遊 和食

141 ワタリウム美術館　オンサンデーズ 美術館　ショップ

142 西武信用金庫 (街路灯のみ） 銀行


