墨田区環境浄化推進店舗一覧
令和2年9月11日現在
店舗名
ROCK BOTTOM

店舗所在地
墨田区業平4-１５-10 秋元ﾋﾞﾙ1Ｆ

☎店舗電話番号
03-3625-8640

和風スナック 宴

墨田区業平4-17-1

03-3621-7848

押上 よしかつ

墨田区業平5-10-2

03-3829-6468

ＰＣＤ Ｂａｒ

墨田区太平3-19-4 1Ｆ

03-5819-1651

ＬＯＣＯ ＢＡＲ

墨田区太平3-8-2 ＡＴビル2Ｆ

03-5819-2022

和のごはん みかづき

墨田区太平3-8-9

03-3624-1477

まろん

墨田区錦糸2-11-6

03-3625-6944

Take Your Time テイク ユア タイム

墨田区錦糸2-11-6 眞ビル106

03-6658-8868

もつ焼 涌谷

墨田区錦糸2-3-2

03-3622-9910

炭火焼肉 寿恵比呂

墨田区錦糸3-3-10

03-3625-5978

Little Sake Square

墨田区錦糸3-3-9 イーストビル3Ｆ

03-5809-7116

AVION

墨田区錦糸3-7-7

03-3621-1122

Ｎｏ Ｃｏｎｃｅｐｔ

墨田区錦糸3-7-7 太田ビル101

03-5819-2808

デリカップ

墨田区錦糸4-13-6 久野ビル1階北側

03-3624-3210

寿ぶき

墨田区錦糸4-14-2 前田ビル1F

03-3622-4652

やきとり 鳥けい

墨田区錦糸4-1-9

03-3626-2002

SERGIO STRAWBERRY

墨田区錦糸4-6-7

03-3829-8228

天ぷら錦糸

墨田区江東橋2-10-6 寺田ビル

03-3633-5702

鮨さかきばら

墨田区江東橋2-10-7

03-3634-6883

キッチン＆バル ＦＩＳＨ

墨田区江東橋2-11-13 ＣＫビル８Ｆ

03-5624-4348

29ブロス

墨田区江東橋2-14-1

03-6659-2529

タイ国料理 ゲウチャイ

墨田区江東橋2-15-4

03-3634-9991

大衆酒場 小松

墨田区江東橋2-16-10

03-3631-3369

ハッスルラーメンホンマ

墨田区江東橋2-16-8

03-5624-4034

福よし 錦糸町

墨田区江東橋2-16-9

03-6659-0130

大衆ワイン酒場 バルバル

墨田区江東橋2-17-4

03-6666-9744

加賀屋 錦糸町店

墨田区江東橋2-17-4 錦糸ファミービルＢ１

03-3635-1195

居酒屋 車屋亭駅前

墨田区江東橋2-18-6 田中ビル1F

03-3846-7229

四季の蔵

墨田区江東橋2-19-1 テルミナ3 2F

03-3631-0200

炭火焼肉酒家 牛角 錦糸町テルミナ店

墨田区江東橋2-19-1テルミナウエストウィング4F

03-5625-5029

松ちゃん

墨田区江東橋2-5-8

03-3634-6924

とり幸

墨田区江東橋2-6-14

03-3846-1188

浅草弥太郎 錦糸町店

墨田区江東橋2-6-5

03-6659-9919

小さな蔵 だれやめ

墨田区江東橋2-7-5 辻村ビル１Ｆ

03-6659-6707

居酒屋 和助

墨田区江東橋2-7-7-101

03-3631-7214

ろばた焼 海賊

墨田区江東橋3-11-2

03-3631-1583

日本酒原価酒造 錦糸町店

墨田区江東橋3-11-3TC第43 南口ビル1F

03-6659-3010

ギンダコハイボール横丁 錦糸町店

墨田区江東橋3-12-3 アルテミスケイヨウビル１Ｆ

03-6659-9099

Golf & Baｒ Pony

墨田区江東橋3-12-3-5F

03-3635-8500

丸源

墨田区江東橋3-12-6

03-3632-4996

台湾厨房 劉の店

墨田区江東橋3-13-5

03-5600-2118

㈱叙々苑 錦糸町南口店

墨田区江東橋3-13-6 ヒューリック錦糸町駅前ビル8F・9Ｆ

03-5600-8989

赤から 錦糸町店

墨田区江東橋3-13-6 ヒューリック錦糸町駅前ビル3Ｆ

03-6240-2740

ベルサイユの豚 錦糸町

墨田区江東橋3-13-6 ヒューリック錦糸町駅前ビル

03-5624-0320

焼肉三千里 駅前店

墨田区江東橋3-14-13 サンライズビル1F

03-3631-9096

てけてけ 錦糸町南口店

墨田区江東橋3-14-13 サンライズビル２Ｆ

03-6659-6138

鳥貴族 錦糸町駅前店

墨田区江東橋3-14-13 サンライズビル4F

03-6659-2966

和の奏 SAKE SQUARE

墨田区江東橋3-14-13 サンライズビル5Ｆ

03-6887-0012

ワインの酒場 ディプント錦糸町店

墨田区江東橋3-14-13サンライズビルB1F

03-6659-3070

大衆居酒屋 いけ屋

墨田区江東橋3-1-5 錦糸町ハイツ1F

03-6666-9380

しげ吉

墨田区江東橋3-3-9-102

03-3634-1940

カフェタイフー

墨田区江東橋3-5-10 瑞穂ビル1Ｆ

03-5624-0475

馬力 錦糸町南口店

墨田区江東橋3-5-2 大塚ビル1F

03-3631-2989

有限会社 三四郎

墨田区江東橋3-5-4

03-3634-0346

すしざんまい 錦糸町新館

墨田区江東橋3-8-11

03-6659-6516

炭火焼肉 寿恵比呂南口店

墨田区江東橋3-8-12 2F

03-5669-1529

子えん

墨田区江東橋3-8-12 ＫＩＮＳＩＡ ＡＮＮＥＸ2Ｆ

03-3846-8348

凜火 錦糸町店

墨田区江東橋3-8-12 ＫＩＮＳＩＡ ＡＮＮＥＸ9F

03-6659-2920

とり鉄 錦糸町店

墨田区江東橋3-8-14

03-5638-5883

ちばチャン 錦糸町店

墨田区江東橋3-8-14 第一錦糸ビル2・3F

03-6661-9881

鳥貴族 錦糸町南口店

墨田区江東橋3-8-14 第一錦糸ビル4階

03-6659-3325

錦糸町とりとんくん

墨田区江東橋3-8-14 第一錦糸ビル5階

03-3635-5055

オールドスコット

墨田区江東橋3-8-7 錦糸町プラザビル２階

03-3632-1407

坊々樹

墨田区江東橋3-8-7 錦糸町プラザビル２階

03-3632-5656

千年の宴 錦糸町南口駅前店

墨田区江東橋3-8-7 錦糸町プラザビル５階

03-3846-3288

山内農場 錦糸町南口駅前店

墨田区江東橋3-8-7 錦糸町プラザビル５階

03-3846-3388

なか里

墨田区江東橋3-9-22

090-3334-7610

酔

墨田区江東橋3-9-22-111

090-3003-2883

錦糸町個室居酒屋 柚柚 錦糸町店

墨田区江東橋3-9-3 国宝ビルB1F

03-5638-1077

わらかど酒場 錦糸町店

墨田区江東橋3-11-3 ソシアル錦糸町ビル4階

03-6659-6865

世界の山ちゃん 錦糸町南口店

墨田区江東橋3-14-13 サンライズビル3階

03-5669-0408

鳥の小川

墨田区江東橋4-13-4

03-3633-2072

和風焼肉亭 にしき

墨田区江東橋4-13-4

03-3633-2498

居酒屋ちぐさ

墨田区江東橋4-13-4

03-3635-2888

居酒屋 たけむら

墨田区江東橋4-13-5 1階

03-5624-3876

焼肉 三千里

墨田区江東橋4-18-8

03-3634-8527

ルーマニアレストランバー ラミハイ

墨田区江東橋4-19-10

03-6659-9970

割烹 多じ万

墨田区江東橋4-19-12

03-3631-0784

居酒屋 焼いた

墨田区江東橋4-20-1 平山ビル1F

03-3635-5156

呑喰場みこ

墨田区江東橋4-20-13

03-3634-7353

そばの里みつまさ

墨田区江東橋4-20-4

03-3631-5850

我が家

墨田区江東橋4-21-6 錦糸町ハイタウン129

03-3632-1737

作゛ーざくー

墨田区江東橋4-21-6-101

03-6659-4139

熊本ダイニングキッチン馬刺し居酒屋

墨田区江東橋4-21-6-125

03-3631-7735

五福

墨田区江東橋4-25-15

03-3846-1245

はやし

墨田区江東橋4-26-13

03-3631-0496

七輪酒家 にんにくや

墨田区江東橋4-26-15 SRビル1F

03-3632-2005

豚ぜん

墨田区江東橋4-26-16

03-3635-9871

RIKIYA

墨田区江東橋4-26-17

03-5624-3770

博多もつ鍋 はらへった本陣 HANARE

墨田区江東橋4-26-18 1F、 3F

03-5624-0414

北海道 錦糸町店

墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル2F

03-5638-1076

ふっとぱらや 手羽蔵本店

墨田区江東橋4-29-13 B1F

03-6659-2994

海鮮居酒屋MARU

墨田区江東橋4-29-15

03-5600-0151

鳥貴族 両国店

墨田区両国3-26-5 両国ビルディング7Ｆ

03-6659-6634

鳥貴族 曳舟店

墨田区東向島2-16-14 ナンカイビル3 2Ｆ 201号室

03-6231-9899

ぜんや

墨田区東向島2-8-4

03-3611-8321

ナインライヴズ

墨田区向島2-9-7

03-3621-0747

居酒屋スナック 友

墨田区向島3-38-10

03-3624-2835

