手羽先×ジムビームキャンペーン 実施店舗リスト
キャンペーン期間は変更になる事があります。
詳細は各店舗にご確認下さい。

店 名
やきとり居酒屋 しんちゃん名駅中央店
やきとり居酒屋 しんちゃん名駅店
やきとり居酒屋 しんちゃん金山駅前店
やきとり居酒屋 しんちゃん金山南店
やきとり居酒屋 しんちゃん 栄住吉店
やきとり居酒屋 しんちゃん名駅西口店
やきとり居酒屋 しんちゃん金山中央店
やきとり居酒屋 しんちゃん駅西２１ビル店
やきとり居酒屋 しんちゃん新幹線口店
やきとり居酒屋 しんちゃん西五反田店
やきとり居酒屋 しんちゃん栄4丁目店
やきとり居酒屋 しんちゃん久屋大通店
やまちゃん葵店
やまちゃん池下店
山ちゃん駅西４号店
山ちゃん駅西３号店
山ちゃん金山総本店
やまちゃん金山沢上店
山ちゃん金山中央店
やまちゃん金山店
山ちゃん金山西店
山ちゃん金山南店
山ちゃん錦三大津店
山ちゃん栄店
山ちゃん笹島店
山ちゃん女子大店
山ちゃん太閤店はなれ
やまちゃん千種店
山ちゃん長者町店
山ちゃん名古屋駅東店
山ちゃん納屋橋店
山ちゃん錦店
山ちゃん錦中店
山ちゃん則武店
山ちゃん東岡崎駅前店
山ちゃん伏見店
やまちゃん本店
山ちゃん本丸店
山ちゃん名駅太閤通店
やまちゃん名駅西口店
山ちゃん四日市店
山ちゃん岐阜長住店
炭火焼ダイニング 口八町 新栄店
炭火焼ダイニング 口八町 池下店
炭火焼ダイニング 口八町 今池店
炭火焼ダイニング 口八町 金山店
凪（なぎ）
かえるの九八郎
坂津屋 中店
坂津屋 東店
瓦そばPIN
居酒屋りん
えび寿 本店
えび寿 新栄店

電 話
052-5831-508
050-5798-9120
052-3322-560
050-7989-122
050-5513-9103
052-4521-717
052-3323-013
052-4517-200
050-5797-7752
050-5789-5355
050-5787-8048
050-5257-4151
052-9378-188
052-7623-888
052-4522-820
052-4522-066
052-3243-558
052-6711-122
052-3221-255
052-6824-538
052-6826-136
052-6842-455
052-9712-276
052-2411-019
052-5712-106
052-2413-353
052-4595-552
052-7322-060
052-2321-771
052-5612-871
052-2199-887
052-9710-521
052-9553-112
052-4515-554
056-4213-155
052-2017-750
052-2421-342
052-2027-001
052-4532-215
052-4515-119
059-3570-088
058-263-3669
052-2513-434
052-7525-335
052-7320-236
052-3326-565
056-6220-880
052-3225-731
052-9511-140
052-9511-130
052-2227-600
052-2322-571
052-2021-801
052-2427-560

住 所
愛知県名古屋市中村区名駅４－１５－２２ 六連鯛ビル２Ｆ
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目20番地6号
愛知県名古屋市中区金山４－６－２２ 金山コスモビル４Ｆ
愛知県名古屋市熱田区金山町１－１３－５
愛知県名古屋市中区栄3-1-14 大喜ビル3F
愛知県名古屋市中村区椿町４－１６
愛知県名古屋市中区金山４－５－４ マルビル２１Ｆ
愛知県名古屋市中村区椿町１２－１７ ２１ビル １・２Ｆ
愛知県 名古屋市 中村区 椿町１０－２１
東京都品川区西五反田1-18-1 Gotanda exビル3・4F
愛知県名古屋市中区栄4-17-29 フジアーバンハイツ1F
愛知県名古屋市中区錦３丁目6-15 たての街 10F
愛知県名古屋市 中区葵 １丁目２４－８
愛知県名古屋市 千種区池下 １丁目４－２０西脇ビル１階
愛知県名古屋市 中村区則武 １丁目１－２１
愛知県名古屋市 中村区則武 １丁目１－１８
愛知県名古屋市 中区金山 ３丁目１３－２１
愛知県名古屋市 熱田区金山町 １丁目１４－１６ やまちゃん金山沢上店１階
愛知県名古屋市 中区金山 ４丁目４－１５
愛知県名古屋市 熱田区金山町 ２丁目１－６ ニューコーポ沢上１階
愛知県名古屋市 熱田区金山町 １丁目１５
愛知県名古屋市 熱田区金山町 ２丁目４－１６ エスワイフード１階
愛知県名古屋市 中区錦 ３丁目１５－１ユース 栄宮地ビル２階
愛知県名古屋市 中区栄 ４丁目１６－２４ 水亀パーキングビル２Ｆ
愛知県名古屋市 中村区名駅 ４丁目２４－２４ 名駅司ビル１階
愛知県名古屋市 中区栄 ４丁目１３－２４ 東和ビル
愛知県名古屋市 中村区太閤 １丁目６－５ カドヤビル１階
愛知県名古屋市 千種区今池 １丁目２－１９
愛知県名古屋市 中区錦 ２丁目６－２３
愛知県名古屋市 中村区名駅 ４丁目１６－２７
愛知県名古屋市 中区錦 １丁目１８－２５
愛知県名古屋市 中区錦 ３丁目１－９ 桜町ビル１階
愛知県名古屋市 中区錦 ３丁目９－１６ カワグチビル
愛知県名古屋市 中村区則武 １丁目２－３
愛知県岡崎市明大寺本町 ４丁目１１ ペンビル２階
愛知県名古屋市 中区栄 ２丁目２－２３ スワン名古屋伏見ビルＢ１
愛知県名古屋市 中区栄 ４丁目９－６
愛知県名古屋市 中区丸の内 ２丁目２０－３１ イマス丸の内ビル１階
愛知県名古屋市 中村区太閤 １丁目１－１６
愛知県名古屋市 中村区名駅 １丁目１－１４
三重県 四日市市 諏訪栄町１２－２
岐阜県 岐阜市 長住町 ４丁目８
愛知県名古屋市中区新栄１丁目６－７ 炭火焼ダイニング口八町１階
愛知県名古屋市千種区春岡１丁目５－１ 池下５１０ビル１階
愛知県名古屋市千種区今池５丁目８－２ 炭火焼ダイニング口八町１階
愛知県名古屋市中区金山２丁目１３－１２ 泉屋ビル１階
愛知県刈谷市相生町2-38 G-SEVEN'S刈谷5F
愛知県名古屋市中区金山２丁目８－４ エスポア金山１階
愛知県名古屋市中区栄３丁目５－１２ 栄地下街中
愛知県名古屋市中区栄３丁目５－１２
愛知県名古屋市中区錦２丁目７－２１
愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１５－３２ 中部ハウジング本社ビル１階
愛知県名古屋市中区錦１丁目１４－１６
愛知県名古屋市中区新栄２丁目１－１８ バンブー新栄１階

HPリンク

http://shinchan-maru.com/

キャンペーン期間

実施中

10/17～
http://www.yamachan.co.jp/

山ちゃん各店は、
オリジナル景品にて実
施

http://k-ship.net/store.html

10/1～

https://r.gnavi.co.jp/n038629/
https://r.gnavi.co.jp/1smzygjp0000/
https://r.gnavi.co.jp/2r5x0sfb0000/
https://r.gnavi.co.jp/az7d3tn60000/
http://kawarasoba-pin.nagoya/
https://r.gnavi.co.jp/6ark6cu00000/

実施中

http://www.ebisu-gr.com/

実施中

