
「ジョルジュ デュブッフ ボジョレーヌーヴォー2014」を楽しめるお店
＜東海エリア＞

店名 お店ジャンル 住所 電話番号
キャッスルプラザホテル ビストロドファンドール洋食 愛知県名古屋市中村区名駅4-3-25キャッスルプラザ B1F 052-582-2127
ＳＨＩＲＯ ＯＢＩ 鉄板 愛知県名古屋市中区栄4-13-3 052-241-5400
和み処 都 和食 愛知県名古屋市中区新栄1-25-30 MYビル 1F 052-253-7874
ビストロ ラブレ 洋食 愛知県名古屋市熱田区花表町14-6 花喜荘1階 052-626-5802
南欧料理 アンジュ 洋食 愛知県名古屋市名東区本郷3-68 東豊ビル 1F 052-773-9264 
ルシェルブルー バー 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4名鉄グランドホテル 18Ｆ 052-582-2211
ＡＮＮＩＥʼＳ ＢＡＲ バー 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目3-21 いとうビル1Ｂ号 052-586-6686
ソウルキッチン 居酒屋 愛知県名古屋市東区東桜1-2-29 052-265-7455 
海鮮居酒屋魚ずみ 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦3-18-16 アマノビル3F 052-961-6003
ＢＡＲ ＳＩＬＫ ＲＯＡＤ バー 愛知県名古屋市中区栄3-9-10 アスカヰビル1F 052-264-0122
Ａｎｇｅｌ ｂａｒ バー 愛知県名古屋市中区錦3-13-1 デリシアムマドーロビルB1 052-953-5665
ＪＩＧＧＲ ＢＡＲ ＣＬＡＳＳＩＣ バー 愛知県名古屋市中区錦3丁目18-16 アマノビル1Ｆ 052-951-7121
ルフージュ バー 愛知県名古屋市東区泉3丁目19番3号 第3マンケイビル1-E 052-937-2601
池下ホルモンセンター 焼肉屋 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目13番18号 052-734-2832
Ｍｏｙｏ－Ｒｅｎｏ錦栄店 バー 愛知県名古屋市中区錦3-18-30 2階 052-951-0220
ＰＲＯＮＴＯ 名古屋丸の内店 バー 愛知県名古屋市中区丸ノ内2-20-19 東京海上日動ビル1F 052-209-5112
わ家 錦店 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦 3-12-12 ハードワンビルB1F 052-972-0801
レザン・ドール バー 愛知県名古屋市瑞穂区陽明町1丁目9 052-833-1121
鉄板焼 萬丸 居酒屋 愛知県名古屋市名東区⾼社1丁目239⻑⾕川ビル1階 052-773-9331
さっぽろ 清平 名古屋店 寿司 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号 松坂屋名古屋本店本館9階 052-264-3818
ＳＥＥＹＡ バー 愛知県名古屋市中区栄4丁目8－16 052-262-1448
味のアトリエ このま 居酒屋 愛知県名古屋市中区 栄 5-6-11 052-242-1028
フランス料理 ピノ フランス料理 東海市加木屋町唐山105-2 056-235-2190
汐路 らん 居酒屋 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町3-6-2加藤ビル1F 052-842-3214
ステーキ 鎌田 ステーキ 愛知県名古屋市中区栄 4-6-18 パールプラザ1F 052-242-0257
お好み鉄板クラブ こてこて家 居酒屋 愛知県名古屋市名東区上社1丁目906アイリスビル1階 052-772-6221
タトゥーラ栄店 バー 愛知県名古屋市中区栄3丁目2-29⻑⾕川ビル5Ｆ 052-242-7443
タトゥーラ 伏⾒店 バー 愛知県名古屋市中区栄1丁目4-8加藤ビル2階 052-222-2268
いらっし  居酒屋 愛知県名古屋市北区萩野通1丁目35-3サンシャイン⿊川3ＦＢ 052-911-3899
ＢＩＳＴＲＯ 葵舎 居酒屋 愛知県名古屋市北区⼤曽根1丁目22-35 052-918-0476 
一鳳錦店 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦3丁目12-18 松尾園第10錦ビル1〜3Ｆ 052-961-1002
フィッシャーマンズクラブ バー 愛知県名古屋市中区錦3-24-4 サンシャインサカエ6F 052-310-4210
風月 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦3-18-12 ミネックス88ビル8Ｆ 052-953-1800
アップルハウス バー 愛知県刈⾕市⾼倉町2丁目206番地ファミリープラザタイムビル2階 056-624-1776
樞名駅 居酒屋 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目3-11 052-541-7772
南風庄内通 居酒屋 愛知県名古屋市⻄区庄内通2-7-5 北澤ビル1Ｆ 052-523-5551
マカロニ 居酒屋 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 キュイジーヌマルシェ驛（エキ） 052-551-3371
プロント名古屋ビルディング店 バー 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目6番17号 名古屋ビルディングＢ1Ｆ 052-533-3857
プロント豊田コモ・スクエア店 バー 愛知県豊田市喜多町2丁目160番地 コモ・スクエア・ウエスト１Ｆ 056-533-3311
プロント名鉄レジャック店 バー 愛知県名古屋市中村区名駅南1-25-2 052-581-9161
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦1-18-25 052-219-9887
キッチンマツヤ 洋食 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０２２ 052-201-2082
ビストログルートン ビストロ 愛知県名古屋市中区錦2丁目10-26 052-229-8401
英吉利⻄屋本店 アイリッシュパブ 愛知県名古屋市中区栄1丁目5-8 藤田ビルＢ1Ｆ 052-221-1738
八吉  居酒屋 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１３１２ 052-586-8899
八吉 居酒屋 愛知県名古屋市中村区椿町15-2 ミタニビル2F 052-451-1388
コートダジュール カラオケ 愛知県名古屋市中村区名駅3-15-8 名駅グルメプラザ7F 052-589-1488 
素材屋 和食 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目45-7 松岡ビルB1 052-583-7343
素材屋 和食 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25-9 堀内ビルB1 052-561-8773
炭火焼＆ワイン酒場Ｂａｒｃｏ ワイン酒場 愛知県名古屋市 ⻄区 那古野 ２丁目２０－３花わさび１階 052-563-2334
咲串 おかげ家 居酒屋 愛知県名古屋市 中村区 名駅 ３丁目１８－２３ 052-586-3383
素材屋 和食 愛知県名古屋市中区栄二丁目1-1 日土地名古屋ﾋﾞﾙＢ1 052-203-9581
素材屋 和食 愛知県名古屋市中区錦三丁目16-20 052-971-7085
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦3-15-1 052-971-2276
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦3-1-9 052-971-0521
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区錦2-6-23 052-232-1771
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-28 052-222-6022
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-31 052-202-7001
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区栄2-2-23 052-201-7750
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区栄4-13-24 052-241-3353
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区栄4-9-6 052-242-1342
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区栄4-16-24 052-241-1019
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市中区葵1-24-8 052-937-8188
カラオケ館 カラオケ 愛知県名古屋市中区錦３丁目１７－２０Ｂ＆Ｖ錦ビル１階 052-955-6011
カラオケ館 カラオケ 愛知県名古屋市中区栄３丁目９－１３名古屋Ｂ＆Ｖ２号館１階 052-249-5477
コートダジュール カラオケ 愛知県名古屋市中区錦3-8-12 052-950-7688
素材屋 和食 愛知県名古屋市熱田区⾦山町一丁目2-21 052-681-7766
素材屋 和食 愛知県名古屋市中区⾦山四丁目6番27号⾦山共同ﾋﾞﾙB1 052-332-2411
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市千種区池下1-4-20 052-762-3888
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県名古屋市千種区今池1-2-19 052-732-2060
かに将軍 和食 愛知県名古屋市千種区今池3-4-12 052-731-9288
世界の山ちゃん 居酒屋 愛知県岡崎市明⼤寺本町4-11 056-421-3155
Ｂａｒ Ｂａｍｂｏｏ バー 愛知県名古屋市緑区曽根1丁目30 052-623-9090
なり多 フレンチ 愛知県犬山市犬山東古券395文化財奥村邸内 0568-65-2447
リビングルーム バー 愛知県稲沢市⻄町2丁目11-15 0587-21-8103
ＲＯＺＥＯ 和食 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-1-15 052-731-8360  
食笑 mogni 洋食 愛知県名古屋市⻄区那古野2丁目20-7 052-564-6092
尾州 和食 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16-10 052-583-8333


