
店舗名 住所 電話番号

池袋ワイン倶楽部 豊島区南池袋1-24-6　深野ビルＢ1Ｆ 03-3989-1931

有楽町ワイン倶楽部 千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ビルＢ１F 03-3201-3389

八重洲ワイン倶楽部 中央区日本橋2-3-18　江間忠さくらビルＢ１Ｆ 03-3516-2300

丸の内ワイン倶楽部 千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ１Ｆ 03-5222-7071

新宿ワイン倶楽部 新宿区西新宿7-1-8　ヒノデビルB1F 03-5358-9305

ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン 千代田区丸の内1-8-1　丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰＮ館2Ｆ 03-5220-2929

ＴＨＥ　ＯＬＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 東京 千代田区丸の内1-9-1　東京駅八重洲北口2Ｆ　北町ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ内 03-6256-0578

ＴＨＥ　ＯＬＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 新宿 新宿区新宿3-27-4　新宿御幸ビルＢ１Ｆ 03-5366-7177

RCタバーン 丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ店 千代田区丸の内1-6-1　丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙＢ1Ｆ 03-3214-7535

ハワイアンダイニング　ティキティキ新宿店 新宿区新宿3-4-8　京王フレンテ新宿3丁目４Ｆ 03-3226-0996

MASTER'S DREAM  HOUSE 千代田区丸の内１－８－１　丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰＮ館1Ｆ 03-6269-5251

イトゥバル 渋谷区渋谷1-6-8　渋谷井上ビル1Ｆ 03-6427-3651

ワインコーナー 港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービルＢ１Ｆ 03-3435-5402

ＨＩＧＨＢＡＬＬ’Ｓ　うえのステーション 台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅構内3F ecute上野内 03-5826-5623

ＨＩＧＨＢＡＬＬ’Ｓ　浜松町 港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービルＢ１Ｆ 03-3578-3361

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 有楽町店 千代田区有楽町1-7-1  有楽町電気ﾋﾞﾙ１Ｆ 03-3214-7920

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 新橋店 港区新橋2-14-3　新橋レンガ通り会館１Ｆ 03-3597-0045

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 汐留日ﾃﾚﾌﾟﾗｻﾞ店 港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー１Ｆ 03-3571-3152

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 秋葉原店 千代田区外神田1-18-18　秋葉原駅前ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ２Ｆ 03-3526-3038

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 八重洲店 中央区八重洲1-3-22　八重洲龍名館ビル1F 03-3242-8521

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 上野店 台東区上野7-1-1　アトレ上野2030 03-5826-5828

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 赤坂店 港区元赤坂1-2-3　赤坂見附MTビル１F 03-5770-6215

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン ＮＳ店 新宿区西新宿2-4-1  新宿ＮＳビル１Ｆ 03-3345-1926

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン 神田店 千代田区鍛治町2-2-4　パリービル１・２F 03-5209-8150

ビクトリアンパブ　ザ･ローズ＆クラウン　丸の内店 千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ビル新館B1Ｆ 03-5220-1006

ヴィッラ ビアンキ 丸の内ＯＡＺＯ店 千代田区丸の内1-6-2　新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ３Ｆ 03-5208-5277

ヴィッラ ビアンキ 新宿店 渋谷区代々木2-2-1　小田急サザンタワー３Ｆ 03-3376-0120

ヴィッラ ビアンキ　京橋エドグラン店 中央区京橋2-2-27　京橋エドグランB1F 03-6262-6880

パパミラノ 大手町店 千代田区大手町1-1-3　大手センタービルB1F 03-6267-4266

パパミラノ 神保町店 千代田区神田神保町2-1　岩波神保町ビルB１F 03-3511-3170

パパミラノ サピアタワー店 千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー３F 03-5222-5150

パパミラノ 八重洲 中央区八重洲1-3-7　八重洲ﾌｧｰｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾋﾞﾙB1F 03-3517-3171

パパミラノ 新宿三井ビル店 新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビルディングB1F 03-6302-3787 

パパミラノ 国際フォーラム店 千代田区丸ノ内3-5-1　東京国際フォーラムＢ１Ｆ 03-3211-0606

ＳＨＩＢＵＹＡ  ACCESO(アチェーゾ） 渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル２Ｆ 03-5774-0939

串焼きと鶏料理  鳥どり 池袋西口店 豊島区西池袋1-10-1　ｉｓｏビル２Ｆ  03-5953-5861

串焼きと鶏料理  鳥どり 新宿アイランドタワー店 新宿区西新宿6-4-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾄﾘｳﾑ２Ｆ 03-3342-7758

串焼きと鶏料理　鳥どり 新宿東口店 新宿区新宿3-27-4　新宿御幸ビルＢ２Ｆ 03-5369-0860

串焼きと鶏料理　鳥どり 池袋東口店 豊島区南池袋1-23-11　アリサビル２・３Ｆ 03-5960-2260

串焼きと鶏料理　鳥どり 新宿新南口店 新宿区新宿4-1-20 03-3354-8626

お茶の水　鳥どり 千代田区神田駿河台2-2-4　御茶ノ水駅前ビルＢ1Ｆ 03-5577-3290

串焼きと鶏料理　鳥どり 丸の内店 千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ビル新館B1Ｆ 03-5220-3723

串焼きと鶏料理　鳥どり 丸の内CB店 千代田区丸の内1-6-1　丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙＢ1Ｆ 03-5220-3121

串焼きと鶏料理　鳥どり ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ店 千代田区丸の内1-8-1　丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰＮ館２Ｆ 03-5220-2051

串焼きと鶏料理　鳥どり 日本橋店 中央区日本橋2-2-16　共立日本橋ビルＢ１Ｆ 03-3231-3681

串焼きと鶏料理　鳥どり 茅場町店 中央区日本橋茅場町1-4-4　木村實業第５ﾋﾞﾙ2・3F 03-5649-2033

串焼きと鶏料理　鳥どり 浜松町店 港区浜松町1-31　文化放送メディアプラスＢ１Ｆ 03-5733-2610

串焼きと鶏料理　鳥どり 新橋店 港区新橋1-7-1　TH銀座ビルＢ１Ｆ 03-5537-1041

串焼きと鶏料理　鳥どり 虎ノ門店 港区虎ノ門1-1-21　新虎ノ門実業会館１Ｆ 03-5157-5252

串焼きと鶏料理　鳥どり 虎ノ門桜田通店 港区虎ノ門1-2-10　虎ノ門桜田通ビルＢ１Ｆ 03-5501-1202

串焼きと鶏料理　鳥どり 上野浅草口店 台東区上野7-3-2　上野ＴＳＤビル４Ｆ 03-5830-2651

串焼きと鶏料理　鳥どり 水道橋店 千代田区神田三崎町2-10-10　後楽ビル 03-5211-7910

串焼きと鶏料理 鳥どり 総本家新宿三丁目店 新宿区新宿3-4-8 京王フレンテ新宿3丁目３Ｆ 03-3356-7772

串焼きと鶏料理　鳥どり 総本家八重洲二丁目店 中央区八重洲2-5-9　八重洲共同ﾋﾞﾙＢ１Ｆ 03-3516-8002
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串焼きと鶏料理　鳥どり 総本家飯田橋店 新宿区下宮比町1-4　飯田橋御幸ビルＢ１Ｆ 03-3513-5575

畑の厨　膳丸 新宿店 新宿区新宿3-4-8  京王フレンテ新宿3丁目７Ｆ 03-3225-3038

創菜ダイニング 卯乃家 西新宿野村ビル店 新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル４９Ｆ 03-5321-6921

魚盛 御茶ノ水店 千代田区神田駿河台2-4-1 03-5217-1007

魚盛 丸の内店 千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ビル新館B1F 03-3217-1137

魚盛 西新宿店 新宿区西新宿6-4-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾄﾘｳﾑ２Ｆ 03-5325-3688

魚盛 大手町店 千代田区大手町1-8-1　ＫＤＤＩ大手町ビル１Ｆ 03-3548-2560

魚盛 日本橋店 中央区日本橋3-2-5　毎日日本橋ビル１Ｆ 03-6225-2715

魚盛有楽町電気ビル店 千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ビルＢ１Ｆ 03-6269-9380

魚盛神田東口店 千代田区鍛冶町2-9-3　神田鍛冶町ビル1F 03-6206-0245

魚盛飯田橋店 新宿区下宮比町2-1　第一勧銀稲垣ビル1Ｆ 03-6265-3095

魚盛有楽町ビル店 千代田区有楽町1-10-1　有楽町ビルＢ１Ｆ 03-6268-0089

魚盛 池袋西口店 豊島区西池袋3-27-12　池袋ウェストパークビルB1F 03-5960-3886

魚盛 新宿三丁目店 新宿区新宿3-4-8  京王フレンテ新宿3丁目６Ｆ 03-3354-4869

和風居酒屋  咲くら 新宿東口店 新宿区新宿3-26-6　新宿ＦＦビル６Ｆ 03-3350-0671

和風居酒屋  咲くら 京橋店 中央区京橋1-7-1　TODA  BUILDING Ｂ１Ｆ 03-3538-5858

和風居酒屋  咲くら 大手町店 千代田区大手町１丁目１−３ 大手センタービル B1F 03-6267-4611

和風居酒屋  咲くら 神田店 千代田区内神田3-14-8　ニシザワビルB1F 03-5209-7860

和風居酒屋  咲くら 御茶ノ水店 千代田区神田駿河台2-10-5　駿台興業ビルB1F 03-5283-7380

居酒屋 虎連坊 新宿店 新宿区新宿3-4-1  東新宿ビルディング６Ｆ 03-3352-3558

居酒屋 虎連坊 大手町店 千代田区大手町1-5-1  大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ ｲｰｽﾄﾀﾜｰB1F 03-3217-1321

居酒屋 虎連坊 秋葉原店 千代田区外神田1-18-18　秋葉原駅前ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ９Ｆ 03-3526-3663

居酒屋 虎連坊 八重洲店 中央区八重洲1-7-20  八重洲口会館Ｂ１Ｆ 03-3231-0330

和風居酒屋  咲くら 神保町店 千代田区神田神保町2-1　岩波神保町ビルB１F 03-3511-2270


