
10月12日（土）休業店舗（通常休業含む）

バーレストラン店舗

都道府県 店          名 住　　　　　　　　所 都道府県 店          名 住　　　　　　　　所

東京 池袋ワイン倶楽部 豊島区南池袋1-24-6　深野ビルＢ1Ｆ 東京 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

東京 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 東京 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

東京 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 東京 居酒屋 ⻁連坊 新宿店 新宿区新宿3-4-1　東新宿ビルディング６Ｆ

東京 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 東京 居酒屋 ⻁連坊 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

東京 新宿ワイン倶楽部 新宿区⻄新宿7-1-8　ヒノデビルB1F 東京 居酒屋 ⻁連坊 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

東京 室町ワイン倶楽部 中央区日本橋本町3-2-14　山一大野ビル１Ｆ 東京 居酒屋 ⻁連坊 ⼋重洲店 中央区八重洲1-7-20  八重洲口会館Ｂ１Ｆ

東京 ﾄﾘｯﾍﾟﾘｱモツーダ大手町店 千代田区大手町1-1-3　大手センタービルB1F 東京 居酒屋 ⻁連坊 神保町店 千代田区神田神保町2-1　岩波神保町ビルB１F

東京 ﾄﾘｯﾍﾟﾘｱモツーダ神保町店 千代田区神田神保町2-1　岩波神保町ビルB１F 愛知 豆富百珍  八かく庵  名古屋店 名古屋市中村区名駅１丁目ＪＲセントラルタワーズ１３Ｆ

東京 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 東京 串焼きと鶏料理  ⿃どり 池袋⻄⼝店 豊島区⻄池袋1-10-1　ｉｓｏビル２Ｆ  

東京 ＴＨＥ　ＯＬＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 新宿 新宿区新宿3-27-4　新宿御幸ビルＢ１Ｆ 東京 串焼きと鶏料理  ⿃どり 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ店 新宿区⻄新宿6-4-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾄﾘｳﾑ２Ｆ

東京 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 東京 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

東京 ハイボールバー東京駅1923 千代田区丸の内1-9-1　東京駅一番街グルメゾン 東京 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

東京 ﾊﾜｲｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 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 東京 串焼きと鶏料理　⿃どり 新宿新南⼝店 新宿区新宿4-1-20

東京 イトゥバル 渋谷区渋谷1-6-8　渋谷井上ビル1Ｆ 東京 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

東京 ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン浜松町 港区浜松町2-3-1　日本生命浜松町クレアタワーB3F 東京 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

東京 水響亭銀座店 中央区銀座7-5-4　⽑利ビルＢ２ 東京 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

東京 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 東京 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

東京 アリーズバー 中央区八重洲1-7-20　八重洲口会館１Ｆ 東京 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

東京 ＨＩＧＨＢＡＬＬʼＳ　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 東京 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

東京 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 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆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 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆ｸﾗｳﾝ 新橋店 港区新橋2-14-3　新橋レンガ通り会館１Ｆ 東京 串焼きと鶏料理　⿃どり 新橋店 港区新橋1-7-1　近鉄銀座中央通りビルＢ１Ｆ

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆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 東京 串焼きと鶏料理　⿃どり ⻁ノ門桜⽥通店 港区⻁ノ門1-2-10　⻁ノ門桜⽥通ビルＢ１Ｆ

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆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 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆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 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆ｸﾗｳﾝ 上野店 台東区上野7-1-1　アトレ上野2030 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆ｸﾗｳﾝ 赤坂店 港区元⾚坂1-2-3　⾚坂⾒附MTビル１F 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆ｸﾗｳﾝ ＮＳ店 新宿区⻄新宿2-4-1  新宿ＮＳビル１Ｆ 東京 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

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆ｸﾗｳﾝ 神田店 千代田区鍛治町2-2-4　パリービル１・２F 東京 創菜ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 卯乃家 ⻄新宿野村ﾋﾞﾙ店 新宿区⻄新宿1-26-2　新宿野村ビル４９Ｆ

東京 ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝﾊﾟﾌﾞ  ｻﾞ.ﾛｰｽﾞ＆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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 新宿店 新宿区新宿3-37-12  新宿ＮＯＷＡビル８Ｆ

東京 ウィスキーボイス 赤坂店 港区元⾚坂1-2-3　⾚坂⾒附MTビルＢ１F 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 ⻄新宿野村ﾋﾞﾙ店 新宿区⻄新宿1-26-2　新宿野村ビル４９Ｆ

東京 ウィスキーボイス 台場店 港区台場2-3-3　カトラリーハウスＢ１Ｆ 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 新宿ｻｻﾞﾝﾀﾜｰ店 渋谷区代々木2-2-1　小田急サザンタワー４Ｆ

東京 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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 有楽町店 千代田区有楽町2-7-1　有楽町イトシアプラザ３F

東京 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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 お台場店 港区台場1-7-1　アクアシティお台場６Ｆ

東京 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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 ｶﾚｯﾀ汐留店 港区東新橋1-8-1　カレッタ汐留４６Ｆ　

東京 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 東京 萬鉄(ﾊﾞﾝﾃﾂ）ｶﾚｯﾀ汐留店 港区東新橋1-8-1　カレッタ汐留４６Ｆ　

東京 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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 丸の内店 千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ビル新館1Ｆ

東京 パパミラノ 新宿三井ビル店 新宿区⻄新宿2-1-1　新宿三井ビルディングB1F 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 赤坂店 港区赤坂1-11-44　赤坂インターシティ２F

東京 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 東京 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響 品川店 港区⾼輪4-10-18　京急第1ビル１F

東京 ＳＨＩＢＵＹＡ  ACCESO(ｱﾁｪｰｿﾞ） 渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル２Ｆ 東京 大手町　季響 千代田区大手町2-3-1　大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ2F201

東京 レ・アミーケ ルミネ新宿店 新宿区⻄新宿1-1-5　ルミネ　７F 東京 近畿大学水産研究所 銀座店 中央区銀座6-2番地先 山下ビル2Ｆ

東京 ｶﾌｪ&ﾊﾞｰ　PRONTO 新宿御苑前店 新宿区新宿1-12-6　天伸ビル1・2F 神奈川 和風居酒屋  咲くら 横浜店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1　相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙB1F

東京 パパミラノアトレヴィ大塚店 豊島区南大塚3-33-1　JR大塚南口ﾋﾞﾙｱﾄﾚｳﾞｨ大塚4F 神奈川 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｱﾊｳｽﾃｨｷﾃｨｷ横浜店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1　相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙＢ1Ｆ

東京 パパミラノ ココリア多摩センター店 多摩市落合1-46-1　ココリア多摩センター６Ｆ 神奈川 湘南の魚とワインの店　ヒラツカ 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1　相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙＢ1Ｆ

東京 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 神奈川 パパミラノ 横浜モアーズ店 横浜市⻄区南幸1-3-1　横浜岡⽥屋モアーズ８Ｆ

東京 ⿂盛 ⻄新宿店 新宿区⻄新宿6-4-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾄﾘｳﾑ２Ｆ 神奈川 ポルチェリーノ 新百合ケ丘店 川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ケ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ5F

東京 魚盛 大手町店 千代田区大手町1-8-1　ＫＤＤＩ大手町ビル１Ｆ 神奈川 串焼きと鶏料理　⿃どり 横浜⻄⼝店 横浜市⻄区南幸2-15-1  横浜ティノ７Ｆ

東京 魚盛 日本橋店 中央区日本橋3-2-5　毎日日本橋ビル１Ｆ 神奈川 串焼きと鶏料理　⿃どり 川崎店 川崎市川崎区駅前本町3-1　NMF川崎東口ﾋﾞﾙＢ1Ｆ

東京 ⿂盛 御茶ノ⽔店 千代田区神田駿河台2-4-1 神奈川 串焼きと鶏料理　⿃どり 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙＢ1Ｆ

東京 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 神奈川 串焼きと鶏料理　⿃どり ﾊﾏﾎﾞｰﾙ ｲｱｽ店 横浜市⻄区北幸2-2-1　ハマボール　イアス２Ｆ

東京 魚盛飯田橋店 新宿区下宮比町2-1　第一勧銀稲垣ビル1Ｆ 神奈川 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ＆ﾊﾞｰ 響横浜ｽｶｲﾋﾞﾙ店 横浜市⻄区⾼島2-19-12　スカイビル２８Ｆ

東京 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 埼玉 大宮ワイン倶楽部 さいたま市大宮区大門町1-17-8　いろはﾋﾞﾙ２Ｆ

東京 魚盛有楽町ビル店 千代田区有楽町1-10-1　有楽町ビルＢ１Ｆ 埼玉 パパミラノ 浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和ﾊﾟﾙｺ5F

東京 魚盛コレド室町テラス店 中央区日本橋室町3-2-1　コレド室町テラスＢ１Ｆ 埼玉 和風居酒屋  咲くら 大宮店 さいたま市大宮区大門町1-2　ｵｽｶｰﾋﾞﾙ２Ｆ

東京 ⿂盛 池袋⻄⼝店 豊島区⻄池袋3-27-12　池袋ウェストパークビルB1F 埼玉 魚盛さいたま新都心ｺｸｰﾝｼﾃｨ店 さいたま市⼤宮区吉敷町4-267-2　ｺｸｰﾝｼﾃｨ　ｺｸｰﾝ１　北館2F

東京 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 埼玉 魚盛浦和店 さいたま市浦和区東仲町1-23　浦和駅東口石井ビル2F

東京 東京コトブキ 千代田区丸の内1-9-1　東京駅一番街グルメゾン 埼玉 魚盛 大宮店 さいたま市大宮区桜木町1-5-7ﾎｰﾑﾘｨ5ﾋﾞﾙ4F

東京 東京コトブキ　御茶ノ⽔店 千代田区神田駿河台2-10-5　駿台興業ビルB1F 千葉 ポルチェリーノ　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1　ペリエ千葉5F

東京 東京コトブキ　大手町店 千代田区大手町1-1-3　大手センタービルB１Ｆ 千葉 酒処  鳥の一 幕張店 千葉市美浜区中瀬1-4  イオンタワーAnnex１F

東京 ⾁のコトブキ　⻁ノ門店 港区⻁ノ門1-1-21　新⻁ノ門実業会館１Ｆ 愛知 MASTER'S DREAM  HOUSE　名古屋 名古屋市中村区名駅1-1-3　JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ13F


