
店内に喫煙ブース、または店外に喫煙スペースのある店舗一覧

改正健康増進法施行に伴い、2020年4月1日より　「全店舗 終日全席 禁煙」になります

エリア／店名 住所 電話番号 店内に喫煙ブースがある
店舗

店外に喫煙スペースが
ある店舗　　　　　　　　　　　　　
（2020年1月現在）

東京 赤坂・新橋・虎ノ門・沙留・お台場・浜松町・品川

響 赤坂店 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ2F 03-5545-0817 ◯

響 カレッタ汐留店 東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F S-3 03-6215-8051 

響 アクアシティお台場店 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F 03-5564-5115 ◯

響 品川店 東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル1F 03-5793-8250 

萬鉄 東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F 03-3574-1890

鳥どり 新橋店 東京都港区新橋1-7-1 TH銀座ビルB1F 03-5537-1041 

肉のコトブキ 虎ノ門店 東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館1F 03-5157-5252 

鳥どり 虎ノ門桜田通店 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビルB1F 03-5501-1202 

鳥どり 浜松町店 東京都港区浜松町1-31 文化放送メディアプラスB1F 03-5733-2610 

ローズ&クラウン 赤坂店 東京都港区元赤坂1-2-3 赤坂見附MTビル1F 03-5770-6215 

ローズ&クラウン 新橋店 東京都港区新橋2-14-3 新橋レンガ通り会館1F 03-3597-0045 

ローズ&クラウン 汐留日テレプラザ店 東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー1F 03-3571-3152 

ウイスキーボイス 赤坂店 東京都港区赤坂1-2-3 赤坂見附MTビルB1F 03-3470-1072 

ウイスキーボイス お台場店 東京都港区台場2-3-3 カトラリーハウスB1F 03-3529-6381 

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

ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン浜松町 東京都港区浜松町2丁目3-1　日本生命クレアタワーＢ3Ｆ 03-5843-7347 ◯

東京 新宿・初台・渋谷

響 新宿店 東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル8F 03-3355-2471 ◯

響 西新宿野村ビル店 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル49F 03-5909-7180 ◯

響 新宿サザンタワー店 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス 小田急サザンタワー4F 03-5333-5502 ◯

鳥どり “総本家” 新宿三丁目店 東京都新宿区新宿3-4-8 京王フレンテ新宿3丁目3F 03-3356-7772 

鳥どり 新宿東口店 東京都新宿区新宿3-27-4 新宿御幸ビルB2F 03-5369-0860 

鳥どり 新宿新南口店 東京都新宿区新宿4-1-20 03-3354-8626 

鳥どり 新宿アイランドタワー店 東京都新宿区西新宿6-4-1 新宿アイランドアトリウム2F 03-3342-7758 

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

魚盛 西新宿アイランドタワー店 東京都新宿区西新宿6-4-1 新宿アイランドアトリウム2F 03-5325-3688 

ヴィッラビアンキ 新宿店 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス 小田急サザンタワー3F 03-3376-0120 

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

卯乃家 西新宿野村ビル店 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル49F 03-5321-6921 

レ・アミーケ　ルミネ新宿店 東京都新宿区西新宿1－1－5　ルミネ7F 03-6304-5135 ◯

ティキティキ 新宿店 東京都新宿区新宿3-4-8 京王フレンテ新宿3丁目4F 03-3226-0996 ◯

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

虎連坊 新宿店 東京都新宿区新宿3-4-1 東新宿ビル6F 03-3352-3558 



咲くら 新宿東口店 東京都新宿区新宿3-26-6 新宿FFビル6F 03-3350-0671

THE OLD STATION 新宿店 東京都新宿区新宿3-27-4 新宿御幸ビルB1F 03-5366-7177 ◯

ローズ&クラウン 新宿NSビル店 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル1F 03-3345-1926 ◯

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

都庁北展望室【HAREBA-Rei】 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎北塔45階 03-5989-0848 

レストラン マエストロ 東京都法谷区本町1-1-1新国立劇場内3F 03-3299-0036 

プロント　新宿御苑駅前店 東京都新宿区新宿1-12-6　天伸ビル1・2F 03-6380-6951 ◯

ACCESO(アチェーゾ) 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビ儿2F 03-5774-0939 ◯

東京 信濃町・飯田橋・水道橋・御茶ノ水・神田・神保町・秋葉原

鳥どり “総本家” 飯田橋店 東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋東海ビルB1F 03-3513-5575 

鳥どり 水道橋店 東京都千代田区三崎町2-10-10 後楽ビル 03-5211-7910 

お茶の水 鳥どり 東京都千代田区神田駿河台2-2-4　御茶ノ水駅前ビルＢ1Ｆ 03-5577-3290

東京コトブキ お茶の水店 東京都千代田区神田駿河台2-10-5 駿台興業ビルB1F 03-5283-7380 

咲くら 神田店 東京都千代田区内神田3-14-8 ニシザワビルB1F 03-5209-7860 ◯

虎連防 神保町店 東京都千代田区神田神保町2-1 岩波神保町ビルB1F 03-3511-2270 

モツーダ 神保町店 東京都千代田区神田神保町2-1 岩波神保町ビルB1F 03-3511-3170 

ローズ&クラウン 神田店 東京都千代田区鍛治町2-2-4 パリービル1F・2F 03-5209-8150 

ローズ&クラウン 秋葉原店 東京都千代田区外神田1-18-18 秋葉原駅前プラザビル2F 03-3526-3038 ◯

虎連坊 秋葉原店 東京都千代田区外神田1-18-18 秋葉原駅前プラザビル9F 03-3526-3663 ◯

魚盛 お茶の水店 東京都千代田区神田畿河台2-4-1 03-5217-1007 

魚盛 神田東口店 東京都千代田区鍛治町2-9-3 神田鍛治町駅ビル1F 03-6206-0245 

魚盛 飯田橋店 東京都新宿区下宮比町2-1 第一勧業稲垣ビル1F 03-6265-3095

東京 丸の内・大手町・日本橋・八重洲・茅場町・京橋 

響 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館1F 03-5208-8275 

鳥どり 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館B1F 03-5220-3723 ◯

鳥どり 丸の内センタービル店 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルB1F 03-5220-3121 ◯

鳥どり トラストタワー店 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館2F 03-5220-2051 

鳥どり “総本家” 八重洲二丁目店 東京都中央区八重洲2-5-9 八重洲共同ビルB1F 03-3516-8002 

鳥どり 日本橋店 東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビルB1F 03-3231-3681 

鳥どり 茅場町店 東京都中央区日本橋茅場町1-4-4 木村實業5ビル2・3F 03-5649-2033 

東京コトブキ　 大手町店 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービルB1F 03-6267-4611 ◯

魚盛 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館B1F 03-3217-1137 ◯

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

魚盛 大手町店 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル1F 03-3548-2560 

東京コトブキ 東京都千代田区丸の内1‐9-1 東京駅一番街グルメゾン 03-6551-2012 ◯

大手町　季響 東京都千代田区大手町2-3-1　大手町プレイスウエストタワー2F 03-6281-9477 ◯

丸の内ワイン惧楽部 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル本館1F 03-5222-7071 ◯

ヴィッラビアンキ 丸の内OAZO店 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル3F 03-5208-5277 ◯



ヴィッラビアンキ 京橋エドグラン店 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグランB1F 03-6262-6880 ◯

パパミラノ サピアタワー店 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー3F 03-5222-5150 

モツーダ 大手町店 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービルB1F 03-6267-4266 ◯

パパミラノ 八重洲店 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビルB1F 03-3517-3171 ◯

室町ワイン倶楽部 東京都中央区日本橋本町3-2-14 山ー大野ビル1F 03-3275-0160 

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

ローズ&クラウン 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館B1F 03-5220-1006 ◯

ローズ&クラウン 八重洲店 東京都中央区八重洲1-3-22 八重洲龍名館ビル1F 03-3242-8521 

RCタバーン　丸の内CB店 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルB1F 03-3214-7535 ◯

MASTER'S DREAM HOUSE 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館1F 03-6269-5251

THE OLD STATION 東京店 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口構内2F 03-6256-0578 ◯

ハイボールバー　東京駅　1923 東京都千代田区丸の内1‐9-1 東京駅一番街グルメゾン 03-6551-2014 ◯

虎連坊 大手町店 東京都千代田区大手町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 

虎連坊 八重洲店 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館B1F 03-3231-0330 

ALLY'S BAR 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館1F 03-3271−9077

東京 銀座・有楽町

響 有楽町店 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアプラザ3F 03-5224-6306 ◯

パパミラノ 国際フォーラム店 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1F 03-3211-0606 

ローズ&クラウン 有楽町店 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1F 03-3214-7920 ◯

有楽町ワイン倶楽部 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルB1F 03-3201-3389 ◯

魚盛 有楽町電気ビル店 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルB1F 03-6269-9380 ◯

魚盛 有楽町ビル店 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルB1F 03-6268-0089 ○

近畿水産研究所　銀座店 東京都中央区銀座6-2番地先 山下ビル２F 03-6228-5863

水響亭 銀座店 東京都中央区銀座7-5-4 毛利ビルB2F 03-3569-2710 ◯

東京 上野

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

鳥どり 上野浅草口店 東京都台東区上野7-3-2 TSDビル4F 03-5830-2651 

ローズ&クラウン 上野店 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野2F 03-5826-5828

東京 池袋・大塚

鳥どり 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-10-1 isoビル2F 03-3984-6301

鳥どり 池袋東口店 東京都豊島区南池袋1-23-11 アリサビル2・3F 03-5960-2260

魚盛 池袋西口店 東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウエストパークビルB1F 03-5960-3886

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

パパミラノ アトレヴィ大塚店 東京都豊島区南大塚3-33-1 JR大塚南ロビル　アトレヴィ大塚4F 03-6912-5321 ◯

東京 その他地区

パパミラノ ココリア多摩センター店 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター６Ｆ 042-339-2181 ◯



神奈川 横浜・川崎

響 横浜スカイビル店 横浜市西区高島2-19-12 スカイビル28F 045-594-8620 ◯

ティキティキ 横浜店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビルB1F 045-312-3397 

咲くら 横浜店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビルB1F 045-314-8355 

ヒラツカ 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビルB1F 045-314-8357 

鳥どり 横浜鶴屋町店 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビルB1F 045-411-5150 

鳥どり 横浜西口店 横浜市西区南幸2-15-1 横浜ティノ7F 045-323-1118 

鳥どり ハマボールイアス店 横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス2F 045-290-1370 ◯

鳥どり 川崎駅前店 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東ロビルB1F 044-223-3156 

パパミラノ 横浜モアーズ店（3／6 リニューアル） 横浜市西区南幸1-3-1 岡田屋モアーズ8F 045-319-0999 ◯

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 エルミロード5F 044-965-3087 ◯

埼玉 大宮・浦和

パパミラノ 浦和パルコ店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ5F 048-871-2757 ◯

魚盛 浦和店 埼玉県さいたま市浦和区東仲町1-23 浦和駅東口石井ビル2F 048-711-2773 

魚盛 さいたま新都心コクーンシティ店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目267-2 コクーンシティコクーン1 2F 048-601-2306 ◯

魚盛 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-5-7 ホームリイ5ビル4F 048-631-1501 ◯

咲くら 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-2 オスカービル2F 048-650-8810 

大宮ワイン県楽部 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-17-8 いろはビル2F 048-782-9720 ○

千葉 幕張・松戸・柏

ポルチェリーノ　ペリエ千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1　ペリエ千葉5F 043-306-2997 ◯

鳥の一 幕張店 千葉県千葉市美浜区中瀬1-4 イオンタワーAnnex1F 043-299-0051 

山梨

ホワイトテラス 山梨県北杜市白州町鳥原2913-1 白州蒸留所内 0551-20-4529

大阪 北区

Whisky　Dining　WWW.W（フォーダブリュー） 大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪北館Ｂ棟2階 06-6359-5177 ◯

Whisky　Bottle　Bar（ウイスキーボトルバー） 大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪北館Ｂ棟2階 06-6359-2177 ◯

近畿大学水産研究所　グランフロント大阪店 大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪北館Ｂ棟6階 06-6485-7103 ◯

燦 大阪店 大阪市北区西天満4-15-10 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー27F 06-6367-5512 ◯

燦 ヒルトンプラザウエスト店 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト6F 06-6345-8163 ◯

燦 大丸梅田店 大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店14F 06-4796-7330 ◯

響 中之島フェスティバルプラザ店 大阪市北区中之島3-2 中之島フェスティバルタワー・ウエスト2F 06-6210-1750 ◯

北新地店コトブキ 大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル1F 06-3344-0280 ◯

咲くら 阪急グランドビル店 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル27F 06-6315-7780 ◯

咲くら 大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビルB2F 06-6451-9039 ◯

旬魚・串揚げ居酒屋 咲くら 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビルB2F 06-3341-5860 ◯



桂 大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル2F 06-6347-0710 ◯

パパミラノ 阪急グランドビル店 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル27F 06-6315-9205 ◯

虎連坊 ヒルトンプラザウエスト店 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストB2F 06-3345-0855 ◯

魚盛 堂島アバンザ店 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザB1F 06-6147-2700 

鳥どり 北新地店 大阪市北区曽根崎新地1-3-25 ぐらん・ばれビル西館B1F 06-6344-3610 

THE AGING HOUSE 1795 堂島店 大阪市北区堂島浜2-1-40 サントリービル1F 06-3345-2118 

THE AGING HOUSE 1795 大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビルB2F 06-6344-3061 ◯

八かく庵 大阪ステーションシティサウスゲートビルディング店大阪市北区梅田3-1-1 大阪ステーションシティ サウスゲートビルディング16F 06-6347-1020 ◯

八かく庵 大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビルB2F 06-6343-6608 ◯

トップサーティ 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル30F 06-6346-0310 ◯

カーナバル 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル7F 06-6346-1320 ◯

鉄板焼 リオ　大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル7F 06-6346-1321 ◯

モツーダ　大阪マルビル店 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビルB2F 06-6341-3800 ◯

水響亭 北新地店 大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地幸田ビルB2F 06-6348-9310

大阪 中央区

魚盛 本町イトウビル店 大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビルB2F 06-4963-2800 

鉄板焼　リオ　大阪御堂筋店　（2／18 オープン） 大阪市中央区平野町4-2-3  オービック御堂筋ビル1F 06-6484-6361

燦 OBP店 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー38F 06-4790-6555 ◯

魚盛 OBP店 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー3F 06-6809-3675

大阪 その他

HIGHBALL'S なんば 大阪市中央区難波5-1-60　南海難波駅3階北改札 06-6648-8234

象印食堂 大阪市中央区難波5-1-60　なんばスカイオ6Ｆ 06-6568-9804

兵庫 神戸・三宮

燦 神戸店 神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル10F 078-331-1233 

フロマージョ　ミント神戸店 神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸8F 078-855-7281 ◯

八かく庵 ミント神戸店 神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸8F 078-231-3510 ◯

兵庫 西宮北口・尼崎

魚盛 阪急西宮ガーデンズ店 西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ4F 0798-31-1421 ◯

名古屋 名駅

MASTER'S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）名古屋店 名古屋市中村区名駅1-1-3　JRゲートタワー13F 052-756-2571 ◯

八かく庵 名古屋セントラルタワーズ店 名古屋市中村区名駅　1-1-4JRセントラルタワーズ13F 052-533-2911 ◯




