
２０２１年９月３０日までの営業状況【関東エリア】
※期間中の酒類提供については各自治体毎に異なります。状況により予告なく変更になる場合がございます。

　また同一グループの人数制限・滞在時間制限等についても各自治体からの要請内容に従います。

エリア／店名

東京 赤坂・新橋・虎ノ門・汐留・お台場・浜松町・品川・田町 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

響 赤坂店 １１：３０－１５：００
休業日：土・日・祝
※土・日・祝は婚礼営業がある場合は
それに準ずる

響 カレッタ汐留店 １１：００－１５：００

響 品川店 １１：３０－１５：００

※デリバリ―は１９：３０まで受付

休業日：土・日・祝
※土・日・祝は婚礼営業がある場合は
それに準ずる

鉄板焼とワイン　萬鉄 １１：００－１５：００

鳥どり 新橋店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

東京コトブキ 虎ノ門店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

鳥どり 虎ノ門桜田通店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

鳥どり 浜松町店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン浜松町 １１：３０－１５：００ 休業日：土・日・祝

ローズ&クラウン 新橋店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

ローズ&クラウン 汐留日テレプラザ店 休

ローズ&クラウン 田町店 １１：００－１８：００ 休業日：土・日・祝

ウイスキーボイス お台場店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

東京 新宿・初台・渋谷 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

響 新宿店 休

響 西新宿野村ビル店 １１：３０－１５：００ 休業日：土・日・祝

響 新宿サザンタワー店 １１：００－１５：００

鳥どり “総本家” 新宿三丁目店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

鳥どり 新宿東口店 １１：３０－１５：００ ※デリバリーのみ１４：００まで受付
休業日：月

鳥どり 新宿新南口店 休 ※デリバリーのみ営業　１１：３０－２０：００

鳥どり 新宿アイランドタワー店 １１：３０－１４：００ ※デリバリーのみ１４：００まで受付
休業日：土・日・祝

魚盛 新宿三丁目店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

魚盛 西新宿アイランドタワー店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

グッドスプーン ルミネ新宿店 １１：００－２０：００

ヴィッラビアンキ 新宿店
１１：３０－１５：００
１６：００－２０：００ ※デリバリー・テイクアウトは２１：３０まで

卯乃家 西新宿野村ビル店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

虎連坊 新宿店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

THE OLD STATION （オールドステーション）新宿店 休

https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/akasaka/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/shiodome/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/sinagawa/
https://www.dynac-japan.com/shop/bantetsu/shiodome/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/shinbashi/
https://www.dynac-japan.com/shop/kotobuki/toranomon/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/toranomon_sakuradadori/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/hamamatsucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/la_boucherie/hamamatsucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/shinbashi/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/shiodome/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/tamachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/whiskyvoice/odaiba/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/shinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/nishishinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/shinjuku_sazan/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/sohonke_shinjuku_sanchome/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/shinjuku_higashiguchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/shinjuku_shinminamiguchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/shinjuku_ilandtower/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/shinjuku_sanchome/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/nishishinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/goodspoon/lumine_shinjyuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/villa_bianchi/shinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/unoya/nishishinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/torarenbou/shinjuku/
https://www.dynac-japan.com/shop/oldstation/shinjuku/


レストラン マエストロ
１１：３０－１５：００
１７：００－２０：００

※劇場で公演を行っている場合
オープン・クローズ時間を変動して営業
※土・日・祝で劇場の公演がない場合
休業

プロント　新宿御苑駅前店

月～土
７：００－２０：００

日・祝
１１：００－１７：００

ACCESO(アチェーゾ) １１：３０－１５：００ 休業日：日・祝

東京 飯田橋・水道橋・御茶ノ水・神田・神保町・秋葉原 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

鳥どり “総本家” 飯田橋店 １１：３０－１４：００ ※デリバリーのみ２０：００まで受付
休業日：土・日・祝

お茶の水 鳥どり １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

東京コトブキ お茶の水店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

ローズ&クラウン 神田店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

酒場ダルマ １１：３０－１４：３０

感動ボブン
１１：３０－１４：３０
１６：００－２０：００

ローズ&クラウン 秋葉原店 １１：３０－１４：３０

虎連坊 秋葉原店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

魚盛 お茶の水店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

東京 丸の内・大手町・日本橋・八重洲・茅場町・京橋 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

響 丸の内店 １１：００－１４：００
休業日：土・日・祝
※土・日・祝は婚礼が営業ある場合は
それに準ずる

鳥どり 丸の内店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

鳥どり 丸の内センタービル店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

鳥どり トラストタワー店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

鳥どり “総本家” 八重洲二丁目店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

鳥どり 日本橋店 １１：３０－１４：００ ※デリバリーのみ２０：００まで受付
休業日：土・日・祝

魚盛 丸の内店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

魚盛 日本橋店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

東京コトブキ １１：００－１５：００

丸の内ワイン倶楽部 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

ヴィッラビアンキ 丸の内OAZO店 １１：００－１５：００ 休業日：土・日・祝

パパミラノ サピアタワー店
１１：３０－１５：００
１６：００－２０：００

モツーダ 大手町店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

東京コトブキ　大手町店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

パパミラノ 八重洲店 １１：００－１５：００ 休業日：土・日・祝

室町ワイン倶楽部 休

魚盛 コレド室町テラス店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

八重洲ワイン倶楽部 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

https://www.dynac-japan.com/shop/maestro/
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13159138/
https://www.dynac-japan.com/shop/acceso/shibuya/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/sohonke_iidabashi/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/ochanomizu/
https://www.dynac-japan.com/shop/kotobuki/ochanomizu/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/kanda/
https://www.dynac-japan.com/shop/daruma/kanda/
https://www.dynac-japan.com/shop/bobun/kanda/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/akihabara/
https://www.dynac-japan.com/shop/torarenbou/akihabara/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/ochanomizu/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/marunouchi_cb/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/trusttower/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/sohonke_yaesu/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/nihonbashi/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/nihonbashi/
https://www.dynac-japan.com/shop/kotobuki/tokyo_station/
https://www.dynac-japan.com/shop/wineclub/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/villa_bianchi/marunouchi_oazo/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/sapia_tower/
https://www.dynac-japan.com/shop/motsuda/otemachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/kotobuki/ootemachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/yaesu/
https://www.dynac-japan.com/shop/wineclub/muromachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/coredo_muromachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/wineclub/yaesu/


ローズ&クラウン 丸の内店 １１：００－１４：３０ 休業日：土・日・祝

ローズ&クラウン 八重洲店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

RCタバーン　丸の内CB店 １１：００－１５：００ 休業日：土・日・祝

MASTER'S DREAM HOUSE（マスターズドリームハウス）丸の内店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

THE OLD STATION（オールドステーション）東京店 １１：００－１５：００

ハイボールバー　東京駅　1923 １１：００－１５：００

虎連坊 大手町店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

虎連坊 八重洲店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

ALLY'S BAR（アリーズバー） 休

近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店 １０：００－２０：００ ※テイクアウトは２０:００まで受付

東京 銀座・有楽町 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

響 有楽町店
１１：００－１５：００
１７：００－２０：００

パパミラノ 国際フォーラム店 休

ローズ&クラウン 有楽町店 １１：３０－１４：３０

有楽町ワイン倶楽部 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

魚盛 有楽町電気ビル店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

魚盛 有楽町ビル店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

近畿水産研究所　銀座店 １１：００－１５：００

水響亭 銀座店 休

東京 上野 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

HIGHBALL'S （ハイボールズ）うえのステーション

月～金
７：００－１５：００

土・日・祝
９：００～１５：００

ローズ&クラウン 上野店 １１：３０－１５：００

東京 池袋・大塚 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

鳥どり 池袋東口店 休 ※デリバリーのみ２０：００まで受付

魚盛 池袋西口店 １１：３０－１４：３０ 休業日：土・日・祝

池袋ワイン倶楽部 休 ※デリバリーのみ営業　１６：００－２１：３０

パパミラノ アトレヴィ大塚店 １１：００－２０：００

東京 その他地区 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

パパミラノ ココリア多摩センター店 １１：００－２０：００

神奈川 横浜・川崎 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

響 横浜スカイビル店 １１：００－１５：００ ※「マスク飲食実施店」申請済み

ティキティキ 横浜店 休 ※「マスク飲食実施店」申請済み

咲くら 横浜店 １１：３０－１４：３０ ※「マスク飲食実施店」申請済み
休業日：土・日・祝

ヒラツカ 休 ※「マスク飲食実施店」申請済み

https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/yaesu/
https://www.dynac-japan.com/shop/rc_tavern/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/masters_dream_house/marunouchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/oldstation/tokyo_station/
https://www.dynac-japan.com/shop/highballbar/tokyo_station/
https://www.dynac-japan.com/shop/torarenbou/otemachi/
https://www.dynac-japan.com/shop/torarenbou/yaesu/
https://www.dynac-japan.com/shop/allysbar/yaesu/
https://www.dynac-japan.com/shop/kindai_suisan/gransta_tokyo/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/yurakucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/kokusai_folum/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/yurakucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/wineclub/yurakucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/yurakucho_denkibiru/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/yurakucho/
https://www.dynac-japan.com/shop/kindai_suisan/ginza/
https://www.dynac-japan.com/shop/suikyoutei/ginza/
https://www.dynac-japan.com/shop/highballs/ueno/
https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/ueno/
https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/ikebukuro_higashiguchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/ikebukuro_nishiguchi/
https://www.dynac-japan.com/shop/wineclub/ikebukuro/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/otuka/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/tama_center/
https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/yokohama_sky/
https://www.dynac-japan.com/shop/tikitiki/yokohama/
https://www.dynac-japan.com/shop/sakura/yokohama/
https://www.dynac-japan.com/shop/hiratsuka/yokohama/


鳥どり 横浜鶴屋町店 １１：３０－１４：３０ ※デリバリーは２０：００まで受付
※「マスク飲食実施店」申請済み

グッドスプーン 横浜モアーズ店 １１：００－２０：００ ※「マスク飲食実施店」申請済み

ポルチェリーノ 新百合ケ丘店 １１：００－２０：００ ※「マスク飲食実施店」申請済み

埼玉 大宮・浦和 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

パパミラノ 浦和パルコ店 １１：００－２０：００

魚盛 浦和店
平日　　 １５：００－２０：００
土日祝　１２：００－２０：００ ※定休日:月(月曜祝日の時は火曜日定休)

魚盛 さいたま新都心コクーンシティ店
１１：００－１５：３０
１５：００－２０：００

魚盛 大宮店 休

千葉 幕張・松戸・柏 ８月２日（月）～９月３０日（木） 備考

ポルチェリーノ　ペリエ千葉店 １１：００－２０：００

鳥の一 幕張店 １１：３０－１４：００ 休業日：土・日・祝

https://www.dynac-japan.com/shop/toridori/yokohama_turuyacho/
https://www.dynac-japan.com/shop/goodspoon/yokohama_mores/
https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/shinyurigaoka/
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/urawa_parco/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/urawa/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/saitama_cocoon/
https://www.dynac-japan.com/shop/uomori/omiya/
https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/perie_chiba/
https://www.dynac-japan.com/shop/torinoichi/makuhari/

