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■飲食店リスト

今回ご紹介するのは、全国の飲食店計35店舗です。

店舗名 業種 住所 TEL

1 東北 丸長 ラーメン 岩手県一関市 上大槻 街 2-34 マルチョウビル 1F 019-123-2001

2

関東

Agito・・・・ バー 神奈川県横須 賀市米が浜通 1-2 第 6 岡田ビル 2F 046-825-2007

3 Imbiss hareico インビスハライコ ソーセージ 東京都港区六 本木 2-3-9 ユニオン六本木 1F 03-5545-5108

4 手打ちうどん おがわ うどん 東京都八王子 市宇津木 町 915-6 042-692-2334

5 三軒茶屋 武屋 蕎麦 東京都世田谷 区太子 堂 4-26-13 03-3419-2819

6 銀座てらやま 日本料理 東京都中央区 銀座 8-5-10 金成ビル 6F 03-6215-6111

7 炭火焼き鳥 はま虎 焼き鳥 神奈川県横浜 市中区常 盤町 3-34 和風ビル 1F 045-663-3306

8 焼きとん 木々家 （ハヤシヤ） 居酒屋 東京都豊島区 池袋 2-36-11 松月ビル 1F 03-6915-2107

9 インド料理ビニタ カレー 東京都足立区 青井 3-5-26 03-6698-3404

10 割烹 福水（ふくすい） 日本料理 埼玉県戸田市 笹目 4-33-10 048-421-9561

11 板前割烹 真亜房 日本料理 千葉県香取市 佐原イ 3412-1 047-855-0151

12 タベルナ ユキ スペイン料 理 東京都港区赤 坂 6-6-5 赤坂ロイヤルビル 1F 03-3505-2550

13 ヨンドン 焼き肉 神奈川県藤沢 市西富 530-1 サンプラザ湘南 2F 046-650-1129

14

中部

東海

ナチュラルカフェ＆ギャラリー蔵 カフェ 岐阜県岐阜市 本町 2-14 058-269-5788

15 炭焼き しげ吉 うなぎ 岐阜県関市山 王通 1-3-29 0575-22-9566

16 焼き肉 鈴乃屋 焼き肉 愛知県春日井 市出川 町 5-25-5 056-851-6225

17 三好乃 洋食 愛知県名古屋 市中区 栄 2-2-36 052-231-3331

18 カフェベーカリー名岐 屋 喫茶 愛知県春日井 市八田 町 2-28-12 0568-81-5464

19

近畿

手打ちそば処 さだ吉 蕎麦 京都府京都市 東山区祇 園町北 側 279 本上ビル 2F 075-531-6161

20 サフラン お好み焼 き 兵庫県尼崎市 杭瀬本 町 2-20-1 06-6401-0452

21 祇園 はやかわ 日本料理 京都府京都市 東山区祇 園南側 570-164 075-541-1078

22 万松 寿司 兵庫県西脇市 高田井 町 245-1 079-522-7307

23 京の TORI 処 萬端 居酒屋

京都府京都市 中京区二 条通河原 町西入榎木 町 65 

バンタンビル 2F 075-211-9170

24 避風塘(フェイフォントン)みやざわ ラーメン

大阪府大阪市 北区曽根 崎新地 1-7-6

新日本新地ビル 1 階 06-6454-0777

25 和風居酒屋 和味や るぜん 居酒屋

大阪府大阪市 北区大淀 中 1-12-7-102 

メゾンインペリアル大 淀 1F 06-6458-8757

26 中国

四国

えびすの宴 居酒屋 広島県広島市 中区堀川 町 3-13 ラッキー会 館 2Ｆ 082-243-6166

27 炭焼 ゑん 流川店 炭焼き 広島県広島市 中区流川 町 5-12 八番街ビル 082-541-1129

28

九州

沖縄

チャイナ食堂 かしん 中華料理 福岡県糸島市 二丈武 326-6 092-325-2428

29 お食事処 金平 食堂 鹿児島県鹿屋 市田崎 町 389-5 099-442-3294

30 栄寿司 寿司 福岡県北九州 市若松区 本町 3-7-27 093-761-3984

31 守破離 居酒屋 福岡県福岡市 中央区渡 辺通 1-8-35 092-724-5222

32 109 トク 居酒屋 福岡県福岡市 博多区東 比恵 2-17-23 092-471-9777

33 藤よし 西 中洲店 焼き鳥 福岡県福岡市 中央区西 中洲 9-6 092-761-5692

34 居酒屋 牧ん家 居酒屋 福岡県北九州 市小倉南 区南方 5 丁目 1-1 093-230-2301

35 ラーメンまんとく 本店 ラーメン 福岡県朝倉市 甘木 333-1 0946-28-8228


