
上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：札幌（大通・すすきの）・函館・仙台・水戸・千葉・船橋 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

1 
RISTORANTE CANOFILO 

（カノフィーロ） 
http://www.canofilo.jp/ イタリアン 大通 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西1 アスカビル2F 

2 
teatro di massa 

（テアトロ ディ マッサ） 
http://www.teatrodimas

sa.com/ 
イタリアン 大通 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西8-7 大洋ビル2F 

3 ル・ジャンティオム 
http://www.le-

gentilhomme.com 
フレンチ すすきの 064-0804 

北海道札幌市中央区南4条西8 サンプラーザ札幌
1F 

4 てんぷら 膳 
https://tempura-

zen.dream-grp.net/ 
天ぷら すすきの 064-0804 北海道札幌市中央区南4条西3 第32桂和ビル4F 

5 きょうど料理亭 杉ノ目 http://suginome.jp/ 郷土料理 すすきの 064-0805 北海道札幌市中央区南5条西5 

6 味処 まつ田 なし 日本料理 すすきの 064-0805 北海道札幌市中央区南5条西5 モモヤビル2F 

7 
ふぐ・すっぽん・はも料理 

文太郎（ぶんたろう） 
http://www.taiyogroup.j
p/restaurant/index.php 

日本料理 すすきの 064-0804 
北海道札幌市中央区南4条西3 第三グリーンビル

4F 

8 旬菜旬魚 うたげ 
http://www.taiyogroup.j
p/restaurant/index.php 

日本料理 すすきの 064-0804 北海道札幌市中央区南4条西2-7-5 ホシビル8F 

9 料理屋 botan（ボタン） 
https://hitosara.com/0

006139761/ 
イタリアン すすきの 064-0807 

北海道札幌市中央区南7条西3-7-29  
APOLLO BLD 2F 

10 寿司 しくら なし 寿司 すすきの 064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4-7 松岡ビル B1F 

11 
スペイン料理と鉄板焼 
BOQUERIA（ボケリア） 

なし スペイン料理 すすきの 060-0063 
北海道札幌市中央区南3条西7-7-4 

しゃみ靴店 2F 

12 酒肴菜友 じょっぱり なし 郷土料理 函館 040-0004 北海道函館市杉並町20-1 

13 
パノラマビューレストラン 

グランポルト函館 
http://www.taiyogroup.j
p/restaurant/index.php 

フレンチ・イタリア
ン 

函館 040-0035 北海道函館市松風町2-8 大門ビル7F 

14 
大町 二代目 幸五郎 

（こうごろう） 
https://kougoro-
nidaime.owst.jp/ 

焼肉・鍋 仙台 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-8-1 

15 
松竹膳處 

（しょうちくぜんどころ） 

http://www.miyagiryouri
.jp/syouchikuzendokoro.

html 

和食・懐石・会席
料理 

仙台 980-0804 
宮城県仙台市青葉区大町2-10-23 グランビュー 

大町1F 

16 
玄品 仙台一番町（げんぴん 

せんだいいちばんちょう） 
 ふぐ・かに 

https://www.tettiri.com
/ 

ふぐ料理 仙台 980-0811 
宮城県仙台市青葉区一番町4-2-10 

仙台東映プラザ 3F 

17 ヴェッキオアルベロ なし イタリアン 水戸 310-0852 茨城県水戸市笠原町887-24 

18 
お肉のおいしいレストラン 

夢浪漫（ユメロマン） 

http://www.ntb-
k.jp/content/view/14/5

3/ 

ハンバーグ・ス
テーキ・グリル 

水戸 311-4151 茨城県水戸市姫子2-767-2 

19 
IL PINOLO LEVITA 

（イル ピノーロ レヴィータ） 
http://www.il-

pinolo.com/chiba.html 
イタリアン 千葉 260-0028 

千葉県千葉市中央区新町1000 
そごう千葉店10F 

20 
焼肉 琉宮苑（りゅうぐうえ

ん） 
https://ryuguen.gorp.jp/ 焼肉 船橋 273-0005 

千葉県船橋市本町7-10-2 
ユニマットガーデンスクエア3F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：船橋・大宮・上尾・銀座 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

21 牛-GYU- 
http://gyuu.co.jp/index.

html 
焼肉 船橋 273-0005 千葉県船橋市本町1-11-25 LEO伍拾四番館 2F 

22 
Pizzeria347（ピッツェリアサ

ンヨンナナ） 船橋 by il 
pinolo（イル ピノーロ）  

https://www.pizzeria34
7.com/ 

イタリアン 船橋 273-0005 
千葉県船橋市本町7-10-2 ユニマットガーデン 

スクエア 2F 

23 エグリーズ ドゥ 葉山庵 
http://www.hayamaan.c

om/eglise/ 
フレンチ 大宮 330-0804 

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-262 
セントパルク教会 

24 襷（たすき） https://www.taski.jp/ 日本料理 大宮 330-0845 
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-57 AXIS仲町ビル

1F  

25 肉割烹 喰心（くうしん） http://ku-shin.jp 和食・肉料理 大宮 330-0845 
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-97-1 

吉建ビル B1F 

26 焼肉 喰心（くうしん） 
http://yakiniku.ku-

shin.jp/ 
焼肉・肉料理 大宮 330-0802 

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-17 
パインズビル 1F 

27 
chez MACIO（シェ マシオ） 

上尾店 
http://www.chezmacio.

com/ageo.html 
フレンチ 上尾 362-0064 埼玉県上尾市小敷谷291-5 

28 
l'Odorante par 
MinoruNakijin 

（ロドラント・ミノルナキジン） 

http://www.odorantes.n
et/ 

フレンチ 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-7-19 ニューセンタービルB1F 

29 JWC 2nd Avenue GINZA 
http://www.jwc-

ginza.com/index.html 
ダイニングバー 銀座 104-0061 東京都中央区銀座2-7-7 GINZA 2nd Ave,1-B 2F 

30 
AL KENTRE 

（アルケントーレ） 
なし イタリアン 銀座 104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビル10F 

31 
IL PINOLO（イル ピノーロ） 

銀座店 
http://www.il-
pinolo.com/ 

イタリアン 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-8-7 GINZA GREEN 9F 

32 銀座 芳園（ホウエン） なし 中国料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-8-15 第二新橋会館6F 

33 GINZA kansei 
http://ginzakansei.com

/index.html 
フレンチ 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-12-1 藤高ビル2F・3F 

34 INOLTRE（イノルトレ） なし イタリアン 銀座 104-0061 東京都中央区銀座5-4-15 西五ビル5F 

35 レストラン ペリニィヨン 
https://perignon.jp/peri

gnon/ 
フレンチ・洋食 銀座 104-0061 東京都中央区銀座1-10-19 銀座一ビルヂング 2F 

36 銀座 黒尊（くろそん） 
https://kuroson.jimdosi

te.com/ 
日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-3-15 ぜん屋ビル B1F 

37 
Georges un cinq 

（ジョルジュ アン サンク） 
なし フレンチ 銀座 104-0061 東京都中央区銀座2-8-17 ハビウル銀座Ⅱ 3F 

38 
Vin de Rêve  

（ヴァン・ド・レーヴ） 
http://www.vin-de-

reve.com/ 
フレンチ・ワイン

バー 
銀座 104-0061 東京都中央区銀座1-20-1 オーキッド銀座1F 

39 銀座 極-KIWAMI- 
https://www.grandginza

.com/kiwami/ 
フレンチ 銀座 104-0061 

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F 
（THE GRAND GINZA内） 

40 焼肉 強小亭 GINZA 
https://kyoshotei-

ginza.com/ 
焼肉 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル 1F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：銀座・京橋・東京・日本橋・人形町・汐留 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

41 銀座つる 
https://ginza-

tsuru.com/ 
日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-10-5 The ORB Luminous 2F 

42 和食割烹 銀座 ます田 
https://ginza-
masuda.com/ 

日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-13-22 友野ビルB1F 

43 GINZA 豉 KUKI（くき） http://ginzakuki.com/ 日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5 4F 

44 
サバティーニ・ディ・フィレン

ツェ東京店 
https://sabatini-

tokyo.com 
イタリアン 銀座 100-0006 

東京都千代田区有楽町2-2-3 
ヒューリックスクエア東京3F 

45 
神戸牛すてーき Ishida. 銀

座本店 

https://www.kobe-
ishidaya.com/shop/stea

k_ginzahonten 
鉄板焼 銀座 104-0061 東京都中央区銀座7-3-8 HULIC&New GINZA7 7F 

46 
THE GRAND 47 

（ザ グラン フォーティーセ
ブン） 

http://www.grandginza.c
om/grand47/ 

フレンチ 銀座 104-0061 
東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F 

（THE GRAND GINZA内） 

47 銀座 穂の河（ほのかわ） 
http://www.honokawa.c
om/ginnza/index.html 

日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座6-3-11 西銀座ビル 6F 

48 
福井乃喜心 鯖街道 

（ふくいのきしん さばかい
どう） 

https://kishin-
ginza.owst.jp/gallery 

日本料理 銀座 104-0061 東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート1 12F 

49 江戸前肉割烹 宮下 
https://xn----

no6at4lqrc60n0pegdy60f
bzuis9atk4b97p.com/ 

すき焼き・しゃぶ
しゃぶ 

銀座 104-0061 東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート 12F 

50 焼鳥 銀座 井（い） なし 和食・焼鳥 銀座 104-0061 東京都中央区銀座8-7-20 Belle銀座IIIビル B1F 

51 
頤和園（イワエン） 
京橋エドグラン店 

http://iwaen.co.jp/shop
/kyoubasi.html 

中国料理 京橋 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグランサウス6F 

52 
アンティカ・オステリア・ 

デル・ポンテ 
http://www.anticaosteri

adelponte.jp/ 
イタリアン 東京 100-6336 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビル36F 

53 醍醐味（だいごみ） なし 
和食・炉端・会席

料理 
東京 100-6305 

東京都千代田区丸の内2-4-1 
丸の内ビルディング5F 

54 
焼肉 The INNOCENT 

CARVERY（イノセント カー
ベリー） 新丸ビル店 

http://innocent-
carvery.jp/marunouchi/ 

焼肉 東京 100-6505 
東京都千代田区丸の内1-5-1 

新丸の内ビルディング5F 

55 
豚捨（ぶたすて） 
 KITTE丸の内店 

なし 
すき焼き・しゃぶ
しゃぶ・ステーキ 

東京 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTEビル 5F 

56 chez MACIO（シェ マシオ） 
http://www.chezmacio.c

om/ 
フレンチ 日本橋 103-0028 東京都中央区八重洲1-2-6 パールホテル 

57 
Ringraziamento 

（リングラツィアメント） 
http://www.ringraziame

nto.com 
イタリアン 日本橋 103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-6 NSTビルB1F 

58 和膳 いい田 
https://wazeniida.gorp.j

p/ 
日本料理 人形町 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-19-7 

59 鮨 美寿思（みすじ） なし 寿司 汐留 105-0021 東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F 

60 
The Momentum by 

Porsche（ザ モメンタム バ
イ ポルシェ） 

http://porsche.tokyo/ 
イノヴェイティブ・
ヨーロッパ料理 

汐留 105-7101 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 1F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：芝浦ふ頭・赤坂・霞が関・大森・六本木・西麻布・東麻布・麻布十番・青山一丁目・外苑前 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

61 オーシャンディッシュ Q'on クオン http://www.qon.co.jp/ フレンチ 芝浦ふ頭 108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦ビル14F 

62 
黒毛和牛専門店 神戸牛 味鉄 

（あじてつ） 
http://www.ajitetsu.com 鉄板焼・しゃぶしゃぶ 赤坂 107-0052 東京都港区赤坂3-14-9 清水ビルB1F 

63 BISTRO Bonne Femme（ボンファム） https://bonnefemme.gorp.jp/ フレンチ 赤坂 107-0052 東京都港区赤坂1-3-13 

64 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール なし 焼肉・しゃぶしゃぶ 赤坂 107-0052 東京都港区赤坂3-15-12 フォーラム赤坂ビルB1F 

65 
中国料理 頤和園（イワエン） 

 霞が関店 
https://iwaen.co.jp/shop/kasu

migaseki.html 
中国料理 霞が関 100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング3F 

66 
活 伊勢海老料理 中納言 東京大森

ベルポート店 
http://www.chunagon.com/?pag

e_id=938 
伊勢海老料理 大森 140-0013 東京都品川区南大井6-26-2 大森ベルポートB館 2F 

67 リストランテ オステリア https://losteria-roppongi.com/ イタリアン 六本木 106-0032 東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル3F 

68 花郷（はなさと） 六本木店 https://steak-hanasato.jp/ 京料理・鉄板焼 六本木 106-0032 東京都港区六本木4-2-35 アーバンスタイル六本木三河台1Ｆ 

69 鉄板焼 馨（かおる） 
http://www.teppanyaki-

kaoru.com/ 
鉄板焼 西麻布 106-0031 東京都港区西麻布4-11-14 FLEG西麻布B1F 

70 
重慶飯店 麻布賓館 

（ジュウケイハンテン アザブヒンカン） 
https://www.jukeihanten.com/a

zabu/ 
中国料理 西麻布 106-0031 東京都港区西麻布3-2-34 西麻布ヒルズ1F 

71 One Garden 西麻布店 
http://www.one-

garden.jp/nishiazabu/ 
日本料理 西麻布 106-0031 東京都港区西麻布3-17-29 富士見坂プレイス2F 

72 エゴジーヌ http://egosine.com/ フレンチ 西麻布 106-0031 東京都港区西麻布1-14-8 第2ひろしまビル1F 

73 あわびの源太 
https://awabino-

genta.sakura.ne.jp/ 
あわび専門店 西麻布 106-0031 東京都港区西麻布4-11-28 麻布エンパイアマンション1F 

74 鉄板焼 蘭麻（らんま） http://www.t-ranma.com/ 鉄板焼 東麻布 106-0044 東京都港区東麻布1-18-5 

75 エル ブランシュ http://aileblanche.info/ フレンチ 麻布十番 106-0045 東京都港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番5F 

76 Shi-Fan ～シーファン～ http://www.harden.jp 中国料理 麻布十番 106-0045 東京都港区麻布十番1-9-2 ユニマット麻布十番ビル5F 

77 青山エリュシオンハウス http://www.elysionhouse.com/ イタリアン 青山一丁目 107-0052 東京都港区赤坂8-2-10 

78 焼肉 青山外苑 http://www.aoyama-gaien.com 焼肉・韓国料理 外苑前 107-0062 東京都港区南青山2-12-14 ユニマット青山ビル 1F 

79 青山 牛彩（ぎゅうさい） http://www.gyusai.com/ 鉄板焼・しゃぶしゃぶ 外苑前 107-0062 東京都港区南青山2-11-11 

80 IL PINOLO（イル ピノーロ） 青山 
http://www.il-

pinolo.com/aoyama.html 
イタリアン 外苑前 107-0061 東京都港区北青山2-7-13 ホテルアラマンダ青山1F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：外苑前・表参道・渋谷・自由が丘・恵比寿・白金・五反田・新宿・四ツ谷・市ヶ谷 
      飯田橋・神楽坂 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

81 てんぷら 天翔 http://tempura-tensho.jp/ 天ぷら 外苑前 107-0061 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル1F 

82 ラ・ロシェル南青山 
https://www.la-

rochelle.co.jp/shop/aoyama/ 
フレンチ 表参道 107-0062 東京都港区南青山3-14-23 

83 雅灯（がとう） http://www.gatou.com 日本料理 表参道 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山B1F 

84 
Restaurant REIMS YANAGIDATE 
（レストラン ランス ヤナギダテ） 

http://www.reims.co.jp/ フレンチ 表参道 107-0061 東京都港区北青山3-10-13 

85 DOMINANT（ドミナント） 
http://www.aoyama-

dominant.com 
鉄板焼 表参道 107-0062 東京都港区南青山6-7-2 テラアシオス南青山B1F 

86 Lounge BAR Nights 
http://bar-

nights.sakura.ne.jp/wordpress/ 
ダイニングバー 渋谷 150-0044 東京都渋谷区円山町6-1 三長旧館2F 

87 One Garden 渋谷桜丘店 
http://www.one-

garden.jp/shibuya/index.html 
日本料理 渋谷 150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-12 ル・カルティエ桜丘1F 

88 おでん割烹 ひで https://oden-hide.com/ おでん割烹・日本料理 渋谷 150-0044 東京都渋谷区円山町15-5 

89 日本料理 杜若（かきつばた） 
https://www.kakitsubata-

jiyugaoka.com/ 
和食 自由が丘 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-20-11 自由が丘TSビル1F 

90 鉄板焼 いちか 
http://www.teppanyaki-

ichika.com/ 
鉄板焼 恵比寿 150-0011 東京都渋谷区東2-14-13 leaf east 1F 

91 しゃぶ焼 ふくのや 
https://texas-

group.com/fukunoya/ 
ふぐ料理 恵比寿 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-8-9 京城ビル4Ｆ 

92 レストラン マーヴェラス パラディ白金 
http://paradis-

shirokane.gourmet.coocan.jp/ 
フレンチ 白金 108-0072 東京都港区白金6-4-3 マーヴェラスガーデンコートB1F 

93 
Restaurant Perfumes 

（レストラン パフューム） 
http://lesperfumes.com/ フレンチ 五反田 141-0022 東京都品川区東五反田4-7-29 NKビル1F 

94 焼肉ますお 新宿本店 http://masuo29.com/ 焼肉 新宿 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-19-12 B1F 

95 
chez MACIO（シェ マシオ） 

 新宿曙橋店 
http://www.chezmacio.com/sinj

uku.html 
フレンチ 新宿 162-0065 東京都新宿区住吉町9-5 パールホテル 新宿曙橋1F 

96 
ワインバール Orso Verde 

（オルソ ヴェルデ） 
http://orso-verde.com/ イタリアン 四ツ谷 160-0005 東京都新宿区愛住町4-1 四谷愛住町ビル2F 

97 フレンチレストラン 九段 プレジール http://www.le-plaisir.net フレンチ 市ケ谷 102-0074 東京都千代田区九段南3-6-9 

98 日本料理 珀也（びゃくや） 
https://www.nihonryoribyakuya.

com/ 
日本料理 飯田橋 162-0825 東京都新宿区神楽坂3-6-22 the room 神楽坂 B1F 

99 結華楼（ユイカロウ） http://yuikarou.jp/ 中国料理 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂3-2 木村屋ビル5F 

100 今彩（こんさい） http://www.wortonstudio.com/ 和装フレンチ 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂6-26-8 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：麹町・本郷・目白・吉祥寺・成城・入谷・瑞江・本所・横浜・横浜中華街・鎌倉・藤沢 
     静岡 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

101 
中国宮廷薬膳料理  
アイニンファンファン 

http://www.aini-fanfan.com 中国料理 麹町 102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルB1F 

102 C'EST CHOUETTE（セ シュエット） https://lachouette.jimdo.com/  フレンチ 麹町 102-0093 東京都千代田区平河町1-5-13 平河町UTビルB1F 

103 
Clima di Toscana 

（クリマ ディ トスカーナ） 
http://www.clima-di-

toscana.jp/ 
イタリアン 本郷 113-0033 東京都文京区本郷1-28-32-101 

104 
Restaurant Au Bon Coin 

（レストラン オーボン コワン） 
http://www.auboncoin.jp/ フレンチ 目白 171-0032 東京都豊島区雑司が谷2-3-17 ビューロ目白台1F 

105 リストランテ プリミ・バチ http://www.primibaci.com/ イタリアン 吉祥寺 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-21-1 井の頭パークサイドビル2F 

106 
グランファミーユ・シェ松尾  

成城コルティ店 
http://chez-

matsuo.co.jp/restaurant/seijo/ 
フレンチ 成城 157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34 成城コルティ4F 

107 いちぼ 成城学園前店 http://ichibo.net/seijo/#about 和食 成城 157-0066 東京都世田谷区成城6-15-21 三幸ビルB1F 

108 根岸 鮨創作料理 奄美（あまみ） なし 寿司 入谷 110-0003  東京都台東区根岸4-1-29 アルカ2F 

109 日本料理 銀扇（ぎんせん） https://ginsen.gorp.jp/ 日本料理 瑞江 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町3-2-11 

110 割烹 三州家（さんしゅうや） https://sansyu-ya.co.jp/ 懐石料理・鍋料理 本所 130-0004 東京都墨田区本所4-17-3 

111 
IL PINOLO SKYTERRACE 

（イル ピノーロ スカイテラス） 
http://www.il-

pinolo.com/yokohama.html 
イタリアン 横浜 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜10F 

112 サブゼロ http://y-subzero.com/ イタリアン 横浜 231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 大桟橋客船ターミナル2F 

113 
Gentillesse KOMACHI 

（ジャンティエス コマチ） 
https://gentillesse-komachi.jp/ フレンチ 横浜 240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町3-7 内田ビル1F 

114 
LEONE MARCIANO 

（レオーネ マルチアーノ） 
http://leonemarciano.com/  イタリアン 横浜 220-0012 

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 
みなとみらいグランドセントラルテラス1F 

115 廣東飯店（カントンハンテン） http://www.cantonhanten.com 中国料理 横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町144 

116 
SEMPLICE（センプリチェ）  

鎌倉大船店 
https://www.semplice-

kamakura.com/ 
イタリアン 鎌倉 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 

117 鎌倉 遊ヶ崎（あそびがさき） 
http://asobigasaki.com/kamaku

ra/ 
日本料理・会席料理 鎌倉 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-21-11 

118 
wagyu sous vide 

（ワギュウ スーヴィード） 
https://wagyu-sousvide.com ステーキ・バー 藤沢 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-15 イマジンビルⅡ 3F 

119 LEONE9（レオーネノーヴェ） https://leone9.com イタリアン 静岡 413-0011 静岡県熱海市田原本町2-11 マリーンライフ201 

120 料理 樹（たつき） なし 日本料理 静岡 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町13-6 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：静岡・愛知（名古屋駅周辺・久屋大通・栄・鶴舞・東別院・今池）・岐阜・金沢・祇園 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

121 
沼津甲羅本店八宏園 

（ぬまづこうらほんてんはっこうえん） 
https://www.yudai.co.jp/kora/s

hop/numazu.html 
かに・日本料理 静岡 410-0813 静岡県沼津市上香貫東本郷町1838 

122 
富士甲羅本店八宏園 

（ふじこうらほんてんはっこうえん） 
https://www.yudai.co.jp/kora/s

hop/fuji.html 
かに・日本料理 静岡 416-0952 静岡県富士市青葉町530 

123 割烹 辻 なし 懐石料理・和食 静岡 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-7-10 

124 入船鮨 両替町店 
http://irifunesushi.net/modules
/information/index.php?cid=2 

寿司 静岡 420-0032 静岡県静岡市葵区両替町2-7-10 

125 ILBEIGE（イルベイジュ） 
http://www.e-

restaurant.jp/ilbeige/ 
イタリアン 名古屋駅周辺 451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町6-24 アクロスキューブ名古屋8F 

126 LA ETERNITA（ラ・エテルニータ） 
https://www.jgroup.jp/business

/jproject/shop/3 
フレンチ・イタリアン 名古屋駅周辺 451-6090 

愛知県名古屋市西区牛島町6-1 
名古屋ルーセントタワーレストラン棟 

127 
Concept 1/f 

（コンセプト エフブンノイチ） 
https://www.concept-f1.com/ フレンチ 久屋大通 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-22 

128 レストラン ロワール 
https://www.tokyuhotels.co.jp/

nagoya-
h/restaurant/loire/index.html 

フレンチ 栄 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-6-8 名古屋東急ホテル2F 

129 Bel Cielo（ベル チエロ） 
http://www.italian-

belcielo.com/ 
イタリアン 栄 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルヂングB1F 

130 
黒毛和牛焼肉 Serge源's 

 （セルジュゲンズ） 錦店4階 
https://nishiki.gensg.jp/ 焼肉 栄 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-26 

131 
鮨・日本料理 Serge源's  

（セルジュゲンズ） 錦店5階 
http://nishiki.gensg.jp/5F/ 寿司・日本料理 栄 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-26 

132 La TRILOGIE～ラ・トリロジー～ http://www.la-trilogie.com/ フレンチ 鶴舞 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5-11-33 ST PLAZA TSURUMAI B1F 

133 ルコネッサンス 
http://www.reconnaissance-

nagoya.com/ 
フレンチ 東別院 460-0015 愛知県名古屋市中区大井町1-24 ヴィークタワー名古屋東別院1F 

134 ガス燈（ガストウ） http://www.gastou.jp/ 和洋創作 今池 460-0008 愛知県名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル8F 

135 特選飛騨牛 かわい http://www.hidagyu.com/ ステーキ 岐阜 500-8021 岐阜県岐阜市上茶屋町29 

136 
広東料理・中国火鍋 菜香樓 

（サイコウロウ） 
http://www.saikohrou.com/hea

dshop/ 
中国料理 金沢 920-0024 石川県金沢市西念3-15-21 

137 
広東名菜・香港飲茶 菜香樓 

（カントンメイサイ・ホンコンヤムチャ 
サイコウロウ）新館 

http://www.saikohrou.com/new
shop/ 

中国料理 金沢 920-0027 石川県金沢市駅西新町2-8-15 

138 和風中華 招龍亭（ショウリュウテイ） 
http://www.saikohrou.com/shor

yutei/ 
和風中華 金沢 920-0024 石川県金沢市西念3-5-35 

139 プランチャー健 http://plancha-ken.com/ 鉄板焼 衹園 605-0073 京都府京都市東山区衹園町北側282-3 太田ビル1F 

140 中国料理 青冥（チンミン） 祇園店 
http://www.ching-
ming.com/gion.html 

中国料理 衹園 605-0073 京都府京都市東山区衹園町北側268 ヤサカ祇園ビル5F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：祇園・河原町・鳥丸・三条・丸太町・神宮丸太町・北山・梅田・北新地 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

141 ステーキ 花郷（はなさと） 祇園店 
https://steak-

hanasato.jp/ja/gion-ja/ 
ステーキ・鉄板焼 衹園 605-0083 京都府京都市東山区橋本町404 

142 ビストロ 『ラ・マンドリン』 http://la-mandoline.blogspot.jp/ フレンチ 衹園 605-0084 京都府京都市東山区衹園切通し清本町364-5 切通しビル 4F 

143 肉処 りゅう庵 https://www.gion-ryuan.com/ 肉料理 衹園 605-0079 京都府京都市東山区川端四条上ル常盤町169 

144 ふぐ・はも割烹 由兵衛（よしべい） http://yoshibe.com 日本料理 河原町 600-8012 京都府京都市下京区西石垣通四条下ル斎藤町118 

145 京都 さしみ丸 
https://japanese-restaurant-

5475.business.site/ 
和食 河原町 600-8047 京都府京都市下京区石不動之町682-7 もみじの小路 

146 ピエール プレシウーズ http://pierre-precieuse.net/ フレンチ 烏丸御池 604-8117 京都府京都市中京区堀之上町129 プラネシア六角高倉3F 

147 串かつ希水（きすい） https://kushi-kisui.com/ 串かつ・和食 烏丸御池 604-8074 京都府京都市中京区富小路六角上ル朝倉町534 シャラガム1F 

148 
演出鉄板ステーキ＆BAR 

 ココットアルファ 
なし 鉄板焼 三条 604-8017 京都府京都市中京区材木町175 京都ゴールデンビル3F 

149 
CUCINA KURAMOCHI 
（クッチーナ クラモチ） 

http://cucinakuramochi.com/ind
ex.php 

イタリアン 丸太町 604-0096 京都府京都市中京区釜座通丸太町下ル桝屋町149 サンモリタ1F 

150 鉄板焼 馨（かおる） 京都店 https://www.kyoto-kaoru.com/ 鉄板焼 丸太町 604-0852 京都府京都市中京区東九軒町332 

151 ortensia（オルテンシア） なし イタリアン 神宮丸太町 602-0862 京都府京都市上京区河原町丸太町上ル出水町274 

152 キャンドサン なし 欧風料理 北山 603-8045 京都府京都市北区上賀茂豊田町50 

153 懐石 北瑞苑（きたずいえん） http://www.kita-zuien.com 日本料理 梅田 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル3F 

154 
活 伊勢海老料理 中納言 大阪駅前

第3ビル店 
http://www.chunagon.com/?pag

e_id=918 
伊勢海老料理 梅田 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-3200 大阪駅前第3ビル32F 

155 バリラックス ザ ガーデン 梅田 http://pefa.jp/bali-u/ アジアン・フレンチ 梅田 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル3F 

156 
アルモニーアンブラッセ大阪 

RAYON（レヨン） 

http://www.harmonie-
hotel.jp/osaka/restaurant/rayon

.html 
フレンチ 梅田 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 

157 IL PINOLO（イル ピノーロ） 梅田店 http://www.il-pinolo.com/ イタリアン 梅田 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト5F 

158 nitro（ニトロ） https://nitro.owst.jp/ イタリアン 梅田 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-6-10 

159 暖心（だんしん） なし 日本料理 北新地 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビル1F 

160 鉄板焼き＆Restaurant Bar caro なし 鉄板焼 北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-32 

https://steak-hanasato.jp/ja/gion-ja/
https://steak-hanasato.jp/ja/gion-ja/
https://steak-hanasato.jp/ja/gion-ja/
https://steak-hanasato.jp/ja/gion-ja/
https://steak-hanasato.jp/ja/gion-ja/
http://la-mandoline.blogspot.jp/
http://la-mandoline.blogspot.jp/
http://la-mandoline.blogspot.jp/
https://www.gion-ryuan.com/
https://www.gion-ryuan.com/
https://www.gion-ryuan.com/
http://yoshibe.com/
https://japanese-restaurant-5475.business.site/
https://japanese-restaurant-5475.business.site/
https://japanese-restaurant-5475.business.site/
https://japanese-restaurant-5475.business.site/
https://japanese-restaurant-5475.business.site/
http://pierre-precieuse.net/
http://pierre-precieuse.net/
http://pierre-precieuse.net/
https://kushi-kisui.com/
https://kushi-kisui.com/
https://kushi-kisui.com/
http://cucinakuramochi.com/index.php
http://cucinakuramochi.com/index.php
https://www.kyoto-kaoru.com/
https://www.kyoto-kaoru.com/
https://www.kyoto-kaoru.com/
http://www.kita-zuien.com/
http://www.kita-zuien.com/
http://www.kita-zuien.com/
http://www.chunagon.com/?page_id=918
http://www.chunagon.com/?page_id=918
http://pefa.jp/bali-u/
http://pefa.jp/bali-u/
http://pefa.jp/bali-u/
http://www.harmonie-hotel.jp/osaka/restaurant/rayon.html
http://www.harmonie-hotel.jp/osaka/restaurant/rayon.html
http://www.harmonie-hotel.jp/osaka/restaurant/rayon.html
http://www.harmonie-hotel.jp/osaka/restaurant/rayon.html
http://www.il-pinolo.com/
http://www.il-pinolo.com/
http://www.il-pinolo.com/
https://nitro.owst.jp/


上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：北新地・堂島・中之島・北浜・心斎橋・四ツ橋・難波・天満・大阪港 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

161 網焼ビフテキ 小松屋 
http://komatsuya.gourmet.cooc

an.jp/ 
ステーキ（ビフテキ） 北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-11-20 北新地ハットボーイビル1F 

162 
A le Soleil 

（アクサングラーブ・ル・ソレイユ） 
https://lesoleil.jp/ フレンチ 北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1-10-16 永楽ビル10F 

163 KOBE STEAK Tsubasa 北新地 
http://kobesteak-tsubasa-

kitashinchi.com/ 
鉄板焼 北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-3 北新地プラザビル2F 

164 北新地 穂の河（ほのかわ） 
http://www.honokawa.com/kita

shinchi/index.html 
日本料理 北新地 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-4-2 ビールディング北新地 4F 

165 あみ焼き みよし https://amiyaki-miyoshi.com/ 日本料理（あみ焼き） 北新地 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-2-13 翁ビル2F 

166 大阪 牛しゃぶの会 
https://oosakagyusyabunokai.o

wst.jp/ 
しゃぶしゃぶ 北新地 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル B1F 

167 和食鉄板 透河 なし 和食・鉄板焼 北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-1 ENISHI北新地ビル 5F 

168 
Ristorante Rinascere Dojima 

（リストランテ リナッシェレ ドウジマ） 
http://rinascere-

dojima.jp/index.html 
イタリアン 堂島 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-8 

169 中之島 穂の河（ほのかわ） 
http://www.honokawa.com/nak

anoshima/ 
和食 中之島 530-6103 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル3F 

170 美麗華（ミラマー） http://miramar.asia 中国料理 北浜 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 The Kitahama PLAZA 2F 

171 
Le Cinque Kitahama 
（ル サンク キタハマ） 

http://www.lecinque.jp/ イタリアン 北浜 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 The Kitahama PLAZA 2F 

172 ヴェルミヨン マホロバ 
http://vermillon-
mahoroba.com/ 

フレンチ 心斎橋 542-0058 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-10 井上ビル１F 

173 
Vingt-cinq BLANCHE 

（ヴァンサンク・ブランシュ） 
http://www.vingtcinq-

blanche.com/ 
フレンチ 心斎橋 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-31 

174 
vrai de vrai CHEZ HIRO 
（ヴレ ド ヴレ シェ ヒロ） 

なし フレンチ 四ツ橋 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-24-8 マッセノース四ツ橋ビル1F 

175 新町 和けい なし 日本料理 四ツ橋 550-0013 大阪府大阪市西区新町2-3-13 ライオンズマンション四ツ橋1F 

176 大阪豚しゃぶの会 本店 https://buta-shabu.com/ しゃぶしゃぶ・和食 四ツ橋 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-8 ソラル清賀 1F 

177 
活 伊勢海老料理 中納言 

千日前味楽館 
http://www.chunagon.com/?pa

ge_id=920 
伊勢海老料理 難波 542-0076  大阪府大阪市中央区難波1-4-4 

178 四季喰（しっくい）のむら http://shikkuinomura.com/ 日本料理 天満 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町1-22 日宝扇町ビル1F 

179 
AKARENGA STEAK HOUSE 

（アカレンガ ステーキ ハウス） 
https://www.akarengasteak.jp/ ステーキ 大阪港 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通2-6-39 

180 
LA VIE 1923 

（ラ ヴィ イチキュウニーサン） 
https://lavie-osaka.jp/  フレンチ 大阪港 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通2-6-39 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：池田・兵庫（三宮・元町・新神戸・北野・みなと元町）・島根・広島・山口・高知 
     福岡（桜坂・平尾浄水・博多・中洲川端） 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

181 
中国料理 青冥（チンミン）  

阪急池田店 
http://www.ching-

ming.com/hankyuikeda.html 
中国料理 池田 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 阪急池田プランマルシェ3番館1F 

182 和酒膳 寛（わしゅぜん かん） https://wasyuzenkan.com/ 日本料理 三宮 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通1-16-15 古林ビル1F 

183 KOBE STEAK Tsubasa 本店 
http://kobesteak-tsubasa-

honten.com/ 
鉄板焼・肉料理 三宮 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-7-6 ホワイトローズビル10F 

184 
神戸牛ステーキ鉄板焼 雪月花 

（せつげっか）本店 
https://kobe-

setsugetsuka.com/honten 
鉄板焼 三宮 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-9-3 レインボープラザ8F 

185 
活 伊勢海老料理 中納言 

神戸三宮本店 
http://www.chunagon.com/?pa

ge_id=32904 
伊勢海老料理 三宮 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル 9F 

186 KOBE-BEEF やまと なし 鉄板焼 元町 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3-3-5 泰隆ビル7F 

187 
ほてるISAGO神戸 料亭胡蝶 

（こちょう） 
http://www.isago.co.jp/ 日本料理 新神戸 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町4-3-7 

188 レストラン花の館パラディ北野 http://www.paradis-kitano.com フレンチ 北野 650-0002  兵庫県神戸市中央区北野町2-16-8 

189 
活 伊勢海老料理 中納言 

神戸ハーバーランド店 
http://www.chunagon.com/?pa

ge_id=933 
伊勢海老料理 みなと元町 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 モザイク3F 

190 里山イタリアンAJIKURA http://si-ajikura.com/ イタリアン 島根 696-0103 島根県邑智郡邑南町矢上3123-4 

191 葛（かずら） なし 日本料理 広島 730-0021 広島県広島市中区胡町3-28 

192 ふく料理しのだ http://www.fuku-shinoda.jp ふぐ料理 山口 750-0064 山口県下関市今浦町7-9 

193 得月楼（とくげつろう） http://www.tokugetsu.co.jp/ 日本料理 高知 780-0833 高知県高知市南はりまや町1-17-3 

194 マンダリンコート 
http://www.hankyu-

hotel.com/hotel/kouchishh/res
taurant/122/index.html 

中国料理 高知 780-8561 高知県高知市本町4-2-50 ザ クラウンパレス新阪急高知内 

195 料理処 希満里（けまり） http://www.ooriya.co.jp/ 日本料理 高知 780-0842 高知県高知市追手筋1-6-21（割烹旅館おおりや内） 

196 
桜坂 観山荘 

（さくらざか かんざんそう） 
http://www.kanzan.net/sakuraz

aka/ 
日本料理 桜坂 810-0031 福岡県福岡市中央区谷1-3-20 

197 日本の料理屋 IMURI http://www.kanzan.net/imuri/ 和食・洋食 桜坂 810-0031 福岡県福岡市中央区谷1-3-15 

198 
Restaurant VERT FONCÉ 

（レストラン ヴェル フォンセ） 
http://www.vert-fonce.com フレンチ 平尾浄水 810-0029 福岡県福岡市中央区平尾浄水町5-1 

199 
中国料理 頤和園（イワエン）  

博多駅前店 
http://iwaen.co.jp/shop/hakata

ekimae.html 
中国料理 博多 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル12F 

200 焼肉 みやなか http://miyanaka.jp/ 焼肉 中洲川端 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲2-4-20 第21ポールスタービル1F 
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上期：2022年4月1日～9月30日 
エリア：福岡（中洲川端・西中洲・天神・薬院）・大分 

2022年4月1日更新 

No 店舗 HP カテゴリ エリア 〒 住所 

201 
restaurante del mar 

（リストランテ デル マール） 
https://restaurante-

delmar.com/ 
イタリアン 中洲川端 810-0801 

福岡県福岡市博多区中洲2-6-7 ジョイフルヤマモトビル
1F 

202 はかたの桜華 本店 なし 鉄板焼ステーキ 中洲川端 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町10-255 ロイズ博多1F・2F 

203 
イタリア料理 IL.SOGNO 

（イル ソーニョ） 
https://www.italian-

ilsogno.com/ 
イタリアン 西中洲 810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲1-35 寺埜ビル2F 

204 龍園（りゅうえん） 西中洲店 
http://www.ryuen.biz/nishi

nakasu/ 
焼肉 西中洲 810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲4-3 ATE西中洲1F 

205 Red flamma（レッド フランマ） 
https://nnr-

h.com/solaria/fukuoka/res
taurant/redflamma/ 

グリル料理 天神 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-2-43 ソラリア西鉄ホテル17F 

206 ラ・カスカドゥ 
https://nnr-

h.com/grandhotel 
フレンチ 天神 810-8587 福岡県福岡市中央区大名2-6-60 西鉄グランドホテル1F 

207 
gristro chamaru 

（グリストロ チャマル） 
https://www.gristro-

chamaru.com/ 
フレンチダイニング 天神 810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-11-19 パノラマスクエア 2F 

208 鉄板焼 曉（あかつき） なし 鉄板焼 薬院 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-12-22 美山ビル1F 

209 創作割烹 沙ゐ佳（さいか） https://saikaoita.jp/ 和食 大分 870-0035 大分県大分市中央町1-4-8 中央シャンテビル4F 
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