株式会社ＤＤホールディングス 株主ご優待券ご利⽤可能店舗⼀覧（2022年9⽉16⽇現在）
・本店舗⼀覧は「2023年8⽉31⽇」を有効期限とする株主ご優待券が対象となります。

・ご利⽤可能店舗は、⽉中の新規オープン・改装休業・閉店等により下記のとおりでない場合がございます。
予めご理解賜りますようお願い申し上げます。
・営業時間のお問い合わせ、営業内容(メニュー等)など営業内容に係る事項につきましては誠にお⼿数ながら各店舗へ直接ご連絡をお願いいたします。
・グループ会社内、レストラン営業を⾏っているウェディング施設においては、ご利⽤いただけます。
・株主ご優待券のご利⽤につきましては、株主ご優待券裏⾯の注意事項を必ずご確認をお願いいたします。
・ＤＤホールディングス店舗総合情報サイト「株主ご優待券ご利⽤可能店舗検索」も併せてご参照くださいませ。
https://www.dd-holdings.jp/
・2023年8⽉31⽇を有効期限とする株主ご優待券につきましては、株式会社ゼットンの運営店舗ではご利⽤いただけません。

株主ご優待券ご利⽤不可店舗(2022年8⽉末現在)

１．会員制/紹介制店舗・運営委託店舗
「焼鶏しの⽥」「⼟佐料理 桂浜」「Carpet TOKYO」「under」「Hiroo Golf IMPACT」「BODY ARCHI」「Casino THE CLASS」
２．LC/FC店舗
「九州熱中屋関内LIVE」「やきとり○⾦関内店」
３．㈱エスエルディー運営
コラボレーション特化型店舗︓「Collabo_Index ルミネ横浜」「OH MY CAFE」
４．㈱エスエルディー運営受託店舗
「ポケモンカフェ」「コンパスカフェ」等
５．㈱エスエルディー臨時店舗・期間限定催事 等
６．湘南レーベル㈱の各事業(運営ホテル等【8HOTEL SHONAN FUJISAWA、8LOUNGE、8HOTEL CHIGASAKI、
3S HOTEL HIRATSUKA、PARK IN HOTEL ASTUGI、Travel inn、KAMAKURA HOTEL】、不動産事業、コンテナ事業等）

■東京都︓東京・有楽町・銀座エリア
駅

銀座

東京

⽇本橋

分類

店舗名

電話番号

東京都中央区銀座6-3-9 ⾼松ビルB1F・B2F

03-5537-0550

アミューズメント BAGUS 銀座店

東京都中央区銀座6-2-3 Daiwa 銀座ビルＢ1

03-6218-0353

カラオケ

BAGUS EXE（エグゼ）

東京都中央区銀座6-3-9 ⾼松ビル2F

03-5537-1297

カラオケ

BAGUS GOLKA（ゴルカ）

東京都中央区銀座8-10-17 銀座サザンビル4F〜6F

03-5537-3394

カラオケ

BAGUS QUALIA（クオリア）

東京都中央区銀座6-5-15 ギンザ能楽堂ビル 7F

03-5537-5771

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 銀座店

東京都中央区銀座⻄3-1 銀座インズ1内 2F

03-3564-2531

カフェ・ダイニング Cafe＆Dining ballo ballo 銀座店

東京都中央区銀座⻄3-1 銀座インズ1内 2F

03-3561-7260

コンセプトレストラン

VAMPIRE CAFE

東京都中央区銀座6-7-6 ラペビル7F

ダイニング・バー THE BAGUS PLACE（バグース プレイス） 東京都中央区銀座2-4-6 銀座Velvia館 B1

03-3289-5360
03-5524-3991

洋⾷

MAIMON GINZA

東京都中央区銀座8-3 ⻄⼟橋ビル1F〜2F

03-3569-7733

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR 銀座

東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビルB1

03-5568-6688

洋⾷

ワイン酒場 GabuLicious 銀座店

東京都中央区銀座3-4-7 銀座サニービル B1F

03-5250-8695

洋⾷

塊 -KATAMARI- ミートバル 銀座店

東京都中央区銀座⻄2-2 銀座インズ2内 B1F

03-3561-1477

和⾷

ハタハタ屋敷 有楽町

東京都中央区銀座⻄2-2先 銀座インズ2 B1

03-3535-5253

和⾷

わらやき屋 銀座

東京都中央区銀座6-5-15 銀座能楽堂ビル6F

03-3574-5252

和⾷

⼩割烹おはし 銀座

東京都中央区銀座7-2 銀座コリドー

03-6274-6933

やきとり

東京今井屋本店

東京都千代⽥区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 6F

03-5208-1717

やきとり

やきとり○⾦ ⼋重洲本店

東京都中央区⽇本橋3-2-3 ユニバース第⼀ビルB1F

03-6841-6022

洋⾷

GLASS DANCE ⼋重洲

東京都中央区⼋重洲1-5-10 蓬莱ビル

03-3517-4191

和⾷

九州熱中屋 ⼋重洲LIVE

東京都中央区⼋重洲1-5-10 RISM⼋重洲B1〜2F

03-3272-8071

和⾷

京都⽯塀⼩路⾖ちゃ ⽇本橋

東京都中央区⽇本橋1-4-1 コレド⽇本橋4F

03-6202-0505

東京都千代⽥区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 5F

03-6259-8620

カフェ・ダイニング 24/7 cafe apartment 有楽町

美容室
有楽町

住所

アミューズメント Bane BAGUS 銀座店

Sleepy Morning 有楽町

東京都千代⽥区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町2 B2F

03-6268-0884

和⾷

四万⼗川

東京都千代⽥区有楽町2-1-21 新幹線⾼架下建物1F

03-3591-5202

和⾷

京都⽯塀⼩路⾖ちゃ 有楽町

東京都千代⽥区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 8F

03-6267-4775

和⾷

九州熱中屋 有楽町LIVE

東京都千代⽥区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルB1F

03-5224-3733

■東京都︓新宿エリア
駅

分類

店舗名

アミューズメント BAGUS 新宿店

新宿三丁⽬

⻄新宿

電話番号

アミューズメント BAGUS 靖国通り店

東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビルＢ1・Ｂ2

03-5360-1191

アミューズメント BAGUS 新宿⻄⼝店

東京都新宿区⻄新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿2F

03-5909-2550

東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第⼆東亜会館4Ｆ

03-5155-5443

インターネットカフェ

GRAN CYBER CAFE BAGUS 新宿店

インターネットカフェ

GRAN CYBER CAFE BAGUS 新宿⻄⼝店 東京都新宿区⻄新宿1-3-3 品川ステーションビル７F

カフェ・ダイニング latte chano-mama

新宿

住所

東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックスパビリオン歌舞伎町ビル5F 03-3208-0127

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館6F

03-5909-2461
03-5341-4417

カフェ・ダイニング めん、⾊いろ。いつでも、おやつ。ルミネエスト新宿 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト7F

03-5368-3032

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 新宿東⼝店

東京都新宿区新宿3-23-12 パンドラビル 8F

03-3355-3180

コンセプトレストラン

絵本の国のアリス

東京都新宿区歌舞伎町1-6-2 T-wingビルB2

03-3207-9055

やきとり

⻄新宿今井屋本店

東京都新宿区⻄新宿1-18-15 岡本ビル B1F

03-5326-4933

やきとり

新宿今井屋本店

東京都新宿区新宿3-33-10 新宿モリエールビル B1F

03-5363-1155

やきとり

やきとり○⾦ 新宿本店

東京都新宿区新宿3-34-16 池⽥プラザビル4F

03-5363-6340

洋⾷

GLASS DANCE Shinjyuku

東京都新宿区⻄新宿1-26-2 新宿野村ビルB1

03-3348-5920

洋⾷

星空の中へ

東京都新宿区⻄新宿1-26-2 新宿野村ビル50Ｆ

03-5325-2181

洋⾷

CheeseTable 新宿店

東京都新宿区新宿3-23-12 パンドラビル 7F

03-3226-8730

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR NEXT ⻄新宿

東京都新宿区⻄新宿7-11-17 ブレステン⻄新宿 2階

03-5937-0980

和⾷

わらやき屋 四万⼗川 新宿店

東京都新宿区新宿3-18-4 セノビル5F

03-3226-2855

和⾷

七⾊てまりうた

東京都新宿区新宿3-28-10 ヒューマックスパビリオン新宿東⼝5F 03-3226-8070

和⾷

茶茶 花

東京都新宿区歌舞伎町1-1-1

03-5292-2933

和⾷

京町恋しぐれ 新宿

東京都新宿区新宿3-27-10 武蔵野会館6F

03-5360-7644

和⾷

わらやき屋 新宿

東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル8F

03-5362-3137

和⾷

Ochobohan

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿店 8F

03-5367-2237

和⾷

茶茶 ⽩⾬

東京都新宿区新宿3-26-18 カワノビル6F

03-5368-6302

和⾷

隠れ房 新宿店

東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル7Ｆ

03-5369-4437

和⾷

九州熱中屋 新宿ワシントンホテルLIVE

東京都新宿区⻄新宿3-2-9 新宿ワシントンホテルB1F

03-3342-0204

和⾷

九州熱中屋 新宿⻄⼝駅前LIVE

東京都新宿区⻄新宿1-16-7 アイ・ディ・エスビル1F・5F

03-3346-2234

和⾷

九州熱中屋 新宿野村ビルLIVE

東京都新宿区⻄新宿1-26-2 新宿野村ビルB2F

03-5909-7077

洋⾷

NIKKO KANAYA HOTEL CRAFT GRILL 東京都新宿区新宿3-32-6 BEAMS JAPAN内B1F

03-5361-7548

和⾷

三丁⽬の勇太

東京都新宿区新宿3-6-11 第⼀⽟屋ビル1F

03-3225-3801

和⾷

九州屋

東京都新宿区新宿3-6-11 第⼀⽟屋ビルB1F

03-3350-1915

和⾷

博多かわ串・⾼知餃⼦ 酒場フタマタ 新宿三丁⽬店

東京都新宿区新宿3-7-4 ⼀兆ビルB1〜B2F

03-5379-5230

洋⾷

ベルサイユの豚 ⻄新宿

東京都新宿区⻄新宿6-5-1 アイランドタワーB1F

03-5909-2290

洋⾷
HangOut HangOver ⻄武新宿Brick St.店 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 Brick St.1F
⻄武新宿
アミューズメント BAGUS ⻄武新宿店
東京都新宿区歌舞伎町1-25-3 ⻄武新宿駅前ビル5F

03-6302-1690
03-6205-9526

■東京都︓新橋・浜松町・⽥町エリア
駅

分類

店舗名

アミューズメント BAGUS 新橋店
インターネットカフェ

GRAN CYBER CAFE BAGUS 新橋店

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 新橋店

新橋

⽥町

浜松町

住所
東京都港区新橋2-14-3 新橋レンガ通り会館7F
東京都港区新橋2-14-3 新橋レンガ通り会館6F

03-5510-7861

東京都港区新橋2-14-4 新橋レンガ通りビル 2F

03-3591-3151

やきとり

京出汁おでん・⻘森地鶏 酒場634 新橋店

東京都港区新橋2-11-1 メナー新橋ビルB1F

03-5510-3181

やきとり

やきとり○⾦ 新橋本店

東京都港区新橋3-18-1 新橋千陽ビル 2F

03-6841-6024

韓国料理

韓国⼤衆酒場 ラッキーソウル

東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル1階

03-6453-0210

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR 新橋

東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館1F

03-5537-6170

洋⾷

男のオムライス EGG BOMB 新橋店

東京都港区新橋2-15-8 新橋W.Bビル2F

03-3581-0282

和⾷

わらやき屋 ⿓⾺道場

東京都港区新橋3-22-3 新橋S･PビルB1〜2F

03-3431-7670

和⾷

九州熱中屋 新橋LIVE追加公演

東京都港区新橋3-16-3 烏森ビル2F

03-3431-1161

和⾷

九州熱中屋 新橋LIVE

東京都港区新橋3-16-3 烏森ビルB1F

03-3431-1161

和⾷

博多かわ串・⾼知餃⼦ 酒場フタマタ 新橋店 東京都港区新橋3-15-8 精⼯ビル1F

03-6402-5840

和⾷

博多かわ串・⾼知餃⼦ 酒場フタマタ ⻄新橋店 東京都港区⻄新橋1-3-1 ⻄新橋スクエア2F

03-6205-8330

和⾷

新橋シャモロック酒場 新橋鶏舎

東京都港区新橋3-18-8 三舘ビル1〜3F

03-3437-6771

和⾷

⽜弁慶 新橋総本店

東京都港区新橋3-18-7 桃⼭ビル1F

03-3459-9318

和⾷

九州熱中屋 新橋烏森LIVE

東京都港区新橋2-9-13 1〜2F

03-3501-9990

和⾷

かに地獄

東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビルB1F

03-3502-6101

和⾷

⾺並み家

東京都港区新橋2-9-17 第⼆常盤ビル1F

03-3508-5131

和⾷

新橋シャモロック酒場 第2鶏舎

東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル2F

03-3508-9101

やきとり

やきとり○⾦ ⽥町本店

東京都港区芝5-26-20 建築会館B1F

03-6858-0030

焼⾁

焼⾁ ⿊バラモン ⽥町店

東京都港区芝5-26-20 建築会館B1F

03-5730-1450

洋⾷

ベルサイユの豚 ⽥町

東京都港区芝5-26-20 建築会館2F

03-5439-6497

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR ⽥町

東京都港区芝5-27-10 サンシャイン5ビル2F

03-5765-5051

和⾷

腹⿊屋 ⽥町

東京都港区芝5-34-7 ⽥町センタービルピアタB1

03-3451-3866

和⾷

わらやき屋 ⽥町

東京都港区芝5-26-20 建築会館1F

03-5730-2820

和⾷

九州熱中屋 ⽥町芝浦LIVE

東京都港区芝浦3-14-18 豊穂ビル1F

03-3798-8561

和⾷

⾺並み家 三⽥本店

東京都港区芝5-26-20 建築会館B1F

03-5730-1452

和⾷

九州熱中屋 ⽥町三⽥LIVE

東京都港区芝5-26-20 建築会館B1F

03-6858-0010

和⾷

わらやき屋 ⿓⾺の塔

東京都港区浜松町2-1-7 浜松町201ビル

03-5408-3220

和⾷

わらやき屋 浜松町

東京都港区海岸１-2-20 汐留ビルディング1F

03-5777-0152

和⾷

九州熱中屋 浜松町駅前LIVE

東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビルB1F

03-3436-8330

和⾷

九州熱中屋 浜松町LIVE リハーサル公演

東京都港区芝⼤⾨2-4-1 ⼤⾨マイアミビル1F

03-5447-2780

和⾷

九州熱中屋 浜松町芝⼤⾨LIVE

東京都港区芝⼤⾨2-5-8 芝⼤⾨牧⽥ビルB1F

03-5473-0030

和⾷

鴨ときどき⾺ 浜松町本店

東京都港区芝⼤⾨2-6-8 中島ビル1F

03-5777-2538

和⾷

五島⼈ 浜松町店

東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル1F

03-6402-3538

和⾷

九州熱中屋 浜松町LIVE

東京都港区芝⼤⾨2-4-1 ⼤⾨マイアミビル2F

03-3459-8330

■東京都︓上野・秋葉原・神⽥エリア
駅

分類

店舗名

アミューズメント BAGUS 秋葉原店
秋葉原

住所

電話番号

東京都千代⽥区外神⽥3-15-1 アキバプレイス5F

03-5298-1140

【休業中】 GLANSIT AKIHABARA ※当⽇現地決済のみ

東京都千代⽥区外神⽥4-4-6

03-3526-3818

あぶりどり バリ⿃ 秋葉原

東京都千代⽥区外神⽥4-14-1 秋葉原UDX 2F

03-5256-7471

chano-ma 秋葉原

東京都千代⽥区外神⽥1-18-18 BiTO AKIBA PLAZA 5F

03-5244-4740

アミューズメント BAGUS 上野店

東京都台東区上野4-9-6 ﾅｶﾞﾌｼﾞﾋﾞﾙ（永藤ﾋﾞﾙ） B2F

03-5812-2200

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi chano-ma 上野

東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ9F

03-5817-7870
03-5816-8488

カプセルホテル
やきとり
和⾷

上野

電話番号
03-5510-2611

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR 上野

東京都台東区上野6-16-9 第1⾦⼦ビル1F・2F・3F

和⾷

辻が花

東京都台東区上野1-20-11 鈴乃屋ビル4F 上野⿊⾨ しのばず屋別邸内 03-3834-6820

和⾷

上野 ⿃福

東京都台東区上野6-14-7 岡埜栄泉ビル3F

和⾷

わらやき屋上野御徒町

東京都台東区上野1-20-11 鈴乃屋ビル4F 上野⿊⾨ しのばず屋別邸内 03-3836-1630

和⾷

⼤地の贈り物

東京都台東区上野1-20-11 鈴乃屋ビル4F 上野⿊⾨ しのばず屋別邸内 03-3836-2640

和⾷

わらやき屋 上野広⼩路

東京都台東区上野1-19-10 上野広⼩路会館ビル1F

03-5816-2722

和⾷

九州熱中屋 上野LIVE

東京都台東区上野2-7-7 上野HSビルB1F

03-5812-0508

03-3835-4822

■東京都︓恵⽐寿・⽬⿊エリア
駅

分類

カラオケ
バーラウンジ

恵⽐寿

代官⼭
中⽬⿊

店舗名

住所

ミンナノウタ

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-4-16 ⽔岡ビル4F

FURACHI

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-4-16 ⽔岡ビル4〜5F・屋上

03-6866-3873

やきとり

えびす今井屋總本店

東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-7-11

03-5456-0255

やきとり

恵⽐寿 百⿃（ももどり）

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-8-1 STMエビスビル5F

03-5768-9266

やきとり

03-5773-9933

あぶりどり バリ⿃ 恵⽐寿

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-1-4 恵⽐寿スカイビル1F

和⾷

⼩割烹おはし 恵⽐寿

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-5-5 アトレ恵⽐寿6F

03-5475-8342

和⾷

さかえや恵⽐寿本店

東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-9-12

03-5728-3322

和⾷

⼩割烹おはし ゑびすりびんぐ

東京都渋⾕区恵⽐寿南2-3-14 コンツェ恵⽐寿5F

03-5794-8770

和⾷

博多かわ串・⾼知餃⼦ 酔場フタマタ 恵⽐寿店 東京都渋⾕区恵⽐寿南1-4-16 ⽔岡ビル1F

03-6412-8138

和⾷

九州熱中屋 恵⽐寿LIVE

03-6866-3871

カフェ・ダイニング chano-ma 代官⼭

和⾷

あわよくばあー中⽬⿊

東京都渋⾕区恵⽐寿南1-4-16 ⽔岡ビル2〜3F
東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-34-17 za houseビル 2F

03-5428-4443

東京都⽬⿊区上⽬⿊1-20-2 加藤ビル1F

03-6712-2536

■東京都︓渋⾕・原宿エリア
駅

分類

店舗名

カフェ・ダイニング A to Z cafe

表参道

渋⾕

カラオケ

⾚坂

電話番号
03-5464-0281

PRIVATE LOUNGE CACHÉ

東京都港区南⻘⼭5-4-40 A-FLAG⾻董通りB1F

03-6418-2341

茶茶 Ryu-rey

東京都港区南⻘⼭5-8-3 equboビル4F

03-5766-2733

和⾷

隠れ房 南⻘⼭店

東京都港区南⻘⼭5-4-40 A-FLAG⾻董通りB1F

03-5778-9764

アミューズメント BAGUS 道⽞坂店

東京都渋⾕区道⽞坂2-29-5 ザ・プライム3F

03-3463-6669

アミューズメント BAGUS 渋⾕店

東京都渋⾕区宇⽥川町26－3 サンルイビル4F

03-5459-2092

アミューズメント Bane BAGUS 宮益坂店

東京都渋⾕区渋⾕1-12-1 カレイド渋⾕宮益坂Ｂ1

03-5778-9962

インターネットカフェ GRAN CYBER CAFE BAGUS 渋⾕⽂化村通り店

東京都渋⾕区道⽞坂2-23-12 フォンティスビル4F

03-5459-2425

カフェ・ダイニング Cafe&Dining ballo ballo 渋⾕店

東京都渋⾕区宇⽥川町12-18 東急ハンズ渋⾕店 B1F

03-3464-0086

カフェ・ダイニング ＃802 CAFE&DINER 渋⾕店

東京都渋⾕区宇⽥川町28-3 いちご渋⾕⽂化村通りビル 8F

03-6809-0554

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 渋⾕⽂化村通り店 東京都渋⾕区宇⽥川町28-3 いちご渋⾕⽂化村通りビル 7F

03-6455-1870

カフェ・ダイニング 京都宇治

東京都渋⾕区道⽞坂1-2-3 渋⾕フクラス6F(東急プラザ内)

03-5422-3923

藤井茗縁

鍋料理

あくとり代官鍋之進

東京都渋⾕区道⽞坂1-5-2 渋⾕SEDE 3F

03-5458-4030

串揚げ

あわよくばあー渋⾕

東京都渋⾕区道⽞坂1-4-19

03-5459-1837

洋⾷

ワイン酒場 GabuLicious 渋⾕店

東京都渋⾕区道⽞坂2-10-3 1〜2F

03-6809-0525

洋⾷

HangOut HangOver 渋⾕店

東京都渋⾕区神南1-20-2 第⼀清⽔ビル 1F

03-6416-1150

和⾷

蒸し屋清郎 渋⾕

東京都渋⾕区神南1-20-16 ⾼⼭ランドビルB2

03-3770-5741

和⾷

和カフェ yusoshi 渋⾕

東京都渋⾕区宇⽥川町3-1 渋⾕東武ホテルB1

03-5428-1765

和⾷

茶茶 このか

東京都渋⾕区宇⽥川町12-9 ジュール渋⾕4F

03-5728-6444

和⾷

⼩割烹おはし 渋⾕

東京都渋⾕区渋⾕1-12-1 カレイド渋⾕宮益坂1F

03-5766-1955

分類

店舗名

住所

電話番号

アミューズメント Bane BAGUS ⾚坂⾒附店

東京都港区⾚坂3-10-4 ⽉世界ビル4F

ダイニング・バー THE PUBLIC RED AKASAKA

03-5561-6006

東京都港区⾚坂3-11-8 ザ・センチュリオンホテル クラシック⾚坂1F 03-5545-3953

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR ⾚坂

東京都港区⾚坂3-12-3 コンチネンタル⾚坂Ⅴ1F

和⾷

わらやき屋 ⾚坂

東京都港区⾚坂3-12-3 コンチネンタル⾚坂V1F

03-3568-1340

bistroあわ

東京都港区⿇布⼗番2-2-8-E ⾼林ビル1F

03-5442-7480

あぶりどり バリ⿃ オランダヒルズ

東京都港区⻁ノ⾨5-11-2 オランダヒルズ1F

03-5733-4655

九州熱中屋 ⽇⽐⾕LIVE

東京都千代⽥区有楽町1-6-10 ⽇⽐⾕スクワールビルB1F

03-5510-5281

アミューズメント BAGUS 六本⽊店

東京都港区六本⽊5-5-1 ロアビル3F

03-3478-9998

ダイニング・バー THE PUBLIC SIX

東京都港区六本⽊6-8-22 イケガミビル1F

03-5413-3182
03-5771-8855

⿇布⼗番

バーラウンジ

神⾕町

やきとり

⽇⽐⾕

和⾷

六本⽊

住所
東京都港区南⻘⼭5-8-3 equboビル5F

和⾷

■東京都︓六本⽊・⾚坂エリア
駅

電話番号
03-5768-4257

03-5114-5527

やきとり

六本⽊今井屋本店

東京都港区六本⽊7-13-2 アーバンビル1F

洋⾷

六本⽊洋⾷ おはし

東京都港区六本⽊6-4-1 六本⽊ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ B2F 03-6721-1848

和⾷

⼩割烹 おはし 六本⽊

東京都港区六本⽊6-4-1 六本⽊ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ B2F 03-6721-1847

和⾷

わらやき屋 六本⽊

東京都港区六本⽊6-8-8 六本⽊ゴーディービル1F

03-5410-5560

■東京都︓品川・⼤崎・五反⽥エリア
駅

分類

⼤崎

和⾷

五反⽥

品川

店舗名

住所
東京都 品川区⼤崎1-6-5 ⼤崎ニューシティ5号館2F

03-5436-2380

洋⾷

DON CONA CONERY 五反⽥

東京都品川区東五反⽥2-1-2 五反⽥東急スクエア8F

03-3441-1271

和⾷

九州熱中屋 五反⽥LIVE

東京都品川区東五反⽥2-2-14 五反⽥駅前プラザ1F

03-5424-0561

和⾷

九州熱中屋 五反⽥LIVE復活公演

東京都品川区東五反⽥1-14-14 北原ビルB1

03-5447-2780

やきとり

品川今井屋本店

東京都港区港南2-16-5 品川グランパサージュ2・1F

03-5769-3181

やきとり

あわよくばあー

東京都港区港南2-5-4 滝沢ビル１F

03-6260-0890

洋⾷

GLASS DANCE Shinagawa

東京都港区港南2-3-26 モンテーヌ品川ビル1F

03-3471-6972

洋⾷

GLASS DANCE 品川港南

東京都港区港南2-16-5 品川グランパサージュ2・1F

03-5781-2530

洋⾷

DON CONA CONERY 品川

東京都港区港南2-16-5 品川グランパサージュ2 B1F

03-6718-5061

和⾷

腹⿊屋 品川

東京都港区港南2-3-26 モンテーヌ品川ビル2F

03-5461-4763

和⾷

⿓⾺街道

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワーB1F

03-5461-9148

和⾷

隠れ房 品川 四阿

東京都港区港南2-16-5 品川グランパサージュ2・1F

03-5715-6237

和⾷

美⾷⽶⾨ 品川港南 WINE&GRILL

東京都港区港南2－16－3 グランパサージュ1・1F

03-5783-5230

和⾷

美⾷⽶⾨ 品川

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー1F

03-6718-2085

和⾷

わらやき屋 品川

東京都港区港南2-5-5 港南OMTビル2〜3F

03-6863-5400

和⾷

九州⿊太⿎ 品川

東京都港区港南2-5-5 港南OMTビル4〜5F

03-6863-5410

和⾷

霧乃個室 清郎

東京都港区港南2-5-5 港南OMTビル6〜8F

03-6863-5420

和⾷

九州熱中屋 品川グランパサージュLIVE

東京都港区港南2-16-5 三菱重⼯ビルB1 グランパサージュ2

03-3474-9411

和⾷

九州熱中屋 品川LIVE

東京都港区港南2-2-6 ⻑⼭ビル3F

03-5460-9881

■東京都︓池袋・⾼⽥⾺場・駒込エリア
駅

分類

店舗名

アミューズメント BAGUS 池袋店

⾼⽥⾺場

GRAN CYBER CAFE BAGUS 池袋⻄⼝店

東京都豊島区⻄池袋1-33-2 ⻄池袋1丁⽬店舗ビル2F〜7F

03-5957-7667

東京都豊島区⻄池袋1-33-2 ⻄池袋1丁⽬店舗ビルB1F・B2F

03-5957-5586

東京都豊島区⻄池袋1-11-1 ルミネ池袋9F

03-5928-3327

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 池袋店

東京都豊島区南池袋1-26-6 The SH oneビル 10F

03-5952-0772

古城の国のアリス

東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1

03-3985-2193

洋⾷

ベルサイユの豚 池袋

東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1

03-3985-2192

洋⾷

CAFE NOISE

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティ専⾨店街アルパB1

03-3989-7535

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR 池袋

東京都豊島区⻄池袋1-14-4 キンズメンビル1F・2F

03-5957-2496

洋⾷

男のオムライス EGG BOMB 池袋店

東京都豊島区⻄池袋5-8-9 藤和池袋コープ1F

03-5396-7210

洋⾷

CheeseTable 池袋店

東京都豊島区南池袋1-26-6 The SH oneビル 11F

03-6912-8681

和⾷

atari CAFE＆DINING 池袋PARCO店

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 8F

03-5985-4118

和⾷

九州⿊太⿎ 池袋

東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1

03-3985-2191

和⾷

隠れ房 池袋店

東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうビル6F

03-5957-7110

和⾷

九州熱中屋 駒込LIVE

東京都豊島区駒込1-34-2 ヒルクレスト駒込B1F

03-3946-5181

GRAN CYBER CAFE BAGUS ⾼⽥⾺場店

東京都新宿区⾼⽥⾺場4-7-5 グランド東京会館5F

03-5338-0988

さかえや⾼⽥⾺場總本店

東京都新宿区⾼⽥⾺場3-4-16 第⼆双葉ビル1〜2F

03-3360-8200

インターネットカフェ

和⾷

■東京都︓御茶ノ⽔・飯⽥橋・四ツ⾕エリア
駅

御茶ノ⽔

九段下
神保町
四ツ⾕
神楽坂

電話番号
03-5928-1527

カフェ・ダイニング chano-ma 池袋
コンセプトレストラン

駒込

住所
東京都豊島区南池袋1-21-2 ヒューマックスパビリオン南池袋4F

アミューズメント BAGUS 池袋⻄⼝店
インターネットカフェ

池袋

電話番号

焼⿃IPPON

分類

店舗名

住所

電話番号

和⾷

聖橋 ⿃福

東京都千代⽥区神⽥駿河台2-4-14 ウィーンビル6F

03-3292-8680

和⾷

九州熱中屋 御茶ノ⽔LIVE

東京都千代⽥区神⽥駿河台2-1-30 フジビルB1F

03-3294-2521

洋⾷

ベルサイユの豚 九段下

東京都千代⽥区九段北1-2-7 フローレンス九段1F〜3F

03-3556-4220

和⾷

わらやき屋 九段下

東京都千代⽥区九段北１-3-5 第⼆九段清新ビル1F・2F

03-3221-1351

和⾷

九段下 ⿃福

東京都千代⽥区九段北1-3-4 九段清新ビル1・2F

03-3261-7606

和⾷

九州熱中屋 神保町LIVE

東京都千代⽥区神⽥神保町1-2-12 アイピー第⼀ビルB1F

03-5280-1065
03-3225-3225

やきとり

四ツ⾕今井屋本店

東京都新宿区四⾕1-7-18

やきとり

四ツ⾕三丁⽬今井屋本店

東京都新宿区⾈町4－1 メゾンド・四⾕ 1F

03-3341-7555

やきとり

神楽坂今井屋本店

東京都新宿区神楽坂2-13-2 ホームズ飯⽥橋B1

03-5225-0891

■東京都︓その他エリア
駅

分類

店舗名

⾚⽻

和⾷

東京カンカン市場 ⾚⽻店

東京都北区⾚⽻1-2-6 （株）丸澤ビルヂング2F

03-5249-3811

和⾷

九州熱中屋 ⼤森LIVE ２号店

東京都品川区南⼤井6-27-1 浅野ビル2F

03-5767-9080

⼤森
蒲⽥

吉祥寺

インターネットカフェ comic CAFE B-NET 蒲⽥店

和⾷

住所

東京都⼤⽥区⻄蒲⽥7-3-3 ドンキホーテ蒲⽥店5F

博多かわ串・⾼知餃⼦ 酒場フタマタ 蒲⽥店 東京都⼤⽥区蒲⽥5-24-6 ⼤瀧ビル1Ｆ〜2Ｆ

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 吉祥寺ファミリープラザ4F

アミューズメント Bane BAGUS 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール5Ｆ

0422-29-7807

インターネットカフェ comic CAFE B-NET 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール4Ｆ

0422-28-5330

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆KITCHEN 吉祥寺PARCO店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ 7F

和⾷

町⽥

【休業中】九州熱中屋 三軒茶屋LＩVE

カフェ・ダイニング chano-ma ⼆⼦⽟川

台場
⽴川

洋⾷

KING OF THE PIRATES

東京都世⽥⾕区太⼦堂4－22－14 1F

0422-20-3900

0422-27-2243
03-5431-5977

東京都世⽥⾕区⽟川2-21-1 ⼆⼦⽟川ライズ S.C. タウンフロント7F 03-5797-9823

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場5F

03-3599-1225

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi chano-ma ⽴川

東京都⽴川市曙町2-1-1 ルミネ⽴川店8F

042-548-1407

アミューズメント BAGUS 町⽥東⼝店

東京都町⽥市原町⽥6-13-17 アーバンミサワビル5・6F

042-739-7120

インターネットカフェ GRAN CYBER CAFE BAGUS 町⽥店

東京都町⽥市原町⽥6-9-8 AETA（アエタ）町⽥6階

042-710-6631

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi 町⽥

東京都町⽥市原町⽥6-1-11 ルミネ町⽥9F

042-710-6333

東京都町⽥市原町⽥6-13-17 アーバンミサワビル3F

042-710-5326

東京都墨⽥区江東橋2-19-1 錦⽷町TERMINA3 3F

03-5625-4191

和⾷

隠れ房 町⽥店

アミューズメント BAGUS 錦⽷町店
錦⽷町

03-5744-4131
03-5480-4085

アミューズメント BAGUS 吉祥寺店

三軒茶屋
⼆⼦⽟川

電話番号

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 錦⽷町店

洋⾷

東京都墨⽥区江東橋3-14-5 錦⽷町テルミナ 5F

03-6659-3736

ベルサイユの豚 錦⽷町

東京都墨⽥区江東橋3-13-6 ヒューリック錦⽷町駅前ビル5F

03-5624-0320
03-5637-9640

和⾷

九州熱中屋 錦⽷町LIVE

東京都墨⽥区錦⽷3-2-1 アルカイーストB1F

⽊場

和⾷

鮨酒肴

杉⽟

⽊場

東京都江東区⽊場5-10-11 宍倉ビル1F

03-5621-2291

⼩岩

和⾷

鮨酒肴

杉⽟

⼩岩

東京都江⼾川区南⼩岩7-25-10 第1杉浦ビル1F

03-5622-5070

■神奈川県
駅

分類

鎌倉

和⾷

店舗名
海沿いの キコリ⾷堂

アミューズメント BAGUS 川崎店
川崎

住所
神奈川県鎌倉市材⽊座6-4-7 ⼭ノ上ビル

神奈川県川崎市川崎区⼩川町1-18 ラチッタデラ内ビバーチェ 5Ｆ 044-223-3567

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 川崎モアーズ店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 川崎MORE'S 7F

桜⽊町
藤沢

電話番号
0467-81-4723
044-223-6774

和⾷

隠れ房 川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル7Ｆ

044-221-0351

和⾷

美⾷⽶⾨ 横浜

神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ5F

045-222-2520

和⾷

九州熱中屋 桜⽊町クロスゲートLIVE

神奈川県横浜市中区桜⽊町1-101 クロスゲート3F

045-650-7730

和⾷

九州熱中屋 藤沢LIVE

神奈川県藤沢市南藤沢3－4 湘南薬品南藤沢ビル2F

0466-55-3130

カフェ・ダイニング 24/7 restaurant
みなとみらい カフェ・ダイニング

和⾷

神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-8 みなとみらい東急スクエア3 3F 045-222-6522

chano-ma 横浜

神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜⾚レンガ倉庫2号館3F

さかえや横浜みなとみらい本店

神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-8 みなとみらい東急スクエア3 3F 045-682-2700

045-650-8228

武蔵⼩杉 カフェ・ダイニング めん、⾊いろ。いつでも、おやつ。武蔵⼩杉 神奈川県川崎市中原区⼩杉町3-472 武蔵⼩杉東急スクエア東棟4F 044-819-5591
溝の⼝
横須賀

和⾷

九州熱中屋 溝の⼝LIVE

神奈川県川崎市⾼津区溝⼝１-12-14 マイプラザビル2F

044-814-1751

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 横須賀モアーズ店 神奈川県横須賀市若松町2-30-1 横須賀モアーズシティ 8F

046-820-4595

アミューズメント BAGUS 横浜⻄⼝店

神奈川県横浜市⻄区北幸1-1-13 Comfort178横浜駅前ビル5F

045-321-0771

カフェ・ダイニング 24/7 coﬀee&roaster 横浜

神奈川県横浜市⻄区⾼島2-16-1 ルミネ横浜店 3F

045-594-8565

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 横浜店

神奈川県横浜市⻄区南幸1-5-1 新相鉄ビル 1F

045-320-0808

Sleepy morning 横浜

神奈川県横浜市⻄区⾼島2-16-1 ルミネ横浜9F

045-444-3870

洋⾷

GLASS DANCE Yokohama

神奈川県横浜市⻄区南幸1-3-1 横浜モアーズ9F

045-311-0278

和⾷

九州⿊太⿎ 横浜

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-16-10 エフテムRONビル4F

045-290-0677

和⾷

腹⿊屋 横浜

神奈川県横浜市⻄区南幸2-6-6 DDZ-POINT 1F〜2F

045-324-2839

和⾷

わらやき屋 横浜

神奈川県横浜市⻄区南幸2-6-6 DDZ-POINT 3F・4F・屋上

045-324-2861

和⾷

⽯塀⼩路⾖ちゃ 横浜

神奈川県横浜市⻄区⾼島2-16-1 ルミネ横浜店7F

045-450-7271

美容室
横浜

■千葉県
駅
津⽥沼
船橋

分類

店舗名

住所

電話番号

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 津⽥沼PARCO店 千葉県船橋市前原⻄2-18-1 津⽥沼パルコ A館 6F

047-479-5810

アミューズメント BAGUS 船橋店

047-409-4820

千葉県船橋市本町4-44-35 Mビル船橋Ⅰ 4F

■埼⽟県
駅

浦和

⼤宮

分類
さかえや

和⾷

九州熱中屋 浦和LIVE

浦和

本店

住所
埼⽟県さいたま市浦和区東⾼砂町11-1 浦和パルコ5F

電話番号
048-793-6522

埼⽟県さいたま市浦和区⾼砂2-6-4 第2島⽥屋ビルディング1・2F 048-815-5820

アミューズメント BAGUS ⼤宮店

埼⽟県さいたま市⼤宮仲町1-17 ⼤東ビル5F・6F

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING ⼤宮店

埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町2-3 DOMショッピングセンターPART1 B1F 048-729-5699

和⾷
所沢

店舗名

和⾷

⼀汁⼀菜ごはん 御御御（おみお）

アミューズメント BAGUS 所沢店

048-640-7744

埼⽟県さいたま市⼤宮区錦町630 ルミネ⼤宮店 ルミネ2 4F

048-631-1030

埼⽟県所沢市⽇吉町8-2 ブランドーレ所沢3Ｆ

04-2926-9933

和光

和⾷

九州熱中屋 和光LIVE

埼⽟県和光市丸⼭台１-10-6 志幸21ビルB1F

048-450-1280

川⼝

和⾷

九州熱中屋 川⼝駅前LIVE

埼⽟県川⼝市栄町3-1-16 川⼝共同ビル8F

048-256-3340

■静岡県
駅
静岡

分類

店舗名

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆KITCHEN 静岡PARCO店 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ 3F

■愛知県
駅

分類

アジア料理

店舗名

住所

Rice people,Nice People! JRゲートタワー 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー 13F

カフェ・ダイニング chano-ma 名古屋PARCO店

名古屋

住所

電話番号
054-903-8700

電話番号
052-756-2638

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ ⻄館 7F

052-249-0372

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆KITCHEN 名古屋PARCO店 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館 5F

052-684-8777

カフェ・ダイニング 24/7 cafe apartment 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 KITTE名古屋2F

052-433-1748

やきとり

⼀番酒場 あぶりどり バリ⿃

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 KITTE名古屋B1

052-433-2358

やきとり

名古屋今井屋本店

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア 4F

052-533-9922

和⾷

わらやき屋 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 ＫＩＴＴＥ名古屋3F

052-562-9180

■⼤阪府
駅
上本町

梅⽥

分類

店舗名

和⾷

九州熱中屋 上本町LIVE

住所

電話番号

⼤阪府⼤阪市天王寺区上本町６－３－31 うえほんまちハイハイタウンB-139

06-6779-2140

カフェ・ダイニング 24/7 cafe apartment umeda

⼤阪府⼤阪市北区⼤深町4-1 グランフロント⼤阪ショップ＆レストラン うめきた広場 B1F

06-6377-5777

カフェ・ダイニング chano-ma 茶屋町

⼤阪府⼤阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町 9F

06-6940-7983

カフェ・ダイニング chano-ma 梅⽥

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥3-1-3 ルクア1100(イーレ)5F

06-6459-7357

幻想の国のアリス

⼤阪府⼤阪市北区芝⽥1-8-1 D.D.HOUSE 1F(お伽噺WEST)

06-6372-1860

和⾷

薩摩ごかもん 梅⽥茶屋町本店

⼤阪府⼤阪市北区芝⽥1-8-1 D.D.HOUSE 1F(お伽噺WEST)

06-6372-2710

和⾷

美⾷⽶⾨ 梅⽥

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥2-2-22 ハービスPLAZA ENT5F

06-6456-2388

コンセプトレストラン

和⾷

薩摩ごかもん ⼤阪梅⽥本店

⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地2-1-18

06-4796-8590

和⾷

わらやき屋 北新地

⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地1-3-23 FOODEARビル1F

06-6343-3577

京橋

和⾷

薩摩ごかもん 京橋本店

⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町4-9-18 ごちビル1F〜4F

06-6136-1098

楠葉

和⾷

九州熱中屋 樟葉LIVE

⼤阪府枚⽅市楠葉花園町14-1 エルくずは1F

072-864-5312

和⾷

九州熱中屋 ⼗三LIVE

北新地

⼗三

⼼斎橋

天王寺
天満橋
難波

⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三東2-6-17 1〜3F

06-6885-3360

アミューズメント BAGUS ⼼斎橋店

⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-1-10 キュープラザ⼼斎橋７F

06-4704-8710

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING ⼼斎橋店

⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋1-4-3 ⼼斎橋オーパ 9F

06-4708-3131

⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2-2-3 EDGE⼼斎橋13F・14F

06-6214-2784

バーラウンジ

TO BEGIN WITH

やきとり

⼼斎橋今井屋本店

⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋1-17-26 浪速ビル 1F

06-4963-9088

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi あべの

⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand 4F

06-6629-3111

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 天王寺ミオ店

⼤阪府⼤阪市天王寺区悲⽥院町10-39 天王寺ミオ本館 10F

06-6770-2432

⼤阪府⼤阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール8F

06-6920-4311

インターネットカフェ GRAN CYBER CAFE BAGUS なんば道頓堀店

⼤阪府⼤阪市中央区道頓堀1-7-19 中座くいだおれビル2Ｆ

06-6484-2660

カフェ・ダイニング #702 CAFE&DINER なんばパークス店

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 7F

06-6643-9233

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi chano-ma なんば

⼤阪府⼤阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F

06-6643-0900

和⾷

薩摩ごかもん 天満橋総本店

肥後橋

洋⾷

WINEHALL GLAMOUR 中之島

⼤阪府⼤阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト B1階 06-4707-7177

摂津富⽥

和⾷

九州熱中屋 摂津富⽥LIVE

⼤阪府⾼槻市富⽥町1-9-4 1F〜2F

072-693-1510

■京都府
駅

分類

桂

和⾷

九州熱中屋 桂LIVE

和⾷
和⾷

四条⼤宮
伏⾒桃⼭

祇園四条

河原町

住所

電話番号

京都府京都市⻄京区桂野⾥町50-25 桂東ビル1F

075-382-5135

⽯塀⼩路⾖ちゃ 京都

京都府京都市東⼭区⼋坂神社南⾨下ル下河原町463-16

075-532-2788

【休業中】京都幽⽞

京都府京都市東⼭区⼋坂上町385-8

075-533-8791

和⾷

九州熱中屋 四条⼤宮LIVE

京都府京都市中京区 ⼤宮通り四条上ル錦⼤宮町145 1〜2F

075-813-5173

和⾷

九州熱中屋 伏⾒桃⼭LIVE

京都府京都市伏⾒区京町4-167-1 1〜2F

075-605-4357

やきとり ⿃あさ

京都府京都市下京区四条通烏丸東⼊ル⻑⼑鉾町８ 京都三井ビルＢ1Ｆ

075-256-8268

薩摩ごかもん 京都四条烏丸本店

京都府京都市下京区四条通烏丸東⼊ル⻑⼑鉾町８ 京都三井ビルＢ1Ｆ

075-256-8831

京都府京都市下京区 寺町通四条下ル貞安前之町605 藤井⼤丸３F

075-754-8012

京都府京都市中京区河原町通四条上る⽶屋町380番2号

075-254-7022

やきとり

烏丸

店舗名

和⾷

カフェ・ダイニング chano-ma 京都

カプセルホテル

【休業中】GLANSIT KYOTO ※当⽇現地決済のみ

■兵庫県
駅

分類

店舗名

神⼾三宮 カフェ・ダイニング chano-ma 神⼾
⻄宮北⼝ カフェ・ダイニング chano-ma ⻄宮ガーデンズ

住所

電話番号

兵庫県神⼾市中央区三宮1-4-3 クレフィ三宮 6F

078-599-7880

兵庫県⻄宮市⾼松町14-2 ⻄宮ガーデンズ4F

0798-63-6212

猪名寺

和⾷

九州熱中屋 猪名寺LIVE

兵庫県尼崎市猪名寺2-6-1 猪名寺ニュープラザビル1F

06-6494-0860

尼崎

和⾷

九州熱中屋 阪神尼崎LIVE

兵庫県尼崎市神⽥北通2-12-27 ⻄原店舗1F

06-6430-1170

■広島県
駅
海岸通

分類
アジア料理

⽴町

中電前

⼋丁堀

広島
観⾳新町

電話番号

広島県広島市中区⽴町6-11 ⽴町ビル2Ｆ

082-240-0229

広島県広島市中区中町1-26

082-236-8925

カフェ・ダイニング chano-ma 広島

広島県広島市中区本通2-19 APEX2 2F

082-241-8555

カフェ・ダイニング 45（キャラントサンク）

広島県広島市中区袋町1-18

082-545-1225

カフェ・ダイニング 47（キャラントセット）

広島県広島市中区本通9-2 ビバ21アネックス2F

082-545-3221

カフェ・ダイニング 和カフェ yusoshi 広島

広島県広島市中区⽴町6-3 アペックスビル5F

082-545-4111

カフェ・ダイニング 44（キャランキャトル）

広島県広島市中区⽴町6-3 アペックスビル5F

082-545-8044

バーラウンジ

Kiss of Luminescence

広島県広島市中区⽴町6-3 アペックスビル5F

082-542-1239

バーラウンジ

45 bis “あわ”

広島県広島市中区袋町1-18

082-545-0450

洋⾷

dali（ダリ）

広島県広島市中区袋町6-51 サンポークリエイトビル 1F

082-207-3400

和⾷

Monday（マンデー）

広島県広島市中区袋町6-51 サンポークリエイトビル 2F

082-207-3480

広島県広島市中区⼩町1-1 ⽊村ビル2F

082-247-4106

カフェ・ダイニング café citron

カフェ・ダイニング HIROSHIMA 2016 RESTAURANT UNDER THE SKY 広島県広島市中区胡町6-26 福屋⼋丁堀本店東館 10F

082-246-6680

カフェ・ダイニング 茶論 記憶（サロン キヲク）

082-545-2501

広島県広島市中区胡町6-26 福屋⼋丁堀本店8F

カフェ・ダイニング Pieee Parlor Parisien（パイパーラーパリジャン） 広島県広島市中区本通10-1 広島PARCO本館1F

082-236-8870

ダイニング・バー EIGHT（エイト）

広島県広島市中区新天地1-9 新天地レジャービル 6F

082-545-5580

和⾷

島々

広島県広島市中区新天地1-17

082-543-5045

和⾷

RIVA

広島県広島市中区新天地1-17

082-545-5360

広島県広島市中区⼋丁堀16-10 広島東映プラザビル8F

082-555-9590

広島県広島市⻄区観⾳新町 4-14-11

082-233-2223

カフェ・ダイニング 純喫茶パール

ウェディング

駅

CASA FELIZ（カーサ・フェリス）

分類

店舗名

カフェ・ダイニング chano-ma 岡⼭

■福岡県
駅

天神

にんにくやマナオ

住所

広島県広島市南区宇品海岸3-12-38 フレックスギャラリー広島店2F 082-250-0036

カフェ・ダイニング Park South Sandwich

■岡⼭県
岡⼭

店舗名

カフェ・ダイニング 24/7 coﬀee＆roaster ujina

分類

住所
岡⼭県岡⼭市北区駅元町1-1 岡⼭⼀番街B1

店舗名

住所

電話番号
086-212-0444

電話番号

アミューズメント BAGUS 天神店

福岡県福岡市中央区天神2-6-32 天神サザン通りパルス4F

092-739-4178

カフェ・ダイニング chano-ma 福岡

福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO新館3F

092-235-7467

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING -FORWARD-福岡PARCO店 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ 新館 6F

092-235-7486

カフェ・ダイニング #602 CAFE&DINER 福岡ソラリアプラザ店 福岡県福岡市中央区天神2-2-43 福岡ソラリアプラザ 6F

092-791-4451

中洲

ダイニング・バー [ｅｓ] ROOF GARDEN BAGUS NAKASU 福岡県福岡市博多区中洲4-6-12 Prato NAKASU ９F・10F

092-263-7520

博多

カフェ・ダイニング kawara CAFE&DINING KITTE博多店

092-260-6466

■宮城県
駅

仙台
広瀬通

分類

店舗名

アミューズメント Bane BAGUS 仙台店

洋⾷

ワイン酒場 GabuLicious 仙台店

カフェ・ダイニング kawara CAFE＆DINING 仙台店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 9F

住所

電話番号

宮城県仙台市⻘葉区中央2-4-5 アルボーレ仙台 B1

022-217-7075

宮城県仙台市⻘葉区中央1-6-13 加瀬⾕⾵通りビル １F〜2F

022-796-8736

宮城県仙台市⻘葉区⼀番町3-11-14 丸和ビル2F

022-266-3533

