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【休業都内 206 店舗対象】⽇頃の感謝の気持ちを込めて、
「売り切れ御免！全品半額セール」を実施致します。 
 
株式会社モンテローザでは、休業が決定した都内店舗 206 店舗にて 2 ⽇間（7/10.11）の半額セー
ルを実施します。 
 
■取組概要 

株式会社モンテローザ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：⼤神輝博）は、令和 3 年 7 ⽉ 10
⽇(⼟)・11 ⽇（⽇）の 2 ⽇間、「売り切れ御免！全品半額セール」を実施致します。緊急事態宣⾔
により休業予定の都内 206 店舗が対象です。⽇頃のご来店に感謝の気持ちを込めて、また急遽の
宣⾔発出による「⾷材を無駄にしない、フードロス削減」のため、2 ⽇間の半額セールという形で
お客様へ還元させていただきたいと思います。 

当社が属する外⾷産業は、政府や各地⽅⾃治体からの時短や休業要請が⻑期化したことで、今
なお、満⾜な営業を⾏うことすらできず、売上にも⼤きな影響を受けています。しかし当社は、
何よりもまず、新型コロナウイルス感染症の⼀⽇も早い収束を願い、本セール実施後約 500 店舗
の休業を実施致します。休業前に皆様のお越しを⼼よりお待ち申し上げております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



名 称：売り切れ御免！全品半額セール 
実施期間：令和 3 年 7 ⽉ 10 ⽇(⼟)・令和 3 年 7 ⽉ 11 ⽇(⽇) 
実施内容：店内でお召し上がりの商品 全品半額 
実施店舗：東京都内 206 店舗（店舗詳細は当社ホームページにてお知らせ致します。） 
 
■ご留意事項 
・当社発⾏のお⾷事券、クーポン券および割引券のご利⽤はできません。 
・飲み放題などの他の施策との併⽤はできません。 
・テイクアウト、ランチ・サービスタイムメニューは半額セール対象外です。 
 
■感染症対策の徹底について 

当社グループの店舗では、厚⽣労働省の定める感染症対策を徹底しています。ご⼊店時のアル
コールによる⼿指の消毒、お会計時の電⼦決済等、詳細は当社の公式ホームページの「感染症 
対策への取組」ページをご確認ください。 

https://www.monteroza.co.jp/company/InfectionControl/ 
 
【 店舗をご利⽤のお客様へのお願い 】 
ご⼊店時の「マスク着⽤」「⼿指消毒」「検温」へのご協⼒をお願い申し上げます。 
ご協⼒頂けない場合や発熱を確認した場合は、ご⼊店をご遠慮頂きます。 
何卒、ご理解ご協⼒の程、お願い申し上げます。 
 
■会社概要 
企 業 名：株式会社モンテローザ 
代 表 者：代表取締役 ⼤神 輝博 
所 在 地：東京都武蔵野市中町 1-17-3 
業 務 内 容：飲⾷事業を中⼼とする傘下⼦会社の経営管理 
企業 URL：https://www.monteroza.co.jp/company/  
設 ⽴：1983 年 5 ⽉ 23 ⽇ 
資 本 ⾦：35 億 7,000 万円 
 



◆セール実施店舗⼀覧
№ 都道府県
1 ⿂⺠ 秋川駅前店 東京都 あきる野市秋川1-7-2 神⽥秋川駅前ビル 1階
2 豊後⾼⽥どり酒場 秋川駅前店 東京都 あきる野市秋川2-1-6 キャッスル⽥村 2階
3 ⿂⺠ 稲城⻑沼駅前店 東京都 稲城市東⻑沼532 ジョイビル 2階
4 ⿂⺠ ⽮野⼝南⼝駅前店 東京都 稲城市⽮野⼝300-1 ⽮野⼝ＩＴビル ２階
5 ⽬利きの銀次 ⼩作東⼝駅前店 東京都 ⽻村市⼩作台1-2-1 東洋ビル 1階
6 ⽬利きの銀次 お花茶屋駅前店 東京都 葛飾区お花茶屋1-19-1 第2お花茶屋ビル 2階
7 ⿂⺠ ⻲有北⼝駅前店 東京都 葛飾区⻲有5-35-3 くさまビル 4階
8 勝⼿にサワー ⽩⽊屋 ⻲有北⼝駅前店 東京都 葛飾区⻲有5-35-3 くさまビル 2階
9 ⿂⺠ 堀切菖蒲園駅前店 東京都 葛飾区堀切4-57-11 松岡ビル 2階
10 千年の宴 ユアエルム⻘⼾3番街店 東京都 葛飾区⽴⽯6-39-2 ユアエルム⻘⼾ 3番街
11 ⼭内農場 篠崎北⼝駅前店 東京都 江⼾川区篠崎町7-29-2 プラチナKODAヒルズ 3階
12 キタノイチバ 瑞江北⼝駅前店 東京都 江⼾川区瑞江2-1-14 ⻑塚第2ビル 4階
13 バリヤス酒場 ⼩岩北⼝駅前店 東京都 江⼾川区⻄⼩岩1-22-18 パロマビル 3階
14 ⿂⺠ 船堀北⼝駅前店 東京都 江⼾川区船堀1-8-15 永楽ビル 2階
15 キタノイチバ 葛⻄駅前店 東京都 江⼾川区中葛⻄3-35-14 ハイライズ吉野 1階
16 勝⼿にサワー 笑笑 葛⻄駅前店 東京都 江⼾川区中葛⻄3-35-14 ハイライズ吉野 1階
17 Ｎ⽩⽊屋 南砂町駅前店 東京都 江東区新砂3-3-53 アルカナール南砂 1階
18 鶏のジョージ ⻄⼤島駅前店 東京都 江東区⼤島4-3-3 稲垣ビル 2階
19 Ｎ⽩⽊屋 東⼤島駅前店 東京都 江東区⼤島8-42-11 東照第2ビル 2階
20 ⿂⺠ 潮⾒駅前店 東京都 江東区潮⾒2-10-22 エストアルカンシェル 1階
21 バリヤス酒場 ⽊場店 東京都 江東区東陽3-6-2 宇⽥川ビル 1階
22 千年の宴 東陽町駅前店 東京都 江東区東陽4-6-1 三共商会ビル 3階
23 ⿂⺠ 品川港南⼝駅前店 東京都 港区港南2-6-7 品川ビル 5階6階
24 ⼭内農場 品川港南⼝駅前店 東京都 港区港南2-6-7 品川ビル 3階4階
25 ⿂⺠ 泉岳寺駅前店 東京都 港区⾼輪2-19-20 財界⼆世学院ビル 3階
26 笑笑 品川⾼輪⼝駅前店 東京都 港区⾼輪3-25-29 前川ビル 地下1階
27 ⼭内農場 ⽥町三⽥⼝駅前店 東京都 港区芝5-31-24 勝⽂館共同ビル 6階
28 豊後⾼⽥どり酒場 ⽥町芝浦⼝駅前店 東京都 港区芝浦3-12-1 マキノビル ５階
29 Ｎ⽩⽊屋 新橋烏森⼝駅前店 東京都 港区新橋3-12-3 アスティル新橋ビル 6階
30 ⿂⺠ ⾚坂TBS前店 東京都 港区⾚坂2-14-34 ⾚坂パロスビル 地下1階
31 ⼭内農場 ⼤⾨・浜松町店 東京都 港区浜松町2-1-20 ＳＶＡＸ⼤⾨ビルディング 7階
32 ⼭内農場 ⽇暮⾥東⼝駅前店 東京都 荒川区東⽇暮⾥5-51-12 ⽇暮⾥安永ビル 7階
33 ⿂⺠ ⽇暮⾥東⼝駅前店 東京都 荒川区東⽇暮⾥5-51-12 ⽇暮⾥安永ビル 5階
34 千年の宴 ⻄国分寺南⼝駅前店 東京都 国分寺市泉町3-37-30 平⽥国分寺ビル 2階、3階
35 豊後⾼⽥どり酒場 ⻄国分寺南⼝駅前店 東京都 国分寺市泉町3-37-30 平⽥国分寺ビル 地下1階
36 豊後⾼⽥どり酒場 国分寺北⼝駅前店 東京都 国分寺市本町4-13-5 セントラルビル 2階
37 バリヤスサカバ 国⽴南⼝駅前店 東京都 国⽴市東1-4-10 ホワイトパレスビル 3階
38 ⿂⺠ ⾕保北⼝駅前店 東京都 国⽴市富⼠⾒台1-16-8 セクション7 2階
39 ⿂⺠ 狛江駅前店（ホルモン/こころや） 東京都 狛江市東和泉1-22-18 ⾕⽥部ビル 1階
40 キタノイチバ 三鷹南⼝駅前店 東京都 三鷹市下連雀3-26-10 sapura三鷹 4階
41 豊後⾼⽥どり酒場 三鷹南⼝駅前店 東京都 三鷹市下連雀3-34-2 エミネンスイン三鷹 2階
42 BARU＆DINING Ｓ３ 渋⾕センター街店（タコバル） 東京都 渋⾕区宇⽥川町32-15 ビアビル 地下１階
43 ⿂⺠ 恵⽐寿⻄⼝駅前店 東京都 渋⾕区恵⽐寿南1-3-9 新井ビル 地下1階
44 ⿂⺠ 渋⾕神南店 東京都 渋⾕区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル 地下1階
45 ⿂⺠ 幡ヶ⾕駅前店 東京都 渋⾕区⻄原2-31-5 アールビル 2階
46 笑笑 渋⾕南⼝駅前店 東京都 渋⾕区道⽞坂1-3-6 ⾹⼭ビル ５階６階
47 ⼭内農場 渋⾕南⼝駅前店 東京都 渋⾕区道⽞坂1-7-1 第1渋観ビル 4階
48 ⿂⺠ 代々⽊⼋幡南⼝駅前店 東京都 渋⾕区富ヶ⾕1-53-5 ＩＲ代々⽊ 2階
49 ⼭内農場 東⼩⾦井北⼝駅前店 東京都 ⼩⾦井市梶野町5-2-36 モーゼビル 2階
50 ⿂⺠ 武蔵⼩⾦井北⼝駅前店 東京都 ⼩⾦井市本町 5-18-5 太平ビル 地下1階
51 Ｎ⽩⽊屋 花⼩⾦井北⼝駅前店 東京都 ⼩平市花⼩⾦井1-9-18 花⼩⾦井第⼀ビル ２階
52 ⿂⺠ ⼀橋学園北⼝駅前店 東京都 ⼩平市学園⻄町2-13-33 コスモ⼀橋学園ビル 2階
53 ⽬利きの銀次 ⼩川東⼝駅前店 東京都 ⼩平市⼩川東町1-21-14 ⽶沢ビル 1階
54 福福屋 ⼩平南⼝駅前店 東京都 ⼩平市美園町1-4-8 美園町ビル 2階
55 ⿂⺠ 昭島南⼝駅前店 東京都 昭島市昭和町2-1-14 松葉家ビル 1階・2階
56 ⿂⺠ 拝島南⼝駅前店 東京都 昭島市松原町4-12 増⽥ビル 1階
57 ⿂⺠ 中神北⼝駅前店 東京都 昭島市中神町1180-4 中神駅北⼝ＴＫビル 2階3階
58 勝⼿にサワー ホルモンおいで屋 歌舞伎町博ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-2 歌舞伎町博ビル 1階2階
59 かば屋 歌舞伎町輝ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 7階
60 笑笑 歌舞伎町輝ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 4階
61 Ｎ⽩⽊屋 歌舞伎町輝ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 5階
62 ⿊⽥×めでた家 歌舞伎町輝ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 3階
63 ⿂⺠ 歌舞伎町輝ビル店 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 6階
64 ATHREE PARLOR ATHREE PARLOR 東京都 新宿区歌舞伎町1-15-3 歌舞伎町輝ビル 2階
65 ⼭内農場 歌舞伎町セントラルロード店 東京都 新宿区歌舞伎町1-17-12 第1浅川ビル 5階
66 豊後⾼⽥どり酒場 ⾼⽥⾺場駅前店 東京都 新宿区⾼⽥⾺場4-8-7 花川ビル 2階
67 ⽬利きの銀次 四⾕３丁⽬駅前店 東京都 新宿区左⾨町3-1 左⾨イレブンビル 2階
68 ⿂⺠ 四ツ⾕駅前店 東京都 新宿区四⾕1-4 綿半野原ビル 地下1階
69 キタノイチバ 四ツ⾕駅前店 東京都 新宿区四⾕1-4 綿半野原ビル 地下1階
70 ⿂⺠ 市ヶ⾕駅前店 東京都 新宿区市⾕⼋幡町2-1 DS市ヶ⾕ビル 8階
71 Ｎ⽩⽊屋 曙橋通り店 東京都 新宿区住吉町8-20 四⾕ヂンゴビル 地下1階
72 ⿂⺠ 信濃町駅前店 東京都 新宿区信濃町34 トーシン信濃町駅前ビル 2階
73 ⿂⺠ 新宿東⼝駅前店 東京都 新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル 地下2階

店舗名 住所



№ 都道府県店舗名 住所
74 千年の宴 新宿東⼝駅前店 東京都 新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル 地下2階
75 ⼭内農場 新宿⻄⼝駅前店 東京都 新宿区⻄新宿1-15-2 第5オムニクスビル 4階
76 ⿊⽥ ⻄新宿⼩滝橋店 東京都 新宿区⻄新宿7-10-10 ⻄村ビル 2階
77 ⿂⺠ 飯⽥橋駅前店 東京都 新宿区揚場町1-11 飯⽥橋中央ビル ５階
78 ⽬利きの銀次 阿佐ケ⾕南⼝駅前店 東京都 杉並区阿佐⾕南3-37-1 プラノビル ２階
79 ⿂⺠ 下井草南⼝駅前店 東京都 杉並区下井草3-41-2 センコシビル 2階
80 豊後⾼⽥どり酒場 下⾼井⼾北⼝駅前店 東京都 杉並区下⾼井⼾1-1-5 丸友商事ビル 1階2階
81 ⿂⺠ ⾼円寺南⼝駅前店 東京都 杉並区⾼円寺南4-45-9 ⽩⽊屋⼤同ビル（ステージ⾼円寺） 2階
82 ⼭内農場 ⾼円寺南⼝駅前店 東京都 杉並区⾼円寺南4-45-9 ⽩⽊屋⼤同ビル（ステージ⾼円寺） 3階
83 豊後⾼⽥どり酒場 ⾼円寺南⼝駅前店 東京都 杉並区⾼円寺南4-45-9 ⽩⽊屋⼤同ビル（ステージ⾼円寺） 5階
84 ⿂⺠ 上井草南⼝駅前店 東京都 杉並区上井草2-45-3 アールコリーヌ上井草 1階、2階
85 勝⼿にサワー 笑笑 南阿佐ケ⾕駅前店 東京都 杉並区成⽥東5-42-15 ジョイフルプラザ 3階
86 ⿂⺠ ⽅南町駅前店 東京都 杉並区⽅南2-19-2 鈴⼒ビルⅢ 地下1階
87 ⿂⺠ ⼆⼦⽟川駅前店 東京都 世⽥⾕区⽟川3-6-5 サン⽟川ビル 2階、3階
88 ⼭内農場 駒沢⼤学駅前店 東京都 世⽥⾕区駒沢2-1-3 伊東ビル 1階
89 バリヤスサカバ 豪徳寺駅前店 東京都 世⽥⾕区豪徳寺1-23-17 豪徳寺サウス 2階
90 めでた家 桜新町⻄⼝駅前店 東京都 世⽥⾕区桜新町2-10-1 ⽥中ビル 2階
91 勝⼿にサワー ⽩⽊屋 明⼤前駅前店 東京都 世⽥⾕区松原2-45-2 レインボー591ビル 地下1階
92 ⼭内農場 千歳烏⼭北⼝駅前店 東京都 世⽥⾕区南烏⼭4-12-7 クレアビル 4階
93 豊後⾼⽥どり酒場 清瀬北⼝駅前店 東京都 清瀬市元町1-8-37 北⼝駅前ビル 2階
94 ⽬利きの銀次 清瀬南⼝駅前店 東京都 清瀬市松⼭1-4-2 松村ビル 2階
95 豊後⾼⽥どり酒場 秋津南⼝駅前店 東京都 清瀬市野塩5-298-5 キッコーマス第5ビル 地下1階
96 ⿂⺠ ひばりヶ丘北⼝駅前店 東京都 ⻄東京市ひばりが丘北3-3-51 ＫＡＴＵＲＡ ＢＬＤ 3階
97 ⼭内農場 ひばりヶ丘北⼝駅前店 東京都 ⻄東京市ひばりが丘北3-3-52 Ｐｏｎｔｅ Ｆｅｌｉｃｅ 3階
98 勝⼿にサワー ホルモンおいで屋 ⽥無北⼝駅前店 東京都 ⻄東京市⽥無町4-27-8 センチピードビル 2階
99 ⿂⺠ 河辺南⼝駅前店 東京都 ⻘梅市河辺町5-29-1 JR河辺駅南⼝ビル 2階
100 ⽬利きの銀次 河辺南⼝駅前店 東京都 ⻘梅市河辺町5-29-1 JR河辺駅南⼝ビル 1階
101 ⿂⺠ ⻘梅駅前店 東京都 ⻘梅市本町131-1 岸⽥屋ビル 1階
102 笑笑 市ヶ⾕駅前店 東京都 千代⽥区五番町4-1 市ヶ⾕駅前ビル 6階
103 Ｎ⽩⽊屋 麹町駅前店 東京都 千代⽥区麹町3-4-7 ビルディング啓 2階
104 ⽬利きの銀次 ⽔道橋⻄⼝駅前店 東京都 千代⽥区神⽥三崎町2-22-18 ⻄⼭興業新⽔道橋ビル 3階
105 ⿂⺠ ⼩川町駅前店 東京都 千代⽥区神⽥⼩川町2-1-2 シンコー・ミュージック・プラザ 地下1階
106 ⽬利きの銀次 神保町駿河台下店 東京都 千代⽥区神⽥⼩川町3-3-2 マツシタビル 1階
107 Ｎ⽩⽊屋 神保町駅前店 東京都 千代⽥区神⽥神保町3-12-3 神保町スリービル 2階
108 ⼭内農場 ⽇⽐⾕駅前店 東京都 千代⽥区有楽町1-6-1 第⼆⽇⽐⾕ビル 5階6階
109 ⽬利きの銀次 綾瀬⻄⼝駅前店 東京都 ⾜⽴区綾瀬4-9-27 ホーキョボナールビル 3階
110 濱焼北海道⿂萬 ⻄新井⻄⼝駅前店 東京都 ⾜⽴区⻄新井栄町2-3-15 ＷＡＴＡＮＡＢＥビル ２階
111 ⽬利きの銀次 北千住⻄⼝駅前店 東京都 ⾜⽴区千住2-62 北千住居酒屋ビル 1階2階3階
112 ⿂⺠ 北綾瀬駅前店 東京都 ⾜⽴区⾕中2-5-10 イチゲビル ２階
113 ⿂⺠ 梅島駅前店 東京都 ⾜⽴区梅島3-1-7 サンヒルズ渡辺 2階
114 ⽬利きの銀次 ⻄新井東⼝駅前店 東京都 ⾜⽴区梅島3-33-4 岡⽥ビル 1階
115 ⿂⺠ 六町駅前店 東京都 ⾜⽴区六町4-2-27 佐藤ビル 1階
116 ⼭内農場 六町駅前店 東京都 ⾜⽴区六町4-3-9 隈⽥六町ビル 1階
117 笑笑 永⼭駅前店 東京都 多摩市永⼭1-3-4 ヒューマックス・パビリオン永⼭ 2階
118 ⼭内農場 多摩センター南⼝駅前店 東京都 多摩市落合1-39-2 マグレブビル 4階
119 鶏のジョージ 多摩センター北⼝駅前店 東京都 多摩市落合1-9-6 ⼭の⼿ビル ７階
120 Ｎ⽩⽊屋 三ノ輪駅前店 東京都 台東区三ノ輪1-28-12 プラザM 2階
121 ⿂⺠ 上野中央通り店 東京都 台東区上野2-7-12 鈴本ビル 4階
122 ⼭内農場 上野中央通り店 東京都 台東区上野2-7-12 鈴本ビル 5階
123 ⿂⺠ 御徒町南⼝駅前店 東京都 台東区上野3-27-1 ⼗仁タワー 7階
124 ⽬利きの銀次 浅草駅前店 東京都 台東区浅草1-1-16 ＨＫ浅草ビル 4階
125 笑笑 浅草駅前店 東京都 台東区浅草1-1-16 ＨＫ浅草ビル 3階
126 ⿂⺠ ⼤⿃居東⼝駅前店 東京都 ⼤⽥区⽻⽥1-2-6 奉仕会館 2階
127 寿司と居酒屋 ⿂⺠ 蒲⽥東⼝駅前店 東京都 ⼤⽥区蒲⽥5-38-3 蒲⽥朝⽇ビル 地下1階
128 千年の宴 ⼤⿃居東⼝駅前店 東京都 ⼤⽥区東糀⾕3-6-11 レジデンス⽻⽥ 2階
129 笑笑 ⽉島駅前店 東京都 中央区⽉島1-26-5 フロリスオーランティウムⅠ 5階、6階
130 ⿂⺠ 勝どき駅前店 東京都 中央区勝どき3-3-10 ＭＩハイツ 1階
131 ⼭内農場 茅場町駅前店 東京都 中央区新川1-2-14 新川⼀丁⽬ビル 地下1階
132 笑笑 築地駅前店 東京都 中央区築地2-11-10 築地K-1ビル 1階2階
133 ⽬利きの銀次 東京駅⼋重洲⼝駅前店 東京都 中央区⽇本橋3-3-3 ⼋重洲⼭川ビル 4階
134 福福屋 ⼋丁堀駅前店 東京都 中央区⼋丁堀2-21-2 コア京橋ビル 地下1階
135 Ｎ⽩⽊屋 中野坂上駅前店 東京都 中野区中央1-37-5 中野坂上ビル 2階
136 千年の宴 中野坂上駅前店 東京都 中野区中央1-37-5 中野坂上ビル 1階
137 ⿂⺠ 新中野駅前店 東京都 中野区中央4-1-2 KIビル 1階
138 ⽬利きの銀次 中野南⼝駅前店 東京都 中野区中野2-26-10 中村ビル 4階
139 千年の宴 中野セントラルパーク店 東京都 中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス 2階
140 Ｎ⽩⽊屋 中野北⼝駅前店 東京都 中野区中野5-59-9 澤仙第⼆ビル 1階2階
141 ⿂⺠ 中野北⼝駅前店 東京都 中野区中野5-59-9 澤仙ビル 1階2階3階
142 ⿂⺠ 東中野⻄⼝駅前店 東京都 中野区東中野4-4-1 ポレポレ坐 2階
143 バリヤスサカバ 東中野駅前店 東京都 中野区東中野4-4-3 ⼭内ビル 地下1階
144 ⼭内農場 中野坂上駅前店 東京都 中野区本町2-46-4 中野坂上サンブライトアネックス 2階
145 キタノイチバ 中野坂上駅前店 東京都 中野区本町2-46-4 中野坂上サンブライトアネックス 地下1階
146 ⼭内農場 南町⽥グランベリーパーク⼝駅前店 東京都 町⽥市鶴間3-2-2 アーベイン細野 1階
147 ⿂⺠ ⻄調布北⼝駅前店 東京都 調布市上⽯原1-25-10 アイティエーガーデン 2階
148 ⿂⺠ つつじヶ丘北⼝駅前店 東京都 調布市東つつじケ丘1-2-4 ＯＧビル 2階
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149 ⼭内農場 調布南⼝駅前店 東京都 調布市布⽥4-2-3 ガイア調布Ⅱ 5階
150 ⿂⺠ 東久留⽶⻄⼝駅前店 東京都 東久留⽶市本町1-3-9 リバーウエストビルズ 3階
151 キタノイチバ 東村⼭東⼝駅前店 東京都 東村⼭市本町2-3-79 ミネルバビル 2階
152 寿司と居酒屋 ⿂⺠ 東⼤和市駅前店 東京都 東⼤和市南街4-18-5 東⼤和根岸ビル 1階
153 横濱⿂萬 東⼤和市駅前店 東京都 東⼤和市南街5-92-10 1階
154 ⿂⺠ ⾼幡不動駅前店 東京都 ⽇野市⾼幡1000-2 三井住友銀⾏⾼幡不動ビル 5階
155 豊後⾼⽥どり酒場 ⽇野駅前店 東京都 ⽇野市新町1-18-7 キャピタル ノア ⽇野 2階
156 ⼭内農場 豊⽥北⼝駅前店 東京都 ⽇野市多摩平1-1 ファミーユ京王 3階
157 寿司と居酒屋 ⿂⺠ 京王⼋王⼦アイロード店 東京都 ⼋王⼦市旭町１３−１５ ライフケアダイニングベジターブル２Ｆ
158 ⽉の宴 ⼋王⼦北⼝駅前店 東京都 ⼋王⼦市旭町2-5 ⼋王⼦ツインタワーA館 8階
159 Ｎ⽩⽊屋 ⼋王⼦北⼝駅前店 東京都 ⼋王⼦市旭町2-5 ⼋王⼦ツインタワーA館 8階
160 千年の宴 ⾼尾南⼝駅前店 東京都 ⼋王⼦市初沢町1231-35 京王⾼尾ビルアネックス 3階
161 豊後⾼⽥どり酒場 ⾼尾南⼝駅前店 東京都 ⼋王⼦市初沢町1231-35 京王⾼尾ビルアネックス 2階
162 鶏のジョージ ⼋王⼦みなみ野駅前店 東京都 ⼋王⼦市兵衛1-3-1 ＭＣＬＩＳ ＣＩＴＹ 3階
163 笑笑４８ ⾼島平東⼝駅前店 東京都 板橋区⾼島平8-15-2 ファミール徳丸 1階
164 鶏のジョージ 志村坂上駅前店 東京都 板橋区⼩⾖沢3-6-7 ⼩⾖沢ローズハイム 1階
165 キタノイチバ ⼤⼭北⼝駅前店 東京都 板橋区⼤⼭東町19-6 YKD⼤⼭ビル 2階
166 ⼭内農場 武蔵⼩⼭東⼝駅前店 東京都 品川区⼩⼭3-21-10 ARK21ビル 3階
167 ⿂⺠ 不動前駅前店 東京都 品川区⻄五反⽥5-9-2 アスペンシティー 2階
168 鶏のジョージ ⼤井町⻄⼝駅前店 東京都 品川区⼤井1-10-2 YK-5ビル 4階
169 ⿂⺠ ⼤崎南⼝駅前店 東京都 品川区⼤崎1-20-8 INOビル-⼤崎 2階
170 くろ○ ⼤崎南⼝駅前店 東京都 品川区⼤崎1-20-8 INOビル-⼤崎 1階
171 キタノイチバ ⼤井町東⼝駅前店 東京都 品川区東⼤井5-17-4 ⾼⼭ビル 地下1階
172 ⿂⺠ ⻘物横丁駅前店 東京都 品川区南品川2-4-7 アサミビル 2階
173 豊後⾼⽥どり酒場 中河原駅前店 東京都 府中市住吉町4-11-15 相澤ビル 2階
174 ⽬利きの銀次 中河原駅前店 東京都 府中市住吉町4-9-9 はやとビル 2階
175 ⿂⺠ ⻄府北⼝駅前店 東京都 府中市本宿町1-46-8 ⻄府駅エクセルポートビル 2階
176 勝⼿にサワー ⽩⽊屋 吉祥寺南⼝駅前店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-3-3 吉祥寺南⼝ビル 3階
177 キタノイチバ 吉祥寺北⼝駅前店（こころや） 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-24-7 吉祥寺光ビル 5階
178 ⿂⺠ 武蔵境北⼝すきっぷ通り店 東京都 武蔵野市境1-2-4 パークハウス武蔵野 地下1階
179 ⼭内農場 三鷹北⼝駅前店 東京都 武蔵野市中町1-14-11 ⻄武プラザビル 5階
180 ⿂⺠ 三鷹北⼝駅前店 東京都 武蔵野市中町1-17-3 6.モンテローザ三鷹本社ビル 2階
181 北海道⿂萬 三鷹北⼝駅前店 東京都 武蔵野市中町1-17-3 6.モンテローザ三鷹本社ビル 3階
182 ⿂⺠ 福⽣東⼝駅前店 東京都 福⽣市東町3-5 福⽣駅前ビル 3階
183 ⼭内農場 池袋⻄⼝駅前店 東京都 豊島区⻄池袋1-36-8 ロマンスビル 2階
184 豊後⾼⽥どり酒場 池袋⻄⼝駅前店 東京都 豊島区⻄池袋1-36-8 ロマンスビル 3階
185 ⼭内農場 巣鴨北⼝駅前店 東京都 豊島区巣鴨2-5-2 都ビル 3階
186 笑笑 池袋サンシャイン60通り店 東京都 豊島区東池袋1-21-4 池袋グローブ 地下1階
187 ⼭内農場 ⼤塚南⼝駅前店 東京都 豊島区南⼤塚3-55-3 光伸遠藤ビル 6階
188 豊後⾼⽥どり酒場 池袋東⼝駅前店 東京都 豊島区南池袋1-21-5 第7野萩ビル 5階
189 ⽩⽊屋 要町駅前店 東京都 豊島区要町1-10-3 クラスタービル 3階
190 ⿂⺠ 千川駅前店 東京都 豊島区要町3-23-12 千川マンション 1階
191 ⿂⺠ ⾚⽻東⼝駅前店 東京都 北区⾚⽻1-2-6 丸澤ビル 5階
192 笑笑 ⽥端北⼝駅前店 東京都 北区⽥端1-21-8 NSKビル 2階
193 ⽬利きの銀次 浮間⾈渡駅前店 東京都 北区浮間4-32-20 松岡ビル 2階
194 ⿂⺠ 押上駅前店 東京都 墨⽥区押上3-22 K・Kビル 2階
195 ⼭内農場 錦⽷町南⼝駅前店 東京都 墨⽥区江東橋3-8-7 錦⽷町駅前プラザビル 5階
196 キタノイチバ 錦⽷町南⼝駅前店 東京都 墨⽥区江東橋3-8-7 錦⽷町駅前プラザビル 5階
197 ⽬利きの銀次 錦⽷町南⼝駅前店 東京都 墨⽥区江東橋4-28-4 錦楽ビル 1階
198 ⽬利きの銀次 曳⾈駅前店 東京都 墨⽥区東向島2-29-13 ⽥原⾹油ビル 1階2階
199 ⿂⺠ 東向島駅前店 東京都 墨⽥区東向島5-3-7 信徳東向島ビル 2階
200 ⿂⺠ 両国駅前店 東京都 墨⽥区両国3-26-5 両国ビルディング 3階
201 ⿂⺠ ⽴川南⼝駅前店 東京都 ⽴川市柴崎町3-6-6 ⽴川TSJビル 4階
202 勝⼿にサワー ⽩⽊屋 ⽴川北⼝駅前店 東京都 ⽴川市曙町2-7-20 ＭＡビルディング ２階
203 ⿂⺠ 練⾺⾼野台北⼝駅前店 東京都 練⾺区⾼野台1-5-2 ヴェリテ練⾺⾼野台 2階
204 福福屋 ⽯神井公園南⼝駅前店 東京都 練⾺区⽯神井町3-24-3 ⽯神井公園駅前ビル 2階
205 ⿂⺠ ⼤泉学園北⼝駅前店 東京都 練⾺区東⼤泉1-30-7 瀧島ビル 2階
206 千年の宴 練⾺駅前店 東京都 練⾺区豊⽟北5-16-6 レイチェ 1階


