
令和 3 年 7 ⽉ 15 ⽇ 

株 式 会 社 モ ン テ ロ ー ザ 
(本社 東京都武蔵野市中町⼀丁⽬ 17 番 3 号) 

 
 
 
 
 
 

【食材を無駄にしない】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」を実施いたします 
 

株式会社モンテローザは、7 月 16 日（金）からの休業店舗（約 100 店舗）の追加にあわせて、

休業店舗で休業前日一日限りの“全品半額セール”を実施いたします 
 

■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

12 日（月）からの東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・沖縄県内での 500 店舗の休業

に加え、7 月 16 日（金）から、対象地域以外の地域で約 100 店舗の休業を決定いたしました。

（北海道・愛知県・京都府・兵庫県の一部店舗です。） 

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 

当社は、この休業店舗の追加に合わせて、日ごろのお客様のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、

令和 3 年 7月 15 日(木)の一日に限り、追加で休業予定の約 100 店舗を対象に「売り切れ御免！

全品半額セール」を実施いたします。これは、「食材を無駄にしない、フードロス削減」の取り

組みの一環として、“半額セール”という形で、お客様に還元させていただく趣旨です。 
 

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長期化したことで、

今なお、満足な営業を行うことができず、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 100

店舗の休業店舗の追加を実施いたします。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※ 休業期間は各地⽅⾃治体の要請により異なります。なお、セール実施店舗・休業期間は予告なく

変更する場合があります。 

※ ⽩⽊屋 ⼭科駅前店（ホルモン）は、7 月 18 日から休業するため、7⽉17⽇に半額セールを⾏い

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 15 日(木) 

実施内容：店内でお召し上がりの商品を“半額”で提供します。 

（休業予定の店舗のみのセールです。） 

実施店舗：休業予定 約 100 店舗（北海道・愛知県・京都府・兵庫県の一部店舗です。店舗詳細

は、当社ホームページでお知らせします。） 

 

■ご留意事項 

・休業予定の店舗（約 100 店舗）のみの 1 日限定のセールです。 

・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割引セール等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の対象外です。 

 

■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します。ご協力頂けない     

場合や発熱を確認した場合には、ご利用・ご入店をお断りさせていただきます。何卒、ご理解

ご協力を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 

 



■休業店舗⼀覧（北海道・愛知・兵庫・京都）

№ 店舗名 休業⽇程 都道府県

1 ⿂⺠ 知⽴駅前店（ホルモン） 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 知⽴市新富2-8 知⽴駅前ビル 2階

2 ⿂⺠ 刈⾕北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 刈⾕市桜町2-2 桜町ビル 1階、2階

3 ⿂⺠ 東刈⾕南⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 刈⾕市東刈⾕町1-13-2 1階

4 Ｎ⽩⽊屋 知⽴駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 知⽴市栄2-10 CHIRYU CROSS GATE 4階

5 千年の宴 刈⾕北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 刈⾕市桜町1-30 エスタリオ刈⾕ 1階

6 ⼭内農場 刈⾕北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 刈⾕市桜町1-30 エスタリオ刈⾕ 1階

7 ⿂⺠ ⻘⼭駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 半⽥市⻘⼭2-26-7 スカイタウンビルPARTⅢ １階

8 ⿂⺠ 太⽥川東⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 東海市⼤⽥町後⽥20-1 ソラト太⽥川 2階

9 ⿂⺠ 常滑東⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 常滑市北条3-115-1 北条3丁⽬店舗 2階

10 ⿂⺠ 東浦駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 知多郡東浦町⼤字藤江字⼤坪58-1 ピボット東浦駅前コートA 1階

11 千年の宴 鳴海駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字向⽥95番地 リベスタ鳴海 1階

12 千年の宴 ⻘⼭駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 半⽥市⻘⼭2-25-9 27.モンテローザ半⽥⻘⼭ビル 2階

13 ⿂⺠ 豊橋東⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 豊橋市駅前⼤通1-46-1 豊鉄ターミナルビル 2階

14 ⿂⺠ 三河豊⽥駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 豊⽥市⼭之⼿4-152 三河豊⽥駅前ビル 3階

15 ⿂⺠ 岡崎東⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 岡崎市⽻根町東荒⼦57番地 1階・2階

16 笑笑 蒲郡北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 蒲郡市元町7-1 蒲郡駅前ビル 1階

17 N⽩⽊屋 豊川⻄⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 豊川市豊川元町1 ⽯⿊ビル 1階

18 ⼭内農場 三河豊⽥駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 豊⽥市⼭之⼿4-152 三河豊⽥駅前ビル 2階

19 ⿂⺠ 三河安城駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市三河安城南町1-9-5 岩井ビル 1階

20 福福屋 ＪＲ安城南⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市朝⽇町13-3 オカダビル 2階

21 ⽬利きの銀次 ＪＲ安城南⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市朝⽇町13-3 オカダビル 1階

22 ⽬利きの銀次 三河安城駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市三河安城南町1-9-5 岩井ビル 1階

23 ⼭内農場 新安城北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市東栄町1-7-3 新安城コスモビル 1階

24 ⼭内農場 三河安城駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 安城市三河安城町1-9-2 第２東祥ビル 1階

25 ⿂⺠ ⼤曽根駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市北区⼤曽根3-13-16 オズワンビル 1階、2階

26 笑笑 ⾼蔵寺南⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 春⽇井市⾼蔵寺町4-8-6 ピボット⾼蔵寺駅前ビル 2階

27 千年の宴 ⼩牧駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 ⼩牧市中央2-149 ステータスビル 1階

28 ⼭内農場 平安通駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市北区平安2-1-10 第5⽔光ビル 1階

29 ⿂⺠ ⽝⼭⻄⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 ⽝⼭市⼤字⽝⼭字東古券331-2 ベルファビル 2階

30 鶏のジョージ ⿊川駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市北区志賀南通1-21 ⽇劇⿊川ビル 地下1階

31 N⽩⽊屋 名古屋太閤通⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市中村区椿町15-28 サン名駅⻄⼝ビル 2階3階

32 くろ○ 名古屋太閤通⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市中村区椿町15-28 サン名駅⻄⼝ビル 1階

33 千年の宴 ⽝⼭駅東⼝店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 ⽝⼭市松本町3-15 川村様松本町店舗 1階

34 ⿂⺠ 原駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市天⽩区原1-204 ハイツ原PI 1階

35 ⿂⺠ 野並駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市天⽩区野並3-413 ワイズ企画野並ビル 1階

36 鶏のジョージ 桜⼭駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市瑞穂区桜⾒町1-1-14 アヴェニュー桜⼭Classy 1階2階

37 千年の宴 新瑞橋駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市瑞穂区洲⼭町2-32 新瑞ターミナルビル 地下1階

38 ⼭内農場 ⾦⼭北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市中区⾦⼭2-16-23 NSビル 1階

39 ⿂⺠ 岩倉⻄⼝駅前店（ホルモン） 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 岩倉市栄町2-74 岩倉B・H・Mビル 2階

40 ⿂⺠ 国府宮駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 稲沢市国府宮2-5-31 味⼀ビル 2階

41 笑笑 国府宮駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 稲沢市国府宮2-5-31 味⼀ビル 1階

42 ⽬利きの銀次 江南⻄⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 江南市古知野町朝⽇155 HATANO駅前ビル 1階

43 ⼭内農場 名駅3丁⽬店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市中村区名駅3-14-6 COLLECT MARK名駅3丁⽬ 6階

44 N⽩⽊屋 岩塚駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 名古屋市中村区畑江通9-27-1 メゾン中川 2階

45 福福屋 津島駅前店 7⽉16⽇〜8⽉11⽇まで休業 愛知県 津島市天王通り6-66-2 サンパーク津島ビル 2階

46 N⽩⽊屋 ⼭科駅前店（ホルモン）  （※） 7⽉18⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市⼭科区安朱桟敷町23 ラクトA棟 2階

47 ⿂⺠ 四条⼤宮東⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市中京区四条通⼤宮⻄⼊錦⼤宮町116 ｍｉｂｕｎａ京都⼤宮 南棟 3階

48 ⿂⺠ 丸太町駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市中京区丸太町通室町東⼊常真横町191 アオキ書店ビル 1階

49 ⿂⺠ 中書島北⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市伏⾒区南新地57-4 クレアール南 1階

50 ⿂⺠ 三条河原町店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市中京区三条通河原町東⼊中島町84-2 ⽴美家ビル 1階

51 千年の宴 京都中央⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市下京区東洞院通塩⼩路下ル東塩⼩路町849番地 セレマビル 3階

住所

※ 休業期間は各地⽅⾃治体の要請により異なります。なお、セール実施店舗・休業期間は予告なく変更する場合があります。
※ N⽩⽊屋⼭科駅前店（ホルモン）は7⽉17⽇に半額セールを⾏います。



■休業店舗⼀覧（北海道・愛知・兵庫・京都）

№ 店舗名 休業⽇程 都道府県 住所

※ 休業期間は各地⽅⾃治体の要請により異なります。なお、セール実施店舗・休業期間は予告なく変更する場合があります。
※ N⽩⽊屋⼭科駅前店（ホルモン）は7⽉17⽇に半額セールを⾏います。

52 ⽵取酒物語 京都中央⼝駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市下京区東洞院通塩⼩路下ル東塩⼩路町849番地 セレマビル 3階

53 笑笑 京都駅前店 7⽉16⽇〜8⽉1⽇まで休業 京都府 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩⼩路町720 京都駅前駿河屋ビル 5階

54 千年の宴 ＪＲ尼崎南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 尼崎市⻑洲⻄通1-1-2 ＪＲ尼崎駅前ビル 1階

55 ⿂⺠ 豊岡駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 豊岡市⼤⼿町4-5 アイティ豊岡 1階

56 ⿂⺠ 篠⼭⼝⻄⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 丹波篠⼭市⼤沢2-9-6 前川店舗 1階

57 ⿂⺠ フラワータウン駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 三⽥市武庫が丘7-2-1 三⽥サミットホテル 2階

58 千年の宴 三⽥南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 三⽥市中央町10-1 三⽥セントラルカーサ 2階

59 ⿂⺠ 岡場駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市北区藤原台北町1-1-1 永遠ビル 1階

60 ⿂⺠ ＪＲ⻄宮北⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 ⻄宮市⻄福町2-24 エトール⻄ノ宮 2階

61 N⽩⽊屋 新神⼾駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市中央区⽣⽥町1-4-1 ショダリ21 地下1階

62 N⽩⽊屋 三ノ宮駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市中央区雲井通6-1-5 コスモビル 地下1階

63 N⽩⽊屋 三宮北⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市中央区加納町4-3-3 さくら三神ビル 地下1階

64 Ｎ⽩⽊屋 御影南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市東灘区御影本町2-16-3 宝盛ビルディング 1階

65 くろ○ 神⼾駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市中央区多聞通3-3-1 神⼾アークプラザビル 1階

66 千年の宴 武庫之荘南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 尼崎市南武庫之荘1-19-26 サークルF 2階

67 ⼭内農場 兵庫駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市兵庫区⽻坂通4-1-1 兵庫駅前ビル 1階

68 N⽩⽊屋 阪急伊丹駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 伊丹市⻄台3-9-22 ⻄台駅前ビル 1階

69 ⿂⺠ 宝塚花の道店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 宝塚市栄町1-1-20 1階

70 ⿂⺠ 宝塚南⼝駅サンビオラ２番館店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 宝塚市南⼝2-14-2 サンビオラ2番館 2階

71 笑笑 川⻄能勢⼝東⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 川⻄市⼩花1-6-20 肥⽖ビル 2階

72 N⽩⽊屋 宝塚花の道店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 宝塚市栄町1-1-20 2階

73 ⽬利きの銀次 川⻄能勢⼝東⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 川⻄市⼩花1-6-20 肥⽖ビル

74 ⿂⺠ 播州⾚穂南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 ⾚穂市加⾥屋290-10 プラット⾚穂 1階

75 千年の宴 加古川北⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 加古川市加古川町篠原町字三ッ升30-10 JR加古川駅⻄NKビル 1階

76 ⼭内農場 姫路南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 姫路市南畝町1-31 南畝町店舗 1階

77 ⿂⺠ ⼭陽網⼲駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 姫路市網⼲区新在家1436-1 南極21ビル 1階

78 ⿂⺠ 加東上中店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 加東市上中3-15

79 ⿂⺠ 名⾕北⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市須磨区中落合3-1-10 ＬＵＣＣＡ名⾕ 2階

80 ⿂⺠ 志染⻄⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 三⽊市志染町広野1-73

81 わらわら 学園都市駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市⻄区学園⻄町1-1-1 ユニバープラザ 1階

82 鶏のジョージ 鈴蘭台東⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市北区鈴蘭台東町1-11-13 すずらんセントラルビル 2階

83 N⽩⽊屋 ⻄神中央駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市⻄区糀台5-3-11 ⻄神ボウルプラザ 1階

84 Ｎ⽩⽊屋 新⻑⽥駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市⻑⽥区松野通1-5-16 国際ビル 地下１階

85 千年の宴 ⾕上駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 神⼾市北区⾕上東町1-1 ⾕上SHビル 1階

86 ⿂⺠ 洲本店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 洲本市栄町1-3-30 １階

87 ⿂⺠ ⼤久保南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 明⽯市⼤久保町ゆりのき通1-3-1 ビエラ⼤久保 1階

88 N⽩⽊屋 ⻄明⽯駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 明⽯市和坂14-7 ⽵中ビル 2階

89 ⿂⺠ パピオスあかし店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 明⽯市⼤明⽯町1-6-1 パピオスあかし 3階

90 キタノイチバ ⻄明⽯駅前店 7⽉16⽇〜7⽉31⽇まで休業 兵庫県 明⽯市和坂14-7 ⽵中ビル 2階

91 笑笑 札幌駅南⼝ビックカメラ前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市中央区北４条⻄2-1-25 札幌ＴＲビル ８階

92 千年の宴 札幌駅南⼝ビックカメラ前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市中央区北４条⻄2-1-25 札幌ＴＲビル ８階

93 濱焼北海道⿂萬 新札幌駅前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市厚別区厚別中央1条6-3-1 ホクノー新札幌ビル 2階

94 キタノイチバ 札幌南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市中央区北4条⻄3-1-1 TJ札幌駅前ビル ４階

95 N⽩⽊屋 篠路店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市北区篠路3条4-1-1 1階

96 N⽩⽊屋 ⽉寒中央駅前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市豊平区⽉寒中央通7-2-12 ⽉寒カンダビル 1階

97 N⽩⽊屋 ⼿稲南⼝駅前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市⼿稲区⼿稲本町1条3丁⽬3-10 千葉ビル 2階

98 N⽩⽊屋 すすきの駅前店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市中央区南5条⻄3-11 五条ビル 3階

99 ⿂⺠ ⽩⽯ディノス店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市⽩⽯区南郷通1丁⽬北8番1号 ディノス札幌⽩⽯ビル 2階

100 ⿂⺠ 藤野店 7⽉16⽇〜7⽉25⽇まで休業 北海道 札幌市南区藤野2条2-1-3 33.モンテローザ藤野ビル


