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株式会社DDホールディングス　東京都食品衛生自主管理認証制度（本部認証）認証対象施設一覧

№ 施設名・屋号

1 GLASSDANCE 八重洲 東京都 中央区八重洲1丁目5番10号 1階、2階
2 GLASS DANCE カレッタ汐留 東京都 港区東新橋一丁目8番2号 カレッタ汐留キャニオン 1階
3 GLASS DANCE 六本木 東京都 港区六本木六丁目1番23号 ホテルアルカトーレ六本木 1階、地下1階
4 GLASS DANCE 品川 東京都 港区港南二丁目3番26号 モンテーヌ品川 1階
5 GLASS DANCE 品川港南店 東京都 港区港南二丁目16番5号 品川グランパサージュ2 1階
6 GLASS DANCE 新宿 東京都 新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル 地下1階
7 GLASS DANCE 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 横浜岡田屋モアーズ 9F
8 FANTASY DINING 迷宮の国のアリス 東京都 中央区銀座８丁目8番5号 太陽ビル 5階
9 絵本の国のアリス 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目6番2号 T-wingビル 地下2階
10 魔法の国のアリス 東京都 新宿区西新宿一丁目5番1号 小田急ハルク 地下3階
11 ワインホールグラマー 東京都 中央区銀座8丁目2番1号 ニッタビル 地下1階
12 MEAT＆WINE ワインホールグラマー 新橋 東京都 港区新橋二丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館 1階
13 ワインホールグラマー NEXT新橋 東京都 港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル 1F
14 MEAT＆WINE WINEHALL GLAMOUR 浜松町 東京都 港区浜松町二丁目5番1号 石渡ビル 1階
15 ワインホールグラマー赤坂 東京都 港区赤坂三丁目12番3号 コンチネンタル赤坂V 1階
16 WINEHALL GLAMOUR 田町 東京都 港区芝五丁目27番10号 サンシャイン5ビル 2階
17 ワインホールグラマー上野 東京都 台東区上野六丁目16番9号 第一金子ビル 1階、2階
18 ワインホールグラマー 大崎 東京都 品川区大崎一丁目6番5号 大崎ニューシティ 2階
19 WINEHALL GLAMOUR 池袋 東京都 豊島区西池袋一丁目14番4号 キンズメンビル1階、2階
20 ワインホールグラマー中之島 大阪府 大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワーウエスト 地下1階
21 ワインホール グラマー 名駅 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目17番19号
22 ベルサイユの豚 九段下 東京都 千代田区九段北一丁目2番7号 フローレンス九段1～3階
23 ベルサイユの豚 田町 東京都 港区芝五丁目26番地20号 建築会館 2階
24 ベルサイユの豚 東京都 墨田区江東橋三丁目13番6号 KINSIAビル 5F
25 ベルサイユの豚西新宿 東京都 新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー東棟 地下1階 B1206区画
26 Grand Breton Café 東京都 千代田区神田花岡町1番地1　ヨドバシAKIBAビル ８F 815区画
27 Marche aux Poissons 東京都 中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー 地下1階
28 銀座レストラン VAMPIRE CAFE 東京都 中央区銀座6丁目7番6号 ラペビル 7階
29 ザ・ステーキ 六本木店 東京都 港区六本木四丁目10番11号 コムロビル 1階
30 bistro あわ 東京都 港区麻布十番二丁目2番8号 高林ビル 1階
31 A to Z café 東京都 港区南青山五丁目8番3号 ｅｑｕｂｏビル 5階
32 DONE CONA CONERY 品川 東京都 港区港南二丁目16番5号 品川グランパサージュ2 地下1階
33 あわよくばあー 東京都 港区港南二丁目5番4号 滝沢ビル 1階
34 King Of The Pirates 東京都 港区台場一丁目7番1号 アクアシティお台場 5階 R502
35 ドン・コナコネリー 東京都 品川区東五反田二丁目1番2号 レミィ五反田 8階
36 NIKOKO KANAYA HOTEL CRAFT GRILL 東京都 新宿区新宿三丁目32番6号 BEAMS JAPAN 地下1階
37 Cafe noise 東京都 豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャインシティアルパ B1階
38 ROCKET 岡山県 岡山市北区下石井一丁目2番1号 イオンモール岡山 7F 7003-2
39 café 43 広島県 広島市中区上幟町7番1号
40 HIROSHIMA 2016 RESTAURANT UNDER THE SKY 広島県 広島市中区胡町6番26号
41 café citron 広島県 広島市中区小町1番1号 
42 47 広島県 広島市中区本通9番2号
43 dali 広島県 広島市中区袋町6番51号
44 Monday 広島県 広島市中区袋町6番50号
45 Supperclub 広島県 広島市中区新天地1番9号
46 SUPER SUPPER CLUB 広島県 広島市中区新天地1番20号
47 cafe chou chou 広島県 広島市中区小町7番1号
48 四万十川 東京都 千代田区有楽町二丁目1番21号 新幹線高架下 1階
49 わらやき屋 九段下 東京都 千代田区九段下北一丁目3番5号 九段第2清新ビル 1階・2階
50 わらやき屋 九段坂別邸 東京都 千代田区九段下一丁目10番5号 サンブリッジ九段ビル 1F
51 銀座わらやき屋 東京都 中央区銀座6丁目5番15号 銀座能楽堂ビル 6階
52 わらやき屋 竜馬が如く 東京都 港区新橋二丁目15番9号 S-plaza弥生ビルⅡ 5,6階
53 わらやき屋 龍馬道場 東京都 港区新橋三丁目22番3号 新橋S.Pビル 地下1階・1階・2階
54 わらやき屋 龍馬の塔 東京都 港区浜松町二丁目1番7号 浜松町201ビル 1階2階3階
55 わらやき屋 浜松町 東京都 港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング 1階
56 わらやき屋 東京都 港区六本木六丁目8番8号 六本木ゴーディビル 1階
57 わらやき屋赤坂店 東京都 港区赤坂三丁目12番3号 コンチネンタル赤坂ビル 1階
58 わらやき屋 田町 東京都 港区芝五丁目26番20号 建築会館 1階
59 龍馬街道 東京都 港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー 地下1階
60 わらやき屋 品川店 東京都 港区港南二丁目5番5号 港南OMTビル 2、3階
61 わらやき屋 上野広小路店 東京都 台東区上野一丁目19番10号　上野広小路会館別棟
62 わらやき屋 新宿 東京都 新宿区新宿三丁目15番11号 アドホック新宿ビル 8階 
63 わらやき屋四万十川 新宿 東京都 新宿区新宿三丁目27番10号 武蔵野会館 6階
64 わらやき屋 横浜 神奈川県 横浜市西区南港2-6-6 DDZ-POINT 3F、４F、RF

住所



65 わらやき屋北新地 大阪府 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目3番23号 FOODERビル１階
66 江戸の鶏処 東京今井屋本店 東京都 千代田区丸の内二丁目4番1号 丸ノ内ビルディング 6F
67 六本木今井屋本店 東京都 港区六本木七丁目13番2号 アーバンビル 1階
68 品川今井屋 本店 東京都 港区港南二丁目16番5号 品川グランパサージュ2  1階　101区画
69 恵比寿 今井屋総本店 東京都 渋谷区恵比寿西一丁目7番11号 1～2階
70 四ツ谷今井屋本店 東京都 新宿区四谷一丁目7番地 アクトワールドビル 1階
71 四ツ谷三丁目 今井屋本店 東京都 新宿区舟町四丁目1番地 メゾンド四谷 1階
72 今井屋本店 東京都 新宿区新宿三丁目33番10号 モリエールビル 地下1階
73 西新宿今井屋本店 東京都 新宿区西新宿一丁目18番15号 岡本ビル 地下1階
74 神楽坂今井屋本店 東京都 新宿区神楽坂二丁目13番地2 ホームズ飯田橋 地下1階
75 名古屋今井屋本店 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 ミッドランドスクエア 4F
76 心斎橋今井屋本店 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1丁目17番26号 浪速ビル 1階
77 MAIMON GINZA 東京都 中央区銀座8丁目3番先 西土橋ビル 1階･2階
78 美食米門 六本木 東京都 港区六本木六丁目1番3号 六門ビル 3階
79 美食米門 品川店 東京都 港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー 1階 103
80 美食米門 品川港南 Wine&Grill 東京都 港区港南二丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー 1階
81 MAIMON 恵比寿 東京都 渋谷区恵比寿南二丁目3番14号 CONZE恵比寿 7、8F
82 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
83 美食米門 梅田店 大阪府 大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZAエント 5階
84 隠れ房 南青山 東京都 港区南青山五丁目4番40号 橋本ビル 地下1階
85 隠れ房 品川四阿 東京都 港区港南二丁目16番5号 三菱重工ビル（品川グランパサージュ2） 102区画
86 新和食ダイニング隠れ房 新宿店 東京都 新宿区新宿三丁目15番11号 アドホックビル 7階
87 くずし割烹 隠れ房 御庭 東京都 新宿区新宿三丁目37番12号 新宿NOWAビル 7階
88 隠れ房 池袋店 東京都 豊島区東池袋一丁目41番4号 池袋東急ビル 6階
89 隠れ房町田別館 東京都 町田市原町田6丁目13番17号　アーバンミサワビル 3階
90 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
91 腹黒屋 新橋 東京都 港区新橋二丁目15番8号 新橋W・Bビル ２・3階
92 腹黒屋 東京都 港区港南二丁目3番26号 モンテーヌ品川ビル 2階
93 腹黒屋 田町 東京都 港区芝五丁目34番7号 田町センタービル 地下1F階
94 腹黒屋 横浜 神奈川県 横浜市西区南港2-6-6 DDZ-POINT 1F、２F
95 さかえや 東京都 渋谷区恵比寿西一丁目9番12号
96 さかえや高田馬場總本店 東京都 新宿区高田馬場三丁目4番16号 第二双葉ビル 1階、2階
97 さかえや 横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-3-8 クイーンズスクエアアット2nd 3F
98 さかえや浦和本店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂町11-1 浦和パルコ 5F （510区画)
99 水道橋 鳥福 東京都 千代田区三崎町二丁目22番18号 西山興業水道橋ビル 4階
100 聖橋 鳥福 東京都 千代田区神田駿河台二丁目4番地 ウイーンビル 6階
101 九段下 鳥福 東京都 千代田区九段下北一丁目3番4号 九段清新ビル 1階･2階
102 鳥福 上野店 東京都 台東区上野六丁目14番7号 ベリタス岡埜栄泉 3階
103 九州黒太鼓 新橋 東京都 港区新橋二丁目15番7号 S-PLAZA弥生ビル 8階
104 九州黒太鼓 品川 東京都 港区港南二丁目5番5号 港南OMTビル 4、5階
105 九州黒太鼓 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
106 薩摩ごかもん西梅田 大阪府 大阪市北区曽根崎新地2丁目1番18号 第3平川ビル
107 薩摩ごかもん 京橋本店 大阪府 大阪市都島区東野田町4丁目9番18号
108 蔵元個室 薩摩ごかもん 大阪府 大阪市中央区天満橋京町1番1号 京阪シティーモール 8階
109 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長刀鉾町8番 京都三井ビル 地下1階
110 霧乃個室清郎 東京都 港区港南二丁目5番5号 港南OMTビル 6～8階
111 蒸し屋 清郎 東京都 渋谷区神南一丁目20番16号 高山ランドビル 地下2階
112 京町恋しぐれ新宿 東京都 新宿区新宿三丁目18番4号 セノビル 5階
113 九州熱中屋有楽町LIVE 東京都 千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町電気ビル 地下1階（B105区画）
114 九州熱中屋日比谷LIVE 東京都 千代田区有楽町一丁目6番10号 日比谷スクワール日比谷ビル B1F
115 九州熱中屋神保町LIVE 東京都 千代田区神田神保町一丁目2番地12号 アイピー第一ビル 地下1階
116 九州熱中屋御茶ノ水LIVE 東京都 千代田区神田駿河台二丁目1番地30 フジビル 地下1階
117 九州熱中屋 飯田橋駅前LIVE 東京都 千代田区富士見二丁目11番10号 富士見ビル 地下1階
118 九州熱中屋 人形町LIVE 東京都 中央区日本橋人形町3丁目8番2号 ミハマビル 2階
119 九州熱中屋八重洲LIVE 東京都 中央区八重洲1丁目5番10号 RISM八重洲 B1F、1F、M2F
120 九州熱中屋 新橋烏森LIVE 東京都 港区新橋二丁目9番13号 1階2階
121 九州熱中屋新橋LIVE 東京都 港区新橋三丁目16番3号 烏森ビル 地下1階
122 九州熱中屋 赤煉瓦通りLIVE 東京都 港区新橋三丁目6番1号 碧山ビル 1階～4階
123 九州熱中屋 浜松町芝大門LIVE 東京都 港区芝大門二丁目5番8号 芝大門牧田ビル 地下1階
124 九州熱中屋 浜松町LIVE 東京都 港区芝大門二丁目4番1号 大門マイアミビル 2階
125 九州熱中屋 浜松町駅前LIVE 東京都 港区浜松町一丁目29番6号 浜松町セントラルビル 地下1階
126 九州熱中屋 赤坂LIVE 東京都 港区赤坂三丁目6番12号 山翆会館 地下1.2階
127 九州熱中屋 田町芝浦LIVE 東京都 港区芝浦三丁目14番18号 豊穣ビル 1階
128 九州熱中屋 品川グランパサージュLIVE 東京都 港区港南二丁目16番5号 三菱重工ビル 地下1F
129 熱中屋 東京都 港区港南二丁目2番6号 長山ビル 3階
130 九州熱中屋 品川シーズンテラスLIVE 東京都 港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 2階T209
131 九州熱中屋 上野LIVE 東京都 台東区上野二丁目7番7号 上野HSビル 地下1階
132 九州熱中屋 赤羽LIVE 東京都 北区赤羽一丁目2番6号 ㈱丸澤ビルヂング 2F
133 九州熱中屋錦糸町LIVE 東京都 墨田区錦糸三丁目2番1号　アルカイースト B１F



134 九州熱中屋 小岩LIVE 東京都 江戸川区南小岩七丁目25番10号 第1杉浦ビル 1階
135 九州熱中屋木場LIVE 東京都 江東区木場五丁目10番11号 穴倉ビル 1階
136 九州熱中屋目黒LIVE 東京都 品川区上大崎二丁目25番5号 久米ビル 地下1階
137 九州熱中屋 目黒駅前LIVE 東京都 品川区上大崎二丁目27番3号 山田ビル 9階
138 九州熱中屋 五反田LIVE 復活公演 東京都 品川区東五反田一丁目14番地14号 北原ビル 地下1階
139 九州熱中屋五反田LIVE 東京都 品川区東五反田二丁目2番地14号 駅前プラザビル 1階
140 九州熱中屋 大崎LIVE 東京都 品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎 2階
141 九州熱中屋 大森LIVE 東京都 大田区大森北一丁目3番7号 サファイア北ビル B1階
142 九州熱中屋大森LIVE 2号店 東京都 品川区南大井六丁目27番1号 浅野ビル 2階
143 九州熱中屋恵比寿LIVE 東京都 渋谷区恵比寿南一丁目4番地16号 水岡ビル 1階～5階
144 九州熱中屋 三軒茶屋LIVE店 東京都 世田谷区太子堂四丁目22番14号
145 九州熱中屋新宿LIVE 東京都 新宿区新宿三丁目20番6号 FSビル 7階
146 九州熱中屋 新宿三丁目LIVE 東京都 新宿区新宿三丁目7番5号 一兆ビル 地下1階、地下2階
147 九州熱中屋西新宿LIVE 東京都 新宿区西新宿一丁目19番13号 青鈴ビル 3階
148 九州熱中屋 新宿西口駅前LIVE １階･5階 東京都 新宿区西新宿一丁目16番7号 アイ・ディー・エス・ビル 1･5階
149 九州熱中屋 新宿ワシントンホテルLIVE 東京都 新宿区西新宿三丁目2番9号 新宿ワシントンホテル 地下1階
150 九州熱中屋 市ヶ谷LIVE追加公演 東京都 新宿区市ヶ谷八幡町1番地 新高ビル 地下1階
151 九州熱中屋新宿野村ビル LIVE店 東京都 新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル 地下1階（219A区画）
152 熱中屋 駒込店 東京都 豊島区駒込一丁目34番2号 ヒルクレスト駒込 B1階
153 九州熱中屋吉祥寺北口LIVE 東京都 武蔵野市吉祥寺本町一丁目9番3号 PALAZZOビル B１F
154 九州熱中屋 溝の口LIVE店 神奈川県 川崎市高津区溝口1-12-14 マイプラザビル 2F
155 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
156 九州熱中屋藤沢LIVE 神奈川県 藤沢市南藤沢3番4号 湘南薬品南藤沢ビル ２F
157 九州熱中屋 松戸LIVE 千葉県 松戸市本町4-8号
158 九州熱中屋浦和LIVE 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田ビルディング 1.2F
159 九州熱中屋 川口駅前LIVE 埼玉県 川口市栄町3丁目1-16 川口共同ビル 803
160 九州熱中屋 西川口 LIVE 埼玉県 川口市並木2-1-6 2階
161 九州熱中屋 東大宮LIVE 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮吾 5-39-2 AKビル2F
162 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
163 九州熱中屋志木LIVE 埼玉県 新座市東北2-39-7 生光商事ビル 2階
164 九州熱中屋新大阪LIVE 大阪府 大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 新大阪第一生命ビル 地下1階
165 九州熱中屋西中島南方LIVE 大阪府 大阪市淀川区西中島2丁目15番13号 第3シルバービル １階
166 九州熱中屋十三LIVE 大阪府 大阪市淀川区十三東2丁目6番17号
167 九州熱中屋心斎橋LIVE 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1丁目18番15号 勇拓ビル 地下1階
168 九州熱中屋上本町ﾊｲﾊｲﾀｳﾝLIVE 大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目3番31号 ハイハイタウン 地下1階
169 九州熱中屋野田阪神LIVE 大阪府 大阪市福島区大開1丁目20番7号 高速高架下
170 九州熱中屋庄内LIVE 大阪府 豊中市庄内東町2丁目2-23 光豊興産貸店舗 1F 
171 九州熱中屋摂津富田LIVE 大阪府 高槻市富田町1丁目9-4
172 九州熱中屋 樟葉LIVE 大阪府 枚方市楠葉花園町14番1号 エル樟葉 1階
173 九州熱中屋四条大宮LIVE 京都府 京都市中京区大宮通四条上ル錦大宮町145
174 九州熱中屋 伏見桃山LIVE 京都府 京都市伏見区京町4-167-1
175 九州熱中屋 桂LIVE 京都府 京都市西京区桂野里町50-25 桂東ビル 1階
176 九州熱中屋阪神尼崎 LIVE 兵庫県 尼崎市神田北通2-12-27 西原店舗 1F
177 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 １階
178 天ぷら食べ放題 Gachi 浜松町芝大門店 東京都 港区芝大門二丁目6番8号　中島ビル 1階
179 まる金 八重洲店 東京都 中央区日本橋3丁目2番3号 ユニバース第一ビル 地下1階
180 やきとり○金 新橋２号店 東京都 港区新橋二丁目11番1号 メナー新橋ビル 地下1階
181 まる金（○金） 新橋店 東京都 港区新橋三丁目18番1号 新橋千陽ビル 2階
182 やきとり○金新宿本店 東京都 新宿区新宿三丁目34番16号 池田プラザビル 4階
183 やきとり○金 市ヶ谷本店 東京都 新宿区市ヶ谷八幡町1番地 新高ビル 2階
184 やきとり○金 本八幡本店 千葉県 市川市南八幡3丁目5番15号 並木ビル B1F
185 やきとり○金 阪神尼崎本店 兵庫県 尼崎市神田北通2-12-27 西原店舗 2F
186 新橋シャモロック酒場第二鶏舎 東京都 港区新橋二丁目16番1号 ニュー新橋ビル 202
187 みちのく地鶏旅 新橋シャモロック酒場 東京都 港区新橋三丁目18番地8号 三館ビル 1階2階
188 シャモロック酒場西新宿鶏舎 東京都 新宿区西新宿一丁目15番13号 西新宿島田ビル 2階
189 香港屋台 カンフーキッチン カレッタ汐留店 東京都 港区東新橋一丁目8番2号　カレッタ汐留 地下2階
190 五島人 神保町 東京都 千代田区神田神保町二丁目16番地2 第5千代田ビル 2F
191 五島人 浜松町店 東京都 港区浜松町二丁目6番2号 藤和浜松町ビル 1階
192 THE PUBLIC SIX TOKYO 東京都 港区六本木六丁目8番22号 イケガミ六本木ビル １階
193 THE PUBLIC RED 東京都 港区赤坂三丁目11番8号 ザ センチュリオンホテルクラシック赤坂 1階
194 あぶりどりバリ鳥　　【秋葉原】 東京都 千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX 2F 
195 あぶりどりの親子丼 丼米 東京都 江東区青海一丁目3番15号 パレットタウンウエストモール 3階
196 あぶりどりバリ鳥　　【オランダヒルズ】 東京都 港区虎ノ門五丁目11番2号 オランダヒルズ１階
197 バリ鳥　　【恵比寿】 東京都 渋谷区恵比寿南一丁目1番4号
198 一番酒場 あぶりどり バリ鳥 KITTE名古屋 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 LITTE名古屋 B1F 
199 京都おばんざい茶茶Ryu-rei 東京都 港区南青山五丁目8番3号 equboビル４階
200 茶茶 このか 東京都 渋谷区宇田川町12番9号 ジュール渋谷 4階
201 茶茶花 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目1番1号
202 京都おばんざい 茶茶 白雨 東京都 新宿区新宿三丁目26番18号 カワノビル 6階 



203 小割烹おはし あきはばらりびんぐ 東京都 千代田区外神田一丁目18番18号 秋葉原ダイビル駅前プラザ 5Ｆ 
204 小割烹おはし 銀座コリドー 東京都 中央区銀座7丁目2番地先 銀座コリドー 2階
205 小割烹 おはし 東京都 渋谷区渋谷一丁目12番1号 カレイド渋谷宮益坂 １階
206 小割烹おはし恵比寿 東京都 渋谷区恵比寿南一丁目5番5号 アトレ恵比寿 6階
207 小割烹 おはし えびすりびんぐ 東京都 渋谷区恵比寿南二丁目3番14号 コンツェ恵比寿 5階
208 小割烹 おはし めいえきりびんぐ 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目5番15号 コスモス名駅east 2F 
209 小割烹 おはし 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街9番1号 KITTE博多 10F 
210 京都 石塀小路 豆ちゃ 有楽町店 東京都 千代田区有楽町二丁目5番1号 ルミネ有楽町店 ルミネ1 8F 
211 石塀小路 豆ちゃ　　【日本橋】 東京都 中央区日本橋1丁目4番1号 日本橋一丁目ビルディング コレド日本橋 4階
212 石塀小路 豆ちゃ　　【渋谷】 東京都 渋谷区宇田川町3番1号 東武ホテル 地下1階 
213 石塀小路 豆ちゃ新宿 東京都 新宿区新宿三丁目1番26号 新宿イーストビル 8階
214 石塀小路 豆ちゃ　　【横浜】 神奈川県 横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜店 7F 
215 石塀小路 豆ちゃ 京都府 京都市東山区下河原八坂鳥居前下る下河原町463-16
216 chano-ma　　【中目黒】 東京都 目黒区上目黒一丁目22番4号 中目黒勧業ビル 6Ｆ 
217 chano-ma　　【代官山】 東京都 渋谷区恵比寿西一丁目34番17号 ZaHOUSEビル 2階
218 latte chano-mama 東京都 新宿区新宿三丁目14番1号 伊勢丹新宿店 6階 
219 chano-ma　　【池袋】 東京都 豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザ 9階
220 chano-ma ・ Red Brick Warehouse 神奈川県 横浜市中区新港1-1-2 赤レンガ倉庫2号棟 3F 
221 chano-ma 名古屋パルコ 愛知県 名古屋市中区栄三丁目29番1号 名古屋パルコ 西館 7Ｆ 
222 chano-ma 茶屋町 大阪府 大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町 9F 
223 chan-ma 京都 京都府 京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町605 
224 chano-ma 神戸 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目4-3 クレフィ三宮 6階
225 chano-ma 兵庫県 西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ ４F 406 
226 chano-ma　　【岡山】 岡山県 岡山市北区駅元町 岡山一番街 地下12号 
227 chanoma　　【広島】 広島県 広島市中区本通2番19号
228 和カフェ yusoshi chano-ma　　【上野】 東京都 台東区上野六丁目15番1号 マルイシティ上野 9階 
229 和カフェyusoshi chano-ma　　【立川】 東京都 立川市曙町二丁目1番1号 立川ルミネ 8F
230 和カフェyusoshi　　【町田】 東京都 町田市原町田6丁目1番11号 ルミネ町田店 9F 
231 和カフェ yusoshi chano-ma 大阪府 大阪市中央区難波3丁目8番11号 東宝南街ビル なんばマルイ 7階 
232 和カフェ yusoshi あべのand 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand 4F
233 24/7 café apartment　　【有楽町】 東京都 千代田区有楽町二丁目7番1号 有楽町マルイ 5F
234  24/7 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-3 みなとみらい横浜スクエア③ 3F 
235 24/7 cafe apartment KITTE名古屋 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 KITTE名古屋 2F 
236 24/7 cafe apartment umeda 大阪府 大阪市北区大深町4番1号 グランフロント大阪ショップ＆レストラン うめきた広場
237 24/7 coffee&roaster　　【宇品】 広島県 広島市南区宇品海岸三丁目12番38号
238 24/7 cafe apartment 福岡県 福岡市中央区天神二丁目9番18号 福岡パルコ新館 4階 
239 めん、色いろ。いつでも、おやつ。　　【新宿】 東京都 新宿区新宿三丁目38番1号 ルミネエスト 7階
240 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 東急武蔵小杉駅ビル 4F S407 
241 めん、色いろ。いつでも、おやつ。 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地 京都駅前地下街ポルタ 525区画

242 Rice people,Nice people!　　【名古屋】 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 JRゲートタワー 13F 
243 Rice people,Nice people! 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街9番1号 KITTE博多 9F 
244 六本木 百鳥 東京都 港区六本木六丁目4番1号 ハリウッドビューティープラザ 地下2階 
245 百鳥 東京都 渋谷区恵比寿南一丁目8番1号 ＳＴＭエビスビル 5階
246 NOVEL SHINSAIBASHI 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2丁目2番3号 EDGE心斎橋 13・14階
247 京都幽玄（新館） 京都府 京都市東山区八坂上町385
248 CASA FELIZ 広島県 広島市西区観音新町四丁目14番11号
249 牛弁慶 東京都 港区新橋三丁目18番7号 桃山ビル 1階
250 The BAGUS PLACE 東京都 中央区銀座2丁目4番6号 銀座ベルビア館 地下1階
251 ハタハタ屋敷 東京都 千代田区有楽町0番地 銀座インズ2 地下1階
252 BAGUS QUALIA 東京都 中央区銀座6丁目5番15号 銀座能楽堂飯島ビル本館 7階
253 BAGUS GOLKA 東京都 中央区銀座八丁目10番17号 銀座サザンビル 4・5・6階
254 バグース銀座 東京都 中央区銀座6-2-3 Daiwa銀座ビル B1
255 かに地獄 東京都 港区新橋二丁目16番1号 ニュー新橋ビル 地下1階 68区画
256 馬並み家 東京都 港区新橋二丁目9番17号 第二常盤ビル 1階
257 BAGUS1967 東京都 港区六本木五丁目10番25号 EXけやき坂ビルL棟 3階
258 焼鳥 しの田 麻布十番 東京都 港区麻布十番三丁目6番2号 NS麻布十番ビル高層棟 2階
259 土佐料理桂浜 麻布十番 東京都 港区麻布十番三丁目6番2号 NS麻布十番ビル 地下1階
260 KAWAII MONSTER CAFÉ HARAJUKU 東京都 渋谷区神宮前四丁目31番10号　YMスクエアビル 4階 　
261 あくとり代官鍋之進 東京都 渋谷区道玄坂一丁目5番2号 渋谷SEDEビル 3階
262 戦国武勇伝 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目6番2号 T-wingビル 4階
263 七色てまりうた 東京都 新宿区新宿三丁目28番10号 ヒューマックスパビリオン新宿東口 5階
264 三丁目の勇太 東京都 新宿区新宿三丁目6番11号 第一玉屋ビル 1階
265 九州屋 東京都 新宿区新宿三丁目6番11号 第一玉屋ビル 地下1階
266 寅長 東京都 新宿区西新宿一丁目15番10号 エスアイシービル 1階、2階
267 星空の中へ 東京都 新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル 50階
268 瀬戸内 とりかつ 東京都 渋谷区道玄坂一丁目4番19号 マークシティビル 1階
269 やきもんやSaute 東京都 足立区千住旭町42番2号 ルミネ北千住 8F 
270 Ochobohan 東京都 新宿区新宿三丁目38番1号 ルミネエスト新宿 8階
271 一汁一菜ごはん 御御御 埼玉県 さいたま市大宮区錦町630 大宮ルミネ2 4F 



272 銀座 樽丸 千葉県 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地 スーク海浜幕張 3階
273 やきとり とりあさ 京都府 京都市下京区四条烏丸通東入ル長刀鉾町8番 京都三井ビル 地下1階
274 京都幽玄 京都府 京都市東山区八坂上町385
275 にんにくや マナオ 広島県 広島市中区立町6番11号
276 nakasu Rooftop Garden BAGUS [es] 福岡県 福岡市博多区中洲四丁目6番12号 prato NAKASU 9階10階
277 黒バラモン 五島人 田町店 東京都 港区芝五丁目26番20号 建築会館 地下1階
278 九州熱中屋 田町三田LIVE／やきとり○金 田町本店 東京都 港区芝五丁目26番20号 建築会館 地下1階
279 キリストンカフェ東京 東京都 新宿区新宿五丁目17番13号 オリエンタルウエーブビル 8.9階
280 五島人西新宿／○金新宿大ガード店 東京都 新宿区西新宿七丁目10番20号 日新ビル 2階
281 上野黒門 しのばず屋別邸 東京都 台東区上野一丁目20番11号 鈴乃屋・室建ビル 4階
282 龍馬の空 別邸 東京都 新宿区西新宿一丁目4番2号 141新宿ビル 地下1階、地下2階
283 お伽噺 東京都 豊島区南池袋二丁目16番8号 藤久ビル東3号館 B1階
284 Bane Bagus 銀座／Bagus EXE 東京都 中央区銀座6丁目3番9号 Sun-mi 高松ビル 地下1階・地下2階・2階
285 お伽噺west 大阪府 大阪市北区芝田1丁目8番1号 北野阪急ビル 1階
286 café 44 Quarante Quatre 広島県 広島市中区立町6番3号
287 RIVA 広島県 広島市中区新天地1番17号
288 45（キャラントサンク）/コーダリー　・　45 bis あわ 広島県 広島市中区袋町1番18号 


