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1 新橋 3VINTHEO ワインバル 03-6435-6650 港区 新橋3-14-6　小林ビル1F

2 新橋 Rassi's Bar ダイニングバー 03-3437-5525 港区 新橋4-10-8

3 新橋 新橋ワイン食堂NAGARE ワインバル 03-6809-1678 港区 新橋3-16-22 池野６号ビル１F

4 新橋 クイーン・オブ・チキンズ バル 03-6809-2595 港区 新橋3-8-8 リバティ８　１F

5 新橋 Wine Bar TeRRa 新橋店 ワインバル 03-3459-1567 港区 新橋3-11-5　1F

6 新橋 カリーナ プリマベーラ イタリアン 03-3574-5581 港区 新橋2-21-1 新橋駅前ビル2号館B1

7 新橋 ラ・コピータ ワインバル 070-6525-2660 港区 新橋2-12-2 HK新橋　2F

8 新橋 Borracho ワインバル 03-6721-5330 港区 新橋3-22-2　東ビル1F

9 新橋 King BEE R＆B／SOUL バー 03-3459-8338 港区 新橋4-18-1　鳥新ビルB1

10 新橋 ROCKなShotbar meatwo ショットバー 03-3459-0502 港区 新橋3-17-8中井ビル2F

11 新橋 ARATETSU バー 03-6317-8161 港区 新橋4-18-4 十合ビル B1F

12 新橋 いわなみ 居酒屋 080-3457-2296 港区 新橋4-6-6　米山ビル1F

13 新橋 小山亭 洋食居酒屋 03-3434-8866 港区 新橋3-9-4　田中ビル1F

14 新橋 超食 立ち飲み串揚げ 03-3571-0707 港区 新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館B1

15 新橋 MOMO ショットバー 03-6274-6258 港区 新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館1F

16 新橋 ８８６４ たこ焼居酒屋 03-6450-1393 港区 新橋5-10-8

17 新橋 NASTRO バー 港区 新橋2-21-1新橋駅前ビル２号館B1

18 新橋 BON2 バー 港区 新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館B1

19 新橋 ORYO バー 03-3595-2270 港区 新橋2-10-9 ダイワビル1F

20 新橋 神戸餃子　樂 神戸餃子専門店 03-3433-1633 港区 新橋4-11-5 園ビル1F

21 新橋 波打 バル 03-3572-5086 港区 新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館B1

22 人形町 Junjino ワインバル 03-6206-2026 中央区 日本橋人形町2-6-1

23 人形町 サロンゴカフェ バー 03-6661-1360 中央区 人形町1-8-2 谷津ビル　1F

24 人形町 伊勢利 和風フレンチ 03-6667-0030 中央区 人形町2-6-10

25 人形町 プランチャ バル 03-6231-1817 中央区 日本橋人形町2-7-2

26 人形町 PADOMA エンターテイメントバー 03-5641-9944 中央区 日本橋小網町16－19 B1F

27 人形町 一の屋・人形町バル バル 03-6231-1616 中央区 日本橋人形町1-2-7

28 中目黒 中目黒　楽屋 ライブパブ 03-3714-2607 目黒区 上目黒2-15-6

29 中目黒 魚屋　おらい 居酒屋 03-3760-6580 目黒区 上目黒2-15-12

30 中目黒 ＭＡＲＵ 居酒屋 03-6451-2592 目黒区 上目黒2-12-2

31 中目黒 ビストロ　おらい ビストロ 03-6451-2040 目黒区 上目黒2-12-13

32 中目黒 ＳＡＣＵＲＡ 居酒屋 03-5708-5437 目黒区 上目黒3-3-12　4Ｆ

33 中目黒 中目黒のけむり 居酒屋 03-6412-8008 目黒区 上目黒3-3-6　2Ｆ

34 中目黒 小籠包 茶樓 龍哉 中華・小籠包 03-5734-1866 目黒区 上目黒１−２６−１アトラスタワー２Ｆ 

35 恵比寿 二代目恵比寿ビヤホール 居酒屋 03-5457-3085 渋谷区 恵比寿西1-17-15

36 恵比寿 喰家（しょっかー） 居酒屋 03-6451-0594 渋谷区 恵比寿南1-4-17

37 恵比寿 純ちゃん 居酒屋 03-5789-0202 渋谷区 恵比寿172恵比寿横丁内

38 恵比寿 本丸 居酒屋 03-5421-0303 渋谷区 恵比寿1-4-1

39 恵比寿 牡蠣ベロ オイスターバル 03-6450-2500 渋谷区 渋谷区恵比寿１-７-１０

40 渋谷 フェロー バー 03-5458-2010 渋谷区 道玄坂1-6-10　早川ビル B1

41 渋谷 ボーデリア ハヤカワ バル 03-3461-8123 渋谷区 道玄坂1-6-10　早川ビル1F

42 赤羽 かきべえ オイスター居酒屋 03-5939-9078 北区 赤羽1-42-2

43 赤羽 みやざき屋 居酒屋 03-3901-8956 北区 赤羽19-11　2F

44 赤羽 中々 居酒屋 03-3903-7076 北区 赤羽1-41-1

45 赤羽 のんき　赤羽店 もつ焼き 03-6880-8910 北区 赤羽1-19-16

46 赤羽 菜菜や 居酒屋 03-3598-8311 北区 赤羽1-19-13

47 京成立石 イル　ヴィーノ ワインバル 080-4143-9538 葛飾区 立石1-10-10　立石ハイツⅡ1F

48 京成立石 TAMARIBAR バー 03-5670-1325 葛飾区 立石4-27-11

49 京成立石 ふくろう 居酒屋 03-3695-2906 葛飾区 立石4-26-17

50 京成立石 MAD BON BAR バー 090-4025-5414 葛飾区 立石4-50-11　2F
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