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秋田県 旬彩 居酒屋 ふくろう亭

秋田県秋田市山王１丁目12-17

018-802-0144

宮城県 一語一咲

宮城県仙台市青葉区一番町4-4-8仙台協立第5ビル地下

022-221-5076

栃木県 味問屋 明日香 宇都宮店

栃木県宇都宮市仲町3-12

028-643-1917

京菜 かわにし

東京都港区六本木4-6-3

03-3403-2318

えぞ料理ユック 新橋店

東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル4F

03-3501-3983

日本料理 淡悦

東京都港区赤坂9丁目7-4東京ミッドタウンガレリア内ガーデンテラス3F-11

03-5413-8668

お食事処やまむら

東京都港区新橋2-8-14山田ビル2F

03-3502-8400

味街道 五十三次

東京都港区高輪4-10-30品川プリンスホテルメインタワー38F

03-5421-1114

えぞ料理ユック 新宿店

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル50F

03-3344-6586

東京都

郷土料理北の海道 エルプラザ店 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワーB2F

03-3340-3321

元祖 美唄やきとり 福よし 東京店

東京都港区虎ノ門1丁目11-5 森谷ビル1Ｆ

03-5157-2944

えぞ料理ユック 銀座店

東京都中央区銀座1-6-5ランディック第2銀座ビルB1F

03-3567-3388

こぶし

東京都中央区銀座7-2-11

03-3571-5669

函館呉竹

東京都中央区銀座6-12-12銀座ステラビルB1F

03-3574-5538

すし善 銀座店

東京都中央区銀座7丁目8-10FUKUHARAGINZA地下1階

03-3569-0068

おたる政寿司 銀座店

東京都中央区銀座1-7-7 ＰＯＬＡ銀座ビル10階

03-3562-7711

旭川ラーメン番外地

東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街北1号

03-3274-5005

北海道番屋 東京人形町店

東京都中央区日本橋堀留町1-8-11日本橋シゲマツビル1F

03-3661-2944

えぞ料理 竹橋店

東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビルB1F

03-3211-6575

えぞ会席はまなす亭 平河町店

東京都千代田区平河町1-2-10平河町第一生命ビルB1F

03-3237-7770

天婦羅 もも瀬

東京都千代田区九段南3-7-12九段津田ビルBF

03-3262-0308

味問屋 明日香 千住本店

東京都足立区千住旭町27-1

03-3888-4520

日本料理 明日香 泊舟

東京都足立区千住3-92北千住マルイ9F

03-5284-3601

國見

東京都墨田区押上1-1-2東京ソラマチ31Ｆ

03-5809-7100

新宿やまと楽

東京都新宿区新宿3-5-4レインボービレッジ4F

03-5312-5477

えぞ料理ユック 大崎店

東京都品川区大崎1-6-5大崎ニューシティ店舗街

03-3779-9325

深川食彩 一穂

東京都江東区木場2-8-8

03-3643-2255

あらばしり門前仲町

東京都江東区富岡1-1-10 若葉ﾋﾞﾙ1F

03-5875-8633

みくら

東京都世田谷区玉川3-5-8第4明友ビル2F

03-3700-8518

味問屋 明日香 下北沢店

東京都世田谷区北沢2-20-2

03-3410-3443

日本料理 韻松亭

東京都台東区上野公園4-59

03-3821-8126

北の旬菜 茶茶

東京都港区赤坂3-6-10桝よしﾋﾞﾙ4Ｆ

03-3587-1606

ニュー「キプロス」

東京都千代田区外神田6-6-9杉山ﾋﾞﾙ

03-3831-5030

酒采 おによめ

東京都新宿区高田馬場1-23-14ｼﾃｨｰﾎｰﾑｽﾞ1Ｆ

03-6228-0246

麺匠 真武咲弥

東京都渋谷区道玄坂2-10-3

03-6416-3778

おたる政寿司 新宿店
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-42-2 タカシマヤタイムズスクエア 14階
留萌マルシェ 品川イーストワンタ
東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワーB1F
ワー店
北海道地酒＆焼酎・北海道干物と
埼玉県
所沢市松葉町2-8
魚介粕漬の店 「新所沢 魚花」
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長野県 大衆酒場 阡

長野県長野市高田1087-1

090-3440-1000

千葉県 そばと小皿料理 若松

千葉県千葉市中央区神明町204-15(有)大善商事

043-247-1681

飛騨亭 和らく本陣

神奈川県小田原市南鴨宮2-23-9

0465-49-3915

積丹

神奈川県小田原市扇町2-16-10味のプラザ1階

0465-32-4083

厚田村

神奈川県茅ヶ崎市幸町1-17

0467-58-9425

DONBEI

神奈川県平塚市紅谷町18-1

0463-23-8030

えぞ料理ユック 横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1丁目5番10号
東京建物新横浜ビルB1階

045-314-7895

寿作（ジュサク）

神奈川県横浜市西区北幸2-10-28睦ビル地下1F

045-314-1850

鮨富（スシトミ）

神奈川県横浜市神奈川区泉町15-5山本ビル1F

045-322-1544

鳥作（トリサク） 白楽店

神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-9-22

045-401-8989

英寿司（ヒデズシ）

神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町922

045-383-3040

旭庵（アサヒアン）

神奈川県横浜市港北区岸根町453

045-491-4208

北の味と和み ぽあろ

神奈川県横浜市中区宮川町2-52-4宮川ＴＫﾋﾞﾙ3Ｆ

045-325-9525

鮨・近藤

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-6-19

0466-24-3330

山梨県北杜市高根町清里3545-410

0551-48-5180

海女の酌

愛知県名古屋市中区錦3丁目20-12第八錦ビル2F

052-955-8885

すし人酒伊

愛知県名古屋市東区泉2-28-12アクセス泉5C

052-930-6780

三重県三重郡菰野町字菰野1107-5ホープタウン1Ｆ

0593-93-2227

すし処 北の幸

京都府京都市東山区祇園町北側256（四条切り通し上る東側）

075-541-0370

祇園 かわもと

京都府京都市東山区八坂新地清本町373

075-551-8819

奈良県 茶の間 吟

奈良県奈良市大宮町3丁目1-16

0742-34-2226

大阪府 新いそふく

大阪府大阪市中央区宗右衛門町3-7

06-6212-2314

板前ごはん room room

大阪府高槻市安満新町2-29

072-685-5399

おふくろの味ぷかぷか

兵庫県尼崎市久々知1-8-5

06-6492-9090

兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋207-89

090-5157-3673

兵庫県西宮市馬場町4-6

090-1143-0971

広島県 サケサケＴaChinomi

広島県広島市中区紙屋町2-2-28（2階）

082-247-8915

岡山県 鮨 山もと

岡山県岡山市北区弓之町12-6レジデンス弓之町1Ｆ

086-232-3900

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目29-11小道ビル1F

092-483-4339

福岡県福岡市博多区博多駅前4-8-15鳳城ビル1F

092-414-6786

福岡県福岡市南区那の川2丁目1-1(日赤通り・那の川四ッ角)

082-534-0505

神奈川県

山梨県 魚 ZENZOW
愛知県

三重県 居酒屋 石狩
京都府

兵庫県 一家言（いっかげん）
居酒屋 ちょっと

鮮 徳之介
福岡県 北海ひがし
札幌かに本家 福岡那の川店
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