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店舗名

住

所

電話番号

リンク

魚沼釜飯と新潟郷土料理 つみき

東京都新宿区神楽坂4-3楽山ビル３階

03-5206-8647

http://r.gnavi.co.jp/a237417/

にいがたの味 静香庵

東京都渋谷区神宮前4-11-7新潟館ネスパス１階

03-5771-8500

http://www.ni-grand.co.jp/niigata_no_aji/

長岡小嶋屋 伊勢丹府中店

東京都府中市宮町1-41-2 伊勢丹府中店９F

042-351-9088

http://www.nagaokakojimaya.com/access.html

GINZA 春夏秋豚 コリドー数寄屋通り店

東京都中央区銀座7-2-8 東建ビル4F

050-5786-8768

http://r.gnavi.co.jp/bgrkb9gs0000/

佐渡の酒と肴 だっちゃ

東京都台東区西浅草2-27-1 伊東ビル１F

03-5830-3790

http://da-cha.net/

上越やすだ 恵比寿店

東京都恵比寿南1-14-10 福隆ビル１F

03-6452-3707

http://r.gnavi.co.jp/12ewgbk80000/

上越やすだ 新橋銀座口店

東京都港区新橋1－4－5 ヒューリックG10ビル8F

03-3571-6877

http://r.gnavi.co.jp/222uzy5z0000/

上越の恵 田喰 TAKU

東京都中央区銀座2-5-19 PUZZLE銀座５階

050-5783-3009

http://r.gnavi.co.jp/ebnxy53n0000/

新潟地酒と旬肴 ぼんや

東京都新宿区新宿3-11-10 エクレ新宿２F

050-5796-3144

http://r.gnavi.co.jp/g087438/

和菜 れとろ

東京都新宿区神楽坂3-6-12 ニュージョウトーヤビル1F

03-3269-6906

http://r.gnavi.co.jp/g767900/

新潟地酒 花ゆず 西日暮里

東京都荒川区西日暮里3-5-1 神丸ビル1F

03-5834-2563

http://r.gnavi.co.jp/gc8g300/

あぐらし

東京都中央区日本橋小舟町９－４ イートピア日本橋小舟町ビル２F 03-3669-0225

http://www.agurashi.com/

豪農 五十嵐邸銀座

東京都中央区銀座7-16-21 雲ビルB1

03-5148-2333

https://r.gnavi.co.jp/a721900/

新潟食楽園

東京都渋谷区神宮前4-11-7新潟館ネスパスB１階

03-5775-4322

http://niigata-shokurakuen.com/

久保田

東京都中央区銀座8-8-8 銀座888ビル3F

03-6264-6888

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/essyu/kubota/

新潟の酒処 越州 新橋店

東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル2F

03-3597-8960

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/essyu/shop03/

新潟の酒処 越州 京橋店

東京都中央区京橋2-6-5 ラングタワー京橋B1

03-3564-7121

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/essyu/shop04/

新潟のお酒と料理 すいどうばし 越州

東京都千代田区三崎町2-15-5 セントバンフビルB1

03-3263-3033

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/essyu/shop05/

越後の蔵 にほんばし 越州

東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビルB1

03-6225-2630

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/essyu/shop06/

新潟・佐渡島 両津港直送 土風炉京橋店

東京都中央区京橋2-5-7 日土地京橋ビルB1

03-5159-2250

http://r.gnavi.co.jp/g853107/

新潟・佐渡島 両津港直送 土風炉御徒町店

東京都台東区上野3-21-10 御徒町宝島ビル１～２F

03-5807-6616

http://r.gnavi.co.jp/g223693/

魚沼ごっつぉ処

東京都豊島区西池袋１－１９－３ キクエイビル３Ｆ

03-5956-5130

https://r.gnavi.co.jp/ncm1zju80000/

※ジャンル別に認定日順で表示
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方舟 大吟醸 しずく

東京都中央区銀座8-8-8 GINZA888ビル6F

03-6274-6920

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop01/

方舟 大吟醸 いろり

東京都中央区銀座8-8-8 GINZA888ビル7F

03-6280-6330

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop02/

方舟 新橋店

東京都港区東新橋1-1-2 アソルティ東新橋2F

03-3574-7890

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop03/

方舟 銀座インズ店

東京都中央区銀座西2-2先 銀座インズ2-2F

03-3563-8333

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop04/

方舟 新宿店

東京都新宿区西新宿7-10-18 パシフィカ小滝橋ビル6F

03-5937-0038

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop05/

方舟 横浜関内店

神奈川県横浜市中区常盤町4-52 文乃家ビル2F

045-633-3355

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop06/

方舟 東京駅黒塀横丁店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口B1

03-5220-5526

http://www.hakobune-ceory.com/shop/shop07/

越後酒房 八海山 浜松町大門本店

東京都港区浜松町2-1-20 SVAX 大門ビル4F

03-6435-6132

https://r.gnavi.co.jp/7jcdu1a80000/

馳走 紺屋

東京都新宿区神楽坂3-1 クレール神楽坂Ⅲ１F

03-3266-1611

http://www.konya.jp/

La BOMBANCE

東京都港区西麻布2-26-21 B1

03-5778-6511

http://www.bombance.com/

すだち

東京都港区南青山７－１２－１２ モアビルB1

03-6433-5386

http://sudachi.tokyo/

喰切料理 銀座よし原

東京都中央区銀座7-6-2 銀座門ビル５F

03-3571-5111

http://www.ginzanoyoru.com/shopinfo/35715111/35715111.html

酒亭 鹿又

東京都港区新橋3-2-3 新橋白井ビルB1F

03-3504-8435

http://syuteikanomata.com/

鰻・ふぐ懐石 今井

東京都台東区蔵前4－23－1

03-3866-4047

http://www.kaiseki-imai.com/

お菜屋 わだ家 銀座店

東京都中央区銀座6-6-11 第４ポールスタービルＢ1Ｆ

03-3569-0410

http://www.wada-ya.com/ginza/

市場の厨房

東京都中央区築地5-2-1 築地市場警備本部棟１階

03-3546-0831

http://r.gnavi.co.jp/g406404/

魚四季

東京都中央区築地6-20-6 築地市場厚生会館１階

050-5787-1548

http://r.gnavi.co.jp/g406401/

天亭

東京都中央区銀座8-6-3 新橋会館B１

03-3571-8524

http://ginza-tentei.jp/#top

GINZA Kansei

東京都中央区銀座7-12-1 銀座ＴＹビル

03-6264-3319

http://ginzakansei.com/

Restaurant Ryuzu

東京都港区六本木4-2-35 アーバンスタイル六本木B1F

03-5770-4236

http://restaurant-ryuzu.com/

レゾナンス

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA２Ｆ

03-3215-7707

http://www.resonance.ne.jp/

ＧＩＮＺＡ ＴＯＴＯＫＩ

東京都中央区銀座5-5-13 坂口ビル７階

03-5568-3511

http://www.totoki.jp/

※ジャンル別に認定日順で表示
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イタリア料理

中華料理
ラーメン

スイーツ

ダイニングバー
居酒屋

店舗名

住

所

電話番号

リンク

TAVERNA&BAR Tharros（タロス）

東京都渋谷区道玄坂1-5-2 渋谷SEDEビル１F

03-3464-8511

http://www.tharros.jp/

トラットリア デル･パチョッコーネ

東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ7F

03-6264-4567

http://www.quals.jp/del_pacioccone_salumeria/index.html

トラットリア イル･パチョッコーネ

東京都港区南青山6-15-8

03-5468-0555

http://www.quals.jp/il_pacioccone/index.html

カザーレ・デル・パチョッコーネ

東京都港区南青山1-11-25

03-6438-9235

http://www.quals.jp/casale_del_pacioccone/index.html

イル・パチョッコーネ・ディ・キャンティ

神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 マッジョーレ1F

044-230-2355

http://www.quals.jp/il_pacioccone_di_chianti/index.html

オステリア ドナテッラ

千葉県千葉市美浜区高洲1-24-4 ビギ稲毛海岸駅前ビル２F 043-307-8221

http://donatella.jp/

赤坂璃宮 銀座店

東京都中央区銀座6-8-7交詢ビル５階

03-3569-2882

http://www.rikyu.jp/ginza.html

新潟ラーメン専門店 我武者羅

東京都渋谷区幡ヶ谷2-1-5 弓ビル1F

03-6772-7200

http://tabelog.com/tokyo/A1318/A131807/13119112/

アイスクリーム工房ぼぼり

東京都杉並区西荻南2-23-8

03-3333-9910

http://www.boboli-i.com/

グラン・クリュ

東京都多摩市落合3-11-2

042-376-0141

http://www.kanto-cake.com/tokyo/grandcru/

パティスリー プレジール

東京都世田谷区代沢4-7-3

03-6431-0350

http://ameblo.jp/plaisir-daizawa/

パティスリーユウササゲ

東京都世田谷区南烏山6-28-13

03-5315-9090

http://ameblo.jp/patisserieyusasage2013/

カフェ コムサ 銀座店

東京都中央区銀座４－３－１ 並木館コムサステージ銀座B1 03-3535-1090

和風ジェラート おかじ 東京小金井店

東京都小金井市本町5-4-29

中目黒グリル

東京都目黒区上目黒2-37-12 コンフォート中目黒101

03-6303-4681

http://www.nakame-grill.jp/

ブラッスリーピガール

神奈川県横浜市中区宮川町2-48

050-5788-5208

http://r.gnavi.co.jp/b0ku1msm0000/

庄や（大庄グループ 直営店）

リンク先参照

リンク先参照

http://www.daisyo.co.jp/

http://www.cafe-commeca.co.jp/index.html

※ジャンル別に認定日順で表示

