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店舗名 店舗所在地 店舗TEL

北海道
ＢＡＲ　ＴＵＴＴＩ 北海道札幌市中央区 011-251-7770

カゼッタイーノ 北海道釧路市 0154-64-7313

炭焼きＢＡＲ倉庫 北海道札幌市中央区 050-5571-5762

ブォーノヴィーノ 北海道帯広市 0155-22-3399

東北
オステリアバンビ 仙台市⻘葉区 022-221-0018

FUMO14番地 仙台市⻘葉区 022-714-5720

もみじ 仙台市⻘葉区 022-393-4993

カンパニオ 宮城県仙台市 022-716-8639 

オッジドマーニ 宮城県仙台市 022-214-6380

ブーケ 宮城県仙台市 022-224-0480

Pizzeria e Ostaria DAVVERO 福島県郡山市 024-923-6000

トラットリア　ラエガオ 福島県福島市 024-544-1001

関東
クオーレ 栃木県那須塩原市 0287-73-5733

ラ・プロメッサ 埼玉県さいたま市浦和区 050-5457-2062

オイスターバーyummy 埼玉県さいたま市浦和区 048-826-5434

ブルチャーク 埼玉県さいたま市浦和区 048-789-7765

ペコリーノ 埼玉県さいたま市浦和区 048-825-3100

ヴァンエール 埼玉県さいたま市浦和区 050-5594-2706

神家食堂 埼玉県さいたま市大宮区 048-642-3833

スイートバジル 埼玉県さいたま市中央区 048-823-8896

ディアボラ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区 050-5590-8412

アルポンテドゥエ 千葉県千葉市 043-307-6133

オステリアレガーレ 千葉県木更津市 050-5457-6073

ギヘイ 神奈川県川崎 050-5890-6440

トラットリアシンチェリタ 神奈川県横浜市 045-341-4178

トラットリア　ボラッチャ 神奈川県横浜市⻘葉区 050-5593-4995

マジックランプ 神奈川県川崎市中原区上新城 050-5451-1955

W横浜 神奈川県横浜市 045-594-8200

オステリア　アウストロ 神奈川県横浜市 045-212-1465

アクイロット 神奈川県横浜市 045-534-7714

オステリアイノウエ 神奈川県横浜市 045-341-3772

カンブーザ 神奈川県横浜市 045-512-8882

ダ・ホーリー 神奈川県横浜市 045-595-9688

アマルフィ本店 神奈川県鎌倉市 0467-39-1151

鉄板焼き七⾥ガ浜 神奈川県鎌倉市 0467-32-0770

グリルド・エイジングビーフ横浜 神奈川県横浜市 045-565-9860



店舗名 店舗所在地 店舗TEL

東京
CHULU亭 東京都国分寺市 042-315-9405

ペルノー 東京都豊島区 03-5926-7702

Biluce 東京都⽬⿊区 050-3717-7553 

イルヴィゴーレグランデ品川 東京都品川区東品川 03-5461-9308

グリルド・エイジングビーフ東京 東京都新宿区 03-6273-2985

FLATTORIA 東京都新宿区高田馬場 03－3205－9182

sugahara 東京都墨田区江東橋 03-6659-3654

クロフネ 東京都世田谷区 03-6804-0535

Peperosso 東京都世田谷区池ノ上 03－6407－8998

サロン・ド・エイジングビーフ銀座 東京都中央区 03-6264-5157

グランネスト 東京都中央区日本橋 03-6264-8998

スクニッツオ！ 東京都千代田区富⼠⾒ 03－3263－7567

ロッソルビーノ 東京都文京区 03－6304－1529

TDM1874 Aoyama 東京都港区 03-6804-2323

ラ・チャウ 東京都港区芝浦 03-3451-3725

ヴィネリア・ラ・チャウ 東京都港区芝浦 03-6435-0134

Bistro Chick 麻生十番店 東京都港区 03-6435-5900

マルゴ新橋 東京都港区新橋 03-5843-7405

俺のイタリアン　新橋赤レンガ通り 東京都港区新橋 03-6205-4878

オーギャマンドトキオ 東京都渋谷区恵比寿 03-3444-4991

マルゴグランデ 東京都新宿区新宿 03-6457-7305

371BAR 東京都新宿区新宿 03-3353-0371

クラウディア2 東京都新宿区新宿 03-6273-1083

マルゴ四谷 東京都新宿区四谷 03-5361-6205

俺のイタリアン八重洲 東京都中央区 03-3231-9221

俺のイタリアンJAZZ 東京都中央区銀座 03-6280-6266

俺のイタリアンTOKYO 東京都中央区銀座 03-5579-9915

瑠璃 東京都渋谷区 03－6277－2987

ＡＬＭＡ 東京都渋谷区 03－5468-5737

マジカメンテ 東京都渋谷区恵比寿 03－6450－2210



店舗名 店舗所在地 店舗TEL

中部
アルチゴーラ 柏崎市茨⽬ 0257-24-4402

キアッキエリーノ 新潟市中央区 025-288-5523

ピアット　アッラ　カルタ　センタ 静岡県焼津市 054-620-9911

イルコッチュート 静岡県三島市 055-941-7599

ラ　ソムリエール 静岡県静岡市 054-266-5085

イルパラディーノ 静岡県静岡市 054-253-6537

コルヌコピア 静岡県静岡市 054-275-1160

トラットリア　トペ 愛知県名古屋市中区 052-932-8001

みわ屋 愛知県名古屋市中村区 052-566-8731

オステリア　カンパーロ 愛知県⻑久⼿市市 0561-76-6832

サルヴァトーレ・クオモ　名古屋 愛知県名古屋市 052-564-0065

ロカンダオカーダ 愛知県名古屋市 052-887-5579

オータムレン 愛知県名古屋市 052-222-0015

ワイン凛 愛知県名古屋市千種区 052-733-2882

ノッポ 三重県伊勢市 0596-63-6350

アクアイグニス　アルケッチャーノ 三重県三重郡菰野町 059-394-7734

近畿
フリーゴ 京都府京都市左京区田中下柳町8-7 075-771-2050

アレグロ天満店 大阪市北区大同 06-6354-8710

ウラロジカ 大阪市中央区 06-6949-4848

グラック（稲生） 大阪府茨木市 072-665-7253

ガーヴウィークス（バルニバービー） 大阪府大阪市 06-6226-0181

オステリアレーヴ 大阪府大阪市 06-6443-2014

⼆甲料理店 大阪府大阪市 06-6585-9095

ムートンバルチッタ 大阪府大阪市 06--6944-0116

リルチェンテ 大阪府大阪市中央区 06-6209-0007

アッラ・ゴッチャ 大阪府大阪市中央区 050-5456-3973

ポルポ 大阪府茨木市 0726-26-9420

アルバロンガ本店 大阪府大阪市 06-6258-0118 

キアーラ 大阪府大阪市天王寺区 06-6777-9339

ドゥエフィオーリ 大阪府大阪市北区⻄天満 050-3155-1531

味加味 神⼾市中央区 078-242-5200

イル・カピターノ・ニシオカ 兵庫県神⼾市中央区 078-325-0825

ポルコロッソ 兵庫県豊岡市中央町10-12 0796-20-3022 

ジョルコ 奈良県橿原市 0744-47-4722

ナチュラ（奈良） 奈良県奈良市 0742-48-1183



店舗名 店舗所在地 店舗TEL

中国
FARO Trattoria 鳥取県鳥取市瓦町 0857-30-7766 

LEONE 広島県広島市 082-240-0262

ゾーナイタリア・イン・チェントロ 広島県広島市 082-555-6667

カルマ 広島県広島市中区薬研堀3-6 薬研堀ビル2F082-567-5117

ペペリーノ 山口県下関市

ミオパエーゼ 香川県高松市今新町７－４ 087-823-3388

九州
アガーリ 福岡県福岡市中央区 092-733-0700

グリリア･ディ･ガエターノ 福岡県福岡市中央区 092-713-5077

オステリア　ファルコ 福岡県福岡市中央区 092-523-8502

リストランテ　デルマール 福岡県福岡市博多区 092-710-4330

イル・ガシーヨ 福岡県福岡市博多区 092-433-3332

山崎酒店 福岡県福岡市 092-431-2724

リストランテ　フォンタナ 福岡県福岡市中央区 092-732-6678

タヴェルナ　ティベリーナ 福岡県福岡市中央区 092-725-8771

プロペラキッチン 福岡県北九州市⾨司区 093-331-1021

air 福岡県北九州市⼩倉北区 093-533-2278

Bisteria Bekk 福岡県北九州市⼩倉北区 093-522-5225

ピッツェリア　カッツェナーリ 福岡県北九州市⼩倉北区 093-967-3981

トラットリアビオラ 福岡県北九州市⼩倉北区 093-967-9800

グリルラバラボ 福岡県北九州市⼩倉北区 093-541-7001

ＢＡR aqua 福岡県北九州市⼩倉北区

ビストロバンケット 福岡県北九州市⼩倉北区

ビーフマン⼩倉魚町 福岡県北九州市⼩倉北区

ダジーノ 佐賀県佐賀市 050-5597-3146

ＩＫバル 佐賀県佐賀市

ＩＫイタリア 佐賀県佐賀市

ＩＫ餃子 佐賀県佐賀市

ヴィノバル　トッコ 佐賀県佐賀市 0952-37-1027

コルドーネ ⻑崎県⻑崎市

モンテステッラ ⻑崎県⻑崎市

ホールスクエア 熊本県熊本市

府内バル 大分県大分市

大淀河畔みやちく 宮崎県宮崎市 0985-62-1129


