
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1号 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象レストランが休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、レストランのホームページ等でご確認ください。 

 

 

対象店舗一覧 
店舗  住所  
鮨かわむら 北海道函館市本町１０－１３ 

おたる政寿司 本店 北海道小樽市花園１－１－１ 

牛のいしざき 北海道札幌市中央区南３条西３  Ｇダイニングビル ３Ｆ 

かるね屋 北海道札幌市西区山の手１条１－３－３２ 

Wine bar Village（ヴィラ－ジュ） 北海道札幌市中央区南３条西６ 第 32藤井ビル１Ｆ 

大漁舟盛り居酒屋 大海物語 北海道札幌市中央区南５条西３ Ｎ・グランデビル２Ｆ 

小西鮨 北海道旭川市 3条通６－右６ ビルＡ１Ｆ 

二幸 本店 北海道旭川市 3条通７－右７ 
和食やじんすけ 青森県青森市新町２－８－５ 

炭火焼山塞料理地雷也 宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１５ ７Ｆ 

新伝馬町 三七三 宮城県仙台市青葉区中央２－７－３０ 角川ビル １Ｆ 

無垢とうや 宮城県仙台市青葉区国分町３－３－５ リスズビル２Ｆ 

炭焼松 宮城県仙台市青葉区大町２－３－７ 関ビル１Ｆ 

横丁三七三 宮城県仙台市青葉区一番町２－６－１６ シントウビル１Ｆ 

おでん三吉 宮城県仙台市青葉区一番町４－１０−８ 

榴岡酒場 皿然 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－６－２５ ニュ－更科ビル１Ｆ 
ステ－キ慶 栃木県宇都宮市春日町５－２０ 

レストラン中台 茨城県土浦市桜町２－１２−３ １Ｆ・２Ｆ 

海鮮料理美加和 埼玉県三郷市高州１－２９２ 

食房四季 埼玉県川口市幸町１－７－１ 川口パ－クタワ－１０３ 

お肉屋さんが「君に、焼いて揚げる。」 埼玉県朝霞市溝沼２－１−４５ 

寿－女寿司 千葉県千葉市中央区中央２－６－５ 

TRATTORIA CREATTA 
東京都千代田区丸の内１－１－３ 日本生命丸の内ガ－デンタ
ワ－１Ｆ 

ラ・ロシェル山王 
東京都千代田区永田町２－１０－３ 東急キャピトルタワ－１
Ｆ 

炭火焼肉さんこう苑 
東京都千代田区神田須田町１－２４－２１ クレセント神田１
Ｆ 

向日葵 東京都千代田区神田三崎町２－１２－９  三崎町大信ビル１Ｆ 

夢心邸 東京都千代田区麹町３－４－１ 麹町３丁目ビル１０２ 

伊勢重 東京都中央区日本橋小伝馬町１４－９ 
日本橋舟寿し 東京都中央区日本橋小舟町１１－２ 深澤ビル 

銀座 座屋 東京都中央区銀座２－１１−２ 銀座２１１２ビル Ｂ１Ｆ 

鮨さかもと 東京都中央区銀座 5－４－１４  国松ビルＢ１Ｆ 

銀座しも田 東京都中央区銀座 6－２－６ ウエストビルＢ１Ｆ 

たんや又兵衛 東京都中央区銀座７－３－１３ ニュ－ギンザビル１Ｆ 

佐－木 東京都中央区銀座８－４－２ たくみビル 6Ｆ 

ぎんざ鮨政 東京都中央区銀座８－４－５ 銀座はちかんビルＢ１Ｆ 

ひまわり 東京都中央区銀座８－５−１３  銀座ＳＴビル５Ｆ 
ロイヤルガ－デン 東京都港区虎ノ門１－１１－７ 文成ビル１Ｆ 

大盛苑 東京都港区新橋２－８−１４ 

今朝 東京都港区東新橋 1－１－２１ 今朝ビル２Ｆ 

すし匠まさ 東京都港区西麻布４－１−１５  セブン西麻布 Ｂ１Ｆ 
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串かつくわ焼きやすきよ 東京都港区西麻布 3－２４－２２  プラザ西麻布 １Ｆ 

てんぷら味覚 東京都港区六本木６－７－１７ 

鳥長 東京都港区六本木７－７－１３－４０１ ホウシヨウビル１Ｆ 

赤坂あじさい 東京都港区赤坂３－１５－４ ネピロ－ドビルＢ１Ｆ 

すし游 東京都台東区西浅草３－１６－８ 
川千家 東京都葛飾区柴又７－６－１６ 

きん家 東京都江戸川区西葛西６－１３−１４ 丸清ビル１Ｆ 

ＡＲＢＲＥＶＥ 東京都江東区亀戸６－１０－３ 

Cafe＆Diner VANDALISM 渋谷 東京都渋谷区宇田川町２６－９ 太田ビルＢ１Ｆ 

京しずく 東京都目黒区三田１－１２−２５ 

世田谷焼肉千里 東京都世田谷区上馬４－４１－２ 

バルペロタ 東京都新宿区新宿２－５－１５  １Ｆ 

神楽坂今彩 東京都新宿区神楽坂６－２６－８ 松村ビル 1F 

Cucina Caffe OLIVA 
東京都新宿区大久保３－８－４ 住友不動産新宿ガ－デンタワ

－アネックス２Ｆ 
ラピッコラタ－ヴォラ 東京都杉並区永福４－２－４ 

ルヴァンキャトル 東京都豊島区目白２－３－３ 目白Ｙビル１Ｆ 

よし邑 東京都板橋区蓮根２－１９－１２ 

三代目けむり家 猿吉 東京都国分寺市西恋ケ窪２－６－３ ２Ｆ 

海乃華 東京都立川市曙町２－３－１ 立川パ－ルインビル２Ｆ 

トラットリア ベア－レ 町田 東京都町田市中町１－１－４ 大黒屋 10ビル３Ｆ 

ダンゼロ 
神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１ パシフィコ横浜
展示ホ－ル２Ｆ 

日本料理 楽只 神奈川県横浜市西区平沼１－４－９ 

泰平 福井県福井市中央３－１４−１１ 
焼肉ハウス梨花苑 富山県富山市総曲輪１－３−１６ 

すき亭 長野県長野市妻科１１２−１ 

レストラン鯛萬 長野県松本市大手４－２－４ 

レストランＮＡＧＡＦＵＳＡ 静岡県静岡市駿河区中田１－４－５ 

旬和風食彩さとう 愛知県豊川市駅前通４－３１－１ 

さとうはなれ 愛知県豊川市駅前通４－３１－１ 

すし処美月 愛知県名古屋市中区錦３－１４−４ シャインα錦ビル１Ｆ 

天ぷらたか瀬 愛知県名古屋市中区栄３－２－３ 日興證券ビルＢ２Ｆ 
ままや 愛知県名古屋市中区栄４－５－１４ 宗次ホ－ル １Ｆ 

うなぎ・ふぐ・懐石日比野 愛知県春日井市若草通５－９０ 

かね吉 滋賀県大津市馬場１－１０－１８ 

ルルソンキボア 京都府京都市北区上賀茂豊田町５２ 

佳久 京都府京都市中京区竹屋町１６９−２ 

貴与次郎 京都府京都市中京区宗林町９２ 

イタリア料理カ・デル・ヴィア－レ 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１１７ 

ぎをん竹茂 京都府京都市東山区祇園町南側５７０ 
祇園又吉 京都府京都市東山区祇園町南側５７０－１２３ 

京懐石吉泉 京都府京都市左京区下鴨森本町５番地 

むつごろう 大阪府大阪市北区曾根崎新地１－１０－１６ 永楽ビル２Ｆ 

弘屋 大阪府大阪市北区堂島１－３－１ 二葉ビル３Ｆ 

KoKoRotake 大阪府大阪市北区西天満４－１１－４ ビエラ老松１Ｆ 

竜田屋 大阪府大阪市中央区難波千日前１１−２４ 

旬鮮和楽さな井 
大阪府大阪市中央区東心斎橋２－２－１１ 日宝セブンセンタ
－ビル１Ｆ 

ヴェルミヨン・マホロバ 
大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－３－１０  心斉橋井上ビル１
Ｆ 
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焼肉工房花ごよみ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２－２−３１ 

ザ サンフェリ－チェ 大阪府箕面市桜井２－１０－１８ 

匠 秀げつ 大阪府堺市北区新金岡町５－３－５１６ 

中国酒菜 暢暢 大阪府岸和田市土生町２－２５－８ 

鉄板神戸 Fuji 兵庫県神戸市中央区中山手通１－９－５ 
神戸 座屋 兵庫県神戸市中央区下山手通３－１５−５ 

菊水鮓西店 兵庫県明石市松の内１－４－１５ 

食堂 晴レ 島根県松江市西川津町４２８６ 

広島の旬 なかたに 広島県広島市中区胡町２－２０ For You ビル１Ｆ 

居酒屋 七五三太 長屋 広島県広島市中区流川町５－３ 白馬ビル１Ｆ 

瀬戸内料理広起 広島県広島市中区堀川町３−３ 

炭焼ダイニング WA 広島県広島市中区大手町２－６－２５ フタバ大手町ビル２Ｆ 

座屋 高知県高知市廿代町２－８ 
土佐料理 たたき亭 高知県高知市はりまや町３－１－１２ ロックビル 1Ｆ 

磯ぎよからず 博多本店 福岡県福岡市中央区清川２－１１－２３ 

旬の味博多の味まいど 天神本店 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－３ ラガッツァ TENJIN２F 

磯ぎよし 天神店 
福岡県福岡市中央区舞鶴１－９−２３ エステ－トモアマンショ
ン 1F 

日本料理石田 福岡県福岡市博多区中洲４－１－８ 山下ビル１Ｆ 

磯ぎよし 下川端店 福岡県福岡市博多区下川端町１−３３３ 

cocina uchida 熊本県熊本市中央区新市街１０－７ IK ビル２Ｆ 

天草 熊本県熊本市中央区花畑町１３−２３ 光視堂ビル 

八潮 熊本県熊本市中央区下通１－３－１ NADELビル２Ｆ 
一慶 大分県大分市中央町１－５−７ 

ちむ 沖縄県那覇市松山２－１－１３ 沖縄建装松山ビル１Ｆ 

ＩＢＩＳＣＯ 沖縄県那覇市久茂地２－１０−１９ １０１ 

しゃぶしゃぶと島豚料理 みなみ 沖縄県那覇市久米２－１１－４ 久米ガ－デンビル１Ｆ 

スタ－ダストガ－デン 沖縄県宮古島市上野新里１４０５－２２６ 

 


