
 

〒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

北海道地方
石焼すてーき 菊膳 北海道旭川市 3 条通 7 bieLu ビル 3F 

Ｌ’ｏｃａｎｄａ 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ５条 2-7-1 

焼肉 かるね屋 北海道札幌市西区山の手１条 1-3-32 

蕎麦に銘酒 蔵美庭 gravity 北海道札幌市中央区大通西 14-3-28 SST ビル 1F 

日仏食堂さらもじ 北海道札幌市中央区大通西 27-2-22 

YANAGI TePPaN UNBORN GASTRONOMY 北海道札幌市中央区南４条西 5-8 F45 ビル 8F 

焼肉処 きわみ 離 北海道札幌市中央区南 5 条西 2-1-4 TM-26 ビル 8F 

焼肉処 きわみ 塊 北海道札幌市中央区南五条西 4-1-7 N-スタービル 2F 

本格焼肉 なんこう園南 7 条店 北海道札幌市中央区南七条西 5 まつやビル 1F 

小樽 日本橋 北海道小樽市稲穂 1-1-4 

おたる政寿司 本店 北海道小樽市花園 1-1-1 

すしよし 北海道小樽市色内 1-10-9 

おたる政寿司 ぜん庵 北海道小樽市色内 1-2-1 

浜直活鮮 魚の一心 北海道帯広市西一条南 10-13-2 

いか清大門 北海道函館市若松町 6-10 

海鮮処函館山 北海道函館市松風町 10-15 

東北地方
やきにく炭や 西バイパス店 青森県青森市三好 1-15-6 

おでん三吉 宮城県仙台市青葉区一番町 4-10-8 

ＢＩＳＴＲＯ ＥＮＣＯＲＥ 宮城県仙台市青葉区国分町 2-8-9 

鉄板 Kitchen Jin 宮城県仙台市青葉区二日町 3-32 深松ビル 2F 

本町和処あかり 宮城県仙台市青葉区本町 2-4-16 エスベランサ本町 1F 

炭火焼肉 オムテソン 福島県福島市置賜町 5-15 永井ビル 1F 

関東地方
レストラン中台 茨城県土浦市桜町 2-12-３ 1.2F 

料亭暢神荘 群馬県高崎市椿町 33 

Very＆verY 群馬県前橋市南町 3-50-9 

七伍 埼玉県さいたま市大宮区下町 1-40-1A 鈴木ビル 2F 

豊鮨 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-4-3 いちまるきゅうビル中１階 

浜丁寿司 埼玉県越谷市大房 716-7 

食房四季 埼玉県川口市幸町 1-7-1 川口パークタワービル 103 号 

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 

AUBERGE DE MANOIR 吉庭 千葉県香取市佐原イ 789-2 

焼肉みやび 千葉県市原市君 5-5-13 

寿々女寿司 千葉県千葉市中央区中央 2-6－5 

天ぷら割烹 武田 千葉県千葉市中央区富士見 2-9-13 WTC 千葉富士見ビル B1F 

オリエンタルキッチン イタリアーナ 千葉県千葉市中央区問屋町 7 

新日本料理 伸幸 千葉県船橋市本町 4-5-18 

カラオラ 東京都千代田区大手町 2-3-1 大手町プレイスタワー 

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

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階 

金多楼寿司 東京都千代田区神田須田町 2-2 

向日葵 東京都千代田区神田三崎町２-12-9  HUB 神田三崎町ビル 1F 
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和だん 夢心邸 東京都千代田区麹町 3-4-1 麹町 3 丁目ビル 102 

半蔵門ビストロ ＢｒａｉｎＳｔｏｒｍｉ

ｎｇ 

東京都千代田区麹町 3-1 KOJIMACHI TERRACE B1 

個室創作居酒屋スター 東京都千代田区麹町 3-1-8 メイゾン麹町 B1F 

京都つゆしゃぶ CHIRIRI（ちりり）京橋店 東京都中央区京橋 2-7-19 京橋イーストビルＢ1Ｆ 

Carpaccio 月島 東京都中央区月島 1-5-2 キャピタルゲートプレイス 108 

牡蠣入レ時 byShellman 東京都中央区月島 3-6-5 

銀座 いしづか 東京都中央区銀座 1-13-8 ハビウル銀座 5F 

おたる政寿司銀座 東京都中央区銀座 1-7-7 ＰＯＬＡ銀座ビル 1０Ｆ 

鮨いしやま 東京都中央区銀座 3-3-６ 銀座モリタビル４Ｆ 

BLT STEAK GINZA 東京都中央区銀座 5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座 8F 

鮨さかもと 東京都中央区銀座 5-4-14 国松ビル 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 

佐々木 東京都中央区銀座 8-４-2 たくみビル６Ｆ 

ひまわり 東京都中央区銀座 8-5-13 銀座ＳＴビル５Ｆ 

銀座とざき 東京都中央区銀座 8-5-21 かわばたビル新館 2Ｆ 

すし和楽 東京都中央区銀座 8-7-1０ 第一常盤ビル５Ｆ 

鳥与志 東京都港区虎ノ門 1-1-11 マスダビル１Ｆ 

串焼 しばてん 東京都港区新橋 3-16-23 

江戸前芝浜 東京都港区芝 2-22-23 冨味ビル１階 

Prime42 BY NEBRASKA FARMS 東京都港区東新橋 1-5-2  汐留シティセンター42F 

寿修 東京都港区西麻布 2-16-1 斎田ビル 1F 

すし匠まさ 東京都港区西麻布 4-1-15 セブン西麻布 B1F 

コントワールミサゴ 東京都港区西麻布 4-17-22 アビターレ西麻布２Ｆ 

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 

薫風 東京都港区六本木 4-8-3 日栄ビル 2F 

ＧＯＤＤＥＳＳ 東京都港区麻布十番 1-5-30 董友ビル１Ｆ 

クチーナ ヒラタ 東京都港区麻布十番 2-13-10 エンドウビル 3F 

釜津田 東京都港区麻布十番 2-14-4 エタニティ B1F 

ａｃａｌｌｉ 東京都港区南麻布 2-6-17 ２階 

Ｃｒｅａｒ Ｂａｃｃｈｕｓ 東京都港区赤坂 2-15-9 石井第 3 ビル B1F 

ラザーニャ・ラザーニャ 東京都港区北青山 2-12-27 BlueHillsOK ビル 6F 

南青山 ひふみ 東京都港区南青山 3-2-3 カトレアビル B1F 

三田菊次郎 東京都港区芝 5-32-11 セブン三田ビルＢ１ 

アントニオデルポライオーロ 東京都港区港南 2-2-2 新富士ビル 8F 

牡蠣入レ時 品川 東京都港区港南 2-2-2 新富士ビル 9F 

BAR LEON 東京都台東区上野 2-11-1 KⅡビル 2F 

ビストロ Le Ballon 東京都足立区綾瀬 2-25-8 

焼肉なら 東京都江戸川区西小岩 1-27-15 シロセビル１F 

蔵 東京都江東区亀戸 5-6-15 

ARBREVE 東京都江東区亀戸 6-10-3 

THE GRAFTON 東京都品川区西五反田 2-26-5 イトウビルディングパート 3-B1F 

トラットリア レ・ポルテ 東京都大田区西蒲田 7-41-8 エクセルピア西蒲田 1F 

中華風家庭料理Ｙａｍａのｕｃｈｉ 東京都渋谷区渋谷 1-10-12 宮城ビルＢ２ 

紀風 東京都渋谷区恵比寿 1-31-10 ターレル恵比寿１Ｆ 

鮨来主 東京都渋谷区恵比寿３-１８－５ ＣＯＭＳＥＢＩＳ１Ｆ 

和食おやまだ 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-11 ヴェール 1F 

渋谷イタリアン ズッカ 東京都渋谷区桜丘町 10-4 モドマルシェビル 1F 

ビストロ白樺 東京都渋谷区代官山町 7-2 ベルビュ－代官山２Ｆ 

ワイン食堂 がっと 東京都渋谷区円山町 17-2 

Ｌａ Ｓｔｅｌｌａ Ｐｏｌａｒｅ 東京都渋谷区上原 2-47-16 JS ビル 5F 
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il Pregio 東京都渋谷区上原 1-17-7 フレニティハウス 2F 

ｅｍｕＮ 東京都渋谷区西原 3-11-9 蜂章ビル３F 

寿し 一花星 東京都目黒区鷹番 2-20-4  学大十字街ビル 103 

L’attache 東京都目黒区自由が丘 1-10-5 タイガービル 4F 

わっぱ飯 いちや 東京都目黒区上目黒 3-8-3 千陽中目黒ビルアネックス 2F 

焼鳥スエヒロガリ中目黒 東京都目黒区上目黒 3-6-4 

まました 東京都目黒区三田 1-11-19 

京しずく 東京都目黒区三田 1-12-25 

ニエバナはなれ 東京都世田谷区三軒茶屋 2-14-19 ジオステージ三軒茶屋 1-C 

前菜坊 風神 東京都世田谷区北沢 2-14-10 こだまビル 2F 

天天厨房 東京都世田谷区粕谷 4-18-7 

の弥七 東京都新宿区荒木町 2-9 MIT 四ッ谷三丁目ビル 1F 

すし秀其ノ弐 東京都新宿区四谷三栄町 12-4 竹田ビル 1F 

バルペロタ 東京都新宿区新宿 2-5-15 1F 

中華風海老専家 東京都新宿区津久戸町 4-7 OS ビル 1F 

神楽坂今彩 東京都新宿区神楽坂 6-26-8 松村ビル 1F 

カルネヤ 東京都新宿区南山伏町 3-6 市ヶ谷 NH ビル 1F 

Cucina Caffe OLIVA 
東京都新宿区大久保３-８-4 住友不動産新宿ガーデンタワーアネック

ス２Ｆ 

ｎ.A WINE BISTRO AND BAR 東京都中野区上高田 2-40-5 ラマリッサ 1F 

ラピッコラターヴォラ 東京都杉並区永福４-2-4 

鮨処つかごし 東京都豊島区駒込 3-23-15 

焼肉あぶる 東京都豊島区北大塚 2-7-8 

串揚げ 穂卓 東京都板橋区清水町 56-7 大竹ビル 101 

M's Dining 東京都練馬区下石神井 4-22-11 

鉄板焼 一鐡グランデール 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-13-7 グランデール吉祥寺ビル B1F 

Barry's 東京都調布市布田 1-50-1  マートルコート調布Ⅲ 

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 立川パールインビル２Ｆ 

森寿司 東京都昭島市朝日町 4-1-30 

水炊き・もつ鍋・馬刺し あまね 神奈川県横浜市港北区大倉山 1-18-27 グロワールハウス 1F 

あまね 日吉店 神奈川県横浜市港北区日吉本町 1-3-6 

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ール２

Ｆ 

日本料理 楽只 神奈川県横浜市西区平沼 1-4-9 

Ｐｏｎｔｅ 神奈川県横浜市中区太田町 1-11-3 グリーンビルＢ１ 

日本酒と湯豆富いろは 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 15-5 十五番館ビルｂ１０１ 

相模原甲羅本店 神奈川県相模原市中央区高根 1-6-1 

ヨンドン 神奈川県藤沢市西富 530-1 サンプラザ湘南２Ｆ 

壱五屋 神奈川県藤沢市辻堂 2-7-7 ウィンディ湘南１－Ｂ２ 

旬菜･串焼処 食 神奈川県藤沢市南藤沢 7-10 

中部地方
居酒屋 かめ蔵 富山県高岡市御旅屋町 9-18 

RISTORANTE AMORETTO 石川県金沢市田上本町 4-32 

PETIT RESTAURANT CHEZ SAKAI 福井県福井市田原 1-7-10 シャトレ―田原 101 

焼肉 晩餐館 長野県松本市中央 1-14-22 タカナワビル 1Ｆ 

レストラン鯛萬 長野県松本市大手４-2-4 

若菜館 長野県上田市天神 1-6-1 

飛牛焼肉こうりん 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 5-128 

ステ－キ鉄板なか壱 岐阜県岐阜市元町 2-24-1 ルミエ－ル元町２０２ 

ろさん 静岡県伊豆の国市古奈 366-2 
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鮨 くうかい 静岡県御殿場市茱萸沢 1395-9 

板前料理だるまや 静岡県沼津市大手町 5-10-1 

日本料理 治作 静岡県静岡市葵区昭和町１－１ 

つたの 静岡県静岡市葵区常磐町 1-5-11 

レストランＮＡＧＡＦＵＳＡ 静岡県静岡市駿河区中田 1-4-5 

ふぐ料理 和食 みひろ 愛知県岡崎市六名新町 1-12 

うなぎ・ふぐ・懐石日比野 愛知県春日井市若草通 5-90 

うなぎのしろむら 春日井店 愛知県春日井市八田町 1-15-2 

ガス燈 愛知県名古屋市千種区今池 1-8-8 今池ガスビル 8F 

茗圃 愛知県名古屋市中区栄 2-12-22 ウィンコート白川 1F 

藤嶋や 愛知県名古屋市中区栄 4-4-4  栄メッツビル 2-D 

ままや 愛知県名古屋市中区栄 4-5-14 宗次ホール 1F 

舎人庵とんぼ 愛知県名古屋市中区丸の内 2-16-5 財形第 2 丸の内ビル 101 

和牛もつ鍋 九州料理 椿 愛知県名古屋市中区金山 1-14-9 長谷川ビル B1 

すし史 愛知県名古屋市中区錦 1-8-18 錦ハーモニービル１Ｆ 

いけす茶屋みどり 愛知県名古屋市中村区名駅 3-15-15 

うなぎのしろむら 愛知県名古屋市東区泉 1-18-41 エスポア泉 1F 

料理処 亀屋 愛知県名古屋市南区大同町 5-42 

近畿地方
鉄板ダイニング皇 三重県四日市市諏訪栄町１２－７ 大久保ビル５Ｆ 

風来坊 津新町店 三重県津市丸之内６−１１ 丸之内南ビル１F 

風来坊 鈴鹿店 三重県鈴鹿市算所 1-3-10 松花園駅前ビル 1F 

近江牛 近江肉 こまきち 滋賀県近江八幡市鷹飼町南 3-2-3 

かね吉 滋賀県大津市馬場 1-10-18 

近江懐石 清元 滋賀県大津市雄琴 6-1-35 

時の宿 hiRyu 京都府宇治市小倉町老ノ木 26 丸武ビル 1F 

あらし山 遊月 京都府京都市右京区嵯峨中之島町官有地 

いっかくじゅう 烏丸店 
京都府京都市下京区綾小路通東洞院東入ル神明町 248  グランジュー

ル綾小路 B1F 

ダニエルズルーチェ 
京都府京都市下京区東塩小路町 721-1 烏丸通七条下ル 京都タワービ

ル北新館 4F 

ダニエルズモンド 京都府京都市下京区東油小路町 552 番地 15 

京懐石吉泉 京都府京都市左京区下鴨森本町５番地 

NIKU BAR JIGORO 京都府京都市山科区安朱南屋敷町 13-2 

京都つゆしゃぶ CHIRIRI（ちりり）本店 京都府京都市上京区室町通丸太町上る大門町２６５ 

寺町 よしくら 京都府京都市上京区真如堂前町 102 コーポ下山 1F 

ルルソンキボア 京都府京都市北区上賀茂豊田町 52 

桃屋 
京都府京都市中京区錦小路高倉西入ル西魚屋町 596 グラマラスフード

ビル 1F 

ダニエルズ 
京都府京都市中京区錦小路高倉西入ル西魚屋町 596 グラマラスフード

ビル 2F 

ダニエルズソーレ 京都府京都市中京区高倉錦上ル貝屋町 567 

フィオリスカ 京都府京都市中京区高倉二条下ル瓦町 545 アビリティ高倉 1F 

黒豚しゃぶしゃぶ・ふぐ無門 京都府京都市中京区室町通三条上ル役行者町 367 Jリントウビル 1F 

貴与次郎 京都府京都市中京区宗林町 92 

お好み焼き鉄板焼いっかくじゅう四条新町

店 

京都府京都市中京区小結棚町 435 ジェイプライド四条烏丸 1F 

御幸町 田がわ 京都府京都市中京区松本町 575 

イタリア料理カ・デル・ヴィアーレ 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町 117 

佳久 京都府京都市中京区竹屋町 169-2 

日本料理 櫻川 京都府京都市中京区木屋町通二条下ル上樵木町 491 
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京洋食まつもと 京都府京都市中京区不動町 171-4 

祇おん 江口 京都府京都市東山区祇園切り通し富永町上ル東側 花爛ビル 1F 

祇園又吉 京都府京都市東山区祇園町南側 570-123 

プランチャー健 京都府京都市東山区祇園町北側 282-3 

割烹 中山 京都府京都市東山区祇園町北側 336 

肉処 祇園りゅう庵 京都府京都市東山区川端通四条上る常盤町 169 

京・祇園彦八 京都府京都市東山区毘沙門町 44-16 

炭火和牛 いっ心 京都府京都市伏見区桃山町因幡 10-10 リバティビル B1F 

日本料理 大金樓 大阪府堺市西区鳳南町 4-382 

匠 秀げつ 大阪府堺市北区新金岡町 5-3-516 

炭火焼鳥ひよこ家 大阪府寝屋川市出雲町 10-8 

ａｌａｌｏｕｃｈｅ 大阪府大阪市住吉区苅田 3-17-4 エクセルアビコ１Ｆ 

鮨けやき 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-9-20 Bamboo Alley2F 

ＵＭＩＹＡ ＣＡＦＥ ｗｅｓｔｐｏｉｎ

ｔ 

大阪府大阪市中央区西心斎橋 2-16-14 

ステーキ＆ワイン オクソン 大阪府大阪市中央区西心斎橋 2-3-9 オクソンビル 1F 

懐石・しゃぶしゃぶ 久壷庵 大阪府大阪市中央区西心斎橋 2-3-9 オクソンビル 2F 

すし処錦 大阪府大阪市中央区千日前 1-7-6 

ガフーリオ 大阪府大阪市中央区千日前 2-3-1 セブンマンション 103 

N -novel- 大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-17-5 ブルースタービル 1F 

すし実大西 大阪府大阪市中央区東心斎橋 2-5-19 南グランド会館１階 

ａ ｃａｎｔｏ 大阪府大阪市中央区内久宝寺町 3-1-10 キャナルコート内久宝寺 102 

活ふぐ専門料理とらふぐ屋 大阪府大阪市中央区内平野町 2-2-12 

ポンラベ 大阪府大阪市中央区南船場 1-10-16 長堀橋シティハイツ 101 

竜田屋 大阪府大阪市中央区難波千日前１１−２４ 

ｍａｃｕａ 大阪府大阪市中央区伏見町 2-2-3 伏見ビル 1F 

Szechwan Cuisine＆Wine 四川料理 御馥 

中之島ダイビル店 

大阪府大阪市北区中之島 3-3-23 中之島ダイビル 3F 

肉割烹 ふたご 北新地店 大阪府大阪市北区堂島 1-3-8 堂島リンデンビル 1F 

ステーキアンドグリルユニゾン 大阪府大阪市北区堂島 1-3-14 堂島平八ビル２Ｆ 

鉄板焼 gump 大阪府大阪市北区北区天神橋 2-5-3 第 5 新興ビル 1F 

牛福 大阪府豊能郡能勢町片山 544-1 

神戸ステーキ きづな ≪輝津名≫ 兵庫県神戸市中央区加納町 4-3-14 高木ビル 2F 

わた半 兵庫県神戸市中央区加納町 4-9-17 

わた半 はなれ 兵庫県神戸市中央区加納町 3-2-2 高根ビル 3Ｆ 

チャイナビストロ エヴォーブ 兵庫県神戸市中央区中山手通 1-25-6 ラ・ドルレイ神戸三宮ビル 7F 

ＶＩＮＳＥＭＢＬＥ 兵庫県神戸市中央区中山手通 1-27-12  富士産業ビル ２Ｆ 

鉄板焼 神戸 Fuji 兵庫県神戸市中央区中山手通 1-9-5 

想創家 Kubo 
兵庫県神戸市中央区中山手通 2-10-21 ハンター坂ヴィレッジゲートビ

ル 3F 

紅炎亭 兵庫県西宮市南越木岩町 13-3 

おでんと季節料理 おおばやし 兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-20-11 プラザ 9 番館 1F 

特選肉 徳侍郎 兵庫県姫路市亀山 2-182-2 

レストラン サンヴェルジュメゾン 兵庫県姫路市紺屋町 23 

中国地方
お食事処 峰 鳥取県境港市花町 1-4 

モッブスフェローズ 鳥取県鳥取市元町 123 元町ビル 3F 

飛鳥 吉備亭 岡山県岡山市北区駅元町 30-10 飛鳥ビル 1F 

レストラン クロワサンス 岡山県岡山市北区幸町 9-22 

居食家寿 岡山県倉敷市阿知 2-14-3 

大漁酒場 魚樽 袋町支店 広島県広島県広島市中区袋町 2-19 2・3 階 
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とみや毘沙門総本店 広島県広島市安佐南区安東 1-1-49 

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 かめ福 広島県広島市中区新天地 1-9 新天地レジャービル 2F 

BIER LOVEN 広島県広島市中区袋町 2-19 

自然派ワインとお惣菜 ホリデー食堂 広島県広島市中区大手町 1-5-18 

炭焼きワイン酒場Ｓａｎｔｅ 広島県広島市中区大手町 2-4-3 

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 

割烹 白鷹 広島県広島市中区流川町 1-6 

時喰 一具 広島県広島市中区流川町 6-14 千歳ビル 1F 

炭火焼肉黒焼 広島県広島市中区幟町 13-22 

焼肉とーがらし 山口県下松市中央町 12-20 

四国地方
割烹 むつの 愛媛県松山市三番町 1-15-7 F CIAO ビル 2F20A 

道後 菜 愛媛県松山市道後町 2-3-22 嶋田ビル１Ｆ 

料亭 濱長 高知県高知市唐人町 6-6 

九州地方
和 こじま 福岡県福岡市中央区高砂 1-11-8 今西ビル 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 

おきよ 福岡県福岡市中央区長浜 3-11-3 

天神華都飯店 福岡県福岡市中央区天神 2-7-6 ＤＡＤＡビル７Ｆ 

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

博多もつ鍋と馬刺し柚子もつ鍋 松葉 福岡県福岡市中央区薬院 4-18-5 エステートモア浄水通り 102 

焼肉 恵将苑 福岡県福岡市中央区西中洲 3-6 連スクエアビル 303 

磯ぎよし 下川端店 福岡県福岡市博多区下川端町 1-333 

博多 畑中 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-8-31 九州ビル B1F 

銀寿司 長崎県佐世保市上京町７－８ 

遊家 未ら来る 熊本県熊本市中央区安政町 5-15 

メキシコレストラン TORTACOS 熊本県熊本市中央区練兵町 73 

バール・ポンテ 大分県大分市中央町 3-5-22-102 

Otto e Sette Oita 大分県別府市井田 2 組 

吾愛人 文化通り店 鹿児島県鹿児島市山之口町 12-21 アサヒプラザビル１Ｆ 

炭火焼とりとん 鹿児島県鹿児島市山之口町 9-20 河庄ビル 1F 

吾愛人 中央駅店 鹿児島県鹿児島市西田 2-21-21 ダイムビル１Ｆ 

握 次郎長 鹿児島県鹿児島市千日町 3-18 川野ビル １F 

吾愛人 中央駅東口店 鹿児島県鹿児島市中央町 4-42 

天文館 吾愛人本店 鹿児島県鹿児島市東千石町 9-14 

沖縄地方
PIZZAHOUSE 沖縄県浦添市港川 2-20-5 

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 久米ガーデンビル 1A 

和琉創作 Dining 新 沖縄県那覇市おもろまち 4-19-1 ルカフおもろまち 2F 

IBISCO 沖縄県那覇市久茂地２-10−19 101 号 

鉄板焼ステーキレストラン碧国際通り松尾

店 

沖縄県那覇市松尾 1-2-9 

碧ｈｅｋｉ東町本店 沖縄県那覇市東町 19-25 1F 

しゃぶしゃぶ紺 kou 東町本店 沖縄県那覇市東町 19-25 1F 

居酒屋 れんまろ 沖縄県沖縄市比屋根 2-13-1 

スターダストガーデン 沖縄県宮古島市上野新里 1405-226 

 


