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「居酒屋甲子園」とは “居酒屋から日本を、世界を元気にする”
という目的を持つ全国の同志により運営される

外食業界で働く人が輝ける場を提供し
業界の活性化、地位向上を目指し活動する団体です。

全国からエントリーされた居酒屋のうち、独自の選考基準で選ばれた優秀店舗が
数千人が集う大会場に集結。 ステージで自店の想いや取組みを発表し
居酒屋甲子園における日本一の店舗を決定する。
外食業界で働いている人が夢や誇りを持てるイベントにすることを目指しています。

理念 「共に学び、共に成長し、共に勝つ」
����年の第�回大会は���店舗が参加
����年の第��回大会では����店舗が参加と年々増え続けています。
これは居酒屋甲子園の理念をこの時代に必要として頂いている証と感じております。

覆面調査員が自店に入りお店の評価をしていただき

ます。これにより評価シートを使ってＭＴＧすることが

できサービスや料理に対しての意識が変わりスタッ

フとお店のレベルアップに繋げることができます。

覆面調査員による店舗審査
飲食店経営・人材教育・マネジメント・接客サービス・

などの勉強会が全国８０箇所で行われます。

勉強会後の懇親会では講師を囲みお話しすることで

更に沢山の学びを得ることができます。

地区勉強会＋懇親会
４０歳以下の飲食店経営者 又は 幹部に、５人の飲

食経営者の方より、「在り方」「やり方」を５回の講義

に分けて学び自社経営に活かしてもらう。

２０２０年からは全国５箇所の地区で開校する。

青年経営塾

居酒屋甲子園における店長像を定義づけ「志」の部

分では書類審査、「成果を残す」部分では3回の覆面

調査ではかり、代表で2名の方に全国大会での発表

の場を創出する。

店長認定制度
居酒屋甲子園の良き取り組み文化を世界に。

世界にて現在、闘っている店舗をフューチャーするこ

とで日本に飲食店企業にさらなる刺激を与えていく。

「おもてなしを世界に」を発信していくための支部。

海外支部
「居酒屋から日本を、世界を元気に」を体現する為に

「日本が誇りを持って世界に発信できる店舗様のプレ

ゼンを各１２地区の地区大会で行った後、最終審査で

選ばれた５店舗のプレゼンを全国大会で発表する。

地区大会 ・全国大会

店舗審査の説明会
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理事長挨拶 ７代目 居酒屋甲子園理事長  山崎 聡
（株式会社Elevation 代表取締役）

大嶋啓介
（東京）

高橋英樹
（広島）

松田真輔
（愛媛）

山崎聡
（新潟）

細川雄也
（滋賀）

大谷順一
（東京）

山根浩輝
（広島）
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参加店舗数 歴代理事
「憲晴百」（熊本県）

いなせ寅 衛゙門（愛知県）

HERO海（熊本県）

創作和洋ダイニング OHANA 刈谷店（愛知県）

いざかや炎丸 亀戸店（東京都）

居心地屋 螢 上人橋店（福岡県）

居心地屋 螢上人橋店 （福岡県）

渋谷道玄坂 DRAEMON （東京都）

感動のもつ鍋処 陽はまたのぼる 府内店（大分県）

燕三条 イタリアン Bit（新潟県）

旬海佳肴 一家 （新潟県）

三好屋商店酒場 深谷店 （埼玉県）

ベジテジや Soi新潟万代店（新潟県）

特攻チキン野郎（鹿児島）

！？

優勝店舗サポーター
企業数大会
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居酒屋から日本を、世界を元気にする
料理を作るのも「人」、サービスを行うのも「人」、生産者、お客様、全て関わり合うのは「人」です。 
外食で働いている「人」が誇りを持ち、夢を持ち、いきいきと輝いている状態をつくれば、お客様に元気を
与えることができ、そしてお客様が輝き、日本を、そして世界を元気にしていく。その為にはまずこの業界
からできることとして、外食で働く人が誇りと夢を持ちキラキラ輝くこととしてこの目的にしています。

第��回全国優勝店舗
ベジテジや Soi 新潟万代店
第��回全国優勝店舗
ベジテジや Soi 新潟万代店

「 大人が変われば子供が変わる
　子供が変われば未来が変わる
　　未来が変われば日本が変わる 」
大人が輝く場を作り、感動の共有をすることで必ずその組織も業界も、日本の未
来さえも明るく元気にする！そんな一人の「情熱」が日本全国に飛び火し多くの人
を巻き込み、多くの人の心を揺さぶり「居酒屋から日本を元気にする」という壮大
すぎるほどの「志」ではじまった居酒屋甲子園。
新体制となった����年。目的を「居酒屋から日本を、世界を元気にする。」に変
更、「世界」というキーワードを新たに入れさせて頂きました。中期VISIONには、今
までの「COOL LOCAL」に「GLOBAL」を掛け合わせ「MADE BY JAPAN」へ。そして、
テーマを「可能性」とし一年間活動させて頂きました。第��回全国大会、令和初の
開催であり、聖地であったパシフィコ横浜で行う最後の大会では、まさにその「可
能性」を感じる内容となりました。人の可能性、お店、会社の可能性、居酒屋業界
の可能性、外食産業の可能性に留まらず、日本の可能性をも感じることが出来ま
した。
この日本が培ってきた居酒屋という文化、そこから派生する物事は日本だけには
留まらず、世界へも未来にも新しい「可能性」を作ると確信できました。そして、改
めて感じたことを今回のテーマとさせて頂きます。新しいテーマは、こちらです。

「使命 ～MISSION～」
「使命」。言い換えるならば「理念」でもあります。

理念とは「何の為に存在するかを示すもの」です。お店は、会社は何の為に存在す
るのか。会社単位のものでもありますが、人でも同じことではないでしょうか。「使
命」という単語を言葉にすると「命の使い方」です。私は何の為に存在するのか。何
を成す為に命を使うのか。これを考えるきっかけを作りたいと思いました。重みの
あるテーマですが、この活動をする中で「可能性」という言葉と同じく多く耳にした
言葉が「しっかりと命を使います」という言葉です。それは覚悟の現れでもあり、そ

の人の中にある一本の大きな軸を感じることがで
きました。そして、きっとこういう大人の姿に、子供
たちは憧れ、早く働きたいと夢見るんだろう。そん
な人たちが世の中に溢れたら未来はもっと明るく
元気になる。それがこの「使命」というテーマに行
き着いた理由です。
����年 世界はあっという間に変わってしまいまし
た。今なお、私たちの置かれているこの環境は、決
していいものではありません。しかし、そんな中で
も決して諦める事なく未来を見据え、正解の無い
答えを探し、命がけで今を必死に生きる先輩の
姿、仲間の姿がありました。もちろん自分自身もそ
うです。この「使命」という言葉をこれほど意識した
時はありません。今まさに理念が問われているように感じます。そこには皆それぞ
れの諦められない理由が込められていると強く感じます。

「人々が美しく心を寄せ合う中で 文化が生まれ育つ」ということを意味するこの「令
和」という新しい時代。日本が大事にしてきたことは「和の精神」すなわち「共に」の
精神です。居酒屋甲子園の「共に学び 共に成長し　共に勝つ」という理念はまさに 
これからの輝かしい日本の未来に必要な理念にも感じます。
いよいよ本格的に心を込めて働き、生きることが大切になったこの変革の時代、葛
藤と混乱の今だからこそ、私たちはこれからの活動、そして第��回大会を通じて居
酒屋甲子園のメッセージとしてこのテーマを発信し、理念と目的を体現していきま
す。そして、皆様と心を重ねて共に夢と希望あふれる明るい未来を作っていけるこ
とを心から嬉しく思います。
皆様には何かとご指導、ご鞭撻を頂くことも多いかと思いますがよろしくお願い申
し上げます。



全国に繋がるネットワーク
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第��会大会  参加店舗一覧
★北海道地区
●あいよ北�条店●Azabaru BANG! BANG! 麻生店●粋な居酒
屋あいよ北口店●粋な居酒屋あいよススキノ店●粋な北海道
炉端あいよ大通り店●居酒屋ぼーの帯広店●居酒屋 ぼーの 
北二条店●居酒屋宮●SENGOKUテラス～itari～●イタリアン
ダイニング グラッツェJR��店●イタリアンダイニング グラッツェ
南�条店●芋の華 北�条店●芋の華 ホクレンビル本店●魚やら
串やらうまいっしょ家●うにとチーズ酒場カヴァ札幌すすきの店
●うに＆チーズボヌール札幌本店●エゾバルバンバン フレッ
シュセンター店●エゾバルバンバン大通店●エゾバルバンバン
琴似店●エゾバルバンバン新札幌店●エゾバルバンバン宮の
沢店●奥芝商店 駅前 創成寺●奥芝商店 実家パセオ店●奥芝
商店 おくしばあちゃん●お好み焼 粉もんず 豊岡本店●親子パ
ンチ 居酒屋店●カジュアルスパニッシュレストラン エスパニョー
ル●活菜旬魚 さんかい 環状通東店●活菜旬魚 さんかい 北��
条店●活菜旬魚 さんかい 白石店●活菜旬魚 さんかい 新札幌
店●活菜旬魚 さんかい 澄川店●活菜旬魚 さんかい 琴似店●活
菜旬魚 さんかい 月寒本店●カモシヤ●カラオケルームグラッ
ツェ● 大 衆 食 堂  十 勝 居 酒 屋  一 心 ● 北 のイタリアン酒 場  
NOBUZOU 琴似店●北の海鮮炙り ノアの箱舟●北の炉端 ちゃ
こ●九州・博多めし どげんこげん 北１条店●九州・博多めし ど
げんこげん 南２条店●極きわみ●金獅子のホルモン 元町店●串
揚げと寿司酒場てっちゃん時計台通り前店●串かつと鉄板焼き 
粉もんず 二条昭和通り店●釧路バル●GREEN CAFÉ●個室居
酒屋dining一心～曉～●個室居酒屋 ぼーの 旭川店●個室×創
作ダイニング ろく六●大衆酒場 富士山●最盛酒場 琴似店●道
東食材炭火焼きさかまる●さかまる別邸夕凪●刺身・牛たん・
サワー 海さくら ミチマロ●札幌 三ツ星●大衆酒場さぶろう●さ
ん臓 別邸●産地直送北海道札幌駅前店●幸せごはん 夢いち
●地元家●しゃぶしゃぶすき焼 SANZOU●旬創旬家無双●ジ
ンギスカン 羊飼いの店 『いただきます。』●スパイス マーケット
●Spain Bar &Dining Ｆｌａｍｉｎｇｏ●炭火焼鳥一品料理鳥秀
●炭火焼肉 穂高牧場●炭焼あぶりや 一期一会●炭焼バル ＳＡ
ＣＨＩ 白石店●炭リッチ環状通東店●炭リッチ北��条店●炭
リッチ道庁前店●炭火串焼き・石焼き串石（せんごく）●創作四
川料理 廣明 HIROAKI●創作旬菜 ネクスト●大衆海鮮酒場 く
ろべゑ 西��丁目店  ●大衆串横丁 てっちゃん 南�条店●大衆
串横丁てっちゃん都通店●ジンギスカンとホルモンの店 札幌ホ
ルジン●大衆酒場くろべゑ 大通本店●大衆寿司酒場 蝦夷の
漁●タコとハイボール札幌狸小路２丁目店●タコとハイボール
札幌狸小路本店●だしたこたこ焼とろたこ屋●立呑みパラダイ
ス●Chinese and Japanese 掛村●てっちゃん琴似店●トカチ
一心ミートバル●十勝帯広 炉端の一心●Tokachi cafe isshin
～イッシン～●十勝酒場一心●十勝肉酒場 さん臓●十勝北海
道 宴の一心●どす来い●炭リッチ総本店●炭リッチ南四条店
●多国籍料理呑食里●和みｄｉｎｉｎｇ笑琉●NUTS CAFE 
NIGHTS●炭焼き 肉バルNIKU��●海鮮イタリアン ニコバル●
にほんいち水産直営あらた本店●農家バルFOOD BABY●のら
くら 小 町 バ ル ● 函 館 駅 前 酒 場 ● 浜 直 活 鮮  魚 の 一 心 ●
Harry’sRodCafe●ひょうきん顔●ブラジリアンバル ピッカー
ニャ南�条店●ブラジリアンバル ピッカーニャ南�条店●北海道
海鮮＆チーズのお店 ごったがえし本店●北海道さかな一途 直
営 魚問屋●北海道産直ビストロ SACHI 大通り店●港町酒場 
もんきち商店 桑園店●産直大衆ビストロ SACHI 新札幌店●三
ツ星ザンギ 居酒屋店●港町酒場 もんきち商店 白石店●港町
酒場 もんきち商店 新札幌店●港町のモンキチ 札幌駅北口店
●港町のモンキチ 北２４条店●もめんどき●焼き鳥 くる兵衛●
焼肉上を向いて歩こう。●焼肉専門店さん臓●ゆめぜん ぽてと 
千歳店●ラーメン・豚丼専門拾丁目食堂●酪農家バルロール
ベール●炉ばたとIPPO●炉ばた八●WARAYAKI酒場 あくと す
すきの店

★東北地区
【青森県】---●居酒屋 がんこおやじ●石と肴 地雷也●活魚とわ
ら焼き地雷也●極 じらいや●酒楽食彩 和がや●鮨と地酒 地雷
也●すみ さけ みなみ●みさ和 活魚センター

【岩手県】---おでんと魚串の店 飛魚●イタ リアンバル ロッシュ
マーノ●炊き餃子 手羽先 オクムラ●スポーツ＆ダイニングBar 
CROSS HEAT●炭旬 秀家●寄リ付キ魚場ル 夜ナ夜ナ魚 ●和
風居酒屋 わいや●秋田県●KAWABATAMeatKitchen ●串バ
カ 我武者羅●博多口野菜巻き炭火焼 福の助●本格炭火 やき
とりと炊き餃子 福ト屋●ローストビーフ酒場 USHIMARU

【山形県】---●酒蓋屋 けん●山形郷土料理 おしょうしな総本店 
月山別館 最上川別館

【宮城県】---炙屋十兵衛エスパル店●炙屋十兵衛二日町店●居
酒屋SAR”U●居酒屋フレンチ「ranpu」錦町店●大衆酒場 魚��
番●うどん酒場 七右エ門新伝馬●奥州ろばたセンダイエキ天
海●串揚げ 油食来 駅前朝市店●串揚げ酒場 油食来 国分町本
店●天ぷら酒場 ててて天 長町店●魚が肴仙台パルコ店●肴ハ
イボールＢＡＲ サライ●酒飯場 ででででん●ミライザカ 仙台名
掛丁店●ジーノクラシック●大衆酒造 強三●タコとハイボール
仙台名掛丁店●伊達酒場 強太朗●伊達な仙台炉端「強次朗」
●津田鮮魚店●天海のろばた分店●天ぷら酒場 ててて天 一
番町店●天ぷら酒場ててて天 国分町店●虎まる 仙台国分寺
店●宮城の酒処 鶏きち●トリとヤサイとサケ ともやん●和み居
酒屋 サルトナリ●南欧バルイナトーラ●ハミングバードヴェッキオ
●ハミングバード本町店●晴れの日●フレンチ居酒屋「ranpu」
●マルシェマン●ミートスタイルバル●肉男 MEATMAN●ミート
マン２号●宮城の海の幸山の幸 板前料理晴れの日●山形蕎麦
と炙りの焔藏 定禅寺店●簾の家●んDATHCHAマーケット

【福島県】---居酒屋しのや桑野店●居酒屋しのや郡山駅前本店
●居酒屋 安兵衛●欧風酒場Ｃｈｅｅｒｓ●沖縄ダイニング な美ら
●母屋たすいち●海鮮居酒屋うまいもん市場五楽●cafe&diner 
ARCH●カメレオン ワイン＆タパス●串揚げ居酒屋ハシゴ
●しゃぶしゃぶ温野菜 郡山横塚店●旬菜肴房 善舞●スペイン
バル カメレオン●たすいち●肉と野菜の農家イタリアン～
Arigato～●福島ワイン酒場●マリスケリア郡山●村さ来 船引
店●やきとり十八番植田店●やきとり十八番平店●やきとり十
八番湯本店●やきとり大吉 いわき梅香町店●吟醸料理・酒 ゆ
めぜん 須賀川店●十勝帯広 炉端の一心●Tokachi cafe 
isshin～イッシン～●十勝酒場一心●十勝肉酒場 さん臓●十
勝北海道 宴の一心●どす来い●炭リッチ総本店●炭リッチ南
四条店●多国籍料理呑食里●和みｄｉｎｉｎｇ笑琉●NUTS 
CAFE NIGHTS●炭焼き 肉バルNIKU��●海鮮イタリアン ニコ
バル●にほんいち水産直営あらた本店●農家バルFOOD BABY
●のらくら小町バル●函館駅前酒場●浜直活鮮 魚の一心
●Harry’sRodCafe●ひょうきん顔●ブラジリアンバル ピッカー
ニャ南�条店●ブラジリアンバル ピッカーニャ南�条店●北海道
海鮮＆チーズのお店 ごったがえし本店●北海道さかな一途 直
営 魚問屋●北海道産直ビストロ SACHI 大通り店●港町酒場 
もんきち商店 桑園店●産直大衆ビストロ SACHI 新札幌店●三
ツ星ザンギ 居酒屋店●港町酒場 もんきち商店 白石店●港町
酒場 もんきち商店 新札幌店●港町のモンキチ 札幌駅北口店
●港町のモンキチ 北２４条店●もめんどき●焼き鳥 くる兵衛
●焼肉上を向いて歩こう。●焼肉専門店さん臓●ゆめぜん ぽて
と 千歳店●ラーメン・豚丼専門拾丁目食堂●酪農家バルロー
ルベール●炉ばたとIPPO●炉ばた八●WARAYAKI酒場 あくと 
すすきの店

★北関東地区
【茨城県】---●感動酒場  よろず屋●串とんぼ 大甕店●串とん

ぼ 水戸店●地鶏旬菜 神楽 神栖店●炭火ダイニング神楽 鹿嶋
店●つくば夢酒場 華族●鉄板職人ちゃんちゃら 下妻本店●鉄
板職人ちゃんちゃら 古河店●呑処 弦●博多 九兵衛●華のれん
●浜とんぼ●バロン・ド・オーロ●ビストロ 十兵衛●焼肉道場 
鹿嶋店●焼肉道場 神栖店●炉ばたとおさかな華のれん●和風
ダイニング 楽食楽酒 華族

【栃木県】---●アジアンテイストのお店BARU●えんてんか 小山
>●えんてんか 栃木店●えんてんか おもちゃのまち店●おさけ
おにく 呼馬力●カバリン 炭ときどき薪●古民家酒房 菜音●酒
場の銀次郎●酒場ル ゲンテン 宇都宮店●酒場ル ゲンテン 自治
医大駅前店●炭人の台所ばりちょう●大衆居酒屋どう銅●大衆
酒場モツレ●鉄板ダイニンググリ鉄●トチバルエース●浜焼太郎
小山駅東口店●バリサイ カフェ●Bariton～バリトン～●鶏そば 
ＨＩＢＡＲＩ●本気家源天 本店●本気家源天 宇都宮駅前店●や
まとん●炉ばた 鹿芭莉

【群馬県】---炙りや 笑多●居酒家［Bistro］ちゃぶや●縁 －えに
し- 高崎東口店●えびすや 青柳店●窯焼きdining 和蘭ししがし
ら●からあげ焼き鳥えにし 前橋店●蔵っちぇ●三代目 さんたろ
う●四季彩Dining ICHI●地鶏炭火串焼家 鳥こまち 伊勢崎店
●旬菜酒家 きららや●食堂☆酒バ ココソーレ●Chinese 
Dining 青龍●����酒場 がじゅまる●大衆酒場炉ばた焼き 大
将●ダイニング酒場Bo-ｚ●地中海酒場SoleSole●椿家 川原
店●寅吉●庭 cuisine 照蔵●NEKO NEYA●博多もつ鍋 ぶんぶ
く 前橋千代田店●博多もつ鍋 ぶんぶく 新前橋点●Pack’n 
Dinning えびすや●BISTRO KNOCKS 伊勢崎店●ホルモン亭
●マチナカイタリアン酒場ポルコ●焼肉 富光●焼肉ホルモン 
おかだ●River meat market●炉端BISTROソーレマン●ろば
た焼きとり 縁 －えにし- 本 店 ● 和ト伊ト遊 び心ト N E W ☆
SOLEMAN

【埼玉県】---あかつき●あさかのビストロ BocO●アロハカフェ
カピリナ●居酒屋 いちき 若葉店●漁火飯場 いろはのゐ●イタ
リアン酒場 TAKEYA 所沢店●イタリアン酒場 ＴＡＫＥＹＡ本川越
店●イタリアン酒場 ＴＡＫＥＹＡ本店●イタリアン酒場TAKEYA
みずほ台店●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカさいたま新都心
東口駅前店●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ草加西口店●浦
和酒店 楽多●浦和の劇場にっぱち●男のガチンコ厨房おうげ

ん●俺たちの炙り家●窯 マチルダ ●元祖ホルモン酒場 大宮店
●北の炉端や くろえもん●魚介料理海 新-arata-●串焼き一献 
戸田店●串焼 だいにんぐ酒場 三代目 トリキン●串焼 だるま山 
鴻巣店●串焼 だるま山 熊谷店●串焼場 ブギウギ●浩治朗●籠
原酒場 こぐんち●五代目 蔵DINING 酒田屋商店●ごはん亭 家
蔵●坂戸の酒場 くろえもん●讃岐のだし匠 いろはのゐ●ザ・
ファンキーチキン 川越店●三代目鳥メロ春日部西口店●三代目
鳥メロ朝霞南口駅前店●三代目鳥メロ大宮西口駅前店●三代
目鳥メロ熊谷北口駅前店●三代目鳥メロＪＲ川越西口店●小割
烹 川越 武や●真骨頂ふってん鶴ヶ島駅前店●好いとうよ●ス
ケイチ●炭酒場カミナリ屋 朝霞台店●炭酒場カミナリ屋 志木
店●創作酒庵 彩蔵●創作酒庵 彩蔵 大宮●大衆割烹 伍●大衆
割烹 ＴＡＫＥＹＡ川越店●大衆酒場 前進あるのみ●大衆焼肉酒
場サブロー●タン・シャリ・焼肉 たんたたん 武蔵浦和●秩父ホ
ルモン酒場まる助 西武秩父駅前店●秩父ホルモン酒場まる助 
みやのかわ店●秩父ホルモン酒場まる助 東松山駅前店●秩父
ホルモン酒場まる助 北浦和店●tocottoキッチン●にしだ場 狭
山市店●にしだ場若葉店●にしだ屋 坂戸店●にしだ屋 和光店
●Nippati●ねぎたん塩・ホルモン 嬢々苑 本店●ねぎたん塩・
焼 肉・お 食 事  ジャン高 山  南 与 野 ●ハイボール 酒 場  t H e  
GREATMAN!●博多劇場 本川越店●バルーチョ 鶴ヶ島店●バ
ルーチョ朝霞台店●バルーチョ志木店●バルーチョ 和光店●が
ぶ飲みワインと大衆イタリアン BAL BUGSY●深谷バル はまぐり
や●籠原駅南口 三好屋●三好屋商店酒場 深谷店●TRiPPAiO
アトレ浦和店●焼き鳥エイト●ヤキトリ酒場 武州屋●焼き鳥 さ
つき屋●焼き鳥とワイン くろえもん 若葉●やきとり にしだ場 新
所沢店●やきとり家 すみいち●焼肉酒場 すみいち 大宮店●やじ
ろべゑ●RED TUG●ろばたトせいろト酒 点ス -TOMOSU-●炉端
ふってん総本店●ろばた焼 乾商店 まいどっ！●ろばた焼きみの
る●JAPANESE DINING 和民東川口駅前店

★関東第�地区
【東京都】---●あばら大根 西葛西店●歩きはじめ●あわわ屋

●酒槽 さかふね 町田●居酒屋 梅林 ●居食屋 橘内 高円寺北
口店●居食屋「大樹」●イタリアン＆ワインバル ビアージョ 
WACCA池袋●イタリアン＆ワインバル ビアージョ新宿●イタリ
アン酒場TAKEYA霞ヶ関店●ITALIAN RESTAURANT ＆ BAR 
GOHAN上野浅草口●旨い魚とバリメシ 南風●旨唐揚げと居酒
メシ ミライザカ大森北口店●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ五
反田西口店●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ駒沢大学店●旨唐
揚げと居酒メシ ミライザカ西日暮里駅前店●旨唐揚げと居酒
メシ ミライザカ日比谷富国生命ビル店●浦野屋やきとん てる
てる 高田馬場店●浦野屋やきとん てるてる 東中野店●江戸や
鮨八阿佐ヶ谷店●江戸や鮨八新井薬師店●江戸や鮨八鷺宮店
●江戸や鮨八ひばりヶ丘店●沖縄料理と久米島鶏水炊き 田ん
ぼのお芋●OSTERIA���� 町田店●海鮮居酒屋 MARU●牡蠣
と和牛 ほいさっさ蒲田店●かごっま屋台 火の玉ボーイ●カツオ 
立川●がブリチキン。明大前店●燗アガリ●元祖 月島もんじゃ く
う 本店●魚介イタリアン酒場北町商店●牛角 下高井戸店●牛角 
練馬店●牛もつと大衆鉄板料理 炎丸酒場 葛西店●牛もつと大
衆鉄板料理 炎丸酒場 五反田店●牛もつと大衆鉄板料理 炎丸
酒場 新小岩北口店●京都炭焼浪漫家 新小岩店●創作酒庵 彩
蔵 池袋●練馬 きらり●銀座 ごち惣家●QUEEN OF CHICKENS 
烏森口店●串カツ田中 江古田店●串カツ田中 南砂町店●串
カツ田中 東五反田店●串カツ田中 町田店●串カツ田中 東銀
座店●串カツ田中 八丁堀店●串カツ田中 新宿京王フレンテ店
●串カツ田中 新橋店●串カツ田中 武蔵小金井店●串焼きとお
でん 飯造●蔵内 馬ノ丈●原始焼 火鉢●五感 ビストロ酒場 赤
羽�号店●こだわりもん一家 銀座店●さーどぷれいす 和ビスト
ロほたる●魚と串もん やまざくら 上野本店●魚屋ツキアタリミ
ギ●居酒屋ｄｉｎｅｒ 丸八 高田馬場本店●九州産地直送 さくら
●酒処 月味座 本店●坐・和民上野浅草口店●坐・和民銀座土
橋店●坐・和民国分寺南口店●坐・和民五反田西口店●坐・和
民新宿大ガード店●�階肉バル ノースマン 六本木本店 ●三代目
鳥メロ池袋サンシャイン通り店●三代目鳥メロ上野駅前店●三
代目鳥メロ梅島駅前店●三代目鳥メロ北千住東口駅前店●三
代目鳥メロ国領駅前店●三代目鳥メロ品川港南口店●三代目
鳥メロ新小岩南口店●三代目鳥メロ新宿歌舞伎町店●三代目
鳥メロ新宿御苑店●三代目鳥メロ東陽町駅前店●三代目鳥メ
ロ旗の台●三代目鳥メロ浜松町店●三代目鳥メロ原宿店●三
代目鳥メロ半蔵門駅前店●三代目鳥メロ船堀店●三代目鳥メ
ロ分倍河原駅前店●三代目鳥メロ目白通店●三代目鳥メロ有
楽町日比谷口店●獅子丸 町田総本店●じとっこ 立川店●じ
とっこ組合 神田店●酒葵KAGURAZKA●塾成牛ステーキバル
Gottie’s BEEF池袋西●塾成牛ステーキバルGottie’s BEEF 銀
座ベルビア館●塾成牛ステーキバルGottie’s BEEF GEMS大門
●旬八 駒沢大学駅前●汁なし担担麺ともつ焼きぶた横丁 京急
蒲田●しろくまストア 大森北口店●素揚げ酒場パリパリ北千住
店●炭火とワイン 学芸大学前●スワンレイク パブ エド 修蔵 新
宿店●TABLE O TROIS●大衆肉ビストロLit●宝 東京国際
フォーラム店●ダンダダン酒場調布総本店●ダンダダン酒場稲
田堤店●ダンダダン酒場青山一丁目店●ダンダダン酒場練馬
店●DAN CHICKEN DAN 町田店●地金目鯛専門 銀座はなた
れ●CHARCOAL GRILL 勝男●築地もったいない プロジェクト 
魚治●つつみの一歩●燕三条イタリアン Bit 銀座店●てっぺん 
自由が丘●てっぺん 渋谷 女道場●てっぺん大和家●てまえの
一歩●東京オーブン赤坂●東京オーブン本店●東京ハレル家
●東京MEAT酒場 浅草橋総本店●東京MEAT酒場 石神井公園
店●東京MEAT酒場 吉祥寺店●東京MEAT酒場 新宿御苑前店
●東京MEAT酒場高田馬場店●東京MEAT酒場 武蔵小山店●博
多串焼き どげんね●TOSCANA大手町店●TOSCANA神谷町店
●TOSCANA吉祥寺店●TOSCANA代々木店●土間土間小岩北
口店●toricky●鷄と酒かんろく●鶏のごんぞ●鳥メロ麹町駅
前プリンス通り店●どん薩摩●呑米酒場ありの●中仙酒場 串
屋 さぶろく●なかめのてっぺん 品川●なかめのてっぺん 本店
●呑み処 左藤 板橋邸●�階肉バルノースマン 蒲田東口店●にぎ
りの一歩●肉汁水餃子餃包（ぎょうぱお）六本木店●肉ビストロ
灯 ● にしだ 場  下 赤 北 口 店 ● にしだ 場  下 赤 塚 南 口 店 ●
NICKSTOCK渋谷道玄坂店●NICKSTOCKトリエ京王調布●呑み
処 左藤 総本店●博多劇場 上野広小路店●博多劇場 竹ノ塚店
●博多劇場 町田店●博多劇場 六本木店●博多 ほたる 銀座店
●博多ほたる麻布十番店●ハカタホタル中目黒店●博多前炉
ばた 一承 東京上野●八戒●はなの舞 平井南口店●バルめし
山田●パワースポット居酒屋 魚串炙縁●Bistoro ���� 門前仲
町店●備長炭焼 いろとり鶏●美豚●陽ノ鳥●日比谷 琥珀●
FRENCH BAR KOUZO ●豊和 表参道●★北海道物産 東京立
川●ホルモン酒場 赤羽店●本気の恩返し 梅林 本店●豆奴●
○魚 門前仲町店●ＭＡＲＵＨＡＣＨＩ（マルハチ） 渋谷店●まんて
ん 中目黒店●まんてん 新宿西口店●まんてん 代々木店●ミス
ターハッピー 神保町●南大門●夢酒知花 八重洲店●夢酒 み
ずき 銀座店●もうひとつの家 一歩一歩●主水 日本橋三越 ●
主水 日本橋室町店●焼鳥 チキチキ●やきとん侍●焼肉 ご縁
●野菜がおいしいダイニング LONGING HOUSE 北青山●
野菜巻き串 てっぺん 祐天寺店●やさい巻き串の獅志丸●溶
岩焼 薩摩屋 新宿●予祝のてっぺん男道場●ＲＯＢＡＴＡ 幸
●ROBATA幸�nd●ろばた翔●炉端焼き 一歩一歩●ろばた
焼き絶好調てっぺん新宿店●ろばた結●和・旬・うまいもん 
いざかや炎丸 新小岩店●JAPANESE DINING 和民秋葉原駅前
店●JAPANESE DINING 和民西新井西口駅前店●JAPANESE 
DINING 和民三田店●わらやき屋銀座

★関東第�地区
【千葉県】---●I.B DINER●姉崎駅前の串屋横丁●個室居酒屋 炙
りや 幸蔵 新検見川店●あばら大根幕張本郷●一期一笑●稲毛
海岸北口の串屋横丁●うっとり北習志野●柏の馬肉屋 馬喰ろ
う●木更津東口の庭鶏●君津北口の君鶏●君津北口の串屋横
丁●牛たん専門店 勇●串屋横丁茂原町保店●くらのあかり千
葉店●五井駅前の串屋横丁●こだわりもん一家 千葉店●こだ
わりもん一家 津田沼店●こだわりもん一家 柏店●こだわりも
ん一家 西船橋●こだわりもん一家 本八幡店●三代目鳥メロ稲
毛東口駅前店●三代目鳥メロ新松戸駅前店●三代目鳥メロ
スーク海浜幕張店●三代目鳥メロ津田沼北口店●純情熱炉端 
るぅぷ●炭旬船橋仲通り店●炭火焼酒家 えん●蘇我西口〇も
酒場●手羽矢 南行徳店●肉×日本酒 ワラカド 津田沼店●博
多劇場 浦安店●博多劇場 木更津店●博多劇場 新松戸店●博
多劇場 千葉店●博多劇場 船橋店●馬肉専門大衆居酒屋 船橋 
馬喰ろう●備長炭焼 七左衛門●備長炭焼 七左衛門 本千葉店
●PORTA- alberocucina（ポルタ-アルベロクッチーナ）●本千
葉駅前の串屋横丁●もぢょい有限会社 幕張本郷本店●もぢょ
い有限会社 蘇我駅西口店●もぢょい有限会社 幕張本郷店 そ
の２●もぢょい有限会社 八幡宿駅西口店●焼いちゃっ亭 木更
津店●八幡宿駅前の串屋横丁●和・旬・うまいもん いざかや炎
丸 本八幡店●JAPANESE DINING 和民成田店

【神奈川県】---ASIAN CHINESE BAL 餃子酒場カノウ 辻堂店●ア
ジアン中華 加納ダイニング●いろは丸 藤沢店●美味物問屋 う
れしたのし屋●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ茅ヶ崎北口駅前
店●海福 天王町店●海福 向ヶ丘遊園店●海鮮居酒屋 海福本
店●海鮮居酒家 七福水産●型無一心●型無夢荘●CAFE NOB
●からあげセンター加納 茅ヶ崎駅北口店●韓国料理とサム
ギョプサル サム家●九州料理・博多モツ鍋 黒獅子 本厚木店
●Quattro Cuori相模大野●串揚すがの茅ヶ崎店●串揚げすが
の戸塚店●昭和沖縄レストラン 具志堅の家～ぐしけんち～●串
焼浪漫 八氣 さがみ野店●コリアンダイニングＳＥＯＵＬ ＧＡＴＥ
藤沢●魚と酒はなたれ 野毛本店●魚と酒 はなたれ 横浜東口
店●魚とワインhanatare●魚とワインはなたれ onikai●ざま
のやまちゃん●三代目鳥メロ大船店●三代目鳥メロ古淵駅前
店●三代目鳥メロ湘南台西口駅前店●三代目鳥メロ東急武蔵

小杉駅前店●三代目鳥メロ戸塚西口店●三代目鳥メロ溝の口
店●三代目鳥メロ三ツ境南口店●三代目鳥メロ元住吉西口店
●三代目鳥メロ横浜西口南幸町店●三代目鳥メロ横浜東口店
●塩ホルモン・モツ鍋・ハイボール 肉の寅屋 総本店●獅子丸 江
田店●獅子丸 新百合ヶ丘●七福 大口店●七福 上大岡店●七福 
武山店●七福 戸塚店●七福藤沢店●七福 本厚木店●七福 本
店●地鶏・海鮮いざかややま●地場産居酒屋 三浦頂食堂●旬
の魚牡蠣と日本酒バー 炉端ゆるり。●ワイン酒場 SHO 関内駅
前店●情熱魚酒場 海彦 杉田店●商売繁盛 紅谷町パラダイス
●庄や 六会日大前店●炭火焼・串 仙次郎 東通り店●炭火焼
酒場ピカピカ茅ヶ崎南口店●炭火焼食堂 ピカピカ 美住町本店
●炭火焼肉ホルモン酒場 仙次郎 小田原店●鮮魚と炉端焼き 
魚炉魚炉●大衆酒場大衆食堂すがの●大衆食堂 鳥嶺●太陽
ホエール●多国籍酒場 SITA 茅ヶ崎南口●タコとハイボール鴨
居店●タコとハイボール藤沢店●太郎丸●ダンダダン酒場海老
名店●茅ヶ崎ちゃんぷるー●産地直送×地産地消 ＥＮ別邸 中
央林間店●漬込みハイボールともも焼き ダンチキンダン 海老
名店●TOSCANAシァル鶴見店●鳥舎●とり吉●とり介 北口店
●とり介 南口店●鶏とワイン HANABI●豚まる●なかめのてっ
ぺん 横浜みなとみらい●肉小僧 匠●肉小僧 匠 はなれ●肉
時々魚 にくどき●博多モツ鍋・九州料理 獅子丸 海老名店●華
金‐hanakin‐●はなの舞辻堂南口店●バルエビータ●焼肉ホ
ルモン酒場陽真●ポークマン ～肉の王子様～●まぐろのやま
ちゃん●Restaurant & Bar Mashu●もつ焼きのやまちゃん●も
んじゃ横丁 戸塚店●焼鶏家なお吉 海老名店●焼鳥家 なお吉 
大船店●焼鶏家なお吉 茅ヶ崎店●焼鶏家なお吉 藤沢店●焼
鳥家 なお吉 大和本店●八十の快家●弥平 新子安店●弥平 横
浜鶴屋町店●大和 笑う焼き鳥屋 ウルル●横須賀ビール●横浜
漁酒場 まるう商店さん●横浜漁酒場 まるう商店●横浜漁酒場 
まるう商店 別館●横浜漁酒場 まるう商店 yellow●よりみち酒場
●��� CAFE●炉端かのう 茅ヶ崎南口店●炉ばた家〇銀●炉ば
た・鮮魚 かげん 辻堂店●ろばた焼き藤十郎●和牛 肉小僧●和
fu-mi あいせん

★北陸甲信越地区
【山梨県】---居酒屋 ちょびすけ●冨士天ぷら いだ天●イタリア
ン酒場 Cu-Suke 昭和店●イタリアン酒場 Cu-Suke 韮崎店●大戸
屋 富士吉田店●海鮮居酒屋 はなの舞 富士吉田店●Cu-SuKe 
甲府駅前店●Cu-SuKe 甲府後屋店●魚屋ちから●しゃぶしゃ
ぶ はやし●大衆酒場 けろすけ 甲府店●大衆酒場 けろすけ 韮
崎店●とりどて屋食堂●歩成●ほうとう蔵 歩成 河口湖店●ほ
うとう蔵 歩成 フルーツライン店●海鮮ほうとう専門店 ほうとう
研究所●まったりダイニング Cu-SuKe●焼肉ひまわり亭●湯ろ
や●溶岩焼き 肉の匠

【長野県】---漁火食堂 浜の波平●宴屋 とんぼ●大阪王将松本駅
前店●おかやかぶ飲みワイン食堂EiEioh●大人のてっぺん●俺
のパスタ＆タパス＆ワイン藤原商店●海鮮問屋東京つきぢや諏
訪インター店●がブリチキン。長野駅前店●九州情熱酒場 がば
い寅次郎●串揚げ居酒屋 笑間●串焼 なかなか●甲州酒場 歩
成 松本横丁店●酒処 ナポリ●四季旬菜酒場 壱●しなののてっ
ぺん 長野店●しなののてっぺん 松本本店●シハチ水産北海道
酒場●食事処 嵐●じらいや 御代田店●信州 餃子楼●信州
ゴールデン酒場 横丁店●新鮮魚介酒場たぬき●炭火モモ焼
き・骨付鳥 信州権堂 みらい酒房●炭火や 串坊●西洋漁師料理
picapicaAMIGO●せんべろ風土 松本店●タコとハイボール伊
那店●タコとハイボール長野店●タコとハイボール松本店●天
ぷらダイニング天晴れ●鳥市●鳥梅 やきとりコーナー●並木
はちコー●飲食処 ばんや●のんべえ食堂 天火●ぱおず屋 陽
太●博多鉄鍋餃子 鉄八●浜焼き海鮮居酒屋いざなみ●まんて
んふぁ～む●Meat&Wine●目利き超人魚’sマン●メキシカン＆
イタリアンBARボンコクフジハラショウテン●門前市場びんずる
さんの胃袋●焼とり酒房 鳥せん●やきとり番長 松本つなぐ横
丁店●松本串かつ 夢屋●横丁のてっぺん●漁師酒場 やひろ丸
●炉端zan

【新潟県】---IRISHPUB SHAMROCK●天晴れ●Atelier CHANTI
●とりやき酒場 あべじ●串と煮込み あべじ●居酒や蔵明●居
酒家Shima●居酒屋ぼんど 駅南店●居酒屋ぼんど 新大前店
●イタリア酒場ROSSO●一家駅前南ひっこみ滋庵●ウエスタン
バーForty-Niners●魚沼イタリアンバル 匠●魚沼釜蔵 総本店
●魚沼ユキアカリ●旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 上越高田
店●駅南バル Ｍａｒｐｈｙｓ●越後一会 十郎●越後の台所 すず
きち●越後炉ばたと雪国地酒 ちいぼう●カフェ&グリル みのり
みのる●がブリチキン。 上越高田店●GIICHI LOFT Nagaoka
●CARAVAN●餃子酒場 たまり家●銀しゃり飯と魚 ばん屋別邸
●Grill & Bar GooTh Table グーステーブル●grill and wine
じゅー●ぐるめ倶楽部 寅まる●厳選ワイン飲み放題の店 肉バ
ル横丁 新潟駅前店●厳選ワイン飲み放題の店 肉バル横丁 新
潟けやき通り店●サクラサイダー●桜亭台町茶寮●塩ホルモン 
とん福●旬海佳肴一家●旬魚酒菜 五郎 万代店●笑喰処 つま
ようじ●新大バル Marphy’s●深夜食堂 ５８ページ●SUZUDELI
●SUZUVEL●Soi●創作居酒屋 繋●蕎麦DAYS●大衆ビストロ 
万代グリル ガルベストンSt. by Soi●大丸総本店●旅の途中の肉
バル砂漠●タン専門店 天乃道●ちょこっとお酒ほんだや●燕三
条イタリアン Bit 新潟店●燕三条イタリアン Bit 燕三条本店
●てっぱん海鮮家Umi●鉄板・備長炭火焼 ジョー●デンジャラ
スチキン 天晴れ●鶏焼肉専門ひげやっこ●night cafe RISE●ナ
ガオカバルLuigi●新潟居酒屋 百織●新潟ふるまち志津川水産
一家部●煮込みと酒と錦弥●Bar��●大衆酒場 ハイボール横
丁●博多もつ鍋 一番星●博多もつ処浜や 新潟駅前店●馬喰
ろう新潟店●はじめ土間家 別邸●バッファロー●浜焼酒場 海
ぼうず●炭火焼肉 塩ホルモン もつ鍋 越後肉蔵堂●FARM TABLE 
SUZU●Fish&OysterMarisco●food dining Charis●ぶら坊●古
町 五郎●ベジテジや Ｓｏｉ新潟万代店●ホルモン酒場 天晴れ
精肉店●ぽんしゅ館 魚沼釜蔵●めしと酒 善丸●もつ焼き まる
はち●焼肉道場 新潟古町店●焼肉レストラン慶州●ヤサイ串
巻 マグロシャブシャブ アッパレ●湯沢 釜蔵●ゆずりは 新潟駅
前店●よってけじゅんぼう●Little北海道●漁師Dining 日本海 
ばん屋●和．伊．の台所 五十八●旬魚旬菜 極DINING若旦那弁
天通り店●和食酒場 風花

【富山県】---● D i n i n g & B a r  S H A R E ● 地 産 食 彩  越 中 舞 華
●Lounge Bar HARVEST

【石川県】---●居酒屋はち丸魚酒場●居酒屋はち丸金沢駅前店
●居酒屋はち丸別館●居酒屋はち丸本店●居酒屋 花組●魚
吟●金沢寿司割烹 魚匠庵●旬魚季菜 とと桜●どんとんぱ●べ
じチキ

【福井県】---●三代目鳥メロ福井駅前店●居酒屋 波月●福井
焼肉 はるむにYプラザ南店

★東海地区
【三重県】---アイドコロ 四日市店●庵JUJU●泡盛と串カツのお

店 がきんち●そば居酒屋 うっかり八兵衛●串揚げ酒場 ゑにし
●おいないさ●ごきげんえびす 津駅前店●魚のてっぺん●産
直バル ＳＩＮ 津駅前店●塩ホルモンやでか●熟成肉バル ヨッ
カイチウッシーナ●炭人の台所 りんてつ●ニクバル・プロベッ
チョ白子●ニクバル・プロベッチョ平田町駅前店●肉炉端 炭の
髄まで●ホルモン酒場おんどる●焼肉たらふく亀山店●焼肉た
らふく白子店●焼肉たらふく中央通り店●焼肉たらふく平田町
駅前店●ヨッカイチワイン食堂 enici

【岐阜県】---●一豚●大垣のてっぺん●がブリチキン。岐阜駅前
店●くしえもん●串カツ田中 岐阜横丁店●ごきげんえびす 大
垣駅前店●志江留●とんまる●焼肉 与志多●陽気なイタリア
ンバル Borco●和食バル ふわり 岐阜

【愛知県】---厚切りステーキ食べ放題ビアガーデン アホヤネン
中庭店●いちゃりばねーねー前佛 亀島店●いちゃりばねー
ねー焼とり前佛 則武店●大蔵屋●串揚げとおでん 咲串おかげ
屋 名駅本店●ＯＨＡＮＡ 刈谷本店●おはな～はなれ～●回転
寿司処 角 日比野店●がブリチキン。藤が丘店●がブリチキン。
名駅�丁目●ガブチキワイン倶楽部名駅�丁目店●刈谷炉端屋 
どんぱち●韓国居酒屋まるふみ●串カツ田中 江南店●串カツ
&味噌焼肉チリトリ焼 アホヤネン本店●プライベートバル��� 
KURIBOU●酒場～ルDEN刈谷店●酒・肴・天ぷら 鮨かど●THE 
MEAT ANGUS刈谷店●三代目鳥メロ尾張一宮東口駅前店●下
町 鉄 板 台 所  蔵 之 蔵 ●しゃか 心 ● 熟 成 牛ステーキ専 門 店  
Gottie’s BEEF KITTE名古屋●新安城 大衆酒場 なべちゃん�●新
安城 炉端焼き どんぱち●炭火焼肉 すぎ乃くら 七宝本店●炭焼
き串とおばんざい店 鳥けん●大衆餃子酒場 NOBORU●鶏sara
●なかめのてっぺん名古屋●名古屋コーチン×牡蠣しゃぶ とり
ころろ 名古屋総本店●ナニワの串カツ&関西風おでん アホヤ
ネン 東岡崎店●肉バル KURIBOU 一宮本店●ニクバルダカラ 
豊田店●ニクバルダカラ豊橋店●BALI-HAI 名古屋栄店●ハワ
イアン酒場LOCO terrace●東岡崎 魚酒場 どぉーん●東岡崎 
炉端屋 どんぱち●フジヤマドラゴン豊橋店●ふみ屋●ベジテジ
や栄店●毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 新栄店
●毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店●瑞
Kitchen 名駅店●夢酒場 知立魚昇本店●夢酒場�号 魚昇豊田
店●和風レストラン桂

【静岡県】---●五十海 しぃぼ～●一合一笑居酒屋 蓮華●旨唐
揚げと居酒メシ ミライザカ掛川北口駅前店●備長炭焼 遠州葵
家●備長炭焼 遠州誠家●情熱御前崎酒場ありがとう●大衆酒
場 三十飛 沼津店●大衆酒場 三十飛 三島店●台所屋 一軒目
●鉄板！あした葉 沼津駅北口店●鉄板！あした葉 三島店●和ダ
イニングすけろく●ニクバルダカラ 浜松有楽街店●ベジタベル
バー 兼次郎●焼肉ダイニングふるかわ●RAI４

★関西第�地区
【大阪府】---●赤まる 大阪船場 本町店●魚居酒屋あぷちゃ�号

●魚居酒屋あぷちゃ本店●淡路島ええとこどり●個室ダイニン
グ 庵樹 －Anju－ 梅田店●EAT MEAT at FLANDERS TALE な
んばウォーク店●銘家焼肉ＤＩＮＩＮＧ豚美 なんば店●居酒屋
てんてん 北花田本店●一食懸命居酒屋 おーうえすと 東三国店
●IBERICO－YA 北新地店●魚座 沖のや●旨手羽家 天下茶屋
店●旨手羽家 長居店●A��東三国バル●笑顔と炭火焼とり た
んたん●江坂海鮮食堂 おーうえすと●江坂鮨バル おーうえす
と●OSAKA 酒場 あじひと●大阪屋台居酒屋 満マル 我孫子店
●大阪屋台居酒屋 満マル 堺市駅前店●大阪屋台居酒屋 満マ
ル 長居店●お好み焼 鉄板焼 コミット●海鮮屋台まいこ 関大前
店●まいこ関目店●鹿児島酒場さぶろく●割烹Dining&bar 神蔵
●お好み鉄板 がるぼ●北堀江ほおずき●吉鳥 関大前店●吉鳥 
鴫野店●喰快 貝塚店●串揚げGea Seek●源樹や 石橋店●源
樹や 服部天神店●ごきげんえびす 樟葉駅前店●こきんた 千林
店●三代目鳥メロ難波道頓堀店●三代目鳥メロ枚方市駅前店
●三代目鳥メロ布施駅前店●酒芳 くぐりんしゃい●酒楽ごこち
屋 頂●旬魚旬菜 たんぽぽ 北加賀屋店●旬彩酒場RUTSUBO
福島●ジョニーのからあげ 天満店●新大阪海鮮食堂 おーうえ
すと●心八剣伝 中津店 ●酔虎伝 門真店●suhi 鮨 航●炭旬 谷
町４丁目店●炭のあかり松本 玉出帝塚山店●炭火やきとり 飛鳥 
桜井本店●炭火とワイン 梅田店●炭火とワイン 八尾店●炭火肉
酒場 肉まる●炭火焼焼鳥 瑞●炭火やきとり とり心 樟葉店●炭
火焼鳥ひよこ家●炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店●炭火焼肉じゅ
じゅ庵 十三店●炭火焼肉じゅじゅ庵 阪急茨木店 ●ソライロ 
TERRACE あべのキューズモール店●ソライロキッチン in てん
しばパーク店●大衆酒場 万祭●旬魚旬菜 たんぽぽ 弁天町店
●鉄板鍋きのした 香里園●薩摩×炉端 燈火●とりぞう千代田
店●鳥家すやま●肉グリル＆個室イタリアン USHIMARU 高槻
店●肉酒場 犇屋（梅田）●ねぎ醤油たこ焼き居酒屋 龍馬亭●
塚本バル●バール ジョルナータ●心八剣伝 JR桃谷駅前店●八
剣伝 羽曳野店●八剣伝 深江橋店●BAR BIANCO●バル屋 
Boa Vivo●犇屋天満●pit master VAMOS 福島店●pit 
master VAMOS 梅田東通り店●陽の鶏石橋●火の鳥 花園本店
●美味彩菜 たんぽぽ 大阪港店●フィオーレクッチーナオンダ
● B o o  B o oキッチン長 居 店 ● B o o  B o oキッチン本 店 ●
FLANDERS TALE ハービスPLAZA店●鮪のソムリエ 楽彩●銘
家焼肉専門店 豚美 福島店●焼き鳥と麹一石五鳥（肥後橋）●
薩摩×鉄板 ぼっけもん●焼鳥と焼野菜 ぎんすけ 中津店●焼鳥
と焼野菜 ぎんすけ 三国店●焼鳥と焼野菜 ぎんすけ 緑地公園
店●ヤン衆酒場ごったがえし 大阪千日店●遊食彩宴居酒屋
Jambo家●遊遊 大阪港店●ゆうゆう女道場 深江橋本店●彩
菜旬鮮 遊遊 本町駅前店●ゆめぜん 東大阪店●藁焼とかまど
飯 はちふく●わらやき屋北新地

【奈良県】---●遊家comeon●喜蔵 天理店●海鮮と串カツ ひ
かり屋●海鮮と笑えもん あかり屋●かき小屋フィーバー奈良三
条通り店●金太郎真菅店●ごきげんえびす 大和西大寺店●心ろ
家 王寺駅前店●心ろ家 本店●小間蔵hana 大和西大寺店●坐・
和民奈良三条通り店●三代目鳥メロ奈良三条通り店●しかま
る●真心奈良広陵店●真心奈良王寺店●炭火焼肉 とみや 登
美ヶ丘店●炭焼七輪と大和牛 とりこ●タカダ肉バル チャラリン
●田楽 うねび店●田楽天理店●tsubasa●大衆酒場 ひげとア
フロ●ビストロ酒場 ASUROKU●ほっこり酒場 千鳥家●まんぷ
く厨房ちゃらりん 高田本店●まん房葛本店●お好み焼き まん
房●満マル 堺東駅前店●駅前焼肉 三日月●もつ粋 新大宮本
店●焼肉 天道●八木バルクローバー●大和骨付鳥 一勝●和
のごちそう 暖丸

【和歌山県】---●居酒屋笑園～ＥＤＥＮ～●キッチン だるま●ご
きげんえびす 和歌山駅前店●酒屋の酒場●旬菜 楽や●創作鉄
板居酒屋 たっちゃんち●総本家めはりや 和歌山店●中心屋 母
家●中心屋 あしゃぎ●YAKITORI Dining 三星●焼鳥 三星●雷
神ラーメン●ＲＯＢＡＴＡえべっさん 和歌山●和歌山ちゃんぽん 
忠次郎

★関西第�地区
【兵庫県】---●味兵衛～明石昼網鮮魚と地元料理のうまい店～

●居酒屋 極楽屋●居酒屋 万 住吉南店●居酒屋 万 垂水店●居
酒屋敷 万 塚口店●居酒屋 万 JR西宮店●牡蠣タコ居酒屋 明石
●正統派アイリッシュPUBカプリシカ●唐々鍋の店●季節料理と
日本酒 ふく万●喜鳥家 塩町店●喜鳥家 飾磨構店●喜鳥家 中地
店●喜鳥家 野里店●喜鳥家 本店●喜鳥家 香寺店●喜鳥家 田
寺店●串膳●ごきげんえびす 姫路駅前店●個室居酒屋ことり 姫
路駅前店●個室居酒屋ことり みゆき通り店●坐・和民西宮北口
店●三代目鳥メロ西宮今津店●三代目鳥メロ明石駅前店●三
代目鳥メロJR立花駅前店●三代目鳥メロ阪急伊丹駅前店●炭
旬 芦屋店●炭旬 西明石駅前店●炭火・豚・旬菜 まるり●炭火焼
き鳥 番屋●大衆居酒屋まるちゃん 尼崎市役所前本店●垂水炭
旬●農家うたげ。●伝統自家製麺 い蔵 岡本店●TOUFU-DINING
大豆屋●鶏と魚と野菜とMomiji●本格備長炭火焼鳥 とりひげ阪
急王子公園支店●にぎわい酒場 万 本店●肉グリル＆イタリアン 
SORAIRO KITCHEN キュエル姫路店●農業高校レストラン●花山
葵 阪急塚口店●バル トレス●うまいもん屋 万 今津南店●播州
酒場●播州炭右衛門●フジヤマドラゴン神戸岡本●プレミアム播
州酒場●VEGETABLE DINING 農家●本格備長炭火焼鳥 とりひ
げ阪急王子公園本店●名物神戸やきとり とりひげ阪急門戸厄神
店●八百屋カフェSANNOMIYA●八百屋農園●八百屋ファーム
●鳥半 阪神西宮店●ゆめぜん 姫路店●本格備長炭火焼鳥 
りんぐ阪神新在家店●本格備長炭火焼鳥 りんぐJR六甲道店
●JAPANESE DINING 和民川西能勢口駅前店

【京都府】---●居酒家 小間蔵 亀岡駅前店●居酒屋 小間蔵 福知
山駅前店●居酒屋あんじ 烏丸六角店●居酒屋あんじ 麩屋町綾
小路店●うまいもんや 西大路応援団●うまいもんや室町応援団
●おうちごはん 中島家●かき小屋フィーバー京都木屋町三条店
●KAKIMARU 綾小路店●鳥丸バル横丁あいよっ！●KYOTO 
SAKE GARDEN●京都炭火焼鳥 アホウどり 出町柳本店●京都
炭火焼鳥アホウどり 一乗寺店●京都炭火焼鳥アホウどり 北野
白梅町店●京都炭火焼鳥アホウどり 聖護院店●京・ホルモン
大社●京町家 おばんざいこはく●串だいにんぐ 炭焼 浪漫家 藤
森店●串だいにんぐ 炭焼 浪漫家 京都駅八条口店●熊の焼鳥 
祇園白川●京・黒桜●酒場じぇいむす西院店●酒場つじや 梅小
路北店●酒と魚とオトコマエ食堂 京都駅前店●酒と魚とオトコ
マエ食堂 次郎 西院駅前店●四季の味すぎうら 蛸薬師店●塾
成牛ステーキバルGottie’s BEEF四条木屋町●炭火串焼つじや 
京都駅前店●炭火串焼つじや 四条御幸町店●炭火串焼つじや
本店●炭火とワイン 京都駅前店●炭火とワイン 鳥丸店●炭焼
ひばち 京都駅前西店●創作個室居酒屋すぎうら 京都駅前七条
店●創作個室居酒屋 すぎうら 京都駅前店●とり匠 ふく井●と
り匠 ふく井 西院店●とり匠 ふく井 山科駅前店●日本酒とわら
焼きと炭火焼 がぶり●花たぬき 山科駅前店●花たぬき 京都駅
前店●べっぴんや●丸太町府庁前店あいよっ！●焼きトリ・串カ
ツ コイコイ●らいおん丸 福知山駅前店

【滋賀県】---●炙り屋あとり●居酒屋 小間楽 長浜駅前店
●Ishiyama meat marche ●石山ホースマン●ITTOKU �nd 
Ave.●近江黒鶏とワインバル Jidoriya●近江バル NADESHICO
●大津京ダイナー●おで湖●朧●かき小屋フィーバー滋賀草
津店●月屋●KAKIMARU 草津駅前店●近江鶏料理 きばり屋
●本格鳥料理 きばり屋極●草津 炭旬●草津ホースマン●串か
つ専門店 もん勝 ●イタリアンバル Kurimaro●燻屋●ごきげん
えびす 近江八幡駅前店●ごきげんえびす 彦根駅前店●ごきげん
えびす 守山駅前店●酒場スタンド ウオマル●THE THREE●心温
家 ●旬彩和処 味都●炭火酒場おおくら屋草津●炭火やきとり
とりちゃん 守山店●炭火やきとり とりちゃん 野州本店●炭火や
きとりとりちゃん 岩根中央店●炭焼笑店 きばちゃん●鮮魚と炉
端焼き 魚丸 南草津店●鮮魚と炉端焼き魚丸 彦根店●Dining 
bar 暁●つゆしゃぶCHIRIRI草津店●Trattoria DELLA MELA●長浜
ホースマン●肉バルＩＴＴＯＫＵ●博多串焼 くしまろ●HAWAIIAN 
Kitchens●Beer&wine石山ＧＲＩＬＬ●柊家●柊家はなれ●柊
屋はなれ 彦根店●焼肉 結～むすび●焼き野菜鉄板串焼 わえ
ん●らいおん丸 近江八幡駅前店●炉端と日本酒 魚丸 長浜店
●わえん

★中四国地区
【鳥取県】---●味空間 こうりん坊 鳥取店●味空間 こうりん坊 米

子店●うまいもん酒場 魚頂天●海鮮居酒屋握りの頂天●こう
りん坊 山月庵●山陰漁酒場 丸善水産 米子駅前

【岡山県】---●Carlotta Pizzeria & Bar●餃子屋とよじ●三代目
鳥メロ岡山本町店●地鶏陶板焼 炙（abura）●ヒトヨシロクメ
堂 中山下本店●FISHMAN●ホンマチバルお肉とワイン●焼肉 
ひだや 磨屋町店●ゆず家

【島根県】---●味空間 こうりん坊 松江店●彩鮮酒楽 やぁ●居
酒屋 佐香や カラコロ広場店●山陰炭火焼ごっつぉ酒場 善次郎 
松江店●居酒屋 七三●中華蕎麦 奨 津田店●肉炉端 阿雅紗●
山陰漁酒場 丸善水産 出雲店●山陰漁酒場 丸善水産 松江店●
山芳ばる

【広島県】---●天麩羅 あぶらや●居酒屋十升●板前渡世いろはの
ゐ●一利喜●一利喜えびす●お好み焼き 鉄板焼き にこめ●尾道
渡し場 たまがんぞう●餃子家 龍 新天地店●串揚げダイニング 
あげあげ●串のゑびす●豪快鉄板 ばくだん酒場●三代目鳥メ
ロ呉店●四季菜食 えびす坐●新鮮 永遠の刻●世界のマグロと
北海道の魚介類と寿司 さかりば●鉄板DINING こわっぱ●てま
ひまや●魚々家むてき●鶏炭家 Eichan●砦●NICKSTOCK広島
駅前●ニューアカマル●博多ノ飯場 なごみ●袋町キッチン●フジ
ヤマドラゴン福山店●ベッチャーの胃ぶくろ●満天酒家 あかぼし
●むてきの寅蔵●遊食楽酒 いっとく●和ごころや 志 -yuki-

【山口県】---●一代目 豊●岩国縁家●海鮮酒場うおたつ●カル
ネバル ビアンコ●乾杯！！ニクノミコト 周南店●乾杯！！ニクノミコ
ト 湯田店●牛串とらまめともつ鍋こ豆 周南店●牛串とらまめと
もつ鍋こ豆 防府店●牛串とらまめともつ鍋こ豆 湯田店●牛串と
らまめともつ鍋こ豆 下関店●西京酒場 萬天 光店●下関炉端

バル 雷電●素晴らしきかな人生 下関店●素晴らしきかな人生 
防府店●素晴らしきかな人生 山口店●素晴らしきかな人生 宇
部店●炭火串焼き やきとん 源太郎●炭火串焼き やきとん 政之
助●炭火串焼き やきとん 益次郎●炭火串焼き ヤキトン駒之進
●炭火串焼き やきとん 正一郎●MOUNTAIN BIG●ゆめぜん 
下関店●リゾートカフェ&バー ポレポレ

【香川県】---●おさ和風●OMAKASE話食楽市●海鮮居酒屋 神
童ろ●海鮮問屋 北の商店●伊太飯キッチン チーズカフェ●囲
味庵●御馳の介●虎徹●ごはんや えん●BISTRO Je Pars●焼
肉なかむら 西の丸●焼肉なかむら本店●焼肉なかむら 屋島

【愛媛県】---●うまかもん博多酒場●海鮮居酒屋 がいや 宇和島
店●牛たん酒場 たん兵衛●Kitchen しゃいん●もつ鍋居酒屋 熱
炎●ＭＯＴＳＵＮＡＢＥＹＡつぼ吉●居酒屋 遊食友輝●夢の家 Ｈ
ＡＮＡＲＥ●夢の家 本店●炉端のがいや オクザシキ●わいん食
堂 カゴヤ ��taro

【高知県】---●炙り和 たかみ●焼肉たかみ
【徳島県】---●阿南の酒場 とりやつきや●レストランカフェ ウ
ト・ウーク

★九州第�地区
【福岡県】---●赤鶏の溶岩焼き わっ●炙り炉端 山尾 西新●炙
り炉端 山尾 博多駅前●ALMA Kitchin今泉店●異酒屋 陽溜食
堂●異酒屋 陽溜食堂 日吉町店●イタリア食堂SANNOKATA●イ
タリアン食堂NUKUNUKU●伊都の恵 た鶴●旨唐揚げと居酒メ
シ ミライザカ 九大学研都市駅前店●はかた風土 はなれ別邸
●urano matsusuke●大橋酒場 しんのすけ●おとなの大漁旗 
天神店●踊るうぐいす●cave de comatsu Imaizumi●海鮮酒
場 よかうお●海鮮大衆 酒場レオタード●隠れ旬どころつまみ
菜●角のうぐいす●カドノカシーワ●窯焼きビストロ博多 
NUKUNUKU●はかた風土 本店●牛たんと蕎麦 さえ木●餃子
のロッキー●ぎょぎょすけ 星ヶ丘店●魚肉菜 座頭 道安●水産
卸直営酒場 ぎんりん●串カツ田中 薬院店●串と水炊 博多 松す
け●串焼き まつすけ 大名本店●クレイジーピッグス●COMATSU 
今泉●COMATSU 大名●COMATSUPremier●今生焼 平尾店
●魚と炭焼 道津●魚・肉・菜 炭でやくばい●魚屋三代目 鯔背
●肴や だんじ●酒場 あうん博多店●酒場劇場 せんべろロケッ
ト 駅東製作●酒処 あかり●三代目鳥メロ七隈四つ角店●ＳＵ
Ｎ８キッチン イタリアンバル 今泉店●サンパチキッチン久留米
店●サンパチキッチン小倉店●サンパチキッチン 天神店●サン
パチキッチン西新店●サンパチキッチン 六本松店●魚と野菜 藁
焼きと炉端 海風土●下町ビストロ リカリカ●下町ビストロ ロ
ヂウラ●地鶏と酉 大名 へて●旬魚馬菜 憲五百●食堂うめぼし
●食堂 ぎんみ●真空管●酔灯屋 天神店●すし魚処のへそ 博
多店●炭火焼 一絆●炭火焼き鳥 かぶき●炭焼酒場 がっさい
●創作居酒屋 花と竜●大衆酒場 一期●大衆焼肉たまや●大
衆焼肉日赤通りのたまや●大衆焼肉平尾のたまや●大衆焼肉 
ぶんた●大衆焼肉港のたまや●大漁旗 天神店●竹丘町 海晴
れ●地下のニューコマツ●鉄板バルサンパチキッチン●天神黒
毛流 焼肉 参星 ～みつぼし～●天神酒場ぬくぬく家●天神じゃ
んぼ●ともすけ 二日市店●ともすけ 博多店●ともすけ大牟田
店●ともすけ久留米店●夢魚夢串～ドリームフード～ぎょぎょす
け●酉どうあん●とんこや今泉店●とんこや 新宮店●とんこや
宗像店●とんこや 八幡西店●焼肉 肉Ｑ●肉菜パーク ミートラ
ンド●肉・魚・菜 博多炉ばた 野が海●肉鉄 ICHINOKATA●肉のだ
るま●博多ほたる 西新店●ニューコマツ●NEO MEGUSTA●ノム
カ+cafe●欧風酒場食堂 パーラーコマツ●Bar Vita●ハカタ メ
グスタ●博多魚がし 海の路●博多魚蔵●博多うなぎ屋 藤う那
●博多串工房 フタクチ●博多 さかないち●博多どげん海●博
多一口餃子 たけとら●博多ほたる 西中洲本店●博多前 炉ば
た 一承●博多 松介 西中洲店●博多 松介 春吉店●博多丸秀 
二日市店●博多丸秀 本店●水炊きあうん舞鶴店●博多メシ 男
厨●BASSIN●VEGEBAL KYUSHU●華善●はなび●飯家 くー
た 西中洲店●ひなた●FISH MARKET ＭＡＲＵＨＩＤＥ●ぶどう
酒場 レガレガ●文治●変化球 大名店●本格炭火焼ひだね小
郡店●本格焼鳥 大名 へて●まつり●丸徳鮮魚市場●丸秀鮮
魚店 博多店●丸秀鮮魚店大橋店●丸秀鮮魚店久留米店●丸
秀鮮魚店 二日市店●みのり●メグスタ 警固歩道橋酒場●ＭＯ
ＫＫＥＩ 木鶏（もっけい）●もつ炊き大衆焼肉 赤井●もつ鍋 一
藤 今泉本店●もつ鍋 一藤 天神西通り店●もつ鍋 一藤 博多店●
もつ鍋 紅月●もつ鍋 紅月 今泉店●焼鳥 きままの台所 姪浜
店●焼鳥 きままの台所 室見店●焼鳥酒蔵 憲五百●焼鳥ただ
し博多本店●焼鳥のえーす大名店●焼鳥のえーす 春吉店●焼
鳥と魚と鍋 焼鳥のえーす天神店●やきとりの炭活●やきとり 
風林火山 �号店●やきとり 風林火山 �号店●やきとり 風林火
山 �号店●焼鳥 丸屋●焼肉 福万来●焼肉直球久留米店●焼
肉龍王館久留米本店●焼肉龍王館白水店●焼肉龍王館惣利店
●焼肉龍王館 柳川店●焼きもんや 菜ʻS●やまに商店●リバー
サイドコマツ●焼肉龍王館 八女店●焼肉龍王館 合川店●焼肉
龍王館 上津店●焼肉龍王館 二日市店●旅風居酒屋 一伍屋 大
名店●旅風居酒屋 一伍屋 今泉店●六本松ごえん●六本松 ぴ
かいち●炉端イタリアン フェスタ 博多店●炉ばた しんがり●炉
端と水炊き 道津●炉端NUMBER SHOT●炉端ビストロニクオ
＆ベジコ●炉ばた屋 ちゃってん●和酒と炉端焼き とんがり

【佐賀県】---●創作居酒屋Camino●酒家 魚肉菜 虹晴れ●旬
の肴と旨い酒 ぼばる●呼子活イカ 博多巻き串 燈●ふく手羽 鳥
栖本店●FRENCH DINING BAR VOYAGE●本格炭火焼ひだね

【長崎県】---●居酒屋 五平太●居酒屋 Goheita●海鮮うまいも
ん屋 てっぺん●串焼まねき家●コバチ●大漁酒場 居ざけ屋●め
がね橋 花ござ

【大分県】---●大分の台所 みどり屋●おとなの大漁旗●泳ぎカ
ワハギと冠地どり 五十六屋●泳ぎカワハギと冠地どり 五十六
屋 都町店●元祖辛麺 桝元 大分南店●元祖辛麺屋 桝元 大分
本店●元祖辛麺屋 桝元 別府店●感動のもつ鍋処 陽はまたの
ぼる竹田本店●陽はまたのぼる 竹田はなれ店●九州リゾート
ダイニング RED LINE●くじら１号●Co.’s Cafe●魚バカ一代 大
漁旗 中央町店●ジャパニーズダイニング 海老酔●寿司ろばた 八
條●せんべろ お町●竹田を元気にするホルモン焼屋 星の輝く空
●鉄板バルごまちゃん●NEO大衆酒場 竹田はつひので●北海道
ダイニング HAL●MEATKUN●焼きとり凡 大分駅前店●焼とり
凡 -母家-●やきとり凡天●やきとり凡天 下郡店

★九州第�地区
【熊本県】---●あか牛 牛タン 郷土料理 個室宴会 茂平●炙りホ

ルモン いたる●天草水産研究所●天草大王バル サンはらいっ
ぱい●居酒屋 金のわらじ●居酒屋 れんこん 南熊本本店●牛
深港直送 居酒屋はまさき村●沖縄料理と泡盛 島うた大ちゃん
●おてもやん●海鮮屋魚吉光の森店●BREWERY KAEN●隠れ
家ダイニング みとりん ●最中x最中乃仲●串カツ 天草研究所
●熊本グリル 悟朗●熊本個室焼肉～誠実一心～褐火●熊本馬
刺・熟成肉 馬タン 牛タン●熊本炉端 安坐 AGURA●Oyster&Dining 
Gravity グラヴィティ●グリル末松●寿司馬刺 憲五百●酒湊

（�F）●酒湊（�F、�F）●さくら通り三楠●サンパチキッチン熊本
店●藁焼き てんまや●旬菜料理邸宅八伍邸●新陳代謝辛辛食
堂 上通り●炭火焼鳥 國龍●創作串屋 とら壱●創作Dining 三
五 -sun go-●とり吉 光の森店●なにわや●鍋や TAMARI●南国
食堂 ヤシの樹●弐ノ家●バードマン●ハイボールがうまいだけ
の店●pizza&winebar LEPAN●ビストロ海真丸●ファンキーぷ
れいやぁず●Prost●ベジマキ●ホルモンマン●麺の小やま●焼
鳥革命 とりボンバー ●焼肉なべしま合志店●焼肉なんべんでん
●ゆめぜん 八代店●���円winebar LEPAN●和食乃さんるーぷ
●和風酒処 おるげんと 帯山店●和風酒処おるげんと下通店

【宮崎県】---●ゆめぜん 都城店●わっしょい
【鹿児島県】---●炙り家 ��っ●居酒屋 アルパカ●浜焼き海鮮酒

場 漁火●頂●一心●梅吉●お魚パーラー チェントロ●炉端 修
（ＯＳＡＭＵ）●OTAGIRA●鹿児島大衆酒場 ホームラン●鹿児

島養殖研究所 Farm to Table KAGOSHIMA●鹿’tariyan●ガブ
リピゼッタ 提灯横丁店●韓国居酒屋SOL●奇跡の手羽先 天文
館本店●吉ベえ●キッチンHINATA～暖～●旬や 吟●金魚鉢
●キングオブチキン●農家直営レストラン KAGONMARCHE●魚
菜丸●魚菜丸 中央駅店（フィッシュポーク）●サクラジマドラゴ
ン 鹿児島店●さつま居酒屋 えご家●薩摩海鮮ろばた焼きチキ
ンブラザーズ●薩摩酒場 あいがて家●薩摩鶏本舗 とり魂 いちき
串木野●焼酎バー 維新館●食酒処 和ごころ●炭火 神吉 ●炭火
焼ＤＩＮＮＩＮＧ 春ん家●炭焼き初代 はぜる●大衆酒場 あるく
花●大衆ビストロ R.●TAGIRUBA●タツオ●ＴATSU男●でめ
きん●天文館かごしま横丁 みんなのゑびす丸●特攻チキン野
郎●寅どら焼肉番長鹿屋 本店●鳥門米門うまいもん。谷山店
●鳥門米門うまいもん。本店●鳥門米門うまいもん。ちょうちん横
丁店●鍋八●肉バル ケンジ●肉炉端 炭と鹿児島うまいもん。総本
家●狼煙●ハイパーチキン野郎●バガボンド 鹿屋店●Pasta&Cafe 
Rima-yu●旬感酒場 HAZERU●Pizzeria e Trattoria SPESSO
●FARMERS MAN●Farm to Table TARUMIZU●ペンギン酒店
●ミスターヤキニク●ミラクルチキン野郎●みんなのゑびす家
●mesiya park ���●焼肉酒場 炭や●焼肉番長 寅どら 鹿児島本
店●八ツ当り 総本店●八ツ当り ２号店●ゆめぜん 出水店●溶
岩焼 薩摩屋 霧島本店●legare.shigekura（レガーレ シゲクラ）
●和タリアンkitchenれがーろ●鷲尾

【沖縄県】---●居酒屋ＹＳＳ●一歩一歩石垣島店●うちなーだい
にんぐ じなんぼう●沖縄居酒屋 田芋●沖縄とんかつ食堂しまぶ
た屋●沖縄とんかつ食堂しまぶた屋 久茂地店●沖縄ブッチャマ
ン●沖縄料理 しまぶた屋●貝とワインのお店 サザエさん●串カ
ツとハイボール コマネチ リバーサイド店●旬味滋味 火鉢屋 新都
心店●しんか＆ヤンバルミート●真やんばる酒場 照らす家●ス
チームダイニング しまぶた屋●炭火炉端職人 いぶし銀次郎 西
原店●せんべろ風土●DINING&BAR AFRONEST●竹炭・備長炭
炉端焼き たけすみ 那覇店●鶏と豚の縁処 ゆうな●農園炉端 し
まぶた屋●呑喰レトロ酒場 コマネチ 本店●沖縄屋台村 フィッ
シュバード●みやぎや●国際通り屋台村 藁焼き せんべろ風土
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第��回 居酒屋甲子園

サポーターリーダーから一言

第��回サポーター会スケジュール ※予定

5

サポーター企業とは？

居酒屋甲子園、理事・実行委員が中心となり全国
��箇所で開催する勉強会に参加や運営を行う。懇
親会では実行委員と参加店舗との交流を深める。

地区勉強会、懇親会の参加
サポーター企業様との交流の活性化、満足度向上
を目的とする、サポーター会が主催する会。時に
は勉強会と交えて共に学べる場も提供している。

サポ会、勉強会の参加
サポーター企業様特典として、��地区で開催され
る地区大会に参加できるチケットをお渡しして
ます。また、運営側に携わることもできる。

地区大会の観戦・運営
全国大会では、観戦はもちろん物販として運営側
に携わることで居酒屋甲子園の本質を見ること
ができ、実行委員との交流の場にもなる。

全国大会の観戦・運営

全国の実行委員とサポーター企業様を繋ぎ合わせる
仕掛けづくり。
日本全国の勉強会・参加店舗募集・地区大会
サポーター募集・全国大会などで積極的な交流をする。
更に居酒屋甲子園としてサポーターチームを設立し

各地域での交流を深める。

サポーター企業 活動 �
異業種同士の集まりで
業界の垣根を超えた
交流をし、居酒屋甲子園の
理念を追求する為
サポーター会を開催する。　

サポーター企業 活動 �
サポーター企業様からの
意見の吸い上げ
取りまとめをして
居酒屋甲子園を
一緒に創っていく。

サポーター企業 活動 �

居酒屋甲子園の理念に賛同した、同じ想いを持った全国の仲間たち
（実行委員、サポーター企業）が交流し、団体を通じて業界を活性化する。

目
的

【NPO法人 居酒屋甲子園】は〈居酒屋から日本を、世界を元気に
する〉ことを目的とし、実際に全国・世界を飛び回り、目的の達成
に向けて本気で努力し行動する団体です。
私たち【サポーター会】は、その【同志】として存在します。
サポーター会は、居酒屋甲子園の日々の活動を理解し応援する
事で飲食経営者という枠を越え、切磋琢磨し、業界全体の活性化
を目指し〈共に〉歩みます。
また、飲食経営者を通じ「お客様にもっと喜んでいただきたい」

「従業員のしあわせをもっと増やしたい」と考える居酒屋甲子園
参加者の皆さんの取り組みも営業マンとして勉強になることが

多く、今すぐ自社の活動に活かせるヒントがいっぱいです。
我々サポーターも「飲食業界で必要とされる知恵をつける」を
テーマに「関東・関西・新潟」で定期勉強会を開催しており、その
輪を北海道（����年�月始動）はじめ他のエリアにも広めていく
予定です。
私達は【NPO法人居酒屋甲子園】と共に、次の世代が働きたくな
るような活き活きとした「飲食業界創り」を目指します。
皆様もサポーター会に入会し、同志としてこの活動にご参加くだ
さい。

第��回  居酒屋甲子園  サポーターリーダー　井上  謡

【関東サポ会】 第�木曜（変動有）

��月��㊍
��月��㊍
��月 � ㊍
� 月��㊍
� 月��㊍
� 月��㊍
� 月��㊍
� 月　　
� 月��㊍
� 月��㊍

【忘年会】

関東地区大会

【関西サポ会】 第� or 第�水曜

��月��㊊
��月��㊌
��月４㊎
� 月��㊌
� 月��㊌

� 月 　　

【忘年会】

関東地区大会

� 月 ��㊏-��㊐  BBQUSEN保養所

【新潟サポ会】
��月��㊋
��月 � ㊊
��月 � ㊊
� 月��㊊
� 月��㊊
� 月��㊋
� 月��㊊
� 月��㊋
� 月��㊊

燕三条Bit本店

【忘年会】

新潟地区大会

【北海道サポ会】

��月

� 月��㊊ 北海道地区大会

��㊌ 札幌勉強会
��㊍ 帯広勉強会

�月��㊌　新潟朱鷺メッセ 全国大会



サポーター企業募集！
����年サポーター企業一覧 （順不同）
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第��回 居酒屋甲子園

申
　
込
　
欄
　
・
　
特
　
典
　
内
　
容

お申込金額 お申込
口数 口

選
択
可
能
特
典

ご選択プランにチェックをお願い致します ⇒ □ □ □ □

NO． �口

□

特典内容
Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン Eプラン
��口 ��口 �口 �口

（���万円以上） （���万円以上）（��万円以上）（��万円以上）（��万円以上）

基
本
特
典

￥１００，０００／１口

�/�

�枚迄

チケットは３枚チケットは３枚

どちらか�つ
選択

��

�

�

��

�

�

�

�
�

��
��

��
��

��

�
�

参加店舗様へ企業紹介の配信

全国大会スクリーン・会場内パネル企業名掲載

公式HPトップぺージへバナーリンク

全国サポーター＆理事交流会・新年会参加

全国大会ガイドブック広告掲載

地区大会（チケット�枚、チラシ配布、企業名掲載）

全国大会チケット

全国大会時チラシの配布
全国大会ブース設営

全国大会チケット企業名掲載
サポータープレゼン

参加店舗一覧情報（本部情報・サポーター企業情報）

公式ホームページ企業名掲載

公式HPサポーターぺージへバナーリンク

企業名掲載（公式HP・全国大会ガイドブック）
各種勉強会・懇親会参加（年間約��回開催）

○

特大

○

○

�ページ

○

��枚まで
�ブース

○
○

○

○

○

○

○

○

○

大

○

○

�/�ページ

○

��枚まで
�ブース

○
○

○

○

○

○

○

○

○

中

-

○
○

��枚まで
�/�ブース

�/�ページ

○
-

○

○

○
○

○
○

○

中

-

○
○

�枚まで
-

�/�ページ

-

-
-

○
○

○

○

○

※ご選択可能特典は○がついている物のみご提案させて頂きます。　※お申込み後、別途ご契約書を送付させていただきます。

□
□

小

-
-

○
○

-
-

-
-

-
○

○

○

○

■総合支援
株式会社ぐるなび
株式会社リクルートライフスタイル
G-FACTORY株式会社
株式会社Wiz

■求人
アドプランナー株式会社
FUN TO FUN株式会社

■コンサル
リードブレーン株式会社
株式会社グラシアス
株式会社ＧＵＬＧ
株式会社シナジー・エンタープライズ
ヒューマンアップ株式会社
株式会社ラフテルズ
株式会社りんく

■システム
株式会社APPLILAB
株式会社インフォマート
グローバルカードシステム株式会社
サクセスリンク株式会社
Talknote株式会社
株式会社トレタ
株式会社ヒューネット

■酒販店
泉屋酒販株式会社
株式会社大坂屋
株式会社尾崎商店

株式会社カクヤス
片山商事株式会社
株式会社カネサ藤原屋
株式会社河内屋
株式会社柴田屋酒店
中山株式会社
株式会社名畑
株式会社饒田
株式会社ふじまつ
株式会社マツムラ酒販
株式会社明治屋
株式会社やつや
株式会社吉岡屋

■食品メーカー
エスフーズ株式会社
福島鰹株式会社
丸眞株式会社

■食品卸
岩田産業株式會社
株式会社海老商
かいせい物産株式会社
株式会社牛一
株式会社食一
株式会社デ二オ総合研究所
株式会社新潟農商
株式会社新潟涌井
株式会社フードサプライ
プライムミート株式会社

■飲料メーカー
アサヒビール株式会社
キリンビール株式会社
サッポロビール株式会社
サントリー酒類株式会社
八海醸造株式会社
株式会社DHC酒造
青木酒造株式会社
有限会社イーシステム 茶葉茶本舗
今代司酒造株式会社
株式会社岩の原葡萄園
株式会社財宝
大海酒造株式会社
高橋酒造株式会社
宝酒造株式会社
株式会社泥亀
若潮酒造株式会社

■設計・設備
株式会社匠工房 テナント工房
有限会社大津冷凍工業
株式会社ＣＳコーポレイション
株式会社ＴＩＬＴ
Sail Group株式会社
株式会社Food Innovators Japan

■物件・不動産
株式会社あかりプレイス

■展示会
居酒屋JAPAN実行委員会

■その他
株式会社神谷デザイン事務所
株式会社コムネット
ADEKAクリーンエイド株式会社
株式会社アリメント
株式会社HJP Corporation
株式会社エードット
株式会社エコロジカルプレゼンツ
オザキエンタープライズ株式会社
株式会社オンザウェイ
株式会社カンダ
久志田社会保険労務士事務所
株式会社クリーン・アウト
株式会社クレディセゾン
ジブラルタ生命保険株式会社
株式会社新交企画
セブンライツ法律事務所
大鵬薬品工業株式会社
タカノクリエイト株式会社
株式会社ナシエルホールディングス
FIELD 土香
プログレッソディレクション株式会社
株式会社ポート
北王流通株式会社
株式会社ミューシグナル
四葉タクシー有限会社
株式会社Relation Japan



第15回
居酒屋甲子園

第15回
居酒屋甲子園 個人サポーター募集個人サポーター募集
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飲食業で働く大人が仕事に誇りと夢を持ちキラキラと輝くカッコいい姿を、未来を
担う次世代の学生さんに見てもらいたい。
そんな想いから、����年開催の「第��回 居酒屋甲子園 全国大会」に学生さん����人
をご招待！ 飲食を目指す学生さんだけでなく、将来や進路に不安や悩みをもった
学生さんにも働くことの素晴らしさを知ってもらえるいい機会。
全国大会を生で観戦することでによって、瞳がキラキラと輝きます。

第��回居酒屋甲子園を応援したい方を募集します‼

����粒の瞳プロジェクト
大人が変われば子供が変わる　子供が変われば未来が変わる

未来が変われば日本が変わる

初の地方開催として、第��回居酒屋甲
子園全国大会が新潟朱鷺メッセにて開
催されます。
居酒屋甲子園を応援することで、飲食
業界だけでなく、コロナ禍で停滞する
地域社会や経済、地域の方々を力強く
後押しできる大きな力になります。
飲食店を応援したい！新潟を盛り上げ
たい！地域を活性化させたい！居酒屋
甲子園 個人サポーターになり共に盛り
上げていきましょう！
※個人サポーター枠のため、企業名は掲載で

きません。

����粒の瞳プロジェクト
「あしながおじさん」募集‼

全国大会の観戦チケットを学生さんにプレゼントする「あしながおじさん」を
募集します。お礼として、全国大会を観戦した学生さんの感想メッセージ集を
後日お送りさせて頂きます。未来への投資をお待ちしております。

�口 �,���円 より

●初の地方開催！ in新潟‼祝

居酒屋甲子園
第��回全国大会

居酒屋甲子園
第��回全国大会

居酒屋甲子園
第��回全国大会

★会場内パネルにサポーター名（大文字）掲示
★公式ガイドブックにサポーター名掲載
★全国大会チケット�枚プレゼント

★会場内パネルにサポーター名（中文字）掲示
★公式ガイドブックにサポーター名掲載
★全国大会チケット�枚プレゼント3口3口3万円3万円

5口5口5万円5万円

※チケット代金の変動により、上記価格も変更になる
　可能性がございます。ご了承ください。

日本の未来を担う次世代の学生さん����人を
全国大会に招待するプロジェクト

※特典内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

1口1口1万円1万円 ★会場内パネルにサポーター名（小文字）掲示
★全国大会チケット�枚プレゼント


