����年度

居酒屋甲子園

全国大会 ��／��
����

会場 新潟県民会館
■

初の地方開催！
！

サポーター企業様募集のご案内

※日程、会場変更のお知らせとお詫び
昨今の感染状況を鑑み、全国大会を����年７月２５日⇒１１月��日へ延期することと致しました。
会場は新潟朱鷺メッセから新潟県民会館へ変更となります。日程と会場の変更に伴い、
ご迷惑をおかけすることに心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

「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、価値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。

覆面調査員による店舗審査

地区勉強会＋懇親会

青年経営塾

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MTGＭＴＧ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。

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。

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。

店舗審査の説明会

店長認定制度
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。

海外支部
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。
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地区大会 ・ 全国大会
「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。

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。

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 」

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。

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。

����年 世界はあっという間に変わってしまいまし
今なお、
私たちの置かれているこの環境は、
決
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 た。
していいものではありません。
しかし、
そんな中で
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
正解の無い
までの
「COOL LOCAL」
に
「GLOBAL」
を掛け合わせ
「MADE BY JAPAN」
へ。
そして、 も決して諦める事なく未来を見据え、
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 答えを探し、命がけで今を必死に生きる先輩の 第��回（����年度）全国優勝店舗
仲間の姿がありました。
もちろん自分自身もそ ベジテジや Soi 新潟万代店
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 姿、
この
「使命」
という言葉をこれほど意識した
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 うです。
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
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 時はありません。
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。
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 「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
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 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
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。
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。
「使命 ～MISSION～」
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
「使命」
。
言い換えるならば
「理念」
でもあります。
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
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 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
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 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
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 とを心から嬉しく思います。
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
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
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 皆様には何かとご指導、
し上げます。
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
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いなせ寅゛衛門
（愛知県）

大嶋啓介
（東京）

����店舗

��社

創作和洋ダイニング OHANA 刈谷店（愛知県）

約�,���人

����店舗

���社

居心地屋 螢 上人橋店
（福岡県）
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サポーター
企業数

優勝店舗

日比谷公会堂

����年�月��日

第�回

第�回

開催会場

パシフィコ横浜

当日入場数 参加店舗数
約�,���人
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約�,���人
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約�,���人
約�,���人

パシフィコ横浜

約�,���人

パシフィコ横浜

約�,���人

パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
新潟朱鷺メッセ
新潟県民会館

約�,���人

約�,���人
約�,���人

���店舗

����店舗

����店舗

��社
��社

��社
��社

「憲晴百」
（熊本県）
HERO海
（熊本県）

いざかや炎丸 亀戸店
（東京都）

居心地屋 螢上人橋店（福岡県）

渋谷道玄坂 DRAEMON（東京都）

����店舗

���社

感動のもつ鍋処 陽はまたのぼる 府内店（大分県）

����店舗

���社

旬海佳肴 一家（新潟県）

���社

����店舗

���社

����店舗

���社

����店舗
延 期
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���社

燕三条 イタリアン Bit
（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）
延 期

高橋英樹
（広島）
松田真輔
（愛知）

山根浩輝
（広島）
大谷順一
（東京）

細川雄也
（滋賀）
山崎聡
（新潟）

申込者数
初のオンラインイベント ����人以上！
「IZAKAYA万博」を開催！ 大きな反響！
NPO法人居酒屋甲子園の主催するオンラインイベント
「IZAKAYA万博」を、����年�月��日に開催。
SDGs、貧困問題、店舗のDX化など幅広いテーマで
飲食業界内外のオピニオンリーダーによる
講演やディスカッションが行われ
申込者数����人以上の大きな反響。

特別講演 「これからの時代の生き方」
をテーマに語る西野氏。

オープニングトーク
「コロナによって加速した未来」
に参加した、NPO法人居酒屋甲子園7代目理事
長・株式会社Elevation代表取締役の山崎聡氏（右上）、NPO法人居酒屋甲子園
専務理事・WOOD HOUSE株式会社代表取締役の氏田善宣氏（左上）、株式会
社ケイノーツ代表取締役・ホットペッパーグルメ外食総研の竹田クニ氏（左下）、
福島鰹株式会社・NPO法人居酒屋甲子園サポーター会リーダーの井上謡氏
（右下）

Session１ 本質に没頭できるお店づくり
株式会社トレタ代表取締役・株式会社グレイス創業者、オーナーの中村仁氏
（右上）、一般社団法人レストランテック協会代表理事・株式会社イー・カム トゥ
ルー執行役員の山澤修平氏（左上）、山崎聡氏（下）

Session3
Connecting to the future of Japan
NPO法人居酒屋甲子園初代理事長・株式会社てっぺん取締役会長の大嶋啓
介氏（右下）、子ども夢食堂発起人・一般社団法人人生はドキドキとワクワクでで
きている理事長の橋本展行氏（右上）、株式会社一歩一歩代表取締役の大谷順
一氏（左上）、井上謡氏（上中央

Session2 店づくりはまちづくり
株式会社ミナデイン代表取締役の大久保伸隆氏（左上）、有限会社いっとくの山
根浩輝氏（右上）、株式会社Bit代表取締役・オーナーシェフの秋山武士氏（左
下）、氏田善宣氏（右下
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全国に繋がるネットワーク
第��回（����年度）

理事会

運営組閣図

第��回（����年度）

企画組閣図

監事

理事長

理事会
理事長

専務理事

南日本

西日本

監事

専務理事

東日本

北日本

広報

役職

名前

理事長

山崎 聡

新潟県

専務理事

髙山嬢次

埼玉県

北陸甲信越地区支部長

専務理事

和田裕直

東京都

新潟青年経営塾塾長 北陸甲信越地区副支部長

専務理事

松村康夫

東京都

北陸甲信越地区副支部長

滝澤陽介

長野県

専務理事

長谷川有司

奈良県

北陸甲信越地区

柳澤健太郎

長野県

専務理事

氏田善宣

大分県

北陸甲信越地区

宮沢

優

長野県

北日本リーダー

橋本悠樹

福島県

北陸甲信越地区

佐藤直紀

新潟県

東日本リーダー

樺澤大輝

群馬県

東海地区支部長

天野敬介

愛知県

東海地区副支部長

石垣達也

三重県

東日本リーダー

東京青年経営塾塾長

國利 翔

東京都

西日本リーダー

関西青年経営塾塾長

役職

名前

都道府県

関東第2地区支副支部長

菊池厚志

神奈川県

林

佑一

新潟県

秋山武士

新潟県

麻田俊樹

大阪府

関西第1地区支部長

田村辰彦

和歌山県

南日本リーダー

濵崎 真

熊本県

関西第1地区副支部長 西日本サポーターサブリーダー

松村直紀

奈良県

サポーターリーダー

武江善幸

新潟県

関西第2地区支部長

中島健介

京都府

関西第1地区副支部長 西日本サポーターリーダー

藤井健三

大阪府

関西第2地区副支部長

疋田裕史

兵庫県

審査リーダー

小泉勇樹

山梨県

関西第2地区副支部長

西山侑甫

滋賀県

海外リーダー

矢野潤一郎

北海道地区支部長

関西第2地区

仲辻武司

滋賀県

佐藤慎吾

北海道

中四国地区支部長（全域）

富岡英雄

山口県

北海道地区副支部長

松原貴広

北海道

中四国地区支部長（四国エリア）

木下友輝

愛媛県

北海道地区副支部長

神田 隆

北海道

中四国地区（中国エリア）

緋田幸生

岡山県

及川大生

宮城県

九州第1地区支部長

森

純一

福岡県

東北地区副支部長

小埜寺 喬

宮城県

九州第1地区副支部長

泊

裕太

福岡県

北関東地区支部長

柴山修一

栃木県

福岡青年経営塾塾長

高木隆二

福岡県

北関東地区副支部長

大畑健雄

埼玉県

九州第2地区支部長

加世堂洋平

鹿児島県

北関東地区

中沢大二郎

千葉県

九州第2地区副支部長

板敷祐弥

鹿児島県

関東第1地区支部長

吉田 琢

千葉県

九州第2地区

鋤野貴也

熊本県

関東第1地区副支部長

長岡雅也

東京都

クリエイティブディレクター

杉田純一

東京都

青木秀一

東京都

監事

齋藤芳春

東京都

関東第1地区

須藤 剛

東京都

事務局

羽田優貴乃

東京都

関東第2地区支部長

鈴木善一

東京都

事務局

黒島知代

東京都

東北地区支部長

仙台青年経営塾塾長

関東第1地区副支部長

店長育成塾塾長

シンガポール
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審査

店長育成塾

青年経営塾

地区勉強会

大会運営・LIVE配信・
2000粒の瞳

HP・SNS・公式LINE

LP

YouTube

PR

クラウドファンディング

サポーター

海外

北海道

東北

北関東

関東第1

関東第2

北陸甲信越

東海

関西第1

関西第2

中四国

九州第1

九州第2

都道府県

学び関連

����年度大会 参加店舗一覧

●かさねや 川越店●かさねや 北浦和店●かさねや
★北海道地区
●●アザバルバンバン麻生店●アザバルバンバン北 越谷店●かさねや 所沢店●かさねや 新座店●かさ
��条店●粋な居酒屋あいよ北口店●粋な北海道酒 ねや 南浦和店●がブリチキン。川口●串カツ田中 与
場あいよススキノ店●粋な北海道炉端あいよ大通り 野店●五代目蔵dining酒田屋商店●創作酒庵 彩
蔵●創作酒庵 彩蔵 大宮●大衆焼肉酒場サブロー
店●魚やら串やらうまいっしょ家●エゾバルバンバ
ン大通店●エゾバルバンバン新札幌店●エゾバル ●タン・シャリ・焼肉 たんたたん 武蔵浦和●秩父焼
バンバン函館五稜郭店●エゾバルバンバンフレッ 肉ホルモン酒場 まる助 大宮一番街店●秩父焼肉ホ
シュセンター店●エゾバルバンバン宮の沢店●奥芝 ルモン酒場 まる助 上福岡駅前店●秩父焼肉ホルモ
商店 帯廣本店●かさねや 札幌麻生店●かさねや ン酒場 まる助 川越クレアモール店●秩父焼肉ホル
札幌白石店●かさねや 札幌豊平店●かさねや 札幌 モン酒場 まる助 北浦和店●秩父焼肉ホルモン酒場
東店●かさねや 札幌円山店●餃子 小籠包 富士山 まる助 熊谷駅前店●秩父焼肉ホルモン酒場 まる助
●京都ホルモン鉄板二ノ宮●京都ホルモン鉄板二ノ 坂戸駅前店●秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 西武秩
宮●銀座あまくさ 帯広西二条店●串揚げと寿司酒 父駅前店●秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 東松山駅
場てっちゃん時計台前通店●札幌三ツ星●産直大 前店●秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 本庄駅前店●
衆ビストロSACHI新札幌店●シハチ水産直営マグロ 秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 みやのかわ本店●�
パーラー ●シハチ鮮 魚 店 ●しゃぶしゃぶすき焼 秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭大宮
SANZOU白樺通店●しゃぶしゃぶすき焼SANZOU名 店●鳥貴族 上尾西口店●鳥貴族 朝霞店●鳥貴族
門通店●炭火焼き鳥と鳥刺し 絢鳥 すすきの店●炭 岩槻店●鳥貴族 浦和県庁通り店●鳥貴族 浦和店
火焼肉穂高牧場●炭焼あぶりや一期一会●炭焼バ ●鳥貴族 大宮西口店●鳥貴族 大宮東口店●鳥貴
ルSACHI白石店●創作四川料理廣明HIROAKI●大 族 大宮宮町店●鳥貴族 桶川店●鳥貴族 春日部店
衆串横丁てっちゃん琴似店●大衆酒場富士山●大 ●鳥貴族 川口駅前店●鳥貴族 北越谷店●鳥貴族
衆酒場くろべゑ大通本店●大衆酒場くろべゑ西�� 北戸田店●鳥貴族 北与野店●鳥貴族 久喜店●鳥
丁目駅店●大衆酒場さぶろう本店●大衆酒場ネオ 貴族 熊谷駅前店●鳥貴族 栗橋店●鳥貴族 鴻巣店
ンカラー●大衆食堂十勝居酒屋一心●大衆ビスト ●鳥貴族 越谷店●鳥貴族 さいたま新都心店●鳥
ロSACHI大通店●大地はドラムと優しい麦●タコと 貴族 せんげん台店●鳥貴族 戸田公園店●鳥貴族
ハイボール狸小路２丁目店●タコとハイボール狸小 戸田店●鳥貴族 豊春店●鳥貴族 西川口店●鳥貴
路本店●タコとハイボールプレミアム札幌横丁店● 族 蓮田店●鳥貴族 東大宮駅前店●鳥貴族 東鷲宮
ダシたこたこ焼き とろたこ屋●立呑みパラダイス● 店●鳥貴族 深谷店●鳥貴族 松原団地店●鳥貴族
Tokachi isshin farm●十勝北海道生産者直送 宴の 三郷北口店●鳥貴族 みずほ台店●鳥貴族 宮原店
一心●十勝藁焼 炉端の一心●鶏とチーズと牡蠣 十 ●鳥貴族 八潮店●鳥貴族 蕨東口店●にしだ場 狭
勝酒場一心●鳥秀●和みdining笑琉●肉×魚×野 山市店●にしだ場 新所沢店●ねぎたん塩・お食事・
菜居酒屋 トカチバル 一心●肉汁餃子のダンダダン 焼肉 ジャン高山 南与野●ねぎたん塩・ホルモン
札幌店●肉と魚と手包み餃子 居酒屋宮●肉とワイ 嬢々苑 浦和本店●ホルモンバグジー●TRiPPAiOア
ン一心●博多ぐる皮鳥巻き連中●浜直活鮮 魚の一 トレ浦和店●焼きたて屋 カインズ松伏店●焼きたて
心●ブラジリアンバルピッカーニャ 琴似店●ブラジ 屋 カインズ蓮田店●焼き鳥 エイト●焼肉ホルモン
リアンバルピッカーニャ 南�条店●ブラジリアンバル あぶりや●弥次郎兵衛 朝霞台店●弥次郎兵衛 朝
ピッカーニャ 南７条店●町中華 いくよ!!チーリー● 霞店●炉端焼 えんや●ろばた焼き みのる
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●港町酒場もんきち商店桑園店●港 ★関東第�地区
町のモンキチ●焼肉 上を向いて歩こう。●焼肉専門 【東京都】---●青二才はなれ●赤坂 阿吽亭●赤坂
店さん臓本店●和牛×しゃぶしゃぶ×すき焼き 八木 阿吽本店●赤ちり亭●がブリチキン。浅草橋●アジ
●～和酒・旬菜・心～ ひょうきん顔●私は貝になり アン食堂てるてる●足立区役所 食堂ソラノシタ●天
晴酒場●炙りや鶏兵衛 上野駅前店●炙りや鶏兵衛
たい
町田駅前店●歩きはじめ●がブリチキン。池袋西口
駅前●居酒屋それゆけ鶏ヤロー歌舞伎町店●居酒
★東北地区
【青森県】---●居酒屋がんこおやじ●石と肴地雷也 屋それゆけ鶏ヤロー北千住店●居酒屋それゆけ鶏
ヤロー高田馬場店●居酒屋それゆけ鶏ヤロー武蔵
●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●鮨と地酒 地雷也 弘前 境店●居酒屋 丸八 高田馬場店●居酒屋Rin●
����STAND三軒茶屋●一心たん助 秋葉原店●一
●みさ和 活魚センター
心たん助 池袋店●一心たん助 上野店●上野テラス
【岩手県】---●かさねや 盛岡店●ロッシュマーノ
上野駅前店●魚串炙縁●魚丸●浦野屋おさかなて
【秋田県】---●ローストビーフ酒場 USHIMARU
るてる●浦野屋やきとんてるてる高田馬場店●浦野
【 山 形 県 】- - - ● C a f é ＆ H I G H B A L L B A R
YAMAGATA����●大衆レモン酒場 魚の玄武●もつ 屋やきとんてるてる東中野店●浦野屋やきとんてる
焼き･牛丼･そば 山形肉問屋センター●もつ焼き･焼 てるひばりヶ丘店●縁雫●OMATCHA SALON 玉川
鳥 串焼き神社●山形おしょうしな総本店●山形焼 高島屋SC●海鮮居酒屋MARU●かいだんのうえ●
廻転とやま鮨 銀座●かき家 こだはる 霞が関店●か
鳥×ワイン フェニックス●山形炉端 魚いち分店
【宮城県】---●いづも仙台パルコ�店●かさねや 仙 き家 こだはる 新橋店●角打ち屋 新橋店●葛西おす
台中央店●かさねや 長町店●かさねや 宮城野店● すめ居酒屋ミンナノミ●かさねや 赤羽店●かさねや
郷土酒亭 元祖 炉ばた●ゴリラ食堂一番町店●ﾜｲﾝ･ 浅草店●かさねや 足立店●かさねや 荒川店●かさ
寿司･天ぷら 魚が肴 仙台PARCO�店●ワインと肴と ねや 池上店●かさねや 市ヶ谷店●かさねや 梅ヶ丘
赤酢のお寿司 魚が肴●酒飯場ででででん●肴･ﾊｲﾎ 店●かさねや 大崎店●かさねや 大塚店●かさねや
ﾞｰﾙBAR サライ●ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｰ ｼﾞｰﾉｸﾗｼｯｸ●仙台銀座の 荻窪店●かさねや 落合店●かさねや 葛西店●かさ
ミートマン●大衆酒造 強三●タコとハイボール一番 ねや 葛飾店●かさねや 蒲田店●かさねや 亀有店
町店●タコとハイボール名掛丁店●伊達酒場 強太 ●かさねや 亀戸店●かさねや 銀座店●かさねや 小
朗●伊達な食堂 きょーしろー●伊達な仙台炉端「強 岩店●かさねや 国分寺店●かさねや 小平店●かさ
次朗」●伊達のくら仙台東口店●ててて天一番町店 ねや 小竹向原店●かさねや 下井草店●かさねや
●ててて天国分町店●ててて天長町店●トリとヤサ 自由が丘店●かさねや 白金・恵比寿店●かさねや
イとサケ ともやん●石巻狐崎漁港 晴れの日●宮城 住吉店●かさねや 聖蹟桜ヶ丘店●かさねや 仙川店
の海の幸 山の幸 板前料理 晴れの日●ミートマン 仙 ●かさねや 高島平店●かさねや 竹ノ塚店●かさね
台●焼きたて屋 カインズ仙台泉店●焼きたて屋 カ や 立川店●かさねや 多摩センター店●かさねや 調
インズ仙台港店●焼きたて屋 カインズ仙台富谷店 布店●かさねや 西新宿店●かさねや 練馬店●かさ
ねや 八王子・日野店●かさねや 方南町店●かさね
●焼きたて屋 ケーヨーD�大河原店●焼きたて屋
スーパービバホーム新名取店●焼きたて屋 DCM や 保谷店●かさねや 三鷹店●かさねや 三田店●
かさねや
南青山店●かさねや 武蔵野店●かさねや
ホーマック塩釜店●ワインのアテとスペアリブ Rib's
【福島県】---●いわき焼肉ホルモンおはこ●沖縄ダ 祐 天 寺 店 ● かさね や 用 賀 店 ● 片 山 鳥 肉 店 ●
イニングな美ら●母屋たすいち●海鮮居酒屋うまい KATSUO●がブリチキン。明大前店●神々の幸島根
もん市場五楽●Cafe＆Diner ARCH●串揚げ居酒屋 県奥出雲町●燗アガリ●韓国焼肉 美豚●がブリチ
ハシゴ●肉と野菜の農家イタリアン Arigato●焼き キン。吉祥寺●牛角下高井戸店●牛角練馬店●牛
たて屋 イオンタウン須賀川店●焼きたて屋 カインズ もつと大衆鉄板料理 炎丸酒場 五反田店●牛もつと
郡山富田店●焼きたて屋 ケーヨーD�会津若松店● 大衆鉄板料理 炎丸酒場 新小岩北口店●京都勝牛
やきとり酒場 福笑い●やきとり十八番植田店●やき 池袋東武店●京都勝牛 池袋東口店●京都勝牛 エ
とり十八番平店●やきとり十八番湯本店●炉端酒 キア北千住店●京都勝牛 吉祥寺北口店●京都勝牛
渋谷道玄坂店●京都勝牛 新宿小滝橋通店●京都
家たすいち
勝牛 ダイバーシティ東京プラザ店●京都勝牛 東京
ドーム店●京都勝牛 原宿明治通り店●京都勝牛 晴
★北関東地区
【茨城県】---●焼きたて屋 カインズ北茨城●焼きた 海トリトン店●京都勝牛 町田店●京都勝牛 四谷三
て屋 カインズ水戸店●焼きたて屋 スーパービバ 丁目店●京都勝牛 ヨドバシAkiba店●京都勝牛 六
本木グランドタワー店●京都炭焼浪漫家 新小岩店
ホーム水戸県庁前店
【栃木県】---●えんてんか小山店●えんてんか栃木 ●郷土料理かば●ぎんざ阿吽●ぎんざ阿吽はなれ
店●かさねや 宇都宮店●古民家酒房 菜音●酒場 ●銀座ガーデンファーム 並木通り店●クイーンオブ
ルゲンテン宇都宮駅前店●酒場ルゲンテン自治医 チキンズ ヨドバシAkiba店●クイーンオブチキンズ新
大駅前店●大衆酒場キミドリ●タコとハイボール宇 橋本店●串カツ田中 江古田店●串カツ田中 押上
店●串カツ田中 神田店●串カツ田中 竹芝みなと横
都宮店●ちkiちki●本気家源天本店●焼きたて屋
カインズ宇都宮平出店●焼きたて屋 カインズ今市 丁店●串カツ田中 南砂町店●串焼八戒●蔵内 馬ノ
店●焼きたて屋 カインズ宇都宮テクノ店●焼きたて 丈●くらのあかり 御徒町店●くらのあかり 人形町大
門 通り店 ●くらのあかり 人 形 町 本 店 ● C RA F T
屋 カインズ小山店●焼きたて屋 ビバモール鹿沼店
【群馬県】---●炙りや笑多●炙りや笑多●居酒家 CHEESE MARKET 渋谷駅前店●蔵吉 飯田橋店●
[bistro]ちゃぶや●えびすや青柳店●えびすや青柳 蔵よし 虎ノ門店●原始焼 火鉢●ゴエモン板橋●ゴ
店●かさねや 高崎店●からあげ焼きとり えにし 高 エモン江戸川橋●ゴエモン東長崎●ゴエモン方南
崎東口店●三代目さんたろう●食堂☆酒バ ココ 町●�感ビストロ酒場赤羽店●Gottie's BEEF 銀座
ソーレ●青龍●大衆酒場 炉ばた焼き 大将●ダイニ ベルビア館店●コマツ神田西口商店街●こめの屋
ング酒場 BO-Z●地中海と炭火の酒場 Azami●椿 目黒●TheNICKSTOCK GINZA SIX●魚バカ一代 新
家川原店●ホルモン亭●マチナカイタリアン酒場ポ 橋店●酒場くにや 思い出横丁店●酒場五郎●酒場
ルコ●焼きたて屋 ニコモール新田●やきとり笑多● ゴロー●��●CCC~Cheese Cheers Cafe～ 日比谷
やきとり笑多●焼肉富光●焼肉ホルモンおかだ● ●ジカビヤ東陽町●獅子丸 町田総本店●自然薯は
炉端bistroソーレマン●ろばた焼きとり えにし 高崎 た屋●しまね料理とさばしゃぶの店 主水三越前店
●上戸 銀座店●食堂つつむ 日ゞ小路店●新宿テラ
西口店
【埼玉県】---●居酒屋それゆけ鶏ヤロー北越谷店● ス 新宿東口駅前店●すし酒場 フジヤマ 秋葉原昭和
居酒屋それゆけ鶏ヤロー草加店●居酒屋それゆけ 通り店●すし酒場 フジヤマ 秋葉原店●薄田商店学
鶏ヤロー獨協大学前店●うおまん●浦和酒店楽多 芸大学店●STRI●千寿一歩一歩 msb田町店●千
●大宮ガーデンファーム 大宮店●All drink ���yen 住MEAT●創作酒庵 彩蔵 池袋●大衆肉ビストロLit
酒場 nippati●男のガチンコ厨房 おうげん●俺たち ●がブリチキン。高田馬場●タコとハイボール立川
の炙り家●海鮮居酒屋 魚菊●籠原酒場 こぐんち● 南口駅前店●伊達のくら 茅場町店●伊達のくら 人
かさねや 上尾店●かさねや 岩槻店●かさねや 浦和 形町店●DAN CHICKEN DAN 町田店●地金目鯛専
美園店●かさねや 大宮店●かさねや 川口・戸田店 門 銀座はなたれ●Tchin-TchinGORO●築地もった

����年�月現在 参加加盟店����店舗

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●てっぺん渋谷女道場●てまえの
一歩●東京オーブン赤坂●東京オーブン赤坂●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酒場高田馬
場店●東京MEAT酒場 武蔵小山店●�秒レモンサ
ワー 仙 台 ホルモン焼 肉 酒 場ときわ 亭 渋 谷 店 ●
TO S C A N A 大 手 町 店 ● TO S C A N A 神 谷 町 店 ●
TOSCANA吉祥寺店●TOSCANA経堂店●とすかー
な武蔵小山総本店●TOSCANA代々木店●鳥貴族
青砥店●鳥貴族 赤坂一ツ木通り店●鳥貴族 赤塚
店●鳥貴族 赤羽店●鳥貴族 赤羽東口駅前店●鳥
貴族 昭島店●鳥貴族 阿佐谷南口店●鳥貴族 浅草
店●鳥貴族 浅草橋店●鳥貴族 浅草六区店●鳥貴
族 麻布十番店●鳥貴族 飯田橋西口店●鳥貴族 飯
田橋東口店●鳥貴族 池上店●鳥貴族 池袋北口店
●鳥貴族 池袋グリーン大通り店●鳥貴族 池袋サン
シャイン通り店●鳥貴族 池袋東口店●鳥貴族 池袋
南口店●鳥貴族 池袋メトロポリタン口店●鳥貴族
池袋ロマンス通り店●鳥貴族 上野昭和通り店●鳥
貴族 上野中央通り店●鳥貴族 上野広小路店●鳥
貴族 鶯谷店●鳥貴族 鵜の木店●鳥貴族 江古田店
●鳥貴族 江戸川橋店●鳥貴族 王子店●鳥貴族 大
泉学園北口店●鳥貴族 大久保駅西店●鳥貴族 御
徒町店●鳥貴族 荻窪西口店●鳥貴族 小作店●鳥
貴族 葛西店●鳥貴族 歌舞伎町セントラルロード店
●鳥貴族 河辺店●鳥貴族 上板橋店●鳥貴族 上石
神井駅前店●鳥貴族 上野毛店●鳥貴族 亀有店●
鳥貴族 亀戸店●鳥貴族 神田北口店●鳥貴族 神田
駿河台店●鳥貴族 神田南口店●鳥貴族 北赤羽店
●鳥貴族 吉祥寺北口店●鳥貴族 吉祥寺南口店●
鳥貴族 経堂店●鳥貴族 錦糸町駅前店●鳥貴族 錦
糸町南口店●鳥貴族 国立店●鳥貴族 京成小岩店
●鳥貴族 京成高砂店●鳥貴族 小岩店●鳥貴族 高
円寺北口店●鳥貴族 高円寺南口店●鳥貴族 国領
店●鳥貴族 小平店●鳥貴族 五反田西口店●鳥貴
族 五反田東口店●鳥貴族 小伝馬町店●鳥貴族 駒
込店●鳥貴族 桜新町店●鳥貴族 笹塚南口店●鳥
貴族 三軒茶屋すずらん通り店●鳥貴族 三軒茶屋店
●鳥貴族 渋谷井の頭通り店●鳥貴族 渋谷宇田川
町店●鳥貴族 渋谷公園通り店●鳥貴族 渋谷神南
店●鳥貴族 渋谷センター街店●鳥貴族 渋谷道玄
坂店●鳥貴族 渋谷西口店●鳥貴族 渋谷文化村通
り店●鳥貴族 渋谷マークシティ前店●鳥貴族 下北
沢店●鳥貴族 下北沢南店●鳥貴族 下高井戸店●
鳥貴族 石神井公園店●鳥貴族 自由が丘北口店●
鳥貴族 十条店●鳥貴族 新大久保店●鳥貴族 新小
岩店●鳥貴族 新宿歌舞伎町店●鳥貴族 新宿区役
所通り店●鳥貴族 新宿３丁目店●鳥貴族 新宿職安
通り店●鳥貴族 新宿東口店●鳥貴族 新宿南口店
●鳥貴族 新宿靖国通り店●鳥貴族 新橋プラザビル
店●鳥貴族 神保町店●鳥貴族 水道橋西口店●鳥
貴族 巣鴨店●鳥貴族 聖蹟桜ヶ丘店●鳥貴族 西武
新宿駅前店●鳥貴族 仙川店●鳥貴族 祖師ヶ谷大
蔵店●鳥貴族 高田馬場さかえ通り店●鳥貴族 高田
馬場店●鳥貴族 竹ノ塚店●鳥貴族 立川伊勢丹前
店●鳥貴族 立川北口店●鳥貴族 立川諏訪通り店
●鳥貴族 立川南口店●鳥貴族 田無南口店●鳥貴
族 多磨霊園店●鳥貴族 千歳烏山店●鳥貴族 千歳
船橋店●鳥貴族 調布東口店●鳥貴族 調布南口店
●鳥貴族 東陽町駅前店●鳥貴族 ときわ台店●鳥
貴族 戸越銀座店●鳥貴族 豊田店●鳥貴族 都立大
学駅前店●鳥貴族 中葛西３丁目店●鳥貴族 中野
北口店●鳥貴族 中野新橋店●鳥貴族 中延店●鳥
貴族 中野南口店●鳥貴族 長原店●鳥貴族 成増南
口駅前店●鳥貴族 西葛西駅前店●鳥貴族 西台店
●鳥貴族 西馬込店●鳥貴族 日暮里店●鳥貴族 拝
島店●鳥貴族 白山店●鳥貴族 幡ヶ谷店●鳥貴族
八幡山店●鳥貴族 八丁堀店●鳥貴族 花小金井店
●鳥貴族 原宿明治通り店●鳥貴族 東小金井店●
鳥貴族 東長崎店●鳥貴族 東大和市店●鳥貴族 曳
舟店●鳥貴族 一橋学園店●鳥貴族 平井店●鳥貴
族 広尾店●鳥貴族 二子玉川店●鳥貴族 府中けや
き通り店●鳥貴族 福生店●鳥貴族 方南町店●鳥
貴族 保谷店●鳥貴族 堀切菖蒲園店●鳥貴族 三鷹
北口店●鳥貴族 三鷹南口店●鳥貴族 南池袋公園
前店●鳥貴族 武蔵境店●鳥貴族 武蔵関店●鳥貴
族 目黒西口店●鳥貴族 目黒東口店●鳥貴族 用賀
店●鳥貴族 四谷三栄通り店●鳥貴族 四谷三丁目
店●鳥貴族 両国店●鳥貴族 六本木東店●鳥貴族
大山店●鳥貴族中板橋店●鳥貴族東久留米店●鳥
貴族武蔵小金井店●toricky●鶏と酒かんろく●鶏
のごんぞ●どん薩摩●中仙酒場串屋さぶろく●中野
青二才●なかめのてっぺん品川●なかめのてっぺん
渋谷ストリーム●なかめのてっぺん本店●なかめの
てっぺん丸の内●新潟×タパス バル和●にぎりの一
歩●肉ビストロ灯●Niku Bistro KOUZO●NICK
STOCK 東京ドーム店●NICK STOCK トリエ京王調
布店●NICK STOCK msb Tamachi店●日本酒バル
蔵のや 新橋店●ねじべえ●nomuno coﬀee &wine
library 吉祥寺店●博多ニューコマツ●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●博多 松介 恵比寿店●博多 松介
神田店●はまぐり屋串左衛門●BEER BOMB●
BEEF KITCHEN STAND秋葉原店●BEEF KITCHEN
STANDアパホテル歌舞伎町店●BEEF KITCHEN
STAND歌舞伎町店●BEEF KITCHEN STAND蒲田
店 ● B E E F K I TC H E N STA N D 新 橋 店 ● B E E F
KITCHEN STAND西新宿店●常陸秋そば 善三郎●
Big－Pig神田カープ本店●火の玉ボーイ●陽ノ鳥
●日比谷 琥白●日和●French Bar KOUZO●
BEBU屋大崎●ほいさっさ●BONITO●がブリチキ
ン。町田中町●町田ガーデンファーム 町田駅前店●
○魚（まるっと）門前仲町●MARUHACHI（マルハチ）
渋谷店●Mr.Happy●水たき・鳥料理 博多華善 六
本木店●Mrs.フルーツパーラーsun●やじろう 日暮
里店●予祝のてっぺん男道場●六本木 酒饗ほたる
●炉端かば銀座店●炉端かば品川店●炉端かば西
新 宿 店 ● 炉 端 か ば 丸 の 内 店 ● R O B AT A 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●ろばた結●和・旬・うま
いもん いざかや炎丸 新小岩店●和ビストロほたる
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★関東第�地区
んごはん●海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所河口
【千葉県】---●炙りや幸蔵幕張本郷店●炙りや楽蔵 湖店●海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所富士吉
●居酒屋それゆけ鶏ヤロー柏店●居酒屋それゆけ 田店●隠れ家ダイニング Cu-SuKe●割烹居酒屋 愛
鶏ヤロー行徳店●居酒屋それゆけ鶏ヤロー津田沼 作●郷土料理富がく●串焼大将●木の風●魚屋ち
店●居酒屋それゆけ鶏ヤロー西千葉店●稲毛海岸 から●酒場らっぱ●しゃぶしゃぶ はやし●笑多家●
北口の串屋横丁●いなせや幸蔵●大人の肉バル ワ ステーキ居酒屋 肉ビストロ KAGURA●そば処 和心
ラカルネ 津田沼店●おばんざい倶楽部Dash●かさ ●大衆酒場 けろすけ 甲府店●大衆酒場 けろすけ
ねや 市川店●かさねや 稲毛店●かさねや 浦安店 韮崎店●大衆肉酒場さぶろー●地産地“笑”＆個室
●かさねや 柏店●かさねや 千葉中央店●かさねや ダイニング ぐらがら●てっぱん秀●てっぱん秀S●常
津田沼店●かさねや 船橋店●かさねや 幕張店●か 夏バル EAST BULE●とり笑●ナチュラルグレース●
さねや 松戸店●君津北口の君式横丁●君津北口の ナチュラルグレース三毛猫キッチン●博多やさい巻
君鶏●木更津東口の庭鶏●京都勝牛 イオンモール 串 KANYA●はなの舞 富士吉田店●ひこ処の●富
幕張新都心店●京都勝牛 テラスモール松戸店●京 士天ぷら いだ天●ほうとう蔵 歩成 河口湖店●ほう
都 勝 牛 ペリエ 千 葉 店 ● 京 都 勝 牛 らら ぽ ー と とう蔵 歩成 フルーツライン店●まったりダイニング
TOKYO-BAY店●串カツ田中稲毛店●串焼き バク● Cu-SuKe●燃えたぎる九州酒場 たぎりの九すけ●
串屋横丁 姉崎駅前店●串屋横丁 五井駅前店●串 焼きたて屋 カインズ都留店●焼きたて屋 ケーヨー
屋横丁 八幡宿駅前店●くらのあかり千葉店●三代 D�塩山店●焼きたて屋 ケーヨーD�富士吉田店●
目鳥メロ成田駅前店●純情熱炉端 るぅぷ●炭火焼 焼きたて屋 ビバモール甲斐敷島店●焼きたて屋 ラ
酒家 えん●鳥貴族 我孫子北口店●鳥貴族 市川店 イフガーデンにらさき店●焼肉 ひまわり亭●湯ろや
●鳥貴族 稲毛海岸店●鳥貴族 稲毛店●鳥貴族 江 ●ラクアン●りょうり屋恩の時●れすか家SUN多●
戸川台店●鳥貴族 柏あさひ通り店●鳥貴族 柏セン レストラン風●若鮨甲府駅前分店
トラルパル通り店●鳥貴族 柏東口店●鳥貴族 北松 【長野県】---●庵寿松本駅前店●漁火食堂 浜の波
戸店●鳥貴族 行徳店●鳥貴族 京成千葉中央店● 平●宴屋とんぼ●M.T.B Dining's●大人のてっぺん
鳥貴族 京成船橋店●鳥貴族 五香駅前店●鳥貴族
● 海 鮮 問 屋 東 京 つ き ぢ や 諏 訪 インタ ー 店 ●
白井店●鳥貴族 新柏店●鳥貴族 新検見川店●鳥 Caﬀe'Val.Bagni●がブリチキン。長野駅前店●九州
貴族 新津田沼店●鳥貴族 新松戸店●鳥貴族 千葉 情熱酒場 がばい寅次郎●牛タンダイニング天晴●
駅西口店●鳥貴族 千葉駅前店●鳥貴族 都賀店● 串揚げ居酒屋笑間●串カツ田中長野店●串焼なか
鳥貴族 津田沼店●鳥貴族 津田沼南口店●鳥貴族
なか●個室居酒屋信州地酒と旨い肴shinshyu季野
天王台店●鳥貴族 流山おおたかの森北口店●鳥貴 鼓●個室居酒屋信州地酒と旨い肴神州wasabi●酒
族 西千葉店●鳥貴族 西船橋店●鳥貴族 東松戸店 場撫韻●櫻道場●時間屋●しなののてっぺん●し
●鳥貴族 船橋本町店●鳥貴族 ベイフロント蘇我店 なののてっぺん長野店●しなののてっぺん松本本店
●鳥貴族 松戸西口店●鳥貴族 松戸東口店●鳥貴 ●シハチ水産北海道酒場●ジャングル●十割蕎麦
族 南柏店●鳥貴族 南行徳店●鳥貴族 本八幡店● そばや●信州ゴールデン酒場 横丁店●新鮮魚介酒
鳥貴族 本八幡南口店●鳥貴族 モラージュ柏店●鳥 場たぬき●炭火モモ焼・骨付鶏 信州権堂 みらい酒
貴族 八柱店●鳥貴族 四街道店●肉と日本酒バル
房●炭火や串坊●全席個室焼き鳥と野菜串巻き・豚
ワラカド 津田沼店●肉と日本酒バル ワラカド 船橋 骨炊き餃子八七〇●大衆酒場 じじ●タコとハイ
本町店●日本橋かなえや●VIGO-BISTRO&BAR-● ボール伊那店●タコとハイボール塩尻店●タコとハ
PORTA-albero cucina-●本千葉駅前の串屋横丁● イボール長野店●タコとハイボール松本つなぐ横丁
もぢょい有限会社蘇我駅西口店●もぢょい有限会社 店●ドラゴンフィッシュ●鳥市●鳥梅やきとりコー
幕張本郷本店●もぢょい有限会社幕張本郷店その ナー●豚骨醤油ラーメンまじめ家●並木はちコー
２●もぢょい有限会社八幡宿駅西口店●和・旬・うま ●飲食処ばんや●ノランビッ●ぱおず屋陽太●博多
いもん いざかや炎丸 本八幡店●ワイン食堂Ricco 鉄 八 ● 白 馬 丼 丸 ● 浜 焼 太 郎 長 野 駅 前 店 ●
●和民成田店
picapicaAMIGO●BONBAR●まんてんふぁーむ●
【神奈川県】---●Asian Chinese バル 餃子酒場 カノ ミート&ワイン●名物 東京やきとん長野本店●目利
ウ 辻堂南口店●アジアン中華 加納ダイニング●炙 き超人 魚’sまん●門前市場びんずるさんの胃袋●
りや鶏兵衛 横浜相鉄駅前店●からあげセンター加 焼きたて屋 イオン飯田アップルロード店●焼きたて
納 北口店●いろは丸藤沢店●海福天王町店●海福 屋 イオン豊科店●焼きたて屋 イオン南松本店●焼
向ヶ丘遊園店店●かさねや あざみ野店●かさねや きたて屋 A･コープきそ店●焼きたて屋 A･コープサ
厚木・海老名店●かさねや 鎌倉店●かさねや 上永 ンライフ店●焼きたて屋 A･コープ原村店●焼きたて
谷店●かさねや 鴨居店●かさねや 川崎生田店●か 屋 A･コープピアみどり店●焼きたて屋 A･コープ
さねや 川崎店●かさねや 関内店●かさねや 相模原 ファーマーズうえだ店●焼きたて屋 Aコープファー
店●かさねや 瀬谷店●かさねや 茅ヶ崎店●かさね マーズ篠ノ井店●焼きたて屋 A･コープ富士見店●
や 綱島店●かさねや 鶴見店●かさねや 平塚店● 焼きたて屋 Sキューブバイパス店●焼きたて屋 オギ
かさねや 藤沢店●かさねや 保土ヶ谷店●かさねや ノ岡谷店●焼きたて屋 オギノ茅野ショッピングセン
町田店●かさねや 溝の口店●かさねや 武蔵小杉店 ター店●焼きたて屋 カインズ梓川店●焼きたて屋
●かさねや 大和店●かさねや 横浜泉店●かさねや カインズ塩尻店●焼きたて屋 カインズ飯田インター
横浜金沢店●かさねや 横浜中央店●型無一心●型 店●焼きたて屋 カインズ大町店●焼きたて屋 カイ
無夢荘●韓国料理とサムギョプサル サム家●九州 ンズ更埴店●焼きたて屋 カインズ駒ヶ根店●焼きた
料理・博多モツ鍋 黒獅子 本厚木店●京都勝牛 鎌倉 て屋 カインズ小諸店●焼きたて屋 カインズ高森店
駅西口店●Quattro Cuori相模大野●串揚げ すが ●焼きたて屋 カインズ中野店●焼きたて屋 ケー
の●串揚げ すがの●串揚げ とろろ鍋 華金●昭和沖 ヨーD�飯田上郷店●焼きたて屋 ケーヨーD�臼田
縄レストラン 具志堅の家●串焼浪漫 八氣 さがみ野 店●焼きたて屋 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽGAZA店●焼き
店●Gottie's BEEF キュービックプラザ新横浜店● たて屋 ザ・ビッグ長野東店●焼きたて屋 ツルヤ須坂
コリアンダイニングSEOUL GATE藤沢●魚と酒はな 西店●焼きたて屋 レイクウォーク岡谷店●焼きたて
たれ 野毛本店●SEAFOOD STAND PACIOREK●魚 屋 綿半スーパーセンター須坂店●焼きたて屋 綿半
とワインはなたれThe Fish and Oysters●塩ホルモ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ稲里店●焼きたて屋 綿半スーパーセン
ン・モツ鍋・ハイボール 肉の寅屋 総本店●獅子丸江 ター伊那店●焼きたて屋 綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ塩尻店●
田店●獅子丸 新百合ヶ丘●七福厚木店●七福大口 焼きたて屋 綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ諏訪店●焼きたて屋 綿
店●七福上大岡店●七福武山店●七福戸塚店●七 半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ豊科店●焼きたて屋 綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ長
福藤沢店●七福本店●炭火の創作ビストロ 寛●炭 池店●焼きたて屋 綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ松本芳川店●焼
火焼・串仙次郎●炭火焼肉ホルモン酒場仙次郎● きたて屋 綿半スーパーセンター箕輪店●焼きたて
鮮魚と炉端焼き 魚炉魚炉 京急川崎店●鮮魚と炉端 屋 綿半スーパーセンター千曲店●焼きたて屋 綿半
焼き 魚炉魚炉 総本店●千成屋珈琲 ラゾーナ川崎 ホームエイド庄内店●焼きたて屋 綿半ホームエイド
プラザ●大衆アジアン 加納食堂 本店●大衆居酒屋 檀田店●焼きたて屋 綿半ホームエイド若里店●や
炉端かのう●大衆酒場 からあげセンター加納 辻堂 きとり番長 松本つなぐ横丁店●ヤキトン 歩成●横
南口店●大衆酒場 もつ焼き 肉刺し かのう●タコと 丁のてっぺん●漁師酒場やひろ丸●炉端zan
ハイボール 大船店●タコとハイボール大船店●タ 【新潟県】---●a-�Lounge●aobar●あかまつ●居
コとハイボール藤沢店●タコとハイボール横浜鴨居 酒場くじら新潟駅前店●居酒屋くじら新潟駅南店●
店●タコとハイボール横浜杉田店●太郎丸上大岡 居酒屋 遮二無二●居酒や蔵明●居酒家Shima●
店●沖縄酒場 茅ヶ崎チャンプルー●産地直送×地 Izakayaとなり●居酒屋ぼんど駅南店●イタリア創
産地消 EN別邸 中央林間店●漬込みハイボールと 作料理酒場 頂●一家駅南ひっこみ滋庵●ウエスタ
もも焼き ダンチキンダン 海老名店●�秒レモンサ ンバーForty-Niners●ウエスタンバーForty-Niners
ワー仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭相模大野店●� ●魚沼イタリアンバル匠Takumi●魚沼釜蔵総本店
秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭武蔵 ● 魚 沼しあ わ せ 和 洋 食 堂 つ ば め の 巣 ● 魚 沼
小杉店●�秒レモンサワー仙台ホルモン焼肉酒場と DINING楽●魚沼炉端焼き 鮮極 SENGOKU●駅南
きわ亭横浜店●TOSCANAシァル鶴見店●寅次郎● バルMarphy’s●駅南ビアホール アマリロ●エスタ
鳥衛門●鳥貴族 たまプラーザ店●鳥貴族 溝の口北 ゴストーザ●越後肉蔵堂●越後の台所 すずきち●
口店●鳥貴族 溝の口ポレポレ通り店●鳥貴族 武蔵 越後炉ばたと雪国地酒 ちぃぼう●越佐情熱酒場 五
中原店●鶏とワイン HANABI●太守食堂 鳥嶺●豚 八●おでん処 じゅんちゃん 西堀店●おむすびと汁と
茶 �SUBI●オリエントイタリアンイリィ●かさねや
まる●なお吉 海老名店●なお吉 大船店●なお吉
茅ヶ崎店●なお吉 藤沢店●なお吉 大和本店●なか 新潟店●カフェウエスト●がブリチキン。上越高田店
めのてっぺん横浜みなとみらい●肉時々魚 にくどき ●長岡の個室と居心地の店 儀ichi●長岡の肉と
●全���品食べ飲み放題 肉ときどきレモンサワー。 チーズ、ワインの店 GIICHI LOFT●銀シャリ飯と魚
横浜西口店●煮込み・もつ焼き 八郎酒場 桜木町店 番屋別邸●GooTh Table●蔵●grillandwine
●煮込み・もつ焼き 八郎酒場 新杉田店●煮込み・も じゅー●GRILLYAKINIKU OMI●迎賓會館紡希●
Catering割烹わだの●極ダレ焼き鳥アホうどり●魚
つ焼き 八郎酒場 宮川町店●博多モツ鍋・九州料理
獅子丸 海老名店●八朗酒場本店●八朗スター酒場 と肴 きじの屋●佐渡牛専門焼肉 焼NIQ●熟成たん
酒と蕎麦 あかたん屋●旬海佳肴 一家●旬魚酒菜
●八郎ミート酒場 桜木町店●BEEF KITCHEN
STAND新杉田店●BEEF KITCHEN STAND野毛店 五郎万代店●食事処なご家●白まる●新大バル
●商売繁盛 紅谷町パラダイス●琉球ホルモン ポー Marphy's●深夜食堂５８ページ●SUZU���●
クマン●BONDIS●武蔵小杉ガーデンファーム 武蔵 SUZUDELI●SUZUVEL●スタミナ料理・焼肉ホルモ
小杉店●焼きたて屋 ザ・ビッグ二宮店●焼きたて屋 ン ニュー大丸●Spanish&Oyster Marisco●Soi●
鶴ヶ峰店●焼きたて屋 マックスバリュ開成駅前店● 蕎麦DAYS●大衆イタリアンrosso●大衆酒場ニサシ
焼鳥 炎家●焼肉ホンモン酒場 陽真●夢丸●横浜 ●TABIBAR & CAFÉ from SUZUVEL●たまり家●タ
ガーデンファーム 横浜駅前店●横浜テラス 横浜西 ン専門店 天乃道●中華そば 満月 燕三条店●ちょ
口駅前店●��� CAFE●炉ばた七福藤沢新店●炉 こっとお酒ほんだや●燕三条イタリアンBit 燕三条
本店●燕三条イタリアンBit新潟店●鉄の音●てっ
ばた・鮮魚 かげん 辻堂店
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●nightcafeRISE●新潟肉バル あべ
★北陸甲信越地区
【山梨県】---●燈屋●アンダーS●居酒屋 お多福● じ●新潟ふるまち志津川水産一家部●肉料理専門
居酒屋 ちょびすけ●イタリアン酒場 Cu-SuKe 昭和 ワインバル NIQ●煮込みと酒と錦弥●日本海 番屋
店●イタリアン酒場 Cu-SuKe 韮崎店●いづ屋●駅 ●BAR MUGEN●博多もつ鍋 一番星●馬肉酒場 上
前 酒 場 C u -S u K e 甲 府 駅 前 店 ● オサカナバル 越高田 馬喰ろう●馬肉酒場 馬喰ろう 新潟店●万代
PANDA●お食事処 川 甲西本店●お食事処 はくさ グリル ガルベストン by Soi●パンとワインと三弥●
い●お食事処 歩成 本店●おもてなし薬膳せっちゃ BiSTRO BOULEAU BLANC●日の出製麺 興野工場

店●かさねや 堺東店●かさねや 新大阪店●かさね 鳥貴族 三田駅前店●鳥貴族 三宮生田新道店●鳥
や 吹田店●かさねや 大正店●かさねや 高槻店● 貴族 三宮３号店●鳥貴族 JR神戸店●鳥貴族 JR三
かさねや 巽中店●かさねや 塚本店●かさねや 帝塚 ノ宮店●鳥貴族 JR兵庫店●鳥貴族 新長田店●鳥
山店●かさねや 豊中店●かさねや 富田林店●かさ 貴族 垂水店●鳥貴族 西明石店●鳥貴族 阪急三宮
ねや なんば店●かさねや 寝屋川店●かさねや 東 駅前店●鳥貴族 三木店●鳥貴族 湊川公園店●鳥
大阪店●かさねや 枚方店●かさねや 平野店●かさ 貴族 元町南店●鳥貴族 六甲道店●鶏と魚と野菜と
ねや 深江橋店●かさねや 都島店●かさねや 守口・ Momiji●にぎわい酒場 居酒屋 万 今津本店●肉汁
門真店●かさねや 八尾店●金沢まいもん寿司 吹田 爆発餃子 名物唐揚げ まるちゃん 尼崎店●農家うた
グリーンプレイス店●牛すじホルモン 二刀流武蔵● げSANNOMIYA●農業高校レストラン●花わさび 塚
京都勝牛 あべの新宿ごちそうビル店●京都勝牛 イ 口 店 ● 播 州 酒 場 ● プ レ ミ ア ム 播 州 酒 場 ●
オンモール大阪ドームシティ店●京都勝牛 梅田店 VEGETABLEDINING農家●munrentam●焼肉ぐり
●京都勝牛 なんば戎橋店●京都勝牛 ユニバーサル ぐり家伊川谷店●飲茶居酒屋 亀重蒸籠
シティウォーク大阪店●串カツ田中 近鉄八尾店● 【京都府】---●upit's Burger●うまいもんや西大路
串もん酒場 ひびき屋 谷町四丁目店●くずし割烹 豚 応援団●おうちごはん中島家●お出汁とおばんざい
美●蔵バル 梅田●源樹や 服部店●源樹や 石橋店 musubu●KAKIMARU綾小路店●かさねや 西大路
●こがんこ難波店●心八剣伝JR桃谷駅前店●心八 御池店●勝天 先斗町本店●金沢まいもん寿司 京
剣伝中津店●Gottie's BEEF ユニバーサル・シティ 都駅ポルタ店●京串揚げ どうぞっ！●京串揚げとお
ウォーク大阪店●Gottie's BEEF 淀屋橋odona店● 酒 あいよっ！三条富小路店●京串揚げとお酒 あい
魚居酒屋あぷちゃ�号●魚居酒屋あぷちゃ本店●魚 よっ！丸太町府庁前店●京都勝牛 河原町店●京都
と炭火 炉ばたのぎんすけ中津店●魚と炭火 炉ばた 勝牛 祇園八坂店●京都勝牛 京都駅前店●京都勝
のぎんすけ緑地公園店●薩摩×鉄板 ぼっけもん● 牛 京都ヨドバシ店●京都勝牛 清水五条坂店●京都
★東海地区
勝牛 寺町京極店●京都勝牛 伏見稲荷店●京都勝
【三重県】---●泡盛と串カツのお店 がきんち●かさ 薩摩×炉ばた 燈火●産直酒場やまと●七輪焼肉
ねや 四日市店●串カツ田中 四日市駅前店●鳥貴 あけぼの食堂●じゅじゅ庵 阪急茨木店●じゅじゆ庵 牛 先斗町本店●京都酒場 AKAMARU 赤まる●京都
族 桑名店●鳥貴族 四日市生桑店●鳥貴族 四日市 十三店●酒楽ごこち屋 頂●ジョニーのからあげ天 炭火串焼つじや 梅小路北店●京都炭火串焼つじや
店●松阪焼肉レストランすだく松阪本店●がブリチ 満店●GIORNATA●酔虎伝門真店●すじ煮込みと 京都駅前店●京都炭火串焼つじや 四条御幸町店●
魚の大衆炉端 頂屋●炭のあかり松本玉出帝塚山店 京都炭火串焼つじや 八条口店●京都炭火串焼つじ
キン。四日市
【岐阜県】---●かさねや 岐阜店●がブリチキン。岐阜 ●炭火肉酒場 肉まる●炭火やきとり 飛鳥●炭火焼 や 本店●京都炭火焼鳥アホウどり一乗寺店●京都
駅 前 ● 串 カツ 田 中 岐 阜 横 丁 店 ●ぐびぐび ● 鳥ときわや●炭火焼鳥ひよこ家●炭火焼肉じゅじゅ 炭火焼鳥アホウどり北野白梅町店●京都炭火焼鳥
gravysauce●志江留●鳥貴族 イオンタウン本巣店 庵京橋店●炭火焼 炉暖 新大阪東口店●炭焼き酒 アホウどり聖護院店●京町家おばんざいこはく●漁
港直送海鮮酒場あんじ 烏丸六角店●漁港直送海鮮
●鳥貴族 各務原店●鳥貴族 可児店●鳥貴族 岐阜 場 ここから金 べぇ●大衆酒場 万祭●大衆酒場
羽島店●鳥貴族 関マーゴ店●鳥貴族 美濃加茂店 ちょーちんスピカ 新大阪東口店●大正焼肉SUNナ 酒場あんじ 麩屋町綾小路店●串カツストリーム ���
●鳥貴族 名鉄岐阜店●鳥貴族 大垣駅前店●フジ スビ??●Dining bar face●丹波地鶏とビオワイン ●串だいにんく炭焼浪漫家 京都駅八条口店●串だ
六賢●たんぽぽ北加賀屋店●たんぽぽ十三店●た いにんく炭焼浪漫家 藤森店●craft dining upit●コ
ヤマ�� 島店●ベジテジや北方店
【愛知県】---●塊肉ステーキと牡蠣 アホヤネン 岡崎 んぽぽ塚本店●たんぽぽ弁天町店●たんぽぽ本町 ネル 四条木屋町店●酒と魚とオトコマエ食堂 京都
BBQガーデン●がブリチキン。新瑞橋●がブリチキ 店●塚本バル●鳥貴族 泉大津●鳥貴族 泉ヶ丘● 駅前店●酒と魚とオトコマエ食堂 西院駅前店●さ
ン。岩倉●がブリチキン。岩塚●うりずん大曽根店● 鳥貴族 泉佐野店●鳥貴族 和泉府中●鳥貴族 茨木 つま知覧どり黒焼き べっぴんや●CCC チーズカフェ
串カツ田中大須観音●がブリチキン。大須�丁目● 店●鳥貴族 梅田DDハウス店●鳥貴族 江坂店●鳥 京都店●四季の味すぎうら 京都駅前店●四季の味
小田井ホルモン●OHANA 刈谷本店●かき小屋 厚 貴族 江坂東店●鳥貴族 鳳店●鳥貴族 お初天神店 すぎうら 京都駅前七条店●SMILE GARDEN●炭火
岸水産 東岡崎駅前店●かさねや 赤池店●かさねや ●鳥貴族 貝塚店●鳥貴族 河内長野●鳥貴族 河内 焼ソーセージ酒場Salumeria●炭火焼ソーセージ
酒場Legante●炭焼スタンドツジヤ七条店●大衆串
新瑞橋店●かさねや 一宮店●かさねや 大曽根店● 松原●鳥貴族 関大前店●鳥貴族 岸和田●鳥貴族
かさねや 岡崎店●かさねや 春日井店●かさねや 茶 北新地店●鳥貴族 北千里●鳥貴族 北浜店●鳥貴 屋台 ぜろや●鳥貴族 今出川店●鳥貴族 小倉店●
屋ヶ坂店●かさねや 豊田店●かさねや 中川店●か 族 近鉄古市●鳥貴族 くずは店●鳥貴族 光明池● 鳥貴族 桂店●鳥貴族 桂西口店●鳥貴族 北野白梅
さねや 名古屋中央店●かさねや 名古屋緑店●かさ 鳥貴族 金剛●鳥貴族 堺宿院●鳥貴族 堺筋本町店 町店●鳥貴族 木屋町通店●鳥貴族 京都七条店●
ねや 藤が丘店●かさねや 名駅店●がブリチキン。金 ●鳥貴族 堺東�号●鳥貴族 JR高槻店●鳥貴族 正 鳥貴族 西院北店●鳥貴族 三条河原町通店●鳥貴
雀●鳥貴族 新大阪店●鳥貴族 心斎橋ヨーロッパ通 族 三条木屋町店●鳥貴族 四条大宮店●鳥貴族 四
山●餃子のネオ大衆酒場 ニューカムラ●京都勝牛
イオンモール岡崎●京都勝牛 名古屋伏見●麒麟屋 り店●鳥貴族 吹田店●鳥貴族 住道店●鳥貴族 関 条河原町店●鳥貴族 出町柳店●鳥貴族 椥辻店●
鳥貴族 西大路店●鳥貴族 二条店●鳥貴族 阪急西
新栄店●串かつアホヤネン 本店●CRAFT CHEESE 目店●鳥貴族 摂津富田●鳥貴族 千里丘●鳥貴族
院駅前店●鳥貴族 ビエラタウンけいはんな店●鳥
MARKET 名駅店●がブリチキン。御器所駅前●五十 大正駅前●鳥貴族 高石●鳥貴族 高槻店●鳥貴族
五番安城店●五十五番高浜店●五十五番豊田浄水 玉造駅前店●鳥貴族 千代田●鳥貴族 塚本店●鳥 貴族 東向日店●鳥貴族 深草店●鳥貴族 伏見桃山
店●五十五番豊田店●Gottie's BEEF KITTE名古屋 貴族 道頓堀店●鳥貴族 道頓堀中座店●鳥貴族 豊 店●鳥貴族 山科店●鳥貴族 六地蔵店●とり匠ふく
井●鶏料理と炉端焼き あぶりや●NICK STOCK イ
中店●鳥貴族 富田林●鳥貴族 西本町店●鳥貴族
●Gottie's BEEF メイカーズピア●Gottie's BEEF
MOZOワンダーシティ●がブリチキン。栄●がブリチ 寝屋川店●鳥貴族 東三国店●鳥貴族 枚方店●鳥 オンモールKYOTO店●NICK STOCK 京都リサーチ
キン。栄住吉●がブリチキン。塩釜口●がブリチキン。 貴族 枚方南口店●鳥貴族 フェリチタ心斎橋店●鳥 パーク店●nyoi●花たぬき御池店●花たぬき河原
浄心駅前●新安城 炉端焼きどんぱち●世界の山 貴族 福島●鳥貴族 藤井寺●鳥貴族 布施西店●鳥 町店●花たぬき京都駅前店●花たぬき千中店●花
ちゃん 東岡崎駅前店●鮮魚炉端花ちゃ花ちゃ●大 貴族 弁天町●鳥貴族 本町店●鳥貴族 牧野店●鳥 たぬき山科駅前店●浜焼ボーイと串かつガール●
衆酒場なべちゃん�●CHEESE CRAFT WORKS 名古 貴族 三国店●鳥貴族 南船場店●鳥貴族 箕面店● べジテジや 四条烏丸店●べジテジや 四条木屋町店
屋PARCO●鳥貴族 新瑞橋店●鳥貴族 安城コロナ 鳥貴族 都島店●鳥貴族 守口店●鳥貴族 ラパーク ●べジテジや 深草本店●ムゲン食堂 京都河原町店
ワールド店●鳥貴族 今池店●鳥貴族 いりなか店● 岸和田店●鶏だしおでんと干魚の店 ほし寅 淀屋橋 ●焼鳥つじや京都駅西店●焼肉 大黒戎
鳥貴族 岩倉店●鳥貴族 岩塚店●鳥貴族 大江店● 店 ● 豚 美 なん ば店 ● 豚 美 福 島 店 ● N at u ra l 和 【滋賀県】---●炙り屋あとり●石山NIKUKAPPOU●
鳥貴族 大曽根店●鳥貴族 太田川店●鳥貴族 小幡 diningわしん●肉を喰らえワインを浴びろフィオー ISHIYAMAMEATMARCHE●魚処 ホタルノヒカリ●
店●鳥貴族 金山店●鳥貴族 金山南口店●鳥貴族 レクッチーナ●NICK STOCK 伊丹空港店●日本酒 近江黒鶏とワインバル Jidoriya●近江鶏料理きばり
蒲郡店●鳥貴族 上小田井店●鳥貴族 刈谷店●鳥 バル 志賀●ニュータナカヤ●八剣伝深江橋店● 屋●近江バルnadeshico●近江焼肉ホルモンすだく
貴族 北岡崎店●鳥貴族 黒川店●鳥貴族 高蔵寺店 BAR BIANCO●火の鳥 花園本店●火の鳥天下茶屋 守山店●近江焼肉ホルモンすだく栗東本店●近江
●鳥貴族 幸田店●鳥貴族 江南店●鳥貴族 御器所 店●美味彩菜たんぽぽ大阪港店●BooBooキッチ 焼肉ホルモンすだく 草津駅前店●近江焼肉ホルモ
店●鳥貴族 小牧コロナワールド店●鳥貴族 栄４丁 ン●BooBooキッチン長居店●ふれんちおでんとど ンすだく南彦根店●近江焼肉レストランすだく堅田
目店●鳥貴族 三郷店●鳥貴族 塩釜口店●鳥貴族 て焼きの店 七縁 南海難波店●べジテジや 東心斎 本店●近江野菜 串焼き鉄板 わえん●近江野菜鉄
橋店●まぐろソムリエ楽彩●満マルあびこ店●満マ 板焼き わえん●おで湖●お野菜スタンド わえん●
浄心店●鳥貴族 新栄店●鳥貴族 高畑店●鳥貴族
千種店●鳥貴族 知立店●鳥貴族 津島店●鳥貴族 ル河内天美店●満マル堺市駅前店●満マル長居店 KAKIMARU草津駅前店●月屋●草津居酒屋あとり
鶴舞店●鳥貴族 豊田永覚新町店●鳥貴族 豊田市 ●もり家●焼鳥と焼野菜ぎんすけ中津店●焼鳥と ●燻屋●酒場スタンドウオマル●心温家●旬彩和処
駅東口店●鳥貴族 豊橋藤沢店●鳥貴族 中区役所 焼野菜ぎんすけ三国店●焼鳥と焼野菜ぎんすけ緑 味 都 ● 深 夜 食 堂 ますだ ● 炭 火 酒 場おおくら屋
東店●鳥貴族 中村公園店●鳥貴族 名古屋競馬場 地公園店●焼鳥ひよこ家寝屋川駅前店●焼肉大衆 KUSATSU●鮮魚と炉端焼魚丸彦根店●鮮魚と炉端
前駅店●鳥貴族 西尾店●鳥貴族 錦三袋町通店● 酒場 真肉焼屋●遊遊中之島フェスティバルプラザ店 焼魚丸南草津店●炉端と日本酒魚丸守山店●大衆
酒場 みのる●大衆焼肉酒場ホルモン熱男●鳥貴族
鳥貴族 日比野店●鳥貴族 平針店●鳥貴族 広小路 ●ゆうゆう深江橋店●遊遊本町駅前店●和彩美酒
石山店●鳥貴族 近江八幡店●鳥貴族 大津京店●
伏見店●鳥貴族 藤が丘店●鳥貴族 星ヶ丘店●鳥 喜心
貴族 御園伏見店●鳥貴族 名駅西口店●鳥貴族 名 【奈良県】---●あかぼし鮮魚店●あかり屋●あほや 鳥貴族 堅田店●鳥貴族 膳所店●鳥貴族 南彦根店
駅東口店●鳥貴族 名駅広小路店●鳥貴族 名駅南 エコールマミ店●あほや桜井駅前店●あほや八木 ●鳥貴族 野洲店●凪●博多串焼 くしまろ 草津店●
店●鶏さら●なかめのてっぺん名古屋●名古屋 駅前店●居酒屋金太郎新堂本店●居酒屋金太郎真 博多串焼 くしまろ 南彦根店●BEER&WINE石山
GRILL●彦根酒場 半三●本格鳥料理きばり屋 極●
ガーデンファーム 名駅店●名古屋テラス 名駅店● 菅店●お好み焼 まん房 葛本店●お好み焼 まん房
新ノ口本店●心ろ家本店●酒処 まるはち●地鶏炭 薪窯ピッツアとワイン酒場NADESHICO●malibu
名古屋柳橋のりのり酒場●全���品 食べ飲み放題
PIZZERIA&CAFÉ●やきとり 鶏丸●炉ばた居酒屋
肉ときどきレモンサワー。名駅店●がブリチキン。錦 火焼 鳥八●真心奈良広陵店●炭焼七輪と大和牛
通●NICK STOCK 豊田市駅前店●NICK STOCK 名 とりこ●炭焼七輪と大和牛 とりこ●大衆酒場 ひげ 大蔵家 総本店●炉端と日本酒魚丸長浜店
とアフロ●DINER&BAR 遊家Come★On●田楽う
古屋駅前店●New Pork コハチ●PASTORANTE
OHANA●がブリチキン。原駅前●東岡崎 炉端屋ど ねび店●田楽天理店●tsubasa●鳥貴族 近鉄西大 ★中四国地区
んぱち●がブリチキン。藤が丘●ブタ野郎チキン野郎 寺店●鳥貴族 近鉄奈良駅前店●鳥貴族 桜井店● 【岡山県】---●餃子のアイロン●居酒屋ゴッち●我
流厨房es●岡山餃子製作所桃太郎大通り店●串カ
沖縄バカヤロー●ベジテジや 栄店●がブリチキン。 鳥貴族 JR王寺駅前店●鳥貴族 新大宮店●鳥貴族
鶴舞●毎日！北海道物産展ネオ炉端道南農林水産 筒井駅前店●鳥貴族 トナリエ大和高田店●鳥貴族 ツと餃子のガッポ●餃子酒場チャオズ●京もつ鍋ホ
部栄店●毎日！北海道物産展ネオ炉端道南農林水 大和八木店●とりでん橿原店●とんこつ愛があふれ ルモン朱 々岡 山 柳 町 店 ● 古 町 鉄っぱん 空 ● 串
産部新栄店●毎日！北海道物産展ネオ炉端道南農 てる ラーメンとりこ●とんこつ愛がとまらない ラー DoKoRoゴッち ぴ～すたうん●グラマラスミート●
林水産部豊田店●毎日！北海道物産展ネオ炉端道 メン とりこ ● ひ か り屋 ● フレン チレストラン 魚のとりやまさん●地鶏陶板焼 炙(abura)●〆ス
南農林水産部錦本店●枡-sara-●がブリチキン。名 KIYAMURA●ほっこり酒場 千鳥家●まんぷく厨房 テーキあくら通り店●〆ステーキ電車通り店●焼酎
駅西口●がブリチキン。名駅牛島●がブリチキン。名 ちゃらりん●焼鳥 鳥はる●野菜肉巻きと博多もつ鍋 道楽 金星●炭火庵 犇き堂●大衆肉酒場たけちゃん
駅３丁目●焼きたて屋 バロー刈谷店●夢酒場 魚昇 金太郎五位堂駅前店●わらいどり〔王寺駅地下酒 ●天鶏●名もなき天ぷら酒場●にくまにあ●にくま
にあよしはら●KNOT tea&farmkitchen●ヒトヨシ
場〕
知立本店
【静岡県】---●かさねや 静岡店●かさねや 沼津・三 【和歌山県】---●居酒屋 笑園~EDEN~●居酒屋 笑 ロクメ堂岡山駅前店●ヒトヨシロクメ堂中山下本店
園~EDEN~はなれ●イタリア食堂 キッチンキャミー ●FISHMAN●フレッシュミート●ほしや食堂●肉の
島店●かさねや 浜松店●かさねや 富士店●curry
cafe&bar cfarm サントムーンオアシス店●魚と野菜 ●紀州麺処 誉●キッチンだるま●けむり屋●酒屋 まごろく●麺家じょーだん●焼き鳥・からあげ無限本
の酒場●旬菜 楽や●旬彩居酒屋膳●炭焼菜彩干 町店●焼き鳥ムゲン駅前町店●焼肉がみや●焼肉
と酒 まるは●大衆酒場三十飛 沼津店●大衆酒場
三十飛 三島店●大衆酒場たばちゃん●大衆鉄板あ 物飯 紀州のしずく●総本家めはりや 本店●総本家 ぐりぐり家青江店●焼肉ぐりぐり家アリオ倉敷店●焼
した葉●鉄板あした葉本店●鳥貴族 草薙店●鳥貴 めはりや 和歌山店●中心屋 あしゃぎ●中心屋 有田 肉ぐりぐり家岡山駅前店●焼肉ぐりぐり家総社店●
族 サンストリート浜北店●鳥貴族 新静岡店●鳥貴 川●中心屋 母家●鳥貴族 和歌山駅前店●とり酒 焼肉ぐりぐり家津高店●焼肉ひだや 大供店●焼肉
場みつぼし●三星●YAKITORI Dining 三星●焼肉 ひだや 磨屋町店●焼肉ひだや 本町店●焼肉ひだ
族 浜松天王店●鳥貴族 浜松モール街店●鳥貴族
浜松有楽街店●鳥貴族 藤枝店●鳥貴族 両替町店 屋 㐂ねん●雷神ラーメン●ROBATAえべっさん●和 や 柳町店●焼肉まるい精肉店●八十八商店●ラム
肉バル結●鉄板 らんぷ
●和ダイニングすけろく●焼きたて屋 カインズ浜松 歌山ちゃんぽん 忠次郎
【広島県】---●一利喜 えびす●一利喜 本店●いろ
雄踏店●焼きたて屋 カインズ袋井店●RAI�
はのゐ●ヴィンテージ酒場 Lock'y●駅前酒場
★関西第�地区
【兵庫県】---●味兵衛●居酒屋敷 万 塚口店●居酒 AKAMARU 赤まる 横川店●大手町酒場 赤まる
★関西第�地区
【大阪府】---●赤垣屋 あべの店●赤垣屋 梅田店● 屋 万 JR西宮店●居酒屋 万 住吉店●居酒屋 万 垂 AKAMARU●尾道渡し場 たまがんぞう●廻船酒蔵
赤垣屋 回転すし店●赤垣屋 京橋店●赤垣屋 なん 水店●おじぎ屋加古川本店●かさねや 明石店●か ベッチャーの胃ぶくろ●かさねや 広島土橋店●かさ
ばウォーク店●赤垣屋 なんば店●赤垣屋 野田阪神 さねや 尼崎店●かさねや 伊丹店●かさねや 神戸中 ねや 広島東店●餃子家 龍 新天地店●餃子家龍 横
店●赤垣屋 本店●炙りや鶏兵衛 梅田駅前店●あ 央店●かさねや 神戸長田店●かさねや 垂水店●か 川駅前店●京都勝牛 広島駅前店●串揚げダイニン
んばい森ノ宮●居酒屋 香太郎●居酒屋てんてん● さねや 西宮店●かさねや 東灘店●韓丼 東加古川 グ あげあげ●豪快鉄板 ばくだん酒場●こめどこ食
旨手羽家朝潮橋店●旨手羽家九条店●旨手羽家天 店●北野坂つるこう●喜鳥家香寺店●喜鳥家塩町 堂●ジーラ てまひまや●四季菜食 えびす坐●世界
下茶屋店●旨手羽家長居店●梅田ガーデンファー 店●喜鳥家飾磨構店●喜鳥家田寺店●喜鳥家中地 のマグロと北海道の魚介類と寿司 さかりば●大州
ム 梅田駅前店●梅田テラス 梅田駅前店●A��東三 店●喜鳥家野里店●喜鳥家本店●京都勝牛 神戸 酒場 北のメジロ●大衆酒処 米徳●大衆肉酒場いし
国バル●黄金餃子と唐揚 げの店 阿波座寅や● 三宮センタープラザ店●串揚げ・一品料理・こだわり い●出汁と酢。●タンしゃぶ亭●鉄板DINING こわっ
OSAKA酒場あじひと●大阪だしのうどん屋ひろひろ の地酒 串膳●三代目鳥メロ 西宮今津店●寿司と ぱ●魚々家むてき●とり一●砦●とりのいっとく●
安土町店●大阪だしのうどん屋ひろひろ堂島二丁 季節料理×日本酒 ふく万●TOUFU-DINING大豆屋
目店●鹿児島酒場 さぶろく●かさねや 池田店●か ●鳥貴族 明石店●鳥貴族 芦屋店●鳥貴族 伊丹店
さねや 梅田店●かさねや 岸和田店●かさねや 堺鳳 ●鳥貴族 岡場店●鳥貴族 三田ウッディタウン店●
●���℃ DENO 担々麺 三条店●FARM TABLE
SUZU●ファミリーダイニング小玉屋●ベジテジや
Soi新潟万代店●ぽんしゅ館魚沼釜蔵●めしと酒 善
丸●麺処 清水 ソルト アピタ新潟西店●麺処 清水
三条店●麵屋 坂本��●麵屋 坂本�� 新潟駅前店●
焼ジビエ 罠 シナトラ●やきトンりゅうちゃん●焼肉
レストラン慶州●ヤサイ串巻マグロしゃぶしゃぶ アッ
パレ●遊食居酒屋 なじらてい●湯沢釜蔵●ゆずり
は 燕三条店●与板中川清兵衛記念BBQビール園●
よってけじゅんぼう●リトル北海道●ローストビーフ
大衆酒場 頂●炉端酒場天晴れ●和.伊.の台所 五十
八●わいわい酒場 ぶっちゃ家●和食酒場 風花●和
ダイニング朔●わびすけ
【石川県】---●居酒屋 花組●金沢かつぞう 白山店
●金沢かつぞう 本店●金沢まいもん寿司 魚匠庵●
金沢まいもん寿司 新神田店●金沢まいもん寿司 白
山インター店●金沢まいもん寿司 本店●旬魚季菜
とと桜●大衆割烹 魚吟
【福井県】---●焼肉吟ちゃん
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仁伊屋●肉バルEG袋町店●NICK STOCK 広島駅前 竹田はなれ店●感動のもつ鍋処陽はまたのぼる 竹
店●ニューアカマル●博多ノ飯場なごみ●百酒練磨 田本店●くじら１号●コーズカフェ●魚バカ一代 大
天下ばし●廣島酒場。●袋町キッチン●フジヤマド 漁 旗 中 央 町 店 ● サンパ チキッチン 大 分 店 ●
ラゴン福山店●満天酒家 あかぼし●やきとり 鳥徳 Japanese dining 海老酔●寿司ろばた八條 中央町
●焼肉ぐりぐり家イオンモール広島祇園店●焼肉ぐ 店●スナックJolie &はた●せんべろ お町●太一商
りぐり家石内バイパス利松店●焼肉ぐりぐり家五日 店 乙津店●竹田を元気にするホルモン焼き屋 星の
市店●焼肉ぐりぐり家駅家店●焼肉ぐりぐり家海田 輝く空●二五十大分都町店●竹田はつひので●馬
店●焼肉ぐりぐり家春日店●焼肉ぐりぐり家可部店 力屋 明野店●フルーツパーラー 陽はまたのぼる●
●焼肉ぐりぐり家高陽店●焼肉ぐりぐり家西条寺家 北海道ダイニングHAL●凡のはなれ 醸し屋●味噌
店●焼肉ぐりぐり家西条御薗宇店●焼肉ぐりぐり家 乃家 大分マート店●味噌乃家 フリーモールわさだ
蔵王店●焼肉ぐりぐり家広島府中店●焼肉ぐりぐり 店●味噌乃家 別府ゆめタウン店●味噌乃家 森町バ
家福山南店●焼肉ぐりぐり家松永店●焼肉ぐりぐり イパス店●麺堂香 高城店●麺堂香 別府店●麺堂
家三原店●焼肉ぐりぐり家八木店●焼肉ぐりぐり家 香 ホワイトロード店●焼とり 凡天 坂ノ市店●焼と
焼山店●焼肉つなぐファーム 隅の浜店●遊食楽酒 り 凡天 下郡店●焼き鳥凡 大分駅前店●焼き鳥凡
いっとく●藁焼きと炉端火男
母屋●焼肉 MEAT KUN●らーめん工房ふくや 大分
【山口県】---●乾杯！ニクノミコト周南店●乾杯！ニク 駅前店
ノミコト湯田店●牛串とらまめともつ鍋 こ豆下関店
●牛串とらまめともつ鍋 こ豆周南店●牛串とらま ★九州第�地区
めともつ鍋 こ豆防府店●牛串とらまめともつ鍋 こ 【熊本県】---●あか牛と馬刺し ヤシの樹●炙りホル
豆湯田店●西京酒場 萬天山口平井店●西京酒場 モンいたる●天草大王バル サンはらいっぱい●
萬天光店●素晴らしきかな人生宇部店●素晴らし AMIDA●居酒屋 馬かやろう●居酒屋なにわや●��
きかな人生下関店●素晴らしきかな人生防府店● ●魚吉神水店●奥ざしきたつのこ●おヤスのからあ
素晴らしきかな人生山口店●炭火串焼き やきとん げ●おるげんと帯山店●おるげんと駕町通り店●お
源太郎●炭火串焼き やきとん駒之進●炭火串焼き るげんと下通店●CALM BURN●海鮮バーベキュー
やきとん正一郎●炭火串焼き やきとん政之助●炭 海真丸●海鮮屋魚吉光の森店●隠れ家ダイニング
火串焼き やきとん益次郎●Hawaiian Resort Cafe みとりん●かさねや 熊本店●活魚旬菜ほうらい茶
Leola●POLE POLE CAFE●焼肉つなぐファーム 湯 屋人吉店●辛辛食堂 上通り店●金のわらじ●熊本
田店●Resort Cafe & Bar POLE POLE
グリル悟朗●熊本個室焼肉 ほるもん処 一心●熊本
【香川県】---●伊太飯キッチン チーズカフェ●海鮮問 個室焼肉あか牛専門褐火●熊本炉端 安坐●GLASS
屋 北の商店●ごはんや えん●大衆酒場 にぼし食堂 WONDER●グリル末松●幸食美酒 芳之字●酒湊１
●OMAKASE話食 楽市
階 ● 酒 湊３階 ● S U N N Y P L A C E アンビー 店 ●
【愛媛県】---●うまかもん博多酒場●kitchenしゃい SUNNYPLACE南阿蘇●サンパチキッチン下通り店
ん●牛タン酒場たん兵衛●GORUTO●〆と肴 かが ●しゃぶしゃぶ食べ放題 旬菜庵 月のあかり●十五
●シューマイボーイ●旬家はちどり●旬魚菜華 ふる
やき●遊食友輝●夢の家HANARE●夢の家本店
巣●旬菜旬魚悠旗●旬菜食卓やま志た●旬彩料理
【徳島県】---●旬や ていじ
邸宅 八伍邸●食家 螢●すし 㐂助●寿司・馬刺憲五
百●創作ダイニング三五●大衆焼肉ホルモンマン平
★九州第�地区
【福岡県】---●赤鶏の溶岩焼 わっ●中るラーメン久 成店●大漁活魚ほうらい茶屋●鉄板焼太郎●手羽
留米バイパス店●中るラーメン筑紫野店●炙り炉端 先専門（Gapuro）●鍋や TAMARI●バードマン●
山尾 西新●炙り炉端 山尾 博多駅前●炙り炉端山 パーラーヒバリ●ハイボールがうまいだけの店●馬
尾筑紫口●炙り炉端山尾天神●ALMA Kitchin今泉 刺しと焼き鳥 熊本郷土料理の店 アマケン●馬タン
店●イタリアン食堂NUKUNUKU●一伍屋今泉店● 牛タン●浜焼酒場●肥後串焼塩だしおでん ひご屋
一伍屋大名店 奥ざしき●一凜●urano matsusuke ●肥後大衆酒場 ナナイロ●ビストロ海真丸●���円
串カツとハイボールの店 角てん●ファンキーぷれい
●大橋酒場しんのすけ●踊るうぐいす●cave de
comatsu Imaizumi●海鮮酒場よかうお●かさねや やぁず●フルーツサンド��●Brewery KAEN●べジ
マキ●VERO●ホルモンマン●麺の小やま●季節料
小倉店●かさねや 西新店●かさねや 博多店●かさ
ねや 福岡南店●角のうぐいす博多店●角のうぐいす 理と炭火焼 最中/最中乃仲●焼肉ダイニングなんべ
春吉本店●カドノカシーワ●窯焼きビストロ博多 んでん●焼肉ふじの蔵●寄道餃子GOLDENBUZZER
NUKUNUKU●辛麺屋道総本店●韓国家庭料理 火 ●らー めん龍 風 錦 店 ●らー めん龍 風 人 吉 店 ●
の村●元祖竹炭やき鳥はかた風土 本店●キッチン LEPAN pizza&italian●レストラン&バーTERU●レト
&チキン ペプチード●餃子バル酒場楽園●京都勝牛 ロ 居 酒 屋 � � � ● れんこん食 堂 ● W o r l d B e e r
Terminal KAEN●和食乃さんるーぷ●和ビストロ海
小倉駅前店●京都勝牛 天神西通り店●京都勝牛
福岡PayPayドーム店●ぎょぎょすけ大野城店●ぎょ 真丸●藁焼き てんまや
ぎょすけ星ヶ丘店●魚肉菜 座頭 道安●串カツ田中 【宮崎県】---●くいもん屋しんちゃん●串間酒場わっ
薬院店●串と水炊 博多 松すけ●串ともも焼き まぼ しょい●スパイスカクタス●立ち食い寿司処印●中
家●串焼 まつすけ 博多店●串焼き まつすけ 大名 華食堂たんたん●二代目とり坊
本店●kuriya卓.●けやき通り 海晴れ●KEN SOFT 【鹿児島県】---●洋風居酒屋あき良●炙り家 ○�っ
BAR●COMATSU 今泉●COMATSU 大名●魚屋三 ●大衆酒場 あるく花●天文館大衆酒場 居酒屋ザ
代目鯔背●肴やだんじ●酒場あうん博多店●酒場 ワールド●居酒屋たけし●居酒屋 バガボンド鹿屋
劇場 せんべろロケット●酒処 あかり●酒と博多飯 店●イタリアン居酒屋uociao●エビスクジラ●お魚
燦々●��酒場魚平●サンパチキッチン小倉店●サン パーラーCHENTRO●海鮮浜焼きながら●海鮮浜焼
パチキッチン天神店●サンパチキッチン六本松店● きながら●鹿児島大衆酒場ホームラン●鹿tariyan
シウマイエース●下町ビストロ リカリカ●下町ビス ●鹿tariyan●釜揚げうどん 戸隠さつま庵●辛麺屋
トロ ロヂウラ●旬魚馬菜憲五百●食堂アッカ●食 辛壱●完全個室居酒屋 OSAKANAワッショイ●完全
堂 うめぼし●食堂ぎんみ●しん吉●炭 かこヰ（かこ 個室ダイニング Sea Horse●木村頴娃店●極み串
い）●炭火酒場てんやわんや●炭火焼一絆●炭火 とろっと●くろころや●極食う●個室焼鳥 とりふく●
焼鳥大我●炭焼酒場 がっさい●炭焼き坊や●セル 寿ダイニングでめきん●KOREANDINING SOL●魚
フ鉄板憲五百●大衆焼肉ぶんた●dining����●大 菜丸●魚菜丸 中央駅店●酒飲もkitchen HINATA
名餃子酒場 イチタスイチ●大漁旗 天神店●竹丘町 ●さつま居酒屋えご家●さつま海鮮ろばた焼チキン
海晴れ●地下のニューコマツ●China Stand 二兎 ブラザーズ●薩摩酒場あいがて家●七輪炭火焼 薩
●ツマグイ酒場カモシカスタンド●鉄板バルサンパ 摩どん●旬感酒場 HAZERU●蒸気ボーイ●焼酎維
チキッチン●天神黒毛流 焼肉 参星 ～みつぼし～● 新館●焼酎維新館Bar●すしことかつお●炭火神吉
天神酒場ぬくぬく家●天神 大晴海●常夏酒場楽園 ●炭火焼き初代 はぜる●炭火焼肉×YOSHI●大衆
●ともすけ 二日市店●ともすけ 大牟田店●ともす 居酒屋煮シキチ焼●大衆居酒屋 OTAGIRAJAPAN●
け久留米店●とり酒場博多華善 春吉店●酉どうあ 大衆居酒屋 OTAGIRAJAPAN ANNEX●大衆ビスト
ん●酉どうあん 春吉店●とり焼肉酒場 鶏ん家●と ロR．●ダイニングバーエンジン●TAGIRUBA●
んこや今泉店●とんこや宗像店●和み囲酒屋 雅● TAGIRUBA ライカ店●TATSU男●坦々麺 雷雷辛●
ナチュラル ボロネーゼスタンド●肉のだるま●西新 直球 荒田店●直球 甲南店●直球 西口店●天国カ
酒場 一期●西のうめぼし●二代目長浜将軍 那珂川 地獄●天文館かごしま横丁 みんなのゑびす丸●特
本店●�丁目のあかり●日本酒処巡る●ニューコマ 攻チキン野郎●ドライブイン小浜●寅どら焼肉番長
ツ●ノムカ+café●欧風酒場食堂 パーラーコマツ● 鹿児島本店●寅どら焼肉番長鹿屋 本店●鳥門米門
博多魚がし 海の路●博多魚蔵 都ホテル●博多うな うまいもん。●鳥門米門うまいもん。谷山店●鳥門
ぎ屋 藤う那●博多串工房 フタクチ●博多酒場ジャ 米門うまいもん。ちょうちん横丁●鳥門米門九州うま
イアント●博多寿司炉ばた一承筑紫口●博多どげ いもん。●肉基地 黒貴●肉バル ケンジ●西駅マ
ん海●博多鶏ソバ華味鳥 ソラリアステージ店●博 リー●ハイパーチキン野郎●浜田食品●はるんち●
多一口餃子タケトラ●博多ほたる 西新店●博多ほ ファーマーズマン●Farm to Table TARUMIZU●
たる 西中洲本店●博多前 炉ばた 一承福岡本店● Black Smith PREMIUM GARDEN●宝食酒房天狗
博多 松介 西中洲店●博多 松介 春吉店●博多丸秀 ●炭火焼肉MISTERYAKINIKU●ミラクルチキン野郎
二日市店●博多丸秀 本店●博多メシ男厨●はなび ●みんなのゑびす家●結び●meshiya park���●
●ひなた●Fish market 丸秀 今泉店●ぶどう酒場 焼鳥 宮田屋●炭火焼肉ホルモン 八つ当たり 総本
レガレガ●フルーツパーラー大フク●本格炭火焼ひ 店●炭火焼肉ホルモン 八つ当たり �号店●溶岩焼
だね小郡店●まかない道場●マスターズカフェ 麦 鳥金●ライカ 直球てっぱん●炉端 修●炉ばた割烹
野店●まつり●丸德鮮魚市場●丸秀鮮魚店 大橋店 一心●和懐おお田●食酒処 和ごころ●和食バル
●丸秀鮮魚店 久留米店●丸秀鮮魚店 博多店●丸 ジャポン●和Dining 浜食 SATSUMANO MIRYOKU
秀 鮮 魚 店 二 日 市 店 ● 水 炊きあうん● みのり● ●和タリアンkitchenれがーろ●炭火で鳥と鰻 せん
MOKKEI 木鶏(もっけい)●もつ炊き大衆焼肉 赤井 ゆう
長丘店●もつ鍋 紅月今泉●焼鳥 心●焼鶏酒蔵 憲 【沖縄県】---●居酒屋YSS●一歩一歩石垣島店●動
五百●焼鳥ただし博多本店●焼鳥のえーす大名店 く町 宜野湾 光の都市店●動く町 中城 冒険の国店
●焼鳥のえーす天神店●焼鳥のえーす博多店●焼 ●沖縄居酒屋 田芋●沖縄とんかつ食堂しまぶた屋
鳥のえーす春吉店●焼肉恩匠●焼肉 福万来●焼 久茂地店●沖縄とんかつ食堂しまぶた前兼久店●
肉龍王館久留米本店●焼肉龍王館 白水店●焼肉 琉球ホルモン ポークマン●沖縄料理しまぶた屋●
龍王館 惣利店●焼肉龍王館 柳川店●吉塚ごえん 元祖鳥焼き 鳥ボーン沖映通り店●餃子制作所●し
●リバーサイドコマツ●焼肉龍王館 八女店●焼肉 んか/ヤンバルミート●真やんばる酒場照らす家●ス
龍王館 合川店●焼肉龍王館 上津店●焼肉龍王館 チームダイニングしまぶた屋●鶏と豚の縁処ゆうな
二日市店●六本松ごえん●六本松 ぴかいち●炉ば ●農園炉端しまぶた屋●フィッシュバード
た 楽助●炉端イタリアンFESTA博多●炉端しんがり
●炉端NUMBER SHOT●炉端ビストロニクオ＆ベジ
コ●炉端焼 高田屋●炉ばた屋ちゃってん●和イタリ
アン居酒屋架月●藁焼き・炉端 海風土
【佐賀県】---●本格炭火焼ひだね基山店●本格炭火
焼ひだね鳥栖店
【長崎県】---●海鮮うまいもん屋 てっぺん●かさね
や 長崎店●串焼まねき家●串焼まねき家
【大分県】---●アートスペースカフェ大蔵清水湯●お
となの大漁旗 中央町店●泳ぎカワハギと冠地鶏 五
十六屋 中央町店●泳ぎカワハギと冠地鶏 五十六屋
都町店●カリッジュ 大分本店●元祖辛麺屋 桝元大
分別府店●元祖辛麺屋 桝元大分本店●元祖辛麺
屋 桝元大分南店●感動のもつ鍋処陽はまたのぼる

����年度 居酒屋甲子園

目的

サポーター企業
とは？

全国に広がるサポーター会！

関東

サポーター会

関西

サポーター会

新潟

サポーター会

北海道

サポーター会

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。
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

サポーター企業 活動 �

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。
地区勉強会、懇親会の参加

サポーター企業 活動 �

サポーター企業 活動 �

理念を追求する為
サポーター会を開催する。

居酒屋甲子園を
一緒に創っていく。

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

サポ会、勉強会の参加

地区大会の観戦・運営

居酒屋甲子園、理事・実行委員が中心となり全国 サポーター企業様との交流の活性化、満足度向上 サポーター企業様特典として、��地区で開催され
��箇所で開催する勉強会に参加や運営を行う。懇 を目的とする、サポーター会が主催する会。時に る地区大会に参加できるチケットをお渡しして
親会では実行委員と参加店舗との交流を深める。 は勉強会と交えて共に学べる場も提供している。 ます。また、運営側に携わることもできる。

サポーターリーダーから一言

【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

全国大会の観戦・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。

第��回 居酒屋甲子園 サポーターリーダー

井上 謡

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。

サポーター企業【特典】
適用期間
����年度

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

����年 �月 �日 ～ ����年 ��月末 まで

【サポーター申込〆切】����年�月末日
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サポーター企業募集！
����年サポーター企業一覧（順不同）

■総合支援
株式会社リクルート
株式会社ぐるなび
ケンシンソリューションズ株式会社
株式会社Food Innovators Japan

■コンサル
株式会社 MS＆Consulting
リードブレーン株式会社
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
株式会社Wiz

■食品メーカー
アイン食品株式会社
日本たばこ産業株式会社 新潟支店
福島鰹株式会社
丸眞株式会社
■食品卸
岩田産業株式會社
株式会社おらしょの野菜
かいせい物産株式会社

￥１００，０００／１口

お申込金額

■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
旭酒造株式会社
株式会社DHC酒造
株式会社八海山
朝日酒造株式会社
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
株式会社泥亀
苗場酒造株式会社
若潮酒造株式会社

ご 選 択 プランにチェックをお願 い致します ⇒

お申 込
口数

特典内容

�

各種勉強会・懇親会参加

�

理事交流会・新年会参加

�
選択可能特典

基本特典
選択可能特典

����年度 居酒屋甲子園 サポーター特典内容

■システム
株式会社USEN
株式会社APPLILAB
株式会社スイートスポット
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
株式会社トレタ

株式会社食一
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

■酒販店
株式会社尾崎商店
株式会社カクヤス
片山商事株式会社
株式会社河内屋ジェノス
サンノー株式会社
株式会社柴田屋酒店
中山株式会社
株式会社饒田
株式会社マツムラ酒販
株式会社やつや
株式会社吉岡屋

�
�

公式HPサポーターぺージへバナーリンク

�
�
�

��
��
��
��
��

○

○

○

-

○
-

○
○
○
○
○
○
小

￥１００，０００／１口

お申込
コース

基本特典

イベント本番中、背景画面にロゴ掲載

�
�

中

小

��

�

○

-

コンテンツ冠協賛

休憩時間枠（埋まり次第特典終了）

○
○
○
○
○
○

特大

��

��

○

○

○

-

-

○

大

○

-

-

�

○
○
○

□

□

□

ロゴ中

ロゴ大

ロゴ特大

ロゴ小

ロゴ中

ロゴ特大

-

-

〇

Aコース（�口） Bコース（��口） Cコース（��口）
〇

ロゴ小

告知動画にロゴ大

○

○

○

○

�
�

○

○

○

○

企業名掲載（両公式HP（居酒屋甲子園、カンファレンス）
Facebook,instagramで紹介

○

○

○

-

�
�

○

○

○

-

ご選択プランにチェックをお願い致します⇒

特典内容

○

○

○

�/�

-

-

○

○

○

�/�

-

○

○

�/�

全国大会ブース設営

-

○

-

�

お申込金額

□

○

�

全国大会時チラシの配布

□

○

○

全国大会チケット

公式HPトップぺージへバナーリンク

□

○

小

サポータープレゼン

□

��口

全国大会スクリーン・会場内パネル企業名掲載

スポンサー

第２回 IZAKAYA万博
スポンサー特典内容

��

□

��口

○

全国大会ガイドブック広告掲載

■その他
江部松商事株式会社
株式会社グラシアス
株式会社コムネット
株式会社神谷デザイン事務所
合同会社DMM.com
株式会社アービック

�口

企業名掲載（公式HP）

企業名掲載（全国大会ガイドブック：テキスト）

■展示会
居酒屋JAPAN実行委員会
居酒屋産業展実行委員会

�口

-

公式snsでの企業紹介の配信

■物件・不動産
プログレッソディレクション株式会社

�口

○

参加店舗一覧情報

■保険
株式会社キャリアリング
ジブラルタ生命保険株式会社

株式会社AOZORA COMPANY
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
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
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ
株式会社カンダ
久志田社会保険労務士事務所
株式会社サンビデオ映像
大鵬薬品工業株式会社
株式会社ナシエルホールディングス
株式会社新潟光商事
一般社団法人日本能率協会
FIELD 土香
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REARS

�口
○

全国＆各地区サポーター会

�

□

■設計・設備
株式会社匠工房 テナント工房
株式会社CSコーポレイション
株式会社クリエイト

-

〇

ロゴ中
〇

〇

ロゴ特大
〇

※１. No.�のコンテンツ冠協賛：�つのセッションにつき、冠で御協賛いただくことが可能です。
└その場合No.�のロゴは冠企業のみとなります。
└御協賛企業の社員様も御登壇が可能です
※２. Cプランは実施コンテンツに関わる特典内容が含まれるため審査がございます（視聴者にとって魅力あるコンテンツであることが最重要）
※３. 休憩時間枠は協賛企業様にご自由にお使いいただけます
（講演、CMどちらでも可）
※お申込み後、別途ご契約書を送付させていただきます。※居酒屋甲子園サポーター特典内容のご選択可能特典は〇がついているもの
のみご提案可能でございます。 ※開催日程は、後日ご案内いたします。
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祝
●初の地方開催！
in新潟‼

2022年度
居酒屋甲子園

個人サポーター募集

����年度居酒屋甲子園を応援したい方を募集します‼
初の地方開催として、����年度居酒屋
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。

1

1口 万円

3

3口 万円

5

5口 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

★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、ホームページ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（大文字）掲示
★公式ガイドブック、ホームページにサポーター名掲載
★全国大会チケット��枚プレゼント

※����年にすでにお申込み頂いた方は����年��月末まで有効です。 ※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。

����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

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

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。

����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

※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。

園
屋甲大子
酒屋甲
会
居
全 国子園
居酒
居
��回
酒第屋
甲
子園
第��回全 国大会
第� �回 全国大会
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