
ヘレンベルガーのワイン・ビールが飲める店

北海道
店名 住所 電話番号 形態
祥瑞さっぽろ 北海道札幌市中央区南３条西３丁目　プレイタウンふじ井３F 011-827-2008 ワインバー
PINOT　（ピノ） 北海道札幌市中央区南６条西３丁目　第一すすきのビル２Ｆ 011-532-2021 ワインバー
ブラッスリー・セルクル 北海道札幌市中央区南５条西５丁目  ジャパンランドビル３Ｆ 011-561-5230 フレンチ、ワインバー
ノーザンホースパーク 北海道苫小牧市美沢１１４－７ 0144-58-2116 レストラン

東北
店名 住所 電話番号
ビストロ　シュパーゲル 岩手県盛岡市菜園１－８－２０  八光ビル１F 019-624-7555 ドイツ料理、ダイニング
アッカトーネ 岩手県盛岡市中ノ橋通１－５－２  唐たけし写場２F 019-624-3310 ワインバー、ダイニング
ヌッフ デュ パプ 岩手県盛岡市大通２－４－２２  サンライズタウン４F 019-651-5050 西洋各国料理
ブドウの木 宮城県仙台市青葉区広瀬町３－４８ 022-796-2293 ワインバー
銀座酒場　ブーケ 宮城県仙台市青葉区中央３－１０－３ 022-224-0480 ワインバー、欧風料理
セラン 宮城県仙台市青葉区中央４－６－１  仙台国際ホテル５Ｆ 022-268-1111 フレンチ
ラトリエ・ドゥ・ヴィーブル 宮城県仙台市青葉区本町１－１０－１５  斉籐ビル１F 022-263-2113 ビストロ、ワインバー
フランチェスカ 宮城県仙台市青葉区大町２－５－３　コーポラティブハウス大町２０２ 022-223-8216 イタリアン
おとぎの宿　米屋 福島県須賀川市岩渕字笠木１６８－２ 0248-62-7200 温泉宿

関東
店名 住所 電話番号
バーデン・バーデン 東京都千代田区有楽町２－１－８ 03-3508-2807 ドイツビアレストラン
ヨーロピアンダイニング　ビッテ 東京都千代田区永田町２－９－６　十全ビル１F 03-3597-4258 ヨーロピアンレストラン
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ー１F 03-3500-1031 フレンチ
WW-World Wine 　（ワールド・ワイン） 東京都千代田区丸の内１－５－１　新丸の内ビルディング６階 03-5288-7829 バー＆ビストロ
マルゴ ルナソラ 東京都千代田区丸の内３－３－１　新東京ビル Ｂ1Ｆ 03-6273-4605 ワインバー・イタリアン
ランディ 東京都港区六本木１－３－３７　アークヒルズアネックス 03-3568-2888 カフェ・ビストロ
Zum Einhorn　（ツム・アインホルン） 東京都港区六本木１－９－９　六本木第一ビルB１F 03-5563-9240 ドイツ料理
シャポーマルゴ 東京都港区六本木６－４－１ 六本木ヒルズ ハリウッドプラザB2F 03-6721-1305 イタリアン
小田島 東京都港区六本木６－１０－１　鈴木ビル１F 03-3401-3345 割烹
龍吟 東京都港区六本木７－１７－２４　サイド六本木ビル１F 03-3423-8006 日本料理
マクシヴァン 東京都港区六本木７－２１－２２ 03-5775-1073 フレンチ
Alternative　（オルタナティブ） 東京都港区西麻布３－１－１９　小山ビル２F 03-5772-7272 フレンチ
ビストロ　ル・シャノアール 東京都港区赤坂２－１８－１９  赤坂シャレー２ B１F 03-6459-1460 ビストロ
Essence　（エッセンス） 東京都港区南青山３－８－２　サンブリッジ青山１F 03-6805-3905 チャイニーズレストラン
ラ・ロシェル南青山 東京都港区南青山３－１４－２３ 03-3478-5645 フレンチ
ワインショップ & ダイナー FUJIMARU浅草橋店 東京都中央区東日本橋２－２７－１９　 Sビル２F 03-5829-8190 ワインショップ＆ダイニング



レストラン　ピラミッド 東京都中央区築地２－２－１６　ＪＦＡ築地ビルＢ１ 03-6226-3008 レストラン
銀座 小十 東京都中央区銀座５－４－８　カリオカビル４Ｆ 03-6215-9544 割烹
マルゴ 東京都中央区銀座５－４－１５ 銀座エフローレビル３F 03-5537-6855 ダイニングバー
ロテスリーレカン 東京都中央区銀座５－１１－１ 03-5565-0770 フレンチ
銀座壮石 東京都中央区銀座５－１４－１４ 03-6228-4659 鮓と江戸野菜
天一本店 東京都中央区銀座６－６－５（並木通り６丁目） 03-3571-1949 てんぷら
MARU　（マル） 東京都中央区八丁堀３－２２－１０　２～３Ｆ 03-3551-4477 ワインバー
マルゴ グランデ 東京都新宿区新宿３－６－１４　新世界ビル１Ｆ 03-6457-7305 ワインバー
雷紋 東京都新宿区新宿３－９－３　１F 03-5312-7405 餃子とワイン
マルゴセカンド 東京都新宿区新宿３－９－４ 03-3356-1052 ワインバー
BAR Violet （ヴィオレット） 東京都新宿区新宿３－１１－１１ ダイアン新宿ビルB１F 03-3354-6639 ワインバー
マルゴ V （ファイブ） 東京都新宿区新宿３－２０－８  トップスハウス１F/２F 03-6457-4505 ワインバー＆ビストロ
房’ｓ 西新宿 東京都新宿区西新宿１－１８－１　小川ビル４～５F 03-3345-4545 ワインダイニング
ボン・グーノウ 東京都渋谷区渋谷１－１０－１２ 　宮城ビル２ 03-5464-0858 レストラン
ルビストロ 東京都渋谷区恵比寿１−２１−１３ 03-5789-8966 ビストロ
クライネヒュッテ 東京都渋谷区代々木２－１１－５  アクティブ新宿ビルＢ１Ｆ 03-3320-3557 ドイツ風居酒屋
CAFE BLEU　（カフェ・ブルー） 東京都渋谷区円山町２３－９　平井ビル１Ｆ 03-5428-3472 ダイニングバー
SHIBUYA　bed　（シブヤ・ベッド） 東京都渋谷区道玄坂２－２３－１３　渋谷デリタワー２Ｆ 03-3476-6120 ダイニングバー
urura （ウルラ） 東京都渋谷区松濤１－２９－２　松濤スクエアビル２Ｆ 03-3770-0149 イタリアン
bar à vin PARTAGER (バルタージェ） 東京都渋谷区神宮前４－１２－１０ 表参道ヒルズ本館３Ｆ 03-6434-9091 フレンチ
中目黒B.B.S.DINING 東京都目黒区上目黒１－２６－１　中目黒アトラスタワー１Ｆ 03-5734-1366 欧風料理
中目黒グリル 東京都目黒区上目黒２－３７－１２　コンフォート中目黒１０１ 03-6303-4681 ビストロ
立飲 Bistro-SHIN　（ビストロ・シン） 東京都目黒区目黒１－５－１９　目黒第一ビル１Ｆ 03-3491-3663 立飲ビストロ
煮炊屋金菜 東京都目黒区青葉台１－２７－１２ 03-5725-9025 居酒屋
BAR SAWA　 （ バー サワ） 東京都目黒区東山１－６－７　フォーラム中目黒１Ｆ 03-3792-5292 バー
さんぱち食堂 東京都世田谷区南烏山６－２７－１　宿谷ビル１０１ 03-6909-1738 ビストロ・ワインバー
MITSU-GETSU　（ミツゲツ） 東京都世田谷区経堂２－１３−１ 03-6413-1810 ビストロ、ワインバー
居酒屋おふろ 東京都世田谷区赤堤４−４５−１０ 安心堂ビル B1F 03-5300-6007 創作料理
レッカーマウル 東京都文京区目白台１－２４－８ 03-6304-1225 ドイツ料理
母家　池袋本店 東京都豊島区南池袋１－１２－６ 03-5950-0377 やきとり
SYMPA　（シンパ） 東京都杉並区荻窪５－１６－２３ 03-3220-2888 ダイニングバー
くらち 東京都板橋区本町２６－３ 03-3964-9378 力士料理
清澄白河　フジマル醸造所 東京都江東区三好２－５－３ 03-3641-7115 ワインバー
アントゥーカ 東京都武蔵野市中町１−１０−１ 0422-56-8061 ビストロ
黒べこ屋 東京都小金井市本町１－１８－１５ 042-385-8929 焼肉
ラ・コシーナ・デ・ゲン 神奈川県鎌倉市由比ガ浜１－１２－７ 0467-38-5441 イタリアン・スペイン
ワインスタンド PON! 埼玉県川越市仲町５－７ 049-224-2626 ワインバー
エルベ 茨城県土浦市中央１－１３－１ 03-3541-2050 ドイツレストラン
エルベ 筑波西武店 茨城県つくば市吾妻１－７－５　西武百貨店６F 029-855-0422 ドイツレストラン
クローネ 群馬県前橋市苗ケ島町２３３１　赤城クローネンベルク 027-283-8451 ドイツ料理レストラン



信越・北陸
店名 住所 電話番号
焼屋　炭とん 新潟県新潟市中央区東大通１－５－２７　新潟セーヌビル１F 025-241-3066 焼肉、ホルモン
Vin Octave　（ヴァン・オクターブ） 新潟県新潟市中央区東大通１－６－２　TKビル２F 090-4380-3941 ワインバー
ティオ・ペペ 新潟県新潟市中央区東中通一番町８６－８１　サカエビル１F 025-225-6677 ダイニングバー
ワイン食堂 新潟県新潟市中央区東堀前通７－１０７５－２ 025-222-0117 ダイニングバー
フィッシャーマンズ　マーケット 新潟県新潟市中央区米山１－７－８ 025-282-7791 西洋各国料理
ちゃんこ大翔龍 新潟県新潟市天神２－１－３ （けやき通り） 025-246-6535 ちゃんこ料理
パパソロッテ 山梨県甲州市勝沼町菱山３５７７－６ 0553-39-8763 イタリアン
レストランカフェ　キッツビュール 長野県北佐久郡軽井沢町旧軽井沢６－１ 0267-42-1288 ドイツレストラン・カフェ
上高地ルミエスタホテル 長野県松本市安曇４４６９－１ 0263-95-2121 ホテル
レ アール ド セゾン・セージ 長野県松本市高宮東１－２８ 0263-29-7070 フレンチ
セロニカ 長野県松本市中央１－３－１１  東イゲタビル２F 0263-36-9097 地中海料理＆ワイン
ビストロ　ブランシェ 長野県松本市深志１－４－１１ 0263-34-8420 ビストロ
かた田 石川県金沢市武蔵町３－３　レジデンス武蔵１Ｆ 076-263-0263 寿司
シャトーシノン 石川県金沢市片町１－１－１８ 076-264-8875 ワインバー

東海
店名 住所 電話番号
ラ・キャシェット 静岡県浜松市中区板屋町１０２－１７ 053-453-1881 ワイン食堂
ツァ・ディーレ 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通６－１５ 052-842-2223 ドイツレストラン
一位 愛知県名古屋市中区栄１－１１－２６　１Ｆ・２Ｆ 052-201-6222 和食居酒屋
やきとり万亀 愛知県名古屋市中区栄３－１０－１５ 052-263-9735 やきとり
Cave de la Poste　（カーブ・ド・ラ・ポステ） 愛知県名古屋市中区錦２－１２－２１　錦カナアンビルＢ１Ｆ 052-202-8055 ワインショップ＆バー
すし人　酒伊 愛知県名古屋市中区丸の内３－６－１７　Ks BEEビル２０８ 052-253-8138 すし
リゴロ 愛知県豊川市西本町４８　NHM４８－１０２ 0533-65-8898 ワインバー
イソラ 愛知県豊橋市駅前大通り１－９５－２ 0532-54-6615 イタリアン
オー・エ・セル 岐阜県岐阜市宇佐３－１８－１５ 058-275-6317 フレンチ
ル・ザンク・アヤ 岐阜県高山市朝日町１３－１　彩ビル２Ｆ 0577-32-7347 バー
フォーゲル　ザンク 岐阜県高山市花川町５６ 0577-33-3911 ワイン＆ダイニング
TEPPAN たなか 岐阜県高山市江名子町２２３８－１ 0577-62-9190 鉄板焼

近畿
店名 住所 電話番号
法善寺横丁　誠太郎 大阪府大阪市中央区道頓堀１－７－１１　 06-6213-3174 割烹・すし
Wasabi 大阪府大阪市中央区難波１－１－１８ 06-6212-6666 串三昧
NOLA 大阪府大阪市中央区難波４－５－８　 南地ターミナルビル２Ｆ 06-4396-6867 ビールバー
作一 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－３　エースビル１・２・３・４F 06-6243-4391 日本料理



ワインクラブ　本多 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－３　エースビル６F 06-6243-0876 ワインバー
一喜一遊 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－３－２２ 06-7494-8435 和ビストロ
そむりえ亭 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１０－１４　角屋八幡ビル１Ｆ 06-6484-0530 ダイニングウィズワイン
グラン・ドルフィンズ 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－８－１４　オーブナテビル１F 06-6244-0168 ビアダイニング
パシオン　エ　ナチュール 心斎橋店 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１２－１４　１Ｆ 06-6241-1159 ワインショップ&バー
湖月 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１２－２２ 06-6251-7225 割烹
シャノワール 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナードビル４Ｆ 06-6226-7622 ワインバー　
サロン　ア　ディネ　ガルリ 大阪府大阪市中央区東心斎橋２－８－６  ＬＵＸＥ ＢＬＤＧ ５Ｆ 06-6212-5158 ダイニングバー
キッチン ニコ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２－１－３ 06-6213-1626 居酒屋
和屋 大阪府大阪市中央区千日前２－５－２ 06-6647-1238 すし処
四季の味 大阪府大阪市中央区宗右衛門町５－３１－３１０ 06-6213-8629 ステーキハウス
堺筋倶楽部　アンブロシア 大阪府大阪市中央区南船場１－１５－１２ 06-6265-8000 イタリアン、フレンチ
天寅 大阪府大阪市中央区道修町４－４－４ 06-6227-8820 天ぷら、鮮新旬味
ポンテベッキオ 大阪府大阪市中央区北浜１－８－１６ 06-6229-7770 イタリアン
トロワプレジール 大阪府大阪市中央区瓦町４－３－２ 本町ＵＭビル１Ｆ 06-6233-9345 ワインダイニング
TAVERNETTA da KITAYAMA 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－１２ 06-6251-3376 イタリアン
時分時　 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－５－１１ 06-6253-1661 お好み焼き・鉄板焼
ドルフィンズ天満橋店 大阪府大阪市中央区平野町１－２－６　１Ｆ 06-6942-8890 ビアブラッセリー
ドルフィンズ堺筋本町 大阪府大阪市中央区本町１－７－１　三星町ビルB１ 06-4705-0012 ビアビストロ
このは 大阪府大阪市中央区南本町２－６－２２　プルミエール南本町１F 06-6243-0228 割烹
空音 （くうね） 大阪府大阪市中央区淡路町１－２－８ 06-6232-0117 炭焼鶏とつくねの店
青藍 （SEIRAN） 大阪府大阪市中央区中寺１－２－２３　１Ｆ 06-6777-5647 中国料理
CHOTBAR CANON （チョットバーカノン） 大阪府大阪市中央区玉造１－６－１６ 06-6942-0333 テイスティングバー
前芝料理店 大阪府大阪市中央区安堂寺町２－２－３ アースヒルズ１Ｆ 06-4304-1770 フランス料理店
フジマル醸造所 大阪府大阪市中央区島之内１－１－１４  三和ビル１F 06-4704-6666 ワインバー
太庵 大阪府大阪市中央区島之内１－２１−２ 06-6120-0790 割烹
ヴァンヴォヤージュ 大阪府大阪市中央区谷町７－１－３４　Ｙ’ｓパレス谷町１Ｆ 06-7172-7669 ビストロ、ワインバー
hanjuku （はんじゅく） 大阪府大阪市中央区釣鐘町１－２－３ 味わいビルＢ１ 06-6947-1022 串揚げ、串カツ
ワインショップ＆デリ　フジマル　天満橋店 大阪府大阪市中央区釣鐘町１－４－３ 舟瀬ビル１Ｆ 06-6910-8708 イタリアン
豚玉 大阪府大阪市中央区高津１－６－１ 06-6768-2876 お好み焼き、イタリアン
SAKURA 大阪府大阪市中央区城見１－４－１　ホテルニューオータニ大阪１８Ｆ 06-6949-3246 フランス料理
マルメゾン 大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９　ホテル阪急インターナショナル２５Ｆ 06-6377-3648 フランス料理
ちゃやまち 大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９　ホテル阪急インターナショナル２Ｆ 06-6377-3648 鉄板焼
ドルフィンズ umeda 大阪府大阪市北区芝田１－５－２　大和ビル１F 06-6373-9041 ベルジャンビアプラス
LIAIZON （ リエゾン） 大阪府大阪市北区芝田１－６－２　阪急古書の街入口 06-6359-8711 ワイン食堂
赤白（コウハク）　阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田１１３ 阪急三番街北館１F 06-6376-5089 ワインバー おでん フレンチ
THE　PLACE　（ザ・プレイス） 大阪府大阪市北区大淀南１－１－１６ 06-6442-8777 イタリアン
ピエール 大阪府大阪市北区大深町３－６０ インターコンチネンタルホテル大阪 06-6374-3306 フレンチ
ノカ 大阪府大阪市北区大深町３－６０ インターコンチネンタルホテル大阪 066374-5700 ブッフェスタイルレストラン
リュミエール大阪KARATO　（カラト） 大阪府大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪南館８F 06-6485-7515 フレンチ
リストランテ・ヒロ　大阪 大阪府大阪市北区梅田２－４－９　ブリーゼブリーゼ５Ｆ 06-6343-6966 イタリアン



ブラッスリー　ブー 大阪府大阪市北区梅田２－４－１３　阪神産経桜橋ビル１F 06-6348-1159 バル
ラ・ベ 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５　リッツカールトン大阪 06-6343-7020 フランス料理
花筐 （はながたみ） 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５　リッツカールトン大阪 06-6343-7020 日本料理
エキ ポンテベッキオ 大阪府大阪市北区梅田３－１－３  ＬＵＣＵＡ osaka １０Ｆ 06-6485-7745 イタリアン
ソースとワイン　赤白 （コウハク） 大阪府大阪市北区梅田３－１－３  ルクアイーレＢ２Ｆ 06-6341-5089 ワインバー おでん フレンチ
モード ディ ポンテベッキオ 大阪府大阪市北区梅田３－３－２０  明治安田生命大阪梅田ビル３０F 06-4795-8888 イタリアン
ルージュ・エ・ブラン コウハク 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街２－９　ホワイティうめだノースモール２ 06-6315-5089 ワインバー おでん フレンチ
おでんとワイン  赤白 （コウハク） 大阪府大阪市北区角田町５－１  梅田楽天地ビル１Ｆ 06-6367-5089 ワインバー おでん フレンチ
nakamuraya　（ナカムラヤ） 大阪府大阪市北区角田町９－１０　新梅田食堂街１Ｆ 06-6312-2846 とり小皿料理
季節料理　三起 （みつおき） 大阪府大阪市北区角田町９－２５　新梅田食堂街１F 06-6315-9411 居酒屋
wine...etc.attic  （あてぃっく） 大阪府大阪市北区角田町９－２５　新梅田食堂街２F 06-6362-9056 ワインバー
ブラッスリーランコン 大阪府大阪市北区曽根崎２－７－２　梅新ビル１F 06-6360-6747 フレンチ居酒屋
wine bar even （イーブン） 大阪府大阪市北区曽根崎２－１４－７　グランデ曽根崎ビル２F 06-6365-6656 ワインバー
セラ・アンフィニィ 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－１－１６　クリスタルコートビルＢ１ 06-6341-9173 ダイニングバー
マルシェ 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－３－３０　北新地幸田ビル１Ｆ 06-6344-0044 ワインバー
BORRACHO　（ボラーチョ） 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－３－３０　２Ｆ　Ａ号 06-6348-2616 ワイン酒場
again （アゲイン） 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－５－７　梅ばちビル３Ｆ 06-6346-0020 串揚げ
しまおか 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－５－１７　サウザントビル２Ｆ 06-6344-8988 和洋割烹
マルシェのBar 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－５－２９　八千代レジャービル１Ｆ 06-6342-0039 ワインバー
L'harmonie du Vin Pur  （ピュール） 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－７－５ バサラビル２F 06-6344-9888 ワインバー
スリーピース 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－７－５ バサラビル４F 06-6343-8188 イタリアンフレンチ
カハラ 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－９－２　岸本ビル２Ｆ 06-6345-6778 フレンチ　創作料理
シェール　Chére 大阪府大阪市北区堂島１－３－３ 北新地西辻ビル１F 06-6343-3510 フランス料理
CUISINE MA 　キュイジーヌ・間 大阪府大阪市北区堂島１－３－８　堂島リンデンビル１Ｆ 06-6345-2206 フレンチ
LE　FUKUROU 大阪府大阪市北区堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル１Ｆ 06-6131-7974 ワインバー
マツケン食堂 大阪府大阪市北区堂島１－３－１９　薬師堂ビル１Ｆ１-C 06-6344-1099 創作料理
結鳥　（ゆとり） 大阪府大阪市北区堂島１－３－２８　堂島センター１Ｆ 06-6348-1234 鳥・野菜・日本酒・ワイン
キッチンバー　メランジュ 大阪府大阪市北区堂島１－３－３５  新陽第二ビル１Ｆ 06-6348-0048 ワインバー
deuxieme　（ドゥジエム） 大阪府大阪市北区堂島１－４－７ 堂浜アネックスビル４０２ 06-6341-8686 ワインバー
Restaurant URA  （ウラ） 大阪府大阪市北区堂島１－５－５ エスパスビル２５（５Ｆ） 06-6136-3533 野菜料理・イタリアン
パセミア 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル３階 06-6225-7464 お好み焼き、フレンチ
チャイニーズ　タナカ 大阪府大阪市北区同心２－３－９　新大野ビル１Ｆ 06-7492-6487 中華料理
WINE  SHIRATAKI 大阪府大阪市北区天神橋３－１－２８ 06-6351-4738 ワインショップ＆バー　
vintage２４ 大阪府大阪市北区天神橋４－１２－２１ 06-7175-6437 ワインバー
luv wine 　ラヴワイン 大阪府大阪市北区池田町５－８ 06-6881-1707 お気軽高級ワイン
キュイジーヌド　オオサカ 大阪府大阪市北区西天満４－２－７　昭栄ビル１Ｆ 06-6364-1194 串揚げ
Chi-Fu （シーフー） 大阪府大阪市北区西天満４－４－８　１Ｆ 06-6940-0317 中国料理
Az／ビーフン東 大阪府大阪市北区西天満４－４－８　Ｂ１Ｆ 06-6940-0617 ビストロ
コネクション 大阪府大阪市北区西天満４－８－７　千寿ビル１F 06-6367-2010 ワインバー
あんくるん 大阪府大阪市北区浪花町９－１０ 06-6359-8266 ワインバー
ad hoc (アドック) 大阪府大阪市福島区福島１－１−４８ 06-6225-8814 フレンチ



楽心 大阪府大阪市福島区福島１－６－１４ 06-6451-2323 日本料理
LIEN （リアン） 大阪府大阪市福島区福島１－７－２１　ひまわりビル１・２Ｆ 06-6110-5162 キッシュ＆ワインバー
パラディーゾ デル ヴィーノ・タケウチ 大阪府大阪市福島区福島５－６－６　２Ｆ 06-6452-1227 ワインバー
kamoshiya Kusumoto 大阪府大阪市福島区福島５－１７－１４ 06-6455-8827 創作料理
あやむ屋 大阪府大阪市福島区福島５－１７－３９ 050-5796-9923 焼鳥
福島　もう利 大阪府大阪市福島区福島６－１７－７　オアシス梅田１Ｆ 06-6453-1117 創作料理
パシオン エ ナチュール 福島店 大阪府大阪市福島区福島６－１　鉄道高架下 06-6452-1159 ワインショップ&バー
ボーノボーノ 大阪府大阪市福島区福島７－６－２３　日の出ビル２Ｆ 06-6136-6682 バール
hankura （はん蔵） 大阪府大阪市福島区福島７－７－１９ 06-7163-9947 炭や肴や
パシオン エ ナチュール 新大阪店 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１  JR新大阪駅構内 06-6300-1159 ワインショップ&バー
boo foo woo （ブフー） 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１  JR新大阪駅１Ｆ 06-6303-1159 藁焼きの店
一宝　本店 大阪府大阪市西区江戸堀１－１８－３５ 06-6443-9135 天ぷら割烹
肥後橋ドルフィンズ 大阪府大阪市西区江戸堀１－１８－２７　昭和ビルB１ 06-6443-6869 ビアビストロ
（食）ましか 大阪府大阪市西区江戸堀１－１９－１５ 06-6443-0148 居酒屋風イタリアン
オリーブブランチ 大阪府大阪市西区新町１－１７－１７ 忠兵衛公園ビル１F 06-6710-9426 ビストロバール
ガストハウス ４４ 大阪府大阪市西区阿波座１－１２－８ 06-6533-3443 ドイツ居酒屋
土佐堀オリーブ 大阪府大阪市西区土佐堀２－１－１２　Ｂ１ 06-6450-8182 ワインと野菜のおばんざい
PASSE （パッセ） 大阪府大阪市西区土佐堀３－３－２５ 奥内土佐堀マンションＢ１ 06-6147-2221 自然派ワインＢＡＲ
SHIN-PEI 　（シンペイ） 大阪府大阪市西区靱本町１－１－１８ 06-6447-7726 中国采
六賢 （ろっけん） 大阪府大阪市西区靱本町１－５－１８ ミフネ本町ビル１Ｆ 06-6445-3088 丹波地鶏とビオワイン
レストラン　ディファランス 大阪府大阪市西区靱本町１－１６－１２ 06-6479-1140 フレンチ
agnel d'or （アニエルドール） 大阪府大阪市西区西本町２－４－４ 06-4981-1974 フランス料理
Vin Sauvage　（ヴァン・ソヴァージュ） 大阪府大阪市西区京町堀２－３－４－１０２ 06-6441-1779 ワインバー
うなぎの魚伊 大阪府大阪市旭区高殿４－８－１０ 06-6951-4450 うなぎ専門店
ｇarde （ギャルド） 大阪府大阪市都島区東野田町３－６－２４　 050-5788-4303 ワイン＆キッチン
ワインバー　Base　（ベース） 大阪府大阪市都島区片町２－６－２  クローバービル２Ｆ 06-6881-1134 ワインバー
ワインバー　G 大阪府大阪市都島区片町２－５－７　ロッソ京橋４Ｆ 06-6353-7393 ワインバー
うえまち 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－５５　シェラトン都ホテル大阪 06-6773-1253 日本料理
Bottega Simone　（ボッテガシモーネ） 大阪府大阪市天王寺区東高津町３－１３ 天川ビル１Ｆ 06-6761-2039 カフェ・イタリアン
炭火焼肉　隆 大阪府大阪市天王寺区東上町２－２ 06-6774-2989 炭火焼肉
黄龍 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町１４－６ 銭屋本舗ビル１０２ 06-6779-5557 中華料理
Bistro Panda　（ビストロ・パンダ） 大阪府大阪市天王寺区茶臼山１－１９ 06-6773-3372 ビストロ
ブラッスリー　ブー　ジュニア 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－４８　天王寺プラザ館M２階 06-6773-1159 バル
レストラン　「ZK」 （ジーケー） 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　大阪マリオット都ホテル５７F 0120-611-147 欧風・日本料理、鉄板焼
パシオン エ ナチュール あべのキューズタウン店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１　あべのキューズタウン１F 06-6636-1159 ワインショップ&バー
餃子の店　 もも 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４６－８ 06-6622-8063 餃子専門店
Bistrot MARCEL （マルセル） 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１－５－１６ 第２文の里ハイツ１F 06-7182-3220 ビストロ
アウデ・カース 大阪府吹田市長野東１４－７ 06-6877-8870 オランダ料理
だんだん 大阪府摂津市千里丘１－１－１ 06-6339-0079 居酒屋
昊 （そら） 大阪府摂津市千里丘東３－７－２１ 072-623-7233 創作和食
さん平 大阪府茨木市新庄町３－１ 072-624-3080 居酒屋



海神 （わだつみ） 大阪府茨木市小柳町６－１６ 072-634-1500 海の幸
隠我 （かくれが） 大阪府高槻市高槻町６－３　１Ｆ 072-681-1717 和食ダイニング
TSUKI 大阪府高槻市大手町３－３　はまじん１Ｆ 072-673-7251 ステーキ割烹

Ebis 大阪府高槻市城北町２－１４－９　ルカーモビル１Ｆ 072-675-2911 串焼き
みのお茶寮 大阪府箕面市石丸２－８－３ 0120-123-659 一軒家料理
ベルーラ・ミトリーベ 大阪府箕面市粟生間谷東１－３４－３ ＯＳビル１０１ 072-726-2356 ドイツ料理
フジマル食堂 大阪府枚方市岡東町１２－２　枚方Ｔ－ＳＩＴＥ １Ｆ 072-808-6622 ワインレストラン
フジマル醸造所 京阪くずは店 大阪府枚方市楠葉花園町１４－１　京阪くずは新駅ビル１Ｆ 072-851-2510 ワイン食堂＆ワインショップ
野村松花堂 京都府京都市中京区山本町４１８－３  メゾンドフルール御幸町１F 075-251-0115 フレンチ
鉄板２８号 京都府京都市中京区壬生坊城町４ 075-822-1688 たこ焼、焼そば、ワイン
カフェ　ミュラー 京都府京都市左京区吉田河原町１９－３ 075-761-2188 ドイツカフェ
出町うさぎ 京都府京都市左京区田中下柳町１－１２ 075-201-6810 小料理、ドイツ料理
hidamarino 京都府京都市下京区高倉通四条下る高材木町２１８ 075-365-5085 レストラン
京やき肉　よし田 京都府京都市下京区横諏訪町３１３－１ 075-341-4129 やき肉
匠　奥村 京都府京都市東山区祇園町南側５７０－６ 075-541-2205 仏蘭西料理
ヴュルツブルク 滋賀県大津市由美浜５ 077-526-3500 ドイツレストラン
湊町倶楽部 滋賀県大津市浜大津１－２－３３ 077-510-1010 フレンチ
隠れdining  蔵間 滋賀県草津市大路１－４－１２　大丸ソイビル 077-569-5877 ちゃんこ居酒屋
阿吽 滋賀県彦根市小泉町３００－１４ 0749-24-6215 串かつ　
エルナ・アドリアーン 兵庫県神戸市東灘区森南町１－１８－１１ 078-452-2922 洋風料理　
BACCHANALE （バッカナール） 兵庫県神戸市灘区宮山町２－６－４　新六甲ビル６F 078-856-5567 ワインバー
オー・ベック・ファン神戸 兵庫県神戸市灘区岩屋中町４－２－７　BB Plaza ４Ｆ 078-881-1530 フレンチ
pasmal　（パマル） 兵庫県神戸市灘区深田町３－２－１４ 078-857-8701 フレンチバー
神戸・近藤亭　きっしゅや　 兵庫県神戸市中央区山本通１－７－５　B1F 078-232-0620 キッシュ屋・ワインバー
音音 （ねね） 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２５－２１ 078-221-7811 和食
VINSEMBLE （ヴァンサンブル） 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２７－１２ 富士屋産業ビル２Ｆ 078-272-2565 ワインバー
カ・セント 兵庫県神戸市中央区中山手通４－１６－１４ 078-272-6882 レストラン
神戸プレジール 兵庫県神戸市中央区下山手通２－１１－５　ホテルthe b' kobe１F 078-571-0141 神戸ビーフステーキ、しゃぶしゃぶ
ビストロ　COTO-COTO 兵庫県神戸市中央区下山手通２－１２－１０ 078-855-5316 ポトフとワイン
水無月 兵庫県神戸市中央区下山手通２－１７－１０ ライオンビル三宮館３Ｆ 078-321-7766 ワインバー
ビストロ　ギャロ 兵庫県神戸市中央区北長狭通１－３－１０　燕京ビル８Ｆ 078-393-0778 ビストロ
Grand Ami 兵庫県神戸市中央区北長狭通１－５－８ コースト３５ビル１０Ｆ 078-381-7779 ビストロ
ワインバー”Ｄ” 兵庫県神戸市中央区北長狭通１－７－４  ホワイトローズビル９F 078-391-0588 ワインバー
バルストロ　キッチン 兵庫県神戸市中央区北長狭通２－４－８　３F 078-391-2773 イタリアン
バール・アブク 兵庫県神戸市中央区北長狭通２－５－１７ 078-392-7468 バール
KOBEわいん食堂 兵庫県神戸市中央区北長狭通２－８－５ 阿部ビル１Ｆ 078-321-6066 ワインバー
ニクシュペシャリテ　マクラ　Ｍａｃｒａ 兵庫県神戸市中央区北長狭通２－９－３－１ 078-333-1002 ステーキ
Kamiya 兵庫県芦屋市川西町２－３７　アシヤサウザンドビル２Ｆ 0797-35-7130 焼鳥
ル・プティ・コントワール 兵庫県芦屋市大原町４－１２　ビューコート芦屋１F 0797-26-7855 ワインチーズバー
コシモプリュス 兵庫県芦屋市業平７－１６ 0797-25-0040 フレンチ



プルミエ 兵庫県宝塚市梅野町１－４６　宝塚ホテル 0797-87-1151 仏蘭西料理
Bar Cher Bacchus　（バー シェールバッカス） 兵庫県三田市駅前町１１－１－１０３ 090-8534-6016 カジュアルバー
プリュム 和歌山県和歌山市吉田８６５　ＧＶＩＰビル３Ｆ 073-424-9700 ワインビストロ
語りばさ 和歌山県和歌山市友田町４－１－８. 073-431-9676 カフェ＆バー
みやび 和歌山県和歌山市美園町３－３１−２ 073-426-8099 割烹
hôtel de yoshino （オテル・ド・ヨシノ） 和歌山県和歌山市手平２－１－２　和歌山ビッグ愛１２Ｆ 073-422-0001 フレンチレストラン
新万８番地 和歌山県田辺市新万８－２ 0739-24-6030 創作料理＆ビストロ
Bar Liber　（リベル） 和歌山県田辺市湊９９６　ホテルＮＡＮＫＡＩＲＯビル 090-5055-2694 バー
パートナーズハウスゆあさ 和歌山県有田郡湯浅町山田１６３８－１ 0737-65-3411 ペット同伴宿泊施設

中国・四国
店名 住所 電話番号
ばんざい　横川町店 広島県広島市西区横川町３－１－２５ 082-237-0577 ドイツ居酒屋
パンジュ 広島県福山市元町１３－５　元町リオンビル２F 084-983-0214 串揚げ＆ワイン
ファルケンシュタイン 鳥取県鳥取市末広温泉町３１８ 0817-27-4610 ビアバー
内子フレッシュパークからり 愛媛県喜多郡内子町内子２４５２ 0893-43-1122 道の駅レストラン
ツム シュヴァルツェン カイラー 愛媛県喜多郡内子町内子２８８５ 0893-44-2900 ドイツ料理
郷里 （さとり） 徳島県徳島市栄町１－１０ 088-653-6789 郷土料理
リーベフラウ 徳島県名西郡石井町高川原字高川原２２６８－３ 088-637-4567 自然派ハム工房

九州
店名 住所 電話番号
ワインスタイル ぶどうの樹 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 シティアミュプラザ１０Ｆ 092-409-6900 ビストロ
ごちそうダイニング ななつの花 福岡県福岡市博多区博多駅前ＪＲ九州ホテル ブラッサム博多中央１Ｆ 092-477-8899 フレンチダイニング
ロジウラsalon 福岡県福岡市南区高宮１－７－２４－２Ｆ 070-5815-0671 サロン、雑貨
グラノ２４K（ぶどうの樹）　 福岡県遠賀郡岡垣町手野１８３ 093-282-2226 レストラン他
翡翠の庄 （かわせみのしょう） 大分県竹田市直入町長湯７４４３－１ 0974-75-2300 温泉旅館
ザルツェンライン 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台３－３４－８ 099-296-8829 炭火燻製工房
サンヴァンサン 沖縄県那覇市銘苅２－４－３５ アーバンプラネットビル２F 098-862-2240 フレンチ
Bar RADIO 沖縄県那覇市おもろまち２－６－１１ フロンティアビル・南ウィング２F 098-861-7282 BAR
ビストロ　モンマルトル 沖縄県那覇市真嘉比１－１－３ エリタージュＫ１階 098-885-2012 沖縄　フランス料理


