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店　名 料理ジャンル 塾員名 大エリア 中エリア 価格(飲・税込）
①

価格(飲・税込）
②

最低人数
（名）

最大人数
（名）

個室 店舗住所 営業時間 営業時間2 定休日 TEL 店舗担当者 ホームページ 備考

うなぎ割烹 大江戸 うなぎ 湧井 浩之 東京 日本橋 ¥8,000 2 45 個室2名～45名 東京都中央区日本橋本町4-7-10
平日 11：00～22：00

土曜 11：00～21：00
日祝休 03-3241-3838 湧井 浩之 http://r.gnavi.co.jp/g144600/

グリル満天星　麻布本店 洋食 三宅 伸幸 東京 麻布十番 ¥5,400 2 14 半個室8名と14名 東京都港区麻布十番1-3-1 ｱﾎﾟﾘｱﾋﾞﾙB1F
11：30～15：00

17：30～21：30
月休 03-3582-4324 店長　後藤 http://www.manten-boshi.net/shop/

グリル満天星　丸ビル店 洋食 三宅 伸幸 東京 丸の内 ¥5,000 2 40 半個室12名～16名 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ﾋﾞﾙ5階
月～土 11：00~22：30

日 11：00~22：00
無休 03-5288-7070 店長　大山 http://www.manten-boshi.net/shop/

グリル満天星　三越店 洋食 三宅 伸幸 東京 日本橋 ¥4,500 2 30 半個室8名～10名 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 新館9F
ランチ　月～金　11：00～15：00

ディナー　17：00～22：30

日　11：00～21：30

無休 03-3275-2800 店長　渡邉 http://www.manten-boshi.net/shop/

グリル満天星　新宿店 洋食 三宅 伸幸 東京 新宿 ¥4,500 2 30 半個室4名～6名 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館4F 11：00～22：30 無休 03-3355-3621 店長　室田 http://www.manten-boshi.net/shop/

洋食麦星　小田急新宿店 洋食 三宅 伸幸 東京 新宿 ¥4,500 2 20 半個室9名～12名 東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店本館12F 11：00～22：00 無休 03-5323-2229 店長　小貫 http://www.manten-boshi.net/shop/

洋食麦星　日本橋高島屋店 洋食 三宅 伸幸 東京 日本橋 ¥4,500 2 60 個室なし、貸切40名以上 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋B2 11：00～21：30 無休 03-3231-2811 店長　車古 http://www.manten-boshi.net/shop/

洋食麻布満天星　博多店 洋食 三宅 伸幸 福岡 博多 ¥4,000 2 12 個室8名～12名 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多ｼﾃｨ9F 11：00～23：00 無休 092-415-1147 店長　竹本 http://www.manten-boshi.net/shop/

洋食麻布満天星　富山店 洋食 三宅 伸幸 富山 富山 ¥4,000 2 60 60名ホールあり 富山県富山市総曲輪3-8-6 大和百貨店富山店 6F 11：00～22：00 無休 076-407-6891 店長　東 https://retty.me/area/PRE16/ARE156/SUB15601/100001236118/photos/

六本木樓外樓飯店 新宿店 中国料理 孫 永源 東京 新宿 ¥7,000 5 100 個室8名～100名 東京都新宿区西新宿1-5-1 ﾊﾙｸ8F 11：00～23：00（LO.21：30） 無休 03-3343-7031 孫 永源 http://r.gnavi.co.jp/a622300/

ロウリーズ・ザ・プライムリブ東京 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 林 祥裕 東京 渋谷 ¥9,000 2 40 6名～40名 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ地下２F
11：30～15：00(L.O.14：00)

17：00～23：00(L.O.22：00)
無休 03-5488-8088 支配人 横溝慎一 http://www.lawrys.jp/

新宿つな八 つのはず庵 天ぷら 志村 久弥 東京 新宿 ¥7,000 4 30 個室30名 東京都新宿区新宿3-28-4 11：00～22：00(L.O.21：00) 無休 03-3358-2788 志村 久弥 http://www.tunahachi.co.jp/store/2.html

ちんや すきやき 住吉 史彦 東京 浅草 ¥10,000 2 30 個室30名 東京都台東区浅草1-3-4
月木金 12：00～15：00、16：30～21：30

水 16：30～21：30（夜のみ）
土 11：30～21：30、 日祝 11：30～21：00

火休 03-3841-0010 住吉 史彦 http://www.chinya.co.jp

更科堀井 そば 堀井 良教 東京 麻布十番 ¥8,000 2 20 半個室20名 東京都港区元麻布3-11-4 11：30～20：30 無休 03-3403-3401 堀井 良教 http://www.sarashina-horii.com/

大森海岸松乃鮨 寿司 手塚 良明／良則 東京 大森海岸 ¥20,000 2 20 個室20名 東京都品川区南大井3-31-14
月～土 11：30～13：30(LO)　16：30～22：00(LO)

日・祝 11：30～13：30(LO)　17：00～21：00(LO)
不定休 03-3761-5622 手塚 良則 http://matsunozushi.com/

海南鶏飯食堂２　恵比寿店 アジア（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 中西紫朗 東京 恵比寿 ¥6,000 2 20 個室4名〜6名 東京都渋谷区恵比寿1-21-14
11：30～14：00

18：00～23：00
週末はランチ15時まで 無休 03-3447-3615 店長 鈴木、中西 紫朗http://www.route9g.com

バルバッコア・グリル 渋谷店 シュラスコ料理 林 祥裕 東京 渋谷 ¥8,000 2 60 東京都渋谷区宇田川町20-15 ヒューマックスパビリオン渋谷公園通り7F

平日　11：30～15：00 (L.O.14：00) 17：30～23：00 (L.O.22：00)

土　11：30～16：00 (L.O.15：00)  17：30～23：00 (L.O.22：00)

日・祝 11：30～16：00 (L.O.15：00)  17：30～22：00 (L.O.21：

無休 03-5428-6640 支配人 伊藤雄一 http://barbacoa.jp/shibuya/

バルバッコア・グリル 新宿店 シュラスコ料理 林 祥裕 東京 新宿 ¥8,000 2 60 東京都新宿区新宿3-5-4ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞﾋﾞﾙ7F

平日　11：30～15：00 (L.O.14：00) 17：30～23：00 (L.O.22：00)

土　11：30～16：00 (L.O.15：00)  17：30～23：00 (L.O.22：00)

日・祝 11：30～16：00 (L.O.15：00)  17：30～22：00 (L.O.21：

無休 03-5362-5006 支配人 加藤祐久 http://barbacoa.jp/shinjuku/

バルバッコア・グリル 六本木店 シュラスコ料理 林 祥裕 東京 六本木 ¥8,000 2 90 10名 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ ｳｪｽﾄｳｫｰｸ 5F

平日 11：00～15：00 (L.O.14：00)  17：00～23：00 (L.O.22：00)

土日祝 11：00～16：00 (L.O.15：00)  17：00～23：00 (L.O.22：
00)

無休 03-5413-3663 支配人 小林敏晃 http://barbacoa.jp/roppongi/

バルバッコア・グリル 高輪店 シュラスコ料理 林 祥裕 東京 品川 ¥8,000 2 60 東京都港区高輪4-10-18 京急ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｳｲﾝｸﾞ高輪WEST-Ⅱ 3F
17：30～23：00 (L.O.22：00)

日祝 17：30～22：00 (L.O.21：00)
無休 03-5447-5229 支配人 山田雄亮 http://barbacoa.jp/takanawa/

バルバッコア・グリル 心斎橋店 シュラスコ料理 林 祥裕 大阪 心斎橋 ¥6,500 2 60 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-1-10 ｷｭｰﾌﾟﾗｻﾞ心斎橋 8F
平日 11：30～15：00(L.O.14：00)

17：30～23：00(L.O.22：00)

土日祝 11：30～16：00（LO15：
00）
17：30～23：00(L.O.22：00)

無休 06-6120-7020 支配人 三上和行 http://barbacoa.jp/shinsaibashi/

バルバッコア・グリル 梅田店 シュラスコ料理 林 祥裕 大阪 梅田 ¥6,500 2 60 20名 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ﾊーﾋﾞｽPLAZA ENT 5F
11：00～15：00 (L.O.14：00)

17：00～23：00 (L.O.22：00)
無休 06-6343-2900 支配人 三上和行 http://barbacoa.jp/umeda/

オービカ・モッツアレラバー六本木ヒルズ店 チーズ料理 林 祥裕 東京 六本木 ¥6,500 2 80 東京都港区六本木6-10-2 六本木ﾋﾙｽﾞ ﾋﾙｻｲﾄﾞ B1F
日～木曜・祝日 11：00～24：00(L.O.23：00)

金土・祝前 11：00～05：00(L.O.4：00)
無休 03-5786-6400 支配人 小森雅史 http://obica.jp/hills/

オービカ・モッツアレラバー横浜店 チーズ料理 林 祥裕 神奈川 横浜 ¥5,500 2 50 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル B2 11：00～23：00(L.O.22：00) 無休 045-412-3733 支配人 中川佳樹 http://obica.jp/yokohama/

よなよなビアワークス 赤坂店 ビアホール 林 祥裕 東京 赤坂 ¥5,400 2 10 6名 東京都千代田区永田町2-14-3　東急ﾌﾟﾗｻﾞ 赤坂2階
全日 11：30～23：00

（フードLO22：00、ドリンクLO22：30）
無休 03-5510-4789 支配人 春日大志 http://yonayonabeerworks.com/

ローストチキンハウス 丸の内店 ローストチキン 林 祥裕 東京 丸の内 ¥6,500 2 20 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ B1F

平日 17：30～23：00(L.O.22：00)

土　12：00～15：00(L.O.14：00)　17：30～22：00(L.O.21：00)

日祝　12：00～16：00(L.O.15：00)

平日 11：30～15：00(L.O.14：
00)

土 12：00～15：00(L.O.14：00)

日祝休 03-5220-5588 支配人 鈴木裕二 http://www.roastchickenhouse.com/

天吉屋 新宿店 天ぷら 林 祥裕 東京 新宿 ¥5,000 2 10 東京都新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ﾋﾞﾙB2F
月～金 11：00～21：00(L.O.)

土・祝 11：00～20：30(L.O.)
日休 03-6302-0779 支配人 澤口健一 http://tenkichiya.com/

魚や六蔵 六本木ヒルズ店 居酒屋 林 祥裕 東京 六本木 ¥5,400 2 20 東京都港区六本木6-10-1　六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ ｳｪｽﾄｳｫｰｸ 5F
（祝前日を除く）月～木・日 11：00～23：30(L.O.22：00)

金・土・祝前日 11：00～翌5：00(L.O.4：00)
11：00～15：00(L.O.14：00) 無休 03-3423-1166 支配人 三村北斗 http://www.sakanaya-rokuzo.com/

居酒屋六蔵 新宿店 居酒屋 林 祥裕 東京 新宿 ¥5,400 2 20 12名 東京都新宿区新宿3-28-10 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ新宿東口 B1F

平日 11：30～16：00(L.O.15：00)　17：30～23：00(L.O.22：00)

土日祝 11：30～16：00(L.O.15：00)　17：00～23：00(L.O.22：
00)

無休 03-5363-6920 支配人 富樫浩司 http://www.izakaya-rokuzo.com/

イタリアン バー&グリル VENTO高輪店 イタリアン 林 祥裕 東京 品川 ¥6,500 2 16 東京都港区高輪4-10-18 京急ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｳｲﾝｸﾞ高輪WEST 1F
11：00～23：30（L.O.22：30）
日祝 11：00～23：00（L.O.22：00）

平日 11：00～15：00 無休 03-3441-7952 支配人 金光猛雄 http://www.bar-grill-vento.com/

トラットリア VENTO横浜ランドマークプラザ店 イタリアン 林 祥裕 神奈川 横浜 ¥6,500 2 20 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-2 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸプラザ 5F
11：00～15：30(L.O.15：00)

17：30～23：00(L.O.22：00)
無休 045-222-5570 支配人 野本健二 http://www.trattoria-vento.com/

鍋ぞう 新宿三丁目店 鍋 林 祥裕 東京 新宿 ¥3,800 ¥5,000 2 132 3名 東京都新宿区新宿3-30-11 新宿高野第二ビル 8F
平日 11：30～15：00(L.O.14：30)　17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-5363-4629 支配人 松本貴大 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 新宿西口店 鍋 林 祥裕 東京 新宿 ¥3,800 ¥5,000 2 32 東京都新宿区西新宿1-4-1 ﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾙ 7F
平日 17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-3343-2981 支配人 石井康司 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 新宿明治通り店 鍋 林 祥裕 東京 新宿 ¥3,800 ¥5,000 2 97 東京都新宿区新宿3-5-4 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞﾋﾞﾙ7F
平日 11：30～15：00（L.O.14：30） 17：00～23：00

土・日・祝 11：30～23：00（L.O22：30）
無休 03-5362-7792 支配人 山岸弘明 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 新宿東口店 鍋 林 祥裕 東京 新宿 ¥3,800 ¥5,000 2 30 東京都新宿区新宿3-28-10 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ新宿東口3F
平日 11：30～15：00(L.O.14：30)　17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-3356-4129 支配人 三谷秀樹 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 渋谷公園通り店 鍋 林 祥裕 東京 渋谷 ¥3,800 ¥5,000 2 50 東京都渋谷区宇田川町20-15 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ渋谷公園通り8F
平日 17：00～23：00（L.O22：30）
土日祝 11：30～23：00（L.O22：30）

無休 03-3476-2941 支配人 杉山啓友 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 渋谷センター街店 鍋 林 祥裕 東京 渋谷 ¥3,800 ¥5,000 2 50 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 6F
平日 11：30～15：00(L.O.14：30)　17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-3461-2950 支配人 正木悠二 http://nabe-zo.com/
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鍋ぞう 西池袋ロマンス通り店 鍋 林 祥裕 東京 池袋 ¥3,800 ¥5,000 2 150 東京都豊島区東池袋1-22-10 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ池袋ｻﾝｼｬｲﾝ６０通り5F
平日 11：30～15：00(L.O.14：30)　17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-5958-4141 田中健一 http://nabe-zo.com/

鍋ぞう 西池袋ロマンス通り店 鍋 林 祥裕 東京 池袋 ¥3,800 ¥5,000 2 102 東京都豊島区西池袋1-36-4 S･Iｺﾝｿｰﾄﾋﾞﾙ 3F
平日 17：00～23：00(L.O.22：30)

土日祝 11：30～23：00(L.O.22：30)
無休 03-5956-2941 支配人 手塚大策 http://nabe-zo.com/

タイしゃぶ タイ料理 エラワン新宿東口店 タイ料理 林 祥裕 東京 新宿 ¥6,500 2 40 25名 東京都新宿区新宿3-28-10 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ4F

平日 11：30～16：00(L.O.15：00)　17：30～23：00

　　　　　　(フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30)

土日祝 11：30～16：00(L.O.15：00)　17：00～23：00

　　　　　　(フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30)

無休 03-3359-3814 支配人 八代進 http://www.erawan-jp.com/

東京ベリーニカフェ 西新宿店 イタリアン 林 祥裕 東京 新宿 ¥6,500 2 80 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1F
平日 11：30～22：00(L.O.21：00)

土日祝 11：30～17：00(L.O.16：00)

平日 13：00～15：00

土日 11：30～16：00
日祝休 03-5325-6831 支配人 細谷芳彦 http://www.bellinicaffe.com/

METZ　芝店 肉料理 福井 基博 東京 芝 ¥4,000 2 35 なし 東京都港区芝2-16-10　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ1F 11：00～21：00(L.O.20：30) 日祝休
03-6809-

6575
福井 基博 http://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13172901/

料理おまかせ。カード不可。
ドリンク飲放題（ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ除く）

十々 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 西麻布 ¥11,000 2 54 3部屋（2～16名） 東京都港区西麻布3-24-20-1Ｆ 交通安全ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
月～土 17：00～5：00

日祝 17：00～23：00
無休 03-3470-7654 但木 http://manpuku.co/shoplist/juju/

まんぷく自由が丘店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 自由が丘 ¥7,000 2 52 なし 東京都目黒区自由が丘2-9-12-2Ｆ ｴﾑﾜｲﾋﾞﾙ2F
月～金 11：30～15：00/17：00～24：00

土日祝 12：00～24：00
無休 03-3718-6643 山岸 http://manpuku.co/shoplist/jiyugaoka/

まんぷく代々木上原店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 代々木上原 ¥8,000 2 50 なし 東京都渋谷区西原3-1-4-101 ﾊﾞｲﾝｽﾞ代々木上原
月～金 17：00～24：00

土日祝 12：00～15：00/17：00～24：00
無休 03-3468-5580 牧 http://manpuku.co/shoplist/yoyogiuehara/

まんぷく青山店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 青山 ¥8,000 4 36
1部屋（７名～10名）
半個室12名～14名

 *相談可

東京都港区南青山3-14-2 ﾗｹﾞｯﾄ青山1Ｆ
月～金 17：00～24：00

土日祝 12：00～15：00/17：00～24：00
無休 03-5413-5529 菊地 http://manpuku.co/shoplist/aoyama/

飲み放題は本プランに限り
3時間（通常2時間）

まんぷく大井町店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 大井町 ¥4,320 3 20 なし 東京都品川区大井1-11-10
月～金 11：30～14：30/17：00～23：30

土 12：00～23：30

日祝 12：00～23：00

無休 03-5742-4129 柴田 http://manpuku.co/shoplist/oimachi/

旅亭まんぷく 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 六本木 ¥9,600 2 36 5部屋(2名～18名） 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ ﾋﾙｻｲﾄﾞB1F 終日 11：00～24：00 無休 03-5414-5329 興津 http://manpuku.co/shoplist/ryotei/

胡同 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 東京 西麻布 ¥5,000 2 60 1部屋(6名～10名) 東京都港区西麻布4-1-8-1Ｆ 上瀧ﾋﾞﾙ
月～木 17：00～24：00

金土 17：00～5：00

日祝 17：00～23：30

無休 03-5467-2213 須藤 http://manpuku.co/shoplist/futon/

まんぷく ウエストＬＡ店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 海外 US$80 2 12 なし 2125 Sawtell Blvd Los Angeles CA 90025
11：30～14：30(Lunch)

17：00～23：00(Dinner,LO22：30)
無休 310-473-0580 高居Kent亮 http://manpuku.co/shoplist/west-la/ Taxと18％のチップ含む。

まんぷくコスタメッサ店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 海外 US$80 2 20 なし 891 Baker St A-2 Costa Mesa CA 92626

17：00～24：00(Mon～Thu,LO23：30)

17：00～25：00(Fri,LO24：30)

16：00～24：00(Sat,LO23：30)

16：00～23：00(Sun,LO22：30)

無休 714-708-3290 野中隆之介 http://manpuku.co/shoplist/costa-mesa/ Taxと18％のチップ含む。

まんぷくトーランス店 焼肉 遠山和輝／高橋宏滋 海外 US$80 2 18 なし 1870 W Carson St Torrance CA 90501
17：30～23：00(Mon～Fri,LO22：30)

16：00～22：30(sat～Sun,LO22：00)
無休 424-271-7830 神本聡 http://manpuku.co/shoplist/torrance/ Taxと18％のチップ含む。

居酒屋ＨＡＣＨＩ トーランス店 居酒屋 遠山和輝／高橋宏滋 海外 US$100 2 12 なし 1880 W Carson St #A Torrance CA 90501
17：30～23：00(Mon～Thu,LO22：30)

17：30～23：30(Fri～Sat,LO23：00)

17：00～22：30(Sun,LO22：00)

無休 310-618-8357 河内智久 http://manpuku.co/shoplist/hachi/ Taxと18％のチップ含む。

居酒屋ＨＡＣＨＩ Costa Mesa店 居酒屋 遠山和輝／高橋宏滋 海外 US$100 2 14 なし 3033 Bristol St Ste M Costa Mesa CA 92626
17：30～23：00(Mon～Thu,LO22：30)

17：00～23：30(Fri～Sat,LO23：00)

16：30～22：30(Sun,LO22：00)

無休 657-231-6566 豊内武 http://manpuku.co/shoplist/hachi-costamesa/ Taxと18％のチップ含む。

レッドペッパー表参道 イタリアン 遠山和輝／高橋宏滋 東京 青山 ¥4,800 2 8 なし 東京都港区北青山3-5-25-1Ｆ 清水ﾋﾞﾙ
月～金 11：45～15：00/17：00～24：00

土日祝 12：00～15：00/17：00～24：00
無休 03-3478-1264 安野 http://www.take-5.co.jp/redpepper/omotesando/

レッドペッパー恵比寿 イタリアン 遠山和輝／高橋宏滋 東京 恵比寿 ¥6,000 2 40 なし 東京都渋谷区恵比寿1-12-5-1Ｆ 安島ﾋﾞﾙ
終日 11：30～15：00

17：00～24：00
無休 03-3280-4436 青山 http://www.take-5.co.jp/redpepper/ebisu/

ペスカデリア赤坂 オイスターバー 遠山和輝／高橋宏滋 東京 赤坂 ¥5,000 2 50 なし 東京都港区赤坂3-5-3ｻﾝﾖｰ赤坂ﾋﾞﾙ1階
月～金 11：30～14：30　17：00～24：00

土 17：00～24：00
日休 03-3568-1860 北本 http://www.take-5.co.jp/pescaderia/akasaka/

ペスカデリア銀座 オイスターバー 遠山和輝／高橋宏滋 東京 銀座 ¥5,000 2 50 なし 東京都中央区銀座7-7-11菅原電機ﾋﾞﾙB1F
月～金 17：00～24：00

土祝 11：00～24：00
無休 03-5537-3599 長田 http://www.take-5.co.jp/pescaderia/ginza/

ペスカデリア新宿 オイスターバー 遠山和輝／高橋宏滋 東京 新宿 ¥5,000 2 50 なし 東京都新宿区西新宿7-16-12 B1F
月～金 11：30～14：30/17：00～24：00

土 17：00～24：00
日休 03-3371-6555 大高（永島） http://www.take-5.co.jp/pescaderia/shinjuku/

グーイタリアーノ渋谷 イタリアン 遠山和輝／高橋宏滋 東京 渋谷 ¥5,000 2
着席50

立食70
なし 東京都渋谷区渋谷1-11-3-1Ｆ 第一小山ﾋﾞﾙ

月～金 11：30～15：30/17：00～24：00

土日祝 11：30～24：00
無休 03-6418-8300 小原 http://www.take-5.co.jp/goo-italiano/shibuya/

ビステッカ赤坂 肉イタリアン 遠山和輝／高橋宏滋 東京 赤坂 ¥5,000 2
着席50

立食70
準個室（8名）要相談 東京都港区赤坂5-4-10-1Ｆ 赤坂ゆうﾋﾞﾙ

月～金 11：30～15：30/17：00～24：00

土日祝 11：30-15：30/17：00-24：00
無休 03-3568-1699 長谷阪 http://www.take-5.co.jp/goo-italiano/akasaka/

グーイタリアーノ代々木上原 イタリアン 遠山和輝／高橋宏滋 東京 代々木上原 ¥5,000 2 8 なし 東京都渋谷区西原3-2-2-1Ｆ 久保田ﾋﾞﾙ
月～金 17：00～24：00

土日祝 11：30～15：00/17：00～24：00
無休 03-5738-2265 松原 http://www.take-5.co.jp/goo-italiano/yoyogiuehara/

セイチーズルミネ横浜 ｵｰﾙﾃﾞｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 遠山和輝／高橋宏滋 神奈川 横浜 ¥4,000 2 40 なし 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ﾙﾐﾈ横浜店7F 終日 11：00～23：00 無休 045-440-1723 大津 http://www.take-5.co.jp/saycheese/yokohama/

車屋本店 日本料理
お会席

伊藤 正徳 東京 新宿 ¥10,000 ¥13,000 10 80 テーブル個室あり 東京都新宿区歌舞伎町2-37-1
11：30～LO14：30

17：00～22：30
無休 03-3232-0301 長井保幸　支配人 http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/honten/

車屋本店 西洋割烹 お箸で食べれるﾌﾚﾝﾁ 伊藤 正徳 東京 新宿 ¥10,000 10 50
個室なし

40名以上貸切可
東京都新宿区歌舞伎町2-37-1

11：30～LO14：30

17：00～LO21：00
無休 03-3232-0301 清水　マネージャー http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/kappo/

車屋別館 会席料理
鉄板焼

伊藤 正徳 東京 新宿 ¥8,000 6 32
個室なし

3階20名～32名迄
貸切可

東京都新宿区新宿3-21-1 11：30～LO22：00　23：00閉店 無休 03-3352-5566 原島達也　支配人 http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/bekkan/

昭和の森車屋 会席料理 伊藤 正徳 東京 昭島 ¥10,000 10 80
個室有：16名、24名、
10名(堀り炬燵)、20名
（堀り炬燵）、36名、70

東京都昭島市昭和の森ﾌｫﾚｽﾄ･ｲﾝ･昭和館1Ｆ 11：30～LO21：00　22：00閉店 無休 042-542-3333 寺嶋功　支配人 http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/showa/

吉祥寺車屋 会席料理 伊藤 正徳 東京 吉祥寺 ¥9,000 10 30 個室有：最大36名 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14　吉祥寺第一ﾎﾃﾙ3Ｆ 11：30～LO21：30　22：00閉店 無休 0422-21-4211 岩瀬晴保　支配人 http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/kichijoji/

隠れ里車屋
会席料理

鉄板焼ｽﾃｰｷﾊｳ
ｽ

伊藤 正徳 神奈川 藤沢 ¥10,000 10
会席 60

鉄板焼
50

個室有
会席 10名以上60名迄
鉄板焼 10名以上20名

迄

神奈川県藤沢市城南2-9-13
11：30～15：00

17：00～LO20：00　22：00閉店
無休 0466-35-8111 湊勇光　支配人 http://www.kuruma-ya.co.jp/shop/kakuresato/

90分飲み放題
鉄板焼50名様の場合、5カウン
ターに分かれます

バイエルングリル渋谷 ドイツ料理
ティルグナー順

子
(樋笠)

東京 渋谷 ¥5,000 4 50（着席） 個室あり　12名 東京都渋谷区宇田川町 33-10  6F 17:00～24:00 無休 080-9296-7099
ティルグナー順子
 （広報担当）

https://www.facebook.com/bayerngrill まずはご相談ください！

Serafina NEWYORK(セラフィーナ　ニューヨーク) 丸の内店 イタリアン 浅田剛治 東京 丸の内 ¥5,000 2（着席） 80（着席） 一部貸切可能（20～30名） 東京都千代田区丸の内1-1-1 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙB1F
ランチ　11：00～14：00

カフェ　14：00～17：00

ディナー　17：00～23：00(L.O.22:30)

無休 03-6853-8990
マネージャー
表　翔太
（おもて　しょうた）

http://www.serafina.asia/marunouchi/

Serafina NEWYORK(セラフィーナ　ニューヨーク) さいたま新都心店 イタリアン 浅田剛治 埼玉 さいたま新都心 ¥5,000 2（着席） 80（着席）
個室有り　最大20名

貸切可能 （20人～50
人）

埼玉県さいたま市中央区新都心10 けやきひろば3F
ランチ　11：00～15：00(L.O.14:30)

ディナー　17：00～23：00(L.O.FOOD22:00 DRINK22:30)
無休 03-6853-8991

マネージャー
高柳　拓朗
（たかやなぎ　たくろ

http://www.serafina.asia/saitama/

SHARI THE TOKYO SUSHI BAR 創作和食 浅田剛治 東京 銀座 ¥5,000 2（着席） 80（着席）
半個室　2名～20名

貸切　50名～
東京都中央区銀座2-4-18 ｱﾙﾎﾞｰﾚ銀座ﾋﾞﾙ8F

ランチ　11：30～15：00(L.O.14:30)

ディナー　17：30～23：00(L.O.FOOD22:30 DRINK22:45)
無休 03-6853-8989

マネージャー
山田　航也
（やまだ　こうや）

http://restaurant.novarese.jp/shari-ginza/
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