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ヱビスバー 銀座二丁目店
嵙崻崡崸嵤
ౠഛ৯
嵙崻崡崸嵤 ౠഛ৯
রఙયౠ2-5-7 GM2ビル
中央区銀座2-5-7
GM2崻嵓B1F
B1F
রఙયౠ2-5-7 GM2崻嵓B1F
ਲඣો岴岴嵤岮ਨਲ 長万部酒場
海鮮居酒屋おおーい北海道
শਐඣৃ 銀座店
ౠ
ਲඣો岴岴嵤岮ਨਲ শਐඣৃ ౠ
রఙયౠ3-7-12 王子不動産銀座ビルB1F
中央区銀座3-7-12
ਂਓౠ崻嵓B1F
রఙયౠ3-7-12 ਂਓౠ崻嵓B1F
嵑崌崒嵛 銀座五丁目店
ライオン
ౠഛ৯
嵑崌崒嵛 ౠഛ৯
রఙયౠ5-8-1 GINZA PLACE B2F
中央区銀座5-8-1
রఙયౠ5-8-1 GINZA PLACE B2F
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 銀座七丁目店
ビヤホールライオン
ౠഛ৯
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 ౠഛ৯
রఙયౠ7-9-20 銀座ライオンビル
中央区銀座7-9-20
ౠ嵑崌崒嵛崻嵓1F
1F
রఙયౠ7-9-20 ౠ嵑崌崒嵛崻嵓1F
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ かこいや
くつ炉ぎ・うま酒
岵岽岮峮 銀座七丁目店
ౠഛ৯
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ 岵岽岮峮 ౠഛ৯
রఙયౠ7-9-20 銀座ライオンビル
中央区銀座7-9-20
ౠ嵑崌崒嵛崻嵓3F
3F
রఙયౠ7-9-20 ౠ嵑崌崒嵛崻嵓3F
ਮ୫嵣岰峨ඣ 入母屋
和食・うま酒
োಟો 銀座七丁目店
ౠഛ৯
ਮ୫嵣岰峨ඣ োಟો ౠഛ৯
রఙયౠ7-9-20 銀座ライオンビル
中央区銀座7-9-20
ౠ嵑崌崒嵛崻嵓4F
4F
রఙયౠ7-9-20 ౠ嵑崌崒嵛崻嵓4F
嵙崻崡崸嵤ౠ崛嵒崱嵤ඌ
ヱビスバー銀座コリドー街店
嵙崻崡崸嵤ౠ崛嵒崱嵤ඌ
রఙયౠ8-2崛嵒崱嵤ඌ1F
中央区銀座8-2先
コリドー街1F
রఙયౠ8-2崛嵒崱嵤ඌ1F
GRANDE PLAIRE WINEBAR TOKYO 銀座コリドー街店
ౠ崛嵒崱嵤ඌ
GRANDE PLAIRE WINEBAR TOKYO ౠ崛嵒崱嵤ඌ
রఙયౠ8-2崛嵒崱嵤ඌ1F
中央区銀座8-2先
コリドー街1F
রఙયౠ8-2崛嵒崱嵤ඌ1F
ౠ嵑崌崒嵛 新橋店
銀座ライオン
ৗଶ
ౠ嵑崌崒嵛 ৗଶ
યৗଶ1-15-5 ペルサ115
港区新橋1-15-5
嵂嵓崝115 2-3F
યৗଶ1-15-5 嵂嵓崝115 2-3F
ౠ嵑崌崒嵛 新橋トレーニングセンター店
銀座ライオン
ৗଶ崰嵔嵤崳嵛崘崣嵛崧嵤
ౠ嵑崌崒嵛 ৗଶ崰嵔嵤崳嵛崘崣嵛崧嵤
યৗଶ1-15-5 ペルサ115
港区新橋1-15-5
嵂嵓崝115 1F
યৗଶ1-15-5 嵂嵓崝115 1F
ౠ嵑崌崒嵛 霞が関コモンゲート店
銀座ライオン
岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰
ౠ嵑崌崒嵛 岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰
৻িય岶ঢ়3-2-3
千代田区霞が関3-2-3 岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰崊崵崫崗崡2F
霞が関コモンゲートアネックス 2F
৻িય岶ঢ়3-2-3 岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰崊崵崫崗崡2F
嵙崻崡崸嵤 霞が関コモンゲート店
ヱビスバー
岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰
嵙崻崡崸嵤 岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰
৻িય岶ঢ়3-2-3 霞が関コモンゲートアネックス
千代田区霞が関3-2-3
岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰崊崵崫崗崡2F
2F
৻িય岶ঢ়3-2-3 岶ঢ়崛嵊嵛崚嵤崰崊崵崫崗崡2F
ౠ嵑崌崒嵛 青山一丁目店
銀座ライオン
ஒഛ৯
ౠ嵑崌崒嵛 ஒഛ৯
યવஒ1-1-1 新青山ビルヂング西館
港区南青山1-1-1
ৗஒ崻嵓崪嵛崘ਧைB1F
B1F
યવஒ1-1-1 ৗஒ崻嵓崪嵛崘ਧைB1F
ਨਲᑎ်ඣৃ そばえもん
北海道蕎麦酒場
峇峚岲峬峽 青山一丁目店
ஒഛ৯
ਨਲᑎ်ඣৃ 峇峚岲峬峽 ஒഛ৯
યવஒ1-1-1 新青山ビルヂング東館
港区南青山1-1-1
ৗஒ崻嵓崪嵛崘ূைB1F
B1F
યવஒ1-1-1 ৗஒ崻嵓崪嵛崘ূைB1F
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 北千住店
銀座ライオン
ਨક
ౠ嵑崌崒嵛 LEO ਨક
ଌয়યક2-62 大東通運ビル
足立区千住2-62
পূৢઈ崻嵓B1
B1
ଌয়યક2-62 পূৢઈ崻嵓B1
ౠ嵑崌崒嵛 上野西郷会館店
銀座ライオン
ਧভை
ౠ嵑崌崒嵛 ਧভை
ূયਁୱ1-57 上野公園西郷会館B1F
台東区上野公園1-57
ਁୱਧভைB1F
ূયਁୱ1-57 ਁୱਧভைB1F
嵙崻崡崸嵤 上野の森さくらテラス店
ヱビスバー
峘岿岹峳崮嵑崡
嵙崻崡崸嵤 峘岿岹峳崮嵑崡
ূયਁୱ1-54 上野の森さくらテラス
台東区上野公園1-54
峘岿岹峳崮嵑崡1F
1F
ূયਁୱ1-54 峘岿岹峳崮嵑崡1F
ౠ嵑崌崒嵛 秋葉原ラジオ会館店
銀座ライオン
୴ਉ嵑崠崒ভை
ౠ嵑崌崒嵛 ୴ਉ嵑崠崒ভை
৻িયਗઋি1-15-16 秋葉原ラジオ会館
千代田区外神田1-15-16
୴ਉ嵑崠崒ভைB1F
B1F
৻িયਗઋি1-15-16 ୴ਉ嵑崠崒ভைB1F
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 八重洲地下街店
銀座ライオン
ழ࿚ৣඌ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO ழ࿚ৣඌ
রఙયழ࿚2-1 八重洲地下街中4号
中央区八重洲2-1
ழ࿚ৣඌর4ಀ
রఙયழ࿚2-1 ழ࿚ৣඌর4ಀ
嵙崻崡崸嵤 GRANSTA 八重北店
ヱビスバー
ழਨ
嵙崻崡崸嵤 GRANSTA ழਨ
৻িયீ峘ڭ-ڵ-ڭJRূমകଡৣ1మ
千代田区丸の内１-９-１
JR東日本京駅構内 地下 1階
৻িયீ峘ڭ-ڵ-ڭJRূমകଡৣ1మ
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ かこいや
くつ炉ぎ・うま酒
岵岽岮峮 丸の内オアゾ店
ீ峘崒崊崦
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ 岵岽岮峮 ீ峘崒崊崦
৻িયீ峘1-6-2 新丸の内センタービル
千代田区丸の内1-6-2
ৗீ峘崣嵛崧嵤崻嵓 3F
৻িયீ峘1-6-2 ৗீ峘崣嵛崧嵤崻嵓 3F
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ かこいや
くつ炉ぎ・うま酒
岵岽岮峮 丸の内二丁目店
ீ峘ഛ৯
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ 岵岽岮峮 ீ峘ഛ৯
৻িયீ峘2-5-2 三菱ビル
千代田区丸の内2-5-2
ਕഇ崻嵓 B1F
৻িયீ峘2-5-2 ਕഇ崻嵓 B1F
崔崡崰嵕崹崾 クーパーズ
ガストロパブ
崗嵤崹嵤崢 丸の内二丁目店
ீ峘ഛ৯
崔崡崰嵕崹崾 崗嵤崹嵤崢 ீ峘ഛ৯
৻িયீ峘2-5-2 三菱ビル
千代田区丸の内2-5-2
ਕഇ崻嵓 B1F
৻িયீ峘2-5-2 ਕഇ崻嵓 B1F
ౠ嵑崌崒嵛 大手町ビル店
銀座ライオン
পু崻嵓
ౠ嵑崌崒嵛 পু崻嵓
৻িયপু1-6-1 大手町ビルヂング
千代田区大手町1-6-1
পু崻嵓崪嵛崘 B2F
৻িયপু1-6-1 পু崻嵓崪嵛崘 B2F
ਲඣો岴岴嵤岮ਨਲ 別海町酒場
海鮮居酒屋おおーい北海道
શਲඣৃ 新大手町ビル店
ৗপু崻嵓
ਲඣો岴岴嵤岮ਨਲ શਲඣৃ ৗপু崻嵓
৻িયপু2-2-1 新大手町ビル
千代田区大手町2-2-1
ৗপু崻嵓 B1F
৻িયপু2-2-1 ৗপু崻嵓 B1F
嵙崻崡崸嵤 御茶ノ水店
ヱビスバー
౪ภ崶
嵙崻崡崸嵤 ౪ภ崶
৻িયઋিᇢఖ4-6 御茶ノ水ソラシティ
千代田区神田駿河台4-6
౪ภ崶崥嵑崟崮崋 B1F
৻িયઋিᇢఖ4-6 ౪ภ崶崥嵑崟崮崋 B1F
嵙崻崡崸嵤 東京ドームシティ店
ヱビスバー
ূ崱嵤嵈崟崮崋
嵙崻崡崸嵤 ূ崱嵤嵈崟崮崋
ધય௫1-3-61 黄色いビル2F
文京区後楽1-3-61
້౦岮崻嵓2F
ધય௫1-3-61 ້౦岮崻嵓2F
嵙崻崡崸嵤 神楽坂店
ヱビスバー
ઋ௫௳
嵙崻崡崸嵤 ઋ௫௳
ৗયઋ௫௳2-6 PORTA神楽坂2F
新宿区神楽坂2-6
PORTAઋ௫௳2F
ৗયઋ௫௳2-6 PORTAઋ௫௳2F
ৗ嵑崌崒嵛ভை
新宿ライオン会館
ৗ嵑崌崒嵛ভை
ৗયৗ3-28-9 新宿ライオン会館
新宿区新宿3-28-9
ৗ嵑崌崒嵛ভை
ৗયৗ3-28-9 ৗ嵑崌崒嵛ভை
ౠ嵑崌崒嵛 新宿エルタワー店
銀座ライオン
ৗ崐嵓崧嵗嵤
ౠ嵑崌崒嵛 ৗ崐嵓崧嵗嵤
ৗયਧৗ1-6-1 新宿エルタワー
新宿区西新宿1-6-1
ৗ崐嵓崧嵗嵤 B2F
ৗયਧৗ1-6-1 ৗ崐嵓崧嵗嵤 B2F
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 池袋西口店
ビヤホールライオン
ฦਧઠ
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 ฦਧઠ
௹ਣયਧฦ1-10-8 サン・グロウビル
豊島区西池袋1-10-8
崝嵛嵣崘嵕崎崻嵓 B1F
௹ਣયਧฦ1-10-8 崝嵛嵣崘嵕崎崻嵓 B1F
ౠ嵑崌崒嵛 渋谷マークシティ店
銀座ライオン
દ嵆嵤崗崟崮崋
ౠ嵑崌崒嵛 દ嵆嵤崗崟崮崋
દય௳1-12-5 渋谷マークシティウエスト
渋谷区道玄坂1-12-5
દ嵆嵤崗崟崮崋崎崐崡崰 4F
દય௳1-12-5 દ嵆嵤崗崟崮崋崎崐崡崰 4F
ౠ嵑崌崒嵛 アトレ恵比寿店
銀座ライオン
崊崰嵔౩ૻํ
ౠ嵑崌崒嵛 崊崰嵔౩ૻํ
દય౩ૻํવ1-5-5 アトレ恵比寿
渋谷区恵比寿南1-5-5
崊崰嵔౩ૻํ 6F
દય౩ૻํવ1-5-5 崊崰嵔౩ૻํ 6F
ᠷૻ崻嵌嵃嵤嵓
惠比壽ビヤホール
ᠷૻ崻嵌嵃嵤嵓
દય౩ૻํવ1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビルB1F
渋谷区恵比寿南1-1-1
崺嵍嵤嵆崫崗崡౩ૻํ崻嵓B1F
દય౩ૻํવ1-1-1 崺嵍嵤嵆崫崗崡౩ૻํ崻嵓B1F
嵙崻崡崸嵤 大崎店
ヱビスバー
প
嵙崻崡崸嵤 প
ષਆયপ1-6-5 大崎ニューシティ５号館
品川区大崎1-6-5
প崳嵍嵤崟崮崋ڱಀை 2F
ષਆયপ1-6-5 প崳嵍嵤崟崮崋ڱಀை 2F
峇峚ඣો そばえもん
そば居酒屋
峇峚岲峬峽 大崎店
প
峇峚ඣો 峇峚岲峬峽 প
ષਆયপ1-6-5 大崎ニューシティ５号館
品川区大崎1-6-5
প崳嵍嵤崟崮崋ڱಀை 2F
ષਆયপ1-6-5 প崳嵍嵤崟崮崋ڱಀை 2F
ౠ嵑崌崒嵛 ゲートシティ大崎店
銀座ライオン
崚嵤崰崟崮崋প
ౠ嵑崌崒嵛 崚嵤崰崟崮崋প
ષਆયপ1-11-1 ゲートシティ大崎
品川区大崎1-11-1
崚嵤崰崟崮崋প B1F
ષਆયপ1-11-1 崚嵤崰崟崮崋প B1F
ౠ嵑崌崒嵛 羽田空港店
銀座ライオン
ಭি૬
ౠ嵑崌崒嵛 ಭি૬
পিયಭি૬3-3-2 第一旅客ターミナルビル
大田区羽田空港3-3-2
ਸ਼崧嵤嵇崲嵓崻嵓 1F
পিયಭি૬3-3-2 ਸ਼崧嵤嵇崲嵓崻嵓 1F
ౠ嵑崌崒嵛 羽田マーケットプレイス店
銀座ライオン
ಭি嵆嵤崙崫崰崿嵔崌崡
ౠ嵑崌崒嵛 ಭি嵆嵤崙崫崰崿嵔崌崡
পিયಭি૬3-3-2 第一旅客ターミナルビル
大田区羽田空港3-3-2
ਸ਼崧嵤嵇崲嵓崻嵓 5F
পিયಭি૬3-3-2 ਸ਼崧嵤嵇崲嵓崻嵓 5F

03-3561-5234
03-3561-5234
03-5524-5311
03-5524-5311
03-3571-5371
03-3571-5371
03-3571-2590
03-3571-2590
03-3571-5607
03-3571-5607
03-3571-5570
03-3571-5570
03-3573-6501
03-3573-6501
03-3575-5222
03-3575-5222
03-3591-5511
03-3591-5511
03-6457-9012
03-6457-9012
03-5501-1101
03-5501-1101
03-5501-1121
03-5501-1121
03-5770-3617
03-5770-3617
03-5412-1386
03-5412-1386
03-5284-5781
03-5284-5781
03-5817-3631
03-5817-3631
03-5812-0226
03-5812-0226
03-5298-5155
03-5298-5155
03-6214-3636
03-6214-3636
03-5220-4030
03-5220-4030
03-5288-7909
03-5288-7909
03-5288-7895
03-5288-7895
03-5288-7896
03-5288-7896
03-5220-2836
03-5220-2836
03-3272-2033
03-3272-2033
03-5296-0201
03-5296-0201
03-5804-8878
03-5804-8878
03-5225-6080
03-5225-6080
03-3352-6606
03-3352-6606
03-3343-3636
03-3343-3636
03-5951-3614
03-5951-3614
03-5428-3612
03-5428-3612
03-5791-7871
03-5791-7871
03-3719-0557
03-3719-0557
03-3779-9321
03-3779-9321
03-5437-3636
03-5437-3636
03-5437-5936
03-5437-5936
03-5757-9090
03-5757-9090
03-5757-9130
03-5757-9130

神奈川
ઋఱਆ
ઋఱਆ

ビヤホールライオン 相鉄店
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛
ৼள
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 ৼள
૯ଘਧયવౘ1-5 相鉄ジョイナス
横浜市西区南幸1-5
ৼள崠嵏崌崲崡 B2F
૯ଘਧયવౘ1-5 ৼள崠嵏崌崲崡 B2F
嵙崻崡崸嵤 川崎アゼリア店
ヱビスバー
ਆ崊崤嵒崊
嵙崻崡崸嵤 ਆ崊崤嵒崊
ਆਆયകম26-2 川崎アゼリア
川崎市川崎区駅前本町26-2
ਆ崊崤嵒崊 B1F
ਆਆયകম26-2 ਆ崊崤嵒崊 B1F
崻嵌嵔崡崰嵑嵛 銀座ライオン
ビヤレストラン
ౠ嵑崌崒嵛 川崎駅前店
ਆക
崻嵌嵔崡崰嵑嵛 ౠ嵑崌崒嵛 ਆക
ਆਆયകম4-24
川崎市川崎区駅前本町4-24
ਆਆયകম4-24
嵙崻崡崸嵤 キュービックプラザ新横浜店
ヱビスバー
崕嵍嵤崻崫崗崿嵑崞ৗ૯ଘ
嵙崻崡崸嵤 崕嵍嵤崻崫崗崿嵑崞ৗ૯ଘ
૯ଘਨયਉ2937 キュービックプラザ新横浜
横浜市港北区篠原町2937
崕嵍嵤崻崫崗崿嵑崞ৗ૯ଘ શை
別館 1F
૯ଘਨયਉ2937 崕嵍嵤崻崫崗崿嵑崞ৗ૯ଘ શை 1F
嵙崻崡崸嵤 本厚木ミロード店
ヱビスバー
মௐ嵇嵕嵤崱
嵙崻崡崸嵤 মௐ嵇嵕嵤崱
ௐ1-1 小田急本厚木ミロードイースト
厚木市泉町1-1
৵িমௐ嵇嵕嵤崱崌嵤崡崰
ௐ1-1 ৵িমௐ嵇嵕嵤崱崌嵤崡崰
ౠ嵑崌崒嵛 小田原トザンイースト店
銀座ライオン
৵িਉ崰崞嵛崌嵤崡崰
ౠ嵑崌崒嵛 ৵িਉ崰崞嵛崌嵤崡崰
৵িਉ౭2-1-2 トザンイースト2F
小田原市栄町2-1-2
崰崞嵛崌嵤崡崰2F
৵িਉ౭2-1-2 崰崞嵛崌嵤崡崰2F

045-311-4581
045-311-4581
044-220-5535
044-220-5535
044-230-0477
044-230-0477
045-472-6361
045-472-6361
046-230-7435
046-230-7435
0465-23-2281
0465-23-2281

詳しい店舗情報はHPをご覧ください︕
ถ峁岮๘ੲਾ峙HP峼岾༮岹峊岿岮آ
ถ峁岮๘ੲਾ峙HP峼岾༮岹峊岿岮آ

サッポロビール 千葉ビール園
崝崫嵅嵕崻嵤嵓
୴崻嵤嵓ୱ
崝崫嵅嵕崻嵤嵓 ୴崻嵤嵓ୱ
௩ଶৈ2 サッポロビール千葉工場内
船橋市高瀬町2
崝崫嵅嵕崻嵤嵓୴ੵৃ
௩ଶৈ2 崝崫嵅嵕崻嵤嵓୴ੵৃ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 大宮東口店
銀座ライオン
পূઠ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO পূઠ
岿岮峉峨পયপ1-17-8 いろはビル1F
さいたま市大宮区大門町1-17-8
岮峷峙崻嵓1F
岿岮峉峨পયপ1-17-8 岮峷峙崻嵓1F
ౠ嵑崌崒嵛 さいたま新都心店
銀座ライオン
岿岮峉峨ৗੱ
ౠ嵑崌崒嵛 岿岮峉峨ৗੱ
岿岮峉峨রఙયৗੱ10 けやきひろば
さいたま市中央区新都心10番地
岻峮岷峜峷峚 1F
岿岮峉峨রఙયৗੱ10 岻峮岷峜峷峚 1F
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 川口店
銀座ライオン
ਆઠ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO ਆઠ
ਆઠ౭3-5-1 そごう川口
川口市栄町3-5-1
峇岾岰ਆઠ 3F
ਆઠ౭3-5-1 峇岾岰ਆઠ 3F
嵙崻崡崸嵤 グランエミオ所沢店
ヱビスバー
崘嵑嵛崐嵇崒ਚ
嵙崻崡崸嵤 崘嵑嵛崐嵇崒ਚ
ਚ岹峃峘岷1-14-5 グランエミオ所沢
所沢市くすのき台1-14-5
崘嵑嵛崐嵇崒ਚ 3F
ਚ岹峃峘岷1-14-5 崘嵑嵛崐嵇崒ਚ 3F
ౠ嵑崌崒嵛LEO ネクスト船橋店
銀座ライオンLEO
崵崗崡崰௩ଶ
ౠ嵑崌崒嵛LEO 崵崗崡崰௩ଶ
௩ଶমഛ৯5-1 ネクスト船橋1階
船橋市本町一丁目5-1
崵崗崡崰௩ଶ1మ
௩ଶমഛ৯5-1 崵崗崡崰௩ଶ1మ

047-436-4388
047-436-4388
048-640-7380
048-640-7380
048-600-3731
048-600-3731
048-254-8001
048-254-8001
04-2941-6052
04-2941-6052
047-401-2500
047-401-2500

栃木・静岡
ౡ嵣ಯળ
ౡ嵣ಯળ
ザ・キッチン銀座ライオン 東武宇都宮店
崞嵣崕崫崩嵛ౠ嵑崌崒嵛
ূ૱ഌ
崞嵣崕崫崩嵛ౠ嵑崌崒嵛 ূ૱ഌ
ౡഌୱ5-4 東武宇都宮百貨店8F
栃木県宇都宮市宮園町5-4
ূ૱ഌ௲ో8F
ౡഌୱ5-4 ূ૱ഌ௲ో8F
ౠ嵑崌崒嵛 LEO アスティ静岡店
銀座ライオン
崊崡崮崋ಯળ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 崊崡崮崋ಯળ
ಯળሜયహস47 アスティ西館
静岡市葵区黒金町47
崊崡崮崋ਧை 1F
ಯળሜયహস47 崊崡崮崋ਧை 1F

028-614-3921
028-614-3921
054-273-8458
054-273-8458

北海道
ਨਲ
ਨਲ

ビヤホールライオン 狸小路店
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛
Ꮎ৵ଡ଼
崻嵌嵃嵤嵓嵑崌崒嵛 Ꮎ৵ଡ଼
ైචরఙયવ2ਧ2-7 サッポロビル1・2F
札幌市中央区南2条西2-7
崝崫嵅嵕崻嵓1嵣2F
ైචরఙયવ2ਧ2-7 崝崫嵅嵕崻嵓1嵣2F
ຍౌ൏ やまごや
炭火焼肉
峮峨岾峮 狸小路店
Ꮎ৵ଡ଼
ຍౌ൏ 峮峨岾峮 Ꮎ৵ଡ଼
ైචরఙયવ2ਧ2-7 サッポロビルB1F
札幌市中央区南2条西2-7
崝崫嵅嵕崻嵓B1F
ైචরఙયવ2ਧ2-7 崝崫嵅嵕崻嵓B1F
嵙崻崡崸嵤ైච崊崼崊
ヱビスバー札幌アピア店
ౠ嵑崌崒嵛 ైච崹崣崒
ైචরఙયਨ5ਧ4 JR札幌駅南口広場地下街アピアウエスト
札幌市中央区北5条西4
JRైචകવઠઁৃৣඌ崊崼崊崎崐崡崰
ైචਨયਨڲਧైڭٕگٕڰච崹崣崒ৣඌ
崝崫嵅嵕崻嵤嵓൦ୱ ヴァルハラ
サッポロビール庭園
嵜崉嵓崷嵑
嵙崻崡崸嵤ైච崊崼崊
౩൦ૺ༺542-1 サッポロビール北海道工場内
恵庭市戸磯542-1
崝崫嵅嵕崻嵤嵓ਨਲੵৃ
ైචরఙયਨ5ਧ4 JRైචകવઠઁৃৣඌ崊崼崊崎崐崡崰
৵⍾崳嵍嵤ਕౘ 新千歳空港店
小樽ニュー三幸
ৗୃ૬
崝崫嵅嵕崻嵤嵓൦ୱ 嵜崉嵓崷嵑
ୃرৗୃ૬崧嵤嵇崲嵓崻嵓3F
千歳市美々
新千歳空港ターミナルビル 3F
౩൦ૺ༺542-1 崝崫嵅嵕崻嵤嵓ਨਲੵৃ
崳嵍嵤ਕౘ 小樽本店
ニュー三幸
৵⍾ম
৵⍾崳嵍嵤ਕౘ ৗୃ૬
৵⍾ഏ໘1-3-6 サンモール１番街
小樽市稲穂1-3-6
崝嵛嵊嵤嵓ڭඌ
ୃرৗୃ૬崧嵤嵇崲嵓崻嵓3F
NEW SANKO さっぽろテレビ塔店
岿峍峧峷崮嵔崻ྶ
崳嵍嵤ਕౘ ৵⍾ম
ైචরఙયপৢਧڭഛ৯ さっぽろテレビ塔内
札幌市中央区大通西１丁目
岿峍峧峷崮嵔崻ྶ
৵⍾ഏ໘1-3-6 崝嵛嵊嵤嵓ڭඌ
পಃඣৃ岴峉峵ਕౘ 札幌駅前北４条店
大衆酒場おたる三幸
ైචകਨڰ
NEW SANKO 岿峍峧峷崮嵔崻ྶ
ైචরఙયਨڰਧگഛ৯1-2 成友ビルB1F
札幌市中央区北４条西３丁目1-2
ਛ௵崻嵓B1F
ైචরఙયপৢਧڭഛ৯ 岿峍峧峷崮嵔崻ྶ
পಃඣৃ岴峉峵ਕౘ 道庁前店
大衆酒場おたる三幸
ૂ
পಃඣৃ岴峉峵ਕౘ ైචകਨڰ
ైචরఙયਨڰਧڲഛ৯ڭ 毎日札幌会館１F
札幌市中央区北４条西６丁目１番
ైචভைڭF
ైචরఙયਨڰਧگഛ৯1-2 ਛ௵崻嵓B1F
পಃඣৃ岴峉峵ਕౘ
ૂ
 城
宮
ଗ
ైචরఙયਨڰਧڲഛ৯ڭ ైචভைڭF
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ
岵岽岮峮 仙台駅前店
ക
ஒ୴યরఙ3-6-10
仙台市青葉区中央3-6-10
崽嵤崠嵋嵤崡ക崻嵓 6F
フージャース仙台駅前ビル
 ଗ

011-251-1573
011-251-1573
011-251-1573
011-251-1573
011-209-3525
011-213-5751
0123-33-1740
011-209-3525
0123-45-6330
0123-33-1740
0134-33-3500
0123-45-6330
011-252-1800
0134-33-3500
011-212-1750
011-252-1800
011-222-7744
011-212-1750
011-222-7744
022-212-6355

サッポロビール 仙台ビール園
崝崫嵅嵕崻嵤嵓
崻嵤嵓ୱ
岹峎ັ岸嵣岰峨ඣ 岵岽岮峮 ക
ুಠিஊழ๓310-1 サッポロビール仙台工場
名取市手倉田字八幡310-1
崝崫嵅嵕崻嵤嵓ੵৃ
ஒ୴યরఙ3-6-10 崽嵤崠嵋嵤崡ക崻嵓 6F

022-384-9301
022-212-6355

崝崫嵅嵕崻嵤嵓
ଽો崻嵤嵓ୱ
名古屋
ুಠিஊழ๓310-1 崝崫嵅嵕崻嵤嵓ੵৃ
ଽો崻嵤嵓ୱ 浩養園
名古屋ビール園
ขുୱ
ଽોரયர2-24-10
名古屋市千種区千種2-24-10

022-384-9301

ଽો

ヱビスバー 名駅店
嵙崻崡崸嵤
ക
ଽો崻嵤嵓ୱ ขുୱ
ଽોর੨યക1-1-4 名古屋駅構内
名古屋市中村区名駅1-1-4
ଽોകଡଽો岰峨岮峬峽ৢ峴
名古屋うまいもん通り
ଽોரયர2-24-10
ౠ嵑崌崒嵛 地下鉄名駅店
銀座ライオン
ৣளക
嵙崻崡崸嵤 ക
ଽોর੨યക3-14-15 メイチカ一番街内
名古屋市中村区名駅3-14-15
嵉崌崩崓ඌ
ଽોর੨યക1-1-4 ଽોകଡଽો岰峨岮峬峽ৢ峴
峇峚સᔎ 安曇野庵
そば割烹
ᄳᅤ 地下鉄名駅店
ৣளക
ౠ嵑崌崒嵛 ৣளക
ଽોর੨યക3-14-15 メイチカ一番街内
名古屋市中村区名駅3-14-15
嵉崌崩崓ඌ
ଽોর੨યക3-14-15 嵉崌崩崓ඌ
崿嵑崌嵁嵤崰崨崌崳嵛崘 点（ともる）
プライベートダイニング
ਡق峒峬峵 ك名駅太閤口店
ക୬ᐟઠ
峇峚સᔎ ᄳᅤ ৣளക
ଽોর੨યᅜ15-2 ミタニビル
名古屋市中村区椿町15-2
嵇崧崳崻嵓8F
8F
ଽોর੨યക3-14-15 嵉崌崩崓ඌ
ౠ嵑崌崒嵛 LEO サカエチカ店
銀座ライオン
崝崓崐崩崓
崿嵑崌嵁嵤崰崨崌崳嵛崘 ਡق峒峬峵 كക୬ᐟઠ
ଽોরય౭3-4-6 先(サカエチカ)
名古屋市中区栄3-4-6
 崝崓崐崩崓 
ଽોর੨યᅜ15-2 嵇崧崳崻嵓8F
CRAFT BEER KOYOEN KITTE名古屋店
KITTEଽો
ౠ嵑崌崒嵛 LEO 崝崓崐崩崓
ଽોর੨યക1-1-1 KITTE名古屋B1F
名古屋市中村区名駅1-1-1
KITTEଽોB1F
ଽોরય౭3-4-6  崝崓崐崩崓 
CRAFT BEER KOYOEN ブロッサ久屋大通店
崾嵕崫崝୲ોপৢ
CRAFT BEER KOYOEN KITTEଽો
ଽોূયূ1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル１階(ブロッサ内)
名古屋市東区東桜1-1-1
崊嵤崸嵛崵崫崰ଽો崵崗崡崧崻嵓ڭమ 崾嵕崫崝
ଽોর੨યക1-1-1 KITTEଽોB1F

嵣পଚ嵣ௗಛ
京都・大阪・兵庫
CRAFT
BEER KOYOEN 崾嵕崫崝୲ોপৢ

ଽોূયূ1-1-1 崊嵤崸嵛崵崫崰ଽો崵崗崡崧崻嵓ڭమ 崾嵕崫崝
銀座ライオン 京都アバンティ店
ౠ嵑崌崒嵛
崊崸嵛崮崋
વયূృਧ31
京都市南区東九条西山王町31
崊崸嵛崮崋 B1F
アバンティ
嵣পଚ嵣ௗಛ
銀座ライオン 京都四条烏丸店
ౠ嵑崌崒嵛
ᄖீ
ౠ嵑崌崒嵛 崊崸嵛崮崋
ৣયၽદᆬ88 K.I.四条ビル
京都市下京区函谷鉾町88
K.I.崻嵓 B1F
વયূృਧ31 崊崸嵛崮崋 B1F
嵙崻崡崸嵤 京都ヨドバシ店
ヱビスバー
嵐崱崸崟
ౠ嵑崌崒嵛 ᄖீ
ৣયᄖீৢৣ嵓ূව৵ଡ଼590-2嵐崱崸崟1F
京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町590-2京都ヨドバシ1F
ৣયၽદᆬ88 K.I.崻嵓 B1F
嵙崻崡崸嵤 なんばCITY店
ヱビスバー
峔峽峚CITY
嵙崻崡崸嵤 嵐崱崸崟
রఙયణഛ৯1-60 なんばCITY南館
中央区難波五丁目1-60
峔峽峚CITYવை 1F
ৣયᄖீৢৣ嵓ূව৵ଡ଼590-2嵐崱崸崟1F
嵙崻崡崸嵤 ホワイティうめだ店
ヱビスバー
嵃嵗崌崮崋岰峫峊
嵙崻崡崸嵤 峔峽峚CITY
পଚਨયൡ෭িৣඌ3-4 イーストモール「NOMOKA」
大阪市北区堂山町梅田地下街3-4
崌嵤崡崰嵊嵤嵓岣NOMOKA岤
রఙયణഛ৯1-60 峔峽峚CITYવை 1F
GRANDE PLAIRE WINEBAR OSAKA ホワイティうめだ店
嵃嵗崌崮崋岰峫峊
嵙崻崡崸嵤 嵃嵗崌崮崋岰峫峊
পଚਨયൡ෭িৣඌ3-4 イーストモール「NOMOKA」
大阪市北区堂山町梅田地下街3-4
崌嵤崡崰嵊嵤嵓岣NOMOKA岤
পଚਨયൡ෭িৣඌ3-4 崌嵤崡崰嵊嵤嵓岣NOMOKA岤
GARDEN TERRACE LION 立命館いばらきヒューチャープラザ店
য়୵ை岮峚峳岷崺嵍嵤崩嵋嵤崿嵑崞
GRANDE PLAIRE WINEBAR OSAKA 嵃嵗崌崮崋岰峫峊
గಠ2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F
茨木市岩倉町2-150
য়୵ை岮峚峳岷崽嵍嵤崩嵋嵤崿嵑崞1F
পଚਨયൡ෭িৣඌ3-4 崌嵤崡崰嵊嵤嵓岣NOMOKA岤
嵙崻崡崸嵤ਧ崔嵤崯嵛崢 ゲート館店
ヱビスバー西宮ガーデンズ
崚嵤崰ை
GARDEN TERRACE LION য়୵ை岮峚峳岷崺嵍嵤崩嵋嵤崿嵑崞
ਧৈૈ5-22 阪急西宮ガーデンズ
西宮市高松町5-22
ଚਧ崔嵤崯嵛崢 ゲート館
崚嵤崰ைڭF
１F
గಠ2-150 য়୵ை岮峚峳岷崽嵍嵤崩嵋嵤崿嵑崞1F
嵙崻崡崸嵤ਧ崔嵤崯嵛崢
崚嵤崰ை
ઁਣ嵣ૣળ
広島・福岡
ਧৈૈ5-22 ଚਧ崔嵤崯嵛崢 崚嵤崰ைڭF
ヱビスバー エキシティ広島店
嵙崻崡崸嵤
崐崕崟崮崋ઁਣ
ઁਣવયૈਉ3-1
広島市南区松原町3-1
EKICITY HIROSHIMA 1F
ઁਣ嵣ૣળ
銀座ライオン ekie広島店
ౠ嵑崌崒嵛
ekieઁਣ
嵙崻崡崸嵤 崐崕崟崮崋ઁਣ
ઁਣવયૈਉ1-2 ekie 2F
広島市南区松原町1-2
ઁਣવયૈਉ3-1 EKICITY HIROSHIMA 1F
ౠ嵑崌崒嵛 KITTE博多店
銀座ライオン
KITTE
ౠ嵑崌崒嵛 ekieઁਣ
ૣળયകরఙඌ9-1 KITTE博多9F
福岡市博多区博多駅中央街9-1
KITTE9F
ઁਣવયૈਉ1-2 ekie 2F
嵙崻崡崸嵤 博多１番街店
ヱビスバー
ڭඌ
ౠ嵑崌崒嵛 KITTE
ૣળયകরఙඌ1-1 博多ステーションビル博多１番街
福岡市博多区博多駅中央街1-1
崡崮嵤崟嵏嵛崻嵓ڭඌ
ૣળયകরఙඌ9-1 KITTE9F
嵙崻崡崸嵤 ڭඌ
ૣળયകরఙඌ1-1 崡崮嵤崟嵏嵛崻嵓ڭඌ

銀座ライオン
ౠ嵑崌崒嵛
ౠ嵑崌崒嵛

検索︕
ਫ਼ดآ
ਫ਼ดآ

052-741-0211
052-583-8020
052-741-0211
052-551-3256
052-583-8020
052-533-8401
052-551-3256
052-459-7881
052-533-8401
052-959-3200
052-459-7881
052-589-8223
052-959-3200
052-228-4551
052-589-8223
052-228-4551
075-671-8931
075-211-8599
075-671-8931
075-353-2201
075-211-8599
06-6630-6701
075-353-2201
06-6366-2280
06-6630-6701
06-6366-8788
06-6366-2280
072-645-5590
06-6366-8788
0798-69-0167
072-645-5590
0798-69-0167
082-568-0304
082-568-1536
082-568-0304
092-433-3022
082-568-1536
092-433-1510
092-433-3022
092-433-1510

