モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・バイ・ザ・グラス・キャンペーン2021参加飲食店リスト
店舗名
カフェ・ダイニング・レンガW
レストラン・ステラ
イルクオーレ
アンティカトラットリアイナバ
バール・イル・チェントロ
アンティカ オステリア アウン
ルフラン
La famiglia
リストランテ ソルジェンテ
Taverna del Sole
スタンディングバーマツザキ
トラットリア フェルマータ
エンカウント
セコンド・ポスト・ディ・フェリーチェ
VIA DEL SALE ヴィア・デル・サーレ
Y206ふじみ野ワイン
ワインカフェ・パブジャック・本八幡店
イタリアワイン食堂ベル
ピッツェリア オルカ
Bottega柏店
パスターヴォラ 月島店
パスターヴォラ 日本橋店
MARTINOTTI Prosecco Bar & Caffé
パスターヴォラ 大手町店
神田明神下みやび本店
Acorn 東京店
あじる亭アネッソ
ユニオンスクエア東京
パスターヴォラ 田町本店
パスターヴォラ 外苑前店
サカナバルThte Grill六本木

店舗ご住所
電話番号
ホームページ(URL)
北海道小樽市稲穂1-4-15
090-8706-2211
北海道函館市本通1-4-1
013-831-2372
北海道伊達市網代町7-1
0142-22-9310 ilcuore＿ilculo
岩手県盛岡市中ノ橋通１ー８ー２１ １F
019-681-3883 https://www.instagram.com/inabaanticatrattoria
福島県郡山市朝日3-5-6 イルチェントロビル１F
024-927-5685
茨城県日立市旭町2-3-14
0294-87-8883
茨城県つくば市下平塚834 グリーンハウス・つくば２階
029-845-4116 https://www.facebook.com/refranc.wine
群馬県高崎市八島町58-1 ウエストワンビル2階
027-38-16600 https://famiglia-takasaki.com/
群馬県前橋市三俣町1-1-11 藤田マンション102
027-237-0834 facebook @ristorantesorgente2004
埼玉県川越市久保町8-9
049-299-7772 http://www.facebook.com/tavernadelsole
埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE1F
090-8494-1436 https://www.1887.co.jp/
埼玉県川口市戸塚境町31-1
048-234-1234 http://www.trattoria-fermata.com/
埼玉県川口市戸塚2-27-26
048-299-4989 Retty Facebook @encount2020
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-27-10
048-780-2151 Se.posto.di.felice インスタ
埼玉県東松山市美原町2-9-26
0493-81-3113 www.viadelsale-web.com
埼玉県富士見市ふじみ野西1-20-6 アムールふじみ野１F 049-265-5311
千葉県千葉県市川市南八幡4-4-14東洋マンション1F
047-704-9333 https://www.instagram.com/pjmotoyawata/?hl=ja
千葉県市川市堀之内3-17-24 アークタウン
047-710-5486 italiawine-bel.com
千葉県千葉市中央区村田町716-3
043-420-8026 https://instagram.com/pizzerialorca?igshid=qx9za3x3ontu
千葉県柏市末広町4-16 小田山ビル第二ビルB1
047‐140-1051 https://bottega-bistro.jp/
東京都中央区月島1-22-1-108
03-5534-8636 http://pastavola.com/restaurant/
東京都中央区日本橋室町1-12-6
03-6271-8580 http://pastavola.com/restaurant/
東京都中央区日本橋横山町4-9 birth 1階
050-5800-2802 http://prosecco.tokyo
東京都千代田区大手町1-5-5 Ootemori B2F
03-6256-0585 http://pastavola.com/restaurant/
東京都千代田区外神田2-8-9
03-3251-0155 myojinshita.edomiyabi.com
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲中央口グランルーフフロント内
03-5220-2527 https://acorn-bar.jp/
東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル1F
03-6277-7794 https://ajiru-tei.com.annesso
東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガーデンテラス
03-5413-7780
東京都港区芝4-16-1-102
03-5442-9588 http://pastavola.com/restaurant/
東京都港区南青山2-12-16
03-6812-9699 http://pastavola.com/restaurant/
東京都港区六本木3-7-1 THE ROPPONGI TOKYO 1F
03-6441-2970 http://sakanabar.jp/company/
https://www.instagram.com/p/CT4CsXvlMtJ/?utm_medium
ザ・モメンタム・バイ・ポルシェ
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター1階
03-6280-6785 =copy_link
https://s.tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13226392/to
アニマ オステリア エ ピッツェリア
東京都港区南青山3-12-1
03-5843-1831 p_amp/
アルベロネロ
東京都港区白金台5-15-1 フォルマ白金B1
03-6435-2822 https://www.alberonero.jp/
https://www.facebook.com/people/Tanta-Roba%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90/100053614068443/?refs
タンタローバ
東京都文京区小石川4-18-7
03-3815-1122 rc=deprecated&_rdr
ワインバー バッカス
東京都文京区本駒込4-40-6 メゾンドヴィレ本駒込本駒込103
03-5842-1333 http://www.hotpepper.jp/strJ0011362461
アポンテ
東京都目黒区三田1-12-26
03-5773-0580 https://www.aponte-ebisu.net/
スノール
東京都江東区亀戸２－２９－６
03-3636-3310 https://r.gnavi.co.jp/a987700/
クチーナシゲ
東京都江東区大島2-41-16 ポパイビル1F
03-3681-9495 cucinashige.com
ジビーノ
東京都江東区富岡1-6-5-B1F
03-58098832
鉄板 #84
東京都渋谷区恵比寿1-21-13-1F
03-6456-2284
1
サカナバル恵比寿
東京都渋谷区恵比寿南1-18-12
03-6451-0116 http://sakanabar.jp/shop/sakanabar/
https://www.tokyuhotels.co.jp/ceruleanセルリアンタワー東急ホテル ガーデンキッチンかるめら
東京都渋谷区桜丘町26-1
050-5869-7630 h/restaurant/caramelo
Matoiya表参道店
東京都渋谷区神宮前5-50-6-B1F
03-6418-2871 https://matoiya.jp/
フィリ・ディ・チェントアンニ
東京都渋谷区道玄坂1-22-12
03-3780-3200 https://www.centoanni.jp
https://www.google.co.jp/amp/s/s.tabelog.com/tokyo/A13
イルバロンドーロ
東京都渋谷区恵比寿1-24-10 アリエス恵比寿ビル1階
03-5422-8977 03/A130302/13229964/top_amp/
スミヤ新宿
東京都新宿区新宿3‐22-11 RSビルB1
03-5368-4160 https://www.sumiya-shinjuku.com/
クッキン
東京都新宿区新宿3‐6-10 ニューゴールドビル1F
03-3354-9346
羊 Sunrise Kagurazaka
東京都新宿区袋町2 杵屋ビル2F
:03-6280-8153 https://sheepsunrise.jp
オステリアイルレオーネ
東京都新宿区新宿2-1-7
03-6380-0505 https ://illeone.jimdo.com/
ラ・プロシュッテリア
東京都新宿区神楽坂2-11-7 AY2ビル 1F
03-5227-5586 https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13164927/
Acorn 新宿東宝ビル店
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル１F
03-6273-3998 https://acorn-bar.jp/
https://m.facebook.com/pages/category/Italianダマサ
東京都杉並区桃井4-1-2 1F
03-6913-9858 Restaurant/Da-Masa-Pizza-al-Forno-499764006852634/
デポーズィト バガーリ
東京都世田谷区上馬1-32-10 ハイツ三軒茶屋201
03-6450-9611 https://deposito-bagagli.business.site/?m=true
アケテ ジャミング
東京都世田谷区船橋1-11-10 千歳船橋駅前ビル1F
03-6413-7550 https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131813/13249976/
TWOPEACE
東京都世田谷区大原2-26-5
090-9642-0371 https://www.instagram.com/twopeace_dtb
自由が丘 マリスコス
東京都世田谷区奥沢5-41-13 第２サンコーポラス１F
03-6715-6228 https://www.mariscosboo.com/
小料理びすとろサリチェ
東京都世田谷区上野毛1-26-16-101
03-6809-8484
スクニッツォ
東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビルB1
03-3263-7567 http://www.e-scugnizzo.com/
ラディカーレ
東京都品川区西五反田1-20-2
03-6874-0946 https://radicare.jp/
トラットリア アリエッタ
東京都品川区東五反田２丁目５−２ アリエッタビル 1F
03-5791-2466 https://www.trattoria-arietta.net/
PIZZA BORSA
東京都豊島区西池袋3-30-8-1F
03-3986-1703 https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13170403/
Ginto池袋店
東京都豊島区南池袋1-19-5 南池袋共同ビル4F
03-3980-0800 https://www.gin-to.jp/
オップラ・ダ・ジターリア
東京都練馬区関町北2-28-7 小澤ビル１F
03-6339-6936 https://oppla.gorp.jp/
カーサ・デル・ヴィアッジャトーレ
東京都練馬区練馬4-26-11-１C SUBWAY東京食堂
03-5946-9504
ピッツェリア222
東京都練馬区東大泉6-47-11
03-6882-4138 https://m.facebook.com/pizzeriaduecentoventidue222
トララロッチャ
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2-161-1
045-442-3665
ステッラディマーレ
神奈川県横浜市中区常盤町5-71 巽ビル地下1階
045-681-5077 http://www.stelladimare.info/
虎幻庭
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 デリス横浜ビル 3F045-211-8381 https://www.kogentey.jp/
メッシタ フランコ
神奈川県横浜市西区北幸2-4-10 岸ビル1階
045-624-8991 https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14052361
炭火イタリアンGRUGRU
神奈川県 横浜市 旭区 鶴ヶ峰 1-12-3 大岡ビル１階
045-4899155 https://sumibiyakiitarian-grugru.owst.jp
トラットリア レガーミ
神奈川県海老名市国分南1-6-27
046-408-1870 http://trattoria-legami.com/
ドットリーノ ピッツェリア ストゥッツィケリア神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜 3-5-5
046-795-7600 https://www.instagram.com/dottorinokamakura/?hl=en
オステリア ティアロカ
静岡県静岡市葵区鷹匠2-13-11-103
054-266-5495 https://www.osteria-tialoca.com/
ベネチア食堂
静岡県藤枝市駅前1-6-25 大石ビル1階
054-643-0840 https://www.facebook.com/673669412774408/
イルボスケット
静岡県浜松市中区広沢3丁目27-9 秋葉ビル1階東側店舗 053-456-3347 @llbpschetto
オステリア・ダ・ミケーレ
静岡県浜松市中区元城町218-4
053-488-8300 www.wr.salt.com/michele
ウブリアーコ
愛知県名古屋市北区金城3-10-19
052-938-6364

セルジョ
ル・ブロカール
Morris
リストランテ エスト
ピッツェリア・ピルーチェ
PLAN B (プラン ビー)
トラットリア ヤマカワ
イタリア料理ノンナジーニャ
トラットリア・ヴィヴァ・ラ・ヴィータ
ヴィニ・ラコント
ローズエロメオ
イタリア料理ラカーラ
グラデボーレ・アルバ
カヴァレッタ
オステリア・エ・バール・ポレンタ
イタリアンバル京都キムラヤ
原価ビストロチーズプラス京都河原町
原価ビストロチーズプラス四条烏丸
カンティーナアルコ
ヴィネリア ヴィア ヴィーノ
sakurai

愛知県名古屋市中区錦3-1-6 １F
052-963-9102
愛知県名古屋市中区錦3-18-6 山清ビルB1
052-971-3600
愛知県名古屋市中区栄5－1‐33
052-261-3300
愛知県名古屋市名東区極楽１丁目７番地
052-704-4455
岐阜県大垣市郭町3-212
0584-81-0510
三重県鈴鹿市算所3丁目7-34
059-399-7333
三重県鈴鹿市算所3-20-5
059-378-0280
長野県東御市加沢682-2
0268-62-6780
富山県富山市安田町3-14
076-413-7166
富山県富山市桜町2-2-24
076-432-0995
富山県射水市安吉66-3
0766-52-0979
福井県福井市高木中央2-043 シラサキ第二 102
077-660-2600
奈良県北葛城郡広陵町馬見中2-5-12 真美が丘ニュータウン内
0745-55-5067
京都府京都市上京区堀出シ町285-1 上野ビル2F
075-451-1555
京都府京都市下京区恵美須之町546-1 色彩井寺町ビル１F075-352-3227
京都府京都市下京区東塩小路町717-3 飯田惣平ビル2F 075-371-5501
京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町361 SAKIZO
075-211-1122
SEEDビル3F
京都府京都市中央区橋弁慶町222 ヒライビル2F
075-212-1155
京都府京都市中京区油屋町145 洋燈館1F
075-708-6360
大阪府大阪市中央区本町4-8-6 日宝横堀ビル１F
06-6245-6008
大阪府大阪市中央区宗右衛門町3-7 ブラービ宗右衛門町5階E号
06-621-31121

https://hubfront.jp/quinci/sergio/
https://m.facebook.com/Le Brocart/
www.morris.gr.jp
http://est2424.wixsite.com/mysite
https://www.lets-gifu.com/g/shop-12451/
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001552089723
https://www.facebook.com/suzukaitalian/
http://nonna-ginia-igarashi.jimdo.com/
https://vivalavita.exblog.jp
http://www.viniracconto.com/
https://hitosara.com/0003006690/
http://lacala-fukui.com/
http://www.1-alba.com
www.cavalletta.jp
http://polenta.jp
https://kidshd127.owst.jp/
https://genkabistro-cheese-plus.com
https://genkabistro-cheese-plus.com
www.cantinaarco.com
https://viavino.jp/
https://hitosara.com/0006081807/
https://retty.me/area/PRE27/ARE94/SUB9401/10000158
ワインを得たさかな家
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-14-23 住吉ビル地下
080-8842-2975 3358/
わいん家
大阪府大阪市中央区南船場3-5-26
06-6241-9710 https://wine-ya.co.jp/
https://www.instagram.com/p/CU3eLf7vnc6/?utm_medium
イタリアワイン専門 L’uva（ルーヴァ） 大阪府大阪市中央区南船場1-8-6 ヨシイチビル5階
070 1271 6219 =copy_link
イーサーテラス
大阪府大阪市城東区中浜1-17-12 1F
06-6180-5131 https://esirterrace.com
ピアノピアーノ
大阪府大阪市西区京町堀1-4-22-1F
06-6448-5774 piano-piano.co.jp
テネレッツァ
大阪府大阪市福島区鷺洲2-9-15 エイトワンビル１F
06-6450-0678 https://tenerezza-fukushima.com/
フレンチ佳肴ビストロ料理とワイン コントワール15
大阪府大阪市西区新町1-29-16 Ｂ1Ｆ-Ｂ
06-4390-0005 https://www.comptoir15.com/
イタリアンバール ヴェルデ
大阪府大阪市西区京町堀1-18-16 2F
06-6446-0126 http://www.italian-bar-verde.com/
バルマル・エスパーニャ あべの店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-35 2F
06-6621-8224 https://www.facebook.com/barmar.espana.abeno
メルカ イタリアンフードマーケット
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレB2 キッチン＆マーケット内
080-3738-4132
メルカ
https://r.gnavi.co.jp/84xpveeg0000/
オービカモッツァレラバー
大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ルービスDNT 5F
06-4796-6411
イタリアンバールバッソ
大阪府寝屋川市香里新町29-13 香里ロータリービル201号072-381-6973 https://www.facebook.com/ItalianBarBasso/
布施バル オルモ
大阪府東大阪市長堂1-2-3
06-6788-6020 https://r.gnavi.co.jp/ssh3hpn70000/
Nord ノルド
大阪府吹田市津雲台6-22-3 トレックビル1階
06-6318-7438 https://www.instagram.com/nordwinestore/?hl=ja
ソルナシェンテ
大阪府岸和田市春木旭町 5-28
070-8514-2989 https://www.instagram.com/solnascente_osaka/
エノテカ イデンティタ
大阪府高槻市天神町1-5-23
072-609-0364 https://identita.jp/
https://www.google.co.jp/amp/s/s.tabelog.com/osaka/A27
酒とアテの店SAIKAKU
大阪府高槻城北町2丁目4-12-103
072-674-6777 06/A270604/27115498/top_amp/
神戸イタリアン KIZUNA
兵庫県神戸市中央区加納町4-3-14 高木ビル2F
078-331-1626
トラットリア・ジョヴァンニ
兵庫県芦屋市公光町10-10
0797-35-0855
HP：http://www.eonet.ne.jp/~ici/ FB：
http://facebook.com/segla.gamyla ameblo :
ワインと創作料理 ( ici ) いち
兵庫県 芦屋市 川西町 15-20
0797-20-7345 http://ameblo,jp/segra
タボーラ・タパス
岡山県岡山市北区幸町514 ホワイトボックス1F
086-234-8816
イル・ブルスケッタ
岡山県岡山市北区錦町8-11 フェリスビル1F
086-235-0300
Ri-pa
岡山県岡山市北区錦町8-11 フェリスビル2F
086-231-0733
citan
広島県広島市南区大須賀町11-8
082-576-4477
ワインバー リュミエール
広島県広島市中区薬研堀 3-16
082-246-7690
ラ・セッテ
広島県広島市中区広瀬北町２−２８
082-297-1207 http://la-sette.jp/
イタリア料理チャオ！チャオ！
広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1838
082-562-2021 https://www.facebook.com/CucinaItalianaCiaociao/
オルトレ イタリアーノ
鳥取県鳥取市末広温泉町753 ルネスかわとビル2F
0857-21-9787 http://www.haiv.jp/
ファリーナフレスカ
愛媛県今治市中寺254-4
089-835-2009
ルミーノカリーノ
愛媛県新居浜市西喜光地町9-42-1F
089-740-0825 https://www.facebook.com/luminocarino/
aga-ri
福岡県福岡市中央区今泉1-11-6 ハースホームビル２
092-733-0700 https://hitosara.com/0006136602/
イタリア食堂SORA
福岡県福岡市中央区薬院2-17-1 ライオンズマンション薬院第2
092-707-0995
1階
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40046962/
パスタパスタ
福岡県福岡市中央区薬院2-14-27
092-714-3060 https://www.facebook.com/pastapasta1998yakuin
カーボン
福岡県福岡市中央区薬院伊福町11-1-101
092-534-7188 www.facebook.com/carbonfukuoka
Pecora
福岡圏福岡市中央区草香江1-4-5-101
092-753-6583
カサ
福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第一松村ビル一階
092-986-4350 https://kasa-restaurant.business.site/
フィーゴ
福岡県福岡市中央区渡辺通2-3-27 待鳥ビル1F
092-781-1005 https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40031983/
白樺
福岡県福岡市中央区白金1-1-12 アサリコーポラス103
092-406-2212
チリエージョ
福岡県福岡市中央区桜坂3−1−3 平田ビル103
092-725-7120 インスタciliegio333
ヴィノリア バッソ
福岡市中央区白金2-13-5
092-521-5305 http://vinoriabasso.com/
ヴァンカフェ プロスペロ
福岡県うきは市吉井町1251-6-2F
0943-73-7303 https://vincafe-prospero.com/
ハマヅィ
長崎県長崎市銅座15-16-2F
095-826-2228 https://www.facebook.com/profile.php?id=10000655707275
ヴィノバル TOCCO
佐賀県佐賀市白山2-4-4-2F
095-237-1027 http://hitosara.com/0006077007/
トリアンゴロ
大分県大分市中央町2-6-14 第2小松ビル201号
097-576-7988 https://www.facebook.com/dar232117
https://m.facebook.com/串揚げとワイン-千萬屋串揚げとワイン 千萬屋
鹿児島県鹿児島市荒田2-42-2
099-206-7113 150317728440812/
カフェパルピト クチーナヴェリタス
鹿児島県鹿児島市山田町2953-6
099-811-4377 http://instagram.com/cafe_palpito?utm_source=qr
リストランテフェニーチェ
鹿児島県指宿市東方12131-4
0993-23-0214 http://www.satsuma-danshoukan.com/
イビスコ
沖縄県那覇市久茂地2-10-19 101
098-988-3111 https://ibisco.shopinfo.jp/

