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加盟店名

電話番号

ＵＲＬ

席数・備考

錦⽷町駅南⼝付近
1 四季の蔵

03-3631-0200

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13032821/

約１３０席・南⼝２分

約90種類の豊富なメニュー

2 炙りダイニング ろばた焼き たる平

050-5872-2421

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13252102/

約８０席・南⼝３分

新鮮⾷材を炉端焼きで銘酒と供に

3 鶏和飲 安藤

03-5624-0623

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13030863/

約２５席・南⼝４分

焼き⿃だけでなく⿃刺しも⼈気

4 パスタバ

03-6659-6987

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13186200/

約６０席・南⼝４分

本格パスタとワイン

5 鉄板焼Bar 7

03-6240-2547

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13201989/

約２０席・南⼝４分

隠れ家的なＢＡＲ

6 創作鉄板 粉者東京

050-5593-9219

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13209178/

約３０席・南⼝４分

気軽に贅沢ができる本格鉄板焼き

7 BAR Chuto

03-5669-0887

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13193683/

約４０席・南⼝５分

BARなのに歌い放題&飲み放題プラン有り

8 ⼤衆居酒屋 いけ屋

050-5590-7788

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13194345/

約７０席・南⼝５分

メニューが豊富な⼤衆居酒屋

03-5600-0151

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13015402/

約７０席・南⼝３分

利き酒師お薦めの⽇本酒多数

10 勝⼿串 花⽕

03-6666-9439

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13212729/

約６０席・南⼝５分

こだわりの串焼き

11 ⾺刺し居酒屋

03-3631-7735

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13081676/

約２０席・南⼝５分

熊本から直送の⾺刺し

12 ⼑削麺荘 唐家 錦⽷町店

050-5594-8517

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13156408/

約２５席・南⼝５分

⼑削麺ロボットがつくる⼑削麺専⾨店

13 ⼒屋（RIKIYA）

050-5868-9545

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13052469/

約４０席・南⼝２分

創作料理×炭⽕焼き

14 フレンチ居酒屋 UWASHIMA

03-5669-0448

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13219589/

約２４席・南⼝３分

元フレンチシェフの居酒屋バル

15 Bar BANANA

070-3176-5635

https://r.gnavi.co.jp/jza4d0kg0000/

約２５席・南⼝３分

海の家をモチーフにした店舗

16 マグロと炉端 成る

050-3204-1881

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13255968/

約４０席・南⼝６分

マグロ×炉端の炉端焼き居酒屋

錦⽷町南⼝花壇街付近
9 海鮮居酒屋MARU

錦⽷町駅北⼝
17 寿恵⽐呂

北⼝店

03-3625-5978

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13002963/

約６０席・北⼝１分

こだわりの⿊⽑和⽜

18 LITTLE SAKE SQUARE

03-5809-7116

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13190410/

約４５席・北⼝１分

⽇本酒約１００種類飲み放題

19 No Concept

050-5841-8661

https://www.hotpepper.jp/strJ001009852/

約３０席・北⼝３分

気取らない空間が⼈気のお店

20 坊々樹

03-6658-4545

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13221554/

約３５席・北⼝３分

南⼝から移転おばんざい中⼼

21 みかづき

03-3624-1477

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13034671/

約２０席・北⼝５分

⼥性主⼈がやさしい和⾷を提供

22 マッジョーレ

03-5610-5151

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13115886/

約２５席・北⼝５分

⽣パスタが⾃慢のイタリアン

23 UZU 本店

03-6658-5609

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13148123/

約３５席・北⼝７分

熟成⾁とワインが楽しめる⽳場

24 うまいもん酒場 ⿂鶏

03-5637-8339

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13209255/

約５０席・北⼝８分

産直鮮⿂と朝採れレバーなど鶏料理も

25 笑酒

03-6658-4722

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13175672/

約３０席・北⼝５分

秋⽥の料理とお酒

26 なごみBAR Moris

03-6240-4708

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13197356/

約２０席・北⼝５分

アットホームなＢＡＲ

27 藏 みそら屋 錦⽷町

050-5594-5621

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13165273/

約３０席・北⼝３分

味噌ソムリエの味噌料理

28 みそら屋はなれ

050-5571-2346

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13237589/

約３０席・北⼝５分

味噌料理×⽇本酒の⼤⼈の隠れ家

29 和⾵居酒屋 琴

050-5595-4808

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13199429/

約２５席・北⼝５分

若⼥将が提供するカニ料理

30 かんつばき

03-6284-1822

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13205736/

約２０席・北⼝５分

若⼥将が提供する⿂とお野菜料理

31 ヌーベルバーグ

03-3829-5515

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13041480/

約２０席・北⼝５分

ボリューム満点ステーキ

32 鉄板焼 ろじ

050-5869-4103

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13139671/

約３０席・北⼝４分

本格鉄板焼料理の隠れ家的お店

33 プティヴェール

03-3625-2234

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13144245/

約３０席・北⼝２分

ワインと野菜料理がこだわりのイタリアン

34 やき⿃信⽞ 東京本店

050-5593-3716

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13196593/

約３０席・北⼝７分

焼⿃と海鮮料理が楽しめるお店

35 ⽯窯料理 秀らん

050-5368-7549

https://www.hotpepper.jp/strJ001225922/

約３０席・北⼝５分

おしゃれな⾃然派⾷材の⽯窯料理

36 ちょい呑み まる⼤本舗

050-5590-0630

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13189089/

約４７席・北⼝２分

焼きとんがおすすめのリーズナブルなお店

37 おでん きんぎょと⾵鈴

050-5594-2999

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13212045/

約４０席・北⼝２分

優しい出汁が沁みたおでんと美酒

38 ダーツバー サンタウエスト

050-5815-8355

https://www.hotpepper.jp/strJ000032787/

約５０席・北⼝３分

豊富なカクテルを飲みながらダーツ

39 ⾷彩 たつ

050-5868-6343

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13233783/

約１９席・北⼝５分

40 ベーカリー 花⽕

03-6284-1825

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13268488/

北⼝９分

41 すみだバル Vigor

03-5608-0106

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13144326/

約２０席・とうきょうスカイツリー駅１分

スカイツリーが⽬の前にあるＢＡＲ

42 やきとり伝次

070-6406-9202

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13221731/

約２７席・とうきょうスカイツリー駅１分

スカイツリーを眺めながら⾷べる焼⿃

43 やきにく伝次とGyoran

050-5571-3220

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13252518/

約３６席・とうきょうスカイツリー駅１分

焼⾁とフレンチの新感覚焼⾁ブラッスリー

44 押上よしかつ

03-3829-6468

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13047316/

約２５席・押上駅５分

東京産の料理とお酒

45 ちゃぁの家

03-6658-8372

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13113320/

約２０席・押上駅３分

店⻑コダワリの⾐で揚げた串カツ

46 ZO

050-5593-6074

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13037896/

約１４席・押上駅１分

旨おでんと鮮⿂と旨酒が愉しめる

47 浪漫チキン

03-6658-8559

https://romachiki.com/

押上駅１分

48 割烹 船⽣

03-6312-7055

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13133269/

約１５席・本所吾妻橋駅３分

本格割烹のお店

49 下町のお台所 居酒屋なごみ亭

03-3625-5989

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13078858/

約６５席・本所吾妻橋駅１分

種類が多いオムレツが⼈気

50 もんじゃ焼き CHICO

050-5594-4170

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13137603/

約２２席・本所吾妻橋駅１分

こだわりの出汁で作る元祖塩もんじゃ

51 海鮮CHICO丸

03-5608-7011

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13236411/

約１６席・本所吾妻橋駅２分

⽇本酒と海鮮がメインの⽴ち飲み

52 和⽜処 やまだいら

03-5631-2539

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13187788/

約５０席・⼋広駅１０分

53 burger house UZU

03-6657-1454

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13173701/

約２５席・曳⾈駅２分

54 うず⾷堂

080-7600-0703

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131203/13233041/

約６０席・⼩村井駅１分

55 カラフル・ペア

03-3631-6630

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13164193/

約５席・両国駅１４分

イートインできるケーキのお店

56 両国 レガート

050-5594-7177

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13024614/

約６２席・両国駅２分

厳選⾷材をふんだんに使ったイタリアン

57 東京鉄板倶楽部 ⽥

050-5494-3016

https://r.gnavi.co.jp/fwp1yuaz0000/

約２７席・両国駅６分

メニュー豊富な鉄板酒場

58 Theater Zzz

03-6456-1435

https://theaterzzz.com/

⼤江⼾線両国駅４分

押上

豊洲直送の地鮮⿂と季節の野菜を楽しめる

オリジナリティ溢れるごちそうパンのお店

本所吾妻橋 その他

熟成漬込みダレのからあげと惣菜のお店

近江⽜専⾨店
本格バーガーショップ
⾁料理が⼈気の⼤衆居酒屋

昼は茶屋になり夜はバーになる泊まれるシアター

