
参加店舗⼀覧 

店　舗　名 業　種 住　　所 電　話　番　号 営　業　時　間 定休日

1 にこまる初代 飲食業 東京都大田区南蒲田１－３－２ ３７３８－１５２５ １７：００～翌２：００ 不定休

2 にこまる二代目 〃 東京都大田区西蒲田８－７－１ ５７０３－３２３１ １７：００～翌２：００ 不定休

3 和　馳走　蔵屋 〃 東京都大田区西蒲田７－５１－１１藤ビル1F ５７０３－８７７８ １７：００～２２：３０ 不定休

4 和風ダイニング　まとい 〃 東京都大田区蒲田２－５－３ウオヤ２F ３２９８－８１５１
１１：３０～１４：００
１８：００～２３：００

不定休

5 三千石寿司 〃 東京都大田区池上６－３４－６ ３７５１－８９９８
１２:００～１４：００
１７：００～２３：００

月

6 酒処　うめ屋敷 〃 東京都大田区東蒲田１－１－２０橋本ビル１０１号 ３７３５－７１８８ １７：３０～翌５：００ 月

7 ざくろ 〃 東京都品川区南大井３－３０－９成岩ビル１F ６４０４－８６７１ １１：３０～２３：３０ 無休

8 魚徳商店 鮮魚店 東京都大田区中央２－１４－９ ３７７１－０４７６ １４：００～２１：００ 日・祝

9 魚孝 〃 東京都大田区南馬込２－１９－１ ３７７１－２８７３ ９：００～１９：００ 木

10 魚文 〃 東京都大田区西六郷２－３８－３ ３７３２－０８２３ ７：３０～１９：００ 日・祝

11 やまと 居酒屋 東京都大田区南六郷２－４－１９ ３７３２－４００５
１１：３０～１３：３０
１７：００～２３：００

日

12 あじわい　まどる 〃 東京都品川区大井１－２４－５大井町センタービル１F ５７０９－１９８４
１１：３０～１４：００
１７：００～２４：００

日・祝

13 皐月 〃 東京都大田区大森西１－９－２８－１０１ ５４７１－０８７０
１１：４５～１３：３０
１７：３０～２２：００

日・祝

14 お食事処　まぐま 飲食業 東京都品川区南大井２－１１－９　１F左側 ３７６３－０４２３ １１：００～２３：００ 無休

15 居酒屋　ここや 居酒屋 東京都大田区山王２－２－１４ ３７７２－０３６６ １７：００～翌０：３０ 日・祝

16 居酒屋　富士 飲食業 東京都大田区蒲田５－１６－９川田ビル２F ５７１０－０７２６ １７：３０～２４：００ 日

17 千世 〃 東京都大田区羽田３－２－４ ３７４４－１５９０ １７：００～翌０：３０ 月

18 みこし寿司　大森北店 〃 東京都大田区大森北１－２３－８第３下川ビル１F ３７６５－１１４５
平日１１：００～翌１：００
日祝１１：００～２３：００

水

19 ビストロ　マケロニ 飲食業 東京都品川区東大井５－５－１１　１F ５４６０－９２０９ １８：００～翌１：００ 日

20 うなぎ　源八 飲食業 東京都大田区蒲田本町２－２５－２ ３７３２－０２３４ １１：００～２２：００ 日

21 魚菜家　てん 居酒屋 東京都大田区大森北４－３－１７　１F ６６９１－３６４９ １６：３０～２３：００
月

（火曜に不定休）

22 五丁目酒場　ひでぼう 〃 東京都大田区蒲田５－２８－３まるいちビル２F ６４２４－７７８９
１７：００～

（終了時刻は特に決めていない）
日

23 いさ美庵 飲食業 東京都品川区南大井６－２０－１８ ３７６１－１７１９
１１：００～１４：３０
１７：００～２１：００

日・祝

24 伊東魚店 鮮魚販売 東京都大田区大森南１－１１－１０ ３７４１－７８７０ １０：００～１９：００ 日・祝

25 新鮮魚菜　はっぴい亭 居酒屋 東京都品川区西五反田２－１０－８ ３４９０－９３０８
１１：４０～１４：００
１８：００～２３：００

土・日・祝

26 じぶり庵 居酒屋 東京都品川区大井１－１－２４ ３７７５－０４３０
１１：３０～１５：００
１７：００～翌０：３０

日・祝

27 紅龍擔擔麺 飲食業 東京都大田区山王２－２－７八景坂ビル１F ５７４６－１０２１
月～土１８：００～翌４：００

祝１７：００～２４：００
日

28 月とすっぽん 居酒屋 東京都大田区西蒲田７－４６－１２ ５７１１－００７７ １６：００～２４：００ 無休

29 いさりび青物横丁店 〃 東京都品川区南品川３－４－１１ ３４７４－００８８ １６：００～２４：００ 無休

30 刺身市場「いさりび」平和島店 〃 東京都大田区大森北６－２６－１４梶田ビル１F ３７６８－４２０４ １７：３０～２４：００ 日

31 ＭＳ Ｄining 〃 東京都品川区大井１－１５－２ ５７１８－４１４１
ランチ月～金１１：３０～１４：００

ディナー月～土１７：００～２４：００
日

32 柏庵 飲食業 東京都大田区大森北１－２９－１大森柏庵ビル１F ３２９８－００２２ １１：００～２１：００
日・祝祭日の月曜

(月曜以外の祝祭日は営業)

33 和旬楽酒　楠 居酒屋 東京都大田区大森北１－２９－１６第６ミヤモトビル１F ３７６２－８９００ １７：００～２３：００
日・祝祭日の月曜

(月曜以外の祝祭日は営業)

34 好乃寿司 飲食業 東京都大田区中央４－２８－２ ３７７２－８４５１
１１：３０～１４：００
１７：００～２３：００

水

35 地の酒　しん 居酒屋 東京都大田区千鳥１－１８－８ ６４１０－２９９２ １７：３０～２４：００
日・祝祭日の月曜

(月曜以外の祝祭日は営業)

36 居酒屋　まこと 東京都大田区大森南２－３－２１ ３７４５－００６６ １７：００～２４：００ 日

37 すし処　さいしょ 飲食業 東京都品川区大井４－１３－１４ ５７０９－０５７２
火～土１７：３０～２３：００
日祝１７：００～２２：００

月

38 ダノイ日本橋 飲食業 東京都中央区日本橋本町３－５－１　B１F ６２２５－２４４９
月～金１１：３０～１５：００、７：３０～２２：００

土１１：３０～１５：３０、１７：３０～２１：００
日・祝

39 ダノイ高輪 〃 東京都港区高輪４－７－６　１F ３４４０－４４２４
月～金１２：００～１５：００、１７：３０～２２：３０

土・日・祝１２：００～１５：３０、１７：３０～２２：３０
第１月曜

40 もつ焼マーちゃん 〃 東京都港区港南２－２－２ ３４７１－５０２７ １７：３０～２３：００ 土・日・祝

41 オストレア　新橋店 〃 東京都港区新橋２－１０－１カシマビル１F ５５１０－５２５５
月～金１１：３０～１４：３０、１６：００～２４：００

土・日・祝１６：００～２３：００
無休

（年末年始を除く）

42 だら毛 〃 東京都品川区大井６－２８－２だら毛ビル１～４F ３７６２－９５５１
ランチ月～土１１：３０～１３：３０

ディナー月～金１７：００～２３：００
土・日・祝１７：００～２２：００

無休

43 走り長屋 〃 東京都品川区大井６－２４－４　B1F ３７６２－１４１４
ランチ月～金１１：３０～１３：３０

ディナー月～金１７：００～２３：００
土１７：００～２２：００

日・祝

44 やす家 〃 大田区山王３－１８－２４ ３７７３－３４５６ １９：００～翌３：００ 水  

 




