
店舗住所 商号・名称 ＴＥＬ 店舗住所 商号・名称 ＴＥＬ 店舗住所 商号・名称 ＴＥＬ

上巻1-11 酒膳　松乃 87-1627 酒見713-2 寿楽 090-6635-2304 榎津734-1 デリ＆カフェ　グラニーズ 88-8420

上巻436-4 アジアンキッチンタージ 85-7945 酒見813-3 味のいわちゃん 87-2227 榎津483-7 とり幸 86-4781

榎津150-3 串焼居酒屋　味の庄屋 86-4867 酒見856 魚と黒豚の店　魚魚 86-8370 榎津948-15 ホルモンヤ　永楽軒 86-5569

榎津156-4 多国籍居酒屋　しんみせ 87-3272 酒見512 まんま巴奈 86-4985 小保121-1 とあるパリの街角パン屋　パリ・モンスリー 87-6919

榎津159 すし処　右京 86-5898 酒見141-13 やきとり太郎 88-0780 新田30-1 まるひろ酒唐揚店 87-7122

榎津310-14 Dｉｎｉｎｇ　Ｓｔｏｖｅ 86-6100 酒見286-15 辛麺　居酒屋　うぐいす 85-8878 一木715-5 こだわり弁当　新田店 89-1606

榎津548 酢リストランテショウブン 88-1535 酒見141-21 ゑん 88-8721 向島1654 とり商　わか菜 87-4731
榎津734-1
土井ビル1F 中国屋 87-4891 酒見1-3 からあげ大将 88-1829

榎津773-4 居酒屋　笑 86-7444
酒見279-1　大川
中央ビル107 酒楽庵　鮮味 090-2858-0137

榎津834-1 福喜本店 86-5062
津6-2　シャルム
OKビル1F 炭火焼肉　つぼ家 87-0959

榎津838-2 柳屋 87-3120 津9-1 浜松屋 88-3818

榎津85-3 元祖　本吉屋 87-5653 津4-6 イタリア料理　マクシマン 87-8866
榎津111-13
第2東光ビル1F Supreme 86-5747

榎津895-1 彦寿し 87-7272 津731-1 海人 88-3931
榎津111-13
第2東光ビル1F スナック　アリス 86-5169

榎津78-30 Bar　Lazos 090-5471-6484 中古賀232-2 鮨川 87-5717 榎津124-3 ジャパン 88-1680

榎津83-2 幸姫 88-2357 中古賀233 蓮 86-3955 榎津124-3 タータン 88-2202

榎津948-8-2 味処　丸安 86-3363 中八院153-2 炭焼　次男坊 88-9749
榎津149-1
東光ビル1F スナック　蓮華 86-7030

榎津315-12 東すし 86-4311 中八院153-7 はつ美寿し 88-3356 榎津78-28 スナック　ほのか 090-1366-6080

榎津145-2 Bistro　chouchou 85-9370 幡保122-3 銀亭 88-2508
榎津111-13
第2東光ビル103号 花月 86-2418

榎津325-28-1F あだち珈琲＋カフェコロイコ 090-2963-5615 三丸1755-2 福喜別館 89-6080 榎津78-8 ラウンジ・ナナ 87-1727
榎津325-2
ヴィラベルディ2F オステリア　ラルバ 85-9471 一木776-5 さんすい亭 86-7387 榎津826 スナック　道 87-4637

榎津776 酒処　えん 090-9391-8995 一木621-16 幸陽軒 87-0572 榎津783-1 コミュニティスナック　さとみん 090-6019-9102

榎津709-3 馳走　旭松 86-3233 向島1265-4 玉寿司 86-2800
榎津111-13
第2東光ビル2F スナック　杏 86-9388

榎津144-5 ぎおん太鼓 86-4848 向島1370-5 右近本店 87-2332 榎津149-1 ラウンジ　フルール 86-6077

榎津63-10 鉄板ダイニング　晴れる家 87-0990 向島1463-4 パンダ亭 86-3080 榎津78-26 スナック　スマイル 090-7395-2324

榎津20-1 居酒屋　珍竹林 86-4715 向島1714 焼鳥九十九 87-0829 榎津78-17 snack lounge AKARI 080-3996-6710

榎津78-16 Ｂａｒ　SOL 090-2395-1531 向島1943-7 きよ家 87-5157 酒見512-1 メンバーズ　ゆめくらぶ 87-5955

榎津78-24 マジックバー　レグルス 080-3188-6429 向島2078 新美勢本店 86-2643 酒見107-4 スナックふぁいん 090-1167-6774

榎津89-4 串ともも焼き　まぼ家 86-2088 向島1484 香味　きくの雫 86-8855 酒見107-4 スナックニューコスモ 87-7452

上白垣179-2 居酒屋　英・英 88-2337 向島1698-5 船頭寿司 86-3665 向島1370-7 スナック　さくら 87-8383

下林544-1 くつろぎ処　居酒屋　暖 85-7995 向島2222 料亭　三川屋 87-3155 向島1370-7 花みず木 090-8839-5601

酒見302-5 オリーブ 86-2026 向島1602-6 味どころ　比さ古 86-5705

酒見332-8 みそや　仁房 080-3220-8119 向島1372 からあげの多なか 88-2484

酒見510 割烹　まさ 87-4615 向島2525-2 カフェ　テラッツァ（大川テラッツァ） 87-0923

酒見515-2 レストラン　バー　ｃｒｕ 86-8283 【有効期限】令和２年１０月３１日(土)まで！

持ち帰り店

☆令和２年８月２５日時点☆

飲　食　店

スナック


