
ジャンル 店名 電話番号 所在地

旅行業 JTB 丸の内店 03-6737-9281 千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング

鰻割烹 伊豆栄 03-3581-7093 千代田区永田町1-11-28クリムゾン永田町ビル1F

うなぎ料理 山の茶屋 03-3581-0585 千代田区永田町2-10-6

飲食店 赤坂スクエアダイニング 03-3580-3904 千代田区永田町2-14-3　赤坂エクセル東急3F

ジャンル 店名 電話番号 所在地

そば 長寿庵 03-3263-0026 千代田区隼町2-15

ラ－メン 大千元 03-3234-0003 千代田区隼町3-12

中華 萬来軒 03-3261-6822 千代田区平河町1-1-1

そば処・酒処 暖 03-5214-6520 千代田区平河町1-3-2リリエンハイム1F

うなぎ 中志満 03-3234-0361 千代田区平河町1-3-2

飲食業 南州酒場てげてげ 03-5216-3334 千代田区平河町1-3-8平河町プラザ1F

フランス料理 オ－・プロヴァンソ－ 03-3239-0818 千代田区平河町1-3-9

珈琲専門店 紀尾井茶房 03-3265-8930 千代田区平河町1-4-11はらだビル1Ｆ

寿し店 幸寿司 03-3264-0474 千代田区平河町1-7-1ライオンズマンション平河町W

弁当販売 かさい 03-3288-7675 千代田区平河町1-8-8桔梗ライオンズマンション平河町1F

居酒屋 オーシャン 03-6261-6234 千代田区平河町2-6-4海運ビルB1

ラ－メン屋 ＩＢＵＫＩ－つけめん　ＤＩＮＩＮＧ　 03-3221-7303 千代田区麹町1-5-4ライオンズプラザST半蔵門

焼肉店 巨牛荘　半蔵門店 03-3221-1129 千代田区麹町1-5-4

和食店 (有)やくしま 03-3263-7747 千代田区麹町1-6-3クレール麹町ビル

和菓子⊃製造販売 一元屋 03-3261-9127 千代田区麹町1-6-6

甘味喫茶 麹町甘味　おかめ 03-5275-5368 千代田区麹町1-7-25フェルテ麹町1Ｆ

山形県郷土料理 おば古 03-3261-4686 千代田区麹町1-8

喫茶 カフェ　キングストン 03-3261-9454 千代田区麹町1-8-6

洋菓子・パン・喫茶 ハナコウジ 03-3263-0184 千代田区麹町1-8-8グランドメゾン麹町1F

中国料理 三貴苑 03-3234-1247 千代田区麹町1-8-8グラントメゾン麹町1F

焼肉 焼肉コスパ 080-5194-5560 千代田区麹町2-4-16ライオンズマンション桔梗B1

和食 麹町　おおいし 03-3264-0086 千代田区麹町2-5-3ライオンズマンション麹町B1

米穀販売 米マイスタ－麹町有限会社 03-3261-3960 千代田区麹町2-6-10麹町フレッツ1F

天ぷら割烹 天重本店 03-3261-2165 千代田区麹町2-7

飲食業 とんかつ　いけだ 03-3262-4434 千代田区麹町2-14

ステ－キ ＴＥＸＡＳ 03-3234-4489 千代田区麹町2-14-2麹町パレスB1

居酒屋 もっきんば-ど 03-3239-7003 千代田区麹町2-2-21第2多七ビル1F

飲食店⊃カレ－ 日乃屋カレ－半蔵門店 03-3261-4511 千代田区麹町2-2-30久保轟ビル1F

和菓子販売 株式会社　鼓月　東京本店 03-5211-5110 千代田区麹町3-1-7東京ビル1F

カフェ ドト－ルコ－ヒ－ 03-3264-7566 千代田区麹町3-4啓ビル1F

うなぎ 秋本 03-3261-6762 千代田区麹町3-4-4

弁当販売 おおたにや 03-3262-6597 千代田区麹町3-4-5トラスティ麹町ビル1F

ネパ－ルレストラン スパイス　ＨＵＢ 03-3556-8140 千代田区麹町3-4-7啓ビルB2F

日本料理 ながおか 03-3262-8295 千代田区麹町3-5柳田ビル1F

日本料理 あさ乃 03-3263-5161 千代田区麹町3-7-10

洋菓子⊃製造販売 パティシェ・シマ 03-3239-1031 千代田区麹町3-12-4麹町KYビル1F

洋食レストラン 青山からす亭 03-3239-8636 千代田区麹町3-12-12麹町Ｍビル1F

天ぷら専門店 天真 03-3222-1588 千代田区麹町3-12-14麹町駅前ヒルトップ2F

寿司店 鮨　今よし麹町 03-6272-4296 千代田区麹町4-1セリエビルB1

米・弁当販売 お米のこばやし 03-3261-2246 千代田区麹町4-1

ワインレストラン ル・マリア－ジュ 03-3239-5988 千代田区麹町4-2-12ク－アハウスビルB1

日本そば 富士見庵 03-5275-3082 千代田区麹町4-3麹町富士ビルB1

レストラン ＫＩＣＨＥＮ　ＢＡＲ　ＴＡＩＲＡ 03-3263-6774 千代田区麹町4-3-1麹町富士ビルB1

居酒屋 味彩酒房　仁 03-3234-2566 千代田区麹町4-3-1TﾋﾞﾙB1

カフェ・バー Ｃａｆｆｅ　Ｂａｒ　アットン 03-6272-9904 千代田区麹町4-5-10麹町アネックス1F

ちよだ夢ハガキ事業　加盟店名簿（2021年11月15日更新）

実施団体
千代田区商店街連合会・千代田区商店街振興組合連合会、麹町料飲組合連合会

神田料理飲食業組合連合会、神田スポーツ店連絡協議会、千代田観光まちづくり実行委員会

ちよだ夢ハガキ加盟店一覧（2021年10月11日まで申込分）　追加加盟店・辞退店は別途記載しています。

丸の内～永田町エリア

麹町～番町エリア



飲食店 カフェ　マリ－ナ 03-5213-9839 千代田区麹町4-8髙善ビル

ラ－メン 福寿 03-3261-6050 千代田区麹町4-8高善ビル1F

飲食店 黒うさぎ 03-3263-2188 千代田区麹町4-8-1麹町クリスタルシティ東館B1

軽飲食 cafe’ITUKI　樹 03-3261-3364 千代田区麹町4-8-1麹町クリスタルシティ東館B1

ｱｼﾞｱﾝﾞ料理 アジアンスマイル麹町店 03-6380-9565 千代田区麹町4-8-1麹町クリスタルシティ東館B1

中華 晴華 03-3264-5369 千代田区麹町5-3岡田ビル

飲食店 魚魚や　鯛一 03-6380-9878 千代田区麹町5-3-4麹町秋山ビル1F

スタンドバ－ スタンドバ－　ＳＡＫＡＧＵＣＨＩ 03-3239-0222 千代田区麹町6-6-7

酒販店 相模屋 03-3261-8966 千代田区一番町6-8相模屋本社ビル

天ぷら 天重支店 03-3261-4048 千代田区一番町10-8一番町ウエストビルB1

パン販売 シェ・カザマ 03-3263-2426 千代田区一番町10-8一番町ウエストビル1F

居酒屋 伊蔵　半蔵門店 03-6256-8415 千代田区一番町10-8一番町ウエストビル1F

寿司 すし処麹町みやこ 03-6312-8030 千代田区一番町10-10相模屋第三ビル

喫茶レストラン カフェテラス　壱番館 03-3263-5690 千代田区一番町15

パンケ－キ屋 ＴiMi 03-6272-4968 千代田区一番町15-20一番町フェニックスビル1F

お好み焼き 文字平 03-3239-2566 千代田区二番町1番町ハイム1Ｆ

飲食店 アジャンタ麹町 03-3239-6168 千代田区二番町3-11 VORT二番町1F・2F

飲食店 デニ－ズ二番町店 03-3261-5236 千代田区二番町8-8

日本そば 番町　松月庵 03-3237-8171 千代田区二番町11-7

レストラン (株)レストランモア 03-3265-9966 千代田区二番町11-9ダイヤパレス二番　611号

アメリカ料理 トニーローマ三番町店 03-3262-3440 千代田区三番町6-4 ﾗ･ﾒｰﾙ三番町1F

中華料理 光華亭 03-3262-4688 千代田区三番町18

看板製作業 (有)こうの看板工房 03-3261-0312 千代田区三番町18-2

イタリア料理 ピ－タ－ス 03-3239-5513 千代田区三番町18-19アルテビル三番町1F

理容室 スタイルラブ 03-3222-0340 千代田区三番町20-2 三番町ﾊﾟｰｸﾗｲﾌ1F

スポーツ店 (有)フチガミ 03-3239-6145 千代田区三番町24

理容室 番町髪処 03- 3265-3530 千代田区五番町4-19 幸ビル1F

金融機関 興産信用金庫市ヶ谷支店 03-3234-3211 千代田区五番町5

レストラン 葡萄の木 03-3262-9985 千代田区五番町5-1-0第８田中ビルB1

お好み焼 かりん 03-3261-6328 千代田区六番町1山陽六番町ビルB1

日本料理 季節料理　根本 03-3264-8245 千代田区六番町1-2三井ビル2F

カレー スパイスＨＵＢ六番町店 03-6272-9120 千代田区六番町1-2六番町会館1階

和食 五色ＧＥＭＳ市ヶ谷店 03-6272-4020 千代田区六番町4-3ＧＥＭＳビル5F

居酒屋 雅屋 03-6261-0961 千代田区六番町15-2鳳翔ビルB2

飲食店 レストラン　エフ 03-3266-8116 千代田区六番町15


