のご案内

2018年 1月現在

東 京

ヱビスバー 銀座二丁目店
和食・うま酒 入母屋 ギンザ・グラッセ店

中央区銀座2-5-7 GM2ビルB1F
中央区銀座3-2-15 ギンザ・グラッセ9F

海鮮居酒屋おおーい北海道 長万部酒場 銀座店

中央区銀座3-7-12 王子不動産銀座ビルB1F

銀座ライオン GINZA PLACE店

中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE B1-B2

ビヤホールライオン 銀座七丁目店

中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル1-2F

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 銀座七丁目店

中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル3F

和食・うま酒 入母屋 銀座七丁目店

中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル4F

音楽ビヤプラザ ライオン 銀座店

中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル5F

ヱビスバー 銀座コリドー街店

中央区銀座8-2先 銀座コリドー街1F

グランポレールワインバー銀座コリドー街店

中央区銀座8-2先 銀座コリドー街1F

銀座ライオン 新橋店

港区新橋1-15-5ペルサ115 １-３F

ビヤケラー東京 新橋店
そば割烹 安曇野庵 新橋店

港区新橋2-19-10 新橋マリンビルB1
港区新橋2-15-18 新橋PLAZA T2ビル1-2F

プライベートダイニング 点（ともる） 有楽町店

千代田区有楽町2-3-5 ORE有楽町4F

ビヤダイニング銀座ライオン 汐留店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 霞が関ビル店

港区東新橋1-5-3 旧新橋停車場内
千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 霞ダイニング1F

銀座ライオン 霞が関コモンゲート店
ヱビスバー 霞が関コモンゲート店

千代田区霞が関3-2-5 霞が関コモンゲート アネックス2F
千代田区霞が関3-2-5 霞が関コモンゲート アネックス2F

銀座ライオン 山王パークタワー店

千代田区永田町2-11-1 山王パークタワービルB1F

銀座ライオン 青山一丁目店※
そば割烹 安曇野庵 青山一丁目店

港区南青山1-1-1 新青山ビルヂング西館B1F
港区南青山1-1-1 新青山ビルヂング東館B1F

銀座ライオン 北千住店

足立区千住2-62 大東通運ビルMB1F

銀座ライオン 上野西郷会館店

台東区上野公園1-57 上野公園西郷会館B1F

ヱビスバー 上野の森さくらテラス店

台東区上野公園1-54 上野の森さくらテラス1F

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 秋葉原駅前店
銀座ライオン 秋葉原ラジオ会館店

千代田区外神田1-18-18 秋葉原駅前プラザビル7F
千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館 B1F

銀座ライオン 日本橋室町店

中央区日本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビルB1F

銀座ライオン 八重洲地下街店

中央区八重洲2-1 八重洲地下街中4号

銀座ライオン 丸の内センタービル店

千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルB1F

くつ炉ぎ・うま酒・かこいや 丸の内オアゾ店

千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル3F

銀座ライオン LEO TEKKO avenue店

千代田区丸の内1-8-2 B1F TEKKO avenue

ヱビスバー 黒塀横丁店

千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口B1F 黒塀横丁内

くつ炉ぎ・うま酒・かこいや 丸の内二丁目店

千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルB1F

ガストロパブ クーパーズ 丸の内二丁目店

千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルB1

銀座ライオン 大手町ファーストスクエア店

千代田区大手町1-5-1 ファーストスクエアビルB1F

銀座ライオン 大手町ビル店

千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂングB2F

海鮮居酒屋おおーい北海道 別海町酒場 新大手町ビル店

千代田区大手町2-2-1 新大手町ビルB1F

ヱビスバー 御茶ノ水店

千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティB1F

ヱビスバー 東京ドームシティ店

文京区後楽1-3-61 黄色いビル2F

ヱビスバー 神楽坂店

新宿区神楽坂2-6 PORTA神楽坂2F

新宿ライオン会館

新宿区新宿3-28-9 新宿ライオン会館B1-6F

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 新宿ユースビル店

新宿区新宿4-1-9 新宿ユースビル5F

銀座ライオン 新宿センタービル店

新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルB1F

安具楽 新宿センタービル店

新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルB1F

銀座ライオン 新宿エルタワー店
和食・うま酒 入母屋 新宿エルタワー店

新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワーB2F
新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワーB2F

ヱビスバー 新宿アイランドタワー店

新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワーB1パティオ

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 池袋東口店
ビヤホールライオン 池袋東口店

豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうビル3F
豊島区南池袋1-26-9 池袋東口 第2MYTビルB1F

ザ・キッチン銀座ライオン ルミネ池袋店
ビヤホールライオン 池袋西口店

豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋8F
豊島区西池袋1-10-8 サングロウビルB1F

銀座ライオン 渋谷マークシティ店

渋谷区道玄坂1-12-5 渋谷マークシティ ウエスト4F

銀座ライオン 恵比寿ガーデンプレイスグラススクエア店
銀座ライオン アトレ恵比寿店

渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスB1F グラススクエア
渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿6F

惠比壽ビヤホール
ワインハウス ピクニッククラブ

渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビルB1F
品川区大崎1-6-5 大崎ニューシティ5号館2F

ヱビスバー 大崎店
銀座ライオン ゲートシティ大崎店

品川区大崎1-6-5 大崎ニューシティ5号館2F
品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎B1F

銀座ライオン 品川インターシティ店

港区港南2−15−2 品川インターシティ B1F

留萌マルシェ 品川イーストワンタワー店
銀座ライオン 羽田空港店

港区港南2-16-1 品川イーストワンタワーB1F
大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナルビル1F

銀座ライオン 羽田マーケットプレイス店
銀座ライオンLEO 吉祥寺PIATTO店

大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナルビル5F
武蔵野市吉祥寺南町1-5-3 KICHIJOJI PIATTO B1F

※銀座ライオン 青山一丁目店はリニューアルのため休業中。４月上旬に新たに開店を予定しております。

千

葉

サッポロビール千葉ビール園

03-3561-5234
03-5524-1518
03-5524-5311
03-3571-5371
03-3571-2590
03-3571-5607
03-3571-5570
03-3573-5355
03-3573-6501
03-3575-5222
03-3591-5511
03-3569-6088
03-5157-3266
03-5568-7260
03-5568-7536
03-3595-3088
03-5501-1101
03-5501-1121
03-3539-3615
03-5770-3617
03-5412-1386
03-5284-5781
03-5817-3631
03-5812-0226
03-3526-4671
03-5298-5155
03-5201-3200
03-6214-3636
03-5293-5036
03-5288-7909
03-6212-2870
03-5220-4030
03-5288-7895
03-5288-7896
03-3217-1736
03-5220-2836
03-3272-2033
03-5296-0201
03-5804-8878
03-5225-6080
03-3352-6606
03-5312-0338
03-3344-5631
03-3348-0455
03-3343-3636
03-5909-3521
03-6911-3551
03-5949-3811
03-5979-7080
03-5954-8282
03-5951-3614
03-5428-3612
03-5424-1271
03-5791-7871
03-3719-0557
03-5759-8448
03-3779-9321
03-5437-5936
03-5461-7836
03-6718-2919
03-5757-9090
03-5757-9130
0422-79-9602

埼

船橋市高瀬町2 サッポロビール千葉工場内

047-436-4388

さいたま市大宮区大門町1-17-8 いろはビル1F
さいたま市中央区新都心10 けやきひろば内
川口市栄町3-5-1 そごうデパート3F

048-640-7380
048-600-3731
048-254-8001

横浜市西区南幸1-5 相鉄ジョイナスB2F
横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル11F
横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館3F
横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館3F
川崎市川崎区駅前本町26-2-2016
横浜市港北区篠原町２９３７番地 キュービックプラザ新横浜 １F（別館）
小田原市栄町2-1-2 トザンイースト2F

045-311-4581
045-442-0636
045-226-1961
045-226-1962
044-220-5535
045-472-6361
0465-23-2281

栃木県那須郡那須町高久甲4453-49 サッポロビール那須工場内
栃木県宇都宮市宮園町5-4 東武宇都宮百貨店8F
長野県松本市深志2-3-7 松本食文化会館4F
静岡県静岡市葵区黒金町47番地 アスティ静岡西館

0120-742-150
028-614-3921
0263-33-8178
054-273-8458

札幌市中央区南2条西2-7 サッポロビルB1-4F
札幌市中央区大通西2 さっぽろ地下街オーロラタウン内
札幌市北区北6条西4-3-1 札幌駅内パセオB1F
札幌市中央区北5条西4 JR札幌駅南口広場地下街アピア西館
札幌市中央区南4条西5-1 レストランプラザ札幌2F
札幌市中央区南4条西3丁目2-1 N-PLACEビル2F
札幌市中央区北2条東4 サッポロファクトリー内 レンガ館1F
恵庭市戸磯542-1 サッポロビール北海道工場内
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

011-251-1573
011-231-2771
011-213-5751
011-209-3525
011-562-2000
011-522-0776
011-207-5959
0123-33-1740
0123-45-6330

仙台市青葉区一番町3-3-6 星和仙台ビルB1F
仙台市青葉区中央3-6-10 マックスマクタビル6F
名取市手倉田字八幡310-1 サッポロビール仙台工場内

022-261-7770
022-212-6355
022-384-9301

名古屋市千種区千種2-24-10
名古屋市中村区名駅1-1-4（名古屋駅構内 名古屋うまいもん通り内）
名古屋市中村区名駅3-14-15 メイチカ一番街内
名古屋市中村区名駅3-14-15 メイチカ一番街内
名古屋市中村区椿町15-2 ミタニビル8F
名古屋市中村区名駅3-15-11 Ｍ三ダイニングビル3Ｆ
名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋ビルB1F
名古屋市中区栄3丁目4番6号先
名古屋市熱田区金山町1-4-6 アルティメイト金山7-8F
名古屋市中村区名駅1-１-１ KITTE名古屋B1F

052-741-0211
052-583-8020
052-551-3256
052-533-8401
052-459-7881
052-533-9338
052-218-2170
052-959-3200
052-678-3103
052-589-8223

京都市南区東九条西山王町31 京都駅前アバンティB1F
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町88 K･I四条ビルB1F
京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路590-2 京都ヨドバシ１F
大阪市中央区城見2-1-61 ギャラリーツイン21 3F
大阪市北区角田町梅田地下街2‐9 ノースモール2
茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F
泉南郡田尻町泉州空港中1 関西国際空港第1ターミナルビル2F町家小路内
泉南郡田尻町泉州空港中11 関西国際空港第2ターミナルビル1F
広島市南区松原町2-37 アッセ広島駅ビル西側2F
広島市南区松原町3番1号 EKICITY HIROSHIMA 1階
福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多9F

075-671-8931
075-211-8599
075-353-2201
06-6946-0481
06-6131-0220
072-645-5590
072-456-6455
072-455-4501
082-261-0036
082-568-0304
092-433-3022

玉

銀座ライオン 大宮東口店
銀座ライオン さいたま新都心店
銀座ライオン 川口店
神奈川

ビヤホールライオン 相鉄店
銀座ライオン 横浜スカイビル店
BEER NEXT 横浜赤レンガ倉庫店
ガストロパブ クーパーズ 横浜赤レンガ倉庫店
ヱビスバー 川崎アゼリア店
ヱビスバー キュービックプラザ新横浜店
銀座ライオン 小田原トザンイースト店
栃木・長野・山梨・静岡

那須 森のビール園
ザ・キッチン銀座ライオン 東武宇都宮店
中華料理 翠香園 松本店
銀座ライオン アスティ静岡店
北海道

ビヤホールライオン 狸小路店
銀座ライオン 大通地下街店
銀座ライオン 札幌パセオ店
ヱビスバー 札幌アピア店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや すすきの店
しゃぶ十勝すすきの Nプレイスビル店
ビヤケラー札幌開拓使
レストラン「ヴァルハラ」 北海道工場店
北海道フードビヤレストラン 銀座ライオン 新千歳空港フルール店

宮 城
銀座ライオン 一番町店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 仙台駅前店
サッポロビール 仙台ビール園
名古屋

名古屋ビール園 浩養園
ヱビスバー名駅店
銀座ライオン 地下鉄名駅店
そば割烹 安曇野庵 地下鉄名駅店
プライベートダイニング 点（ともる） 名駅太閤口店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名駅三丁目店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名古屋伏見店
銀座ライオン サカエチカ店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名古屋金山店
CRAFT BEER KOYOEN KITTE名古屋店
京都・大阪・兵庫・広島・福岡

銀座ライオン 京都アバンティ店
銀座ライオン 京都四条烏丸店
ヱビスバー 京都ヨドバシ店
銀座ライオン 大阪ツイン21店
ヱビスバー ホワイティうめだ店
GARDEN TERRACE LION 立命館いばらきフューチャープラザ店
ヱビスバー 関西国際空港T1店
銀座ライオン DEPARTURE 関西国際空港店
銀座ライオン 広島駅ビル店
ヱビスバー エキシティ広島店
銀座ライオン KITTE博多店

詳しい店舗情報はHPをご覧ください！

銀座ライオン
http://www.ginzalion.jp/

検索

