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レストラン名 都道府県 住所 TEL ランチ価格 ディナー価格

1 RESTAURANT L'enfant qui rêve 北海道 札幌市東区モエレ沼公園1-1 ガラスのピラミト内 011-791-3255 ¥5,000 ¥5,000

2 レストラン唐草館 北海道 函館市青柳町21-23 0138-24-5585 ¥2,500 ¥5,000

3 ルアン NIPPONIA HOTEL 函館 港町 北海道 函館市豊川町11-8 0120-210-289 ディナーのみ ¥8,000

4 BISTRO HAKU 北海道 函館市本通1-7-18 0138-53-8486 ¥2,500 ¥5,000

5 Restaurant La Cheminée 北海道 小樽市花園町１-11-17 0134-33-1885 ディナーのみ ¥5,000

6 グリル 銀鱗荘 北海道 小樽市桜1-1 銀鱗荘 0134-54-7013 ¥5,000 ¥8,000

7 レストラン マッカリーナ 北海道 虻田郡真狩村字緑岡172-3 0136-48-2100 ¥5,000 ¥8,000

8 Bistro 清水亭 北海道 札幌市中央区狸小路7丁目  タヌキスクエア 1F 011-233-5106 ディナーのみ ¥5,000

9 ノーザンテラスダイナー（札幌グランドホテル） 北海道 札幌市中央区北1条西4 札幌グランドホテル東館 1F 011-261-3376 ¥5,000 ¥8,000

10 レストランMINAMI 北海道 札幌市中央区北2条西4-1 赤れんがテラス 4F 011-252-3471 ¥8,000 ¥8,000

11 降っても晴れても モリエールカフェ 北海道 札幌市中央区北6条西4-3-3 六花亭本店 9F 011-221-2000 ¥2,500 ¥5,000

12 La Brique 北海道 札幌市中央区北二条東4 サッポロファクトリー レンガ館 1F 011-206-8129 ¥5,000 ¥8,000

13 TATEOKA TAKESHI 北海道 札幌市中央区南3条西2 KT3条ビル 1F 011-232-2022 ディナーのみ ¥8,000

14 Les KaneKIYOs 北海道 札幌市西区琴似2条1-3-5 玉田ビル クロスロード琴似 1F 011-213-9200 ¥5,000 ¥5,000

15 AGRISCAPE 北海道 札幌市西区小別沢177 011-676-8445 ¥8,000 ¥8,000

16 オーベルジュ・ド・リル サッポロ 北海道 札幌市中央区南1条西28-3-1 011-632-7810 ¥5,000 ¥8,000

17 フランス料理 ル・ジャンティオム 北海道 札幌市中央区南4条西8 サンプラーザ札幌 1F 011-531-2251 ¥5,000 ¥8,000

18 フレンチレストラン バンケット 北海道 札幌市中央区南4条西18-2-23 ピュアコート円山 1F 011-562-1221 ¥8,000 ¥8,000

19 L’ORANGE 北海道 札幌市中央区南5条西3-1 5･3BLD 2F 011-213-0803 ディナーのみ ¥5,000

20 イルドフランス 北海道 札幌市中央区界川2-7-6 011-561-0073 ¥5,000 ¥8,000

21 Molière 北海道 札幌市中央区宮ヶ丘2-1-1 ラファイエット宮ヶ丘 1F 011-631-3155 ¥8,000 ¥8,000

22 タテルヨシノ　ポルトムインターナショナル北海道 北海道 千歳市美々新千歳空港国際線 旅客ターミナルビル4F 0123-45-6071 ¥5,000 ¥8,000

23 2Plats 北海道 旭川市神楽6条8-5-3 0166-74-8133 ¥5,000 ¥8,000

24 RESTAURANT ASPERGES 北海道 上川郡美瑛町大町2-6 「美瑛選果」内 0166-92-5522 ¥2,500 ¥5,000

25 Restaurant bi.blé 北海道 上川郡美瑛町北瑛第2 レストラン Bi.Blé 0166-92-8100 ¥2,500 ¥8,000

26 Creatif japonais francais 信田流 北海道 釧路市川上町4丁目2番地1 ロイヤルシティコート1階 0154-64-6645 ディナーのみ ¥5,000

27 ガストーラ 北海道 釧路市愛国東4-6-4 0154-64-5066 ¥2,500 ¥5,000

28 Sous-sus 秋田県 秋田市大町1-2-40 あくらフォー・スクエア・ハウス　B-1 018-853-7614 ¥2,500 ¥5,000

29 フランス料理おいしんぼ 秋田県 秋田市八橋本町1-1-48 018-864-1072 ディナーのみ ¥5,000

30 Remède nikaho 秋田県 にかほ市平沢家ノ後49-1 0184-74-7065 ¥8,000 ¥8,000

31 Le cafe Printanier 秋田県 横手市十文字町字通町3-7 0182-42-0431 ¥5,000 ¥8,000

32 Bon courage 岩手県 盛岡市開運橋通1-41 019-681-3434 ¥2,500 ¥5,000

33 フランス料理 モン・フレーブ 岩手県 盛岡市盛岡駅前北通2-27 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 019-625-6262 ¥5,000 ¥8,000

34 comfort dining DADA 岩手県 盛岡市向中野7-18-1 2F 019-601-6670 ¥2,500 ¥8,000

35 Chez mura bleu lis 岩手県 盛岡市神明町10-10 019-601-5205 ¥5,000 ¥5,000

36 レストラン＆カフェ プチ・フランセ 岩手県 一関市三関字仲田35-1 0191-21-4476 ¥2,500 ¥2,500

37 ロレオール田野畑 岩手県 下閉伊郡田野畑村明戸309-5 080-9014-9000 ¥5,000 ¥5,000

38 dining villa 青森県 青森市本町3-4-11 はままち団地 1F 017-777-2332 ¥2,500 ¥5,000

39 レストラン カシー［Cassis］ 青森県 青森市松森3-20-52 017-764-0331 ¥5,000 ¥5,000

40 La Maison Pot d'Etain 青森県 八戸市番町2 0178-22-3383 ¥5,000 ¥5,000

41 cuisine française Yui 青森県 八戸市田向５丁目31－18 0178-32-6538 ¥2,500 ¥5,000

42 ボワラ 青森県 八戸市湊高台3-1-9 0178-80-7558 ¥5,000 ¥5,000

43 シェ・アンジュ 青森県 弘前市外崎2-7-1 0172-28-1307 ¥2,500 ¥5,000

44 レストラン山崎 青森県 弘前市親方町41 小田桐ビル 0172-38-5515 ¥2,500 ¥5,000

45 PETIT GREEN 福島県 郡山市駅前2-6-4 富士館ビル 1F 024-934-8899 ¥5,000 ¥8,000

46 なか田 福島県 郡山市清水台1-6-23 090-7563-4949 ディナーのみ ¥8,000

47 FRENCH STYLE La Shun 福島県 会津若松市亀賀藤原352 0242-32-2141 ディナーのみ ¥5,000

48 Restaurant la Raison 福島県 会津若松市西栄町7-21 0242-93-6355 ¥2,500 ¥8,000

49 Graal 宮城県 仙台市青葉区中央1-8-22 サンスクエア庄司ビル B1F 022-796-7898 ディナーのみ ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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50 L'osier D'or 宮城県 仙台市青葉区中央4-6-1 仙台国際ホテル 5F 022-268-1101 ¥8,000 ¥8,000

51 ホテルモントレ仙台　レストラン　エスカーレ 宮城県 仙台市青葉区中央4丁目1番8号 022-265-5502 ¥5,000 ¥8,000

52 レストラン セレニティ 宮城県 仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙台 2F 022-267-2104 ¥5,000 ¥5,000

53 レストランシェフ2 長命ヶ丘店 宮城県 仙台市泉区長命ヶ丘3-26-16 022-377-2470 ¥5,000 ¥8,000

54 Restaurant Chez Nous 宮城県 塩釜市海岸通7-2 022-365-9312 ¥5,000 ¥5,000

55 Restaurant Cache-Cache 宮城県 岩沼市土ケ崎2-2-17 0223-21-1011 ¥5,000 ¥5,000

56 Restaurant Deux Lapins 宮城県 岩沼市桜4-8-17 0223-23-5408 ¥5,000 ¥5,000

57 レストラン パ・マル 山形県 山形市七日町2-3-16 023-687-1099 ¥5,000 ¥8,000

58 Restaurant TAKANO 山形県 寒河江市本楯3-130-1 0237-86-0804 ¥2,500 ¥5,000

59 Restaurant Nico 山形県 酒田市亀ヶ崎3-7-2 0234-28-9777 ディナーのみ ¥5,000

60 Salle à manger F 福井県 福井市中央1-19-1 玉村第1ビル 1F 0776-25-0151 ¥5,000 ¥5,000

61 PETIT RESTAURANT CHEZ SAKAI 福井県 福井市田原1-7-10 シャトレ-田原 101 0776-29-1126 ¥2,500 ¥5,000

62 Restaurant Le Diamant Rose 福井県 福井市加茂河原1-2-8 0776-33-6751 ¥5,000 ¥8,000

63 グラン・シェフ クーゼー 福井県 福井市今市町40-1-1 ハーモニーホール福井敷地内 0776-38-8833 ¥5,000 ¥5,000

64 La PRÉÉMINENCE 石川県 金沢市北安江4-8-31 プレミナンスビル B1F 076-234-7701 ¥5,000 ¥8,000

65 NORIO TABLE 石川県 金沢市北安江4-8-31 プレミナンスビル 2F 076-234-7211 ¥5,000 ¥5,000

66 鉄板焼 川本 石川県 金沢市北安江4-8-31 プレミナンスビル 1F 076-234-7706 ¥5,000 ¥8,000

67 ジャルダン ポール・ボキューズ 石川県 金沢市広坂2-1-1 しいのき迎賓館 2F 076-261-1161 ¥8,000 ¥8,000

68 L'OSTAL 石川県 金沢市安江町17-28 北川ハイツ1F 076-260-7121 ディナーのみ ¥8,000

69 ラ・クロシェット 石川県 羽咋市柳田町ほ79-1 0767-23-4712 ¥5,000 ¥8,000

70 菜園レストラン 薪の音 富山県 南砺市野口140 0763-62-3255 ディナーのみ ¥5,000

71 espoir 新潟県 長岡市栃尾宮沢1705-18 0258-52-4811 ¥2,500 ¥5,000

72 醸す森【kamosu mori】 新潟県 十日町市松之山黒倉1879-4 025-596-2200 ディナーのみ ¥2,500

73 エリス 新潟県 上越市大町2-3-30 0255-26-5903 ¥5,000 ¥8,000

74 フランス料理 モナミピエロ 新潟県 新潟市中央区西堀通4-824-1 025-223-3940 ¥2,500 ¥5,000

75 オーベルジュ古町 新潟県 新潟市中央区古町通二番町669-2 ダイアパレス古町 1F 025-228-5242 ¥2,500 ¥8,000

76 Grand Kitchen 東京都 千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京 1F 03-3211-5364 ¥5,000 ¥8,000

77 Century Court 丸の内店 Restaurant Rosette 東京都 千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 B1F 03-3213-1711 ¥5,000 ¥8,000

78 BISTRO DOUBLE 東京都 千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 「iiyo（イーヨ）」 1F 03-6269-9730 ¥2,500 ¥5,000

79 Le beurre noisette 東京都 千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル 二重橋スクエア 1F 03-6275-6008 ¥5,000 ¥5,000

80 BRASSERIE AUX AMIS 丸の内 東京都 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 1F 03-6212-1566 ¥2,500 ¥5,000

81 レストラン ブラン ルージュ 東京都 千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル 2F 03-5220-0014 ¥8,000 ¥8,000

82 DRAWING HOUSE OF HIBIYA 東京都 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 6F 03-3519-3700 ¥5,000 ¥8,000

83 日比谷 松本楼 Bois de Boulogne 東京都 千代田区日比谷公園1-2 03-3503-1612 ¥5,000 ¥8,000

84 サンス・エ・サヴール 東京都 千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 35F 03-5220-2701 ¥8,000 ¥8,000

85 AUXAMIS TOKYO 東京都 千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 35F 03-5220-4011 ¥5,000 ¥8,000

86 Restaurant MonnaLisa 丸の内店 東京都 千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 36F 03-3240-5775 ¥5,000 ¥5,000

87 resonance 東京都 千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 2F 03-3215-7707 ¥5,000 ¥5,000

88 LE REMOIS 東京都 千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F 03-5228-8771 ¥2,500 ¥5,000

89 MAISON BARSAC 東京都 千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F 03-6268-0305 ¥2,500 ¥5,000

90 ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京 東京都 千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 12F 03-5218-2211 ¥5,000 ¥5,000

91 mikuni MARUNOUCHI 東京都 千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア アネックス 2F 03-5220-3921 ¥2,500 ¥5,000

92 神田仏蘭西料理 聖橋亭 東京都 千代田区外神田2-18-17 03-5209-8831 ¥5,000 ¥5,000

93 GARB pintino 東京都 千代田区神田錦町3-22 テラススクエア 2F 03-3233-0350 ¥2,500 ¥5,000

94 ダイニング 流 東京都 千代田区神田三崎町1-1-16 庭のホテル東京 1F 03-3293-1141 ¥2,500 ¥5,000

95 Restaurant Latin 東京都 千代田区神田錦町3-28 学士会館 1F 03-3292-0881 ¥5,000 ¥5,000

96 chez Olivier 東京都 千代田区九段南4-1-10 1F 03-6268-9933 ¥5,000 ¥8,000

97 Aux Provençaux 東京都 千代田区平河町1-3-9 ブルービル別館 1F 03-3239-0818 ¥5,000 ¥5,000

98 セ　シュエット 東京都 千代田区平河町1-5-13 平河町UTビル B1F 03-6272-4257 ¥2,500 ¥5,000

99 Le FAVORI 東京都 千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 3F 03-6272-3734 ¥8,000 ¥8,000

100 ダイニング・カフェ「ベルテンポ」 東京都 千代田区飯田橋3-10-8 ホテルメトロポリタンエドモント 03-3237-7114 ¥2,500 ¥5,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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101 オステルリーラベイ 東京都 中央区東日本橋2-27-4 B1F 03-3863-2552 ¥8,000 ¥8,000

102 ラブーシュリーグートン 東京都 中央区日本橋富沢町10-15 勢州屋本店ビル 1F 03-6661-1156 ディナーのみ ¥5,000

103 la Sucette 東京都 中央区日本橋大伝馬町1-7 日本橋ノースプレイス 1F 03-6661-9706 ¥2,500 ¥5,000

104 French Bar St.Pierre 東京都 中央区日本橋人形町2-16-3 Vビル　1F 03-3669-2335 ディナーのみ ¥2,500

105 BARBE 東京都 中央区日本橋人形町2-23-7 水野ビル 1F 03-6667-0281 ¥2,500 ¥5,000

106 サクレフルール日本橋 東京都 中央区日本橋本町2-2-5 日本橋本町2丁目ビル 1F 03-3278-3323 ¥2,500 ¥5,000

107 Neki 東京都 中央区日本橋兜町8-1  兜町第4平和ビル1F 03-6231-1988 ¥2,500 ¥5,000

108 LE CAFÉ de Joël Robuchon 東京都 中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 2F 03-5255-6933 ¥2,500 ¥5,000

109 フォション　ル・カフェ 東京都 中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館ガレリア 1F 03-5542-1570 ¥2,500 ¥5,000

110 Maturité 東京都 中央区八丁堀1-4-5 1F 03-6280-3784 ¥5,000 ¥5,000

111 Les TONNEAUX 東京都 中央区八丁堀2-8-2 03-6228-3138 ディナーのみ ¥5,000

112 ブラッスリー ギョラン 東京都 中央区八丁堀2-1-9 川名第一ビル 1F 03-5244-9523 ¥2,500 ¥5,000

113 plénitude 東京都 中央区新富1-6-11 ロイヤルプラザ新富 1F 03-6280-5753 ¥5,000 ¥8,000

114 BISTRO HAMAIF 東京都 中央区新富1-9-4 ファンデックスビル B1F 03-6280-3483 ディナーのみ ¥5,000

115 RESTAURANT ÉCLORE 東京都 中央区築地3-12-12 JKプラザ 1F 03-3545-6868 ¥5,000 ¥8,000

116 KAIRADA 東京都 中央区銀座2-14-6 第2松岡ビル 1F 03-3248-3355 ¥8,000 ¥8,000

117 Restaurant L'AFFINAGE 東京都 中央区銀座5-9-16 GINZA-A5 2F 03-6274-6541 ¥5,000 ¥8,000

118 ブラッスリー ポール・ボキューズ銀座 東京都 中央区銀座2-2-14 マロニエゲート銀座1 10F 03-5159-0321 ¥2,500 ¥5,000

119 Argento 東京都 中央区銀座3-3-1 ZOE銀座 8F 03-5524-1270 ¥8,000 ¥8,000

120 ロドラント　ミノルナキジン 東京都 中央区銀座7-7-19 ニューセンタービル B1F 03-5537-7635 ¥5,000 ¥8,000

121 BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO 東京都 中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング 10F 03-5159-5500 ¥5,000 ¥8,000

122 コックアジル 東京都 中央区銀座8-10-15 03-3572-1644 ¥5,000 ¥8,000

123 CACHETTE965 東京都 中央区銀座4-3-9 クイーンズハウス B1F 03-6263-2170 ¥2,500 ¥5,000

124 三笠会館 本店 フランス料理 榛名 東京都 中央区銀座5-5-17 三笠会館本店 2F 03-3289-5669 ¥5,000 ¥8,000

125 エスカーレ ホテルモントレ銀座店 東京都 中央区銀座2-10-2 ホテルモントレ銀座 1F 03-3544-8925 ¥5,000 ¥8,000

126 Bistro AUX AMIS 東京都 中央区銀座6-10 GINZA SIX 6F 03-3289-4120 ¥5,000 ¥5,000

127 銀座オザミデヴァン本店 東京都 中央区銀座1-4-9 銀座オザミビル 2F 4F 03-3567-4120 ¥5,000 ¥8,000

128 レストラン オザミ 東京都 中央区銀座1-4-9  銀座オザミビル 8F 03-3535-4120 ¥8,000 ¥8,000

129 パリのワイン食堂 東京都 中央区銀座3-13-11  銀座芦澤ビル1F 03-3547-4120 ¥2,500 ¥2,500

130 レ　コパン　ドゥ　ドミニク　ブシェ 東京都 中央区銀座5-1-8  銀座MSビル B1F 03-6264-6566 ¥5,000 ¥8,000

131 THE GRAND GINZA 東京都 中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F 03-6280-6129 ¥5,000 ¥8,000

132 銀座シェ・トモ 東京都 中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 11-12F 03-5524-8868 ¥5,000 ¥8,000

133 Petite Aux Amis 東京都 中央区銀座1-4-9 銀座オザミビル1階 03-6264-4001 ¥2,500 ¥2,500

134 欧風料理 シャンティイ 東京都 中央区銀座1-20-9 岡崎ビル B1F 03-6271-0768 ¥2,500 ¥5,000

135 Cafe By St.Raphaelchapel GINZA 東京都 中央区銀座5-9-8 クロス銀座ビル1F 03-6226-3202 ¥5,000 ¥5,000

136 CHARCUT 東京都 港区虎ノ門1-11-5 森谷ビル B1F 03-6205-4177 ディナーのみ ¥5,000

137 Le Petit Tonneau 東京都 港区虎ノ門2-1-1 商船三井ビル 1F 03-5545-4640 ¥2,500 ¥5,000

138 THE UPPER 東京都 千代田区丸の内1-3-4 丸の内テラス 9F/10F 03-5962-9909 ¥5,000 ¥8,000

139 SUD Restaurant/TERAKOYA 東京都 港区海岸1-10-30 アトレ竹芝　タワー棟2階 03-5422-1073 ¥5,000 ¥8,000

140 The Momentum by Porsche 東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 1F ポルシェセンター銀座隣 03-6280-6785 ¥5,000 ¥8,000

141 Cerise 東京都 港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング 03-6388-8000 ¥8,000 ¥8,000

142 レストランひらまつ レゼルヴ 東京都 港区西麻布4-3-7 03-5766-6880 ¥5,000 ¥8,000

143 OHARA ET CIE 東京都 港区西麻布1-11-15 西麻布 Y-FLAT B1F 03-5785-3485 ¥5,000 ¥8,000

144 Le Maghreb Chandelier 東京都 港区西麻布1-12-5 1F 03-3478-1270 ディナーのみ ¥5,000

145 Restaurant Patous 東京都 港区麻布台３-4-14 麻布台マンション103 03-6807-4820 ディナーのみ ¥8,000

146 Restaurant Ryuzu 東京都 港区六本木4-2-35 アーバンスタイル六本木 B1F 03-5770-4236 ¥8,000 ¥8,000

147 エディション・コウジ・シモムラ 東京都 港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 1F 03-5549-4562 ¥8,000 ¥8,000

148 L'ESSOR 東京都 港区六本木7-3-25 エグゼクティブアパートメント 1F 03-6434-0113 ¥8,000 ¥8,000

149 Bistro plein AZABU 東京都 港区六本木5丁目11-25 鳥居坂アネックス3F 03-5413-3133 ディナーのみ ¥5,000

150 白土 東京都 港区六本木4-4-8 エトワール六本木 2F 03-6804-1278 ¥5,000 ¥8,000

151 LORE 東京都 港区六本木7-19-1 六本木コーヨーハイツ 102 03-6434-0974 ¥5,000 ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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152 Restaurant L'aube 東京都 港区東麻布1-17-9  アネックス東麻布 2F 03-6441-2682 ¥8,000 ¥8,000

153 ALLIÉ 東京都 港区麻布十番3-7-4 Coms AzaBujuBan 4F 03-6435-0273 ¥5,000 ¥8,000

154 Courage 東京都 港区麻布十番2-7-14  azabu275 1F 03-6809-5533 ディナーのみ ¥5,000

155 ルポトローズ 東京都 港区元麻布3-11-2 カドル麻布十番 5F 03-6406-0008 ¥2,500 ¥5,000

156 MOELLEUSE 東京都 港区南麻布1-5-4 NKCビルディング 2F 03-3454-6010 ディナーのみ ¥5,000

157 ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ 東京都 港区六本木7-22-2 国立新美術館 3F 03-5770-8161 ¥2,500 ¥5,000

158 lyla 東京都 港区赤坂7-5-34 インペリアル赤坂フォラム 1F 03-6441-2096 ¥8,000 ¥8,000

159 美音 東京都 港区赤坂2-20-2 ベル赤坂 1F 03-6441-0519 ¥2,500 ¥5,000

160 Artisan de la TRUFFE PARIS 東京都 港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガーデンテラス 1F 03-5413-3830 ¥5,000 ¥8,000

161 NonTitle / NARITAYUTAKA 東京都 港区赤坂4-2-3 ディアシティ 赤坂一ツ木館2階 オンラインのみ ディナーのみ ¥8,000

162 ランス・YANAGIDATE 東京都 港区北青山3-10-13 03-3407-3538 ¥8,000 ¥8,000

163 AIX:S 東京都 港区北青山2-9-8 セントラルレジデンス北青山アクシルコート B1F 03-6434-0356 ¥2,500 ¥5,000

164 ラ・ロシェル南青山 東京都 港区南青山3-14-23 03-3478-5645 ¥5,000 ¥8,000

165 RESTAURANT MAMA. 東京都 港区南青山7-4-17 南青山131ビル 1F 03-6433-5573 ¥8,000 ¥8,000

166 Bistro plein OMOTESANDO 東京都 港区南青山6-3-13 03-6452-6077 ディナーのみ ¥5,000

167 Remerciements OKAMOTO 東京都 港区南青山3-6-7 b-town 1F 03-6804-6703 ¥5,000 ¥5,000

168 レストラン タニ 東京都 港区南青山3-2-6 モリヤサンライトビル 2F 03-6804-2266 ¥5,000 ¥8,000

169 Prévenance 東京都 港区南青山2-13-7 マトリス 1F 03-6804-3182 ¥5,000 ¥8,000

170 Restaurant L’allium 東京都 港区白金台4-9-23 ツツイビル B1F 03-6456-4378 ¥5,000 ¥8,000

171 Têtue. classique et nature 東京都 港区白金2-2-2 MHMビル 2F 03-6432-5646 ¥2,500 ¥5,000

172 白金シェ・トモ　ナチュラル　キュイジーヌ 東京都 港区白金5-15-5 ダイヤ白金 1F 03-5789-7731 ¥2,500 ¥5,000

173 マーヴェラス パラディ白金 東京都 港区白金6-4-3 マーヴェラスガーデンコート 03-6450-3998 ¥2,500 ¥5,000

174 フランス料理 ル・トリアノン 東京都 港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル高輪 1F 03-3447-1139 ¥5,000 営業なし

175 LA COCORICO 上野本店 東京都 台東区上野7-7-1 ホテルサンルートステラ上野 1F 03-5826-3571 ¥2,500 ¥5,000

176 restaurant Nabeno-Ism 東京都 台東区駒形2-1-17 03-5246-4056 ¥8,000 ¥8,000

177 PATATI PATATA 東京都 台東区浅草橋5-5-5 1F 03-3861-7265 ¥2,500 ¥2,500

178 天空のビストロ カメレオン 東京都 台東区浅草橋1-5-2 111ﾋﾞﾙ 7F 03-5833-2253 ¥5,000 ¥8,000

179 Le Marais マレ 東京都 台東区浅草橋1-25-12 FAMビル 1F 03-5829-8533 ¥2,500 ¥5,000

180 tapis rouge 東京都 足立区千住1-4-1 東京芸術センター 20F 03-5284-1590 ¥5,000 ¥8,000

181 レストランアラスカ吾妻橋店 東京都 墨田区吾妻橋1-23-1 アサヒグループ本社ビル 21F 03-5608-5001 ¥2,500 ¥5,000

182 BRASSERIE AUX AMIS 東京スカイツリータウン ソラマチ店 東京都 墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン･ソラマチ 30F 03-5809-7477 ¥5,000 ¥8,000

183 レストランコバヤシ 東京都 江戸川区平井5-9-4 03-3619-3910 ¥5,000 ¥8,000

184 アタゴール 東京都 江東区木場3-19-8 03-5809-9799 ¥5,000 ¥8,000

185 ザ・クルーズクラブ東京 東京都 品川区東品川2-3-16 シーフォートスクエア 1F 03-3450-4300 ¥5,000 営業なし

186 Restaurant Perfumes 東京都 品川区東五反田4-7-29 NK五反田ビル 1F 03-6450-4205 ¥5,000 ¥5,000

187 Grande Maison HiroyukiSakai 東京都 渋谷区神宮前1-4-20  パークコート神宮前1F 03-6721-0852 ¥5,000 ¥8,000

188 ビストロ　BENOIT 東京都 渋谷区神宮前5-51-8 ラ･ポルト青山 10F 03-6419-4181 ¥5,000 ¥5,000

189 bonélan 東京都 渋谷区神宮前5-10-1  GYRE 4F GYREFOOD 03-6803-8677 ¥5,000 ¥5,000

190 Monolith 東京都 渋谷区渋谷2-6-1 ウィンド渋谷 1F 03-6427-3580 ¥8,000 ¥8,000

191 AMOUR 東京都 渋谷区広尾1-6-13 03-3409-1331 ¥8,000 ¥8,000

192 広尾おくむら 東京都 渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ 1F 03-6277-0698 ¥5,000 ¥8,000

193 Restaurant MonnaLisa 恵比寿本店 東京都 渋谷区恵比寿西1-14-4　 03-5458-1887 ¥5,000 ¥5,000

194 自然派ワインとフランス郷土料理 chouchou 東京都 渋谷区桜丘町30-10 青野ビル 1F 03-6416-3868 ¥2,500 ¥8,000

195 RESTAURANT PACHON 東京都 渋谷区猿楽町29-18 ヒルサイドテラス B-1 03-3476-5025 ¥5,000 ¥8,000

196 ワイン食堂 がっと 東京都 渋谷区円山町17-2 03-3464-5568 ¥2,500 ¥5,000

197 ROTISSERIE BLEU 恵比寿 東京都 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 39F 03-6277-0768 ¥2,500 ¥5,000

198 タワーズレストラン クーカーニョ 東京都 渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー東急ホテル 40F 03-3476-3404 ¥5,000 ¥5,000

199 Restaurant Charme 東京都 渋谷区代々木1-45-6 豊田ビル1階 03-6276-3389 ¥8,000 ¥8,000

200 Le Studio 東京都 渋谷区富ヶ谷1-11-1 2F 03-5738-7945 ¥5,000 ¥8,000

201 Le Beaucoup 東京都 渋谷区上原3-10-3 蒼天ビル 1F 03-5738-7952 ¥2,500 ¥5,000

202 Saint FAUCON 東京都 渋谷区西原3-5-3 小林ビル 1F オンラインのみ ¥5,000 ¥5,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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203 レストラン エミュ émuN 東京都 渋谷区西原3-11-9 蜂章ビル 3F 03-6452-2525 ¥8,000 ¥8,000

204 bistrot semaille 東京都 渋谷区西原2-28-4 宮嶋ビル 1F 070-4466-3968 ディナーのみ ¥5,000

205 L'ORANGERIE 東京都 目黒区自由が丘2-11-7 ラトゥールキャンデラ 8F 03-6421-2700 ディナーのみ ¥8,000

206 Sans Maquillage 東京都 目黒区自由が丘2-16-19 03-3725-2033 ¥5,000 ¥5,000

207 プティマルシェ 東京都 目黒区自由が丘1-25-22 ギャラクシービル 2F 03-3723-7907 ¥2,500 ¥5,000

208 BISTRO FAVORI 代官山 東京都 目黒区青葉台1-4-8 アプリコットハウス 1F 03-6416-3665 ¥2,500 ¥5,000

209 Restaurant Re: 東京都 目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス 103 03-5734-1214 ¥5,000 ¥8,000

210 BISTRO INOCCHI 東京都 目黒区中目黒1-6-15 1F 03-6712-2349 ¥2,500 ¥5,000

211 Q.E.D. CLUB 東京都 目黒区中目黒1-1-29 03-3711-0006 ¥8,000 ¥8,000

212 Wine Dining Œnophilia 東京都 目黒区下目黒1-4-7 グリーンハイツ行人坂 B1F 03-6417-0355 ディナーのみ ¥5,000

213 RELAiS SAKURA 東京都 世田谷区新町1-36-9 コーポラス米倉 1F 03-5760-6319 ¥5,000 ¥5,000

214 フランス料理店　ミルエテ 東京都 世田谷区大原1-63-9 アーク笹塚ビル 1F 03-3321-7781 ¥2,500 ¥5,000

215 アトリエ シュシュ 東京都 世田谷区桜3-8-16 ユートピアハイツ 1F 03-3429-5889 ¥5,000 ¥8,000

216 レストラン ぷーれ 東京都 世田谷区上北沢3-18-7 川口ビル 1F 03-6677-6755 ¥2,500 ¥2,500

217 ル・ジャルダン 東京都 世田谷区砧公園1-2 03-3415-6415 ¥2,500 ¥5,000

218 Chez Shimizu 東京都 世田谷区奥沢3-36-11 キャッスル奥沢 1F 03-6421-8233 ¥2,500 ¥5,000

219 イレールビス 自由が丘 東京都 世田谷区奥沢5-24-2 自由が丘BL AOKIBLD 1F 03-6421-1600 ディナーのみ ¥5,000

220 naturam Kazuya Sugiura 東京都 世田谷区玉川1-17-16 03-3708-7723 ¥2,500 ¥5,000

221 Jour de Marché 東京都 新宿区四谷坂町12-11 BITEN 1F 03-6380-5234 ¥5,000 ¥8,000

222 オテル・ドゥ・ミクニ 東京都 新宿区若葉1-18 03-3351-3810 ¥8,000 ¥8,000

223 BISTRO COLORIS 東京都 新宿区西新宿7-16-1 第三歯朶ビル 1F 03-5389-1441 ¥5,000 ¥8,000

224 Panier de légumes 東京都 新宿区下落合3-17-30  03-5906-5586 ディナーのみ ¥5,000

225 La Châtaigne 東京都 新宿区神楽坂6-22 奥神楽坂ビル B1F 070-6615-5535 ¥5,000 営業なし

226 LUGDUNUM Bouchon Lyonnais 東京都 新宿区神楽坂4-3-7 03-6426-1201 ¥5,000 ¥8,000

227 今彩 東京都 新宿区神楽坂6-26-8 03-5261-2841 ディナーのみ ¥5,000

228 bisous 神楽坂 東京都 新宿区神楽坂5-43-2 ROJI神楽坂 2F 03-3267-1337 ¥5,000 ¥5,000

229 サクレフルール神楽坂 東京都 新宿区神楽坂3-2 大宗第5ビル　1.2.3F 03-6228-1513 ¥2,500 ¥5,000

230 ab restaurant 東京都 新宿区市谷本村町2-19 美術出版アカデミービル 1F オンラインのみ ディナーのみ ¥8,000

231 GIRANDOLE 東京都 新宿区西新宿3-7-1-2 パークハイアット東京 41F 03-5323-3459 ¥5,000 ¥8,000

232 ビストロ トランク 東京都 中野区中野3-36-4 050-3188-5257 ディナーのみ ¥5,000

233 LE PETIT OISEAU 東京都 中野区東中野1-49-4 都ビル1F 03-5330-1217 ¥2,500 ¥5,000

234 LA PETITE MARCHE 東京都 中野区東中野3-2-7 Moetビル 1F 03-5332-3715 ¥5,000 ¥5,000

235 Bistro ki-4 東京都 東京都中野区中央2-31-8 糠信ビルB1F 03-5937-0303 ディナーのみ ¥2,500

236 Bistrot Grand Soleil 東京都 杉並区西荻北3-9-13 ラメール･アネックス 1F 03-6913-8787 ¥5,000 ¥5,000

237 Brasserie La・mujica 東京都 豊島区目白3-14-21 03-3565-3337 ¥2,500 ¥5,000

238 和食器フレンチ Komorebi 東京都 練馬区上石神井1-39-25 メゾンヤマザキ 1F 03-6904-8797 ¥5,000 ¥5,000

239 レストラン アミューズ 東京都 調布市仙川町1-3-5 03-3305-5658 ¥2,500 ¥5,000

240 la page 東京都 国分寺市南町3-13-8 マルサカビル 1F 042-203-5578 ¥2,500 ¥5,000

241 Francais La Porte 神奈川県 川崎市高津区久本1-16-20 フィオーレの森 リラ館 1F 044-863-9986 ¥2,500 ¥5,000

242 シェ・フルール横濱 神奈川県 横浜市西区北幸2-12-26 Felice横浜 1Fs3 045-342-6292 ¥5,000 ¥8,000

243 ミクニ ヨコハマ 神奈川県 横浜市西区高島2-19-12 ヨコハマスカイビル 29F 045-442-0430 ¥5,000 ¥5,000

244 Restaurant DANZERO 神奈川県 横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜 展示ホール 2F Soto(外)　海側 045-633-3563 ¥5,000 ¥8,000

245 シェフズブイ 横浜ランドマークタワー店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-2-1 ラウンドマークタワー 5F 045-225-6188 ¥2,500 ¥5,000

246 QUEEN ALICE 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-3-7 横浜ベイホテル東急 3F 045-682-2216 ¥5,000 ¥8,000

247 レサンス 神奈川県 横浜市青葉区新石川2-13-18 グレイスビーノ 1F 045-903-0800 ¥2,500 ¥5,000

248 BRASSERIE Quatre-Feuilles 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2-3-3 第2飯田ビル 2F 045-971-5716 ¥2,500 ¥5,000

249 ブラスリー ミリー ラ・フォーレ 神奈川県 横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜内 045-681-2916 ディナーのみ ¥5,000

250 フレンチ ビストロ ルミディ 神奈川県 横浜市中区花咲町3-87 045-250-3939 ディナーのみ ¥8,000

251 横浜 山手隠れ家フレンチ KIKUCHI 神奈川県 横浜市中区本牧町2-312 045-622-6650 ディナーのみ ¥8,000

252 エリゼ光 神奈川県 横浜市中区山手町246 カーネルスコーナー 2F 045-621-4890 ¥5,000 ¥8,000

253 ルパンバーラヴァン 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店 3F 045-848-7517 ¥8,000 ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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254 メルキュールホテル横須賀 ビストロ　ブルゴーニュ 神奈川県 横須賀市本町3-27 メルキュールホテル横須賀 19F 046-821-1594 ¥2,500 ¥8,000

255 海辺のレストラン ラ・プラージュ 神奈川県 三浦郡葉山町堀内998 シーサイド葉山内 046-875-3134 ¥5,000 ¥5,000

256 Hitotsu 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町6003-3 REK Hills 1F 045-871-1705 ¥5,000 ¥8,000

257 航 北鎌倉 神奈川県 鎌倉市山ノ内856-5 0467-45-6811 ¥5,000 ¥5,000

258 STEREO Kamakura 神奈川県 鎌倉市小町1-6-5 今井ビル 1F 090-7405-2240 ¥5,000 ¥8,000

259 Fierté 神奈川県 鎌倉市御成町2-14-2 Ever Village (B) 2F 0467-33-5105 ¥5,000 ¥8,000

260 Restaurant Le Trianon 神奈川県 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 鎌倉プリンスホテル 2F 0467-32-1111 ¥5,000 ¥8,000

261 La Table de Toriumi 神奈川県 茅ヶ崎市中海岸1-1-12 0467-84-0484 ¥8,000 ¥8,000

262 フランス料理 マリー・ルイーズ 神奈川県 平塚市松風町1-16 レーベンス松風 1F 0463-24-0465 ¥5,000 ¥8,000

263 フランス料理 ル・クール 千葉県 千葉市中央区新田町23-17 043-246-2387 ¥8,000 ¥8,000

264 フランス食堂Naru 千葉県 佐倉市白銀2-3-3 043-356-8298 ¥5,000 ¥5,000

265 CUISINE FRANCAISE Cyrano 千葉県 柏市柏3-6-9 第2後藤ビル 1F 04-7138-5335 ¥8,000 ¥8,000

266 L'esperance 千葉県 柏市中央2丁目1-3 柏中央ビル2階 04-7115-4409 ¥5,000 ¥8,000

267 ホテルオークラ東京ベイ  レストラン フォンタナ　 千葉県 浦安市舞浜1-8 ホテルオークラ東京ベイ 047-355-3345 ディナーのみ ¥5,000

268 ルアン 佐原商家町ホテル NIPPONIA 千葉県 香取市佐原イ1708-2 佐原商家町ホテル KAGURA棟 0120-210-289 ¥5,000 ¥5,000

269 オーベルジュ オーパヴィラージュ内　レストラン　カンパーニュ 千葉県 館山市犬石1687 オーベルジュ オーパ ヴィラージュ 1F 0470-28-1000 ディナーのみ ¥8,000

270 Au Bon Viveur 茨城県 水戸市千波町2310 029-244-9971 ¥8,000 ¥8,000

271 レストラン 雪村庵 茨城県 常陸大宮市下村田150-1 0295-53-0330 ¥8,000 ¥8,000

272 フランス料理グルメ 栃木県 宇都宮市戸祭台49-5 028-625-4203 ¥5,000 ¥5,000

273 オトワレストラン 栃木県 宇都宮市西原町3554-7 028-651-0108 ¥8,000 ¥8,000

274 Naomi OGAKI 栃木県 宇都宮市西1-1-2 028-680-4446 ディナーのみ ¥8,000

275 ビストロ・ぽわぶる 西口店 栃木県 小山市中央町3-11-27 小嶋ビル1F 0285-22-8986 ¥2,500 ¥2,500

276 Méli Mél'Anges Hotel Épinard Nasu 栃木県 那須郡那須町大字高久丙1 ホテルエピナール那須 メインタワー13F 0287-78-6000 ディナーのみ ¥8,000

277 Restaurant μ 栃木県 那須郡那須町高久乙2294-5 0287-74-3300 ¥5,000 ¥8,000

278 フランス料理アルピーノ 埼玉県 さいたま市大宮区北袋町1-130-1 048-641-9489 ¥5,000 ¥8,000

279 フレンチ食堂　Mont-nord 埼玉県 川越市幸町10-12 明文館201 049-226-6511 ¥2,500 ¥5,000

280 SENTIAMO 埼玉県 越市新富町1-3-5  ACTREE KAWAGOE ３F 049-299-7250 ¥5,000 ¥8,000

281 フレンチレストラン オ・ラ・ラ 埼玉県 鶴ヶ島市脚折2158-1 049-286-0904 ¥8,000 ¥8,000

282 SACULA DINER 埼玉県 所沢市東所沢和田3-31-3 角川武蔵野ミュージアム5F 04-2003-8714 ¥2,500 ¥8,000

283 CHEZ  TAKA  TAKASAKI 群馬県 高崎市栄町27-2 027-321-8108 ¥5,000 ¥8,000

284 リストランテ・パティスリー シムラ 群馬県 高崎市新保町251 027-362-9222 ¥5,000 ¥8,000

285 La table de Chouette 群馬県 高崎市江木町1471-2 セピアパレス 102 027-386-6752 ¥5,000 ¥8,000

286 BISTRO KNOCKS 群馬県 高崎市柳川町83-2 027-320-7030 ディナーのみ ¥5,000

287 Restaurant Olivier 群馬県 高崎市福島町726-7 027-388-0227 ¥2,500 ¥5,000

288 Maison 群馬県 安中市安中5853 027-382-7600 ¥5,000 ¥8,000

289 RESTAURANT Chez Masa 長野県 長野市南千歳2-7-12 ウィンベル大通り館 2F 026-224-8007 ¥2,500 ¥5,000

290 ビストロ クエル ド クエル 長野県 長野市南千歳2-8-5 ホテルナガノアベニュー 2F 026-219-0255 ¥8,000 ¥8,000

291 イグレック 長野県 長野市北石堂町1205 2F 026-228-2232 ディナーのみ ¥5,000

292 la rencontre 長野県 長野市東之門町328 026-217-0162 ¥2,500 ¥8,000

293 Maison de Nature 長野県 上高井郡小布施町雁田1171 026-214-7133 ¥5,000 ¥8,000

294 ヒカリヤ ニシ 長野県 松本市大手4-7-14 ヒカリヤ 0263-38-0186 ¥5,000 ¥8,000

295 レストラン I;caza 長野県 松本市大手4-8-9 松本ホテル花月 2F 0263-32-0114 ¥2,500 ¥5,000

296 La Neige HIGASHIKAN 長野県 北安曇郡白馬村北城4744 和田野の森 ラ ネージュ東館 1F 0261-72-7111 ¥2,500 ¥8,000

297 キャセロール 山梨県 甲府市善光寺町2769 055-232-7992 ¥2,500 ¥5,000

298 CHEVAL 山梨県 富士吉田市上吉田東8-10-10 0555-23-5680 ¥5,000 ¥5,000

299 La Cueillette 山梨県 韮崎市穂坂町三ツ沢1129 0551-23-1650 ¥8,000 ¥8,000

300 LE PIONNIER 山梨県 北杜市大泉町西井出8240-8306 0551-45-6823 ¥5,000 ¥5,000

301 フランス料理 ヌーヴォサンス 静岡県 沼津市大岡1706-2 055-951-4410 ¥5,000 ¥8,000

302 フレンチ コワン 静岡県 富士宮市ひばりが丘850-2 0544-29-7501 ¥5,000 ¥5,000

303 A la ferme de Shinjiro 石川県 金沢市尾張町1-9-9 2F 076-221-8818 ¥5,000 ¥5,000

304 シェ・モンピエール 静岡県 静岡市駿河区敷地1-5-27 054-236-0255 ¥5,000 ¥5,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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305 浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン 静岡県 湖西市横山317-93 053-578-1000 ¥5,000 ¥5,000

306 レストランKEI 愛知県 豊橋市駅前大通1-55 ホテルアークリッシュ豊橋 16F 0532-51-1116 ¥5,000 ¥8,000

307 蒲郡クラシックホテル メインダイニングルーム 愛知県 蒲郡市竹島町15-1 蒲郡クラシックホテル 2F 0533-68-1111 ¥8,000 ¥8,000

308 THE LOUNGE 愛知県 名古屋市中村区名駅2-43-6 ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋 1F 052-571-0111(ホテル) ¥2,500 ¥5,000

309 WHIZZ By Cypress 愛知県 名古屋市中村区名駅2-43-6 ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋 B1F 052-571-0111(ホテル) ディナーのみ ¥5,000

310 style kitchen 愛知県 名古屋市中村区名駅5-20-13 052-433-2582 ¥5,000 ¥5,000

311 dai-DAN〜en〜 愛知県 名古屋市西区那古野1-18-30 052-533-2133 ¥5,000 ¥8,000

312 La floraison de TAKEUCHI 愛知県 名古屋市中区栄2-12-12 アーク栄白川パークビル 1F 052-218-6738 ¥8,000 ¥8,000

313 Le Pont du Gard Yukinobu Tsukidate 愛知県 名古屋市中区丸の内3-17-30 戸谷ビル 1F      052-953-8878 ¥5,000 ¥8,000

314 a.ligne 愛知県 名古屋市中区新栄2-3-12 052-253-7155 ¥8,000 ¥8,000

315 Bistro Bacchus 愛知県 名古屋市中区新栄2-10-14 プレストンズ新栄 1F 052-242-1178 ¥2,500 ¥5,000

316 PADDA 愛知県 名古屋市中区栄3-4-26 ヨシタカビル 3F 052-261-3002 ディナーのみ ¥5,000

317 Le détour 愛知県 名古屋市中区上前津2-7-5 リースビル1階 052-684-4919 ¥2,500 ¥5,000

318 Reconnaissance 愛知県 名古屋市中区大井町1-24 ヴィークタワー名古屋東別院 1F 052-339-5678 ¥5,000 ¥8,000

319 グランファミーユ・シェ松尾 名古屋松坂屋店 愛知県 名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店 9F 052-264-3644 ¥5,000 ¥5,000

320 La Grande Table de KITAMURA 愛知県 名古屋市東区主税町4-84 052-933-3900 ¥5,000 ¥5,000

321 ルマルタンペシュール 愛知県 名古屋市千種区小松町6-15 052-733-3373 ¥5,000 ¥8,000

322 カフェレストラン 「ソレイユ」 愛知県 春日井市松新町1-5 ホテルプラザ勝川 1F 0568-36-2410 ¥2,500 ¥5,000

323 Liliane 岐阜県 可児市土田4384 0574-25-1159 ¥5,000 ¥5,000

324 メゾン ドゥ ジャルダン 岐阜県 恵那市長島町中野350-3 0573-26-2941 ¥2,500 ¥5,000

325 レストラン　ルサンク 三重県 伊勢市神田久志本町1317-1 0596-24-5315 ¥5,000 ¥5,000

326 Campagne 三重県 伊勢市勢田町115-3 0596-29-2000 ¥8,000 ¥8,000

327 フランス料理 ボンヴィヴァン 三重県 伊勢市本町20-24 0596-26-3131 ¥5,000 ¥8,000

328 ラ・メール　ザ　クラシック 三重県 志摩市阿児町神明731 志摩観光ホテル ザ クラシック 1F 0599-43-1211 ¥8,000 ¥8,000

329 ルアン NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町 三重県 伊賀市上野相生町2842 0120-210-289 ¥2,500 ¥8,000

330 ホテルボストンプラザ草津 オールデイダイニング リバティー 滋賀県 草津市西大路町1-27 077-561-3320 ディナーのみ ¥8,000

331 フランス料理 Apaiser 滋賀県 草津市追分南5-11-10 077-567-4788 ¥2,500 ¥5,000

332 フランス料理 ぎんぎん 滋賀県 東近江市妙法寺町875-1 アーバンリバティ 1F 0748-22-7856 ¥5,000 ¥8,000

333 フレンチレストラン フルーヴ ホテルグランヴィア大阪 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1 ホテルグランヴィア大阪 19F 06-6347-1437 ¥5,000 ¥8,000

334 北新地 黒猫 KIMAGURE FRENCH 大阪府 大阪市北区曽根崎新地1-9-11 エスパス北新地10 B1F 06-6345-3366 ¥5,000 ¥8,000

335 RESTAURANT LES SOUVENIRS 大阪府 大阪市北区曾根崎新地1-2-10 第3鈴木ビル5F 06-6136-7900 ¥8,000 ¥8,000

336 cugnette 大阪府 大阪市北区堂島1-3-16 堂島メリーセンタービル 4F 06-6345-0890 ¥5,000 ¥8,000

337 ろあらぶっしゅ　オデュラ 大阪府 大阪市北区西天満2-10-2 幸田ビルB1 06-6809-1662 ¥5,000 ¥5,000

338 Maison Tateru Yoshino 大阪府 大阪市北区堂島浜1-3-1 ANAクラウンプラザホテル大阪 2F 06-6347-1128 ¥8,000 ¥8,000

339 ラ・フェット ひらまつ 大阪府 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー 37F 06-6233-1139 ¥5,000 ¥8,000

340 アラスカ フェスティバルタワー 大阪府 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー 2F 06-6222-1800 ¥5,000 ¥5,000

341 AUX BACCHANALES 梅田 大阪府 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 1F 06-6359-2722 ¥2,500 ¥5,000

342 Lumière 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-19-15 UNAGIDANI-BLOCK 3F 06-6251-4006 ¥5,000 ¥8,000

343 スペシャリティレストラン マルメゾン 大阪府 大阪市北区茶屋町19-19 ホテル阪急インターナショナル 25F 06-6377-2100 ¥5,000 ¥8,000

344 LE RESTAURANT DE YOSHIMOTO 大阪府 大阪市北区天満4-16-5 06-6352-1554 ¥5,000 ¥5,000

345 ビストロ B.O.F 大阪府 大阪市旭区森小路2-16-13 藤井ビル 1F 06-6953-8853 ¥2,500 ¥5,000

346 Bistro Lien 大阪府 大阪市旭区高殿7-7-3 パールハイム高殿 1F 06-6955-7887 ¥5,000 ¥8,000

347 Restaurant RiRe 大阪府 大阪市中央区玉造2-4-13 上町ロングピア 1F 06-6767-0567 ¥2,500 ¥5,000

348 LE PONT DE CIEL 大阪府 大阪市中央区北浜東6-9 ルポンドシエルビル 06-6947-0888 ¥8,000 ¥8,000

349 Origin 大阪府 大阪市中央区釣鐘町1-4-3 舟瀬ビル 1F 06-6809-2881 ¥8,000 ¥8,000

350 フランス料理「SAKURA」 大阪府 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 06-6949-3246 ¥5,000 ¥8,000

351 Essentiel 大阪府 大阪市中央区北浜1-1-28 ビルマビル 7F 06-4963-3767 ¥5,000 ¥8,000

352 PRESQU'ÎLE 大阪府 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona 2F 06-7506-9147 ¥8,000 ¥8,000

353 La Bécasse 大阪府 大阪市中央区平野町3-3-9 ユキビル 1F 06-4707-0070 ¥8,000 ¥8,000

354 Armorica 大阪府 大阪市中央区瓦町4-3-14  御堂アーバンライフB1F 06-6226-8955 ¥2,500 ¥5,000

355 CALENDRIER 大阪府 大阪市中央区本町3-2-15 小原3ビル 1F 06-6252-5010 ¥8,000 ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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356 RUE D'OR 大阪府 大阪市中央区本町3-6-12 セントレジスホテル大阪  1・2F 06-6105-5659 ¥5,000 ¥8,000

357 KOKOCHI 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町4-3-2 06-6210-4116 ¥2,500 ¥5,000

358 Lumière L'esprit K 大阪府 大阪市中央区難波5-1-18 なんばダイニングメゾン 9F 06-6633-2281 ¥5,000 ¥8,000

359 Espace MAKOTO 大阪府 大阪市中央区南船場1-11-19 プレサンス心斎橋ザ･スタイル 1F 06-6262-1885 ¥5,000 ¥8,000

360 Bistro Nid d'Oiseau 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-13-33 06-6251-0771 ¥5,000 ¥5,000

361 ビストロカラト 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ13F 06-6484-8286 ¥2,500 ¥2,500

362 TERRACE & DINING ZERO 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-5-15　 クロスホテル大阪 ３F 06-6213-8291 ¥8,000 ¥8,000

363 Vingt-cinq blanche 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-9-31 06-6245-6223 ¥8,000 ¥8,000

364 キッチンバー 混 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1-50-25 06-6623-4156 ¥8,000 ¥8,000

365 éo 《BERNARD LOISEAU SIGNATURE》 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカスダイニング 14F 050-3188-6646 ¥5,000 ¥8,000

366 Difference 大阪府 大阪市西区靱本町1-16-12 06-6479-1140 ¥8,000 ¥8,000

367 Vrai de vrai chez hiro 大阪府 大阪市西区新町1-24-8 ノース四ツ橋ビル 1F 06-6535-7807 ¥5,000 ¥5,000

368 frigerio 大阪府 大阪市西区南堀江3-8-9 プレミアム南堀江1F 06-6532-3500 ¥5,000 ¥5,000

369 Knaben 大阪府 大阪市西区南堀江1-26-15 06-6578-2845 ディナーのみ ¥5,000

370 ル・プティ・ジャルダン 大阪府 浪速区難波中2-10-70 なんばパークス　8階 06-6645-5333 ¥5,000 ¥8,000

371 ホテルモントレグラスミア大阪【ESCALE】 大阪府 大阪市浪速区湊町1-2-3 ホテルモントレ グラスミア大阪  22F 06-6644-5762 ¥5,000 ¥8,000

372 Allegro le mariage 大阪府 茨木市春日2-3-3 マンション春日園 1F 072-620-8810 ¥2,500 ¥5,000

373 ホテルモントレ ラ・スール大阪 フランス料理 エスカーレ 大阪府 大阪市中央区城見2-2-22 ホテルモントレ ラ･スール大阪 15F 06-6944-7481 ¥5,000 ¥8,000

374 Table Takai 大阪府 高槻市芥川町1-14-9 西形ビル 1F 072-604-2327 ¥2,500 ¥5,000

375 DINING & BAR Sizzling 大阪府 守口市河原町10-5 ホテル･アゴーラ大阪守口 12F 06-6994-1111 ¥2,500 ¥5,000

376 フレンチバル platto 大阪府 枚方市大垣内町1-3-43 第2ティーエスビル 102 072-894-8389 ¥2,500 ¥5,000

377 LE UN 鮒鶴京都鴨川リゾート 京都府 京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 075-351-8541 ¥5,000 ¥8,000

378 Jumelles 29 京都府 京都市下京区綾小路通麩屋町下ル塩屋町81-1 075-371-6029 ディナーのみ ¥5,000

379 カフェ&ダイニング アンバーコート 京都府 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630 ホテル日航プリンセス京都 1F 075-342-2156 ¥8,000 ¥8,000

380 View&Dining COTOciel 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル内 15F 075-342-5522 ¥5,000 ¥8,000

381 Restaurant ai 京都府 京都市下京区善長寺町139 AMI四条烏丸B1 075-708-8336 ¥5,000 ¥8,000

382 京都東急ホテル ALL DAY DINING KAZAHANA 京都府 京都市下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテル 075-341-2787 ¥2,500 ¥5,000

383 AIC 秋津洲京都 京都府 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町10-55 075-712-3303 ¥5,000 ¥5,000

384 ルルソンキボア 京都府 京都市北区上賀茂豊田町52 075-701-7155 ¥2,500 ¥5,000

385 フランス料理 ボルドー 京都府 京都市北区大宮玄琢南町35-5 075-491-4743 ¥8,000 ¥8,000

386 âme du garçon 京都府 京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町292 075-213-3016 ¥8,000 ¥8,000

387 Bistro EL GINO 京都府 京都市中京区一之船入町537-31 リベルタス御池 2F 075-213-3932 ¥5,000 ¥5,000

388 Kyo gastronomy KOZO 京都府 京都市中京区富小路通竹屋町上る桝屋町325-3  森田ビル1Ｆ 075-211-1988 ¥5,000 ¥8,000

389 Restaurant 信 京都府 京都市中京区久遠院前町667-1 075-231-1211 ¥5,000 ¥8,000

390 BRON RONNERY／デザイナーズホテル THE SCREEN 京都府 京都市中京区寺町丸太町下ル下御霊前町640-1 THE SCREEN B1F 075-252-1215 ¥2,500 ¥5,000

391 菜の雫 京都府 京都市中京区堺町通三条下ル道祐町135-1 三条食彩ろぉじ堺町の道 070-1397-9794 ¥2,500 ¥5,000

392 フレンチレストラン ラ・ポルト・ド・ヴェリテ 京都府 京都市中京区六角室町西入ル玉蔵町123 グランレブリー室町六角 B1F 075-231-1538 ¥8,000 ¥8,000

393 DAIJO 京都府 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町426 新町錦ビル 1F 075-211-8850 ディナーのみ ¥8,000

394 ビストログレロ 京都府 京都市東山区祇園町南側570-118 075-744-1256 ¥5,000 ¥8,000

395 Bistro KAWANO 京都府 京都市東山区宮川筋4-321-6 075-531-3837 ¥2,500 ¥5,000

396 LE UN アカガネリゾート京都東山1925 京都府 京都市東山区下河原通高台寺塔之前上ル金園町400-1 075-551-3633 ¥2,500 ¥5,000

397 BENOIT Kyoto 京都府 京都市東山区清水2-204-2   The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu 内 075-541-0208 ¥5,000 ¥5,000

398 BRASSERIE / フォーシーズンズホテル京都 京都府 京都市東山区妙法院前側町445-3 フォーシンズホテル京都 1F 075-541-8288 ¥5,000 ¥8,000

399 富小路 信 京都府 京都市中京区桝屋町337 075-748-1243 ¥5,000 ¥8,000

400 エヴァンタイユ 京都府 京都市左京区岩倉西五田町1-2 075-712-0750 ¥5,000 ¥5,000

401 開晴亭北山本店 京都府 京都市左京区下鴨前萩町5-8 075-706-6966 ¥5,000 ¥5,000

402 La Part Dieu 京都府 京都市左京区田中里ノ前町59 075-711-7643 ¥2,500 ¥5,000

403 Bistro 銀 京都府 京都市左京区北白川小倉町4 075-202-4957 ¥5,000 ¥8,000

404 Tatsuki 京都府 京都市左京区北白川久保田町16-1 1F 075-708-5033 ディナーのみ ¥5,000

405 Restaurant Relais Verdun 京都府 京都市左京区孫橋町31 075-751-5517 ¥8,000 ¥8,000

406 レストラン　ラ　トゥール 京都府 京都市左京区吉田本町 京都大学時計台記念館 1F 075-753-7623 ¥2,500 ¥5,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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407 水ノ雅 KYOTO FUSHIMI 京都府 京都市伏見区京町1-244 0755-74-7482 ¥5,000 ¥8,000

408 ルパルファン（le parfum） 京都府 京都市右京区花園伊町44-10 花園ビル1階 075-366-2466 ¥5,000 ¥5,000

409 MUNI LA TERRASSE   京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3番 MUNI KYOTO 075-873-7771 ¥5,000 営業なし

410 ナチュラルフレンチビストロ・ヨシムラ 京都府 木津川市相楽新堂前5-2 0774-46-9900 ¥2,500 ¥5,000

411 ホテルベルマーレ　シーサイドレストラン 京都府 舞鶴市浜2002-3 0773-66-2000 ¥2,500 ¥5,000

412 仏蘭西料理 La Terrasse 奈良県 奈良市春日野町98-1 ザ・ヒルトップテラス奈良 0742-27-0556 ¥8,000 ¥8,000

413 Bonappeti　めしあがれ 奈良県 奈良市十輪院町1 0742-27-5988 ¥5,000 ¥8,000

414 ルアン NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち 奈良県 奈良市西城戸町4 0120-210-289 ¥5,000 ¥8,000

415 ラ・テラスイリゼ 奈良県 奈良市あやめ池北1-34-7 HANA 1F 0742-40-0066 ¥8,000 ¥8,000

416 フレンチレストラン KIYAMURA 奈良県 桜井市栗殿475-4 0744-41-6832 ¥5,000 ¥8,000

417 スカイレストラン  橿原 奈良県 橿原市久米町652-2  THE KASHIHARA 0744-28-6636 ¥5,000 ¥8,000

418 ImagamI 奈良県 橿原市雲梯町146-3 0744-24-3855 ¥5,000 ¥5,000

419 Le BENKEI 奈良県 大和郡山市北郡山町276-1 0743-53-3588 ¥5,000 ¥8,000

420 自然派レストラン マリシーザ 和歌山県 和歌山市和歌浦南3-1700 073-445-0044 ¥5,000 ¥8,000

421 レストラン花の館パラディ北野 兵庫県 神戸市中央区北野町2-16-8 078-271-2979 ¥2,500 ¥5,000

422 la Maison de GRACIANI KOBE KITANO 兵庫県 神戸市中央区北野町4-8-1 グラシアニ邸 078-200-6031 ¥8,000 ¥8,000

423 ダイニング [イグレック] 兵庫県 神戸市中央区山本通3-3-20 神戸北野ホテル 050-3177-4658 ¥5,000 ¥5,000

424 フレンチレストラン [アッシュ] 兵庫県 神戸市中央区山本通3-3-20 神戸北野ホテル 050-3177-4646 ¥5,000 ¥8,000

425 Bistrot Café de Paris 兵庫県 神戸市中央区山本通り1-7-21 078-241-9448 ¥2,500 ¥5,000

426 Recette 兵庫県 神戸市中央区山本通2-2-13 ルーチェ北野坂 B1F 078-221-0211 ¥5,000 ¥8,000

427 re・ci・pe 兵庫県 神戸市中央区山本通2-2-13 ルーチェ北野坂 B1F 078-221-0131 ¥2,500 ¥5,000

428 chez rose 兵庫県 神戸市中央区山本通3-7-25 メゾントーア 1F 078-242-1014 ¥2,500 ¥5,000

429 Le Gagnant 兵庫県 神戸市中央区中山手通1-27-10 TENSEIハンター坂ビル 1F 078-230-3511 ディナーのみ ¥5,000

430 アンシャンテ 兵庫県 神戸市中央区中山手通2-16-4 中西ビル 1F 078-855-5277 ¥8,000 ¥8,000

431 ブラッセリー ル プレジール 兵庫県 神戸市中央区中山手通2-10-22 仲野ビル 4F 078-251-0220 ¥5,000 ¥5,000

432 ビストロ ガニオン 兵庫県 神戸市中央区北長狭通2-4-3 078-321-0840 ¥5,000 ¥5,000

433 北野ガーデン 兵庫県 神戸市中央区北野町2-8-1 078-241-8537 ¥5,000 ¥8,000

434 イグレックベガ 兵庫県 神戸市中央区元町通1-7-1  1-7-1 VEGAビル 6F 078-334-1909 ¥2,500 ¥5,000

435 フレンチレストラン トランテアン 兵庫県 神戸市中央区港島中町6-10-1 神戸ポートピアホテル本館 31F 078-303₋5201 ¥5,000 ¥8,000

436 L'Exquis レクスキ 兵庫県 神戸市東灘区田中町1-13-22 本山アーバンライフ 210 078-223-5176 ¥8,000 ¥8,000

437 LE UN 神戸迎賓館 兵庫県 神戸市須磨区離宮西宮町2-4-1 078-739-7600 ¥5,000 ¥8,000

438 レスプリ・ド・グリシーヌ 兵庫県 洲本市物部1-12-73 0799-20-1196 ¥2,500 ¥5,000

439 Cadeau de la Mer 兵庫県 南あわじ市阿那賀1109 ホテルアナガ内 1F 0799-39-1111 ¥5,000 ¥8,000

440 オーベルジュ フレンチの森　Prince Etoile 兵庫県 淡路市楠本字場中2593番8 0799-70-9061 ¥8,000 ¥8,000

441 GENTO 兵庫県 芦屋市茶屋之町7-16 0797-97-0543 ¥5,000 ¥8,000

442 La Petite 兵庫県 西宮市西田町1-4 0798-33-6629 ¥2,500 ¥5,000

443 THEATRE Le-Bois 兵庫県 西宮市高松町2-22 兵庫県立芸術文化センター内　 050-3188-6677 ¥5,000 ¥5,000

444 野菜ビストロ レギューム 兵庫県 西宮市高松町5-39 なでしこビル 8F 0798-65-3211 ¥5,000 ¥5,000

445 アミタ 兵庫県 豊岡市滝94 0796-24-1116 ¥5,000 ¥5,000

446 ルアン オーベルジュ豊岡1925 兵庫県 豊岡市中央町11-22 オーベルジュ豊岡1925 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

447 ルアン 篠山城下町ホテル NIPPONIA 兵庫県 丹波篠山市西町25 篠山城下町ホテル NIPPONIA 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

448 ルアン 竹田城 城下町ホテル EN(えん) 兵庫県 朝来市和田山町竹田字上町西側363 竹田城 城下町ホテル 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

449 Aigrette 兵庫県 姫路市本町68-100 079-289-5868 ¥2,500 ¥2,500

450 レストラン サンヴェルジュ メゾン 兵庫県 姫路市紺屋町23 079-223-1122 ¥5,000 ¥5,000

451 BARBACANE 兵庫県 姫路市北条永良町14 ElvlssA 1F 079-221-8050 ¥5,000 ¥8,000

452 Rapporti x Rapport 兵庫県 姫路市青山西4-2-1 ホワイト青山ビル 2F 079-266-1495 ¥5,000 ¥8,000

453 LA PROVENCE 兵庫県 加古川市平荘町里204-5 079-428-0981 ¥5,000 ¥8,000

454 Dining Kitchen Pooh House 鳥取県 米子市西倉吉町11 0859-34-2144 ¥2,500 ¥5,000

455 ビストロ ド スズキ 鳥取県 米子市西町90-3 0859-22-6080 ¥2,500 ¥5,000

456 レストラン エスカリエ 岡山県 岡山市南区新保1611-1 ガラクシア･トーレ 1F 086-239-9377 ¥5,000 ¥8,000

457 ホテルグランヴィア岡山 プリドール 岡山県 岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山 19F 086-233-3138 ¥5,000 ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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458 ルアン NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町 広島県 竹原市本町１丁目4-16 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

459 ラルドワーズ 広島県 福山市御幸町上岩成455-3 084-972-7689 ¥2,500 ¥5,000

460 LE MIROIR 広島県 福山市宝町3-20 ダイアパレス 1F 084-922-5822 ¥5,000 ¥8,000

461 Shimalabo 広島県 広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー 12F 082-511-1618 ¥5,000 ¥8,000

462 ル・トリスケル 広島県 広島市中区中町幟町5-17 第3沖川ビル 2F 082-511-5031 ¥5,000 ¥8,000

463 Shimalabo bis 広島県 広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店 9F 082-207-2511 ¥5,000 ¥5,000

464 m-u.paysage 広島県 広島市中区胡町4-24  クリタビル 8F 082-576-4089 ディナーのみ ¥8,000

465 bistro&bar RocinanteⅡ 広島県 広島市中区立町5-12 ホテル山城屋 1F 082-545-0295 ¥5,000 ¥5,000

466 French Restaurant Cent Secrets 広島県 広島市中区中町2-8 アルコビル 1F 082-569-8261 ¥5,000 ¥8,000

467 スカイレストラン アンド ラウンジ  L&R 広島県 広島市南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島 21F 082-262-1107 ¥5,000 ¥8,000

468 ステーキ&シーフード　ボストン 広島県 広島市西区元字品町23-1 グランドプリンスホテル広島 22F 082-505-0608 ディナーのみ ¥8,000

469 igrec 山口県 山口市湯田温泉2-1-11 070-4207-4632 ¥5,000 ¥8,000

470 TukinoHikari 山口県 山口市米屋町2-2 083-941-5776 ¥5,000 ¥8,000

471 French Bar St-Jacques 香川県 高松市亀井町9-17 末澤ビル 1F 087-831-3515 ディナーのみ ¥5,000

472 レストラン香松 香川県 高松市福岡町3-26-1 087-823-1233 ¥5,000 営業なし

473 Bistro Angers 香川県 丸亀市本町26-1  0877-22-5537 ¥5,000 ¥8,000

474 ザ・グリル 徳島県 島市南前川町3-1-22 パークウエストン2F 088-624-3333 ¥5,000 ¥8,000

475 Bois des Fees 高知県 高知市はりまや町2-5-19 ボワ ドゥ フェ 1F 088-884-2008 ディナーのみ ¥8,000

476 amitie 愛媛県 松山市南堀端町6-23 089-998-2811 ¥2,500 ¥5,000

477 ルアン NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町 愛媛県 大洲市大洲888 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

478 ビストロ ブラージュ 愛媛県 宇和島市中央町1-6-7 0895-49-3499 ¥5,000 ¥8,000

479 Jean-Pierre 福岡県 北九州市小倉北区鍛冶町1-3-4 美松コア 2F 093-541-6616 ディナーのみ ¥5,000

480 サンテミリオン 福岡県 北九州市小倉北区堺町2-3-33 ザ･ポムロールビル 1F 093-541-7089 ディナーのみ ¥8,000

481 料理屋 コルトン 福岡県 北九州市小倉北区片野4-13-4 093-967-8370 ディナーのみ ¥5,000

482 Le-nid-de-faucon 福岡県 北九州市八幡西区鷹の巣1-6-26 093-622-5005 ¥2,500 ¥5,000

483 千草ホテル フランス料理レストラン ミル・エルブ 福岡県 北九州市八幡東区西本町1-1-1 千草ホテル 1F 093-671-1131 ¥8,000 ¥8,000

484 AIGNON 福岡県 福岡市中央区天神1-15-14 高木ビル 1F 092-717-3001 ディナーのみ ¥8,000

485 L'eau Blanche 福岡県 福岡市中央区西中洲4-4 RIN FIRST 2F 092-752-2122 ディナーのみ ¥8,000

486 レストラン カステリアンルーム 福岡県 福岡市中央区渡辺通1-1-2 ホテルニューオータニ博多 B1F 092-715-2006 ¥5,000 ¥8,000

487 La Cuisine de KAWAMURA 福岡県 福岡市中央区高砂1-22-2  アーク七番館 2F 092-210-4673 ディナーのみ ¥8,000

488 仏料理 Orchidée 福岡県 福岡市中央区高砂1-11-8 今西ビル 201 092-532-8515 ¥5,000 ¥8,000

489 Innovative French WATAHAN by Furuyu Onsen ONCRI 福岡県 福岡市中央区白金1-11-8 092-406-4975 ¥5,000 ¥8,000

490 BISTRO Pic d'or 福岡県 福岡市中央区白金1-9-8 ブルク白金 1F 092-521-7966 ¥2,500 ¥5,000

491 CHOUETTE 福岡県 福岡市中央区薬院2-4-39 1F 092-791-6823 ¥2,500 ¥5,000

492 フランス料理　ウサギ&かめ 福岡県 福岡市中央区薬院2-11-10 朝日プラザ薬院101 092-714-0697 ¥2,500 ¥5,000

493 ビストロ ラ・ポーレ 福岡県 福岡市中央区警固1-12-1 ヴィラージュけやき通り 1F 092-732-3546 ¥2,500 ¥5,000

494 Le Chevalier 福岡県 福岡市中央区大名2-11-18 092-713-9213 ¥5,000 ¥8,000

495 La table de Provence 福岡県 福岡市中央区赤坂1-13-8 赤坂ウイングビル 1F 092-732-5277 ¥5,000 ¥8,000

496 ぐるまん亭 福岡県 福岡市中央区黒門2-14 コアマンション大濠 2F 092-761-2812 ディナーのみ ¥5,000

497 Crane 福岡県 福岡市中央区荒戸3-7-7 1階 092-406-5680 ¥5,000 ¥8,000

498 ラ・ロシェル福岡 福岡県 福岡市中央区大手門1-1-5 赤坂ル･アンジェ教会 1F 092-716-5617 ¥5,000 ¥8,000

499 TTOAHISU 福岡県 福岡市中央区大手門3-12-12 BLDG64 1F 092-733-4600 ¥5,000 ¥8,000

500 Grand Cuisine La Cascade／西鉄グランドホテル 福岡県 福岡市中央区大名2-6-60 西鉄グランドホテル 1F 092-781-0435 ¥5,000 ¥8,000

501 HÔTEL GRÈGES L'Orchidée Blanche 福岡県 宗像市神湊600 オテルグレージュ 0940-38-7700 ¥5,000 ¥8,000

502 ナチュラルダイニング　ハカタギ 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 11F 092-481-0850 ¥5,000 ¥5,000

503 展望レストラン LAPUTA 福岡県 福岡市博多区築港本町2-1 福岡サンパレス ホテル＆ホール 10F 092-272-1489 ¥5,000 ¥5,000

504 レストランひらまつ 博多 福岡県 福岡市博多区下川端3-1 博多リバレイン 2F 092-263-6231 ¥5,000 ¥8,000

505 restaurant mamagoto 福岡県 福岡市東区筥松3-12-20 092-629-8272 ¥5,000 ¥5,000

506 Restaurant MORI 福岡県 福岡市城南区東油山黒原515-39 092-861-4437 ¥5,000 ¥8,000

507 LE COLVERT 福岡県 福岡市南区野間1-2-18 ロワールマンション高宮 092-554-1760 ¥2,500 ¥5,000

508 レストラン ラ・カロッツァ 福岡県 福岡市南区寺塚2-7-16 092-551-4608 ¥2,500 ¥2,500

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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509 ビストロ ペシェミニヨン 福岡県 福岡市南区大楠2-3-18 ライオンズマンション大楠 1F 092-522-2366 ¥5,000 ¥8,000

510 ビストロ ユイット 福岡県 大野城市白木原1-4-13 増井ビル 1F 092-582-0358 ディナーのみ ¥8,000

511 ルアン ホテル カルティア 太宰府 福岡県 太宰府市宰府3-3-33 0120-210-289 ¥5,000 ¥8,000

512 テロワール 福岡県 糸島市志摩岐志63-1 092-328-0014 ¥5,000 ¥8,000

513 ルアン NIPPONIA HOTEL 八女福島 商家町 福岡県 八女市本町204 0120-210-289 ¥2,500 ¥5,000

514 三井港倶楽部 福岡県 大牟田市西港町2-6 0944-51-3710 ¥5,000 ¥8,000

515 フランス料理 Bouillon 佐賀県 伊万里市新天町497-1 0955-23-5639 ¥2,500 ¥5,000

516 HiroLicious 長崎県 長崎市築町4-1 2F 095-826-1557 ¥2,500 ¥5,000

517 Le Comptoir De Genereux 長崎県 長崎市本石灰町2-17 三海楼ビル 2F 095-821-1888 ¥2,500 ¥5,000

518 Restaurant KURODA 長崎県 佐世保市高天町14-8  0956-22-1252 ¥5,000 ¥5,000

519 アシェット ドゥ 木村 熊本県 熊本市中央区桜町2-23 096-288-1591 ¥5,000 ¥5,000

520 エスポワール 熊本県 熊本市中央区花畑町13-5 バンビビル 2F 096-356-9748 ディナーのみ ¥5,000

521 レストラン　ヴェレゾン 熊本県 熊本市中央区上通町3-26 Casa de Piano 1F 096-245-7683 ¥2,500 ¥5,000

522 魚座 熊本県 熊本市南区野口3-18-46 1F 096-358-7675 ¥5,000 ¥5,000

523 TOMO Clover 大分県 大分市府内町1-4-22 おかべ12ビル 1F 097-578-8089 ¥5,000 ¥8,000

524 ヌーヴェル・キュイジーヌ TAKAHASHI 大分県 大分市府内町2-4-22 田中ビル 2F 097-536-0700 ¥8,000 ¥8,000

525 ホテル日航大分オアシスタワー フレンチレストラン シエルアジュール 大分県 大分市高砂町2-48 日航大分オアシスタワー 21F 097-533-6109 ¥5,000 ¥8,000

526 Restaurant Mitsu Boshi 大分県 別府市鉄輪284 みゆき坂 0977-67-3536 ¥2,500 ¥5,000

527 forest inn Born 大分県 由布市湯布院町塚原1203-6 0977-84-2975 ¥5,000 ¥8,000

528 La Verveine 大分県 由布市湯布院町川上3064-3 0977-85-7829 ¥2,500 ¥5,000

529 French KIKUTCHIEN 宮崎県 宮崎市清水町1-3-5 1F 0985-23-1016 ¥2,500 ¥5,000

530 ふらんす食堂　Bistro マルハチ 宮崎県 宮崎市橘通東2-9-14 0985-72-6862 ディナーのみ ¥5,000

531 レストラン パリの朝市 宮崎県 宮崎市広島1-6-8 0985-28-6137 ¥2,500 ¥5,000

532 ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾート レストラン FOREST 宮崎県 宮崎市下原町247-18 ガーデンテラス宮崎ホテル&リゾート1F 0985-73-8888 ¥5,000 ¥5,000

533 chez Onji 宮崎県 延岡市本町1-3-8 0982-33-0301 ¥8,000 ¥8,000

534 restaurant　HIGH LINE 鹿児島県 鹿児島市呉服町4-1 酒井商事ビル 099-813-7889 ¥2,500 ¥5,000

535 RESTAURANT  Le Dôme 鹿児島県 鹿児島市金生町3-1  山形屋1号館 7F 099-227-6166 ¥5,000 ¥5,000

536 FRENCH RESTAURANT L'atelier 沖縄県 那覇市上之屋1-10-3 エレガンスコーポフェリーチェ 2F 098-862-8167 ディナーのみ ¥5,000

537 HIBISCUS 沖縄県 南城市知念志喜屋187-3 098-949-7002 ¥5,000 ¥8,000

538 Petite Etoile 沖縄県 宜野湾市嘉数1-16-11 A-10 098-914-3030 ¥5,000 ¥8,000

539 ビストロ モンマルトル 沖縄県 那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK 1F 098-885-2012 ¥8,000 ¥8,000

540 ヒルトン沖縄北谷リゾート　イタリアンレストラン「コレンテ」 沖縄県 中頭郡北谷町美浜40-1 098-901-1130 ディナーのみ ¥8,000

541 aisance 沖縄県 国頭君恩納村字安富祖1894番地1 UMITO PLAGE the atta okinawa１F 098-970-8820 ディナーのみ ¥8,000

542 RESTAURANT ESCALE  ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 沖縄県 国頭郡恩納村字冨着1550-1 ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート 5F 098-993-7113 ¥5,000 ¥8,000

543 Restaurant État d'esprit 沖縄県 宮古島市伊良部字池間添1195-1 紺碧ザ･ヴィラオールスイート 0980-78-6000 ディナーのみ ¥8,000

※2021年10月13日時点の内容となり掲載内容に変更が生じる場合がありますことご了承下さいませ。
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