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ケバブ１本、（羊肉or鶏肉）、 フムス＆ファ
ラフェルセット、 ブリック（とろ～り卵とツ
ナの包み揚げ）
中東ワイン 赤・白、スパークリングワイ
ン、 生ビール、ハイボール、カクテル、 
ソフトドリンク各種 
東京都中央区銀座6-3-15 長谷第二ビル2F
03-6274-6660 
17:00～23:00
無
22席利用可

MishMish

01 コリドー徒歩１分 本格アラブ
料理と現地のワイン＆ビールが
味わえる銀座の隠れ家

コリドー徒歩１分 本格アラブ
料理と現地のワイン＆ビールが
味わえる銀座の隠れ家

カキのスモーク、自家製レーズンバター、
野菜スティック（バーニャカウダ）、合鴨
のスモークなど 
シングルモルト12年、オリジナルカクテ
ル3種類、スタンダードカクテル3種類、
ビール、ワイン
東京都中央区銀座6‐9‐13 中嶋ビル３F 
03-3571-8600
18:00～23:00（L.O.22:30）
無
20席利用可

Bar 洋酒博物館

05 世界の洋酒が 3000 種類以上
カクテルも数百種類。
世界の洋酒が 3000 種類以上
カクテルも数百種類。

春巻き三種盛り合わせ
ベトナムビール333 
東京都中央区銀座2‐2‐14 マロニエ
ゲート銀座１ 11F
03-5250‐0801
15:00～22:00（L.O.21:00） 
無
30席利用可

ヴェトナム・アリス 

06 1999年 7月に開店以来、皆様に
愛され続け23年銀座のエスニック
の草分け的な老舗ベトナム
レストラン。 

1999年 7月に開店以来、皆様に
愛され続け23年銀座のエスニック
の草分け的な老舗ベトナム
レストラン。 

だしまきタマゴ（数量限定）、
ミックスナッツ 
ハイボール、
ソルクバーノ（ラムのカクテル） 
東京都中央区銀座8-5-9 第二誠和ビル
3F
03-5537-5908 
18:00～23:00（L.O.22:00）
4（日）
6席利用可 

Bar Reir

07 並木通りの小さなバーです。
だしまきタマゴが名物です。 
並木通りの小さなバーです。
だしまきタマゴが名物です。 

和梨とミントの冷製パスタ、ウニクリーム
コロッケ、生ハムとチーズの盛り合わせ 
生ビール、ワイン（赤、白）、カクテル、ウイ
スキー（指定の範囲）
東京都中央区銀座7-2-11 菊村ビル4F 
03-3575-1211 
18:00～23:00（L.O.22:00）
無
30席利用可

レサシエル

08 世界中のお酒（1000 種以上）と
料理のマリアージュをお楽しみ
下さいませ★ 

世界中のお酒（1000 種以上）と
料理のマリアージュをお楽しみ
下さいませ★ 

トリュフサラミ、オリーブ
銀座醸造所オリジナルクラフトビール、
USパイントビール、飲み比べセット 
東京都中央区銀座8‐11‐12 正金ビル
B1F
03-3574‐7004 
16:00～23:00（L.O.22:30）
4（日）
10席利用可

Brewin’bar 銀座醸造所 

09 銀座の水で銀座で造る多彩な
クラフトビール
銀座の水で銀座で造る多彩な
クラフトビール

900円以下のフードから一品 
生ビール、ジントニック、グラスワイン赤・
白、ノンアルコールカクテルから一杯 
東京都中央区銀座7-3-6 2F
03-3573-5366 
19:00～23:00（L.O.22:30） 
3（土）4（日）  
13席利用可

Bar 7110 

10 銀座でありながら過ごしやすさが
好評、リーズナブルなBar！
銀座でありながら過ごしやすさが
好評、リーズナブルなBar！

ちょこっとシャルキュトリー盛合せ、ムー
ル貝の白ワイン蒸し 
グラスワイン、スパークリングワイン、サン
グリア、レモンサワー、ライムサワー、ウー
ロンハイ、ジャスミンハイ
東京都中央区銀座 3-4-7 銀座サニービルB1F 
03-5250-8695 
日～木・祝日 17:00~22:30 (L.O.21:30) 
金・土・祝前日 11:45~23:00（L.O.22：00）
無
65席利用可 

ワイン酒場 GabuLicious

11 銀座駅2分
燻製と煮込み料理をご堪能！
気軽に使えるワインバル

銀座駅2分
燻製と煮込み料理をご堪能！
気軽に使えるワインバル

合鴨のカルパッチョ仕立て、ゴーヤの黒コショウナ
ムル、ミートバル特製 漬込み唐揚げ 
生ビール、レモンサワー、梅干しサワー、ガリサ
ワー、赤紫蘇サワー、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、
ハイボール、ジンジャーハイボール、コークハイボー
ル、柚子ジンジャーハイボール 
東京都中央区銀座西2-2 銀座インズ2内 B1F 
03-3561-1477 
日～木・祝日 11:30~22:30 (L.O.21:30) 、金・土・祝前
日 11:30~23:00（L.O.22：00）  ※15:00~17:00はclose
無
48席利用可

塊-KATAMARI-ミートバル

12 銀座駅C9直結
豪快な肉塊＆豊富なワインを
カジュアルに 

銀座駅C9直結
豪快な肉塊＆豊富なワインを
カジュアルに 

ナッツ、スペイン産生ハム、フライドポテ
ト、燻製3種盛り合わせ、黒毛和牛ロース
トビーフ
Ｄｒａｆｔ、グラスワイン（赤、白）、ジントニッ
ク、フリージングハイボール、モヒート 
東京都中央区銀座7-6-2 石井ビルB1 
03-6274-6790  
17:00～23:00（L.O.22:30） 
4（日）
20席利用可

Shanabool Ginza

02 料理×酒×雰囲気×人＝
楽しくて最高のお店を目指して
日々奮闘しております。 

料理×酒×雰囲気×人＝
楽しくて最高のお店を目指して
日々奮闘しております。 

本日のおつまみ、アイスクリーム盛り合
わせ
クラフトビール、日本酒3種飲み比べ、ソ
フトドリンク 
東京都中央区銀座3-6-1 
03-3535-3555 
17:00～22:00（L.O.21:00）
29（月）30（火）
30席利用可

MGカフェ

03 懐かしの純喫茶 懐かしの純喫茶 

キャビア1スプーン
シャンパーニュ（グラス）
東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀
座B2F 
03-6264-5800
11:00～22:00（L.O.21:00）
無
11席利用可

キャビアハウス＆プルニエ/
サンドイッチハウス 

04 ヨーロッパの主要空港を中心に
展開するキャビアと
シャンパーニュの専門店。

ヨーロッパの主要空港を中心に
展開するキャビアと
シャンパーニュの専門店。

オリーブのマリネ、トマトのピクルス、
フォアグラのブリュレ、生チョコ、ピスタ
チオ、枝付きレーズン、ドライマンゴー 
グラスワイン 白・赤、生ビール、シャンディガ
フ、パナシェ、キール、キウイのスプリッツァー 
東京都中央区銀座3‐4‐6 正隆ビル1F
03-3562‐8025  
14:00~22:00 (L.O.21:00)
店舗滞在時間：1人当たり1チケット30分 
無
4席利用可

GOSS

13

チーズ風味のシュー「グージェール」、鴨
のテリーヌ カンパーニュ風、リヨン名物
「ソーセージのブリオッシュ」 
スパークリングワイン、ビール、ノンアル
コールスパークリング、ハイボール 
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
17:30～22:00（L.O.20:00） 
無
100席利用可

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

高級ヴィンテージワインもグラス
でお気軽にお楽しみ頂けます。 
高級ヴィンテージワインもグラス
でお気軽にお楽しみ頂けます。 

ナッツ、チョコレート、オリーブ
ハイボール、ジントニック、カンパリソー
ダ 
東京都中央区銀座6-6-19 若松ビルB2F
03‐6274-6629 
18:00～20:00（L.O.19:30）
4（日）
8席利用可

Bar 耳塚

14 ソフトな雰囲気を楽しめる
オーセンティックバーです。 
ソフトな雰囲気を楽しめる
オーセンティックバーです。 15 都心ならではの景色を眺めながら、

ブラッスリー料理を楽しめるお店です。 
都心ならではの景色を眺めながら、
ブラッスリー料理を楽しめるお店です。 16 リヨン発・巨匠ポールボキューズ

氏のフランス料理を気軽に味わえる
本格ブラッスリー。

リヨン発・巨匠ポールボキューズ
氏のフランス料理を気軽に味わえる
本格ブラッスリー。

店舗名 フード ドリンク 所在地

TEL 対応時間 参加不可日 座席数

ｰ 1 ｰ

（平日）ハンバーガー、ローストビーフ丼、
カレーなど （土日）セットメニュー
生ビール、スパークリング、赤ワイン、白ワ
イン、カクテルなど 
東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座10F 
03-4362-9033
17:30～23:00（L.O.22:00） 
1（木）3（土）
25席利用可

L’ATELIER et
Brasserie ATOM Milano
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ハモンセラーノ、タコのマリネ、チョリソ、
マッシュルームのオーブン焼き、スペイ
ンオムレツ、マチョンゴチーズ 
生ビール、サングリア、グラスワイン（赤、
白）、カクテルウイスキー、ソフトドリンク 
東京都中央区銀座7-8-19 東京ビル1F
03-3573-1021 
17:30～23:00（L.O.22:30）
29（月）5（月）
30席利用可

シエスタ

17 古き良きヨーロッパの街角のよう、
陽気で美味しいスペインバル。 
古き良きヨーロッパの街角のよう、
陽気で美味しいスペインバル。 

ブロッコリーと海老のレモンアヒージョ、
ムール貝とひよこ豆のシェリー煮込み、
捌きたて真イワシのピカタ、北海道産真
ダラとラタトゥイユのアリオリグラタン
グラスワイン赤・白 
東京都中央区銀座1-27-10 ザ・アソシ
エイトビル1F 
03-3535-6567 
17:30～24:00（L.O.23:00） 
29（月）30（火）31（水）4（日） 
10席利用可 

日東コーナー

21 銀座老舗洋食店の看板料理
ロールキャベツなどお酒に合う
料理が楽しめるお店です。 

銀座老舗洋食店の看板料理
ロールキャベツなどお酒に合う
料理が楽しめるお店です。 

生牡蠣2 
牡蠣に合うワインorシードル 
東京都中央区銀座5-4-15 西五ビル3F
03-6274-6750 
18:00~24:00（L.O.23:30）
無
6席利用可

牡蠣Bar

22 365日牡蠣！日本各地の牡蠣生産者か
ら直接旬の牡蠣を取り寄せています。
ご注文いただいてから牡蠣を開け、海
水をソースとしてお召し上がりくださ
い。生牡蠣以外にも牡蠣料理多数！
牡蠣に合うお酒も揃えています。 

365日牡蠣！日本各地の牡蠣生産者か
ら直接旬の牡蠣を取り寄せています。
ご注文いただいてから牡蠣を開け、海
水をソースとしてお召し上がりくださ
い。生牡蠣以外にも牡蠣料理多数！
牡蠣に合うお酒も揃えています。 

23

築地テラス特製スペアリブ、自家製パ
テ・ド・カンパーニュ、季節のアヒージョ 
スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン 
東京都中央区築地2-14-6 CAMEL築地
1F、２F
03-3248-6460
平日17:00～22:00（L.O.21:00）
土曜11:00～17:00（L.O.16:00） 
4（日） 
60席利用可

築地テラス

24 築地本願寺が目の前の最高ロケー
ション。お昼はカフェ・夜はダイ
ニングとどの時間帯でも楽しんで
頂けるお店です。 

築地本願寺が目の前の最高ロケー
ション。お昼はカフェ・夜はダイ
ニングとどの時間帯でも楽しんで
頂けるお店です。 

牛サーロインのグリル100g、豚肩ロース
のグリル100g、生ハム・サラミの盛り合
わせ  
スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン 
東京都中央区京橋3-9-6 GM3-ビル１F 
03-6228‐6105 
17：00～22:00（L.O.21:00）
3（土）4（日）  
56席利用可

京橋テラス

25 世界のワインとグリル料理を
メインとした、京橋・宝町、駅近
バルスタイルのお店。
バルのおつまみも充実しています。 

世界のワインとグリル料理を
メインとした、京橋・宝町、駅近
バルスタイルのお店。
バルのおつまみも充実しています。 

ナッツ、チョコレート、ジャーキー 
ビール、ジントニック、モスコミュール、角
ハイ 
 東京都中央区銀座6-4-8 ニューギンザ
ビル3号館6F 
03-3572-7769  
18:00～23:00（L.O.22:30） 
4（日） 
12席利用可

KPIOS(クリオス） 

26 落ち着いた大人のバー 落ち着いた大人のバー 

LIONチキンの唐揚げ（4個）、ビヤホール
ソーセージ（2本）、チョリソー（2本）、LONG
ガーリックトースト（2本）、ニシンのマリネ
ヱビスビール、ヱビスプレミアムブラッ
ク、ヱビス＆ヱビス（ハーフ＆ハーフ）、ハ
イボール、ワイン（赤・白・スパークリング）
東京都中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル2F 
03-3571-2590 
17:00～21:30（L.O.21:00） 
2（金） 
180席利用可

ビヤレストラン ライオン　銀座七丁目店 

27 銀座ライオンの本格生ビールと
老舗洋食が楽しめる店舗。
ヱビスビールを提供します♪ 

銀座ライオンの本格生ビールと
老舗洋食が楽しめる店舗。
ヱビスビールを提供します♪ 

季節のおばんざい5種
グランド日本酒店主厳選！ 9種＋日替わ
り1種（計10種）、日本酒サングリア
東京都中央区銀座7-2-20 小林ビル1F
03-6280-6657
17:00～24:00（L.O.23:00）
3（土）4（日）  
6席利用可

和酒BALだんない

28 季節のおばんざいと店主厳選の
日本酒が楽しめる日本酒バル。 
季節のおばんざいと店主厳選の
日本酒が楽しめる日本酒バル。 

2種のチーズとたまねぎのキッシュ
白ワイン、赤ワイン 
東京都中央区銀座6‐4‐5 玉泉堂B1F
03-3573‐3378 
17:00～23:00（L.O.22：30） 
4（日）
4席利用可

宮下電気 

18 アットホームな、銀座の隠れ家。
キッシュがおすすめのワインバー
アットホームな、銀座の隠れ家。
キッシュがおすすめのワインバー

おまかせ３種のアンティパスト盛り合わ
せ
スパークリングワイン（白）、グラスワイン
（赤or白）、サングリア（赤or白） 
東京都中央区銀座2‐2‐19 美豊ビルB1F
03-3567‐1480 
18:00～21:45（L.O.21：00） 
4（日）
14席利用可

Paraphrase（パラフレーズ）

19

カナッペ数種、生ハム、おまかせメニュー
より1品 
生ビール、ハイボール、ワイン（赤、白）、
スパークリングワイン
東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック
銀座イーストビル1F
03-3543-3151
17:00～20:00（L.O.19:00） 
4（日） 
20席利用可

サロン ド ジュリエ

銀座で愛され20年、
美味しい料理とお酒を楽しめる
お洒落なカジュアルイタリアンです。 

銀座で愛され20年、
美味しい料理とお酒を楽しめる
お洒落なカジュアルイタリアンです。 

20 ゆったりとした空間で安心して
おたのしみください。 
ゆったりとした空間で安心して
おたのしみください。 

フィッシュ＆チップス
サッポロ「白穂乃果」（ビール）  
 東京都中央区銀座3-3-5
03-3538-1312 
17:00-21:00（L.O.20:00） 
無
86席利用可

MUJI Diner 銀座

29

瞬間燻製の盛り合わせ、海老パン 
日本酒1杯 
東京都中央区銀座6-3-16
03-3289-7400 
18:00～20:00（L.O.19:30）
2（金）4（日）
4席利用可 

小さなくらのすけ

大切にしているのは「素の食」の
おいしさです。食材の旨味を引き
出すメニューをご提供。

大切にしているのは「素の食」の
おいしさです。食材の旨味を引き
出すメニューをご提供。

【3種のピンチョス盛り合わせ】
最高級生ハム ハモン・イベリコ・ベジョータ、プ
ルポ・アリオリ～スペイン風タコのポテトサラ
ダ、ボケロネス～ヒコイワシの酢漬け～
スパークリングワインCAVA、赤/白ワイン、サン
グリア、ソフトドリンク 
東京都中央区銀座7-12-14 大栄会館ビル1F 
03-6228-5356 
17:00-22:00（L.O.21:00） 
2（金）3（土） 
6席利用可（4名テーブル×1、カウンター×2）

スペインクラブ銀座 

30 銀座 7 丁目のプレミアムな
スペインバルレストラン。
スペインワインと食材に囲まれた
スペイン空間です。

銀座 7 丁目のプレミアムな
スペインバルレストラン。
スペインワインと食材に囲まれた
スペイン空間です。

31 並木通りを見下ろすテラス席も魅力。
ユニークなカクテルとバーメニュー
を多数ご用意。 

並木通りを見下ろすテラス席も魅力。
ユニークなカクテルとバーメニュー
を多数ご用意。 

32 路地裏・隠れ家・ホッとする空間。
酒とあてにこだわった気軽な
居酒屋です。 

路地裏・隠れ家・ホッとする空間。
酒とあてにこだわった気軽な
居酒屋です。 

店舗名 フード ドリンク 所在地

TEL 対応時間 参加不可日 座席数

ｰ 2 ｰ

生ハム、オリーブ盛り合わせ、ミックス
ナッツ、ビーフジャーキー 
ビール、ワイン、ソフトドリンク、カクテル各種 
東京都中央区銀座８-7-18 月光荘ビル
5F 
03-6228-5189 
17：00～23：00（L.O.22：00） 
29（月）4（日）5（月） 
10席利用可
※別途、生演奏へのチップをいただく場
合がございます。

月光荘サロン 月のはなれ

創業105周年を迎えた月光荘画材店が
運営するサロン。ほぼ毎晩生演奏があり、
壁面には２週間ごとに掛け替えられる
現代アートが。いつ訪れても新鮮な発見
のある、色と音の遊び場です。 

創業105周年を迎えた月光荘画材店が
運営するサロン。ほぼ毎晩生演奏があり、
壁面には２週間ごとに掛け替えられる
現代アートが。いつ訪れても新鮮な発見
のある、色と音の遊び場です。 

ドライナッツ、オリーブ、ピクルス
スパークリングワイン、ワイン（赤or白）、
日本酒 
東京都中央区銀座6-6-7
03-6837-1300
17:00～19:00（L.O.18:50）
無
60席利用可

NAMIKI667
（ハイアット セントリック 銀座 東京）



店 舗 情 報 一 覧

ごぼうの唐揚げ、おでん３種、珍味３種盛
り 
ビール、日本酒20種、ハイボール、サワー
各種 
東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル
3F 
03-3574-7300 
17:00～24:00（L.O.23:00） 
2（金）4（日）
6席利用可

酒ずき　くらのすけ

33 落ち着いた雰囲気で 40種以上の
日本酒とぴったりの料理が楽しめる
和風居酒屋です。 

落ち着いた雰囲気で 40種以上の
日本酒とぴったりの料理が楽しめる
和風居酒屋です。 

37

その日のおつまみ１品 
オリジナルデザートカクテル 
東京都中央区銀座7-2-11 横須賀第五
ビル4F 
070-6480-3099 
19:00～24:00（L.O.23:30） 
4（日） 
10席利用可 

vitaminG
ナッツ、ドライフルーツ 
シングルモルト、ハイボール 
東京都中央区銀座6-3-6 栄ビルB1F
03-6252-5044 
18:00～22:00（L.O.21:00） 
4（日） 
6席利用可

BAR KAGE
パテ・ド・カンパーニュ、ミックスナッツ、ド
ライフルーツ、グリルソーセージ 
週替わりおすすめスパークリング、週替
わりおススメ赤ワイン、週替わりおスス
メ白ワイン※各100㏄ 
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イ
トシアB1F 
03-5224-6391 
12:00～21:00（L.O.20:00） 
無 
8席利用可 

ヴィノスやまざき有楽町店

ヨーロッパ貴族の邸宅を思わせるバーヨーロッパ貴族の邸宅を思わせるバー 38 銀座の隠れ家的なショットバーです。
ウイスキー、ワイン、カクテル、シャンパン
など幅広いアルコールを提供。
テラス席でBBQなども楽しむこと
ができます。カラオケは23時以降使用
可能です。

銀座の隠れ家的なショットバーです。
ウイスキー、ワイン、カクテル、シャンパン
など幅広いアルコールを提供。
テラス席でBBQなども楽しむこと
ができます。カラオケは23時以降使用
可能です。

39 落ち着いた大人の隠れ家で、
シングルモルトをどうぞ 
落ち着いた大人の隠れ家で、
シングルモルトをどうぞ 40 直輸入ワインとこだわり食材の

マリアージュをお楽しみいただける
ワインバル

直輸入ワインとこだわり食材の
マリアージュをお楽しみいただける
ワインバル

自家製ぬか漬け盛り合わせ、ミックス
ナッツ、日替わりおつまみ 
ベルギービール「ヴェデットホワイト」生
樽、ハイボール（ウイスキー）生樽、シャリ
キンを使ったレモンサワー又はホッピー 
東京都中央区銀座8-6-4 村喜茂竹ビル
3F 
03-5537-7033
21:00～9:00（L.O.9:00） 
3（土）4（日） 
14席利用可

BAR JOTA

41

たくあん缶（昆布、梅酢、とうがらし）、広
島レモンカキ缶、38缶（サバ缶） 
ハイボール、イネディットビール、もも酎
ハイ 
東京都中央区銀座8-6-4 村喜茂竹ビル
3F 
03-3573-6999
21:00～4:00（L.O.3:30） 
3（土）4（日） 
8席利用可

MAGICAL BAR 999
フィッシュ＆チップス、ナチョス、フライド
ポテト（全て通常メニューのハーフサイズ） 
サッポロ生ビール、スパークリングワイ
ン、白・赤ワイン、カクテル各種・モクテル
各種 
東京都中央区銀座6-14-3 
03-6278-8113 
12:00～23:00（L.O.22:00） 
無
20席利用可

W XYZ Bar
イベリコ豚のサラミ 
オリジナルジントニック 
東京都中央区銀座7-5-5 長谷第一ビル
B1F 
03-5537-5885 
18:00~21:00(L.O.20:30) 
1（木）2（金）4（日）8（木） 
10席利用可

Bar Seven Seasons

朝9:00まで開いているショットバー
です。趣味のお話とマニアックな
お酒が楽しめます。 

朝9:00まで開いているショットバー
です。趣味のお話とマニアックな
お酒が楽しめます。 

42 ご当地酎ハイやクラフトビールを
飲みながら、目の前30㎝でマジック
を楽しめます。

ご当地酎ハイやクラフトビールを
飲みながら、目の前30㎝でマジック
を楽しめます。

43 マリオットグループ・アロフト
東京銀座内のクールなバーで
息抜きしませんか？ 

マリオットグループ・アロフト
東京銀座内のクールなバーで
息抜きしませんか？ 

44 バーに少しでも興味がある方、
お待ちしております。初めての方
でも楽しめるオーセンティックバー

バーに少しでも興味がある方、
お待ちしております。初めての方
でも楽しめるオーセンティックバー

YEBISU BARのローストビーフ、ソーセー
ジ3種盛合せ（粗挽き・チョリソ・ヴァイス
ブルスト）、マルゲリータ 
ヱビスビール、ハイボール、ワイン（赤
白）、ソフトドリンク 
東京都中央区銀座8-2先 銀座コリドー街1F 
03-3573-6501 
平日17:00～21:00、土曜日15:00～
21:00、日曜日15:00～20:00 
無 
60席利用可

YEBISU BAR　銀座コリドー街店
提供(サービス)：ミニ観葉植物やハイド
ロカルチャーなど 
東京都中央区銀座4-3-14 筑波ビル1F 
03-5579-5950 
11:00～20:00　 
無

こじま花店

45 グランポレールを通じて、食とワインの
共演、つくり手の情熱、心からの笑顔と
充実の時間に出会い、日本ワインの魅力
を発見できるワインバーです。

グランポレールを通じて、食とワインの
共演、つくり手の情熱、心からの笑顔と
充実の時間に出会い、日本ワインの魅力
を発見できるワインバーです。

46 仲間と過ごす楽しい時間 ヱビスと
共においしい空間　思い出に残る、
上質と安らぎの一時  ～ 和の心を表現
する「和モダンビヤバー」～ 

仲間と過ごす楽しい時間 ヱビスと
共においしい空間　思い出に残る、
上質と安らぎの一時  ～ 和の心を表現
する「和モダンビヤバー」～ 

47 高品質なものを手に取りやすい
価格で提供するバラエティ豊かな
植物を揃える花屋

高品質なものを手に取りやすい
価格で提供するバラエティ豊かな
植物を揃える花屋

タロット占い1回又は手作りパン1SET 
お好みのカクテル、ワインなど 
東京都中央区銀座7-5-12 ニューギンザ
ビル3F
03-3573-7707
18:00～26:00
無
17席利用可

ブルーモルフォ

34 タロット占い人気です。手作り
パンおいしい。マスターは俳優。
女性のお客様多いです。 

タロット占い人気です。手作り
パンおいしい。マスターは俳優。
女性のお客様多いです。 

モッツァレラのアリゴバゲット添え 
ジントニック、デュワーズハイボール、
ウォッカトニック 
東京都中央区銀座6-4-18マキシドピア
5F
03-3571-8088 
17:00～22:00（L.O.21:30）
※3（土）のみの参加
10席利用可

Bar Rooster 

35

ミックスナッツ、ビーフジャーキー、チョコ
ハイボール、本日のカクテル、グラスワイ
ン 
東京都中央区銀座8-5-10 金成ビルB1F 
03-6228-5469 
18:00～20:30（L.O.20:00） 
3（土）4（日）
15席利用可
※ご来店の際は、入口のインターフォン
を押していただきますようお願いいたし
ます。 

銀座ミツバチ

窓のある一枚板カウンターでの
本格的バー体験を。
肩肘張らないお酒とバー飯を是非。 

窓のある一枚板カウンターでの
本格的バー体験を。
肩肘張らないお酒とバー飯を是非。 

36 ウィスキー、カクテル 1000 種類
以上の品揃えにてお待ちしており
ます。

ウィスキー、カクテル 1000 種類
以上の品揃えにてお待ちしており
ます。

店舗名 フード ドリンク 所在地

TEL 対応時間 参加不可日 座席数

ｰ 3 ｰ

①トリュフナッツ、②自家製ピクルス、③
ザルツプレッツェル
 ①ジントニック、②ウェルネスカクテル、
③オリジナル「バッハ・カクテル」から1つ
東京都中央区銀座5-13-12
03-5550-2222 
17：00～21:00（L.O.20:30） 
無
14席利用可

Magdalena
（ホテルグランバッハ東京銀座 2F）

タパス全10品からお一人様2品
ポールスター、泉（白ワイン）、絢（赤ワイ
ン）、ワインカクテル
東京都中央区銀座8-2先 銀座コリドー
街1F 
03-3575-5222 
平日17:00～21:00、土曜日15:00～
21:00、日曜日15:00～20:00
無
60席利用可

GRANDE POLAIRE WINEBAR TOKYO
銀座コリドー街店

昔ならではのお店から
話題のお店まで、

ワンランク上のグルメ体験を
ご堪能ください！！


