
三重県産食材を使ったお料理やお酒を楽しめる飲食店や、三重県産品を販売しているお店を「三重の応援店舗」と
して登録しています。 
ぜひ、「三重の応援店舗」で、“三重”の魅力を感じてください。 

注１） 記載している取扱三重県産品については一例であり、時期やお店の都合等により異なる場合があります。 
注２） 営業時間、定休日等は各店舗に直接、お問い合わせください。 
注３） 複数の店舗を有している応援店舗（＊印）もございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。 

≪ 飲  食  店 ≫ 

2015年１１月現在 

ジャンル 店  舗  名 所       在       地 電話番号 取扱三重県産品 

日本料理 
丸の内一丁目 しち十二
候 

東京都千代田区丸の内1-9-1東京ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ
B1F 

03-6269-9401 近藤ﾌｧｰﾑの野菜 

ﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ レバンテ 東京都千代田区丸の内3-5-1 03-3201-2661 的矢かき、浦村かき 

はまぐり料
理 

伊勢桑名 貝縁 東京都千代田区有楽町1-10-1有楽町ﾋﾞﾙB1F 03-6269-9640 
ﾊﾏｸﾞﾘ、伊勢真鯛、松阪ﾎﾟｰｸ、地
酒、結びの神 

居酒屋 まんぷく食堂 東京都千代田区有楽町2-4-1 03-3211-6011 伊勢うどんなど 

とんかつ T.dining 
東京都千代田区神田小川町1-6-7 竹田ﾋﾞﾙ
B1F 

03-5577-5529 小林ﾌｧｰﾑの豚肉 

和食居酒屋 美味し国・三重 伝兵衛 
東京都千代田区神田佐久間町1-13-1 
chomp chomp AKIHABARA 8F 

03-3251-1611 
伊賀牛、伊賀野菜、松阪豚、地酒
など 

ｲﾀﾘｱﾝ Villa Due 
東京都千代田区鍛治町1-9-11 石川COﾋﾞﾙ 
B1F 

03-5298-1453 地ﾋﾞｰﾙ 

ｲﾀﾘｱﾝ 
ヴィーニ・ディ・トレッ
チーノ 

東京都千代田区鍛冶町1-10-8 03-6206-9610 

結びの神、牡蠣、伊勢角屋ﾋﾞｰﾙ、三重
の地酒、梅酒、青みかん酢、あおさ、
尾鷲の魚介など 

居酒屋 居酒屋 秋刀魚 東京都千代田区富士見1-7-6 03-3264-4170 赤大葉高菜、新姫 

おでん、居
酒屋 

お多幸 神田店  東京都中央区日本橋室町4-3-11 03-3242-0753 伊勢茶 

ﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ 
ビアレストラン トゥリ
ンク 

東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 03-3808-0215 地酒 

和食居酒屋 人形町 徳 東京都中央区日本橋蛎殻町2-3-7 03-3665-0972 伊勢うどん、的矢かき 

串焼き 串焼割烹 味道 東京都中央区東日本橋2-9-4 03-3865-2366 熊野地鶏、地酒 

とんかつ とんかつ伊勢 ＊ 東京都中央区人形町2-31-13 03-5651-3977 清酒伊勢、髙橋酒造 

日本酒ﾊﾞﾙ 縁 銀座 東京都中央区銀座1-22-12 03-5579-9686 熊野地鶏、梅干し 

おでん、和
食 

銀座 よしひろ 東京都中央区銀座4-8-11 善隣ﾋﾞﾙ4F 03-5250-0330 松阪牛、魚介類 

焼き肉 焼肉割烹 松阪 銀座店 
東京都中央区銀座5-10-13 東洋精米機ﾋﾞﾙ
B1F 

03-3572-2055 松阪牛 

しゃぶしゃ
ぶ 

花大根 東京都中央区銀座6-7-4 銀座ﾀｶﾊｼﾋﾞﾙB１F 03-3569-0953 伊勢うどん、伊勢茶 

和食居酒屋 伊勢物語 東京都中央区銀座6-3-7 AOKI TOWER 1F 03-6264-5721 伊勢うどん、伊勢まぐろなど 

日本料理 
柿安 しゃぶしゃぶ日本料
理 ＊ 

東京都中央区銀座7丁目9-15 GINZA gCUBE 
7F 

03-3289-3771 牛肉など 

和食居酒屋 三幸丸 (旧店名：輪違屋) 東京都港区西新橋1-17-1 小林ﾋﾞﾙ 03-3502-2588 浦村かき、伊勢うどんなど 

はまぐりと
地酒 

六本木 三重人 
東京都港区六本木4-10-5六本木410ﾋﾞﾙ 4､
5F 

03-5772-9733 魚介類、地酒 

はまぐり料
理 

桑名○貝 新三郎 東京都港区六本木6-10-1ﾋﾙｻｲﾄﾞB2F 03-6447-0020 桑名産ﾊﾏｸﾞﾘ、伊賀米ｺｼﾋｶﾘ 



ジャンル 店  舗  名 所       在       地 電話番号 取扱三重県産品 

焼肉 焼肉やよい 東京都港区麻布十番1-7-9酒井ﾋﾞﾙ３F 03-6455-4777 和牛、三重の地酒、焼酎 

浜焼きBBQ かき小屋 shiki -四喜- 東京都港区赤坂3-10-1対翆館ﾋﾞﾙ５F 03-6277-7478 牡蠣 

日本料理 伊勢すえよし 東京都港区西麻布4-2-15 水野ﾋﾞﾙ3Ｆ 03-6427-2314 地酒など 

日本料理 歌行燈 新宿店 ＊ 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館8F 03-3341-1116 松阪牛など 

居酒屋 酒蔵 紀州屋 東京都新宿区西新宿1-18-1 小川ﾋﾞﾙ２F 03-3348-4129 
熊野地鶏、岩清水豚、魚介類、
地酒など 

居酒屋・ﾊﾞｰ ぺんぎん村 東京都新宿区歌舞伎町1-1-7 03-3209-3761 地酒 

和食居酒屋 手料理一歩 東京都新宿区高田馬場3-11-10 03-3361-1375 的矢産かき、伊勢うどん 

鮨 鮨處 八千代 ＊ 東京都新宿区荒木町1 03-3357-1561 伊勢茶 

うどん 二代目甚八 本郷店 東京都文京区本郷3-22-9 真鍋ﾋﾞﾙ1F 03-3868-2819 伊勢うどん 

海鮮居酒屋 磯一 東京都台東区浅草2-7-21  03-3845-9523 魚介類、地酒 

ｲﾀﾘｱﾝ 海鮮Bar isoichi 東京都台東区浅草2-3-27 03-3845-0100 ﾊﾟｽﾀ、魚介類 

すき焼、しゃ
ぶしゃぶ 

おりべ 東京都台東区浅草3-37-3 03-3873-8873 伊賀牛、地酒、結びの神 

和食、居酒
屋 

カナメキッチン 東京都台東区西浅草2-25-13 03-3842-0788 
伊勢うどん、三重極み豚、錦
爽鶏等 

焼き肉 
松阪牛ホルモン まつや 
蒲田店 

東京都大田区西蒲田8-3-8 ｼｬﾄﾚｰ西蒲田101 03-6424-8929 松阪牛、伊勢赤鶏 

麦とろ、和
食 

里乃や 東京都渋谷区代々木1-54-1 03-3370-6387 伊勢芋 

ｲﾀﾘｱﾝ イ・セッテ・マーリ 東京都渋谷区東3-17-14 ｸﾘｽﾃｨｴﾋﾞｽ2F 03-3499-0987 熊野地鶏 

ﾊﾞｰ BAR-CHI-KYU 東京都渋谷区恵比寿1-12-5 萩原ﾋﾞﾙⅢ6F 03-5422-9236 伊勢うどん、あおさ、岩のり 

うどん、甘
味処 

茶寮 伊勢藤次郎 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ﾋｶﾘｴ7F 03-6434-1483 結びの神、伊勢うどん他 

蕎麦 勢揃坂 蕎 ぎん清 
東京都渋谷区神宮前2-3-10 ﾋﾙﾄｯﾌﾟ神宮前
1F 

03-3479-1911 魚介類、ｱｵｻ、ｱｻﾘ、日本酒 

和食居酒屋 居酒屋 かじやん 東京都杉並区阿佐谷北2-3-5 1F 03-5327-8157 地酒 

居酒屋 鳥椿 大山店 東京都板橋区大山町8-1ﾌｧｲﾝ大山1F 03-5926-3232 地酒 

菜園料理 カムラッド ＊ 
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-14ﾛｰﾀｽ第2
ﾋﾞﾙ１F   

0422-20-7577 伊賀牛、新姫など 

菜園ｶﾌｪ 
ベジタブルスイーツマー
ケット ドーノ 

東京都三鷹市野崎1-1-1公会堂さんさん館2Ｆ 0422-76-3488 
伊賀の菜種を使ったｽｲｰﾂ、新
姫を使ったｽｲｰﾂ、ｵﾘｼﾞﾅﾙ紅茶 

≪ 物  販  店 ≫ 

ジャンル 店  舗  名 所       在       地 電話番号 取扱三重県産品 

お茶 伊勢茶・中森製茶 
東京都千代田区有楽町2-10-1 B1-125 東
京交通会館B1F 

03-6269-9654 伊勢茶、伊勢うどん、あおさ 

書画材料 有便堂 東京都中央区日本橋室町1-6-6 03-3241-6504 鈴鹿墨 

ﾊﾑ、ｿｰｾｰｼﾞ 
伊賀の里ﾓｸﾓｸ手づくりﾌｧｰ
ﾑ東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ店 

東京都港区赤坂9-7-3東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝB1F 03-6434-0313 米、ﾊﾑ、ﾊﾟﾝなど 

陶器 iga-mono ｲｶﾞﾓﾉ東京店  東京都渋谷区恵比寿1-22-27 03-3440-7071 伊賀焼 

雑貨 阿佐谷優良万物店 TIP 東京都杉並区阿佐谷北3-27-11 なし 器、ＣＤなど 

発行：三重テラス（県事務所） ＴＥＬ ０３－５５４２－１０３５ 


