★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京都港区北青山 3-10-6
青山パークスB1F

03-3400-3552

東京 マンダリンオリエンタル東京

東京都中央区日本橋室町2-1-1

03-3270 8800 http://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/

東京 東京アメリカンクラブ

東京都港区麻布台2-1-2

03-4588-0245

東京 Pierre Gagnaire

東京都港区赤坂1-12-33

03-3505-9505 http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/

東京 Patinastella

渋谷区上山町11-15神山フォレスト１F

03-5738-7031 http://patinastella.com/#top

東京 Wolfgang's Steakhouse丸の内

東京都 千代田区 丸の内 2-1-1
丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F

03-5224-6151 http://wolfgangssteakhouse.jp/marunouchi/

東京 W表参道
東京 分けとく山
東京 リブルーム
東京 房’ｓ

西新宿

東京 Argo
東京 Roppongi Hills Club

http://www.cardenas.co.jp/shop/restaurants/w-omotesandothe-cellar-grill.html
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/restaurant/waketoku/inde
東京都 新宿区 新宿 3-14-1伊勢丹新宿店 7F 03-5368-5398
x.html
東京都千代田区紀尾井町 4-1
03-3221-2857 http://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/ribroom/index.html
ホテルニューオータニ 東京 ロビィ階
東京都新宿区西新宿 1-18-1
03-3345-4545 http://www.bous.jp/nishi_shinjuku/index.html
小川ビル 4～5F
東京都千代田区麹町1丁目12
03-3265-5504 http://www.tojo.co.jp/restaurant-argo/
ONE FOUR TWO by Tojo 9F
東京都港区六本木 6-10-1
03-6406-6010 http://www.roppongihillsclub.com/visitor/dfw/jp/rhc/floor.html
六本木ヒルズ 森タワー 51F

東京 ANAインターコンチネンタルホテ東京都港区赤坂1-12-33
東京 ミクニ

丸の内

東京 ピルエット
東京 琥珀宮

東京都千代田区丸の内2-6丸の内ﾌﾞﾘｯｸｽｸｴｱ2F
東京都港区虎ノ門1-23-3
虎ノ門ヒルズガーデンハウス1階
東京都千代田区丸の内1-1-1
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京 5F

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店

03-3505-9505 http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/
03-5220-3921 http://www.mikuni-marunouchi.jp/
03-6206-6927 http://www.pirouette.jp/
03-5221-7788

http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/amber_palace.ph
p

エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京 ロアラブッシュ

東京都渋谷区渋谷4-2-9

03-3499-1999 http://www.1999group.com/

東京 Roti

東京都港区六本木6-6-9ピラミデビル１Ｆ

03-5785-3671 http://www.roti.jp/ja/

東京 ２２

中央区銀座4-3-12
銀座伊藤ビル２F

03-5524-8501 http://22twotwo.jp/

東京 Hilton Tokyo

東京都新宿区西新宿6丁目6番2号

03-3344-5111 http://hiltonhotels.jp/hotel/kanto/hilton-tokyo/dining

東京 Continental Safari

東京都港区西麻布3-24-24 西麻布3丁目
ビル

03-6455-5853 http://continentalsafari.com/

東京 Andaz タヴァン

東京都港区虎ノ門1-23-4

03-6830-1234 https://www.andaztokyo.jp/restaurants/jp/andaz-tavern-dining/

東京 CAFÉ NODE

〒151-0066 東京都渋谷区西原3丁目11−8

03-3466-0497 http://welcometonode.jp/uehara/

東京 日比谷松本楼

東京都千代田区日比谷公園1-2

03-3503-1451

東京 銀座 志

東京都中央区銀座5-4-9

03-6280-6158

東京 とも新

東京都練馬区豊玉上2-21-18 ジェイコート
桜台2F

03-6914-9636

東京 タマヤ八丁堀

東京都中央区八丁堀3-14-2

03-3523-1886

東京 ル リオン恵比寿

東京都渋谷区恵比寿1-21-16

03-3445-8131

東京 ブラッスリー リオン

東京都豊島区南池袋1-26-1 西武池袋本店803-5949-5678

東京 タマヤ水道橋

東京都千代田区三崎町3-6-15

03-6261-4043

東京 プレニチュード

東京都中央区新富1-6-11
ロイヤルプラザ新富101

03-6280-5753

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

ウェブアドレス

東京 ファヴォリ紀尾井町

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

東京 ベルサイユの豚 西新宿

東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワーB03-5909-2291

東京 ベルサイユの豚 田町

東京都港区芝5-26-20 建築会館2階

03-5439-6497

東京 ベルサイユの豚

東京都千代田区九段北1-2-7
フローレンス九段 1～3階

03-3556-4220

東京 ベルサイユの豚 池袋

東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1

03-3985-2192

東京 ベルサイユの豚 錦糸町

東京都墨田区江東橋3-13-6 KINSIAビル5F 03-5624-0320

東京 板前寿司

東京都中央区銀座8-2-13 Ｊビル 1F

九段下

銀座店

東京 ブ―シュリ―グートン
東京 サン・ピエール
横浜 マルゴ ファイブ
静岡 ヴィノシティ

本店

静岡 ヴィノシティ

マジス

静岡 ヴィノシティ

マキシム

静岡 KEISUKE MATSUSHIMA
愛知 Ｗ（ダブリュー）表参道

050-5592-3868

050-5869-7687

東京都中央区日本橋富沢町10-15 勢州屋本03-6661-1156
東京都中央区日本橋人形町 2-16-3
03-3669-2335
V ﾋﾞﾙ1F
東京都新宿区新宿 3-20-8
03-6457-4505
₋
₋
ﾄｯﾌﾟﾊｳｽ1F
東京都千代田区鍛冶町2－4－1佐伯ビルB
050 2018 2411
１
東京都千代田区鍛治町2-9-7大貫ビルB1
東京都千代田区日本橋室町2-3
コレド室町2-1Ｆ
東京都渋谷区神宮前 1-4-20
パークコート神宮前1Ｆ
東京都港区北青山3-10-6

050-2018 -2412
050-2018 -2413
03-5772-2091 http://www.restaurant-i.jp/index.html
03-3400-3552

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア
東京 ギャマン

お客様名
ブロックス

住所

東京都目黒区上目黒3-16-13 2F

電話
03-5724-3461

ウェブアドレス

東京 トゥー

ルームス

Two Ro東京都港区北青山3-11-7ＡＯﾋﾞﾙ5F

03-3498-4002

神奈川 Ｗ（ダブリュー）横浜店

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-16-4

045-594-8200

神奈川 バスティーズ

神奈川県 鎌倉市腰越1丁目3-11

0467-40-4232 http://bastides-kamakura.jp/

神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1−12

0467-84-0484 http://www.la-table-de-toriumi.com/

横浜 横浜ロイヤルパークホテル

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3

045-221-1155 http://www.yrph.com/

静岡 CLOUD 9

静岡県浜松市中区板屋町102-16Kei ビル2Ｆ

053-456-4444

静岡 オークラアクトシティ浜松

静岡県浜松市中区板屋町111-2

053-459-0111

宮城 CYAN

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目6－22

022-302-6881

神奈川

ラ・ターブル・ド・トリウ
ミ

大阪府 インターコンチネンタルホテル大大阪府大阪市北区大深町3-60

06-6374-5700

京都府 ザ・リッツ・カールトン京都 京都市中京区鉾田町543

075-746-5555 http://www.ritzcarlton-kyoto.jp/restaurant/mizuki.html

兵庫県 エクシブ有馬

078-907-4129

花暦

兵庫県神戸市北区有馬町1661-11

