★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
エリア

お客様名

住所

電話

千葉 テッパツヤ

千葉県成田市花崎町816 水野ビル 4F

050-5592-7818

東京 サン・ピエール

東京都中央区日本橋人形町 2-16-3
V ﾋﾞﾙ1F

03-3669-2335

東京 パタティ パタタ

東京都台東区浅草橋 5-5-5

03-3861-7265

東京 ジェ ファン

東京都目黒区上目黒 1-13-5

03-6455-1459

東京 マルゴ ファイブ
東京 マルゴ 丸の内
東京 ヴィノシティ 本店
東京 ヴィノシティ マジス
東京 ヴィノシティ マキシム
東京 上野精養軒
東京 W表参道
東京 分けとく山
東京 房’ｓ 西新宿
東京 Argo
東京 KEISUKE MATSUSHIMA

東京都新宿区新宿 3-20-8
ﾄｯﾌﾟﾊｳｽ1F
東京都千代田区丸の内2-6-1
丸の内パークビルディング1Ｆ
東京都千代田区鍛冶町２丁目４−１
佐伯ビルB1
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
東京都台東区上野公園4-58
東京都港区北青山 3-10-6
青山パークスB1F
東京都 新宿区 新宿 3-14-1
伊勢丹新宿店 7F
東京都新宿区西新宿 1-18-1
小川ビル 4～5F
東京都千代田区麹町1丁目12
ONE FOUR TWO by Tojo 9F
東京都渋谷区神宮前 1-4-20
パークコート神宮前1Ｆ

ウェブアドレス

03-6457-4505
03-6269-9105
050-2018 -2411 charpente.jp/vinosity/
050-2018 -2412 charpente.jp/magis/
050-2018 -2413 charpente.jp/maxime/
03-3821-2181 http://www.seiyoken.co.jp/
http://www.cardenas.co.jp/shop/restaurants/w-omotesando-thecellar-grill.html
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/restaurant/waketoku/inde
03-5368-5398
x.html
03-3400-3552

03-3345-4545 http://www.bous.jp/nishi_shinjuku/index.html
03-3265-5504 http://www.tojo.co.jp/restaurant-argo/
03-5772-2091 http://www.restaurant-i.jp/index.html

東京 青山牛彩

東京都港区南青山2-11-11

03-5785-2521 http://www.gyusai.com/

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

Wolfgang's Steakhouse
丸の内

東京 琥珀宮

東京都 千代田区 丸の内 2-1-1
丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F
東京都千代田区丸の内1-1-1
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京 5F

03-5224-6151 http://wolfgangssteakhouse.jp/marunouchi/
03-5221-7788 http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/amber_palace.php

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
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

東京都中央区銀座4-3-12 銀座伊藤ビル2F

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

東京

ホテルインターコンチネンタル
東京都港区海岸1-16-2
東京ベイ

03-5404-2222

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 La Paix

東京都中央区日本橋室町1-9-4

03-6262-3959 http://lapaix-m.jp/

東京 茶禅華

東京都港区南麻布4-7-5

03-6873-5734 http://sazenka.com/

東京 月島ビストロ

東京都港中央区月島1-6-12

03-5560-1834

東京 プロヴァンスカフェ

東京都港中央区月島3-9-3

03-6320-0442

東京 プレニチュード
東京 ル リオン池袋
東京 ル リオン恵比寿
東京 ブ―シュリ―グートン
東京 37 Roast Beef
東京 加賀屋 銀座店
東京 ダイマスワイン館
神奈川 ラ・ターブル・ド・トリウミ
神奈川 横浜ロイヤルパークホテル

静岡 CLOUD 9

東京都中央区新富1-6-11
ロイヤルプラザ新富 1F
東京都豊島区南池袋1-28-1
西武池袋本店 8F

050-5571-0926

東京都渋谷区恵比寿1-21-16

03-3445-8131

東京都中央区日本橋富沢町10-15
勢州屋本店ビル １F
東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ本館3階
東京都中央区銀座５-８-１７
ワールドタウンビルB1階

03-6280-5753

050-5593-0716
03-5413-4637
03-3289-6500

東京都台東区浅草1-14-8

03-5806-2281 http://www.e-daimasu.com/winekan/

神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1-12

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

神奈川県横浜市西区
みなとみらい 2-2-1-3
静岡県浜松市中区板屋町102-16
Kei ビル2Ｆ

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

静岡 グランドエクシブ浜名湖

浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620

053-488-0126

★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店
ブルーブリック
ステーキハウス

静岡県浜松市中区肴町318-16 2Ｆ

053-451-2929

愛知 ホテル アークリッシュ豊橋

愛知県豊橋市駅前大通1-55

0532-51-1111

石川 ホテル日航金沢

石川県金沢市本町2-15-1

076-234-1111

静岡

ブラッスリー・ブー
梅田店
ブラッスリー・ブー・ジュニア
大阪府
天王寺ＭＩＯ店
カフェ・ブー
大阪府
HERBIS PLAZA ENT店
大阪府

大阪府 ル・コントワ
インターコンチネンタル大阪
レストランピエール
パシオン・エ・ナチュール
大阪府
新大阪店
パシオン・エ・ナチュール
大阪府
福島店
大阪府

広島県 ベラビスタ スパ&マリーナ
熊本県

Café Lafcadio・
JD Wine Cellar Door

愛知県 サンクサンス
愛知県 ベベのおそうざい

大阪市北区梅田2丁目4-13
阪神産経桜橋ビル1F
大阪市天王寺区悲田院町10-48
天王寺プラザ館M2階
大阪市北区梅田2-2-22
HERBIS PLAZA ENT 1F
大阪府大阪市北区曾根崎2-10-10
第二あーけるびる

06-6348-1159 http://brasserie-boo.com
06-6773-1159 http://boo-jr.com/
06-6440-1159
06-6926-4567

大阪府大阪市北区大深町3-60

06-6374-5700

大阪市淀川区西中島5-16-1
JR新大阪駅構内

06-6300-1159 http://shizenha-passion.com/shin-osaka/

大阪市福島区福島6-1鉄道高架下

06-6452-1159 http://shizenha-passion.com/fukushima/

広島県尾道市浦崎町大平木1344-2

084-987-1122

熊本県熊本市中央区草葉町2-3
松田アパート1F
名古屋市千種区池下町2－28
アート倶楽部カルチェラタン３F
名古屋市東区泉2－1－28
ヴィアーレストリア１B

096-354-0013
052-784-5005 http://www.quartier-latin.nagoya/
052-938-4555 http://bebe-cafe.jp/

福岡 IMURI

福岡県福岡市中央区谷1-3-15

092-762-7070 http://kanzan.net/imuri/

福岡 ラ・ロシェル福岡

福岡県福岡市中央区大手門1-1-5

092-716-5617 http://www.la-rochelle.co.jp/shop/fukuoka/

宮崎 CORNER

宮崎県宮崎市中央通り3-1

0985-74-7775 http://www.corner-cafe.asia/

