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1 いけ増 喜多 高廣 103-0027
東京都中央区日本橋2-2-6 03-3271-5685

　〃 喜多 外廣 　　　〃 〃

2 伊勢定本店 佐藤 奈奈子 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-5-17 03-3241-0039

　〃 富田 蓮右衛門 　　　〃 〃

3 伊勢重 宮本 尚樹 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14-9 03-3663-7841

　〃 宮本 重樹 　　　〃 〃

4 vino e IL raccolta 林 健介 103-0027
東京都中央区日本橋2-9-6 03-3231-0610

5 宇田川 宇田川 伸一

　〃 宇田川 隆直

6 うなぎ割烹 大江戸 湧井 浩之 103-0023
東京都中央区日本橋本町4-7-10 03-3241-3838

　〃 湧井 恭行 　　　〃 〃

7 亀とみ 下田 豊 103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-13 03-3241-6505

8 茅場町 更科 近藤 進一 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-13-4 03-3669-8741

9 菊寿司 菊岡 伸悦 103-0026
東京都中央区日本橋兜町17-1 03-3666-4404

10 喜代川 渡辺 昌宏 103-0016
東京都中央区日本橋小網町10-5 03-3666-3197

11 三冨魯久汁八 石沢 勉 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-11-6 03-6202-3618

12 繁乃鮨 佐久間 一郎 103-0023
東京都中央区日本橋本町1-4-13 03-3241-3586

13 嶋村 加藤 仁　 103-0028
東京都中央区八重洲1-4-10 03-3271-9963

　〃 加藤 一男 　　　〃 〃

14 蛇の市本店 寶井 英晴 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-10 03-3241-3566

　〃 寶井 孝二 　　　〃 〃

15 小洞天 日本橋本店 戸張トーマス周治 103-0027
東京都中央区日本橋1-2-17 03-3272-1071

16 松楽 石原 一弘

　〃 石原 康弘

17 寿司貞 清水 隆 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-8-4 03-3241-6000



三四四会会員名簿
屋号 氏名 住所 TEL

18 室町砂場 村松 毅　 103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-13 03-3241-4038

19 すふぃーる 土井口 洋

20 日本橋せいとう 城 麻里奈 103-0023
東京都中央区日本橋本町2-4-12 03-3271-0516

21 泰興楼 于 凱年 103-0028
東京都中央区八重洲1-5-15 03-3271-9351

　〃 于 延光 　　　〃 〃

22 大勝軒 高橋 一祐

23 ダイニングポラーノ 水野 玲児 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-11-12 03-3241-6667

24 たいめいけん 茂出木 浩司 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-8-6 03-3271-2465

　〃 茂出木 雅章 　　　〃 〃

25 高嶋家 鴛尾 明 103-0024
東京都中央区日本橋小舟町11-5 03-3661-5909

　〃 鴛尾 誠一郎 　　　〃 〃

26 辰巳 津田 昌彦 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-9 03-3666-0996

27 デーメテール千疋屋 高橋 健一 103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-2-2F 03-3241-1630

28 てん茂 奥田 陽助 103-0023
東京都中央区日本橋本町4-1-3 03-3241-7035

　〃 奥田 秀助 　　　〃 〃

29 肉鮮問屋佐々木 佐々木 隆治 103-0023
東京都中央区日本橋本町4-2-3 03-3241-5296

　〃 長岡 俊也 　　　〃 〃

30 日本橋いづもや 岩本 公宏 103-0021
東京都中央区日本橋本石町3-3-4 03-3241-2476

　〃 岩本 守行 　　　〃 〃

31 日本橋だし場　はなれ 高津 克幸 103-0022
東京都中央区日本橋室町2-3-1-1F  COREDO室町2 03-5205-8704

32 日本橋とよだ 橋本 亨 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-3 03-3241-1025

33 日本橋舟寿し 二永 展嘉 103-0024
東京都中央区日本橋小舟町11-2 03-3661-4569

34 日本橋ゆかり 野永 喜三夫 103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 03-3271-3436

35 はし本 橋本 正平 103-0028
東京都中央区八重洲1-5-10 03-3271-8888

　〃 橋本 正 　　　〃 〃
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36 BISTRO SABLIER 今野 州彦 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-4-7 03-3669-7743

37 philly 中條 好亮 103-0027
東京都中央区日本橋3-2-13 03-3527-9795

38 ふくべ 北島 正雄 103-0028
東京都中央区八重洲1-4-5 03-3271-6065

39 BUNMEIDO CAFE 宮﨑 進司 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-13-7 03-3245-0002

40 八重洲大飯店 野田 晋平

41 八重洲とよだ 富永 一 103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-25-3　多良々 03-6661-6050

42 焼肉あかぎ 戸塚 康弘 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-3-9 03-3662-8929

43 安兵衛 岩崎 一裕 103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-2 03-3241-2855

44 八ツ花 水谷 順一　 103-0023
東京都中央区日本橋本町2-2-5-1F 03-3271-9354

45 やぶ久 高橋 義明 103-0027
東京都中央区日本橋2-1-19 03-3271-0829

46 山田屋 井上 猛夫 103-0027
東京都中央区日本橋3-1-15 03-3271-2031

47 吉野鮨本店 吉野 正敏 103-0027
東京都中央区日本橋3-8-11 03-3274-3001

48 利久庵 水谷 弘 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-16 03-3241-4006

49 レストラン桂 手塚 清照 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-13-7 03-3241-4922

50 WA亭池うえ 池上 翼 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-11-15 03-3231-4919

103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1-B1 03-3661-6046日本橋料理飲食業組合 事務局
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