
カテゴリ 施設名・店舗名 営業状況 ウェブサイト 備考

グルメ 阿づ満や 営業中 http://www.gnet-chiyoda.ne.jp/shop_hp/azumaya.html

グルメ ＠ほぉ〜むカフェ 営業中 https://www.cafe-athome.com/

グルメ avocafe 営業中 http://avocafe.net/

グルメ ARGO 営業中 https://argo.tojo.co.jp/news/

グルメ あんこう鍋　いせ源本館 休業中 https://isegen.com/990 11/2から再開予定

グルメ いし橋 営業中 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13021036/

グルメ iiyo!!（イーヨ!!） 営業中 https://www.marunouchi.com/building/iiyo/

グルメ 旨辛ラーメン表裏 市ヶ谷本店 営業中 https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130904/13201608/

グルメ ゑん重 営業中 https://kudanenjyu.gorp.jp/

グルメ 黄金の塩らぁ麺　ドゥエ イタリアン 営業中 https://www.dueitalian.jp/

グルメ 欧風カレー ボンディ 神保町本店 営業中 http://bondy.co.jp/web/contents/home.html

グルメ 近江屋洋菓子店 営業中 http://www.ohmiyayougashiten.co.jp/

グルメ
カカオサンパカ

丸の内ブリックスクエア
営業中 http://www.cacaosampaka.jp/shop/

グルメ 果実園 営業中 http://kajitsuen.jp/

グルメ Café 1894 営業中 https://mimt.jp/cafe1894/

グルメ かむげん 営業中 http://itadori.co.jp/shop/shop_30.html

グルメ KAMOS HIBIYA by &LOCALS 休業中 https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/657

グルメ カリーライス専門店エチオピア 営業中 https://www.ethiopia-curry.com/

グルメ かんだやぶそば 営業中 https://www.yabusoba.net/

グルメ かんだ光壽 営業中 https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13011272/

グルメ 神田まつや 営業中 http://www.kanda-matsuya.jp/

グルメ 神田錦町更科 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/330

グルメ 神田金物通り　北出食堂　TAQUERIA 営業中 https://www.kitadeshokudo.com/

グルメ 神田志乃多寿司 営業中 http://www.kanda-shinodasushi.co.jp/frame.htm

グルメ 神田新八 本店 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/371

グルメ GARB TOKYO 営業中 https://www.garb.jp/news/article.php?id=10316

グルメ 紀尾井町 福田家 営業中 http://www.kioicho-fukudaya.jp/

グルメ 橘昌文銭堂 営業中 https://kanda-bunsendo.com/

グルメ キッチンカロリー 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/340

グルメ 共栄堂 営業中 https://www.kyoueidoo.com/aboutus/news.html

グルメ グリーンパッタイ　神田 営業中 https://kiwa-group.co.jp/greenphadthai_kanda/

グルメ 慶希処AMATERRACE 営業中 https://www.facebook.com/cakeamaterrace.jp/

グルメ 皇居外苑　楠木茶房 休業中
https://fng.or.jp/koukyo/2020/05/29/shisetsueigyousaikaioshiras

e/

グルメ コットンクラブ 営業中 http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/information/

グルメ 笹巻けぬきすし総本店 営業中 https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000597/
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グルメ ザ・フォレスト北の丸 休業中
https://fng.or.jp/koukyo/2020/05/29/shisetsueigyousaikaioshiras

e/

グルメ さぼうる 営業中 https://hmy4.sodenoshita.com/coffee/

グルメ 3米3　神保町店 営業中 http://www.3mai3.com/

グルメ 3米3　馬喰町店 営業中 http://www.3mai3.com/

グルメ Samurai Rock Cafe 休業中 http://www.samurai-rock-restaurant.com/ja/

グルメ 純インド料理 アジャンタ 営業中 https://www.ajanta.com/

グルメ 松栄亭 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/362

グルメ 新世界菜館 営業中 http://www.sinsekai.com/

グルメ
ジンギスカン ヤマダモンゴル

神田北口店
休業中 https://yamadamongoru-kandakitaguchi.owst.jp/ 11/2から再開予定

グルメ
JUPITERS COFFEE ROASTERS

（ジュピターズ コーヒー ロースターズ ）
営業中 https://jupiters.theshop.jp/

グルメ 如水会館　レストラン　ジュピター 営業中 https://www.kaikan.co.jp/josui/

グルメ STAR BAR 営業中 https://www.starbar.jp/2020/05/27/42/

グルメ スリーモンキーズカフェ　秋葉原店 営業中 https://www.pasela.co.jp/shoplist/threemonkeyscafe/akihabara/

グルメ Social Good Roasters 千代田 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/659

グルメ 竹むら 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/360

グルメ tiny peace kitchen 営業中 https://tinypeace.jp/ テイクアウト営業中

グルメ Chili Parlor 9 営業中 http://epietriz.com/chili-parlor-9

グルメ 東京和食　文史郎 営業中 http://tokyowashoku.com/info.php#3634

グルメ 東京會舘 営業中 https://www.kaikan.co.jp/news/images/info_200522.pdf

グルメ 鳥すきやき ぼたん 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/363

グルメ 鶏ポタラーメンTHANK お茶の水店 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/619

グルメ DRAWING HOUSE OF HIBIYA 営業中 https://drawing.restaurant/

グルメ No.4 営業中 https://www.tysons.jp/no4/

グルメ 肉の万世　本店 営業中
https://www.niku-

mansei.com/contents/02honten/02honten01.html

グルメ にほんしゅほたる 営業中 http://sake-hotaru.com/

グルメ ハニートカフェ　秋葉原店 営業中 https://www.pasela.co.jp/shop/akiba_multi/honeytoastcafe/

グルメ ハニートカフェ　秋葉原店 営業中 https://www.pasela.co.jp/shop/akiba_multi/honeytoastcafe/

グルメ Bar OAK 営業中 https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/oak/

グルメ BIRD BATH & KIOSK 営業中 https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/674

グルメ 日比谷 松本楼 営業中 http://www.matsumotoro.co.jp/

グルメ 日比谷聘珍樓 営業中
https://www.heichin.com/shops/%e6%97%a5%e6%af%94%e8

%b0%b7%e8%81%98%e7%8f%8d%e6%a8%93/

グルメ
ベースボール居酒屋リリーズ

神田スタジアム
営業中 https://www.lilies-web.com/

グルメ ボスボラス ハサン 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/605

グルメ HOCUS POCUS 営業中 http://hocuspocus.jp/

グルメ 香港　贊記茶餐廳　飯田橋店 営業中 https://chankichachanten-iidabashi.jp/

グルメ まめ茶和ん 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/618

グルメ マルゴ丸の内 営業中 https://www.marugo-s.com/m/
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グルメ マンダラ 営業中 http://westindia-group.com/mandala/

グルメ みますや 営業中 http://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/344

グルメ Made in ピエール・エルメ 丸の内 営業中
https://www.pierreherme.co.jp/boutique/made-in-pierre-herme-

marunouchi/

グルメ 揚子江菜館 営業中 http://www.yosuko.com/

グルメ ラドリオ 営業中 https://twitter.com/jimbocho_ladrio

グルメ ランチョン 営業中 http://www.luncheon.jp/

グルメ WISE SONS TOKYO 営業中 https://www.giraud.co.jp/wisesons/

グルメ 和Style.Cafe AKIBA 休業中 https://nagomi-cafe-akiba.com/
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