
技術実証の選定案件⼀覧 2021.10.22時点

【飲⾷店】
⽇付 店舗名 URL

料理旅館  鶴清 http://www.tsuruse.co.jp/

⽊乃婦 http://www.kinobu.co.jp/

有職料理 萬⻲楼 http://www.mankamerou.com/

京料理 萬重 https://www.kyoryori-manshige.co.jp/

たん熊北店 本店 https://www.tankumakita.jp/

京料理 いそべ https://www.kyoryori-isobe.co.jp/

中村楼 http://www.nakamurarou.com/

割烹  いがらし https://kappouigarashi.com/

菊乃井 https://kikunoi.jp/kikunoiweb/Top/index

下鴨 福助 http://www.shimogamo-
fukusuke.co.jp/index.html

⼭ばな  平⼋茶屋 https://www.heihachi.co.jp/

草喰なかひがし https://www.soujiki-nakahigashi.co.jp/

⼋千代 http://www.ryokan-yachiyo.com/

美濃吉 https://www.minokichi.co.jp/

瓢亭 http://hyotei.co.jp/

京料理 清和荘 http://www.seiwasou.com/

渡⽉亭 https://www.togetsutei.co.jp/

京料理  ⿃⽶ https://www.toriyone.com/

嵐⼭ 錦 https://www.arashiyama-nishiki.com/

嵐⼭辨慶 https://benkei.biz/

嵐⼭ 熊彦 https://www.kumahiko.com/

平等院表参道 ⽵林 https://chikurin-kyoto.com/

⾠⺒屋 https://uji-tatsumiya.co.jp/

⽇付 店舗名 URL

京都府

10/21
-

11/3



北の味 ⼤助 https://www.oosuke.co.jp

たち呑み OOSUKE https://www.oosuke.co.jp

⽇付 店舗名 住所

炭⽕串焼き鶏ジロー上尾店 上尾市柏座2-4-5 もりくまびる1F

串まめ 上尾市柏座1-12-3 第五フジビル102

居酒屋さとし 上尾市仲町1-3-6 オーチャード101

苫⼩牧ホルモン焼⾁鉄板焼きえびすさん⾕津観⾳隣 上尾市柏座2-4-5 ⼤塚ビル1F

京料理善 上尾市柏座1-10-3-84 1F

Trattoria La Vita 上尾市柏座1-12-2 柏座ビル2階

三合屋 上尾市⾕津2-1-50-1 樽⾒ビルB1

ワイン亭スコラ 上尾市柏座1-10-3-6 A&Sビル2F

寿司割烹塚もと 上尾市柏座1-10-3-104

カフェ・ド・フォーレ まるひろ店 上尾市宮本町1-1 アリコベールデパート館2F

カフェ・ド・フォーレ 上尾⻄⼝店 上尾市⾕津2-1-50-24 モリビル1F

サカナバルエイト 上尾市上町1-4-17

まいこカフェ 上尾市柏座3-10-10 富⼠⾒ビルC-102

洋⾷酒場ペネロペ 上尾市柏座1-1-30

Dining Bar Crew 上尾市仲町1-7-8 第⼆樋⼝ビル1-B

鮨処わさび 上尾市仲町1-7-8

どんぐり 上尾市柏座1-10-3-17 柏座マンション101

雑⿂や 上尾店 上尾市⾕津2-1-50-34 ワカオビル2F

ラーラ上尾店 上尾市⾕津2-1-50 ⼩池ビル1F

くいもんや 呑つき 上尾市⾕津2-1-50-7 フジナミビル102

イル・モンド・ピッコロ 上尾市宮本町10-24

イタリアンスタイルバール フレスコカフェ 上尾市柏座2-4-4 コウトクエンタープライズビル

ポプラ 上尾市柏座1-10-3-17 柏座マンション1階

楠⽊亭 上尾市⾕津1-982-1  エステートビル3階

酒肴ひで坊 上尾市仲町1-7-23 サンシャインビル43 1階

北海道（札幌市）

10/22-30

埼⽟県

10/22-31



中国料理 悠斎 上尾市宮本町10-24

さかなや 上尾市⾕津2-1-50 斎藤ビル地下1階

宮本SHINGEN 上尾市仲町1-7-23 サンシャインビル43 1F

旬彩 花藤 上尾市宮本町8-2

鳳春 上尾市宮本町14-16 BNスクエアビル104

北の国バル 上尾市宮本町3-2

とれとれ酒場鳳 上尾市宮本町9-13 イーストポイントビルB1F

味蔵 ⼩川 上尾市宮本町9-20

⽬利きの銀次 上尾⻄⼝駅前店 上尾市⾕津2-1-50-10 上尾モンシェリー2号館2階

⼭内農場 上尾⻄⼝駅前店 上尾市⾕津2-1-50-10 上尾モンシェリー2号館2階

NIGHTBAR KAVACHI 上尾市柏座2-1-4 ⿑藤ビルB1

PRIUS 上尾市柏座2-1-4 ⿑藤ビル2F

旬菜旬⿂ 縁真 上尾市柏座1-10-3-6 KSYビル102

季節料理太郎 上尾市⾕津2-1-50-33 ほまれ会館

すし居酒屋両国花の舞上尾東⼝店 上尾市柏座1-1-21 アリコベールホテル館1F

NEW STAR 上尾市⾕津2-1-50-33 ほまれビル3F

AQUA 上尾市柏座1-10-3-19 齋藤ビルB1F-C

⽇付 店舗名 URL

アンティコ  ジェノベーゼ https://antico-genovese.jp/

割烹 をざわ https://www.kabayaki.co.jp/

丸万寿司 http://www.maruman-sushi.com/

⽇付 店舗名 URL・住所

江⼾焼きうなぎ 菱富 https://www.hishitomi.com/

お好み焼 美津の http://www.mizuno-osaka.com/

元祖串かつだるま 道頓堀店 http://www.kushikatu-daruma.com/sp/

くれおーる道頓堀店 https://creo-ru.com/creo-ru-
store/tenpo/dotonbori/

⼤阪府

千葉県
10/22

-
11/4



純喫茶 アメリカン https://www.junkissa-american.com/

炭⽕焼⾁道頓堀みつる 本店 http://dotonbori-mitsuru.com/

たこ家道頓堀くくる 道頓堀コナモンミュージアム店 https://www.shirohato.com/kukuru/doutonbori.ht
ml

たこ焼道楽わなか 道頓堀店 http://takoyaki-wanaka.com/

千房 道頓堀ビル店 https://www.chibo.com/

法善寺 浅草 https://www.houzenji-asakusa.com/

みそかつ ⽮場とん ⼤阪松⽵座店 https://www.yabaton.com/

MAIN BAR SPIRITS 難波1-2-10 法善寺MEOUTOビル1F

⽇付 店舗名 URL

10/25-29 博多サンヒルズホテル レストラン「セリア」 https://www.hakata-sunhills.jp/carea

⽇付 店舗名 URL

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 熊本市中央区東阿弥陀寺町2

熊本ホテルキャッスル 熊本市中央区城東町4-2

ホテル⽇航熊本 熊本市中央区上通町2-1

結婚披露宴 ー

⽇付 店舗名 URL

Gotoʼs Bar https://sites.google.com/site/gotosbar

Swingʼ https://www.facebook.com/SWING-
158532544344845/

Night & Day http://wwwb.pikara.ne.jp/night-and-
day/index.html

Café & Bar COTY http://www.coty-awadance-music.com

熊本県

徳島県

11/8-28

飲⾷を伴うジャズライブ

福岡県

※ 期間中の宴会のうち、関係者の了解を得たものに限ります。

10/25-29

11/3-30



11/24 「ドリンクラリー2021 限定解除へ挑戦!!」 徳島市繁華街

【ライブハウス・劇場等】
⽇付 案件名 場所
10/19 池袋シネマ・ロサ 池袋シネマ・ロサ

10/23-24 シネマサンシャイン平和島 シネマサンシャイン平和島
11/26 どさんこサミット（仮称） 札幌ペニーレーン24

12/10-12 北海道元氣⽂化祭 東⼀丁⽬劇場施設

【イベント】
⽇付 案件名 場所

10/6 ＪリーグYBCルヴァンカップ準決勝 豊⽥スタジアム
10/12 FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 埼⽟スタジアム2002
10/14 セ・リーグ公式戦 東京ドーム
10/16 セ・リーグ公式戦 東京ドーム
10/16 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ⽇産スタジアム
10/16 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

10/18-31 2021世界体操・新体操選⼿権北九州⼤会
北九州市⽴総合体育館・⻄⽇本総合展⽰場
新館

10/19 パ・リーグ公式戦 福岡PayPayドーム
10/21 パ・リーグ公式戦 京セラドーム⼤阪
10/21 パ・リーグ公式戦 福岡PayPayドーム
10/22 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002
10/23 LʼArc〜en〜Ciel「30th LʼAnniversary TOUR」 幕張メッセ国際展⽰場
10/23 セ・リーグ公式戦 東京ドーム
10/23 パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城
10/24 パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城
10/24 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム
10/24 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場

※ 11/8-28の「飲⾷を伴うジャズライブ」については、期間中の1週間以内において実施します。



10/25 パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城
10/26 セ・リーグ公式戦 （※予備⽇ 10/27) 阪神甲⼦園球場
10/26 セ・リーグ公式戦 （※予備⽇ 10/27) 横浜スタジアム
10/27 パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城
10/27 天皇杯JFA第101回全⽇本サッカー選⼿権⼤会準々決勝 等々⼒陸上競技場
10/30 JリーグYBCルヴァンカップ決勝 埼⽟スタジアム2002

Vリーグ ヴォレアス開幕２連戦 道北アークス⼤雪アリーナ
全⽇本スーパーフォーミュラ選⼿権第７戦第20回JAF鈴⿅GP 鈴⿅サーキット国際レーシングコース
MONOGATARI LIVE 2021 直⽅リバーサイドパーク特設会場

10/30-
11/14

よみうりランド遊園地 よみうりランド遊園地

11/3 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場
11/3 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム
11/3 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム
11/3 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾
11/6 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

11/6-7 2021 SUPER GT Round.7 MOTEGI GT 300km Race ツインリンクもてぎ

11/6-8
2021JERAクライマックスシリーズ セ ファーストステージ
（※最⼤３試合、予備⽇:11/9、東京都で開催の場合）

明治神宮野球場で開催の場合

11/6-8
2021パーソルクライマックスシリーズ パ ファーストステージ
（※最⼤３試合、予備⽇:11/9、宮城県で開催の場合）

楽天⽣命パーク宮城で開催の場合

11/7 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム
11/7 秋の阿波おどり アスティとくしま

11/8
EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2021
「I'm back!! 〜ROCKは⽌まらない〜」

熊本城ホール メインホール

11/8 令和3年度「健康を考える県⺠のつどい」 徳島グランヴィリオホテル

11/10-15
2021JERAクライマックスシリーズ セ ファイナルステージ
（※最⼤６試合、予備⽇:11/16,17、東京都で開催の場合）

明治神宮野球場で開催の場合

11/10-15
2021パーソルクライマックスシリーズ パ ファイナルステージ
（※最⼤６試合、予備⽇:11/16,17、宮城県で開催の場合）

楽天⽣命パーク宮城で開催の場合

11/13-14 ONE PARK FESTIVAL 2021 福井市中央公園特設会場

10/30-31



11/16-17 Bʼz presents LIVE FRIENDS 東京ガーデンシアター
11/20 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ユアテックスタジアム仙台
11/20 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002
11/20 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 パナソニックスタジアム吹⽥
11/20 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ニッパツ三ツ沢球技場
11/20 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 IAIスタジアム⽇本平
11/20 明治安⽥⽣命J2リーグ公式戦 シティライトスタジアム
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 札幌ドーム
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ヨドコウ桜スタジアム
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾
11/27 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム
11/28 明治安⽥⽣命J2リーグ公式戦 タピック県総ひやごんスタジアム
12/4 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ユアテックスタジアム仙台
12/4 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム
12/4 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 駅前不動産スタジアム
12/4 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 IAIスタジアム⽇本平
12/4 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 パナソニックスタジアム吹⽥
12/5 明治安⽥⽣命J2リーグ公式戦 NDソフトスタジアム⼭形

12/11-12 Hey! Say! JUMP Fab! -Arena speaks.- ⽇本ガイシホール

※案件は、今後も随時追加されていく予定です。


