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一般社団法人日本居酒屋協会が東京都を中心とした  
居酒屋／飲食店と「カンパイチャリティー」を開始！  

熊本県との新しい支援モデルをスタート  
 
 
報道各位 
 
	 一般社団法人日本居酒屋協会（所在地：東京都千代田区、会長：長谷川勉、以下 当
協会）は、2016年 6月より順次、東京都を中心とした居酒屋／飲食店舗にて「カン
パイチャリティー」を開始いたします。 
 
	 九州地方を震源とする地震が発生し 2ヶ月近くになりますが、未だ余震が続く中、
まだ多くの方が避難され不自由な生活をしている状況です。一日も早く安心して生活

できる環境の整備や心のケアなど、長期的な支援活動に協力すべく、「カンパイチャ

リティー」を実施することに致しました。 
	 既に、当協会の会員店舗も、募金箱の設置や被災地への物資提供などを行っており

ますが、今回のチャリティー企画は、当協会の会員店舗や酒販店と協力し、売上等の

一部を熊本県に義援金として寄付します。 
	 チャリティー企画を開催する店舗では共通のポスター（短冊型）を掲示し、お客様

に対しても「私たちは、売上の一部を熊本県を通じて震災復興支援金として寄付いた

します。」と宣言いたします。「もう一杯！」をかけ声にお客様と共に「飲んで食べて

応援」し、東京の飲食店から元気と義援金を届け、熊本県を応援して参ります。 
 
	 また、今回の「カンパイチャリティー」は、熊本県と当協会が協力し開催する企画

となっており、各飲食店より集まった義援金は居酒屋協会又は実施店舗よりに直接届

ける新しい寄付金のモデルであることも特徴です。 
	 これにより、各店舗の支援が確実に熊本県から被災者の方に届く、見えやすい仕組

みとなっています。熊本県にお届けした義援金は、今後の支援活動の一部としてお役

立て頂きたいと願っています。6 月 14 日より本格的に第一弾の店舗が「カンパイチ
ャリティー」を開始しますが、順次店舗は広がる予定です。当協会では今後も「カン

パイチャリティー」の実施店舗の募集や問合せ等を随時行って参ります。 
 



カンパイチャリティー実施店舗と掲示ポスターについて（参考資料） 
実施店舗では以下の短冊ポスターを掲示しています。 
参考までに以下の店舗情報を公開いたしますが、他にも実施店舗は増える見込です。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 



※６月 10日現在	 カンパイチャリティー実施店舗一覧 
今後も実施店舗は増える予定です。 

港区 

ＣＨＩＣＨＵＫＡＩ ＵＯＭＡＲＵ 品川 東京都港区高輪 3-26-33 

駒八 札の辻店 東京都港区三田 3-14-13 

駒八 本店 東京都港区芝 5-16-1 

駒八 別館 東京都港区芝 5-16-14 

下克上酒場 東京都港区新橋 1-13-3 

カラット 東京都港区六本木 6-1-6 

渋谷区 

恵比寿横丁 魚○ 東京都渋谷区恵比寿 1-7-4 

新宿区 

もつやき処い志井神楽坂店 東京都新宿区神楽坂 4-5 

日本鮮魚甲殻類同好会 東京都新宿区歌舞伎町 1-22-3 

新宿ホルモン 東京都新宿区新宿 3-12-3 

もつ焼き沼田 東京都新宿区新宿 3-12-3 

豚や三八 東京都新宿区新宿 3-6-14 

日本再生酒場 その弐 東京都新宿区新宿 3-6-14 

まぐろ屋阪庄 東京都新宿区新宿 3-6-14 

新宿三丁目  日本再生酒場 東京都新宿区新宿 3-7-3 

煮込み専門店沼田 東京都新宿区新宿 3-6-3 

食道楽 神楽坂店 東京都新宿区神楽坂 2-11 

ＣＨＩＣＨＵＫＡＩ ＵＯＭＡＲＵ 神楽坂 東京都新宿区神楽坂 3-2 

台東区   

食道楽 上野店 東京都台東区上野 6-12-12 

鳥番長 上野昭和通り店 東京都台東区上野 6-7-18 

日本焼肉党 浅草橋店 東京都台東区浅草橋 1-10-12 

千代田区 

魚河岸 魚○本店 東京都千代田区有楽町 2-1-1 

炉端 貝○ 東京都千代田区有楽町 2-1-1 

小澤牧場 牛○ 東京都千代田区有楽町 2-1-1 

九州 都久志屋 東京都千代田区有楽町 2-1-1 

東北 むつ味 東京都千代田区有楽町 2-1-1 

日本再生酒場 新丸ビル店 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸ビル 5F 



中央区 

ＯＣＥＡＮ/ＲＩＢ ＨＯＵＳＥ 東京都中央区銀座 6-2-10 

日本橋 下克上酒場 東京都中央区日本橋 2-2-21 

どさんこ市場 無炉爛 八重洲店  東京都中央区八重洲 1-8-9 

鳥番長 総本店 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-8 

鶏鬨 勝どき店 東京都中央区勝どき 3-4-1 

新日本焼肉党 東日本橋店 東京都中央区東日本橋 3-11-6 

山形山	 月島店	 東京都中央区月島 1-5-2	 

鶏鬨はなれ	 勝どき清澄通り店	 東京都中央区勝どき 3-6-4	 

鶏鬨	 新川店	 東京都中央区新川 2-26-11	 

揚げ三兄弟	 東日本橋店	 東京都中央区東日本橋 3-8-5	 

豚大門市場	 馬喰町店	 東京都中央区日本橋横山町 1-1	 

魚釜	 日本橋横山町店	 東京都中央区日本橋横山町 1-4	 

炉端横山	 馬喰町店	 東京都中央区日本橋横山町 3-13	 

揚げ三兄弟	 小伝馬町店	 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-13	 

品川区 

駒八 目黒さんまセンター 東京都品川区上大崎 2-13-35 

江東区 

駒八 豊洲店 東京都江東区豊洲 3-2-20 

北区 

串屋横丁 十条店 東京都北区上十条 1-11-9 

東京以外／東京都 23 区以外 

(卸)調布食肉センター 東京都調布市下石原 2-46-1 

大衆もつやき処日本再生酒場 調布銀座店 東京都調布市小島町 1-34-9 

満○ 東京都調布市小島町 1-34-19 

もつやき処 い志井 本店 東京都調布市布田 1-36-10 

やきとり処 い志井 東口店 東京都調布市布田 1-45-5 

い志井 2-kai 東京都調布市布田 1-45-5 

もつやき処 い志井 国領店 東京都調布市国領町 1-44-58 

ゴハン酒場 FAM SOULFULL KITCHEN 神奈川県横浜市旭区中希望が丘 94-31 

協力酒販店 

株式会社大坂屋 東京都八王子市子安町 3-34-10 

株式会社いまでや 千葉市中央区仁戸名町 714-4 

以上 



 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
本リリースへのお問い合わせ及び、実施店舗への取材等に関するお問合せは以下まで

ご連絡下さい。 
 
一般社団法人日本居酒屋協会	 事務局	 稲村サチコ 
〒100-0006	 東京都千代田区有楽町2-1-1	 International Arcade5号館2F 
携帯：	 080-2336-4335	   eMail：	 info@nihonizakaya.org 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
熊本県に関するお問い合わせは以下までご連絡下さい。 
 
熊本県	 東京事務所	 くまもとセールス課	 堀	 敦博	  
〒104-0061	 東京都中央区銀座5-3-16 
電話：	 03-3572-5021	  eMail：hori-a@pref.kumamoto.lg.jp	  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

日本居酒屋協会とは	 ＜WEB＞ http://nihonizakaya.org/ 

一般社団法人日本居酒屋協会は、2009年 11月 4日に設立。 

「居酒屋業界のネットワーク化」を強め、全国各地の居酒屋、飲食店経営者が、

いつでも他の飲食店経営者と情報交換ができるネットワークを構築しています。

また、飲食店を支える食品／飲料メーカーやサポーター企業と共に毎月勉強会や

視察、意見交換会などの事業を行っております。東京のみならず、各地での開催

を行い、全国の飲食店経営者との交流、情報交換の場を提供しています。 

理念である「全てはお客様のために」を掲げ、業界の発展や向上に繋がる取組み

に積極的に参加し活動をしております。 

2016年 6月現在会員 100社（会員店舗合計約 3000店舗） 


