
店名 住所 お休み情報

1 いば昇（虹梅路） 虹梅路3717弄26号（×延安西路） 通常営業
2 れんかー煉火ー 虹桥路1452号古北财富中心2F（×金珠路） 通常営業
3 日本烏冬居酒屋　たや 仙霞路345号东方世纪大厦2楼（×古北路） 通常営業
4 魚町 虹梅路2988号（×呉中路） 通常営業
5 紋兵衛(宋園店) 宋園路79号（×古羊路） 通常営業
6 紋兵衛(虹橋店) 興義路48号新世紀広場Ｃ座2楼 通常営業
7 九州酒場　ひこぞう 虹梅路3717弄28号（×延安西路） 通常営業
8 魚魚（とと） 呉中路1099号呉中商務大廈1楼×万源路 通常営業
9 ひまり（仙霞路） 仙霞路677号 （×安龍路） 通常営業
10 SaKaBaNa（酒花） 栄華東道19弄2号C-D（×水城路） 10/1-4 お休み
11 布良瀬 仙霞路669号 （×安龍路） 通常営業
12 誠家 安龙路545弄（×仙霞路） 通常営業
13 あじや 仙霞路333号 （×古北路） 通常営業
14 初代 味蔵（古北店） 水城南路37号1楼D座（×黄金城道） 通常営業
15 味蔵（1号店） 仙霞路163号（×婁山関路） 通常営業
16 The TERRACE Italian KITCHEN26 黄金城道店 黄金城道693号（×銀珠路） 通常営業
17 ホルモン酒場4号店 虹梅路3717弄8号珍珠城（×延安西路） 通常営業
18 虎連坊 延安西路2201号1階118室（×娄山关路） 通常営業
19 SALE&PEPE 茅台路店 茅台路179号金光绿庭广场4楼（×娄山关路） 通常営業
20 銀平(仙霞路店) 仙霞路137号盛高国际大厦1楼 通常営業
21 虎丸（仙霞路） 仙霞路604号(×水城路) 通常営業
22 そば道 仙霞路689号（×安龙路） 未定
23 鮨幸司 仙霞路333号（×古北路） 通常営業
24 岳GAKU 上海市长宁区虹桥路1452号古北大厦B座4F 通常営業
25 たこ焼き居酒屋 花月(新世紀広場店) 興義路48号C座4单元（×娄上関路） 未定
26 G.NEXT 虹梅路3213号2F(程家桥支路） 10/1-8 9:00-22:00営業
27 和楽 水城路570号-2（×新漁東路） 通常営業
28 紀州豚骨醤油拉麺 威宁路55号（×仙霞路路口） 通常営業
29 Belloco 古北高島屋店 虹桥路1438号高岛屋百货2楼 通常営業（予約不可）
30 利つう 長寧区仙霞路699号（×威寧路） 通常営業
31 花崎 古北路1699号地下一层B1-116室 通常営業
32 稲忠　INACHU 興義路48号C座4单元（×娄上関路） 夜は通常営業
33 Beefman1号店 兴义路48号新世界广场C座1单元2F 通常営業
34 Beefman2号店 荣华东道19弄4号 通常営業
35 SOLARE（トラットリア　ソラーレ） 茅台路836号1楼（×威寧路） 10/1-8 お休み
36 炭火焼肉　順 延安西路2077号金橋大廈2楼209（×遵義南路） 通常営業
37 和食工坊　大陸浪人 長寧区水城路519号乙（×茅台路） 10／1－2未定　10/3～10/8通常営業
38 鮨懐石 蔵雪 虹桥路2270号万豪大酒店2楼（×剑河路） 通常営業
39 第九號 安龍路545号（x仙霞路） 通常営業
40 Cafe & Bar PRONTO（金虹橋店） 長寧区茅台路179号金虹橋国際中心商場1F-L111（×婁山関路） 通常営業
41 本格炭火焼　小大志 威寧路150号-4（×仙霞路） 通常営業
42 漁夫 茅台路179号LG1006金虹橋国際中心（×婁山関路） 通常営業
43 青葉家 延安西路2077弄9号1楼（ｘ興義路） 通常営業
44 亀長 延安西路2077号金桥大厦1楼104 通常営業
45 そば処 紋兵衛(虹梅店) 虹梅路3337号匯映中心112室(X延安西路) 通常営業
46 そば処 紋兵衛（高島屋店） 虹橋路1438号7F709 通常営業
47 あじや（虹梅店） 虹梅路3337号110店舗（×延安西路） 通常営業
48 焼肉いっちゃん（仙地下店） 仙霞路158号B1F（×婁山西路） 夜は通常営業
49 銀座苑焼肉酒場 仙霞路691号（x威寧路） 通常営業
50 鮨蓮（黄金城道店） 黄金城道810号（×古北路） 通常営業
51 お箸 栄華西道99弄11-1（x水城南路） 通常営業
52 炙り居酒屋　遊山 水城路521号（×茅台路） 通常営業
53 孔乙己酒家（紹興酒場）虹橋店 虹橋路1480号（×延安西路） 通常営業
54 Italian Bar BONO 仙霞路699号1F（x威宁路） 通常営業
55 Beefman 3号店 仙霞路345号東方世紀大厦2F（×古北路） 通常営業
56 山崎 仙霞路638号（×安龍路） 通常営業
57 東京焼肉STYLEまるみち 虹梅路3717弄10号（×延安西路） 通常営業
58 うなしゃぶ近藤 延安西路2000号虹橋都錦香賓館1階(x伊犁路) 10/1-4 お休み
59 うな吉 芙蓉江路36号芙蓉商務中心2階（×虹古路） 通常営業
60 やまとや 虹橋路1452号古北财富中心1期地下1F（ｘ金 通常営業
61 いば昇（金虹橋店） 芽台路179号金虹橋商場LG1028（×婁山関路） 通常営業
62 玉海力（新世紀広場店） 兴义路48号新世纪广场C座2楼 (×婁山関路) 10/1-4 お休み
63 土風炉（とふろ） 芽台路179路金虹橋商場Apita LG2004-2005 (ｘ婁山関路) 通常営業
64 鳥元 芽台路179路金虹橋商場Apita LG2508 (ｘ婁山関路) 通常営業
65 うどん居心地屋たいし 威宁路150号-6（x仙霞路） 通常営業
66 イッサイガッサイ 安龍路495号（x仙霞路） 10/1-2 お休み
67 串鑫【くしきん】 紫云路59号(x尊義路） 通常営業
68 丸山 兴義路8号萬都中心ビル2階S209（x仙霞路） 10/2-7 お休み
69 創作料亭 信 婁山関路888号103室（ｘ雲霧山路） 予約時のみ営業
70 BomBa 仙霞路345号東方世紀大厦2FC座 通常営業
71 焼肉虎丸（金虹橋店） 茅台路179号金虹橋国際中心商場LG1（x娄山关路） 通常営業（予約不可）
72 焼肉虎丸（金鉄店） 金沙江路1518弄2号近鉄城市広場北座B1－13－1（x真北路） 通常営業
73 焼肉 第九號 古北路169号（×玉屏南路） 国慶節12時から23時まで休みは無し
74 和来【わらい】～美酒と和料理～ 興義路48号新世紀広場D座2階（x娄山关路） 1日から3日、8日夜のみ営業、ほかの日は前日予約で有れば、営業可能。
75 焼き肉 安村 興義路48号新世紀広場D座2階(x娄山关路) 通常営業
76 看板のない店 古北路555弄8号1階（x紫云西路） 10/1-4 お昼のみお休み
77 Jstone.Italian KICHEN＆Bar（虹梅路） 虹梅路3911号SOHO3911（x延安西路） 通常営業
78 かつ膳 仁八DX 興義路48号新世紀広場C座3F（×仙霞路） 通常営業
79 福ちゃん（新世紀広場店） 興義路48号D座2F(x仙霞路) 10/1-3 お休み
80 焼き鳥 和楽 TUYOSHI 威宁路252号（×茅台路） 通常営業
81 丸忠 兴义路48号虹桥新世纪广场C座2F5号 通常営業
82 海鮮居酒屋 旬の蔵 仙霞路768号-2（×威宁路） 通常営業
83 LIBERO 张虹路96号1F（×古羊路） 10月1日～8日通常営業　営業時間：17:30～23:00 
84 九州料理 竿屋【SAOYA】(新虹橋店) 仙霞路158号4F（×娄山关路） 通常営業
85 阿檀 ADAN Japanese Dining＆Bar 仙霞路345号東方世紀大廈2楼(×古北路) 10/1-6 お休み
86 うなぎ専門店 鰻魚王 安龙路695号（x仙霞路） 通常営業
87 咲来【さくら】 兴义路48号新世纪广场C座3楼(x娄山关路)　 10/1-4 お休み
88 酒楽 虹梅路3338弄老外街32号（x延安西路） 通常営業
89 土古里【とこり】 芽台路179路金虹橋商場Apita LG1548,1554 (ｘ婁山関路) 　 通常営業
90 蓬莱軒【ほうらいけん】 遵义路150号北区五楼x茅台路 通常営業
91 焼肉虎丸(ビンゴ広場店) 天山路341号缤谷广场西座302B室（×威宁路） 通常営業
92 AN-NGON【アンゴン】東南アジア料理 水城路748号（×天山路） 通常営業
93 焼き鳥倶楽部 茅台路179号金虹桥商场LG1004（×娄山关路） 通常営業
94 大勝軒(金虹橋店) 茅台路179号金虹桥商场LG1003（×娄山关路） 通常営業
95 天婦羅専門 TEN HASU 荣华东道19弄1号2F(豪古酒店隣)（×翠钰路）　 通常営業
96 焼肉 宙【そら】(万科広場店) 水城南路万科广场17号102-1　 通常営業
97 肉割烹 田無羅【たむら】 虹梅路3717弄20号(×延安西路)　 通常営業
98 鰻蘭【まんらん】 仙霞路623号（×安龍路） 通常営業
99 懐石炭火焼肉 和饗【わきょう】 虹梅路3727号真珠城1F101-1(×延安西路) 通常営業
100 植藤(古北店)【うえふじ】 黄金城道813号(×古北路)　 通常営業
101 鉄板居酒屋 いっちゃん(仙地下店) 仙霞路158号（×娄山关路）仙地下食堂街地下一階 夜は通常営業
102 秀 日本料理【しゅう】 古北路555弄6号楼102室（×紫云西路） 通常営業
103 天婦羅 覚庵【かくあん】 虹梅路3727号真珠城1F101-1(×延安西路) 10/1-2 お休み
104 日式炭火焼店　彦蔵 虹梅路3911号（SOHO3911）4号楼2F（×虹橋路） 通常営業
105 和み処 となり 栄華東道19弄1号(MIX横)豪古酒店1F 通常営業
106 万牛焼肉 ハラミヤ(古北店) 栄華東道19弄1号(豪古酒店1F) 通常営業
107 万牛焼肉 ハラミヤ(虹梅店) 虹梅路3213号紅春大廈１階(×程家橋支路) 通常営業
108 LeMon Story 洋風居酒屋【レモンストーリー】 水城路378号(×仙霞路) 通常営業
109 小肥羊(星空広場店)【シャオフェイヤン】 虹橋路1665号4楼(×水城路)　 通常営業
110 朧月 小料理＆Bar【おぼろづき】 仙霞路158号新虹橋商廈1楼2号(×娄山关路)　 通常営業
111 藤匠【ふじしょう】 栄華東道19弄2号(×古北路) 通常営業
112 SOLARE(新世紀広場店)【ソラーレ】 興義路48号新世紀広場C座1階(×娄山关路)　 10/1-8 11:30-22:00営業
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113 万火酒場 萬火【バンビ】 虹梅路3911号SOHO4号楼1幢(×虹橋路) 通常営業
114 無二無三 鍋物料理･居酒屋【むにむさん】 茅台路179号金虹橋国際中心商場B1階LG1011-1012（×娄山关路） 通常営業
115 友蔵TOMOZO 焼鳥居酒屋【ともぞう】 古北路497-501号（×茅台路） 通常営業
116 南風 虹橋路1452号古北财富中心1期地下1F（ｘ金珠路） 未定
117 凤鲜姐姐 花胶鸡汤火锅 茅台路476号　※水城路と芙蓉江路の間 通常営業

118 AJIYA（淮海中路店） 淮海中路1333号兰帆广场1楼（近宝庆路） 通常営業
119 Sun with Aqua 中山東一路6号2楼（×広東路） 通常営業
120 席家花園（巨鹿店） 巨鹿路889号（×常熟路） 通常営業
121 滴水洞（茂名店） 茂名南路56号（×長楽路） 通常営業
122 Acqua pazza 建国中路6号 （×重慶南路） 10/1-4 お休み
123 孔乙己酒家 黄浦区学宮街36号（×文庙路） 通常営業
124 赤坂うまや 静安区常熟路8号（×巨鹿路） 通常営業
125 朧 常熟路83号4F（×巨鹿路） 未定
126 いば昇（中山公園店） 匯川路160号玫瑰坊2階（×長寧路） 通常営業
127 焼肉虎丸（中山公園店） 匯川路160号玫瑰坊2階（×長寧路） 通常営業
128 BELLOCO 新闸路848号×石門二路（地下鉄2号線南京西路徒歩10分） 通常営業（予約不可）
129 東京新鮮お肉問屋　西頭 茂名南路56号 通常営業
130 割烹　遊 吴兴路33号（×淮海中路） 10/1-5 お休み
131 大阪お好み焼き66（ろくろく） 长宁路890号玫瑰坊2楼67号（×匯川路） 通常営業
132 SALE&PEPE 日月光店 徐汇区徐家汇路618号日月光中心2F徐家汇エリアA5室 通常営業
133 大阪焼肉・ホルモン ふたご（新天地店） 湖滨路168号企業天地3号楼1F W04-05 通常営業
134 廣屋HIROYA 武夷路350号1室 通常営業
135 岳GAKU静安寺店 愚园路108号108美食广场3楼4号 通常営業
136 寿司　小波 常熟路137号（X長楽路） 通常営業
137 しゃぶしゃぶの蓮 愚園路580号（x镇宁路） 通常営業
138 La Vite意大利餐厅酒馆 建国西路221号2階201室（ｘ嘉善路） 通常営業
139 Porto Matto 常熟路83号2楼（x巨鹿路） 10/1-3 お休み
140 ころり 匯川路93号 (ｘ長寧路) 通常営業
141 酒処　銀 愚园路1391号2F（x定西路） 10/1-4 お休み
142 SALE&PEPE（漕宝路店） 漕宝路33号日月光中心一楼D座57、58、59单元（x钦州路） 通常営業
143 鳥嘯（トリス） 長楽路628号（x襄阳北路） 通常営業
144 鮨 たくみ 長楽路1221-2号（×烏魯木斉路） 未定
145 Le Verre a vin(レ ヴェレ ア ヴィン) 長楽路1221-1号（×烏魯木斉路） 通常営業
146 NEPALI KITCHEN【ネパール　キッチン】 巨鹿路819弄4号(×富民路) 通常営業
147 PORCELLINO【ポルセリーノ】 愚園路753号（x江蘇路） 通常営業
148 小大志 3号店（中山公園店） 汇川路95号（x長寧路） 10/1-3 お休み
149 もも屋 淮海中路542弄2号(x成都南路) 通常営業
150 KATHALEEN'S WAITAN 外馬路453号（x毛家园路） 通常営業
151 PALATINO  ROMAN CUISINE 長楽路434弄7号(ｘ茂名南路) 通常営業
152 京鍋屋 たか木 南京西路1266号恒隆广场5楼(×陕西北路) 通常営業
153 町家 武定路228号（×泰兴路） 10/1-4 お休み
154 seul&SEUL 南京西路789号兴业太古汇3层N301（×吴江路） 通常営業
155 新高 汇川路82号（x長寧路） 通常営業
156 割烹 脇 巨鹿路758号5幢108室（ｘ富民路） 通常営業
157 uni Bar 威海路425号 （×石门一路） 通常営業
158 千鳥足 长宁路890号玫瑰坊1楼36-38商铺（×近汇川路） 通常営業
159 旬や わかな 中山公园玫瑰坊行街1F50号（×近汇川路） 通常営業
160 Le Vin【ラ ヴィン】 長楽路936号（×乌鲁木齐中路） 10/1-4 お休み
161 鳥嘯【トリス】別館 瑞金二路75号1F　(×近南昌路)　 通常営業
162 吉楽丸【よしらくまる】 瑞金二路75号2F(×近南昌路)　 通常営業
163 鳥元(北外灘店) 東長治路588号上海白玉兰广场LG2-10(×新建路)　 通常営業
164 ふぐ料理 玄品【げんぴん】(淮海店) 黄浦区淮海中路776号3階(×瑞金路） 通常営業
165 植藤(銅仁路店)【うえふじ】 静安区铜仁路62号(×延安中路)　 通常営業
166 BLOOM【ブルーム】  静安区銅仁路88号(×延安中路) 通常営業
167 Oha Eatery 安福路23号（×常熟路） 通常営業
168 親父の右腕 中山公园玫瑰坊行街1F33号（×近汇川路) 通常営業
169 DeliVino【デリヴィノ】 裕德路125号南洋1931商场1楼F1-18A号单元（x中漕路） 通常営業
170 RIVIERA 松鶴楼 中山東二路505号(×新開河路) 通常営業
171 君の味 天钥橋路93号2F（x肇嘉浜路） 通常営業
172 利苑酒家(淮海路店)【リーユエン】 淮海中路755号新华联大厦商务楼6楼（×瑞金二路口进） 通常営業
173 SENSO【センソ】 华山路1038弄161号1楼(曹家堰路×昭化东路口) 通常営業
174 DOUBLE Z(バッティングバー) 芷江西路488号五月花生活广场西区3F(×普善路) 通常営業
175 Coconut Paradise 椰香天堂【ココナッツパラダイス】 静安区富民路38号(×延安中路)　 通常営業
176 el Bodegón【エル ボデゴン】(番禺路店) 番禺路326号2楼(×法华镇路) 10/1-7 お休み
177 el Bodegón【エル ボデゴン】(常熟路店) 常熟路83号4楼(×巨鹿路) 10/1-7 お休み
178 肉力屋 长宁路999号兆丰广场B1(×汇川路) 通常営業
179 南風花&舌助【はえばな&たんすけ】 长宁路999号兆丰广场B1(×汇川路)　 通常営業
180 たこ焼き居酒屋 花月(中山公園店)  长宁路999号兆丰广场B1(×汇川路)　 通常営業
181 Rita 新闸路916号(×泰兴路) 通常営業
182 れんが家 光新路310号融创精彩天地A区3楼307室 通常営業
183 Miss Ali-烤肉酒馆 長楽路69号（×成都南路） 通常営業
184 Bistro Bonne Chance【ビストロ　ボーン　チャンス】 嘉善路508号尚街Loft1号楼107号×肇嘉浜路 9/30-10/5 お休み

185 ホルモン酒場3号店 錦安東路144号（×東建路） 通常営業
186 銀平（浦東店） 世纪大道100号上海环球金融中心3F（×东泰路） 通常営業
187 赤坂うまや浦東店 世纪大道100号上海环球金融中心3F（×东泰路） 通常営業
188 いば昇（東方店） 东方路899号(×浦电路) 通常営業
189 焼肉虎丸（浦東新大陸広場店） 南泉北路588号新大陸広場3楼（×張楊路） 通常営業
190 和食御殿 杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场7号楼2F（×花木路） 通常営業
191 れんが家（浦東大道店） 浦东大道1062号 通常営業
192 KING大志　浦東店 東方路778号紫金山大酒店2階　 通常営業
193 Kathleen’s BISTRO 富城路184号(x花園石橋路) 通常営業
194 吉辰 東方路918号（x向城路） 10/1-4 お休み
195 二和鳥 東方路778号紫金山大酒店1階Ｃ座（x張楊路） 未定
196 Jstone.Italian KICHEN＆Bar（世纪汇店） 世纪大道1192号5F（x東方路） 通常営業
197 焼肉虎丸（浦東世紀汇店） 世纪大道1192号世纪汇广场L5层（x東方路） 通常営業
198 一串入魂（浦東店） 錦延路286号（x錦康路） 通常営業
199 鳥元(陆家嘴恒生店) 陆家嘴环路1000号恒生银行大厦2楼202（x银城中路） 10/1～10/8お休み
200 ひまり(浦東店) 浦东南路1101号1楼(x商城路)　 10/1-3　お休み
201 彩羽【あやはね】 潍坊路182号2楼（×东方路） 通常営業
202 大勝軒(浦東店) 崂山路664号（×浦電路） 通常営業
203 全聚德(浦東店)【ゼンシュウトク】 東方路778号紫金山大酒店3楼（×崂山路） 通常営業
204 BEEFMAN　4号店 錦延路142号1F（x錦康路） 通常営業
205 炉匠【たくみ】(L+Mall陸家嘴中心店)  浦東南路899号L+Mall陸家嘴中心商場9楼905商舗(×商城路) 通常営業
206 近江町 日本料理【おおみちょう】 東方路778号紫金山大酒店一楼C座（x崂山路） 10/1-4 お休み
207 Primotable by Jstone.高桌牛排馆(BFC外灘金融中心店)【プリモテーブル】中山东二路600号BFC外滩金融中心南区4F 通常営業
208 Jstone. Steakhouse 杰斯顿牛排馆【ジェイストーン】 浦东新区东方路778号 金陵紫金山大酒店2F(×崂山路) 通常営業
209 粋美亭【すいびてい】 浦東新区锦延路329号B1层（×东绣路） 通常営業
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