【坪月商 50 万円超の怪物店】目次
◎坪月商 100 万円超！べらぼうに売るモンスター級ヒット店
坪月商 407.5 万円 立喰い焼肉 治郎丸（東京・新宿）
坪月商 203.1 万円 肉寿司 恵比寿横丁店（東京・恵比寿）
坪月商 140.8 万円 レッドロック 高田馬場店（東京・高田馬場）
坪月商 128 万円

ワイン食堂 カドマル（愛知・名古屋）

坪月商 112.5 万円 京都勝牛 京都駅前店（京都・京都）
坪月商 108 万円

まるまさ家 姫路本店（兵庫・姫路）

坪月商 107.1 万円 極味や 福岡パルコ店（福岡・福岡）
坪月商 100 万円

しんぱち食堂 西新宿店（東京・新宿）

◎坪月商 70 万円超！超弩級のメガトン級ヒット店
坪月商 94.6 万円 アガリコ餃子楼（東京・北千住）
坪月商 90.7 万円 炭焼笑店 陽 お初天神裏参道店（大阪・曽根崎）
坪月商 88.5 万円 産地直送 呑み喰い処 食道楽 上野店（東京・上野）
坪月商 75 万円

オステリアバル リ・カーリカ（東京・目黒）

坪月商 75 万円

リストランテバル ヴァリオ（大阪・十三）

坪月商 74.4 万円 すしまる（大阪・梅田）
坪月商 72 万円

トラットリア チッチョ（東京・吉祥寺）

坪月商 71.8 万円 オオモリヤ（東京・三軒茶屋）
坪月商 71.4 万円 牛タン いろ葉（東京・大井町）
坪月商 70.9 万円 フレンチタパス＆ワイン ル コントワ（大阪・曽根崎）
坪月商 70 万円

海街丼（東京・三軒茶屋）

◎坪月商 50 万円超！図抜けたウルトラ級ヒット店
坪月商 68.8 万円 カレーは飲み物。 池袋店（東京・池袋）
坪月商 68.3 万円 墨国回転鶏料理 ルクアイーレ店（大阪・梅田）
う 商店（神奈川・横浜）
坪月商 65.6 万円 横浜漁酒場 ○

坪月商 64.5 万円 アジアンビストロ Dai 新百合ヶ丘店（神奈川・新百合ヶ丘）
坪月商 63.3 万円 海鮮居酒屋 魚猫（東京・大山）
坪月商 61.9 万円 大衆ビストロ ジル（東京・目黒）
坪月商 60 万円

いざかや すこぶる（東京・三軒茶屋）

坪月商 58.3 万円 ３７１BAR（東京・新宿）
坪月商 58 万円

七津屋 大阪駅前第 4 ビル店（大阪・梅田）
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坪月商 57.1 万円 ビアスタンド モルト!!（大阪・梅田）
坪月商 56.3 万円 肉屋の量売り食堂 听屋 吉祥寺（東京・吉祥寺）
坪月商 56.2 万円 晩酌屋 おじんじょ（東京・恵比寿）
坪月商 55.8 万円 立呑み 晩杯屋 中目黒目黒川 RS 店（東京・中目黒）
坪月商 55.5 万円 魚屋ひでぞう 立ち呑み店（大阪・難波）
坪月商 55.4 万円 ITARIAN BAR Locco（東京・新橋）
坪月商 55.1 万円 CRAFT BEER MARKET 三越前店（東京・日本橋）
坪月商 55 万円

赤身焼肉 かるびあーの 蒲田店（東京・蒲田）

坪月商 53.6 万円 炭焼き 大（神奈川・たまプラーザ）
坪月商 51.5 万円 スタンド GONTa（兵庫・三宮）
坪月商 50.3 万円 クイーン・オブ・チキンズ 新橋本店（東京・新橋）
坪月商 50 万円

そば助 本店（東京・稲荷町）

坪月商 50 万円

五感 1 号店（東京・池袋）

坪月商 50 万円

とろさば食堂 OOTEMORI 店（東京・大手町）

坪月商 50 万円

雪ノ下 銀座（東京・銀座）

◎平均坪月商 46.1 万円～100．3 万円
打率 10 割のモンスターブランド 多店化のロジック
鉄板神社
イタリアン酒場 ナチュラ
アガリコシリーズ
八十郎シリーズ
いきなり！ステーキ
ファンゴー／グラニースミス
◎坪月商 30 万円超！赤丸急上昇のヒット店、注目店
坪月商 49.6 万円 Tsui-Teru 和！（東京・中野）
坪月商 48 万円

浜 glue?8086（愛知・名古屋）

坪月商 46.6 万円 麦酒＆洋食スタンド グリル異人館（大阪・梅田）
坪月商 46.2 万円 日本酒バル 中野青二才（東京・中野）
坪月商 45.4 万円 なかめのてっぺん 横浜みなとみらい（神奈川・横浜）
坪月商 44.1 万円 かしわビストロ バンバン（東京・神泉）
坪月商 42.8 万円 スタンドあじと（大阪・難波）
坪月商 42.1 万円 肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場 永福町店（東京・永福町）
坪月商 41.7 万円 ４ヴァンテオ（東京・新橋）
坪月商 41.6 万円 肉屋うたがわ（福岡・赤坂）
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坪月商 40.9 万円 ニクバルダカラ 伏見（愛知・名古屋）
坪月商 40.9 万円 和ビストロ臥薪（神奈川・大船）
坪月商 40.2 万円 CRAFT BEER×ITALIAN BAR CRAFTSMAN Sendai（宮城・仙台）
坪月商 40 万円

焼鳥と日本酒 立呑み たに（大阪・梅田）

坪月商 40 万円

やきとん あさちゃん 中野店（東京・中野）

坪月商 38.5 万円 KITCHEN TACHIKICHI 渋谷本店（東京・渋谷）
坪月商 37.3 万円 スタンドコロモ（兵庫・神戸）
坪月商 33.1 万円 中野レンガ坂スペインバル siono（東京・中野）
坪月商 32 万円

大衆肉食堂 源兵衛（大阪・天満）

坪月商 30.8 万円 幸せの黄金鯛焼き 近鉄奈良駅店
坪月商 30.3 万円 浪花ろばた itadakitai 頂鯛（大阪・北新地）
坪月商 30.3 万円 神戸産直マルシェ（兵庫・神戸）
坪月商 30 万円

ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ（東京・石神井公園）

ヒット店を続々生み出す、スゴ腕トップの業態発想術
（株）越後屋 江波戸千洋社長
（株）ゴリップ 勝山 昭社長
（株）スパイスワークス 下遠野 亘社長
（株）浜倉的商店製作所 浜倉好宣社長
アメリカ外食も繁盛店主義! 必見の「大繁盛チェーン」現地報告
The Cheesecake Factory／Houston’s／Season52／In＆Out Burger／Chick-fill-A
知っておきたい ストアコンパリゾン 7 つの心得
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