
【問い合わせ先】
(株)アスラポート とり鉄事業本部 ⽩猫⾷い倒れプロジェクト担当者宛 TEL︓03-6311-8901

【新型コロナウイルスに対する感染予防の取り組みにつきまして】
日頃より弊社とり鉄ブランドはじめ各ブランドをご愛顧頂き誠にありがとうございます。

弊社全ブランド全店では5月26日の緊急事態宣言が解除されました後も、引き続き感染の拡大防止に努めてまいります。
つきましては、ご来店頂くお客様の安心安全の為、

⼀部お客様にお願い事項を各店舗に掲⽰しておりますので、何卒ご理解の上、ご協⼒のほど、お願い申し上げます。
≪ご来店のお客様へ≫
・ご⼊店の際、お⼿洗いご利⽤の際は⼿指の消毒をお願い致します
・発熱、咳等、体調のすぐれない⽅はご利⽤をお控えください
・ご飲⾷中以外は極⼒マスクの着⽤をお願い致します
・お客様同士のグラスやお飲み物の回し飲みはお控えください
・お会計はトレーにて承ります
・お客様同士の間隔を空けるため、⼀部客席の使⽤をお断りしております
 
≪店舗従業員からの感染 拡大予防の取り組み≫
① 店内従業員のマスクの着⽤
② 従業員の⼿洗いの徹底と⼿指の殺菌
③ トイレ施設内の定時清掃と殺菌作業
④ 出勤前の検温及び、体調管理チェックの遵守（同居者への 確認 有）
⑤ テーブル、椅子の消毒殺菌
⑥ テイクアウト⽤包材の除菌

その他、厚⽣労働省及び日本フードサービス協会からの指⽰をもとに、お客様への感染を
防ぐ取組を徹底しております。ご来店頂きましたお客様には、ご不備等お掛け致します
が、何卒ご理解ご協⼒を賜りますよう、お願い申し上げます。

≪その他取組み≫
当グループでは、政府、厚⽣労働省からの開⽰内容含め当社㈱アスラポート リスク管理室
による情報の集約及び共有を随時⾏っており、各社・各事業部のリスク担当者より全従業
員へ、遵守事項及び通常の衛⽣管理事項におきまして、スピーディに指⽰を致しておりま
す 。
今後もお客様、従業員の安全に考慮をしながら、政府・厚労省での開⽰内容に合わせた
取り組みに基づき、迅速かつ柔軟に対応してまいります。
ご愛顧頂いておりますお客様に関しましては、ご理解を賜りますよう何卒お願い申し上げ
ます

また、当ブランドでの 日頃の衛⽣管理体制と致しましては
１、各管理、実施項目
① 当社基準に準じる衛⽣管理マニュアルの遵守、管理の徹底と実施
② 従業員の健康管理及びその記録
③ ⾷材管理基準 及び調理⼯程 の順守
④ 店舗内の清掃及び洗浄
⑤ 機器、器具類の日次清掃及びメンテナンス
 
２、店舗担当 マネージャー・ スーパーバイザーによる月次衛⽣管理チェック
毎月店舗担当のスーパーバイザーによる衛⽣管理項目の月次チェックを⾏い、
全27 項目のうち、指摘事項の改善がない場合は⼀部のメインメニュー ⾷材納
⼊停止を義務付けております。
 
３、第 三 者専門機関による店舗定期衛⽣調査実施
全店舗におきまして、第三者専門機関により定期的な店舗の衛⽣調査を実施し
ております。ブランド規定基準に満たない調査結果が出た店舗は、24 時間以
内に全指摘項目の改善を義務付けて おります。
 
４、 定期腸内細菌 検査
ブランドに所属する全従業員及び本部担当含め、 3 か月に⼀度の腸内細菌検査
を⾏っております。陽性判定者が出た場合は本部担当者に速報が⼊り、その場
で勤務の停止、医療機関での確認が取れるまで、該当従業員の出勤を停止して
おります。
 
５、衛⽣管理講習
⼊社時研修及び各階層別研修（ 4 階層）の研修内での衛⽣講義
衛⽣講習会での実務講習の実施（全 1 回）
セミナー形式での衛⽣講習の実施（全 4 回）
外部衛⽣管理関連企業様による衛⽣教育講習の実施（随時）
 など、定期的に実施しております。



店舗名 住所 電話番号 営業時間 店休日

武蔵新城店 神奈川県川崎市中原区新城3-4-3 ⼭⼝ビル1F 044-753-1361
通常17:00〜00:00 ⾦祝前17:00〜2:00

⼟15:00〜2:00 日祝15:00〜00:00
無休

錦糸町店 東京都墨田区江東橋3-8-14 03-5638-5883
通常16:00〜1:00

⾦⼟16:00〜5:00  日12:00〜00:00
無休

南⾏徳店 千葉県市川市南⾏徳1-20-1 下野ビル1F 047-318-6081
通常16:30〜1:00

⾦⼟祝前16:30〜2:00 日祝16:30〜1:00
無休

江田店 神奈川県横浜市⻘葉区荏田北1-1-4 045-914-7239
通常17:00〜00:00
⾦⼟17:00〜1:00

無休

⻄新宿店 東京都新宿区⻄新宿1-17-1 宍⼾ビルB1F 03-5909-3306
通常16:00〜1:00 ⾦16:00〜2:00
⼟14:00〜1:00 日14:00〜00:00

無休

浜松町店 東京都港区浜松町2-4-12 モノレール浜松町駅ビル1F 03-5733-4865
通常17:00〜23:30

祝17:00〜22:00 ⼟日15:00〜23:00
無休

市ヶ谷店 東京都千代田区九段北4-2-11 第2星光ビル1F 03-3288-1810 通常17:00〜00:00 日祝

経堂店 東京都世田谷区経堂1-21-22 ショップ経堂1F 03-5477-7276
通常17:00〜2:00

⾦⼟祝前17:00〜3:00 日祝日16:00〜1:00
無休

東池袋店 東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビル1F 03-5955-8670 通常11:00〜1:00 無休

中板橋店 東京都板橋区中板橋15-5 中板コーポ1F 03-6905-4080 通常17:00〜2:00 無休

岡⼭錦町店 岡⼭県岡⼭市北区錦町3-101 天⽔ビル1F 086-235-3681
通常16:00〜00:00

⾦⼟祝前16:00〜1:00
無休

中古馬場店 香川県高松市古馬場町8-1 ヘンミビル1F 087-811-7370 通常17:00〜00:00 無休

ときわ台店 東京都板橋区南常盤台1-27-1 ドミール常盤台 03-5917-6808
通常17:00〜2:00

⾦⼟17:00〜3:00 日17:00〜00:00
無休

春日部店 埼玉県春日部市中央1-9-4 タカモトビル1F 048-753-3431 通常16:00〜00:00 ⾦⼟祝前日16:00〜5:00 無休

今池店 愛知県名古屋市千種区今池1-9-19 ワイドパーク1F 052-745-1400 通常17:00〜00:00 無休

橋本店 神奈川県相模原市橋本3-28-1 ミウィ橋本1F 042-700-7666 通常15:00〜00:00 無休

御徒町店 東京都台東区上野4-3-8 三浦ビルB1F 03-5817-3760
通常17:00〜3:00

⾦・⼟・祝前17:00〜3:00 日祝17:00〜00:00
無休

熊本下通店 熊本県熊本市中央区下通1-4-7 熊本ビル1F 096-351-1005 通常17:00〜01:00 無休

秋葉原昭和通り店 東京都千代田区神田佐久間町1-18 信文ビル１F 03-5289-7788
通常14:00〜00:00

⼟15:00〜23:00 日祝13:00〜22:00
無休

⻑野店 ⻑野県⻑野市南千歳町855-1 松沢ビル1F 026-229-8300
通常17:00〜1:00
⾦⼟17:00〜2:00

無休

⽤賀店 東京都世田谷区⽤賀4-3-11 03-5491-7420 通常17:00〜3:00 無休

仙台国分町店 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町4-4-20 022-216-2020
通常16:00〜1:00

⾦⼟祝前16:00〜3:00
無休

麹町店 東京都千代田区麹町4-1 セリエビル2F 03-3221-1165
通常17:00〜00:00
⼟17:00〜23:00

日祝



店舗名 住所 電話番号 営業時間 店休日

川崎仲⾒世通り店 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-17 チェリオビルB1F 044-210-1470
通常17:00〜1:00

⾦⼟祝前17:00〜3:00
無休

稲毛店 千葉県千葉市稲毛区⼩仲台2-5-3 稲栄ビルB1F 043-207-7282
通常17:00〜01:00
日17:00〜00:00

無休

⻄葛⻄店 東京都江⼾川区⻄葛⻄6-16-1 喜楽ビル B1F 03-5667-3070
通常17:00〜1:00

⾦⼟祝前17:00〜4:00 日祝17:00〜00:00
無休

⽴川店 東京都⽴川市曙町2-11-7 ⽴川リージェントホテル 1F 042-540-3265 通常17:00〜00:00 無休

広島本通店 広島市中区本通4－17 ルフェール広島本通2Ｆ 082-546-1727 通常17:00〜1:00 無休

成田店 千葉県成田市花崎町816番23 ⼭田ビル 1F 0476-20-2391
通常17:00〜1:00

⾦⼟祝前日17:00〜1:00
無休

大⼿町店 東京都千代田区大⼿町2-5-12 03-6202-1060 通常17:00〜3:00 日祝

京急川崎駅前店 神奈川県川崎市川崎区砂子1-1-3 つる屋ビル B1F 044-223-5131
通常16:00〜1:00

⾦⼟祝前16:00〜2:00
無休

京橋店 東京都中央区京橋2-5-21 京橋NSビル B1F 03-3567-1530
通常16:00〜00:00

⾦17:00〜3:00
日祝

大森北⼝店 東京都品川区南大井6-17-10 大森レインボービル B1F 03-5753-5382
通常17:00〜00:00

⾦17:00〜1:00 ⼟17:00〜23:00
日祝

赤坂店 東京都港区赤坂5-4-10 赤坂ゆうビル2F 03-5549-2901
通常17:00〜00:00

⼟17:00〜23:00 ⾦17:00〜3:00
日祝

池袋⻄⼝店 東京都豊島区⻄池袋1-19-1 39ビルB1F 03-3971-9905
通常17:00〜1:00 ⾦祝前16:00〜3:00
⼟13:00〜3:00 日祝日13:00〜00:00

無休

三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋1-38-7 フォーラムN&N B1 03-5779-9410 通常17:00〜1:00 無休

新宿南⼝店 東京都渋谷区代々木2-10-1 新宿サンセイビル２Ｆ 03-5304-5091
通常17:00〜00:00
日祝17:00〜23:00

無休

海浜幕張プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2－4 プレナ幕張4F 043-301-6622 通常15:00〜23:00 無休

上野御徒町中央通り店 東京都台東区上野六丁目9番23号伊藤ビル2F 03-5816-2190
通常17:00〜00:30

⾦⼟祝前17:00〜00:30 日祝12:00〜00:00
無休

橋本２号店 神奈川県相模原市緑区橋本6-12-15 S.G BLD vol.5 2F 042-700-8959 通常17:00〜00:00 無休

伊勢佐木町店 神奈川県横浜市中区若葉町2-34 伊勢佐木協同組合ビルA 045-515-0443 通常17:00〜3:00 日祝

どさん子×とり鉄玉穂医大前店 ⼭梨県中央市若宮29－6 055-278-5700
通常17:00〜1:00

⾦⼟祝前17:00〜2:00
火曜定休


