
池袋・銀座の相席ラウンジ！⼈気の相席屋！おすすめの相席BAR！池袋・銀座の相席ラウンジ！⼈気の相席屋！おすすめの相席BAR！
フィックスラウンジ池袋、銀座、渋⾕！続々オープン！JIS⼤阪(難フィックスラウンジ池袋、銀座、渋⾕！続々オープン！JIS⼤阪(難
波・梅⽥・⼼斎橋)も！相席ガイドで今夜も相席！⾷べ飲み放題！波・梅⽥・⼼斎橋)も！相席ガイドで今夜も相席！⾷べ飲み放題！
出会い放題！出会い放題！

池袋、⼤阪に相席ラウンジが続々オープン！⼈気の相席ラウンジ、フィックスラウンジ池袋、銀座、渋⾕！⼤池袋、⼤阪に相席ラウンジが続々オープン！⼈気の相席ラウンジ、フィックスラウンジ池袋、銀座、渋⾕！⼤
阪、おすすめの相席BAR！JIS難波・梅⽥！相席ガイドで⼥性も男性も無料クーポンでお得に相席！阪、おすすめの相席BAR！JIS難波・梅⽥！相席ガイドで⼥性も男性も無料クーポンでお得に相席！

全国イベント・パーティー情報検索サイト全国イベント・パーティー情報検索サイト

■イベントサーチ■イベントサーチ

https://eventsearch.jp/https://eventsearch.jp/

■相席ガイドより■相席ガイドより

https://eventsearch.jp/facility-tag/aiseki_guidehttps://eventsearch.jp/facility-tag/aiseki_guide

「フィックスラウンジガイド」「JISガイド」をニューリリース！フィックスラウンジ池袋店やJIS難波・⼤阪まで！相席「フィックスラウンジガイド」「JISガイド」をニューリリース！フィックスラウンジ池袋店やJIS難波・⼤阪まで！相席

ガイドで⼥性も男性も無料クーポンでお得に相席を楽しもう！ガイドで⼥性も男性も無料クーポンでお得に相席を楽しもう！

 

池袋、⼤阪の⼈気の相席ラウンジ、相席BAR！ナンパスポットや婚活におすすめの相席スタンディングバーもご紹介！相席ガイドでクーポンを利⽤してお得に参加！

■相席ガイド - 全国の⼈気の相席ラウンジ・おすすめの相席屋・相席BARをクーポン・⼝コミつきでご紹介■相席ガイド - 全国の⼈気の相席ラウンジ・おすすめの相席屋・相席BARをクーポン・⼝コミつきでご紹介

・店舗 - リアルタイムの⼈数がわかります

https://eventsearch.jp/facility-tag/aiseki_guide

・相席⼤特集 - 相席クーポンを今すぐ利⽤可能

https://eventsearch.jp/feature/aiseki/

相席ガイドでは全国の相席ラウンジ、相席居酒屋の新店舗情報やお得なクーポン情報をご利⽤頂けます。

⼈気のパブリックスタンドなどのスタンディングバーやフィックスラウンジ、JIS相席BARや、ラグジュアリーラウ

ンジなどの相席ラウンジもご紹介。

⼈気の相席ラウンジの特設ページ「フィックスラウンジガイド」「JISガイド」をニューリリース！更にリアルタイ

ムで⼈数ランキングがわかる機能も新リリース。ナンパや出会いや婚活の新しい形。マッチングアプリよりも⼿軽
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でディナーのマッチングデートアプリよりも最新リアルな情報を常時お届け可能になりました。

■池袋 相席ラウンジ フィックスラウンジ池袋店 - FIX LOUNGE IKEBUKURO■池袋 相席ラウンジ フィックスラウンジ池袋店 - FIX LOUNGE IKEBUKURO

フィックスラウンジ池袋のクーポンや⼝コミ！池袋 相席ラウンジ フィックスラウンジ池袋店 - FIX LOUNGE IKEBUKURO

 

・フィックスラウンジ池袋店 - 新店舗オープン！グランドオープン情報やニューオープン限定クーポンも！

https://eventsearch.jp/facility/fix-lounge-ikebukuro

フィックスラウンジ池袋店で、上質なロケーションで 今までにない出会いを！

池袋店はカジュアルでありながらラグジュアリーさを兼ね備えた空間です。店内に散りばめられた英⽂にはお客様

の相席をサポートする秘密のキーワードが存在。スタッフも含めた“お店全体”でお客様の相席をサポートします

！

 

池袋に待望の相席ラウンジが登場！フィックスラウンジ池袋！池袋・銀座の相席ラウンジ！⼈気の相席屋！

店名 フィックスラウンジ池袋店 - FIX LOUNGE IKEBUKURO

住所 東京都 豊島区 東池袋 1-13-11近代グループＢＬＤ 5Ｆ

電話番号 03-5843-3928

アクセス:⼭⼿線池袋駅東⼝より徒歩5分

https://eventsearch.jp/facility/fix-lounge-ikebukuro


東京メトロ有楽町線池袋駅より徒歩5分

東武東上線池袋駅より徒歩5分

営業時間 JR・地下鉄「池袋駅」東⼝より徒歩3分

・フィックスラウンジガイド・フィックスラウンジガイド

フィックスラウンジガイドを利⽤して、池袋、銀座、渋⾕のフィックスラウンジをクーポン利⽤でお得に！

⼥性も男性もお得なクーポンをお届け！

https://eventsearch.jp/facility-tag/aiseki_fix_lounge_guide

■池袋パブリックスタンド - PUBLIC STAND IKEBUKURO■池袋パブリックスタンド - PUBLIC STAND IKEBUKURO

池袋パブスタをクーポン利⽤で楽しもう！池袋パブリックスタンド！⼝コミ・クーポン・相席ラウンジや相席スタンディングバーの⼝コミ！

店名 パブリックスタンド 池袋⻄⼝ロマンス通り店

https://eventsearch.jp/facility/bar-publicstand-ikebukuro

今話題のパブリックスタンドが遂に池袋に登場！JR池袋駅⻄⼝から徒歩3分の超好⽴地！今までの池袋とは⼀味ちが

ったスタイリッシュに楽しめるスタンドバー！

最先端のインテリア、バーテンダーが作る本格的なカクテル、ハイステイタスな感覚で楽しめる最先端のスタンデ

ィングバー！

更に、OPENからCLOSEまでノンストップ“無制限飲み放題(出⼊り⾃由！)”！前代未聞の最強のコストパフォーマ

ンス！100種類を超えるカクテルと今まで⾒たこともない新しいスタイルのSTAND BAR！

お得に飲むも良し！気になった⽅と仲良くなって出会いを楽しむも良し！⼥⼦会も良し！

https://eventsearch.jp/facility-tag/aiseki_fix_lounge_guide
https://eventsearch.jp/facility/bar-publicstand-ikebukuro


パブリックスタンド池袋店ではダーツもお楽しみ頂けます！パブスタで朝までダーツ！

住所 東京都豊島区⻄池袋1丁⽬22-4信和ビル2F,3F

電話番号 03-5904-9500

アクセス JR池袋駅⻄⼝から徒歩3分

営業時間 ⽉〜⾦ 18:00 - 5:00

⼟・⽇・祝 17:00 - 5:00

定休⽇ 年中無休

INFORMATION

設備・サービス

Wi-Fi

電⼦通貨クレジットカード

URL https://www.public-stand.com/

Facebook https://www.facebook.com/publicstand/

Twitter https://twitter.com/public_stand

Instagram https://www.instagram.com/publicstand/

■渋⾕ ラグジュアリーラウンジミラス■渋⾕ ラグジュアリーラウンジミラス

渋⾕ ラグジュアリーラウンジミラスは渋⾕⼈気の相席ラウンジです、クーポンを利⽤して男性も⼥性もお得に楽しみましょう！

https://www.public-stand.com/
https://www.facebook.com/publicstand/
https://twitter.com/public_stand
https://www.instagram.com/publicstand/


店名 渋⾕ 相席ラウンジ LUXURY LOUNGE MILAS 渋⾕ - ラグジュアリーラウンジミラスシブヤ

https://eventsearch.jp/facility/luxury-lounge-milas-shibuya

https://lux-g.com/lounge-milas-shibuya/

 

渋⾕ラグジュアリーラウンジミラスは渋⾕⼈気の相席ラウンジです。

男性もお得なクーポンをご利⽤頂けます。

個室、VIP、VVIPも⼈気でラグジュアリーな空間で過ごすならミラス渋⾕と⾔う⼈も多数いらっしゃいます。

渋⾕の⼈気相席ラウンジ、ミラス渋⾕-相席ラウンジは、スタンドバー、ラグジュアリースタンドミラスと併設されています。相席スタンディングバーと相席ラウンジ

を同時にお楽しみ頂けます

住所 東京都渋⾕区宇⽥川町36-2ノア渋⾕ B1F

電話番号 03-6455-3949

業種 ラウンジ

定休⽇ 不定休

キャパシティ 全130席

平均利⽤⾦額

Facebook https://www.facebook.com/luxury.lounge.milas.shibuya/

Twitter https://twitter.com/luxury_milas

Instagram https://www.instagram.com/luxurylounge_milas/

■銀座パブリックスタンド - GINZA PUBLIC STAND(相席・スタンディングバー)■銀座パブリックスタンド - GINZA PUBLIC STAND(相席・スタンディングバー)
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銀座パブリックスタンド - GINZA PUBLIC STAND(相席・スタンディングバー)パブスタ銀座のクーポン・⼝コミ・⾏ってきた感想等

店名 パブリックスタンド 銀座コリドー店

https://eventsearch.jp/facility/bar-publicstand-ginza

今話題のパブリックスタンドが！銀座コリドー街に登場！銀座コリドー街でスタイリッシュなスタンドバーを楽し

もう！クーポン利⽤で更にお得に！

最先端のインテリア、バーテンダーが作る本格的なカクテル、ハイステイタスな感覚で楽しめる最先端のスタンデ

ィングバー！

更に、OPENからCLOSEまでノンストップ“無制限飲み放題(出⼊り⾃由！)”！前代未聞の最強のコストパフォーマ

ンス！

銀座パブリックスタンドではVIPもご利⽤頂けます。さながら相席ラウンジや相席システムのように⽴ち飲みやお酒を通じた出会いも楽しんでみては如何でしょうか？

住所 東京都中央区銀座7-2-11横須賀第5ビル1F

電話番号 03-6263-9551

アクセス 銀座駅 徒歩3分（C2出⼝） / JR新橋駅 徒歩3分 / JR有楽町駅 徒歩5分

営業時間 ⽉〜⾦ 18:00 - 5:00

⼟・⽇・祝 17:00 - 5:00

定休⽇ 年中無休

INFORMATION VVIP (個室) / VIP BOX (シート)

https://eventsearch.jp/facility/bar-publicstand-ginza


設備・サービス 100種類を超えるカクテル

Wi-Fi ご利⽤頂けます

電⼦通貨クレジットカード 各種クレジットカード、交通機関系カード

URL https://www.public-stand.com/

Facebook https://www.facebook.com/publicstand/

Twitter https://twitter.com/public_stand

Instagram https://www.instagram.com/publicstand_ebis/

■銀座フィックスラウンジ - GINZA FIX LOUNGE(相席ラウンジ)■銀座フィックスラウンジ - GINZA FIX LOUNGE(相席ラウンジ)

銀座フィックスラウンジ - GINZA FIX LOUNGE(相席ラウンジ)のクーポン・⼝コミ・⾏ってきた感想等

店名 フィックスラウンジ銀座店 - FIX LOUNGE GINZA

https://eventsearch.jp/facility/fix-lounge-ginza

上質なロケーションで 今までにない出会いを！

フィックスラウンジ銀座店はラグジュアリー＆エレガントをコンセプトにした婚活・恋活・友活と様々な想いを繋

げる新感覚ラウンジバーです！

住所 東京都中央区銀座8-2-9ニュー銀座ビル12号館7F

電話番号 03-6264-6410

アクセス JR新橋駅・東京メトロ銀座線「新橋駅」より徒歩3分

営業時間 ⽇・祝⽇: 18〜24時

⾦・⼟・祝前⽇: 18〜29時

キャパシティ 75席

クレジットカード JCB / VISA / MASTERCARD / AMEX

喫煙 喫煙可

電源有・Wi-Fi 電源有・フリーWi-Fi有り

その他の設備 アメニティー充実

URL https://fix-lounge.com/location/ginza/

Facebook https://www.facebook.com/FIXloungeX/

Twitter

instagram https://www.instagram.com/fix_lounge/

■⼤阪ボイジャースタンド - VOYAGER STAND ⼤阪・⼼斎橋・梅⽥・道頓堀で⼈気の相席スタンディングバー■⼤阪ボイジャースタンド - VOYAGER STAND ⼤阪・⼼斎橋・梅⽥・道頓堀で⼈気の相席スタンディングバー
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⼤阪・道頓堀・⼼斎橋の相席BAR・相席スタンディングバー - VOYAGER STAND

店名 ボイジャースタンド - VOYAGER STAND

https://eventsearch.jp/facility/voyager-stand

スタンドバー、交流、DJバーの融合した新業態！

・スタンディングスタイルのバーの為、気軽に交流が可能です！共通の趣味を持つ仲間を探すも良し、気になった

⽅と⼆次回に⾏くも良し！

時間無制限飲み放題スタイルの為、お財布を気にせず好きなものを好きなだけ楽しめます！お酒好きには嬉しいシ

ステム！

住所 ⼤阪府⼤阪市中央区道頓堀2-3-29ニュージャパン⾓ビル6F

電話番号 070-4357-9997

営業時間 19:00 〜

業種 スタンドバー

instagram:https://www.instagram.com/voyager_stand/

Twiter:https://twitter.com/voyagerosaka

■JIS 相席ラウンジ・相席BAR 全国で⼈気の相席ラウンジ■JIS 相席ラウンジ・相席BAR 全国で⼈気の相席ラウンジ

・JIS 難波・⼤阪 - NAMBA 相席ラウンジ・JIS 難波・⼤阪 - NAMBA 相席ラウンジ

https://eventsearch.jp/facility/voyager-stand
https://www.instagram.com/voyager_stand/
https://twitter.com/voyagerosaka


JIS 難波・⼤阪 相席ラウンジ・相席BAR 全国で⼈気の相席ラウンジ！お得なクーポン利⽤で更にお得に！

JIS NAMBA 難波の相席ラウンジ

https://eventsearch.jp/facility/aiseki-jis-namba-bar

⼤阪 難波、JISグループ７店舗⽬となる『JIS NAMBA』⼤阪 中央区難波にOPEN！合コンセッティングなど新しい形

の出会いの場を提供する⼤阪の相席ラウンジです！

住所 ⼤阪府⼤阪市中央区難波1丁⽬8-16namBa HIPS（ナンバヒップス）4階

電話番号 06-6210-4552

アクセス 地下鉄御堂筋線・千⽇前線「なんば駅」15-B出⼝より直結

近鉄難波・奈良線 ⼤阪難波駅 徒歩1分

⼤阪メトロ御堂筋線 なんば駅 徒歩4分

営業時間 18:00〜翌6:00

定休⽇ 年中無休

平均利⽤⾦額

設備・サービス 全席iPhone、Android⽤充電器完備、店内無料Wi-Fi有

URL http://namba.jis.bar/

Facebook https://www.facebook.com/jis.namba/

instagram https://www.instagram.com/jis_namba/

・店名 JIS 梅⽥・⼤阪 - UMEDA 相席ラウンジ・店名 JIS 梅⽥・⼤阪 - UMEDA 相席ラウンジ

JIS 梅⽥・⼤阪 相席ラウンジ・相席BAR 全国で⼈気の相席ラウンジ！お得なクーポン利⽤で更にお得に！

JIS UMEDA 梅⽥の相席ラウンジ

https://eventsearch.jp/facility/aiseki-jis-umeda

『THE HOUSE by JIS』

従来のコントラストの⾼いエッジの効いたものに加え、

男⼥がより楽しく呑んだり語ったりできる場所の⼀つである「宅飲み」を表現しており、

お客様に居⼼地の良さと満⾜度をさらに上げていくものとなっております。

ダイニングゾーン、リビングゾーン、テラスゾーンの3エリアの客席を御⽤意しております。

https://eventsearch.jp/facility/aiseki-jis-namba-bar
http://namba.jis.bar/
https://www.facebook.com/jis.namba/
https://www.instagram.com/jis_namba/
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住所 ⼤阪市北区曽根崎 2815お初天神通り沿い Kʼsスクウェア 2F

電話番号 06-6311-2222

アクセス 地下鉄 ⾕町線 東梅⽥駅 徒歩3分・梅⽥駅 徒歩8分

営業時間 18:00〜翌6:00

定休⽇ 年中無休 ※年末年始等は休業の場合があります

URL http://umeda.jis.bar

instagram https://www.instagram.com/jis_umeda/?hl=ja

Facebook https://www.facebook.com/jis.ume

・JISガイド

https://eventsearch.jp/facility-tag/jis_guide

■相席ラウンジの楽しみ⽅ - JIS 相席BAR・相席ラウンジ■相席ラウンジの楽しみ⽅ - JIS 相席BAR・相席ラウンジ

JIS(相席ラウンジ ジス)は⼤阪(難波・梅⽥)・⼤宮・札幌・松⼭・福岡・天神・熊本で絶⼤な⼈気を誇る相席ラウンジ・相席BARです

JIS 相席の楽しみ⽅JIS 相席の楽しみ⽅

https://eventsearch.jp/special/aiseki-lounge-jis

JISとは、全国に展開する国内最⼤級、ハイクォリティーの⼈気の相席ラウンジ・相席バーです。JIS、相席ラウンジ

の楽しみ⽅について。

相席バー・相席ラウンジJISは最⾼品質のナイトライフを楽しめる出会いの場です。新しいカタチの出会いの場を提

供し続ける相席BAR JISでは毎夜のように合コンセッティングなど新しい形の出会いが繰り広げられています。

 

http://umeda.jis.bar
https://www.instagram.com/jis_umeda/?hl=ja
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https://eventsearch.jp/facility-tag/jis_guide
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1.まず⼥性が⼊店 まずは⼥性だけで着席。男性客が居る場合は相席がスタート

2.ドリンクやフードを注⽂する 男性が来なくても、注⽂OK!

 

3.男性が⼊店 男性が⼊店したので、⼥性が座る席へと案内される。男性は有料



4.相席スタート！いよいよ、相席して楽しい⾷事の開始！

5.おしゃべりタイム 時間制限はないので、ゆっくり楽しめるのも嬉しいポイント！

6.お会計 ⼥性は何を⾷べても、何を飲んでも無料！

■池袋、銀座、⼤宮をはじめ相席ラウンジ・相席BARが全国で⼤流⾏中！相席ラウンジは春が旬！これからの出会いのス■池袋、銀座、⼤宮をはじめ相席ラウンジ・相席BARが全国で⼤流⾏中！相席ラウンジは春が旬！これからの出会いのス

タートアップに相席ガイドを！タートアップに相席ガイドを！

出会いの春の期間限定キャンペーン！

出会いのサブスクリプション、それは相席ガイドの提案する相席ラウンジ。婚活の働き⽅改⾰です！ファッション感覚で

合コン・街コン・婚活・出会いをお楽しみ頂けます!

⾊々なイベントに⾏くけど出会いが無い。

マッチング系アプリの新商品を試すがうまく⾏かない…AIは進化しても⾃分は変われない。クラウドデータのように恋愛

も蓄積はすれどゴールインまでたどり着かない。バレンタインは義理、ホワイトデーのプレゼントのお返しもスイーツを

ECサイトで商品が発送完了メール、配送完了しても届かなくて悲しくなっても⼤丈夫です。相席レストランでいちごフ



ェアの商品でも楽しめるながら⽇々のストレスを解消しましょう。ちょっとマスクが買えなくてもひょっとしたら誰かが

くれるかも。

アプリやゲームではなくグルメも楽しめる相席ラウンジが流⾏するのも納得。

アートやスポーツやアニメや旅⾏等の趣味の共通の話題などでも盛り上がります。

カフェで⾳楽を楽しみながら相席まで楽しめる時代です。桜の季節もホワイトデーの季節も、ホテルも観光もインバウン

ドも仕事のことや社会情勢も忘れ、今夜は相席ラウンジで朝まで盛り上がりませんか？

■過去のプレスリリースはコチラ■過去のプレスリリースはコチラ

「東京の出会いイベント特集」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000022045.html

「スタンドバー特集」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000022045.html

「海外アーティスト特集」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000022045.html

「クラブガイド」

https://eventsearch.jp/clubguide/

「相席イベント特集」

https://eventsearch.jp/feature/aiseki/

「パブリックスタンドガイド」

https://eventsearch.jp/facility-tag/public_stand_guide/

「ミラス渋⾕」

https://lux-g.com/lounge-milas-shibuya/

「シーシャガイド」

https://eventsearch.jp/facility-tag/shisha-guide

「タピオカガイド」

https://eventsearch.jp/facility-tag/tapioca-guide

「DJ BAR GUIDE」

https://eventsearch.jp/facility-tag/dj-bar-guide

「⼥性無料特集」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000022045.html

【各種SNS】

・Twitter

https://twitter.com/eventsearch_jp

・Instagram

https://www.instagram.com/eventsearch.jp/

・YouTube

https://www.youtube.com/user/eventsearch

【お問い合わせ】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000022045.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000022045.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000022045.html
https://eventsearch.jp/clubguide/
https://eventsearch.jp/feature/aiseki/
https://eventsearch.jp/facility-tag/public_stand_guide/
https://lux-g.com/lounge-milas-shibuya/
https://eventsearch.jp/facility-tag/shisha-guide
https://eventsearch.jp/facility-tag/tapioca-guide
https://eventsearch.jp/facility-tag/dj-bar-guide
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000022045.html
https://twitter.com/eventsearch_jp
https://www.instagram.com/eventsearch.jp/
https://www.youtube.com/user/eventsearch


株式会社MK.creators

E-mail: press-release@mkcreators.jp

URL: https://eventsearch.jp/inquiry.html

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000022045.html

株式会社MK.creatorsのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/22045

https://eventsearch.jp/inquiry.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000022045.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/22045

	池袋・銀座の相席ラウンジ！人気の相席屋！おすすめの相席BAR！フィックスラウンジ池袋、銀座、渋谷！続々オープン！JIS大阪(難波・梅田・心斎橋)も！相席ガイドで今夜も相席！食べ飲み放題！出会い放題！
	池袋、大阪に相席ラウンジが続々オープン！人気の相席ラウンジ、フィックスラウンジ池袋、銀座、渋谷！大阪、おすすめの相席BAR！JIS難波・梅田！相席ガイドで女性も男性も無料クーポンでお得に相席！


