村さ来 / とりあえず吾平 / 焼肉屋さかい / 炭火焼肉屋さかい / 肉匠坂井 / 平禄寿司 / 仙台下駄や / おむらいす亭
/ 長崎ちゃんめん / ちゃんこ江戸沢 / えん屋 / てんてけてん / 小樽食堂 / ふらりむらさき / 敦煌 / カルビ大陸 /
地魚屋 / 十鉄 / 和食・鍋しゃぶしゃぶ清水 / あげてんや / あんにょん / 塩がま屋 / ステーキハンバーグ＆サラダ
バーけん / その他業態(21)
※実地していない店舗もございます。詳しくは各店へご確認ください。(2020年1月1日時点)

村さ来
▶ 四街道店

千葉県

四街道市四街道1-6-3
第二レディハイツ1F

043-423-3681

▶ 用賀店

東京都

世田谷区用賀2-41 平成用賀ビルＢ1F

03-3707-5095

▶ 八田店

愛知県

名古屋市中村区並木2-262
フェニックス並木ビル1F

052-413-8838

▶ 新大阪店

大阪府

大阪市淀川区西中島5-14-10
新大阪トヨタビル1F

06-6303-5677
↑PAGETOP

とりあえず吾平
▶ 宮城石巻蛇田店

宮城県

石巻市恵み野2丁目6-1

0225-21-5777

▶ 仙台宮城野新田東店

宮城県

仙台市宮城野区新田東1-18-2

022-237-0511

▶ 宮城石巻湊店

宮城県

石巻市湊字一里塚24-1

0225-96-8228

▶ 埼玉入間久保稲荷店

埼玉県

入間市久保稲荷1-29-2

0429-60-5651

▶ 埼玉本庄店

埼玉県

本庄市南1丁目2241-13

0495-24-5901

▶ 緑おゆみ野店

千葉県

千葉市緑区おゆみ野中央7-30-7

043-300-4167

▶ 若葉店

千葉県

千葉市若葉区若松町2094-4

043-234-4111

▶ 東京町田店

東京都

町田市小山ヶ丘4-3-5

042-772-5282

▶ 新潟柏崎店

新潟県

柏崎市錦町1-14

0257-20-7641

▶ 新潟赤道店

新潟県

新潟市東区牡丹山6-570-1

025-250-8133

▶ 新潟長岡喜多町店

新潟県

長岡市喜多町337
きたまちガーデン内

0258-29-3200

▶ 富山黒瀬店

富山県

富山市黒瀬北町1-4-4

076-420-2280

▶ 富山中川原店

富山県

富山市中川原389-1

076-493-6464

▶ 富山飯野店

富山県

富山市新屋字八枚通割4-5

076-451-9898

▶ 富山駅前本店

富山県

富山市新富町1-3-3

076-441-1683

▶ 富山砺波店

富山県

砺波市太郎丸2-61

ﾙｰﾄｲﾝ富山1F

0763-34-8068

▶ 石川金沢鞍月店

石川県

金沢市戸水1-86

076-239-4663

▶ 石川野々市押野店

石川県

野々市市押野6-110

076-294-1533

▶ 石川金沢新神田店

石川県

金沢市新神田1-10-85

076-292-7336

▶ 石川金沢高柳店

石川県

金沢市磯部町ﾆ25-1

076-251-6364

▶ 長野松本村井店

長野県

松本市村井町南4丁目21-25

0263-85-4551

▶ 静岡沼津下香貫店

静岡県

沼津市下香貫字汐入2187-1

055-932-6100

▶ 大阪岸和田店

大阪府

岸和田市西之内町4-24

072-436-7740

▶ 大阪枚方店

大阪府

枚方市長尾谷町2-12-4

072-836-5151

▶ 大阪貝塚店

大阪府

貝塚市麻生中835-1

0724-27-3350

▶ 大阪中央店

大阪府

大阪市中央区難波4丁目7-14
阪神ﾋﾞﾙB1F

06-6649-8771

▶ 兵庫太子店

兵庫県

揖保郡太子町東出224-5

079-275-1511

▶ 兵庫姫路店

兵庫県

姫路市東山9-4

079-247-2051

▶ 岡山本町店

岡山県

岡山市北区本町6-36
第一ｾﾝﾄﾗﾙB1F

086-803-3400

▶ 福岡中間店

福岡県

中間市蓮花寺2-3

093-701-6330
↑PAGETOP

焼肉屋さかい
▶ 成田店

千葉県

成田市ウイング土屋89

0476-20-1929

▶ 新宿歌舞伎町店

東京都

新宿区歌舞伎町1-17-12
第1浅川ビル4F

03-5287-1229

▶ 秦野店

神奈川県

秦野市富士見町2-21

0463-81-7004

▶ 横浜天王町店

神奈川県

横浜市保土ケ谷区天王町2-46-6
プルミエ天王町ビル1F

045-335-2902

▶ 橋本店

神奈川県

相模原市緑区橋本5-14-5

042-770-8929

▶ 湘南ライフタウン店

神奈川県

藤沢市石川2-4-11

0466-86-6329

▶ 久里浜店

神奈川県

横須賀市久里浜7-1-14 2F
(1Fハックドラック）

046-838-5929

▶ 鵠沼海岸店

神奈川県

藤沢市鵠沼海岸1-16-3

0466-31-4766

▶ 裾野店

静岡県

裾野市平松662-5

055-995-1681

▶ 清水月見店

静岡県

清水区月見町3-5

054-355-5129

▶ 函南店

静岡県

田方郡函南町間宮574-1

055-970-2929

▶ 浜松森田店

静岡県

浜松市中区森田町225-2

053-444-4629

▶ 掛川店

静岡県

掛川市大池635-3

0537-62-0829

▶ 焼津三ヶ名店

静岡県

焼津市三ヶ名1111-1

054-620-9929

▶ 京都一乗寺店

京都府

京都市左京区一乗寺中ノ田町69

075-707-8929

▶ 伏見横大路店

京都府

京都市伏見区横大路芝生33-1

075-605-8929

▶ 四條畷店

大阪府

四條畷市砂1-16-11

072-803-3129

▶ 大阪岸和田今木店

大阪府

岸和田市今木町10-1

072-440-4329
↑PAGETOP

炭火焼肉屋さかい
▶ 守谷店

茨城県

守谷市美園1-2-8

▶ 羽村店

東京都

羽村市緑ヶ丘1-5-13

042-570-1229

▶ 松本村井店

長野県

松本市村井町南1-7-3

0263-86-5122

▶ 上田店

長野県

上田市中央4-3569-2

0268-29-1329

▶ 大垣赤坂店

岐阜県

大垣市熊野町5-8

0584-92-3066

▶ 各務原店

岐阜県

各務原市蘇原東栄町2-130

058-383-8228

▶ 茜部店

岐阜県

岐阜市茜部菱野1-28

058-273-6001

▶ 富士本市場店

静岡県

富士市本市場36-1

0545-66-4529

▶ 四日市ときわ店

三重県

四日市市ときわ1-1261-5

059-350-0468

▶ 四日市西店

三重県

三重郡菰野町神森876

059-391-2929

▶ 京都洛西店

京都府

京都市西京区大枝中山町7-45

075-335-2917

0297-21-1529

↑PAGETOP

肉匠坂井
▶ 入間店

埼玉県

入間市野田下郷636-1

04-2931-3929

▶ さいたま中央店

埼玉県

さいたま市中央区鈴谷7-8-8

048-858-9111

▶ 千葉市原五所店

千葉県

市原市東五所7-13

0436-40-4131

▶ 千葉緑店

千葉県

千葉市緑区おゆみ野南6-8-2

043-293-3011

▶ 武蔵野桜堤店

東京都

武蔵野市桜堤3-36-4

0422-60-2919

▶ 八王子めじろ台店

東京都

八王子市山田町1689-5

042-668-7329

▶ 八王子堀之内店

東京都

八王子市堀之内3-30-10

042-675-9103

横浜市金沢区泥亀1-25-4C

045-791-5229

▶ 金沢八景店

神奈川県

▶ 新潟長岡今朝白店

新潟県

長岡市今朝白2-5-15
ﾄｰｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

0258-39-6877

▶ 新潟燕三条店

新潟県

燕市井土巻3丁目207

0256-63-3211

▶ 赤祖父店

富山県

高岡市赤祖父757

0766-28-1511

▶ 石川白山松任店

石川県

白山市田中町207-2

076-274-0772

▶ 福井二の宮店

福井県

福井市二の宮3-403

0776-28-0829

▶ 岐阜正木店

岐阜県

岐阜市正木北町13-1

058-210-0329

▶ 富士宮バイパス店

静岡県

富士宮市富士見ヶ丘437-3

0544-28-4629

▶ 三島南店

静岡県

三島市南町15-15

055-991-3929

▶ 静岡藤枝店

静岡県

藤枝市築地1-6-28

054-647-2029

▶ 静岡袋井店

静岡県

袋井市川井1187-1

0538-45-1230

▶ 清水インター店

静岡県

静岡市清水区西久保45-1

054-364-9049

▶ 名古屋港店

愛知県

名古屋市港区本宮町8-46

052-654-8829

▶ 愛知春日井店

愛知県

春日井市浅山町3-15-4

0568-37-3429

▶ 名古屋岩塚店

愛知県

名古屋市中村区岩塚本通4-3

052-419-2529

▶ 一宮尾西店

愛知県

一宮市小信中島字仁井西30番地2

0586-64-6598

▶ 岡崎店

愛知県

岡崎市土井町池田甲33-5

0564-64-9729

▶ 一宮バイパス店

愛知県

一宮市緑4-3-12

0586-81-5255

▶ 愛知長久手店

愛知県

長久手市熊田127

0561-64-2329

▶ 知立店

愛知県

知立市逢妻町西栄8-3

0566-84-2229

▶ 西尾店

愛知県

西尾市下町神明下50-1

0563-53-0429

▶ 杁中店

愛知県

名古屋市昭和区隼人町5-5

052-861-8229

▶ 三重鈴鹿店

三重県

鈴鹿市飯野寺家町315-1

059-384-5529

▶ 三重桑名店

三重県

桑名市大仲新田字新井水掛542

0594-84-6659

▶ 池田店

大阪府

池田市神田1-31-22

072-750-3729

▶ 堺浜寺店

大阪府

堺市西区浜寺船尾町西3-56

072-267-1329

▶ 広島福山沖野上店

広島県

福山市沖野上町5-30-30

0849-53-9200

▶ 山口周南店

山口県

周南市大内町3-15

0834-39-2929
↑PAGETOP

平禄寿司
▶ 札幌白石菊水元町店

北海道

札幌市白石区菊水元町六条1-9-7

011-872-3366

▶ 札幌厚別サンピアザ店

北海道

札幌市厚別区厚別中央二条5-7-3

011-895-3377

▶ イオンモール旭川西店

北海道

旭川市緑町23-2161-3
イオンモール旭川西1F

0166-59-5922

▶ イオンモール苫小牧店

北海道

苫小牧市柳町3-1-20
イオンモール苫小牧1F

0144-55-6502

▶ 青森八戸店

青森県

八戸市南類家1-2-7

0178-73-2660

▶ 岩手久慈店

岩手県

久慈市長内町第30地割50-2-1
久慈ショッピングセンター内

0194-61-1881

▶ 岩手二戸店

岩手県

二戸市堀野字大谷地54
二戸ショッピングタウン内

0195-22-2566

▶ 仙台青葉政岡通店

宮城県

仙台市青葉区中央1-8-9

022-222-8335

▶ 仙台青葉クリスロード店

宮城県

仙台市青葉区中央2-2-26

022-267-7766

▶ 仙台青葉一番町店

宮城県

仙台市青葉区一番町4-5-25

022-225-8685

▶ 仙台青葉八幡町店

宮城県

仙台市青葉区八幡3-1-50
レキシントンプラザ八幡内

022-217-4511

▶ 仙台青葉愛子店

宮城県

仙台市青葉区栗生7-12-1

022-391-0577

▶ 仙台泉中山店

宮城県

仙台市泉区南中山1-44-1

022-277-7888

▶ 仙台泉市名坂店

宮城県

仙台市泉区松森字館61-1

022-371-1515

▶ 仙台太白南仙台店

宮城県

仙台市太白区柳生3-4-4

022-242-5011

▶ 仙台太白西多賀店

宮城県

仙台市太白区西多賀1-1-55

022-245-7782

▶ 仙台宮城野榴岡店

宮城県

仙台市宮城野区榴岡5-10-13

022-292-0171

▶ 仙台宮城野新田東店

宮城県

仙台市宮城野区新田東1-17-1

022-237-0511

▶ 仙台本店

宮城県

仙台市若林区大和町5-33-18

022-237-0006

▶ 仙台泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾀﾋﾟｵ店

宮城県

仙台市泉区寺岡6-5-1
泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾀﾋﾟｵ内 2F

022-342-5828

▶ 宮城石巻東中里店

宮城県

石巻市東中里3-1-3

0225-93-7611

▶ 宮城塩竈杉の入店

宮城県

塩釜市杉の入2-1-22

022-361-8840

▶ 宮城大崎古川南店

宮城県

大崎市古川穂波7丁目2-10

0229-91-8855

▶ 宮城白石店

宮城県

白石市福岡蔵本字西町22

0224-22-5631

▶ 宮城多賀城西店

宮城県

多賀城市高橋4-7-1

022-368-3377

▶ 宮城岩沼店

宮城県

岩沼市藤浪1-4-21

0223-24-3713

▶ 宮城栗原築館店

宮城県

栗原市築館藤木7-40

0228-23-5007

▶ 宮城イオンモール利府店

宮城県

宮城郡利府町利府字新屋田前22

022-356-6677

▶ 宮城大和吉岡店

宮城県

黒川郡大和町吉岡東1-1-4

022-345-7891

▶ 宮城富谷明石台店

宮城県

黒川郡富谷町明石台6-1-37

022-772-2555

▶ 宮城加美中新田店

宮城県

加美郡加美町大門100-2

0229-64-2240

▶ 宮城美里小牛田店

宮城県

遠田郡美里町北浦字北田72-1

0229-31-1616

▶ 宮城涌谷店

宮城県

遠田郡涌谷町桑木荒100-1

0229-44-2070

▶ 宮城大河原店

宮城県

柴田郡大河原町字新東24-17

0224-53-4545

▶ 宮城柴田船岡店

宮城県

柴田郡柴田町船岡新栄4-6-12

0224-58-1520

▶ 仙台青葉広瀬通店

宮城県

仙台市青葉区一番町4-2-3
ひろせ庵ビル1F

022-722-2635

▶ 秋田仙北角館店

秋田県

仙北市角館町上菅沢181-1

0187-52-9707

▶ 山形寒河江店

山形県

寒河江市高田2-4-8

0237-85-3080

▶ 福島矢野目店

福島県

福島市南矢野目字荒屋敷58番地の3

024-558-9009

▶ 福島郡山八山田店

福島県

郡山市喜久田町四十坦12

024-991-8550

▶ 東京渋谷表参道店

東京都

渋谷区神宮前5-8-5

03-3498-3968

▶ 東京豊島池袋西口店

東京都

豊島区西池袋1-39-1

03-5952-1680

▶ 東京北赤羽店

東京都

北区赤羽2-1-21

03-3902-8245

▶ 東京葛飾亀有店

東京都

葛飾区亀有5-33-12

03-5697-7141

▶ 東京葛飾金町店

東京都

葛飾区東金町1-45-5

03-3627-2771

▶ 東京江戸川小岩南口店

東京都

江戸川区南小岩7-25-15

03-3673-9758

横浜市中区伊勢佐木町4-117

045-251-4133

▶ 横浜中伊勢佐木町店

神奈川県

↑PAGETOP

仙台下駄や
▶ 仙台青葉国分町店

宮城県

仙台市青葉区国分町2-10-15

022-262-5044
046-294-1223

▶ 本厚木店

神奈川県

厚木市中町4-1-13

▶ 広島中店

広島県

広島市中区胡町2-7

ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1Ｆ

082-245-8619
↑PAGETOP

おむらいす亭
▶ ららぽーと海老名店

神奈川県

海老名市扇町13-1
ららぽーと海老名4階

046-206-6625

▶ 名古屋イオンモール新瑞橋店

愛知県

名古屋市南区菊住1丁目7-10
イオンモール新瑞橋3F

052-693-8458

▶ 三重イオンモール東員店

三重県

員弁郡東員町大字長深字築田
510番地1 イオンモール東員1F

0594-84-6648

▶ 大阪クリスタ長堀店

大阪府

大阪市中央区南船場2丁目
長堀地下街1号

06-6282-2127

▶ 大阪イオン茨木店

大阪府

茨木市松ヶ本町8-30
イオン茨木1F

072-657-7360

▶ 兵庫イオンモール神戸北店

兵庫県

神戸市北区上津台8-1-1
イオンモール神戸北2階

078-940-4670

▶ 奈良イオンモール奈良登美ケ丘店

奈良県

生駒市鹿畑町3027番地
イオンモール奈良登美ケ丘2F

0743-85-6806

▶ 島根ゆめタウン出雲店

島根県

出雲市大塚町650-1
ゆめタウン出雲東館2F

0853-20-1569

▶ 岡山イオンモール倉敷店

岡山県

倉敷市水江1番地
イオンモール倉敷１Ｆ

086-697-5077

▶ 広島ゆめタウン広島店

広島県

広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島３F

082-250-6413

▶ フジグラン神辺店

広島県

福山市神辺町大字新道上2-10-26
フジグラン神辺2F

084-965-6686

▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3
イオン防府店１F

0835-21-5070

▶ 山口おのだサンパーク店

山口県

山陽小野田市中川6丁目4番1号
おのだサンパーク2F

0836-83-0501

▶ 山口ゆめタウン山口店

山口県

山口市大内千坊6丁目9番1号
ゆめタウン山口１F

083-976-4331

▶ 香川イオンモール高松店

香川県

高松市香西本町1-1
イオンモール高松3F

087-802-2827

▶ 香川イオンモール綾川店

香川県

綾歌郡綾川町萱原822-1
イオンモール綾川3F

087-813-8706

▶ 愛媛イオン新居浜店

愛媛県

新居浜市前田町8-8
イオン新居浜1F

0897-31-0740

▶ 愛媛イオンモール今治新都市店

愛媛県

今治市にぎわい広場1番地1
イオンモール今治新都市1階

0898-35-5906

▶ 高知イオンモール高知店

高知県

高知市秦南町1-4-8
イオンモール高知1F

088-855-7847

▶ 福岡ゆめタウン博多店

福岡県

福岡市東区東浜1-1-1
ゆめタウン博多1F

092-643-8630

▶ 福岡ゆめタウン八女店

福岡県

八女市大字蒲原988-28
ゆめタウン八女1F

0943-25-6550

▶ 福岡ゆめタウン大牟田店

福岡県

大牟田市旭町2-28-1
ゆめタウン大牟田1F

0944-53-3434

▶ 福岡ゆめタウン筑紫野店

福岡県

筑紫野市大字針摺東3-3-1
ゆめタウン筑紫野1F

092-918-6132

▶ 福岡イオンモール福岡伊都店

福岡県

福岡市西区北原1-2-1
イオンモール福岡伊都1F別館

092-836-5541

▶ 福岡イオン大野城店

福岡県

大野城市錦町4-1-1
イオン大野城1階

092-586-6946

▶ 北九州チャチャタウン小倉店

福岡県

北九州市小倉北区砂津3-1-1
チャチャタウン小倉1F

093-512-7011

▶ 熊本ゆめタウンはません店

熊本県

熊本市南区田井島1丁目2-1
ゆめタウンはません１F

096-234-7234

▶ 熊本ゆめタウン光の森店

熊本県

菊池郡菊陽町光の森7-33-1
ゆめタウン光の森2F

096-213-5101

▶ 熊本イオンモール熊本店

熊本県

上益城郡嘉島町大字上島字長池
2232 イオンモール熊本１F

096-273-8860

▶ 大分ゆめタウン別府店

大分県

別府市楠町382-7
ゆめタウン別府3F

0977-73-8188

▶ 宮崎イオンモール宮崎店

宮崎県

宮崎市新別府町江口862-1
イオンモール宮崎2階

0985-78-4393

▶ 鹿児島イオン隼人国分店

鹿児島県

霧島市隼人町見次1229
イオン隼人国分1F

0995-44-6102

▶ 鹿児島イオンモール鹿児島店

鹿児島県

鹿児島市東開町7
イオンモール鹿児島3F

099-296-1890
↑PAGETOP

長崎ちゃんめん
▶ 兵庫宝塚店

兵庫県

宝塚市安倉西4-641

0797-81-7481

▶ 岡山益野店

岡山県

岡山市東区可知2-2-12

086-943-6948

▶ 岡山倉敷店

岡山県

倉敷市中島2222-1

086-466-1655

▶ 岡山浜店

岡山県

岡山市中区浜2-10-3

086-272-5105

▶ 岡山伊福店

岡山県

岡山市北区伊福町4-4

086-255-1856

▶ 岡山福浜店

岡山県

岡山市南区福浜西町1-8

086-262-4557

▶ 岡山総社店

岡山県

総社市門田字市成215-1

0866-93-1107

▶ 岡山東平島店

岡山県

岡山市東区東平島1416-1

086-297-6641

▶ 岡山西市店

岡山県

岡山市南区西市121-4

086-243-8978

▶ 広島呉広店

広島県

呉市広古新開2-8-4

0823-74-2935

▶ 山口ゆめﾀｳﾝ長府店

広島県

下関市ゆめﾀｳﾝ2-6

0832-48-5080

▶ 広島府中店

広島県

安芸郡府中町大須4-2-22

082-581-0297

▶ 広島安佐南店

広島県

広島市安佐南区中須1丁目3

082-876-1001

▶ 広島廿日市店

広島県

廿日市市桜尾本町906-1

0829-32-8619

▶ 呉本通店

広島県

呉市本通7-4-25

0823-32-2471

▶ 広島佐伯店

広島県

広島市佐伯区八幡東3-21-13

082-927-8277

▶ 山口小郡店

山口県

山口市小郡新町1丁目2番1号

083-973-3981

▶ 山口防府天神店

山口県

防府市天神町2-1440-13

0835-23-7285

▶ 山口周南周陽店

山口県

周南市周陽町2-16-1

0834-28-6700

▶ 山口宇部店

山口県

宇部市浜町2-7-14

0836-33-2813

▶ 山口厚狭店

山口県

山陽小野田市山川798

0836-73-2744

▶ 山口小郡黄金店

山口県

山口市小郡黄金町7番37号

083-976-0228

▶ 山口江崎店

山口県

山口市大字江崎字徳神2703-4

083-989-3586

▶ 山口萩店

山口県

萩市大字土原137-1

0838-26-0401

▶ 山口長門店

山口県

長門市東深川東室木1386-1

0837-22-2326

▶ 山口宇部厚南店

山口県

宇部市大字中野開作210-3

0836-41-3511

▶ 山口岩国立石店

山口県

岩国市立石町1-8-35

0827-29-0755
↑PAGETOP

ちゃんこ江戸沢
▶ 埼玉新座店

埼玉県

新座市野火止6-4-2

048-482-1177

▶ 千葉木更津店

千葉県

木更津市請西1-12-3

0438-37-9221

▶ 東京総本店

東京都

墨田区両国3-24-11

03-5600-1011

▶ 東京江戸川店

東京都

江戸川区瑞江3-30-10

03-5636-5045

▶ 東京町田根岸店

東京都

町田市根岸町2丁目19-4

042-789-5550

▶ 両国総本店別館

東京都

墨田区両国3-26-4

03-5600-3211

▶ 富山本郷店

富山県

富山市本郷町58-3

0764-92-5112

▶ 石川小松店

石川県

小松市向本折町マ43

0761-24-1110

▶ 静岡富士店

静岡県

富士市香西字屋敷添8-1

0545-53-5552

▶ 静岡藤枝店

静岡県

静岡県藤枝市小石川町2丁目15-24

054-643-8633

▶ 静岡川合店

静岡県

静岡市葵区上土2-4-38

054-261-1011
↑PAGETOP

えん屋
▶ 埼玉深谷店

埼玉県

深谷市西島町2丁目14-9

0485-72-9955

▶ 東京中野店

東京都

中野区中野5-60-15
岩間ﾋﾞﾙ1階･2階

03-3388-5188

▶ 東京調布店

東京都

調布市小島町1-35-3
濱の家ビル1階

0424-40-3321

▶ 東京三鷹店

東京都

三鷹市下連雀3-27-9

▶ 荻窪店

東京都

杉並区上萩1-13-10

▶ 東京下北沢店

東京都

世田谷区北沢2-14-6
吉田ﾋﾞﾙ1階・2階・3階

ﾆｭｰｴﾐﾈﾝｽ2階
共栄ビル1F

0422-72-8116
03-5335-5639
03-3419-1178
↑PAGETOP

てんてけてん
▶ 小山城北店

栃木県

小山市城北6-4-3

0285-23-9897

▶ 小山西城南店

栃木県

小山市西城南4-4-1

0285-31-3618

▶ 埼玉日進店

埼玉県

さいたま市北区日進町2-1-1

048-652-8333

▶ 埼玉越谷店

埼玉県

越谷市東大沢4-32-8

0489-63-3011

▶ 千葉白井店

千葉県

白井市冨士153-1

047-441-7475

▶ 東京葛西店

東京都

江戸川区東葛西6-2-5
ｿｼｱﾙ朝陽ﾋﾞﾙ2F

03-5667-0351
↑PAGETOP

小樽食堂
▶ 千葉流山店

千葉県

流山市南流山2丁目18-2

0471-50-1100

▶ 東京町田広袴店

東京都

町田市広袴2丁目11-16

042-735-4466

▶ 静岡三島店

静岡県

三島市東本町2丁目1-104

055-983-3588

▶ 浜松丸塚店

静岡県

浜松市東区丸塚町20-1

053-460-5571
↑PAGETOP

ふらりむらさき
▶ 盛岡津志田店

岩手県

盛岡市津志田南3丁目13−3

019-605-7270

▶ 兵庫明石店

兵庫県

明石市二見町西二見1746-2

078-949-2123

▶ 岩手盛岡みたけ店

岩手県

盛岡市みたけ3-35-20

019-648-6266

▶ 山形東根店

山形県

東根市さくらんぼ駅前3丁目8番3号

0237-41-0350

▶ 山形城西店

山形県

山形市城西町4-5-25

023-647-7337

▶ 山形南陽店

山形県

南陽市郡山578

0238-43-6922
↑PAGETOP

敦煌
▶ 広島グランドタワー店

広島県

広島市中区上八丁堀4-1
ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ２Ｆ

082-541-4801

▶ 山口宇部店

山口県

宇部市相生町8-1

0836-22-0330

▶ 山口小野田店

山口県

山陽小野田市小野田バイパス

0836-83-9633

▶ 山口下関店

山口県

下関市唐戸町6-1
カモンワーフ内3階

0832-34-5511

▶ 山口周南店

山口県

周南市大内町3-15

0834-39-2929

宇部興産ビルB1F

↑PAGETOP

カルビ大陸
▶ 広島廿日市店

広島県

広島県廿日市市地御前1-10

0829-20-3660

▶ 山口小野田店

山口県

山陽小野田市小野田バイパス

0836-83-9633

▶ 山口防府店

山口県

防府市駅南町1-8

0835-26-4729
↑PAGETOP

地魚屋
▶ さいたま大宮店

埼玉県

さいたま市大宮区桜木町1-5-7
ﾎｰﾑﾘｲ5ﾋﾞﾙ3F

048-648-1151

▶ 東京三田店

東京都

港区芝5-34-7

03-5442-1791

▶ 東京新川店

東京都

中央区新川1-28-44

▶ 東京浜松町店

東京都

港区浜松町1-25-13
浜松町NHﾋﾞﾙ B1･1F･2F

田町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F
K＆TﾋﾞﾙB1

03-3297-0166
03-5401-0648
↑PAGETOP

十鉄
▶ 大阪東住吉店

大阪府

大阪市東住吉区矢田1-8-1

06-6696-2811

▶ 大阪吹田店

大阪府

吹田市江坂町3-1-18

06-6339-6771

▶ 徳島ゆめタウン徳島店

徳島県

板野郡藍住町奥野字東中須
88番地の1 ゆめタウン徳島2階

088-679-6137

▶ 香川イオンモール高松店

香川県

高松市香西本町1-1
イオンモール高松3F

087-802-2827
↑PAGETOP

和食･鍋･しゃぶしゃぶ清水
▶ 岡山青江店

岡山県

岡山市北区青江1-6-2

086-223-7536

▶ 広島福山南蔵王店

広島県

福山市南蔵王町6-11-13

0849-45-9777

▶ 山口宇部店

山口県

山口県宇部市小松原町2-10-5

0836-31-1818
↑PAGETOP

あげてんや
▶ 埼玉ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三郷店

埼玉県

三郷市天神2丁目22番地
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三郷2F

048-954-8917

▶ 浜松イオンモール浜松志都呂店

静岡県

浜松市西区志都呂二丁目37番1号
ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂1階

053-523-8671

▶ 名古屋イオンモール大高店

愛知県

名古屋市緑区大高町2丁目450番地
ｲｵﾝﾓｰﾙ大高1F

052-626-3981
↑PAGETOP

あんにょん
▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3

イオン防府店１F

▶ 香川イオン綾川店

香川県

綾歌郡綾川町萱原822-1
イオン綾川3F

087-870-8227

▶ 福岡ゆめタウン博多店

福岡県

福岡市東区東浜1-1-1
ゆめタウン博多1F

092-643-8630

▶ 福岡トリアス久山店

福岡県

糟屋郡久山町大字山田1111
トリアス久山ガーデンキッチン

092-931-6606

0835-21-5070

↑PAGETOP

塩がま屋
▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3

イオン防府店１F

▶ 宇多津店

香川県

綾歌郡宇多津町浜六番丁86-2-15

0835-21-5070
0877-49-2582
↑PAGETOP

ステーキハンバーグ＆サラダバーけん
▶ くるる府中店

東京都

▶ 港北東急SC店

神奈川県

府中市宮町1-50
くるるショッピングセンター4F

042-334-7560

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1
港北東急SC A館5F

045-944-5029
↑PAGETOP

あじこう
▶ 札幌中央すすきの店

北海道

札幌市中央区南4条西3丁目3-1
第1グリーンビル1F

011-518-2062
↑PAGETOP

アモール・デ・ガウディ
▶ 東京六本木店

東京都

港区六本木6-2-7 ダイカンビル1F

03-5771-2318
↑PAGETOP

アントニオ猪木酒場
▶ 新宿店

東京都

新宿区新宿4-1

田園新宿ビルＢ1

03-3354-1339
↑PAGETOP

囲炉家村さ来
▶ お茶ノ水店

東京都

千代田区神田駿河台2-4
第2お茶の水ビルB1

03-3295-0909
↑PAGETOP

大入
▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3

イオン防府店１F

0835-21-5070
↑PAGETOP

海賓亭
▶ 東京八重洲店

東京都

中央区八重洲2-1
八重洲地下街南1号

03-3271-3839
↑PAGETOP

餃子歩兵
▶ 東日本橋店

東京都

中央区東日本橋2-1-8

03-3866-0517
↑PAGETOP

七輪坂井
▶ 当知店

愛知県

名古屋市港区当知3-103

052-381-7003
↑PAGETOP

新中国家庭料理浅野
▶ 本店

東京都

港区麻布台3-1-6飯倉片町
アネックス 2F

03-3583-2233
↑PAGETOP

鮨一輝
▶ 東京丸の内店

東京都

千代田区丸の内2-7-3
東京ビルTOKIA B1

03-5219-8460
↑PAGETOP

炭火ステーキ坂井
▶ 烏丸三条店

京都府

京都市中京区御倉町66

梅澤ビル1F

075-221-5129
↑PAGETOP

泉門天
▶ 京都祇園本店

京都府

京都市東山区新橋通大和大路東入
2丁目清本町380-3 竹会館一階

075-532-0820
↑PAGETOP

宅配平禄
▶ 柏木店

宮城県

仙台市青葉区柏木2-6-21
サンワイド42 1F 1-C号

022-347-3181
↑PAGETOP

匠の回転寿司〇海
▶ 東札幌店

北海道

札幌市白石区東札幌四条1-1-1
ラソラ札幌 Bタウン2F

011-833-0091
↑PAGETOP

ちょっとよろう家
▶ 千里中央店

大阪府

豊中市新千里東町1-3
せんちゅうパル Ｂ1F24号

06-6835-3900
↑PAGETOP

とりバックス
▶ 静岡函南の巣

静岡県

田方郡函南町仁田66-1-2

055-970-1594
↑PAGETOP

博多ラーメンセンター源龍
▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3

イオン防府店１F

0835-21-5070
↑PAGETOP

ぱたぱた家
▶ 東京田町店

東京都

港区芝5-34-6

新田町ﾋﾞﾙ1F

03-5730-3001
↑PAGETOP

平禄三昧
▶ 北海道イオンモール東苗穂店

北海道

札幌市東区東苗穂二条3-1-1
イオンモール札幌苗穂店1F

011-789-5337
↑PAGETOP

元町珈琲
▶ 浜松西伊場の離れ

静岡県

浜松市中区西伊場町44-16

053-457-0080
↑PAGETOP

123ファクトリー
▶ 山口イオン防府店

山口県

防府市中央町1-3

イオン防府店１F

0835-21-5070
↑PAGETOP

