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全336店舗

北海道（5）岩手（3）宮城（7）秋田（1）山形（2）福島（7）茨城（6）栃木（6）群馬（7）
埼玉（25）千葉（19）東京（28）神奈川（17）新潟（6）富山（7）石川（6）山梨（3）
長野（9）岐阜（9）静岡（19）愛知（57）三重（7）滋賀（8）京都（2）大阪（18）
兵庫（10）奈良（8）和歌山（2）岡山（3）広島（7）徳島（5）香川（8）愛媛（3）
高知（3）福岡（3）　※本陣串や、札幌マッサンバル含む

全国336店舗を展開するやきと
り居酒屋です。真心を込めて炭
火で焼き上げたやきとりを中心
にオリジナリティあふれる「釜
飯」や「バリテバ」などが好評
です。ご家族連れなど幅広い年
代のお客様にお喜びいただいて
おります。

やきとり居酒屋

活気溢れる店内、なみなみと注
がれたお酒、新鮮素材でボリュー
ムたっぷりの串焼きを高い技術
で焼き上げ「こだわり炭火串焼
き専門店」を通して、出会ったお
客様一人一人に元気と明日への
活力を提供しています。「働くお
父さんのエネルギー源」という
コンセプトの確立により、さらに
魅力的な店舗創りに取り組んで
おります。

炭火串焼き専門店

炭火串焼き専門店

全29店舗
東京都（27）神奈川（2）　　　　　
※虎ノ門店のランチのみ株主優待券ご利用不可
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大阪下町の味お好み焼き「ぼち
ぼち」では、特注の大鉄板の上
で繰り広げられる躍動感あふれ
るコテさばきにより、ご家庭で
味わえないダイナミックなお好
み焼きと鉄板焼きをお楽しみい
ただけます。

埼玉（1）千葉（3）東京（3）神奈川（6） ※広尾店は、株主優待券ご利用不可
全13店舗

博多ラーメン

美味しいラーメンが出来上がりました

ツルカメドウ

上質な国産豚骨をふんだんに使い、
濃厚なコクとしっかりとした旨みが
特徴です。クリーミーな豚骨スープ
と極細麺の絶妙な組み合わせは、一
度食べたらクセになる味わいです。

全4店舗
埼玉（3）群馬（1）※株主優待券はご利用不可
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※パスタモーレ含む

あれこれ選べる洋食レストラン
「あっ　これ食べたい」をかな
える、楽しいファミリーレスト
ランです。手ごねハンバーグや
茹で上げパスタなど定番メ
ニューはもちろん、それらを
ちょっとずつ食べられるセット
メニューも大人気です。

全9店舗
青森（1）神奈川（2）東京（1）三重（1）山梨（1）富山（2）京都（1）

よりすぐりの“お肉”と素敵な『ひととき』
厚切りステーキとジューシーさ
が自慢のハンバーグを提供しご
家族やお友達、大切な方との素
敵な時間をお過ごし頂けるよう
ゆったりとした空間を提供して
います。またグラム数の大きい
ステーキを、皆様でシェアーし
てお召し上がりください。

埼玉（3）千葉（1）東京（2）新潟（1）神奈川（2）兵庫（1）　　　　
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全4店舗
東京（4）※ビバリー含む

こだわりのイタリアンをどうぞ
「洋食居酒屋」の名を冠した店
舗では、こだわりのイタリア
ン小皿料理と、ワインにとど
まらない豊富なアルコールの
スタイルが好評をいただいて
います。

福島（1）茨城（1）埼玉（3）千葉（2）神奈川（1）石川（2）
山梨（1）長野（1）静岡（1）　※オリーブの実含む

あったか中華ファミリーレストラン
ご家族でご利用いただける温か
い雰囲気ながら、中華鍋を振
るって出来立てをお出しする本
格派の中華ファミリーレストラ
ンです。野菜を活かした炒め物、
アツアツのあんかけ麺がおすす
めです。

全13店舗
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中華レストラン フーパオ

小龍包はぜひ一度
職人の技が詰まった点心、海鮮料
理など、ここでは中華料理の醍醐
味が味わえます。落ち着いた内装
でコースも充実しており、特別な
日にもおすすめですが、リーズナ
ブルなお値段で、地元の方にも愛
されています。

全5店舗
岩手（1）宮城（3）神奈川（1）

洋食レストラン カプチーナ

全6店舗
岩手（1）埼玉（2）東京（2）愛知（1）

居心地の良いカフェレストラン
どの世代のお客様も笑顔になれ
るカフェレストランです。特に
「ごちそうカフェ」タイプの店舗
では、専門店品質のステーキ、3
サイズ同料金のパスタ、ふわふ
わホイップのパンケーキと、ど
の時間帯もご満足いただける「ご
ちそう」をご用意しております。
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1984年に名古屋市にOPENした店舗「パステ
ル」で“なめらかプリン”を発売し、大人気商品と
なりました。現在は新業態「パステルイタリアー
ナ」「イタリアンバルパステル」を展開中です。本
格的なピザとパスタをお気軽に楽しんで頂き、
夜はアルコールをプラス！ワイワイガヤガヤお
楽しみください。

パスタ&デザート パステル

お客様を「今日一番の笑顔」にしたい

全65店舗
茨城（1）群馬（1）埼玉（11）千葉（4）東京（7）神奈川（8）新潟（1）
長野（1）岐阜（4）静岡（2）愛知（16）三重（2）滋賀（1）京都（1）大阪（5）
※パステルイタリアーナ、イタリアンバルパステル、ナポリワークス含む　
※株主優待券は一部のテイクアウト専門店でご利用不可

ハンバーグ好きにはたまらない
西部劇をイメージした店内に溢
れる香りとジュージューという
音。５段重ねの「アメリカンド
リーム」など、見ても楽しいメ
ニューがいっぱい。子どもから
大人まで楽しめる「お肉のテー
マパーク」です。

全8店舗
秋田（1）神奈川（1）東京（2）埼玉（3）山梨（1）※シェーンズグリルTOKYO含む
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美味しさたっぷりゆったり一杯
和・洋・中のバラエティに富んだ品ぞろえ
に加え、全国品評会で金賞を受賞し日本一
となったお豆富『伍郎のきぬ』や、アボカ
ドオイルを飼料に加え大切に育て上げられ
たブランド豚で柔らかく旨みに富んだ豚肉
『あぼとん』など、食材にこだわったお料理
も楽しんでいただけます。
また、最大100名様に対応可能なお座敷や、
ご家族でも安心してお寛ぎいただける個室
席なども好評をいただいています。
ぜひ、お気軽に『いちげんのごちそう』を
お楽しみください。

全23店舗
埼玉（17）千葉（5）東京（1）
※とりげん　串げん含む

北海道とうまい魚の専門店
1987年に北海道で生まれた一
丁。鮮度・活気・驚きをキーワ
ードに、「刺身居酒屋」の名の
通り、新鮮な旬素材や確かな技
術にこだわり続けております。
生け簀を設置している店舗では
活魚や活いかを提供しており幅
広い層のお客様にお楽しみ頂い
ております。

北海道（3）埼玉（2）東京（11）神奈川（5）
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	 北海道	 8店舗

本陣串や	

札幌西一丁目店 札幌市中央区南四条西1丁目7番地　グランパレスビル1F 011-272-5150

札幌東区役所店 札幌市東区北十条東7丁目3番地　村川ビル1F 011-748-3883

魚や一丁

時計台通り店 札幌市中央区北2条西3丁目　ホテル法華クラブ札幌店B1 011-232-0343

南3条ノルベサ店 札幌市中央区南3条西5丁目1-1　ノルベサＢ１ 011-232-3773

札幌駅店 札幌市北区北6条西1丁目　JR高架下 011-232-0022

やきとりの扇屋

札幌北十八条店 札幌市北区北十八条西4丁目1-14　18ＨＴビル1F 011-700-5002

札幌南一条店 札幌市中央区南一条西5丁目16-24　プレジデント松井ビル 011-221-6676

札幌マッサンバル

札幌琴似店 札幌市西区琴似二条5-2-5 011-612-1261

	 青森県	 1店舗

オーブン亭

弘前駅前店 弘前市大字駅前３−２−１　イトーヨーカドー弘前店８Ｆ 0172-36-1148

	 岩手県	 5店舗

備長扇屋

盛岡みたけ店 盛岡市月が丘3-30-8 019-613-8825

盛岡津志田店 盛岡市三本柳25-6 019-613-8911

盛岡南店 盛岡市向中野5-29-38 019-681-3399

カプチーナ

盛岡店 盛岡市菜園1-10-1　パルクアベニュー川徳7F 019-625-1478

虎包（フーパオ）

盛岡店 盛岡市菜園1-10-1　パルクアベニュー川徳7F 019-604-3126

	 宮城県	 10店舗

備長扇屋

名取杜せきのした店 名取市杜せきのした2-2-17 022-383-7877

東仙台店 仙台市宮城野区小鶴2-1-1 022-388-4072

石巻立町店 石巻市立町2丁目4-37 0225-96-0888

石巻新境町店 石巻市新境町1-2-3 0225-23-8817

やきとりの扇屋

仙台富沢店 仙台市太白区大野田字五反田4-8 53B1L 022-796-3571

仙台国分町店 仙台市青葉区国分町3-8-9　大西ビル1F 022-212-6105

本陣串や

仙台花京院店 仙台市青葉区本町1-12-3 022-212-7337

虎包（フーパオ）

利府店 宮城郡利府町利府字新屋田前22　イオンモール利府1F 022-349-1848

富谷店 黒川郡富谷町大清水1-33-1　イオンモール富谷2Ｆ 022-779-0862

仙台長町店 仙台市太白区長町７−２０−３　ザ・モール仙台長町西友３Ｆ 022-308-2040

	 秋田県	 2店舗

備長扇屋

秋田茨島店 秋田市茨島6-10-24 018-893-4170

シェーンズグリルTOKYO

都道府県別	店舗リスト
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秋田店 秋田市御所野地蔵田1-1-1　イオンモール秋田1F 0188-89-6651

	 山形県	 2店舗

備長扇屋

山形春日町店 山形市春日町9-37 023-647-6730

やきとりの扇屋

山形鉄砲町店 山形市荒楯町1-1-4 023-633-5239

	 福島県	 8店舗

備長扇屋

須賀川妙見店 須賀川市妙見122-2 0248-63-1708

郡山八山田店 郡山市八山田2-192-3 024-991-4884

郡山横塚店 郡山市横塚2-6-2 024-928-5401

やきとりの扇屋

会津門田店 会津若松市門田町大字飯寺字村西783-1 0242-36-5535

いわき小名浜店 いわき市小名浜住吉字冠木13-1 0246-76-0558

福島矢野目店 福島市南矢野目字夜梨2-1 024-555-0545

郡山大槻店 郡山市大槻町字御前61 024-966-0085

双喜喜亭

郡山店 郡山市駅前２−１１−１　Big−ｉ「ＭＯＬＴＩ」５Ｆ 024-990-1454

	 茨城県	 8店舗

備長扇屋

日立相田店 日立市相田町2-5-14 0294-44-7557

やきとりの扇屋

つくば東店 つくば市東2丁目10-21 029-861-7396

ひたちなか店 ひたちなか市馬渡西谷津3860-1 029-353-3230

牛久神谷店 牛久市神谷6丁目41-26 029-830-7221

古河諸川店 古河市諸川2599-1 0280-75-0160

水戸元吉田店 水戸市元吉田町1324-1 029-304-6113

双喜喜亭

日立店 日立市幸町１−１６−１　イトーヨーカドー日立店５Ｆ 0294-21-7413

パステル

丸井水戸店 水戸市宮町1-2-4　丸井水戸店10F 029-303-1571

	 栃木県	 6店舗

備長扇屋

小山神鳥谷店 小山市神鳥谷1-1-41 0285-20-0608

佐野大町店 佐野市大町3028 0283-27-1810

やきとりの扇屋

宇都宮宮の内店 宇都宮市宮の内4-189-7 028-688-3122

宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町字川原1924-1 028-610-7301

栃木鹿沼店 鹿沼市西茂呂2-21-3 0289-65-1130

栃木真岡店 真岡市大谷新町16-2 0285-80-1236

	 群馬県	 9店舗

備長扇屋

高崎上中居店 高崎市上中居町字前屋敷770-4 027-330-3301

やきとりの扇屋

群馬町店 高崎市棟高町83-5 027-350-3515

館林富士原店 館林市富士原町903 0276-70-7748
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伊勢崎茂呂店 伊勢崎市茂呂町4029-1 0270-50-7151

伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町274 0270-50-8175

太田新井町店 太田市新井町532番7 0276-56-9570

伊勢崎宮前店 伊勢崎市宮前町62 027-050-7008

パステルイタリアーナ

高崎店 高崎市栄町1-1　LABI高崎店5階 027-328-7744

博多ラーメン鶴亀堂 ※株主優待券はご利用不可

太田新井町店 太田市新井町532番7 0276-49-5186

	 埼玉県	 70店舗

備長扇屋

大宮東大成店 さいたま市北区東大成町2丁目476-1 048-660-5777

戸田店 戸田市新曽199-1 048-442-0505

武蔵浦和店 さいたま市南区沼影1-15-12 048-862-3305

岩槻店 さいたま市岩槻区南平野408 048-790-2850

草加駅前店 草加市住吉1-5-24　佐藤ビル1F 048-921-6866

三郷中央駅前店 三郷市中央3丁目1番地4 048-953-2211

鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町6-35-19 049-271-6552

入間藤沢店 入間市下藤沢1280-1 04-2901-2755

新所沢店 所沢市松葉町17-2　浅野ビル1Ｆ 042-927-9432

上尾井戸木店 上尾市井戸木2-15-8 048-789-2070

深谷店 深谷市大字原郷38-4 048-551-5159

やきとりの扇屋

戸田公園店 戸田市本町4-16-17　1F 048-444-1155

東浦和店 さいたま市緑区大牧1513 048-712-5063

羽生西店 羽生市西3-21-6 048-560-3567

狭山富士見店 狭山市富士見2-13-13 04-2950-5257

上尾大谷店 上尾市大谷本郷字北久保719-1 048-780-6898

南越谷駅前店 越谷市南越谷1-23-1 048-969-1188

新座店 新座市野火止5-3-11 048-483-0916

三芳藤久保店 入間郡三芳町藤久保781-1 049-274-5171

久喜店 久喜市本町8-1130-2 0480-29-1813

北越谷駅前店 越谷市北越谷4-21-8-1 048-970-0088

東狭山ヶ丘店 所沢市東狭山ヶ丘1-27-1　EXCEED狭山ヶ丘1階 042-940-0666

北本中丸店 北本市中丸2-23 048-590-5692

本陣串や

西川口駅前店 川口市並木3丁目3-6　フラワーマンション1階 048-242-0218

志木東口店 志木市本町5丁目23-24　第3本吉ビル1F 048-486-5377

双喜亭

草加店 草加市高砂２−９−１　丸井草加店８Ｆ 048-922-6718

熊谷店 熊谷市仲町74　八木橋百貨店７Ｆ 048-526-4120

上尾店 上尾市柏座1-13-20 048-778-1095

イタリアンバルパステル

北朝霞店 朝霞市西原1-5-12　ウイング北朝霞1階 048-470-1020

川口栄町店 川口市栄町3-11-29　正木ビル2F 048-240-2755

八潮南店 八潮市大瀬5-1-12 048-960-0802

シェーンズグリルTOKYO

大宮店 さいたま市大宮区桜木町２−３　丸井大宮店７Ｆ 048-650-8680

カプチーナ

上尾駅前店 上尾市谷津２−１−１　ショーサンプラザ５Ｆ 048-776-2879

秩父店 秩父市上町１−５−９　矢尾ファミリーデパート５Ｆ 0494-23-0875

とりげん

蕨店 蕨市中央1-1-7 048-431-4728

吉川店 吉川市木売1-5-1 048-984-3425

南越谷店 越谷市南越谷4-4-4 048-985-3280
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いちげん

戸田店 戸田市新曽199-1 048-433-0790

北戸田店 戸田市新曽字2165-5 048-430-5555

戸田公園店 戸田市本町4-16-17 048-434-8711

南浦和店 さいたま市南区南本町2-26-3 048-823-1116

武蔵浦和店 さいたま市南区沼影1-15-12 048-866-0511

中浦和店 さいたま市南区鹿手袋2-790-3 048-864-9111

吉川店 吉川市木売1-5-1 048-983-6651

南越谷店 越谷市南越谷4-3-1 048-989-5133

北朝霞店 朝霞市西原1-5-12　ウイング北朝霞2階 048-470-1021

新座店 新座市野火止5-3-11 048-480-4361

上尾店 上尾市柏座1-13-20 048-777-1105

串げん

川口店 川口市本町4-1-4 048-223-3281

西川口店 川口市並木2-19-5 048-240-2028

戸田公園店 戸田市本町4-16-17 048-420-7520

ぼちぼち

北朝霞店 朝霞市西原1-5-12　ウイング北朝霞1F 048-485-8487

ステーキハウス松木

大宮本郷店 さいたま市北区本郷町585 048-661-7444

東浦和店 さいたま市緑区東浦和7-48-5 048-810-5757

所沢上安松店 所沢市上安松1116-1 04-2991-7576

魚や一丁

浦和店 さいたま市浦和区東高砂町2-3　プリムローズB1 048-887-1208

大宮東口店 さいたま市大宮区宮町1丁目38番地1号　KDX大宮ビルB1 048-648-8866

パステルイタリアーナ

南浦和店 さいたま市南区南本町１−７−4　丸広百貨店南浦和店６Ｆ 048-865-5232

草加店 草加市高砂２−９−１　丸井草加店８Ｆ 048-920-5030

熊谷店 熊谷市仲町74　八木橋百貨店７Ｆ 048-527-8555

イオンモール北戸田店戸田市美女木東1-3-1　イオン北戸田SC1F 048-449-0494

イオンレイクタウン店 越谷市東町2-8　イオン越谷レイクタウン店1F 048-930-7366

イオンモール羽生店 羽生市川崎2　イオンモール羽生 1F 048-580-3136

アリオ上尾店 上尾市大字壱丁目367番地　 048-780-0087

丸井大宮店 さいたま市大宮区桜木町2-3　丸井大宮店7F 048-657-9122

博多ラーメン鶴亀堂 ※株主優待券はご利用不可

春日部ユリノキ店 春日部市大沼1-2 048-737-6700

鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町6-35-15 049-271-6618

三芳藤久保店 入間郡三芳町藤久保781-1 049-259-8886

シェーンズバーグ

志木店 志木市本町５−２６−１　丸井ファミリー志木８Ｆ 048-487-1595

西川口駅前店 川口市西川口1-6-1　2F 048-254-9580

	 千葉県	 34店舗

備長扇屋

市川本八幡店 市川市八幡3-1-7 047-325-6622

南八幡店 市川市南八幡4-5-2 047-370-3133

新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5 047-498-5505

市原青柳店 市原市千種5丁目1-4 0436-20-6086

やきとりの扇屋

千葉小深町店 千葉市稲毛区小深町115-2 043-304-2271

千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443-20 043-290-7770

千葉緑区役所前店 千葉市緑区おゆみ野3-41-9 043-300-4860

千葉中央駅前店 千葉市中央区本千葉町16-7　ブラジルビル１Ｆ 043-202-1175

八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16　アミューズプラザ8ビル1F 047-312-7056

浦安駅前店 浦安市当代島1丁目1-25 047-316-2611
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千葉古市場店 千葉市緑区古市場町551-3 043-300-7520

南行徳店 市川市相之川4-16-1 047-701-6316

西船橋店 船橋市西船4-11-11 047-495-5603

船橋咲が丘店 船橋市咲が丘1-6-4 047-407-7035

八千代勝田台店 八千代市勝田台1-37-9 047-405-5112

勝田台井野店 佐倉市井野1485 043-464-0037

千葉富里店 富里市七栄440-4 0476-90-3558

北国分寺台店 市原市北国分寺台2丁目9-23 0436-40-8580

本陣串や

松戸五香駅前店 松戸市常盤平5-18-3　政和ビル１Ｆ 047-394-5755

双喜喜亭

市原店 市原市青柳北１−１　アピタ市原店１Ｆ 0436-25-7033

いちげん

新松戸店 松戸市新松戸1-493 047-309-2922

東松戸店 松戸市東松戸1-142 047-330-8138

西船橋店 船橋市西船4-11-11 047-431-3390

新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5 047-401-2138

姉ヶ崎店 市原市姉崎東3-1-6 0436-60-1131

ぼちぼち

千葉中央店 千葉市中央区富士見2-13-1　2F 043-226-1213

本八幡駅前店 市川市南八幡3-6-18　ミーナアサヒビル2F 047-320-4855

柏旭町店 柏市旭町1-4-16　前沢第2ビル2F 04-7142-9555

ステーキハウス松木

行徳店 市川市行徳駅前2-16-4　行徳センタービル1階 047-399-3222

オリーブの実

船橋店 船橋市本町７−７−１　イトーヨーカドー船橋店西館５Ｆ 047-425-5118

パステルイタリアーナ

松戸店 松戸市松戸１１４９−１　プラーレ松戸６Ｆ 047-331-0005

幕張店 千葉市花見川区幕張町4-417-25　イトーヨーカドー幕張店２Ｆ 043-297-8141

市原店 市原市青柳北１−１　アピタ市原店１Ｆ 0436-25-7030

イタリアンバルパステル

京成大久保駅前店 習志野市大久保1-24-1 047-474-8591

	 東京都	 88店舗

備長扇屋

浮間店 北区浮間4-32-11 03-3969-7150

東水元店 葛飾区東水元4-4-1 03-3826-5316

京急雑色店 大田区仲六郷2-14-7 03-3732-4704

武蔵新田店 大田区矢口1-13-13 03-6715-5015

上板橋店 板橋区常盤台4-33-5　下村ビル１Ｆ 03-5945-3032

京王中河原駅前店 府中市住吉町5-1-1 042-363-0770

東村山店 東村山市本町1-19-24 042-394-6550

八王子楢原店 八王子市楢原町1466 0426-20-2104

やきとりの扇屋

亀有駅前店 葛飾区亀有3-25-1　 03-5673-6280

浅草店 台東区浅草2-1-15　ジェネパレス浅草1階 03-5806-2410

赤羽駅東口店 北区赤羽1-42-2　グリーンキャピタル赤羽1F 03-3598-8264

荻窪駅南口店 杉並区荻窪5-30-5　大国ビル1階 03-3391-3203

中板橋店 板橋区中板橋25-13 03-5248-7791

八王子みなみ野店 八王子市西片倉3-1-10 042-632-5580

綾瀬駅前店 足立区綾瀬4-9-31　田中綾瀬ビル１Ｆ 03-5673-7756

五反野店 足立区足立3丁目9-7 03-5845-5775

西新井駅前店 足立区西新井栄町2-7-2 03-5845-5532

立石店 葛飾区立石1-19-7　西村コーポ2F 03-5672-1701

葛西店 江戸川区東葛西6-6-18 03-5679-8339
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西葛西駅前店 江戸川区西葛西6-14-2　メトロセンター西葛西1番街Ｄ棟ラ号 03-5679-5072

神田東口店 千代田区鍛冶町2-7-5　Ｋ・Ｋビル 03-5256-7025

竹ノ塚店 足立区竹ノ塚6-9-7　オークビル1F 03-5831-6285

世田谷梅丘店 世田谷区梅丘1-24-14　フリート梅丘1F 03-5799-3456

江戸川橋店 新宿区山吹町362　プレステージ362 03-3513-5780

立川曙町店 立川市曙町2-33-1　武蔵野ビル1F 042-521-7540

東久留米駅前店 東久留米市東本町1-9　富士見マンション1F 0424-79-1310

本陣串や

菊川店 墨田区菊川2-9-8　蓮芽ビル 03-5669-6173

池上店 大田区池上7-6-8　エクセル池上1階 03-5747-0271

BELLA	BELLA

北千住店 足立区千住２−６２　大東通運ビル２Ｆ 03-3881-3114

錦糸町店 墨田区錦糸２−２−１　アルカキット錦糸町１０Ｆ 03-5610-7372

大崎店 品川区大崎2-1-1　ThinkPark Plaza1F 03-5436-5739

カプチーナ

荻窪店 杉並区上荻１−９−１　荻窪タウンセブン７Ｆ 03-3392-8809

板橋店 板橋区徳丸2-6-1　イオン板橋ショッピングセンター5F 03-5922-6885

ビバリー

有楽町ビル店 千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル2F 03-3201-4725

パスタモーレ

上野店 台東区上野6-15-1　マルイ上野9F 03-5818-2822

シェーンズバーグ

錦糸町店 墨田区錦糸2-2-1　アルカキット錦糸町10F 03-3621-0301

新宿ミロード店 新宿区西新宿1-1-3　小田急ミロード7F 03-3349-5810

いちげん

浮間店 北区浮間4-32-11 03-5914-1290

紅とん

神田神保町店 千代田区神田神保町1-21-3　神田モーリビル1Ｆ 03-3295-6008

茅場町店 中央区日本橋茅場町3-5-3　鈴屋ビル1F 03-3664-0077

日本橋本店 中央区日本橋2-2-20　日本橋仲通りビル 03-5205-3081

虎ノ門店 港区虎ノ門2-5-5　櫻ビル1F 03-5251-9752

新橋一丁目店 港区新橋1-3-15 03-3503-5601

浜松町金杉橋店 港区浜松町2-11-16　ユーワビル1階・地下1階 03-3431-0521

田町店 港区芝5-16-7　芝ビル1F 03-5484-7721

上野ユースロード店 台東区上野6-16-7　D・B上野Ⅱ 03-3831-0021

上野御徒町店 台東区上野6-2-5　中本ビル 03-3837-0801

赤羽店 北区赤羽1-19-12　赤羽・鍵屋総合ビル2F 03-3902-0512

新小岩南口店 葛飾区新小岩1-29-8　アソルティ新小岩1階 03-3656-8120

平井店 江戸川区平井4-11-2　シャンティ平井 03-5628-5510

西葛西店 江戸川区西葛西6-7-2　ﾒﾄﾛｾﾝﾀｰ西葛西西口B棟ﾛ号 03-3680-1191

門前仲町店 江東区富岡１-１-14　Casa sugita 1階 03-3642-3130

大井町店 品川区東大井5-4-16　フレンドヒル品川1F 03-5461-2630

大森北口店 品川区南大井6丁目24番1号　セブンスターマンション第五大森103号室 03-3762-9113

戸越銀座店 品川区平塚1-8-20　美和ビル1F 03-3785-0247

南新宿店 渋谷区代々木2-11-5　アクティブ新宿ビル１F 03-5333-5618

中目黒店 目黒区上目黒2-9-1　中目黒GS1ビル 03-3760-1573

下北沢店 世田谷区代沢5-32-7　下北沢小林ビル１F 03-5433-3158

四ツ谷三丁目店 新宿区四谷3-7　かつ新ビル1階 03-3353-2224

西新宿七丁目店 新宿区西新宿7丁目14-9　第一規格ビル1階 03-5386-8101

曙橋通店 新宿区住吉町5-4　クオレ曙橋 03-5369-0864

下高井戸店 杉並区下高井戸1-1-3　川合ビル1F 03-5355-3501

高田馬場店 新宿区高田馬場2-15-10　城北ビル1F 03-3202-0528

大塚店 豊島区南大塚3-50-5　第一岸ビル1F 03-5911-8040

池袋ビックリガード店 豊島区南池袋1-17-2　池袋ロイヤルホテル東口館1階 03-5950-0033

ぼちぼち

高円寺北口店 杉並区高円寺北3-22-16　松屋高円寺ビル２Ｆ 03-3336-1337
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高田馬場店 新宿区高田馬場2-16-3　柏ビル1F 03-3207-7400

町田北口店 町田市中町1-2-3　新光中町ビル1階 042-724-1776

魚や一丁

秋葉原店 千代田区外神田3丁目15-1　秋葉プレイス3F 03-5294-0202

東京日本橋店 中央区日本橋3-6-2　日本橋フロントB1 03-6262-5851

銀座本店 中央区銀座1-2-3　東京高速道路下・中央通り側2F 03-3564-2555

銀座コリドー店 中央区銀座8-2-1　ニッタビル7F 03-5537-5401

新橋店 港区新橋3-16-2　太洋ビル2･3F 03-3432-7700

新宿三光町店 新宿区新宿2-19-1　ビッグス新宿ビルB1 03-3225-2030

新宿西口店 新宿区西新宿1-8-1　新宿ビルディングB3 03-5325-5115

町田店 町田市原町田6-9-19　コビルナ町田5F 042-729-7712

鶯谷店 台東区根岸1-1-21　栄楽ビル4F 03-5826-7231

大森ベルポート店 品川区南大井6-26-2　大森ベルポートD館2F 03-5493-4900

大塚店 豊島区南大塚2-45-8　大塚NSビルB1 03-3947-3281

パステル

丸井錦糸町店 墨田区江東橋3-9-10　丸井錦糸町店7F 03-5625-6461

ルミネ町田店 町田市原町田6-1-11　ルミネ町田店9F 042-739-3194

パステルイタリアーナ

中野店 中野区中野3-34-27　マルイ中野店５Ｆ 03-6382-6331

上野マルイ店 台東区上野6-15-1　上野マルイ店2F 03-5807-4071

新宿ミロード店 新宿区西新宿1-1-3　 03-3349-5818

ステーキハウス松木

東武練馬店 練馬区北町1-28-14　東武練馬カイトNO2ビル１Ｆ 03-5945-3141

八王子松木店 八王子市松木31-14　 042-670-2330

イタリアンバルパステル

北千住店 足立区千住３−９２　北千住マルイ９Ｆ 03-3881-1223

町田木曽店 町田市木曽西4-32-7　 042-789-6255

	 神奈川県	 45店舗

備長扇屋

港北新羽店 横浜市港北区新羽町1681　 045-531-7227

横浜関内店 横浜市中区蓬莱町2-3-1　杉山ビル1階 045-250-1502

二俣川店 横浜市旭区本村町101番地11　和田ビル1F 045-360-8680

平塚紅谷町店 平塚市紅谷町5-3　みやまビル1F 0463-27-1490

やきとりの扇屋

鶴見駅東口店 横浜市鶴見区鶴見中央1-8-15　第二ニューツルミビル1階 045-502-5871

新杉田駅前店 横浜市磯子区新杉田町3-1　ステート新杉田1階 045-769-0158

大和駅前店 大和市大和東1-7-3　鈴木ビル 046-200-2065

小田原駅前店 小田原市栄町2-1-21　椎野ビル1階 0465-24-7599

橋本駅前店 相模原市緑区橋本3-15-17　HKビル1F 042-770-7121

相模原下九沢店 相模原市中央区下九沢1514-1　 042-764-1020

中央林間店 大和市下鶴間1540-1　 046-271-5025

川崎砂子店 川崎市川崎区砂子2-9-5　グランシャルム川崎1F 044-223-1356

稲田堤店 川崎市多摩区菅2-3-2　イーストマンション１Ｆ 044-948-1005

高座渋谷店 大和市福田2152-1　 046-201-1022

本厚木駅前店 厚木市中町3-5-3　 046-297-3750

本陣串や

六角橋店 横浜市神奈川区六角橋1-2-5　１階 045-438-3015

綱島駅前店 横浜市港北区綱島西2-6-27　 045-533-1455

双喜喜亭

川崎西口店 川崎市幸区堀川町66-2　興和川崎西口ビル1F 044-522-8338

オーブン亭

川崎東口店 川崎市川崎区日進町１−１１　ル・フロン１０Ｆ 044-245-3960

久里浜店 横須賀市久里浜４−４−１０　ウイング久里浜５Ｆ 0468-34-2442

シェーンズバーグ
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新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生1-4-1　新百合ヶ丘エルミロード５Ｆ 044-965-3086

虎包（フーパオ）

新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生１−４−１　新百合ケ丘エルミロード５Ｆ 044-965-3084

紅とん

関内店 横浜市中区羽衣町2-6-1　グランステイツ関内101 045-262-0029

桜木町店 横浜市中区野毛町1-41　小池ビル１Ｆ 045-231-7031

ぼちぼち

元住吉駅前店 川崎市中原区木月3-6-18　佐藤ビル２Ｆ 044-433-7588

川崎西口店 川崎市幸区大宮町5-3　 044-520-3520

横浜白山店 横浜市緑区白山1-20-9　 045-935-3961

能見台駅前店 横浜市金沢区能見台通5-10　 045-791-7898

本厚木店 厚木市中町3-1-23　 046-294-5128

大船駅前店 鎌倉市大船1-22-2　つるやビル2Ｆ 0467-46-7622

魚や一丁

川崎砂子店 川崎市川崎区砂子2-4-17　Cassia Kawasaki B1 044-222-3021

横浜西口店 横浜市西区北幸1丁目11-15　横浜STビルB1 045-411-2233

新横浜店 横浜市港北区新横浜2-6-25　 045-473-0010

川崎日航ホテル店 川崎市川崎区日進町1番地　川崎日航ホテル4F 044-222-3005

大船店 鎌倉市大船1-11-6　ヴィコロビル4F 0467-42-0308

パステル

ノクティプラザ溝ノ口店 川崎市高津区溝口1-3-1　ノクティプラザ1・9F 044-814-7546

マルイファミリー海老名店 海老名市中央1-291-5　マルイファミリー海老名店2F 046-292-4867

パステルイタリアーナ

川崎港町店 川崎市川崎区港町１２−１　イトーヨーカドー川崎港町店２Ｆ 044-211-9830

横浜スカイビル店 横浜市西区高島2-19-12　横浜スカイビル11F 045-442-0447

アピタ長津田店 横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1　アピタ長津田店1F 045-988-1620

イタリアンバルパステル

橋本駅前店 相模原市緑区橋本3-14-13 042-703-7713

武蔵新城駅前店 川崎市中原区新城2-4-1　新城駿河ビル1Ｆ 044-741-2770

南林間駅前店 大和市南林間1-8-7　長谷川第2ビル1F 046-271-5131

ステーキハウス松木

さがみ野店 海老名市東柏ヶ谷3-14-1　 046-292-1661

川崎明津店 川崎市高津区明津195 044-863-6867

	 新潟県	 8店舗

備長扇屋

新潟亀田店 新潟市江南区亀田四ツ興野2-1-4　 025-383-5858

新潟上木戸店 新潟市東区上木戸1-2-7　 025-278-9422

新潟紫竹山店 新潟市中央区紫竹山1-9-1　 025-245-8001

やきとりの扇屋

新潟大学駅前店 新潟市西区坂井砂山3丁目6-47　 025-211-0137

東三条店 三条市興野3-13-38　 0256-36-0760

新発田中央店 新発田市中央町4-8-13　 0254-20-0818

パステルイタリアーナ

新潟西店 新潟市西区小新5丁目7番21号　アピタ新潟西店1F 025-201-1018

ステーキハウス松木

南三条店 三条市東本成寺12-35　 0256-36-5858

	 富山県	 9店舗

備長扇屋

富山赤江店 富山市上赤江1丁目3番57号 076-433-6551

高岡昭和町店 高岡市昭和町3-3-14　 0766-24-8177

高岡中曽根店 高岡市中曽根　グリーンモール中曽根36街区　東側 0766-54-5338

砺波太郎丸店 砺波市太郎丸2丁目−9　 0763-34-5000
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富山空港通り店 富山市新根塚町2-9-11　 076-422-8115

やきとりの扇屋

富山天正寺南店 富山市秋吉亀田割59-1　 076-407-1337

小杉店 射水市三ヶ2746-1　 076-656-8851

オーブン亭

魚津店 魚津市住吉600　アピタ魚津店１Ｆ 0765-23-4205

砺波店 砺波市太郎丸4789-1　アピタ砺波店1F 0763-32-7862

	 石川県	 8店舗

備長扇屋

金沢県庁前店 金沢市藤江北4-271　 076-267-6663

金沢片町店 金沢市片町2-24-2　 076-260-6777

金沢直江店 金沢市直江町41街区1　 076-239-2977

金沢八日市店 金沢市八日市出町155-1　 076-214-3747

小松店 小松市白嶺町1丁目5-1　 0761-23-6420

やきとりの扇屋

野々市中央通り店 野々市市粟田6-365-1　 076-248-6663

双喜喜亭

金沢店 金沢市中村町10-20　アピタ金沢店１Ｆ 076-226-3040

松任店 白山市幸明町280　アピタ松任店１Ｆ 076-277-4502

	 山梨県	 6店舗

備長扇屋

山梨敷島店 甲斐市中下条1605-1　 055-267-2515

やきとりの扇屋

甲府国母店 甲府市国母8丁目4-26　 055-236-5381

甲府上石田店 甲府市上石田3丁目1684　 055-220-6630

双喜喜亭

田富店 中央市山之神1383-1　アピタ田富店１Ｆ 0552-74-7252

オーブン亭

田富店 中央市山之神1383-1　アピタ田富店1F 0552-74-7262

シェーンズグリルTOKYO

甲斐双葉店 甲斐市志田字柿木645-1　ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ 0551-28-7396

	 長野県	 11店舗

備長扇屋

長野稲田店 長野市稲田3-36-3　 026-256-8122

佐久平店 佐久市大字岩村田字松ノ木1450-5　 0267-66-7360

塩尻広丘店 塩尻市広丘野村1660-1　 0263-51-0273

豊科店 安曇野市豊科南穂高120-5　 0263-71-2838

やきとりの扇屋

茅野店 茅野市ちの字本田2616-1　 0266-82-8322

南松本店 松本市井川城3-7-26　 0263-24-2210

上田上田原店 上田市大字上田原字苅原1112-1　 0268-29-4488

長野南高田店 長野市南高田2-12-1　 026-254-5818

岡谷塚間店 岡谷市塚間町2-6-12　 0266-21-7140

双喜亭

佐久平店 佐久市佐久平駅南11-10　イオンモール佐久平2Ｆ 0267-66-3077

パステルイタリアーナ

南松本店 松本市高宮中1-20　イトーヨーカドー南松本店3F 0263-27-6760

	 岐阜県	 13店舗



17

備長扇屋

黒野店 岐阜市黒野723番地4　 058-293-4441

羽島店 羽島市竹鼻町日吉町114-2　 0583-94-3077

岐阜金華橋北店 岐阜市早田栄町5-25　 058-233-8700

大垣インター前店 大垣市築捨町5-109　 0584-87-1191

各務原飛行場駅前店 各務原市那加桜町2-329　 0583-89-6911

高山けやき通り店 高山市昭和町三丁目159-18　 0577-36-7977

鵜沼羽場店 各務原市鵜沼羽場町4丁目116-2　 0583-85-2916

やきとりの扇屋

多治見店 多治見市弁天町2-41-1　 0572-21-5715

大垣熊野店 大垣市熊野町4-1　 0584-93-3382

パステルイタリアーナ

マーサ21店 岐阜市正木中1-2-1　マーサ21 1F 058-210-2123

パステル

大垣店 大垣市寺内町2-37　 0584-83-7015

イオンモール各務原店 各務原市那加萱場町3-8　イオン各務原ショッピングセンター1F 058-375-3698

土岐プレミアムアウトレット店 土岐市土岐ヶ丘一丁目2番地 　土岐プレミアムアウトレット内 0572-53-3701

	 静岡県	 22店舗

備長扇屋

函南店 田方郡函南町間宮350-11　 055-978-7110

静岡千代田店 静岡市葵区千代田1丁目11番1号　 054-247-3580

静岡ＳＢＳ通り店 静岡市駿河区豊田2-9-10　 054-288-2088

島田店 島田市中河町1937　 0547-37-1680

浜松駅南店 浜松市中区砂山町326-1　サンサンビル 053-450-8870

浜松モール街店 浜松市中区千歳町104-2　 053-459-1788

新所原店 湖西市梅田805-15　メゾン鈴木1F 053-573-3688

鷲津駅前店 湖西市鷲津527-4　パルプラザ栄1F 053-574-2208

浜松入野店 浜松市西区入野町937-1　 053-415-1223

浜松高丘店 浜松市中区高丘東2丁目12-27　 053-420-1578

浜松遠鉄自動車学校前店 浜松市東区小池町1578　 053-411-7020

袋井店 袋井市川井95-2　 0538-45-2989

磐田今之浦店 磐田市今之浦5丁目9-11　 0538-21-4000

静岡菊川店 菊川市加茂338　 0537-35-0635

やきとりの扇屋

富士中央店 富士市中央町3-8-17　 0545-51-6302

浜松鍛冶町店 浜松市中区鍛冶町319-23　 053-450-7517

富士宮店 富士宮市小泉205-4　 0544-23-4020

浜北東美薗店 浜松市浜北区東美薗202-4　 053-584-5105

富士柚木店 富士市柚木字中道下333-6他　 0545-62-6575

オリーブの実

島田店 島田市宝来町8-2　アピタ島田店１Ｆ 0547-34-0751

パステル

静岡瀬名店 静岡市葵区南瀬名町390-1　 054-267-6100

イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981-3　イオン浜松市野SC1F 053-468-1826

	 愛知県	 74店舗

備長扇屋

北岡崎店 岡崎市錦町8番地9　 0564-65-7520

岡崎土井店 岡崎市土井町字赤部内16-4　 0564-72-6228

岡崎六名店 岡崎市南明大寺町3-16　 0564-58-3700

安城桜井店 安城市桜井町塔見塚77番地　 0566-73-7307

高浜店 高浜市湯山町5-5-2　 0566-54-3250

西尾道光寺店 西尾市道光寺町堰板5-1　 0563-53-9550
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碧南店 碧南市照光町1丁目45-2　 0566-43-5667

刈谷東境店 刈谷市東境町町屋7-2　 0566-91-5929

刈谷築地店 刈谷市築地町2丁目12-9　 0566-63-2722

浮野店 名古屋市西区浮野町105-2　 052-506-8786

名駅西口店 名古屋市中村区椿町11-16　 052-453-2070

中川八熊通り店 名古屋市中川区篠原橋通３丁目34　 052-363-8929

南区赤坪店 名古屋市南区赤坪町23番地1　 052-821-3730

緑区神の倉店 名古屋市緑区藤塚2丁目204　 052-878-7979

緑区有松店 名古屋市緑区有松町大字桶狭間清水山5-1　 052-629-5116

新栄ＣＢＣ前店 名古屋市中区東桜２丁目19-10　1・2階 052-938-0369

鶴舞駅前店 名古屋市中区千代田3-11-12　三浦ビル1F 052-332-3607

大曽根駅前店 名古屋市北区大曽根3-13-26　 052-912-0530

大曽根駅前店　はなれ はなれ名古屋市北区大曽根3-13-25　 052-981-3705

瑞穂区弥富通り店 名古屋市瑞穂区弥富通5-59　 052-833-5571

豊明店 豊明市三崎町井ノ花6番地1　 0592-95-0855

東浦駅前店 知多郡東浦町大字藤江字大坪13-1　 0562-84-2168

豊田美里店 豊田市御立町7丁目113-2　 0565-87-3336

豊田元町店 豊田市土橋町3-30　 0565-29-0349

半田上浜店 半田市上浜町10-2　 0569-26-6782

東海荒尾店 東海市荒尾町寄亀64番地　 052-604-0884

東海加木屋店 東海市加木屋町中平地30-6　 0562-31-3382

扶桑店 丹羽郡扶桑町高木白山前443　 0587-92-1147

長久手図書館通り店 長久手市戸田谷123　 0561-63-8887

犬山店 犬山市大字羽黒新田字鳥屋場19-1　 0568-67-6467

小牧市之久田店 小牧市小針一丁目60番地　 0568-74-4780

春日井白山店 春日井市白山町8-9-17 0568-53-2088

尾張旭印場店 尾張旭市東印場町4丁目5番地2　 0561-51-5551

瀬戸陶原町店 瀬戸市陶原町3-22　 0561-97-0911

一宮グルメ通り店 一宮市南印田2-1-9　 0586-26-6066

稲沢下津店 稲沢市下津丹下田町161　 0587-34-6880

尾西開明店 一宮市大字開明字名古羅7-1　 0586-47-4440

佐屋店 愛西市北一色町東田面20-1　 0567-22-0888

蟹江店 海部郡蟹江町錦3丁目41番地 0567-97-3460

やきとりの扇屋

豊橋藤沢店 豊橋市藤沢町112番地　 053-229-8020

安城店 安城市篠目町ハゼ原14-1　 0566-79-0525

金山駅東口店 名古屋市熱田区波寄町23-9　 052-889-1622

黒川駅前店 名古屋市北区志賀南通1-25-1　 052-919-6578

藤が丘駅前店 名古屋市名東区藤見が丘59番地　 052-760-3773

浄心駅前店 名古屋市西区花の木3-14-19　マルサンビル１Ｆ 052-528-5336

弥富店 弥富市鯏浦町東前新田95-2　 0567-64-2333

豊田大林店 豊田市大林町11丁目3-2 0565-42-5626

豊橋西岩田店 豊橋市西岩田5丁目10-1　 0532-69-2670

名古屋山王橋店 名古屋市中区松原3-1-27　 052-323-5580

守山小幡店 名古屋市守山区小幡常燈21-7　 052-758-0450

愛知みよし店 みよし市三好町上砂後12-1　 0561-34-5065

上豊田店 豊田市大清水町55番地　 0565-43-2929

半田南店 知多郡武豊町字砂川1-11　 0569-74-2600

知多つつじが丘店 知多市寺本新町1丁目186　 0562-39-0808

春日井勝川店 春日井市勝川新町3-54　 0568-35-4720

大治南店 海部郡大治町大字三本木字柳原125-1　 052-462-0373

木曽川黒田店 一宮市木曽川町大字黒田二ノ通り13　 0586-84-3738

カプチーナ

長久手店 長久手市戸田谷９０１　アピタ長久手店２Ｆ 0561-64-2838

パステル

豊川店 豊川市下長山町字高畑18-1 0533-80-2281
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イオンモール大高店 名古屋市緑区大高町奥平子1番地の1　 052-626-2813

イオンモールナゴヤドーム前店 名古屋市東区矢田南4-102-3　 052-725-6541

アイモール三好店 愛知県みよし市三好町青木88　アイモール三好内1階 0561-33-3655

半田店 半田市宮本町6-84-1　 0569-25-0670

春日井店 春日井市南下原町179-3　瀬戸店瀬戸市見付町58　 0568-86-3660

瀬戸店 瀬戸市見付町58 0561-82-9939

パステルイタリアーナ

アピタ長久手店 長久手市戸田谷901　アピタ長久手店1F 0561-64-2832

江南店 江南市松竹町上野２０５　アピタ江南西店１Ｆ 0587-51-6616

イオンモール熱田店 名古屋市熱田区六野1-2-11　イオン熱田SC4F 052-884-0285

アピタ千代田橋店 名古屋市千種区千代田橋2-1-1　アピタ千代田橋店1F 052-723-9225

イオンモール木曽川店一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1-324　イオンモール木曽川3F 0586-84-2593

イタリアンバルパステル

大府中央店 大府市一屋5-27-1 0562-85-6375

天白池場店 名古屋市天白区池場3丁目1819　 052-847-5678

神の倉店 名古屋市緑区藤塚2-101　 052-879-3480

ナポリワークス

ユニモール店 名古屋市中村区名駅4-5-26　ユニモール地下街 052-582-3551

	 三重県	 10店舗

備長扇屋

四日市羽津店 四日市市城山町1245-2　 059-330-6565

四日市日永店 四日市市日永5丁目1997番1　 059-346-3770

鈴鹿店 鈴鹿市三日市町字赤土田1071-6　 0593-81-4881

津駅前店 津市羽所町347　エイトビル 0592-29-4004

嬉野店 松坂市嬉野中川町20-1　 0598-48-3888

やきとりの扇屋

菰野店 三重郡菰野町大字菰野984-1　 0593-91-0855

四日市生桑店 四日市市小杉町字東川原415-1　 059-330-7878

オーブン亭

桑名店 桑名市中央町３−２１　アピタ桑名店２Ｆ 0594-21-1885

パステル

四日市青葉店 四日市市青葉町800-283　 059-350-1006

イオンタウン鈴鹿店 鈴鹿市庄野羽山4-20-10　イオンタウン鈴鹿 059-375-7655

	 滋賀県	 9店舗

備長扇屋

西大津店 大津市柳が崎2-8　 077-524-7680

彦根イオンタウン前店 彦根市里根町23-7　 0749-27-2922

彦根ベルロード店 彦根市長曽根南町433　 0749-49-2114

長浜店 長浜市八幡中山町671　 0749-65-3817

滋賀八日市店 東近江市八日市東本町17-1　 0748-20-1188

甲賀水口店 甲賀市水口町東名坂283　 0748-63-7677

やきとりの扇屋

近江八幡店 近江八幡市出町458-1　 0748-31-3384

守山店 守山市吉身1丁目11-35　 077-514-0017

イタリアンバルパステル

瀬田店 大津市一里山1丁目8-29　一里山中央ビル1階 077-547-2780

	 京都府	 4店舗

やきとりの扇屋

近鉄小倉駅前店 宇治市小倉町老ノ木39　ヴェルジェ1F 0774-28-6252

城陽店 城陽市寺田高田48-4　 0774-54-7481
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パスタモーレ

京都駅店 京都市下京区東塩小路高倉町8-3　アスティ京都１Ｆ 075-694-2270

イタリアンバルパステル

東向日店 向日市寺戸町西田中瀬6-3　西田中瀬テナントビル1階 075-924-4320

	 大阪府	 23店舗

備長扇屋

三国駅前店 大阪市淀川区西三国3-5-3　 06-4807-6058

樟葉上島店 枚方市上島東町20　 072-864-0566

八尾志紀店 八尾市天王寺屋2-109-1　 072-948-3283

高石店 高石市西取石3-17-18　 072-268-8839

東岸和田店 岸和田市土生町2丁目29-3　 0724-31-6356

堺八田店 堺市中区八田北町654-1　 072-281-3021

やきとりの扇屋

江坂店 吹田市江坂町1-17-8　 06-6310-9866

四條畷店 四條畷市雁屋南町1　 072-803-4188

東大阪八戸ノ里店 東大阪市御厨南2-6-4　 06-6783-8766

河内長野原町店 河内長野市原町4-2-1　 0721-52-1022

貝塚二色浜店 貝塚市脇浜1丁目17-8　 072-437-8805

泉佐野日根野店 泉佐野市日根野4326-1　 0724-58-4505

和泉伏屋店 和泉市伏屋町1-716　 0725-50-6711

西中島南方駅前店 大阪市淀川区西中島3-16-6　三好第二ビル1階 06-6305-0712

関目高殿店 大阪市旭区高殿7-1-28　 06-6958-0122

高槻西冠店 高槻市西冠3-31-1　AIビル1F 072-662-7768

恵我之荘店 羽曳野市恵我之荘5-6-13　 0729-31-2400

本陣串や

豊中服部店 豊中市服部元町1-3-10　 06-4866-7711

イタリアンバルパステル

北巽駅前店 大阪市生野区巽北3-15-26　タツミ第6ハイツ1階 06-6756-7250

寝屋川打上店 寝屋川市打上元町11-36　 072-880-5585

パステルイタリアーナ

アルプラザ高槻店 高槻市芥川町1-2　アルプラザ高槻4F 072-682-9325

アリオ八尾店 八尾市光町2-3 アリオ八尾1階　 072-990-0202

イオンモールりんくう泉南店 泉南市りんくう南浜3-1　イオンモールりんくう泉南 0724-80-6174

	 兵庫県	 11店舗

備長扇屋

ラウンドワン伊丹店 伊丹市昆陽７−２９　ラウンドワン伊丹店１Ｆ 072-784-1055

姫路大津店 姫路市大津区西土井246-4　 079-236-8088

姫路飾磨店 姫路市飾磨区恵美酒下長284　 079-233-6670

加古川土山店 加古川市平岡町土山1-1　 078-949-2686

やきとりの扇屋

伊丹西野店 伊丹市中野北3-4-8　 072-775-6182

明石大久保駅前店 明石市大久保町駅前2丁目2-2　 078-938-1560

神戸北別府店 神戸市西区北別府5-1-1　 078-978-1275

神戸板宿店 神戸市須磨区大田町3-1　 078-739-5608

加古川一色店 加古川市平岡町一色333　 079-441-3750

本陣串や

立花駅前店 尼崎市立花町1-8-9　 06-4961-6508

ステーキハウス松木

宝塚仁川店 宝塚市仁川北2-12-70　スプリング企画仁川ビル１Ｆ 0798-57-5215

	 奈良県	 8店舗
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備長扇屋

阪奈西大寺店 奈良市菅原町43-3　 0742-52-9808

奈良桜井店 桜井市大字東新堂345-3　 0744-44-5755

橿原店 橿原市上品寺町字北口332-2　 0744-20-1222

橿原坊城店 橿原市東坊城町448-15　 0744-26-6787

斑鳩店 生駒郡斑鳩町龍田1-3-12　 0745-75-8012

やきとりの扇屋

大和高田店 大和高田市大字築山字弓矢尻126-1　 0745-21-0090

東生駒店 生駒市小明町429-1 0743-85-5960

奈良片岡台店 北葛城郡上牧町片岡台1-1-8　 0745-34-1147

	 和歌山県	 2店舗

備長扇屋

和歌山新堀店 和歌山市小雑賀町1丁目106-1　 073-425-6160

橋本彩の台店 橋本市あやの台1-1-3　 0736-37-3671

	 岡山県	 3店舗

備長扇屋

岡山下中野店 岡山市南区下中野1-2　 086-805-1466

倉敷中庄店 倉敷市中庄75番1　 086-486-4338

やきとりの扇屋

岡山駅前店 岡山市北区錦町1-14　 086-235-1007

	 広島県	 7店舗

備長扇屋

商工センター店 広島市西区草津新町1-20-20　 082-275-6570

廿日市串戸店 廿日市市串戸2-9-8　 0829-20-5851

やきとりの扇屋

広島五日市中央店 広島市佐伯区五日市中央7丁目9番36号　 082-942-6866

広島可部店 広島市安佐北区可部7-8-8 082-819-3522

広島五日市駅前店 広島市佐伯区五日市駅前1-13-5　五日市駅東ビル1階 082-943-8805

福山南蔵王店 福山市南蔵王町2-22-14　 084-927-5560

本陣串や

広島八丁堀店 広島市中区八丁堀2-5　サンサンビル1F 082-502-6566

	 徳島県	 5店舗

備長扇屋

徳島北島店 板野郡北島町鯛浜字原46-18　 088-697-3443

やきとりの扇屋

南田宮店 徳島市南田宮1-3-1　 088-634-0302

徳島藍住店 板野郡藍住町奥野字和田122-1　 088-693-4053

阿南店 阿南市富岡町木松16-1　 0884-24-3087

徳島南昭和町店 徳島市南昭和町5-69-1　 088-611-6687

	 香川県	 8店舗

備長扇屋

丸亀南店 丸亀市川西町北559-1　 0877-21-5090

善通寺店 善通寺市生野町1655　 0877-64-0237

やきとりの扇屋

高松サンフラワー通り店 高松市太田下町3023-15　 087-814-9225

高松東山崎店 高松市東山崎町字西原67-1　 087-847-1191
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坂出室町店 坂出市室町3-3-7　 0877-44-9205

香川三木店 木田郡三木町大字鹿伏205-1　 087-840-2066

香川町店 高松市香川町大野54-1　 087-815-5307

観音寺店 観音寺市坂本町7-5-33　 0875-57-5539

	 愛媛県	 3店舗

備長扇屋

いよ西条店 西条市朔日市767-1　 0897-58-2021

やきとりの扇屋

松山和泉店 松山市和泉南2丁目1-14　 089-969-1369

松山谷町店 松山市谷町甲148-1　 089-997-8860

	 高知県	 3店舗

やきとりの扇屋

高知南川添店 高知市南川添84番2　 088-882-5077

高知大学前店 高知市曙町2-1-18　 088-828-4118

高知本町店 高知市本町1-3-17　西森ビル1階 088-802-1458

	 福岡県	 3店舗

備長扇屋

福岡箱崎店 福岡市東区箱崎2-42-10　 092-643-6770

九大学研都市店 福岡市西区北原1-9-2 092-807-7767

やきとりの扇屋

福岡石丸店 福岡市西区石丸3-1-42　 092-892-3160

2017年9月30日現在
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