
 
 
 

2015/8/27 
 

 ただいま、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の各地域エリア内のヴィア・グループ直営店にて、ご利用
いただきましたお客様に、ヴィア・グループの同エリア内の店舗にてご利用いただけるお得なクーポンブック
『割チケ』を配布しております。『やきとりの扇屋』の新名物“バリテバ（6 本）730 円→580 円”や、『魚や
一丁』の“ご宴会 4,500円→4,000円”、『パステル』の“なめらかプリン テイクアウト50円OFF”券
など盛りだくさん！！ 是非ご活用下さい！！ 
 

 

 配布期間： 2015年８月 21日（金）～ 店舗毎、予定枚数配布終了まで 
 
 有効期間： 2015年９月１日（火）～ 2015年 11月 30日（月） 
 
 配布、及び有効店舗： 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のヴィア・グループ直営店 
                                              ※パステルデザートショップではお使いいただけません   
 

     ※『割チケ』の詳しいご利用方法については、本冊子をご覧下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヴィア・グループ合同企画 『割チケ』配布スタート！！ 

●この件に関するお問合せ先● 
株式会社ヴィア・ホールディングス 企画本部 
担当：黒岩 
TEL.03-5155-6801  
FAX.03-5155-6250   
E-MAIL： s.kuroiwa@via-hd.co.jp 

*宴会クーポンの有効日は金曜日を除きます 
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【東京都】 
ｽﾃｰｷ＆ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ松木 八王子松木店 

やきとりの扇屋 立石店 

やきとりの扇屋 東久留米駅前店 

やきとりの扇屋 竹ノ塚店 

やきとりの扇屋 江戸川橋店 

やきとりの扇屋 亀戸駅前店 

やきとりの扇屋 西新井駅前店 

やきとりの扇屋 八王子楢原店 

やきとりの扇屋 亀有駅前店 

やきとりの扇屋 西葛西駅前店 

やきとりの扇屋 立川曙町店 

やきとりの扇屋 世田谷梅丘店 

やきとりの扇屋 五反野店 

やきとりの扇屋 中板橋店 

やきとりの扇屋 葛西店 

やきとりの扇屋 神田東口店 

やきとりの扇屋 上板橋店 

やきとりの扇屋 東武練馬店 

やきとりの扇屋 綾瀬駅前店 

やきとりの扇屋 浅草店 

やきとりの扇屋 東水元店 

やきとりの扇屋 赤羽駅東口店 

やきとりの扇屋 荻窪駅南口店 

やきとりの扇屋 八王子みなみ野店 

やきとりの扇屋 浮間店 

やきとりの扇屋 高円寺駅北口店 

やきとりの扇屋 京急雑色店 

やきとりの扇屋 京王中河原駅前店 

やきとりの扇屋 東村山店 

やきとりの扇屋 武蔵新田店 

本陣串や 池上店 

本陣串や 菊川店 

ぼちぼち 町田北口店 

ぼちぼち 町田木曽店 

ぼちぼち 高円寺北口店 

ぼちぼち 高田馬場店 

紅とん 日本橋本店 

紅とん 大塚店 

紅とん 茅場町店 

紅とん 田町店 

紅とん 曙橋通店 

紅とん 南新宿店 

紅とん 下北沢店 

紅とん 虎ノ門店 

紅とん 戸越銀座店 

紅とん 高田馬場店 

紅とん 赤羽店 

紅とん 中目黒店 

紅とん 門前仲町店 

紅とん 神田神保町店 

紅とん 大森北口店 

紅とん 平井店 

紅とん 上野ユースロード店 

紅とん 西葛西店 

紅とん 新小岩南口店 

紅とん 浜松町金杉橋店 

紅とん 池袋ビックリガード店 

紅とん 新橋一丁目店 

紅とん 大井町店 

紅とん 四ツ谷三丁目店 

紅とん 西新宿七丁目店 

紅とん 上野御徒町店 

うおや一丁 大塚店 

うおや一丁 鶯谷店 

うおや一丁 大森ベルポート店 

一丁 大宮東口店 

一丁 新橋店 

一丁 八重洲口店 

一丁 新宿三光町店 

ヴィア・グループ 『割チケ』配布、及び利用有効店 
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一丁 銀座本店 

一丁 町田店 

一丁 新宿西口店 

一丁 秋葉原店 

一丁 銀座コリドー店 

いちげん 浮間店 

いちげん 池袋要町店 

オーブン亭 北千住店 

カプチーナ 荻窪店 

カプチーナ 板橋店 

シェーンズバーグ 新宿ミロード店 

シェーンズバーグ 錦糸町店 

ノリータ 上野店 

ノリータ 中野店 

ビバリー 有楽町ビル店 

ベッラベーラ 大崎店 

ベッラベーラ 北千住店 

ベッラベーラ 錦糸町店 

パステル 新宿ミロード店 

パステル ルミネ町田店 

パステル 丸井錦糸町店 

パステル 北千住マルイ店 

パステルアヴェニュー 上野マルイ店 

 
【神奈川県】 
やきとりの扇屋 本厚木駅前店 

やきとりの扇屋 二俣川店 

やきとりの扇屋 川崎砂子店 

やきとりの扇屋 新杉田駅前店 

やきとりの扇屋 稲田堤店 

やきとりの扇屋 武蔵新城駅前店 

やきとりの扇屋 相模原下九沢店 

やきとりの扇屋 横浜関内店 

やきとりの扇屋 高座渋谷店 

やきとりの扇屋 大和駅前店 

やきとりの扇屋 橋本駅前店 

やきとりの扇屋 小田原駅前店 

やきとりの扇屋 鶴見駅東口店 

やきとりの扇屋 平塚紅谷町店 

やきとりの扇屋 港北新羽店 

本陣串や 南林間駅前店 

本陣串や 六角橋店 

本陣串や 綱島駅前店 

本陣串や 中央林間店 

ぼちぼち 本厚木店 

ぼちぼち 相模原中央店 

ぼちぼち 川崎西口店 

ぼちぼち 能見台駅前店 

ぼちぼち 大船駅前店 

ぼちぼち 元住吉駅前店 

ぼちぼち 横浜白山店 

うおや一丁 大船店 

うおや一丁 川崎日航ホテル店 

一丁 横浜西口店 

一丁 川崎砂子店 

オーブン亭 川崎東口店 

オーブン亭 川崎港町店 

シェーンズバーグ 新百合ヶ丘店 

虎包（フーパオ） 溝の口店 

虎包（フーパオ） 新百合ヶ丘店 

双喜亭 川崎西口店 

パステル 横浜スカイビル店 

パステル マルイファミリー海老名店 

パステル アピタ長津田店 

パステルアヴェニュー ノクティプラザ溝ノ口店 

 
【埼玉県】 
ｽﾃｰｷ＆ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ松木 大宮本郷店 

ｽﾃｰｷ＆ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ松木 東浦和店 

やきとりの扇屋 東狭山ヶ丘店 

やきとりの扇屋 新所沢店 

やきとりの扇屋 羽生西店 

やきとりの扇屋 上尾井戸木店 

やきとりの扇屋 久喜店 
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やきとりの扇屋 北本中丸店 

やきとりの扇屋 草加駅前店 

やきとりの扇屋 東浦和店 

やきとりの扇屋 入間藤沢店 

やきとりの扇屋 深谷店 

やきとりの扇屋 上尾大谷店 

やきとりの扇屋 三芳藤久保店 

やきとりの扇屋 岩槻店 

やきとりの扇屋 狭山富士見店 

やきとりの扇屋 所沢上安松店 

やきとりの扇屋 南越谷駅前店 

やきとりの扇屋 北越谷駅前店 

やきとりの扇屋 戸田公園店 

やきとりの扇屋 新座店 

やきとりの扇屋 武蔵浦和店 

やきとりの扇屋 三郷中央駅前店 

やきとりの扇屋 戸田店 

やきとりの扇屋 鶴ヶ島店 

本陣串や 西川口駅前店 

本陣串や 志木東口店 

ぼちぼち 川口栄町店 

ぼちぼち 狭山広瀬店 

ぼちぼち 西川口駅前店 

ぼちぼち 北朝霞店 

一丁 浦和店 

いちげん 武蔵浦和店 

いちげん 吉川店 

いちげん 中浦和店 

いちげん 南越谷店 

いちげん 上尾店 

いちげん 戸田店 

いちげん 戸田公園店 

いちげん 北戸田店 

いちげん 南浦和店 

いちげん 新座店 

いちげん 北朝霞店 

とりげん 蕨店 

とりげん 南越谷店 

とりげん 吉川店 

串げん 川口店 

串げん 西川口店 

串げん 戸田公園店 

オーブン亭 南浦和店 

オーブン亭 大宮店 

オーブン亭 草加店 

オーブン亭 吹上店 

オーブン亭 志木店 

カプチーナ 上尾駅前店 

カプチーナ 秩父店 

シェーンズグリル TOKY 戸田公園店 

ベッラベーラ 北朝霞店 

欧聞亭 熊谷店 

双喜亭 熊谷店 

双喜亭 上尾店 

双喜亭 草加店 

パステル 丸井大宮店 

パステル イオンモール北戸田店 

パステル イオンモール浦和美園店 

パステル イオンモール羽生店 

パステル イオンレイクタウン店 

パステル アリオ上尾店 

 
【千葉県】 
ｽﾃｰｷ＆ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ松木 行徳店 

やきとりの扇屋 千葉緑区役所前店 

やきとりの扇屋 千葉古市場店 

やきとりの扇屋 北国分寺台店 

やきとりの扇屋 市原青柳店 

やきとりの扇屋 千葉東寺山店 

やきとりの扇屋 南行徳店 

やきとりの扇屋 八柱駅前店 

やきとりの扇屋 八千代勝田台店 

やきとりの扇屋 勝田台井野店 

やきとりの扇屋 千葉小深町店 
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やきとりの扇屋 千葉富里店 

やきとりの扇屋 千葉中央駅前店 

やきとりの扇屋 船橋咲が丘店 

やきとりの扇屋 西船橋店 

やきとりの扇屋 新鎌ケ谷店 

本陣串や 松戸五香駅前店 

ぼちぼち 五井西店 

ぼちぼち 柏旭町店 

ぼちぼち 本八幡駅前店 

ぼちぼち 千葉中央店 

いちげん 西船橋店 

いちげん 新松戸店 

いちげん 東松戸店 

いちげん 姉ヶ崎店 

いちげん 新鎌ケ谷店 

オーブン亭 幕張店 

オーブン亭 市原店 

オリーブの実 船橋店 

カプチーナ 千葉中央店 

パスタモーレ 松戸店 

双喜亭 市原店 
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