
 
 
 

2020年 4月 24日 
（株）ヴィア・ホールディングス 

 
 

2020年版 ヴィアグループ割引券付カレンダー 
ご利用についてのご案内 

 
※重要なお知らせ 

2020年 4月度～8月度ご利用分割引券の有効期限を、 

すべて 9月末日まで延長いたします。 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

「株主割引券」「ヴィアグループカレンダー割引券」の有効期限延長に関するお知らせ 

http://www.via-hd.co.jp/disclosure/assets/pdf/20200424.pdf 
 

【割引券ご利用についてのご案内】 
 
◆ヴィアグループが経営する居酒屋・レストラン等飲食店にて、ご利用可能です。 
 
◆割引内容︓ 

1、「表紙」︓1,000円割引券×1枚 
  ※<利用条件>︓ご飲食代金 2,000円（税込）以上で 1,000円（税込）割引 
  ※＜利用期限>︓2020/1/1～2020/2/29迄 
  ※500円割引券、100円割引券との併用はできません。 

 
2、「各月」500円・100円割引券×各月各 5枚×12 ヵ月=120枚  
●500円割引券（税込）︓<利用条件>ご飲食代金 2,500円（税込）毎に 1枚ご利用可 
●100円割引券（税込）︓<利用条件>ご飲食代金 500円（税込）毎に 1枚ご利用可 

  ※500円割引券、100円割引券のみ併用可 
    例）ご飲食代金 3,000円（税込）の場合、500円、100円割引券各 1枚利用可 
  ※<利用期限>︓各月毎に当月末迄の 1 ヵ月間 
  ※ランチタイムを含む、全営業時間でご使用いただけます。 
  ※テイクアウト商品・ご宴会（宴会コース、飲み放題メニュー等）は利用不可です。詳細は直接 

ご利用店舗にお問合せ下さい。 
※カレンダー割引券以外の他の割引券及び他のサービスとの併用はできません（除く︓「ジェフグルメ
カード」）。 

※「ヴィア・ホールディングス株主割引券」との併用はできません。 
 
 

 

http://www.via-hd.co.jp/disclosure/assets/pdf/20200424.pdf
http://www.via-hd.co.jp/disclosure/assets/pdf/20200424.pdf


◆ご利用店舗について︓券売機設置店舗のほか、一部ご利用頂けない店舗がございます。詳しくは当
ご案内末尾の「割引券が使用できる店舗」をご覧下さい。 

◆割引券実施ブランド︓備長扇屋、やきとりの扇屋、本陣串や、扇屋 天、焼肉 扇屋、紅とん、 
ベニバル、ぼちぼち、べにぼち、パステル、パステルイタリアーナ、 
イタリアンバルパステル、イタリヤ食堂 パステル、パステルアヴェニュー、 
パステルガーデンアヴェニュー、ナポリワークス、ステーキハウス松木、オーブン亭、 
カプチーナ、手作りごちそう洋食たまち、ベッラベーラ、ビバリー、シェーンズバーグ、
シェーンズグリル TOKYO、パスタモーレ、双囍亭、チャイナファン、 
虎包（フーパオ）、オリーブの実、魚や一丁、北海道一丁、いちげん、とりげん、
串げん、大衆居酒屋神田酒店 

◆営利を目的とした販売、転用を禁止します。また、釣銭、現金への換金はできません。 
◆店舗の閉店を含むいかなる場合も、本券及びカレンダー本体の買戻や返金等、あらゆる補償は致し 
 かねます。 
◆割引券 1枚のご利用につき 1円を東日本大震災・復興支援に向けてヴィアグループから寄付させて 
 いただきます。支援金は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンを通じて、地域の方々が被災地の復興を担い、 
 子ども支援できるように役立てて頂いております。 
◆その他︓ご購入・ご利用条件は、随時変更となる場合がございます。詳細は弊社ホームページ 
 「（株）ヴィア・ホールディングス」、またはご利用店舗にお問合せ下さい。 
◆店舗情報は弊社HP「（株）ヴィア・ホールディングス」、または店舗検索サイト「MOVIA」（モビア）」 
 で検索下さい。 

 
以上 



北海道 福島県 埼玉県
本陣串や やきとりの扇屋 備長扇屋
　札幌西一丁目店 　福島矢野目店 　戸田店
　札幌東区役所店 　郡山大槻店 　岩槻店
魚や一丁 　会津門田店 　深谷店
　札幌駅店 　いわき小名浜店 やきとりの扇屋

青森県 　郡山八山田店 　戸田公園店
オーブン亭 　郡山横塚店 　東浦和店
　弘前駅前店 双喜亭 　北越谷駅前店

岩手県 　郡山店 　南越谷駅前店
備長扇屋 茨城県 　羽生西店
　盛岡津志田店 やきとりの扇屋 　狭山富士見店
　盛岡南店 　牛久神谷店 　新座店
カプチーナ 　つくば東店 　三芳藤久保店
　盛岡店 　古河諸川店 　上尾大谷店
虎包（フーパオ） 　ひたちなか店 　北本中丸店
　盛岡店 　水戸元吉田店 　浦和美園店

宮城県 栃木県 　八潮店
備長扇屋 備長扇屋 　武蔵浦和店
　石巻立町店 　小山神鳥谷店 　三郷中央駅前店
やきとりの扇屋 やきとりの扇屋 　鶴ヶ島店
　仙台国分町店 　宇都宮宮の内店 　入間藤沢店
　仙台富沢店 　宇都宮簗瀬店 　上尾井戸木店
　仙台荒井店 　栃木鹿沼店 本陣串や
　名取杜せきのした店 　栃木真岡店 　西川口駅前店
本陣串や 　佐野大町店 パステルイタリアーナ
　仙台花京院店 群馬県 　丸井大宮店
虎包（フーパオ） 備長扇屋 　イオンモール北戸田店
　仙台長町店 　高崎上中居店 　南浦和店
　富谷店 やきとりの扇屋 　草加店
　利府店 　群馬町店 　イオンレイクタウン店

秋田県 　伊勢崎宮前店 　熊谷店
やきとりの扇屋 　伊勢崎宮子店 イタリヤ食堂 パステル
　秋田新国道店 　太田新井町店 　アリオ上尾
　秋田茨島店 　館林富士原店 イタリアンバル パステル

山形県 パステルイタリアーナ 　八潮南店
備長扇屋 　高崎店 　北朝霞店
　山形春日町店 博多ラーメン鶴亀堂 ステーキハウス松木
やきとりの扇屋 　太田新井町店 　大宮本郷店
　山形鉄砲町店 　東浦和店

　所沢上安松店
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埼玉県 千葉県 東京都
カプチーナ 本陣串や 本陣串や
　上尾駅前店 　松戸五香駅前店 　池上店
　秩父店 　八千代勝田台店 　京王中河原駅前店
双喜亭 　勝田台井野店 焼鳥 扇屋 天
　熊谷店 パステルイタリアーナ 　神田東口店
　草加店 　幕張店 焼肉扇屋
魚や一丁 　松戸店 　葛西店
　浦和店 　市原店 パステル
　大宮東口店 イタリアンバル パステル 　ルミネ町田店
いちげん 　京成大久保駅前店 パステルイタリアーナ
　戸田店 双喜亭 　丸井錦糸町店
　北戸田店 　市原店 　中野店
　戸田公園店 オリーブの実 イタリアンバル パステル
　南浦和店 　船橋店 　北千住店
　武蔵浦和店 いちげん ステーキハウス松木
　中浦和店 　新松戸店 　八王子松木店
　南越谷店 　東松戸店 　小平店
　北朝霞店 　西船橋店 カプチーナ
　新座店 　新鎌ケ谷店 　荻窪店
串げん 　姉ヶ崎店 手作りごちそう洋食たまち 板橋店
　西川口店 ぼちぼち 　板橋店
　戸田公園店 　千葉中央店 シェーンズバーグ
とりげん 　本八幡駅前店 　錦糸町店
　蕨店 東京都 パスタモーレ
　吉川店 やきとりの扇屋 　上野店
　南越谷店 　浅草店 パステルカフェ
ぼちぼち 　赤羽駅東口店 　上野マルイ店
　北朝霞店 　綾瀬駅前店 BELLA BELLA

千葉県 　竹ノ塚店 　北千住店
備長扇屋 　西新井駅前店 　錦糸町店
　市川本八幡店 　立石店 　大崎店
　新鎌ケ谷店 　亀有駅前店 ビバリー
やきとりの扇屋 　東水元店 　有楽町ビル店
　千葉中央駅前店 　西葛西駅前店 　日本橋店
　千葉小深町店 　世田谷梅丘店 魚や一丁
　千葉東寺山店 　江戸川橋店 　東京日本橋店
　千葉緑区役所前店 　立川曙町店 　銀座本店
　八柱駅前店 　八王子みなみ野店 　新橋店
　南行徳店 　八王子楢原店 　鶯谷店
　西船橋店 　東久留米駅前店 　大森ベルポート店
　北国分寺台店 　浮間店 　新宿三光町店
　千葉富里店 　京急雑色店 　新宿西口店
　流山おおたかの森駅前店 　上板橋店 　大塚店
　八千代緑が丘店 　東村山店 　町田店
　市原青柳店
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東京都 神奈川県 神奈川県
北海道一丁 備長扇屋 ぼちぼち
　秋葉原店 　横浜関内店 　元住吉駅前店
いちげん やきとりの扇屋 　川崎西口店
　浮間店 　稲田堤店 　横浜白山店
　秋津店 　鶴見駅東口店 　本厚木店
大衆居酒屋神田酒店 　新杉田駅前店 　大船駅前店
　荻窪店 　大和駅前店 新潟県
紅とん 　高座渋谷店 備長扇屋
　国際フォーラム前店 　小田原駅前店 　新潟亀田店
　神田神保町店 　相模原下九沢店 　新潟上木戸店
　茅場町店 　橋本駅前店 やきとりの扇屋
　日本橋本店 　港北新羽店 　新潟大学駅前店
　新橋一丁目店 　二俣川店 　東三条店
　新橋二丁目店 本陣串や 　新発田中央店
　浜松町金杉橋店 　六角橋店 本陣串や
　田町店 　平塚紅谷町店 　新潟紫竹山店
　上野ユースロード店 パステル パステルイタリアーナ
　上野御徒町店 　マルイファミリー海老名店 　新潟西店
　赤羽店 パステルイタリアーナ 富山県
　新小岩南口店 　川崎港町店 やきとりの扇屋
　西葛西店 　アピタ長津田店 　富山天正寺南店
　門前仲町店 イタリアンバル パステル 　小杉店
　大井町店 　武蔵新城駅前店 　砺波太郎丸店
　戸越銀座店 　橋本駅前店 　富山赤江店
　南新宿店 パステルアヴェニュー 　富山空港通り店
　中目黒店 　ノクティプラザ溝ノ口店 石川県
　下北沢店 ステーキハウス松木 備長扇屋
　四ツ谷三丁目店 　川崎明津店 　金沢県庁前店
   西新宿七丁目店 　さがみ野店 　金沢直江店
　曙橋通店 オーブン亭 　金沢八日市店
　高田馬場店 　久里浜店 やきとりの扇屋
　大塚店 シェーンズバーグ 　野々市中央通り店
　池袋ビックリガード店 　新百合ヶ丘店 　小松店
   御徒町南口店 双喜亭 双喜亭
炭火焼ベニバル 　川崎西口店 　金沢店
   新橋一丁目店 虎包（フーパオ） 　松任店
ぼちぼち 　新百合ヶ丘店 山梨県
　高円寺北口店 魚や一丁 備長扇屋
　町田北口店 　横浜西口店 　山梨敷島店

　川崎砂子店 やきとりの扇屋
　川崎日航ホテル店 　甲府上石田店
　新横浜店 　甲府国母店

シェーンズグリルTOKYO
　甲斐双葉店
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長野県 静岡県 愛知県
備長扇屋 パステル やきとりの扇屋
　長野稲田店 　イオンモール浜松市野店 　守山小幡店
やきとりの扇屋 オリーブの実 　愛知みよし店
　長野南高田店 　島田店 　上豊田店
　上田上田原店 愛知県 　知多つつじが丘店
　南松本店 備長扇屋 　春日井勝川店
　茅野店 　北岡崎店 　大治南店
　佐久平店 　岡崎土井店 　木曽川黒田店
　塩尻広丘店 　岡崎六名店 　弥富店
本陣串や 　安城桜井店 　長久手図書館通り店
　岡谷塚間店 　高浜店 　瀬戸陶原町店
パステルイタリアーナ 　西尾道光寺店 本陣串や
　南松本店 　碧南店 　浄心駅前店

岐阜県 　刈谷東境店 　黒川駅前店
備長扇屋 　刈谷築地店 　新栄店
　黒野店 　浮野店 パステル
　岐阜金華橋北店 　中川八熊通り店 　イオンモール大高店
　大垣インター前店 　南区赤坪店 　アイモール三好店
　各務原飛行場駅前店 　緑区神の倉店 パステルイタリアーナ
　鵜沼羽場店 　緑区有松店 　イオンモール熱田店
やきとりの扇屋 　鶴舞駅前店 　アピタ千代田橋店
　大垣熊野店 　大曽根駅前店　はなれ 　アピタ長久手店
　高山けやき通り店 　豊明店 　江南店
　多治見店 　東浦駅前店 　イオンモール木曽川店
パステル 　豊田元町店 イタリヤ食堂 パステル
　イオンモール各務原店 　半田上浜店 　神の倉店
パステルイタリアーナ 　東海荒尾店 ナポリワークス
　マーサ２１店 　東海加木屋店 　ユニモール店
パステルガーデンアヴェニュー 　扶桑店 カプチーナ
　土岐ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ店 　犬山店 　長久手店

静岡県 　小牧市之久田店 三重県
備長扇屋 　春日井白山店 備長扇屋
　函南店 　尾張旭印場店 　四日市羽津店
　静岡ＳＢＳ通り店 　一宮グルメ通り店 　鈴鹿店
　浜松駅南店 　佐屋店 　津駅前店
　新所原店 　蟹江店 　嬉野店
　鷲津駅前店 やきとりの扇屋 やきとりの扇屋
　浜松入野店 　豊橋西岩田店 　菰野店
　浜松高丘店 　豊橋藤沢店 　四日市生桑店
　浜松遠鉄自動車学校前店 　安城店 　四日市日永店
やきとりの扇屋 　金山駅東口店 パステル
　富士柚木店 　名古屋山王橋店 　イオンタウン鈴鹿店
　富士中央店 オーブン亭
　浜北東美薗店 　桑名店
　島田店
　静岡千代田店
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滋賀県 奈良県 愛媛県
備長扇屋 備長扇屋 備長扇屋
　彦根イオンタウン前店 　阪奈西大寺店 　いよ西条店
　彦根ベルロード店 　橿原坊城店 やきとりの扇屋
　滋賀八日市店 　斑鳩店 　松山和泉店
やきとりの扇屋 やきとりの扇屋 　松山谷町店
　長浜店 　東生駒店 高知県
　甲賀水口店 　大和高田店 やきとりの扇屋

京都府 　奈良片岡台店 　高知大学前店
やきとりの扇屋 和歌山県 　高知南川添店
　近鉄小倉駅前店 備長扇屋 福岡県
パスタモーレ 　和歌山新堀店 やきとりの扇屋
　京都駅店 　橋本彩の台店 　九大学研都市店

大阪府 岡山県 　福岡箱崎店
備長扇屋 備長扇屋
　三国駅前店 　岡山下中野店
　八尾志紀店 やきとりの扇屋
　堺八田店 　岡山駅前店
やきとりの扇屋 広島県
　西中島南方駅前店 備長扇屋
　関目高殿店 　廿日市串戸店
　江坂店 やきとりの扇屋
　高槻西冠店 　広島可部店
　恵我之荘店 　広島五日市駅前店
　河内長野原町店 　広島五日市中央店
　和泉伏屋店 本陣串や
　泉佐野日根野店 　広島八丁堀店
　高石店 徳島県
本陣串や 備長扇屋
　豊中服部店 　徳島北島店
パステルイタリアーナ やきとりの扇屋
　アルプラザ高槻店 　南田宮店
　ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南店 　徳島南昭和町店

兵庫県 　徳島藍住店
備長扇屋 　阿南店
　姫路大津店 香川県
やきとりの扇屋 備長扇屋
　神戸板宿店 　善通寺店
　伊丹西野店 やきとりの扇屋
　明石大久保駅前店 　高松東山崎店
本陣串や 　高松サンフラワー通り店
　立花駅前店 　坂出室町店
　加古川一色店 　観音寺店

　香川町店

2020年5月末時点
＊閉店、営業内容の変更等が行われる場合がございます。
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