
ヴィアグループ　店舗一覧 2020年9月30日現在

福島県
やきとりの扇屋
福島矢野目店 福島市南矢野目字夜梨2-1
郡山大槻店 郡山市大槻町字御前61
会津門田店 会津若松市門田町大字飯寺字村西783-1
いわき小名浜店 いわき市小名浜住吉字冠木13-1
郡山八山田店 郡山市八山田2-192-3
郡山横塚店 郡山市横塚2-6-2

双喜喜亭
郡山店 郡山市駅前２－１１－１　Big－ｉ「ＭＯＬＴＩ」５Ｆ

茨城県
やきとりの扇屋
牛久神谷店 牛久市神谷6丁目41-26
つくば東店 つくば市東2丁目10-21
古河諸川店 古河市諸川2599-1
ひたちなか店 ひたちなか市馬渡西谷津3860-1
水戸元吉田店 水戸市元吉田町1324-1

栃木県
備長扇屋
小山神鳥谷店 小山市神鳥谷1-1-41

やきとりの扇屋
宇都宮宮の内店 宇都宮市宮の内4-189-7
宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町字川原1924-1
栃木鹿沼店 鹿沼市西茂呂2-21-3
栃木真岡店 真岡市大谷新町16-2
佐野大町店 佐野市大町3028

群馬県
備長扇屋
高崎上中居店 高崎市上中居町字前屋敷770-4

やきとりの扇屋
群馬町店 高崎市棟高町83-5
伊勢崎宮前店 伊勢崎市宮前町62
伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町274
太田新井町店 太田市新井町532番7
館林富士原店 館林市富士原町903

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

埼玉県
備長扇屋
戸田店 戸田市新曽199-1
岩槻店 さいたま市岩槻区南平野3-7-9

やきとりの扇屋
入間藤沢店 入間市下藤沢1280-1
上尾井戸木店 上尾市井戸木2-15-8

北海道
本陣串や 
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

魚や一丁
札幌駅店 札幌市北区北6条西1丁目　JR高架下

青森県
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

岩手県
備長扇屋
盛岡南店 盛岡市向中野5-29-38

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

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

宮城県
備長扇屋
石巻立町店 石巻市立町2丁目4-37

やきとりの扇屋
仙台国分町店 仙台市青葉区国分町3-8-9　大西ビル1F
仙台富沢店 仙台市太白区大野田字五反田4-8 53B1L
名取杜せきのした店 名取市杜せきのした2-2-17
仙台荒井店 仙台市若林区なないろの里二丁目２６番地７

本陣串や
仙台花京院店 仙台市青葉区本町1-12-3

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
富谷店 黒川郡富谷町大清水1-33-1　イオンモール富谷2Ｆ
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

秋田県
やきとりの扇屋
秋田茨島店 秋田市茨島6-10-24
秋田新国道店 秋田市八橋鯲沼町９－４８－１

山形県
備長扇屋
山形春日町店 山形市春日町9-37

やきとりの扇屋
山形鉄砲町店 山形市荒楯町1-1-4

割引券が使用できる店舗
戸田公園店 戸田市本町4-16-17　1F
東浦和店 さいたま市緑区大牧1513
北越谷駅前店 越谷市北越谷4-21-8-1
南越谷駅前店 越谷市南越谷1-23-1
羽生西店 羽生市西3-21-6
狭山富士見店 狭山市富士見2-13-13
新座店 新座市野火止5-3-11
三芳藤久保店 入間郡三芳町藤久保781-1
上尾大谷店 上尾市大谷本郷字北久保719-1
北本中丸店 北本市中丸2-23
浦和美園店 さいたま市緑区美園４－６－６
八潮店 八潮市大瀬１－１１－１７
武蔵浦和店 さいたま市南区沼影1-15-12
三郷中央駅前店 三郷市中央3丁目1番地4
鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町6-35-19

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

双喜喜亭
熊谷店 熊谷市仲町74　八木橋百貨店７Ｆ

チャイナファン
草加店 草加市高砂２－９－１　丸井草加店８Ｆ

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
秩父店 秩父市上町１－５－９　矢尾ファミリーデパート５Ｆ
熊谷店 熊谷市仲町74　八木橋百貨店7F

とりげん
蕨店 蕨市中央1-1-7
吉川店 吉川市木売1-5-1
南越谷店 越谷市南越谷4-4-4

いちげん
戸田店 戸田市新曽199-1
北戸田店 戸田市新曽字2165-5
戸田公園店 戸田市本町4-16-17
南浦和店 さいたま市南区南本町2-26-3
武蔵浦和店 さいたま市南区沼影1-15-12
中浦和店 さいたま市南区鹿手袋2-790-3
南越谷店 越谷市南越谷4-3-1
北朝霞店 朝霞市西原1-5-12　ウイング北朝霞2階
新座店 新座市野火止5-3-11

串げん
西川口店 川口市並木2-19-5
戸田公園店 戸田市本町4-16-17

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
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

パステルイタリアーナ
丸井大宮店 さいたま市大宮区桜木町2-3　丸井大宮店7F
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
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

草加店 草加市高砂２－９－１　丸井草加店８Ｆ
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
熊谷店 熊谷市仲町74　八木橋百貨店７Ｆ

イタリアンバルパステル
八潮南店 八潮市大瀬５－１ー１２
北朝霞店 朝霞市西原1-5-12　ウイング北朝霞1階

イタリヤ食堂パステル
アリオ上尾店 上尾市大字壱丁目367番地　

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
東浦和店 さいたま市緑区東浦和7-48-5
所沢上安松店 所沢市上安松1116-1

千葉県
備長扇屋
市川本八幡店 市川市八幡3-1-7
新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5

やきとりの扇屋
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
千葉小深町店 千葉市稲毛区小深町115-2
千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443-20
千葉緑区役所前店 千葉市緑区おゆみ野3-41-9
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
南行徳店 市川市相之川4-16-1
西船橋店 船橋市西船4-11-11
北国分寺台店 市原市北国分寺台2丁目9-23
千葉富里店 富里市七栄440-4
流山おおたかの森駅前店 流山市東初石６丁目１８４－８
八千代緑が丘店 八千代市大和田新田１０９５－１４
市原青柳店 市原市千種5丁目1-4

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
八千代勝田台店 八千代市勝田台1-37-9
勝田台井野店 佐倉市井野1485

双喜喜亭
市原店 市原市青柳北１－１　アピタ市原店１Ｆ

いちげん
新松戸店 松戸市新松戸1-493
東松戸店 松戸市東松戸1丁目142番地
西船橋店 船橋市西船4-11-11
新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5
姉ヶ崎店 市原市姉崎東3-1-6

ぼちぼち
千葉中央店 千葉市中央区富士見2-13-1
本八幡駅前店 市川市南八幡3-6-18　ミーナアサヒビル2F

パステルイタリアーナ
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
松戸店 松戸市松戸１１４９－１　プラーレ松戸６Ｆ
市原店 市原市青柳北１－１　アピタ市原店１Ｆ

東京都
備長扇屋
東村山店 東村山市本町1-19-24

やきとりの扇屋
東水元店 葛飾区東水元4-4-1
八王子楢原店 八王子市楢原町1466
浅草店 台東区浅草2-1-15　ジェネパレス浅草1階
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
綾瀬駅前店 足立区綾瀬4-9-31　田中綾瀬ビル１Ｆ
竹ノ塚店 足立区竹ノ塚6-9-7　オークビル1F
西新井駅前店 足立区西新井栄町2-7-2
立石店 葛飾区立石1-19-7　西村コーポ2F
亀有駅前店 葛飾区亀有3-25-1　
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
世田谷梅丘店 世田谷区梅丘1-24-14　フリート梅丘1F
江戸川橋店 新宿区山吹町362　プレステージ362
立川曙町店 立川市曙町2-33-1　武蔵野ビル1F
八王子みなみ野店 八王子市西片倉3-1-10
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
浮間店 北区浮間4-32-11
京急雑色店 大田区仲六郷2-14-7
上板橋店 板橋区常盤台4-33-5　下村ビル１Ｆ

本陣串や
池上店 大田区池上7-6-8　エクセル池上1階
京王中河原駅前店 府中市住吉町5-1-1

焼肉扇屋
葛西店 江戸川区東葛西6-6-18

扇屋天
神田東口店 千代田区鍛冶町2-7-5 KKビル

BELLA BELLA
北千住店 足立区千住２－６２　大東通運ビル２Ｆ
錦糸町店 墨田区錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町１０Ｆ
大崎店 品川区大崎2-1-1　ThinkPark Plaza1F

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

手作りごちそう洋食たまち
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

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
日本橋店 中央区日本橋３ー６ー３ 日本橋フロントＢ１

パスタモーレ
上野店 台東区上野6-15-1　マルイ上野9F

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

いちげん
浮間店 北区浮間4-32-11
秋津店 東村山市秋津町 5-7-8　エミオ秋津 2F

紅とん
国際フォーラム前店 千代田区丸の内3-7-15

こだわりの中華 フーパオ

小籠包をはじめとする
点心と色々な中華麺

焼き鳥居酒屋 ビンチョウ オウギヤ /ヤキトリノオウギヤ

真心をこめた
おいしい炭火やきとり

洋食レストラン オーブンテイ／カプチーナ

心を込めて作った
自慢の洋食

中華レストラン ソウキテイ

家庭では味わえない
本格中華をお気軽に

刺身居酒屋 ウオヤ イッチョウ

『北海道とうまい魚』の専門店

炭火串焼き専門店 ニホンバシ ベニトン

働くお父さんの
エネルギー源

大阪下町の味　お好み焼き ボチボチ

本場の味わいをレトロな空間で

食彩厨房 イチゲン

和・洋・中バラエティ
豊かなメニュー

洋風居酒屋 ベッラベーラ／ビバリー

本場の味をカジュアルに
ワインとともに
お楽しみ下さい

パスタ&デザート パステル／パステル イタリアーナ

元気になれるおいしさ

ファミリーステーキハウス ステーキハウス マツキ

よりすぐりの“お肉”と
素敵な『ひととき』

焼き鳥居酒屋 ホンジン クシヤ

お手軽な価格で大満足



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
茅場町店 中央区日本橋茅場町3-5-3　日宝茅場町ビル
日本橋本店 中央区日本橋2-2-20　日本橋仲通りビル
新橋一丁目店 港区新橋1-3-16
新橋二丁目店 港区新橋2-3-6
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
田町店 港区芝5-16-7　芝ビル
上野ユースロード店 台東区上野6-16-7　D・B上野Ⅱ
上野御徒町店 台東区上野6-2-5　中本ビル
御徒町南口店 台東区上野5-20-3
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
門前仲町店 江東区富岡１-１-14　Casa sugita 1階
大井町店 品川区東大井町5-4-16　フレンドヒル品川1F
戸越銀座店 品川区平塚1-8-20　美和ビル1F
南新宿店 渋谷区代々木2-11-5　アクティブ新宿ビル１F
四ツ谷三丁目店 新宿区四谷3-7　かつ新ビル1階
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
曙橋通店 新宿区住吉町5-4　クオレ曙橋
高田馬場店 新宿区高田馬場2-15-10　城北ビル1F
大塚店 豊島区南大塚3-50-5　第一岸ビル1F

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
町田北口店 町田市中町1-2-3　新光中町ビル1階

魚や一丁
東京日本橋店 中央区日本橋3-6-2　日本橋フロントB1
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
新橋店 港区新橋3-16-2　太洋ビル2･3F
鶯谷店 台東区根岸1-1-21　栄楽ビル4F
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
新宿三光町店 新宿区新宿2-19-1　ビッグス新宿ビルB1
新宿西口店 新宿区西新宿1-8-1　新宿ビルディングB3
大塚店 豊島区南大塚2-45-8　大塚NSビルB1
町田店 町田市原町田6-9-19　コビルナ町田5F

北海道一丁/焼鳥ちきう
秋葉原店 千代田区外神田3丁目15-1　秋葉プレイス3F

パステル
ルミネ町田店 町田市原町田6-1-11　ルミネ町田店9F

パステルイタリアーナ
丸井錦糸町店 墨田区江東橋3-9-10　丸井錦糸町店7F

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

パステルカフェ
上野マルイ店 台東区上野6-15-1　上野マルイ店2F

ステーキハウス松木
八王子松木店 八王子市松木31-14　
小平店 小平市鈴木町１－２１８－１

チーズ＆パスタパステル
中野店 中野区中野3-34-27　マルイ中野店5Ｆ

神奈川県
備長扇屋
横浜関内店 横浜市中区蓬莱町2-3-1　杉山ビル1階

やきとりの扇屋
稲田堤店 川崎市多摩区菅2-3-2　イーストマンション１Ｆ
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
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
大和駅前店 大和市大和東1-7-3　鈴木ビル
高座渋谷店 大和市福田2152-1　
小田原駅前店 小田原市栄町2-1-21　椎野ビル1階
相模原下九沢店 相模原市中央区下九沢1514-1　
橋本駅前店 相模原市緑区橋本3-15-17　HKビル1F
港北新羽店 横浜市港北区新羽町1681　
二俣川店 横浜市旭区本村町101番地11　和田ビル1F

本陣串や
六角橋店 横浜市神奈川区六角橋1-2-5　１階
平塚紅谷町店 平塚市紅谷町5-3　みやまビル1F

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

オーブン亭
久里浜店 横須賀市久里浜４－４－１０　ウイング久里浜５Ｆ

シェーンズバーグ
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

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

ぼちぼち
川崎西口店 川崎市幸区大宮町5-3　
横浜白山店 横浜市緑区白山1-20-9　
本厚木店 厚木市中町3-1-23　

魚や一丁
川崎砂子店 川崎市川崎区砂子2-4-17　Cassia Kawasaki B1
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
横浜西口店 横浜市西区北幸1丁目11-15　横浜STビルB1

新横浜店 横浜市港北区新横浜2-6-25　
パステル

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
パステルアヴェニュー
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

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
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

イタリアンバルパステル
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
橋本駅前店 相模原市緑区橋本3-14-13

ステーキハウス松木
川崎明津店 川崎市高津区明津195　
さがみ野店 海老名市東柏ヶ谷3-14-1　

新潟県
備長扇屋
新潟亀田店 新潟市江南区亀田四ツ興野2-1-4　
新潟上木戸店 新潟市東区上木戸1-2-7　

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　
東三条店 三条市興野3-13-38　
新発田中央店 新発田市中央町4-8-13　

本陣串や
新潟紫竹山店 新潟市中央区紫竹山1-9-1　

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

富山県
やきとりの扇屋
富山天正寺南店 富山市秋吉亀田割59-1　
小杉店 射水市三ヶ2746-1　
砺波太郎丸店 砺波市太郎丸2丁目－9　
富山赤江店 富山市上赤江1丁目3番57号
富山空港通り店 富山市新根塚町2-9-11　

石川県
備長扇屋
金沢県庁前店 金沢市藤江北4-271　
金沢直江店 金沢市直江町41街区1　
金沢八日市店 金沢市八日市出町155-1　

やきとりの扇屋
野々市中央通り店 野々市市粟田6-365-1　
小松店 小松市白嶺町1丁目5-1　

双喜喜亭
金沢店 金沢市中村町10-20　アピタ金沢店１Ｆ
松任店 白山市幸明町280　アピタ松任店１Ｆ

山梨県
備長扇屋
山梨敷島店 甲斐市中下条1605-1　

やきとりの扇屋
甲府上石田店 甲府市上石田3丁目1684　
甲府国母店 甲府市国母8丁目4-26　

長野県
備長扇屋
長野稲田店 長野市稲田3-36-3　

やきとりの扇屋
長野南高田店 長野市南高田2-12-1　
上田上田原店 上田市大字上田原字苅原1112-1　
南松本店 松本市井川城3-7-26　
茅野店 茅野市ちの字本田2616-1　
佐久平店 佐久市大字岩村田字松ノ木1450-5　
塩尻広丘店 塩尻市広丘野村1660-1　

本陣串や
岡谷塚間店 岡谷市塚間町2-6-12　

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

岐阜県
備長扇屋
黒野店 岐阜市黒野723番地4　
岐阜金華橋北店 岐阜市早田栄町5-25　
大垣インター前店 大垣市築捨町5-109　
各務原飛行場駅前店 各務原市那加桜町2-329　
鵜沼羽場店 各務原市鵜沼羽場町4丁目116-2　

やきとりの扇屋
大垣熊野店 大垣市熊野町4-1　
高山けやき通り店 高山市昭和町三丁目159-18　

多治見店 多治見市弁天町2-41-1　
パステル
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

パステルガーデンアヴェニュー
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

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

静岡県
備長扇屋
函南店 田方郡函南町間宮350-11　
静岡ＳＢＳ通り店 静岡市駿河区豊田2-9-10　
浜松駅南店 浜松市中区砂山町326-1　サンサンビル
新所原店 湖西市梅田805-15　メゾン鈴木1F
鷲津駅前店 湖西市鷲津527-4　パルプラザ栄1F
浜松入野店 浜松市西区入野町937-1　
浜松高丘店 浜松市中区高丘東2丁目12-27　
浜松遠鉄自動車学校前店 浜松市東区小池町1578　

やきとりの扇屋
富士柚木店 富士市柚木字中道下333-6他　
富士中央店 富士市中央町3-8-17　
浜北東美薗店 浜松市浜北区東美薗202-4　
島田店 島田市中河町1937　
静岡千代田店 静岡市葵区千代田1丁目11番1号　

オリーブの実
島田店 島田市宝来町8-2　アピタ島田店１Ｆ

愛知県
備長扇屋
西尾道光寺店 西尾市道光寺町堰板5-1　
碧南店 碧南市照光町1丁目45-2　
刈谷東境店 刈谷市東境町町屋7-2　
刈谷築地店 刈谷市築地町2丁目12-9　
浮野店 名古屋市西区浮野町105-2　
中川八熊通り店 名古屋市中川区篠原橋通３丁目34　
緑区神の倉店 名古屋市緑区藤塚2丁目204　
緑区有松店 名古屋市緑区有松町大字桶狭間清水山5-1　
鶴舞駅前店 名古屋市中区千代田3-11-12　三浦ビル1F
大曽根駅前店　はなれ はなれ名古屋市北区大曽根3-13-25　
豊明店 豊明市三崎町井ノ花6番地1　
東浦駅前店 知多郡東浦町大字藤江字大坪13-1　
半田上浜店 半田市上浜町10-2　
東海荒尾店 東海市荒尾町寄亀64番地　
東海加木屋店 東海市加木屋町中平地30-6　
扶桑店 丹羽郡扶桑町高木白山前443　
犬山店 犬山市大字羽黒新田字鳥屋場19-1　
小牧市之久田店 小牧市小針一丁目60番地　
春日井白山店 春日井市白山町8-9-17
尾張旭印場店 尾張旭市東印場町4丁目5番地2　
一宮グルメ通り店 一宮市南印田2-1-9　
佐屋店 愛西市北一色町東田面20-1　
蟹江店 海部郡蟹江町錦3丁目41番地

やきとりの扇屋
豊橋西岩田店 豊橋市西岩田5丁目10-1　
豊橋藤沢店 豊橋市藤沢町112番地　
安城店 安城市篠目町ハゼ原14-1　
金山駅東口店 名古屋市熱田区波寄町23-9　
名古屋山王橋店 名古屋市中区松原3-1-27　
守山小幡店 名古屋市守山区小幡常燈21-7　
愛知みよし店 みよし市三好町上砂後12-1　
上豊田店 豊田市大清水町55番地　
知多つつじが丘店 知多市寺本新町1丁目186　
春日井勝川店 春日井市勝川新町3-54　
大治南店 海部郡大治町大字三本木字柳原125-1　
木曽川黒田店 一宮市木曽川町大字黒田二ノ通り13　
弥富店 弥富市鯏浦町東前新田95-2　
長久手図書館通り店 長久手市戸田谷123　
瀬戸陶原町店 瀬戸市陶原町3-22　

本陣串や
浄心駅前店 名古屋市西区花の木3-14-19　マルサンビル１Ｆ
黒川駅前店 名古屋市北区志賀南通1-25-1　
新栄店 名古屋市中区東桜２丁目19-10　1・2階

パステル
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　
アイモール三好店 みよし市三好町青木88　アイモール三好内1階

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

パステルイタリアーナ
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
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
アピタ長久手店 長久手市戸田谷901　アピタ長久手店1F

江南店 江南市松竹町上野２０５　アピタ江南西店１Ｆ
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

三重県
備長扇屋
四日市羽津店 四日市市城山町1245-2　
鈴鹿店 鈴鹿市三日市町字赤土田1071-6　
津駅前店 津市羽所町347　エイトビル
嬉野店 松坂市嬉野中川町20-1　

やきとりの扇屋
菰野店 三重郡菰野町大字菰野984-1　
四日市生桑店 四日市市小杉町字東川原415-1　
四日市日永店 四日市市日永5丁目1997番1　

オーブン亭
桑名店 桑名市中央町３－２１　アピタ桑名店２Ｆ

滋賀県
備長扇屋
彦根ベルロード店 彦根市長曽根南町433　
滋賀八日市店 東近江市八日市東本町17-1　

やきとりの扇屋
甲賀水口店 甲賀市水口町東名坂283　
長浜店 長浜市八幡中山町671　

京都府
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

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

大阪府
備長扇屋
三国駅前店 大阪市淀川区西三国3-5-3　
八尾志紀店 八尾市天王寺屋2-109-1　

やきとりの扇屋
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
高石店 高石市西取石3-17-18　
関目高殿店 大阪市旭区高殿7-1-28　
江坂店 吹田市江坂町1-17-8　
高槻西冠店 高槻市西冠3-31-1　AIビル1F
恵我之荘店 羽曳野市恵我之荘5-6-13　
河内長野原町店 河内長野市原町4-2-1　
泉佐野日根野店 泉佐野市日根野4326-1　

本陣串や
豊中服部店 豊中市服部元町1-3-10　

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
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

兵庫県
備長扇屋
姫路大津店 姫路市大津区西土井246-4　

やきとりの扇屋
神戸板宿店 神戸市須磨区大田町3-1　
伊丹西野店 伊丹市中野北3-4-8　
明石大久保駅前店 明石市大久保町駅前2丁目2-2　

本陣串や
立花駅前店 尼崎市立花町1-8-9　
加古川一色店 加古川市平岡町一色333　

奈良県
備長扇屋
阪奈西大寺店 奈良市菅原町43-3　
斑鳩店 生駒郡斑鳩町龍田1-3-12　
橿原坊城店 橿原市東坊城町448-15　

やきとりの扇屋
東生駒店 生駒市小明町429-1
大和高田店 大和高田市大字築山字弓矢尻126-1　
奈良片岡台店 北葛城郡上牧町片岡台1-1-8　

和歌山県
備長扇屋
和歌山新堀店 和歌山市小雑賀町1丁目106-1　
橋本彩の台店 橋本市あやの台1-1-3　

岡山県
備長扇屋
岡山下中野店 岡山市南区下中野1-2　

やきとりの扇屋
岡山駅前店 岡山市北区錦町1-14　

広島県
備長扇屋
廿日市串戸店 廿日市市串戸2-9-8　

やきとりの扇屋
広島可部店 広島市安佐北区可部7-8-8
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
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　

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

徳島県
備長扇屋
徳島北島店 板野郡北島町鯛浜字原46-18　

やきとりの扇屋
南田宮店 徳島市南田宮1-3-1　
徳島南昭和町店 徳島市南昭和町5-69-1　
徳島藍住店 板野郡藍住町奥野字和田122-1　
阿南店 阿南市富岡町木松16-1　

香川県
備長扇屋
善通寺店 善通寺市生野町1655　

やきとりの扇屋
高松東山崎店 高松市東山崎町字西原67-1　
高松サンフラワー通り店 高松市太田下町3023-15　
坂出室町店 坂出市室町3-3-7　
観音寺店 観音寺市坂本町7-5-33　
香川町店 高松市香川町大野54-1　

愛媛県
備長扇屋
いよ西条店 西条市朔日市767-1　

やきとりの扇屋
松山和泉店 松山市和泉南2丁目1-14　
松山谷町店 松山市谷町甲148-1　

高知県
やきとりの扇屋
高知大学前店 高知市曙町2-1-18　
高知南川添店 高知市南川添84番2　

福岡県
やきとりの扇屋
九大学研都市店 福岡市西区北原1-9-1　
福岡箱崎店 福岡市東区箱崎2-42-10　

■ 博多ラーメン鶴亀堂は利用できません。
■ 掲載の店舗は、予告なく閉店することがございますので、
　 あらかじめご了承ください。

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 519 早稲田松浦ビル 2 階
 TEL.03-5155-6802　http://www.via-hd.co.jp/


