
お持ち帰り天ぷら１００円キャンペーン 実施店舗

都道府県 業態 店舗名

北海道 はなまるうどん 新千歳空港店

北海道 はなまるうどん イオンモール苫小牧店

北海道 はなまるうどん イオンモール札幌平岡店

北海道 はなまるうどん イオンモール旭川駅前店

北海道 はなまるうどん イオンモール釧路昭和店

北海道 はなまるうどん イオン帯広店

北海道 はなまるうどん イオン札幌元町店

北海道 はなまるうどん イトーヨーカドー琴似店

北海道 はなまるうどん 札幌エスタ店

北海道 はなまるうどん イオン釧路店

青森県 はなまるうどん 十和田店

青森県 はなまるうどん むつ中央店

青森県 はなまるうどん 青森ELM店

青森県 はなまるうどん 弘前ヒロロ店

青森県 はなまるうどん イトーヨーカドー青森店

宮城県 はなまるうどん イオンタウン仙台泉大沢店

宮城県 はなまるうどん ザ・モール仙台長町店

宮城県 はなまるうどん イオンモール富谷店

宮城県 はなまるうどん イトーヨーカドー石巻あけぼの店

宮城県 はなまるうどん イオン仙台店

宮城県 はなまるうどん イオンスタイル仙台卸町店

宮城県 うまげな イオンスーパーセンター栗原志波姫店

宮城県 さぬき麺屋 仙台泉直売所店

宮城県 はなまるうどん イオン仙台店

宮城県 はなまるうどん イオンスタイル仙台卸町店

秋田県 はなまるうどん イオンモール大曲店

秋田県 はなまるうどん 秋田川元店

秋田県 はなまるうどん 秋田トピコ店

山形県 はなまるうどん 山形桧町店

山形県 はなまるうどん 山形鉄砲町店

山形県 はなまるうどん 天童南店

山形県 はなまるうどん イオンモール天童店

山形県 はなまるうどん イオンモール三川店

福島県 はなまるうどん 郡山フェスタ店

福島県 はなまるうどん イオン福島店

福島県 はなまるうどん イオンいわき店

福島県 はなまるうどん いわきエブリア店

茨城県 はなまるうどん イオンモール土浦店

茨城県 はなまるうどん 水戸エクセル店



茨城県 はなまるうどん 鹿嶋佐田店

茨城県 はなまるうどん シーマークスクエア店

茨城県 はなまるうどん イオンモール下妻店

茨城県 はなまるうどん イオン古河店

栃木県 はなまるうどん イオンモール佐野新都市店

栃木県 はなまるうどん 宇大前店

栃木県 はなまるうどん 小山城南店

栃木県 はなまるうどん 足利駅前店

栃木県 はなまるうどん ジョイフル本田宇都宮店

栃木県 はなまるうどん 宇都宮大曽店

栃木県 はなまるうどん イオンモール小山店

栃木県 はなまるうどん 宇都宮西原店

栃木県 はなまるうどん カインズホーム小山店

栃木県 はなまるうどん 宇都宮ベルモール店

群馬県 はなまるうどん ジョイフル本田千代田店

群馬県 うまげな ジョイフル本田新田店

埼玉県 はなまるうどん イオンモール北戸田店

埼玉県 はなまるうどん 入間東藤沢店

埼玉県 はなまるうどん カインズホーム鶴ヶ島店

埼玉県 はなまるうどん ウニクス南古谷店

埼玉県 はなまるうどん ホームズ所沢店

埼玉県 はなまるうどん マルイファミリー志木店

埼玉県 うまげな ららぽーと富士見店

埼玉県 うまげな 西武所沢店

埼玉県 はなまるうどん 北朝霞駅前店

埼玉県 はなまるうどん 川口駅前店

埼玉県 はなまるうどん 春日部店

埼玉県 はなまるうどん 大宮吉野町店

埼玉県 はなまるうどん イオン大宮店

埼玉県 はなまるうどん 草加青柳店

埼玉県 はなまるうどん 越谷レイクタウン店

埼玉県 はなまるうどん アリオ上尾店

埼玉県 はなまるうどん ウニクス伊奈店

埼玉県 うまげな イトーヨーカドー三郷店

埼玉県 さぬき麺屋 鷲宮直売所店

千葉県 はなまるうどん イオンモール津田沼店

千葉県 はなまるうどん イオンモール千葉ニュータウン店

千葉県 はなまるうどん 千葉山王町店

千葉県 はなまるうどん ジョイフル本田千葉ニュータウン店

千葉県 はなまるうどん 佐倉寺崎店

千葉県 はなまるうどん イオン市川妙典店

千葉県 はなまるうどん イトーヨーカドー四街道店

千葉県 はなまるうどん 浦安メトロピア店



千葉県 はなまるうどん ＴＸアベニュー流山おおたかの森店

千葉県 はなまるうどん イオン鎌取店

千葉県 はなまるうどん イオンタウン成田富里店

千葉県 はなまるうどん モラージュ柏店

千葉県 はなまるうどん イオンモール銚子店

千葉県 はなまるうどん カインズホーム茂原店

千葉県 はなまるうどん イオンタウンユーカリが丘店

千葉県 はなまるうどん プレナ幕張店

千葉県 はなまるうどん ビビット南船橋店

千葉県 はなまるうどん モリシア津田沼店

千葉県 はなまるうどん イオンモール八千代緑が丘店

千葉県 はなまるうどん イオンモール木更津店

千葉県 はなまるうどん イオン新浦安店

千葉県 はなまるうどん ニューコースト新浦安店

千葉県 はなまるうどん 柏マルイ店

千葉県 はなまるうどん ミスターマックス新習志野店

千葉県 はなまるうどん テラスモール松戸店

千葉県 はなまるうどん イトーヨーカドー松戸店

千葉県 はなまるうどん ワンズモール店

千葉県 はなまるうどん イオンモール幕張新都心店

千葉県 はなまるうどん イオン幕張店

千葉県 はなまるうどん アリオ市原店

千葉県 はなまるうどん イオンモール成田店

千葉県 うまげな セブンパークアリオ柏店

千葉県 つるさく イオンモール船橋店

東京都 はなまるうどん イオンフードスタイル船堀店

東京都 はなまるうどん イトーヨーカドー東大和店

東京都 はなまるうどん ファブ南大沢店

東京都 はなまるうどん ジョイフル本田瑞穂店

東京都 はなまるうどん 立川駅南口サザン店

東京都 はなまるうどん nonowa西国分寺店

東京都 はなまるうどん グリナード永山店

東京都 はなまるうどん イトーヨーカドー東久留米店

東京都 はなまるうどん nonowa東小金井店

東京都 はなまるうどん ザ・モールみずほ店

東京都 はなまるうどん イーアス高尾店

東京都 はなまるうどん ココリア多摩センター店

東京都 はなまるうどん 府中フォーリス店

東京都 はなまるうどん MINANO分倍河原店

東京都 はなまるうどん イトーヨーカドー武蔵境店

東京都 はなまるうどん イトーヨーカドー国領店

東京都 はなまるうどん 阿佐ヶ谷店

東京都 はなまるうどん 中野通り店



東京都 はなまるうどん 吉祥寺南口店

東京都 はなまるうどん 八王子駅北口店

東京都 はなまるうどん 多摩センター店

東京都 はなまるうどん 立川北口店

東京都 はなまるうどん 足立花畑店

東京都 はなまるうどん ダイバーシティ東京店

東京都 はなまるうどん イトーヨーカドー曳舟店

東京都 はなまるうどん 銀座ファイブ店

東京都 はなまるうどん 東京イースト21店

東京都 はなまるうどん イオン品川シーサイド店

東京都 はなまるうどん マチノマ大森店

東京都 はなまるうどん イオンスタイル南砂店

東京都 はなまるうどん ユアエルム青戸店

東京都 はなまるうどん コモレ四谷店

東京都 はなまるうどん イオン東雲店

東京都 はなまる屋 アクアシティお台場店

東京都 はなまる屋 五反田西口店

東京都 はなまる屋 高田馬場店

東京都 はなまる屋 渋谷明治通り店

東京都 はなまる屋 新橋日比谷通り店

東京都 はなまる屋 六本木六丁目店

東京都 はなまる屋 目黒駅東口店

東京都 はなまる屋 浅草橋駅前店

東京都 はなまるうどん ままともプラザ店

神奈川県 はなまるうどん イオン橋本店

神奈川県 はなまるうどん イトーヨーカドー湘南台店

神奈川県 はなまるうどん らびすた新杉田店

神奈川県 はなまるうどん イオン茅ヶ崎中央店

神奈川県 はなまるうどん アピタ長津田店

神奈川県 はなまるうどん イトーヨーカドー川崎店

神奈川県 はなまるうどん 伊勢原アクロスプラザ店

神奈川県 はなまるうどん イオン横須賀久里浜店

神奈川県 はなまるうどん 平塚四之宮店

神奈川県 はなまるうどん イトーヨーカドー古淵店

神奈川県 はなまるうどん ボーノ相模大野店

神奈川県 はなまるうどん コーナン港北インター店

神奈川県 はなまるうどん イオンスタイル東戸塚店

神奈川県 はなまるうどん ノースポートモール店

神奈川県 はなまるうどん MEGAドン・キホーテ港山下総本店店

神奈川県 はなまるうどん アピタテラス横浜綱島店

神奈川県 はなまるうどん イトーヨーカドー大船店

神奈川県 はなまるうどん イトーヨーカドー能見台店

神奈川県 はなまるうどん ニトリモール相模原店



神奈川県 はなまるうどん イオンモール大和店

神奈川県 うまげな ラゾーナ川崎店

神奈川県 讃岐うどん高松勅使 ららぽーと海老名店

神奈川県 つるさく イオン相模原店

富山県 はなまるうどん 富山天正寺店

富山県 はなまるうどん イオンモールとなみ店

富山県 はなまるうどん 富山ファボーレ店

富山県 はなまるうどん 富山駅前店

石川県 はなまるうどん 金沢入江店

石川県 はなまるうどん イオン御経塚店

石川県 はなまるうどん 金沢高尾台店

石川県 はなまるうどん イオンもりの里店

石川県 つるさく イオンモール新小松店

山梨県 はなまるうどん イオンモール甲府昭和店

長野県 はなまるうどん イオンモール佐久平店

長野県 はなまるうどん MIDORI長野店

長野県 はなまるうどん レイクウォーク岡谷店

長野県 はなまるうどん アルピコプラザ店

長野県 うまげな イオンモール松本店

岐阜県 はなまるうどん ラスパ御嵩店

岐阜県 はなまるうどん 屏風山PA上り店

岐阜県 はなまるうどん イオンモール大垣店

岐阜県 はなまるうどん ルビットタウン中津川店

静岡県 はなまるうどん＋吉野家 浜松アリーナ前店

静岡県 はなまるうどん 浜松西伊場店

静岡県 はなまるうどん 浜松高丘東店

静岡県 はなまるうどん サントムーン柿田川店

静岡県 うまげな マークイズ静岡店

愛知県 はなまるうどん 名古屋北区大我麻店

愛知県 はなまるうどん＋吉野家 安城横山店

愛知県 はなまるうどん イオンタウン豊橋橋良店

愛知県 はなまるうどん アピタ千代田橋店

愛知県 はなまるうどん アピタ鳴海店

愛知県 はなまるうどん イオン豊川店

愛知県 はなまるうどん 岡崎大樹寺店

愛知県 はなまるうどん 一宮八幡店

愛知県 はなまるうどん 尾張旭井田町店

愛知県 はなまるうどん 半田昭和町店

愛知県 はなまるうどん 刈谷日高町店

愛知県 はなまるうどん 長久手城屋敷店

愛知県 はなまるうどん 春日井瑞穂通店

愛知県 はなまるうどん 豊田下市場店

愛知県 はなまるうどん イオンタウン千種店



愛知県 はなまるうどん イオンモールナゴヤドーム前店

愛知県 はなまるうどん イオン瀬戸みずの店

愛知県 はなまるうどん ヴェルサウォーク西尾店

愛知県 はなまるうどん イオンモール常滑店

愛知県 はなまるうどん イオン豊橋南店

愛知県 はなまるうどん 豊橋駅前店

愛知県 はなまるうどん 尾張一宮PA上り店

愛知県 はなまるうどん 美合PA下り店

愛知県 うまげな イオンモール木曽川店

愛知県 うまげな イオンスタイル豊田店

愛知県 うまげな ららぽーと愛知東郷店

三重県 はなまるうどん イオンモール明和店

三重県 はなまるうどん 日永カヨー店

三重県 はなまるうどん イオンモール津南店

滋賀県 はなまるうどん ビバシティ彦根店

滋賀県 はなまるうどん フォレオ大津一里山店

京都府 はなまるうどん 京都新堀川店

京都府 はなまるうどん イオン洛南店

京都府 はなまるうどん BiVi二条店

京都府 つるさく イオンモール久御山店

京都府 はなまるうどん 舞鶴上安店

大阪府 はなまるうどん 和泉中央店

大阪府 はなまるうどん 東大阪御厨店

大阪府 はなまるうどん 鶴見緑地店

大阪府 はなまるうどん 生野勝山通り店

大阪府 はなまるうどん 東住吉湯里店

大阪府 はなまるうどん 大東新田旭町店

大阪府 はなまるうどん 東大阪三池橋店

大阪府 はなまるうどん 寝屋川葛原新町店

大阪府 はなまるうどん イトーヨーカドーあべの店

大阪府 はなまるうどん ビバモール寝屋川店

大阪府 はなまるうどん ニトリモール東大阪店

大阪府 はなまるうどん りんくうシークル店

大阪府 はなまるうどん イオン藤井寺店

大阪府 さぬき麺屋 鳳直売所店

大阪府 はなまるうどん イオン高槻店

大阪府 はなまるうどん 茨木宮島店

大阪府 はなまるうどん 豊中インター店

大阪府 はなまるうどん 摂津千里丘店

大阪府 はなまるうどん ニトリモール枚方店

大阪府 はなまるうどん かみしんプラザ店

大阪府 はなまるうどん みのおキューズモール店

大阪府 はなまるうどん 茨木上穂積店



兵庫県 はなまるうどん イトーヨーカドー甲子園店

兵庫県 はなまるうどん プレンティ専門店二番館店

兵庫県 はなまるうどん 東急プラザ新長田店

兵庫県 はなまるうどん イオン明石2番街店

兵庫県 はなまるうどん イオンジェームス山店

兵庫県 はなまるうどん 高速神戸駅店店

兵庫県 つるさく イオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 はなまるうどん 姫路山吹店

兵庫県 はなまるうどん 姫路土山店

兵庫県 はなまるうどん＋吉野家 飾磨浜国通り店

兵庫県 はなまるうどん 広畑高浜店

兵庫県 はなまるうどん グリーンプラザ・べふ店

兵庫県 はなまるうどん イオンモール加西北条店

兵庫県 はなまるうどん イオン尼崎店

兵庫県 はなまるうどん MEGAドン・キホーテ姫路広畑店

兵庫県 はなまるうどん ゆめタウン姫路店

兵庫県 はなまるうどん イオン洲本店

奈良県 はなまるうどん ミ・ナーラ店

和歌山県 はなまるうどん イオンモール和歌山店

和歌山県 はなまるうどん 大浦街道店

鳥取県 はなまるうどん イオンモール鳥取北店

鳥取県 はなまるうどん イオンモール日吉津店

鳥取県 はなまるうどん 米子夜見町店

島根県 はなまるうどん イオン松江店

島根県 つるさく イオンモール出雲店

島根県 はなまるうどん ゆめタウン出雲店

岡山県 はなまるうどん＋吉野家 倉敷児島店

岡山県 はなまるうどん 岡山新保店

岡山県 はなまるうどん 岡山今保店

岡山県 はなまるうどん 岡山西市店

岡山県 はなまるうどん 倉敷市役所東店

岡山県 はなまるうどん 岡山泉田店

岡山県 はなまるうどん 倉敷東塚店

岡山県 はなまるうどん 岡山高屋店

岡山県 はなまるうどん イオンモール津山店

広島県 はなまるうどん 広島五日市店

広島県 はなまるうどん 広島西原店

山口県 はなまるうどん ゆめタウン徳山店

山口県 はなまるうどん イオンタウン防府店

山口県 はなまるうどん ゆめタウン山口店

山口県 はなまるうどん ゆめタウン下松店

徳島県 はなまるうどん 徳島羽ノ浦店

徳島県 はなまるうどん 徳島国府町店



徳島県 はなまるうどん イオンモール徳島店

徳島県 はなまるうどん 徳島藍住店

香川県 はなまるうどん 丸亀城西店

香川県 はなまるうどん 多肥店

香川県 はなまるうどん 木太店

香川県 はなまるうどん 志度店

香川県 はなまるうどん 高松三条店

香川県 はなまるうどん 高松田町店店

香川県 はなまるうどん 高松兵庫町店店

香川県 はなまるうどん 高松中央インター店

香川県 はなまるうどん 高松円座店

香川県 はなまるうどん イオンモール綾川店

香川県 はなまるうどん ゆめタウン三豊店

香川県 はなまるうどん＋吉野家 イオンタウン観音寺店

香川県 はなまるうどん＋吉野家 ゆめタウン高松店

愛媛県 はなまるうどん 松山銀天街店店

愛媛県 はなまるうどん 松山竹原店

愛媛県 はなまるうどん 新居浜インター店

愛媛県 はなまるうどん イオンモール今治新都市店

愛媛県 はなまるうどん イオンスタイル松山店

愛媛県 はなまるうどん フジグラン重信店

愛媛県 はなまるうどん 東予店

愛媛県 はなまるうどん 11号松山久米店

愛媛県 はなまるうどん ニトリ新居浜店

福岡県 はなまるうどん ゆめタウン筑紫野店

福岡県 はなまるうどん サニーサイドモール小倉店

福岡県 はなまるうどん ゆめタウン行橋店

福岡県 はなまるうどん BRANCH博多パピヨンガーデン店

福岡県 はなまるうどん イオンモール直方店

長崎県 はなまるうどん させぼ五番街店

熊本県 はなまるうどん ゆめタウンサンピアン店

熊本県 はなまるうどん 熊本下通り店店

熊本県 はなまるうどん アンビー熊本店

大分県 はなまるうどん トキハわさだタウン店

大分県 はなまるうどん ゆめタウン別府店

大分県 はなまるうどん イオンモール三光店

沖縄県 はなまるうどん 天久リウボウ店

沖縄県 つるさく イオン具志川店

沖縄県 はなまるうどん イオン北谷店

沖縄県 つるさく イオン那覇店

沖縄県 はなまるうどん イオン名護店

沖縄県 はなまるうどん マックスバリュとよみ店

沖縄県 はなまるうどん 豊崎とみとん店



沖縄県 はなまるうどん＋吉野家 那覇空港店


