
【映画デリシャスパーティー♡プリキュアフェア】   実施店舗

はなまるうどん
都道府県 店舗名 住所

北海道 新千歳空港店 千歳市美々 新千歳空港内 国内線旅客ターミナルビル３階

北海道 イオンモール苫⼩牧店 苫⼩牧市柳町3丁⽬1-20 イオンモール苫⼩牧 フードコート

北海道 イオンモール札幌平岡店 札幌市清⽥区平岡三条5-3-1

北海道 イオン札幌元町店 札幌市東区北31条東15-1-1イオン札幌元町店フードコート１Ｆ

北海道 イトーヨーカドー琴似店 札幌市⻄区琴似2条1-4-1イトーヨーカドー琴似店フードコートＢ１Ｆ

北海道 札幌エスタ店 札幌市中央区北五条⻄２丁⽬1 札幌エスタB1Fフードコート

北海道 イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通７−２−５イオンモール旭川駅前１Fフードコート

北海道 札幌南郷店 札幌市⽩⽯区南郷通14-北3-4

北海道 イオンモール旭川⻄店 旭川市緑町23-2161-3

⻘森県 ⻘森ELM店 五所川原市⼤字唐笠柳字藤巻517-12階フードコート

⻘森県 弘前ヒロロ店 弘前市駅前町9-20ヒロロ4階フードコート

⻘森県 イトーヨーカドー⻘森店 ⻘森市浜⽥１−１４−１1階フードコート

⻘森県 イオンモール下⽥店 上北郡おいらせ町中野平40-1

⻘森県 ⼋⼾ピアドゥ店 ⼋⼾市沼館4-7-112 ⼋⼾ピアドゥ フードコート

⻘森県 ⼗和⽥店 ⼗和⽥市東⼀番町4-8

⻘森県 むつ中央店 むつ市中央２−２−３

岩⼿県 イオンモール盛岡南店 盛岡市本宮7丁⽬1番1号

岩⼿県 盛岡向中野店 盛岡市向中野1-9-43

宮城県 イオンタウン仙台泉⼤沢店 仙台市泉区⼤沢1-5-1

宮城県 ザ・モール仙台⻑町店 仙台市太⽩区⻑町7-20-3

宮城県 イオンモール富⾕店 富⾕市⼤清⽔上1丁⽬33-1

宮城県 イトーヨーカドー⽯巻あけぼの店 ⽯巻市あけぼの1-1-2 イトーヨーカドー⽯巻あけぼの フードコート

宮城県 仙台イービーンズ店 仙台市⻘葉区中央4丁⽬イービーンズ1階

宮城県 仙台おおまち店 仙台市⻘葉区⼀番町3丁⽬5-1 B1F

宮城県 イオン仙台店 仙台市⻘葉区中央2-3-6イオン仙台店 B1F

宮城県 イオンスタイル仙台卸町店 仙台市若林区卸町1丁⽬1 1階フードコート

宮城県 荒巻ワンダープラザ店 仙台市⻘葉区荒巻本沢３−７−１

秋⽥県 イオンモール⼤曲店 ⼤仙市和合字坪⽴177

秋⽥県 秋⽥川元店 秋⽥県秋⽥市川元開和町9番6号

秋⽥県 秋⽥トピコ店 秋⽥市中通7丁⽬1-2 トピコ1階

⼭形県 ⼭形桧町店 ⼭形市桧町4-5-12

⼭形県 ⼭形鉄砲町店 ⼭形市鉄砲町３−４−４４

⼭形県 イオンモール天童店 天童市芳賀⼟地区画整理事業地内34街区２階フードコート

⼭形県 イオンモール三川店 東⽥川郡三川町⼤字猪⼦字和⽥庫128-1 ２Ｆ

⼭形県 天童南店 天童市東芳賀3-1-15

福島県 郡⼭フェスタ店 郡⼭市⽇和⽥町字⼩原1

福島県 イオン福島店 福島市南⽮野⽬字⻄荒⽥50-17

福島県 イオンいわき店 いわき市平字三倉６８−１イオンいわき１Fフードコート

福島県 いわきエブリア店 いわき市⿅島町⽶⽥⽇渡５⿅島ショッピングセンターｴﾌﾞﾘｱ２Ｆフードコート

茨城県 イオンモール下妻店 下妻市堀篭972-1イオンモール下妻 2Ｆフードコート内

茨城県 イオン古河店 古河市旭町1-2-17イオン古河店1Fフードコート内



茨城県 イオンモール⼟浦店 ⼟浦市上⾼津367

茨城県 ⽔⼾エクセル店 ⽔⼾市宮町1-1-1 ⽔⼾エクセル１F

栃⽊県 宇⼤前店 宇都宮市峰4-23-14

栃⽊県 ⼩⼭城南店 ⼩⼭市⻄城南3-1-18

栃⽊県 ジョイフル本⽥宇都宮店 河内郡上三川町磯岡421-1

栃⽊県 宇都宮⼤曽店 宇都宮市上⼤曽町371-1

栃⽊県 イオンモール⼩⼭店 ⼩⼭市中久喜1467-1

栃⽊県 宇都宮⻄原店 宇都宮市⻄原3丁⽬3番17号

栃⽊県 カインズホーム⼩⼭店 ⼩⼭市⽴⽊1041

栃⽊県 宇都宮ベルモール店 宇都宮市陽東6-2-1 1階フードコート

栃⽊県 イオンモール佐野新都市店 佐野市⾼萩町1324-1

栃⽊県 ⾜利駅前店 ⾜利市伊勢町1-1-8

群⾺県 ジョイフル本⽥千代⽥店 ⾢楽郡千代⽥町⼤字萱野字若宮813−1 ジョイフル本⽥千代⽥店フードコート内

群⾺県 ⾼崎店 ⾼崎市緑町4-2-3

群⾺県 イオンモール太⽥店 太⽥市⽯原町81番地

群⾺県 イオンモール⾼崎店 ⾼崎市棟⾼町1400  3Fフードコート

群⾺県 伊勢崎宮⼦町店 伊勢崎市宮⼦町3635-9

群⾺県 フォレストモール新前橋店 前橋市古市町180番地 フォレストﾓｰﾙ新前橋

埼⽟県 イオンモール北⼾⽥店 ⼾⽥市美⼥⽊東1-3-1

埼⽟県 ⼊間東藤沢店 ⼊間市東藤沢3-65-5

埼⽟県 カインズホーム鶴ヶ島店 鶴ヶ島市三ツ⽊新町１−１−１３

埼⽟県 北朝霞駅前店 朝霞市⻄原１−１−２８

埼⽟県 ウニクス南古⾕店 川越市泉町3番1

埼⽟県 川⼝駅前店 川⼝市栄町3-8-3kawaguchi exビル1階

埼⽟県 ホームズ所沢店 所沢市⻘葉台1326-1 ホームズ所沢店１Fフードコート

埼⽟県 マルイファミリー志⽊店 志⽊市本町5丁⽬２６−１ マルイファミリー志⽊２階フードコート

埼⽟県 イオンタウンふじみ野店 ふじみ野市福岡２丁⽬１−６ イオンタウンふじみ野３階フードコート

埼⽟県 ピオニウォーク東松⼭店 東松⼭市あずま町四丁⽬3番地 ピオニウォーク東松⼭SC内

埼⽟県 春⽇部店 春⽇部市中央4-7-6

埼⽟県 草加⻘柳店 草加市⻘柳草加市⻘柳2−2−1

埼⽟県 越⾕レイクタウン店 越⾕市レイクタウン⼆丁⽬１番地６

埼⽟県 草加⻄町店 草加市⻄町943-1

埼⽟県 アリオ深⾕店 深⾕市上柴町⻄4-2-14 アリオ深⾕ フードコート内

埼⽟県 ベニバナウォーク桶川店 桶川市桶川都市計画事業下⽇出⾕東特定⼟地区画整理

埼⽟県 イトーヨーカドー⼤宮宮原店 さいたま市北区宮原町1-854-1 1F

埼⽟県 ⼤宮吉野町店 さいたま市北区吉野町2-199-8

埼⽟県 イオン⼤宮店 さいたま市北区櫛引町2-574-1 イオン⼤宮１Ｆ フードコート

埼⽟県 アリオ上尾店 上尾市壱丁⽬367 2F

埼⽟県 ウニクス伊奈店 北⾜⽴郡伊奈町学園2丁⽬188番地１ １Fフードコート

千葉県 イオンモール津⽥沼店 習志野市津⽥沼1-23-1

千葉県 イオン市川妙典店 市川市妙典5-3-1 イオン市川妙典フードコート

千葉県 浦安メトロピア店 浦安市北栄1-13-1 東京メトロ浦安駅構内

千葉県 プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張1階

千葉県 ビビット南船橋店 船橋市浜町2-2-7ビビット南船橋 ２Fフードコート

千葉県 モリシア津⽥沼店 習志野市⾕津1-16-1モリシア津⽥沼１Fフードコート



千葉県 イオン新浦安店 浦安市⼊船1-4-1イオン新浦安 １F

千葉県 ニューコースト新浦安店 浦安市明海4-1-1ニューコースト新浦安店内１Fフードコート

千葉県 ミスターマックス新習志野店 習志野市茜浜2丁⽬2-1ミスターマックス新習志野B棟2階

千葉県 イオン海浜幕張店 千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都⼼ファミリーモール３Fフードコート

千葉県 イオン海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野１−３ イオン幕張２Fフードコート

千葉県 ＴＸアベニュー流⼭おおたかの森店 流⼭市⻄初⽯6−182−3 ＴＸアベニュー流⼭おおたかの森 フードコート

千葉県 モラージュ柏店 柏市⼤⼭台2-3 モラージュ柏２Ｆフードコート

千葉県 テラスモール松⼾店 松⼾市⼋ケ崎2-8-1 テラスモール松⼾3階フードコート

千葉県 イトーヨーカドー松⼾店 松⼾市松⼾1149 2Fフードコート

千葉県 千葉⼭王町店 千葉市稲⽑区⼭王町339-1

千葉県 佐倉寺崎店 佐倉都市計画事業寺崎特定⼟地区画整理事業地内25街区6画地

千葉県 イトーヨーカドー四街道店 四街道市中央5番地 イトーヨーカドー四街道店 フードコート

千葉県 イオン鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3-16-1

千葉県 カインズホーム茂原店 茂原市腰当653−1カインズホーム茂原店 １Fフードコート

千葉県 イオンタウンユーカリが丘店 佐倉市⻄ユーカリが丘6-12イオンタウンユーカリが丘３Ｆフードコート

千葉県 イオンモール⼋千代緑が丘店 ⼋千代市緑が丘2-1-3イオンモール⼋千代緑が丘 ４F

千葉県 イオンモール⽊更津店 ⽊更津市築地1-4イオンモール⽊更津２Fフードコート

千葉県 ワンズモール店 千葉市稲⽑区⻑沼町330番地50 ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ１F

千葉県 アリオ市原店 市原市更級4-3-2 アリオ市原 フードコート

千葉県 イオンモール千葉ニュータウン店 印⻄市中央北3-2

千葉県 ジョイフル本⽥千葉ニュータウン店 印⻄市牧の原 ⼆丁⽬ 1番地

千葉県 イオンタウン成⽥富⾥店 成⽥市東町133 イオンタウン成⽥フードコート2階

千葉県 イオンモール銚⼦店 銚⼦市三崎町2-2660-1 イオンモール銚⼦2Fフードコート

千葉県 イオンモール成⽥店 成⽥市ウイング⼟屋24 イオンモール成⽥フードコート

東京都 ジョイフル本⽥瑞穂店 ⻄多摩郡瑞穂町殿ケ⾕442

東京都 成増駅前店 板橋区成増2-17-15 Ｂ1F

東京都 ⾜⽴花畑店 ⾜⽴区花畑5-14-1

東京都 秋葉原南店 千代⽥区神⽥須⽥町1-7-1 1F

東京都 飯⽥橋東⼝店 千代⽥区飯⽥橋4-8-13 ⼭商ビルB1Ｆ

東京都 神⽥駅前店 千代⽥区鍛冶町2-7

東京都 秋葉原昭和通り店 千代⽥区神⽥松永町1番地  宮沢ビル 中2階

東京都 ⽔道橋⻄⼝店 千代⽥区三崎町３−７−１⾦沢ビル地下1階

東京都 神保町店 千代⽥区神⽥神保町1丁⽬9-7-1稲垣ビル1階

東京都 上野センターモール店 台東区上野4-7-2 2階

東京都 浅草橋駅前店 台東区浅草橋1-30-1浅草橋東⼝ビル 地下1階

東京都 新宿⻄⼝店 新宿区⻄新宿1-12-1 ⾼倉第⼀ビルＢ1

東京都 ⾼⽥⾺場店 新宿区⾼⽥⾺場2-14-8 ＮＴビル1階-A号

東京都 新宿甲州街道店 新宿区⻄新宿1-18-6  ⻄新宿ユニオンビルB１

東京都 新宿東⼝モア街店 新宿区新宿3−23−14

東京都 南池袋⼆丁⽬店 豊島区南池袋2-26-7 城北ビル2階

東京都 池袋サンシャイン通り店 豊島区東池袋1-4-6⾼和ビルB1F

東京都 コモレ四⾕店 新宿区四⾕１丁⽬６−１ コモレ四⾕２Ｆ

東京都 Echika池袋店 東京都豊島区⻄池袋三丁⽬28番14号 171-0021東京メトロ池袋駅構内

東京都 ダイバーシティ東京店 江東区⻘海1-1-10 ダイバーシティー東京 フードコート

東京都 サンライズ蒲⽥店 ⼤⽥区⻄蒲⽥７−６６−３井⾨蒲⽥御園ビルB1



東京都 東京イースト21店 江東区東陽6-3-2東京イースト２１ １階

東京都 イオン品川シーサイド店 品川区東品川4丁⽬12-5イオン品川シーサイド フードコート

東京都 マチノマ⼤森店 ⼤⽥区⼤森⻄3-1-38 マチノマ⼤森2Fフードコート内

東京都 イオンスタイル南砂店 江東区南砂6-7-15イオン南砂店 ３Fフードコート

東京都 イオン東雲店 江東区東雲１−９−１０ イオン東雲２Fフードコート

東京都 アリオ北砂店 江東区北砂2丁⽬17-1  アリオ北砂１F フードコート

東京都 渋⾕公園通り店 渋⾕区宇⽥川町2-1 渋⾕ホームズＢ1F

東京都 ⽬⿊駅東⼝店 品川区上⼤崎2-15-17

東京都 ⾚坂⼀ツ⽊通り店 港区⾚坂3-19-9 オレンジボックスビル１F

東京都 渋⾕駅⻄⼝店 渋⾕区道⽞坂1-3-3 楠本ビルＢ１階

東京都 渋⾕明治通り店 渋⾕区渋⾕3丁⽬9-11 渋⾕アサヒビル1階

東京都 六本⽊六丁⽬店 港区六本⽊6-2-35ハマ六本⽊ビルB1

東京都 五反⽥⻄⼝店 品川区⻄五反⽥2-7-7誠実ﾋﾞﾙ地下1階

東京都 阿佐ヶ⾕店 杉並区阿佐⾕南1-47-10 1F

東京都 中野通り店 中野区中野5-67-6

東京都 吉祥寺南⼝店 武蔵野市吉祥寺南町1-1-4三河屋ビル Ｂ1F

東京都 イトーヨーカドー東⼤和店 東⼤和市桜ヶ丘2-142-1

東京都 ⽴川駅南⼝サザン店 ⽴川市柴崎町3-2-1 １F

東京都 nonowa⻄国分寺店 国分寺市⻄恋ケ窪２丁⽬１−１８ JR⻄国分寺駅構内

東京都 イトーヨーカドー東久留⽶店 東久留⽶市本町３−８−１ ３階新設フードコート内

東京都 イトーヨーカドー武蔵境 武蔵野市境南町2-3-6イトーヨーカドー武蔵境⼆市間B1階フードコート

東京都 ⽴川北⼝店 ⽴川市曙町2-7-5 ピタゴラスビル B1F

東京都 イトーヨーカドー武蔵⼩⾦井店 ⼩⾦井市本町6-14-9

東京都 イオンフードスタイル船堀店 江⼾川区船堀１−１−５１ １Fフードコート

東京都 ホームズ葛⻄店 江⼾川区東葛⻄9-3-6 ホームズ葛⻄店 1Fフードコート内

東京都 イトーヨーカドー曳⾈店 墨⽥区京島1丁⽬2-1イトーヨーカドー曳⾈1Fフードコート

東京都 ユアエルム⻘⼾ 葛飾区⻘⼾3-36-1ユアエルム⻘⼾5番街１F

東京都 千住ミルディス店 ⾜⽴区千住3-92 1F

東京都 京橋店 中央区京橋2-5-22

東京都 ⻁ノ⾨店 港区⻁ノ⾨1-1-21 ⻁ノ⾨実業会館１F

東京都 ⼋丁堀店 中央区⽇本橋茅場町3-8-5 松村ビル1階

東京都 新橋⽇⽐⾕通り店 港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル1F

東京都 ⽇本橋永代通り店 中央区⽇本橋2-1-21 第2東洋ビルB１階

東京都 茅場町店 中央区⽇本橋茅場町1-4-4 ⽊村實業5ビル1F

東京都 銀座松屋通り店 中央区銀座3-10-9 共同ビルＢ１Ｆ

東京都 銀座ファイブ店 中央区銀座5-1 銀座ファイブB1F

東京都 ファブ南⼤沢店 ⼋王⼦市南⼤沢2-3 ファブ南⼤沢

東京都 グリナード永⼭店 多摩市永⼭1-4グリナード永⼭101-2

東京都 イーアス⾼尾店 ⼋王⼦市東浅川町550-1イーアス⾼尾２階フードコート

東京都 ココリア多摩センター店 多摩市落合1-46-1ココリア多摩センターＢ１Ｆフードコート

東京都 多摩センター店 多摩市落合1-41-1マグレブWEST B棟2階

東京都 府中フォーリス店 府中市宮町1-41-1

東京都 MINANO分倍河原店 府中市⽚町3-22-26

東京都 イトーヨーカドー国領店 調布市国領町8-2-64イトーヨーカドー国領１階フードコート

東京都 ホームズ仙川店 調布市若葉町2-1-7 ホームズ仙川店フードコート内



神奈川県 イトーヨーカドー湘南台店 藤沢市⽯川6-2-1

神奈川県 伊勢原アクロスプラザ店 伊勢原市歌川2-5-1

神奈川県 平塚四之宮店 平塚市四之宮5-25-10

神奈川県 ⼤船駅前店 鎌倉市⼤船1-11-7

神奈川県 イトーヨーカドー⼤船店 鎌倉市⼤船6-1-1イトーヨーカドー⼤船 1Fフードコート

神奈川県 イオンモール⼤和店 ⼤和市下鶴間1-2-1 3Fフードコート

神奈川県 ミスターマックス湘南藤沢店 藤沢市辻堂新町4-3-5

神奈川県 らびすた新杉⽥店 横浜市磯⼦区杉⽥1-1-1

神奈川県 イオン茅ヶ崎中央店 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

神奈川県 アピタ⻑津⽥店 横浜市緑区⻑津⽥みなみ台4-7-1

神奈川県 イオン横須賀久⾥浜店 横須賀市久⾥浜5-13-1

神奈川県 ノースポートモール店 横浜市都筑区中川中央1-25-1ノースポート ３階フードコート内

神奈川県 上⼤岡店 横浜市港南区上⼤岡⻄2丁⽬1-28⾚い⾵船上⼤岡partⅡ 2階

神奈川県 アピタテラス横浜綱島店 横浜市港北区綱島東4-3-17アピタテラス横浜綱島2Fフードコート

神奈川県 イトーヨーカドー能⾒台店 横浜市⾦沢区能⾒台東３−１

神奈川県 イトーヨーカドー古淵店 相模原市南区古淵2-13-33

神奈川県 ボーノ相模⼤野店 相模原市南区相模⼤野3-2 bono相模⼤野 2階 

神奈川県 ニトリモール相模原店 相模原市南区⼤野台6丁⽬1-1ニトリモール相模原 3階フードコート

神奈川県 ⼤和駅前店 ⼤和市⼤和東1-3-13

神奈川県 綾瀬タウンヒルズＳＣ店 綾瀬市深⾕3733

神奈川県 イトーヨーカドー川崎店 川崎市川崎区⼩⽥栄2-2-1

神奈川県 横浜⻄⼝パルナード店 横浜市⻄区南幸2-7-15 横川ビル2階

神奈川県 コーナン港北インター店 横浜市都筑区折本町118番1

神奈川県 イオンスタイル東⼾塚店 横浜市⼾塚区品濃町535-14階フードコート

神奈川県 MEGAドン・キホーテ港⼭下総本店 横浜市中区新⼭下1-2-82階フードコート内

神奈川県 京急川崎駅前店 川崎市川崎区砂⼦1-1-10 夏原ビル1F

神奈川県 ホームズ川崎⼤師店 川崎市川崎区中瀬3-20-20

神奈川県 横浜ポルタ店 横浜市⻄区⾼島2-16 横浜ポルタB1

神奈川県 イオン橋本店 相模原市緑区橋本6-2-1

新潟県 佐渡佐和⽥店 佐渡市市野澤27

新潟県 リバーサイド千秋店 ⻑岡市千秋2-278

新潟県 イオンモール新潟南店 新潟市江南区下早通柳⽥１

新潟県 イオン上越店 上越市富岡3458 イオン上越１Fフードコート内

新潟県 イオン新潟⻘⼭店 新潟市⻄区⻘⼭2-5-1 イオン新潟⻘⼭フードコート

新潟県 イオンモール新発⽥店 新発⽥市住吉町5-11-5 イオンモール新発⽥ フードコート

富⼭県 富⼭天正寺店 富⼭市天正寺1050

富⼭県 イオンモールとなみ店 砺波市中神⼀丁⽬174番地イオンモールとなみ店 ２Ｆフードコート内

富⼭県 富⼭ファボーレ店 富⼭市婦中町下轡⽥165-1ファボーレ富⼭2階フードコート

富⼭県 富⼭駅前店 富⼭市明輪町１番７０号

⽯川県 ⾦沢⼊江店 ⾦沢市⼊江1-31

⽯川県 ⾦沢⾼尾台店 ⾦沢市⾼尾台4-126番

⽯川県 イオンもりの⾥店 ⾦沢市もりの⾥1-70 イオンもりの⾥フードコート

福井県 福井開発店 福井市開発4-407-1

福井県 8号線鯖江店 鯖江市神中町2-57

福井県 福井四ツ居店 福井市北四ツ居1丁⽬2-39



⼭梨県 イオンモール甲府昭和店 中巨摩郡昭和町飯喰1505-13階フードコート内

⻑野県 イオンモール佐久平店 佐久市佐久平駅南11-10

⻑野県 MIDORI⻑野店 ⻑野市南千歳１−２２−６

⻑野県 レイクウォーク岡⾕店 岡⾕市銀座1-1-5レイクウォーク岡⾕２F

⻑野県 鶴賀店 ⻑野市東鶴賀町72-1

⻑野県 佐久店 佐久市⼤字野沢字下北⽥307-1

⻑野県 松本筑摩店 松本市筑摩3-28-1

⻑野県 ⻑野⼤⾖島店 ⻑野市⼤字⼤⾖島字樋掛４０６２番

岐⾩県 ラスパ御嵩店 可児郡御嵩町上恵⼟1052-1

岐⾩県 屏⾵⼭PA上り店 瑞浪市⼟岐町字安⾼3282-5 中央道上り屏⾵⼭ＰＡ内

岐⾩県 イオンモール⼤垣店 ⼤垣市外野2丁⽬100番地 イオンモール⼤垣内フードコート

岐⾩県 ルビットタウン中津川店 中津川市淀川町3-8ルビットタウン中津川店 ２F

岐⾩県 岐⾩関店 関市⼭⽥649-1・2

岐⾩県 岐⾩柳津店 岐⾩市柳津町流通センター1-40

静岡県 イオンモール浜松志都呂店 浜松市⻄区志都呂2-37-1

静岡県 サンストリート浜北店 浜松市浜北区平⼝2861

静岡県 浜松⻄伊場店 浜松市中区⻄伊場町64-26

静岡県 浜松⾼丘東店 浜松市中区⾼丘東1-1-4

静岡県 サントムーン柿⽥川店 駿東郡清⽔町⽟川61-2 サントムーン柿⽥川１Fフードコート

静岡県 アピタ静岡店 静岡市駿河区⽯⽥1-5-1

静岡県 イオンタウン富⼠南店 富⼠市鮫島118-10

静岡県 ベイドリーム清⽔店 静岡市清⽔区駒越北町8番1号 ベイドリーム清⽔内フードコート

静岡県 浜松アリーナ前店 浜松市東区⼤蒲町86-7

愛知県 アピタ千代⽥橋店 名古屋市千種区千代⽥橋2-1-1

愛知県 アピタ鳴海店 名古屋市緑区鳴海町字伝治⼭3-9

愛知県 尾張旭井⽥町店 尾張旭市井⽥町3-210

愛知県 ⻑久⼿城屋敷店 ⻑久⼿市城屋敷1218

愛知県 名駅笹島店 名古屋市中村区名駅4丁⽬26−7 名駅UFビル1F

愛知県 イオンタウン千種店 名古屋市千種区千種2-16-13 イオンタウン千種 フードコート

愛知県 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 イオンモールナゴヤドーム前 フードコート

愛知県 イオン瀬⼾みずの店 瀬⼾市みずの坂2丁⽬253 イオン瀬⼾みずの フードコート

愛知県 名古屋北区⼤我⿇店 名古屋市北区⼤我⿇町64

愛知県 ⼀宮⼋幡店 ⼀宮市⼋幡5-1-1

愛知県 春⽇井瑞穂通店 春⽇井市瑞穂通2丁⽬163

愛知県 イオンタウン豊橋橋良店 豊橋市橋良町字向⼭20-1

愛知県 イオン豊川店 豊川市開運通2-31

愛知県 岡崎⼤樹寺店 岡崎市⼤樹寺3-3-14

愛知県 豊⽥下市場店 豊⽥市下市場町6-55

愛知県 ヴェルサウォーク⻄尾店 ⻄尾市⾼畠町3丁⽬166−4 ヴェルサウォーク フードコート

愛知県 イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１−１２イオン豊橋南店 フードコート２F

愛知県 豊橋駅前店 豊橋市駅前⼤通1-135

愛知県 半⽥昭和町店 半⽥市昭和町4-46

愛知県 刈⾕⽇⾼町店 刈⾕市⽇⾼町2-201

愛知県 イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町２丁⽬２０番３２階フードコート

愛知県 尾張⼀宮PA上り店 ⼀宮市丹陽町三ツ井東⾦浦２７０９尾張⼀宮PA（上り）内



愛知県 美合PA下り店 岡崎市市場町御成箇3-41美合PA（下り）内

愛知県 安城横⼭店 安城市横⼭町浜畔上48-1

三重県 イオンモール明和店 多気郡明和町中村1223番地 イオンモール明和フードコート

三重県 ⽇永カヨー店 四⽇市市⽇永4-2-41 １F

三重県 イオンモール津南店 津市⾼茶屋⼩森町145イオンモール津南店３Fフードコート

滋賀県 ビバシティ彦根店 滋賀県彦根市⽵ヶ⿐町43-21階レストラン街

滋賀県 フォレオ⼤津⼀⾥⼭店 ⼤津市⼀⾥⼭７−１−１

滋賀県 滋賀東草津店 草津市東草津4-1-1

滋賀県 オメガ湖南店 湖南市吉永吉永字中川原344番

京都府 京都新堀川店 京都市伏⾒区⽵⽥松林町8番

京都府 京都錦店 京都市中京区錦⼩路通東洞院東⼊⻄⿂屋町599 エムカーザ１階

京都府 イオン洛南店 京都市南区吉祥院御池町31イオン洛南店フードコート

京都府 BiVi⼆条店 京都市中京区⻄ノ京栂尾町107BiVi⼆条1F

⼤阪府 和泉中央店 和泉市池⽥下町157-2

⼤阪府 東⼤阪御厨店 東⼤阪市御厨6丁⽬2−7

⼤阪府 鶴⾒緑地店 ⼤阪市鶴⾒区浜5丁⽬南1-22

⼤阪府 ⽣野勝⼭通り店 ⽣野区巽北1-8-24

⼤阪府 東住吉湯⾥店 ⼤阪市東住吉区湯⾥6-6-17

⼤阪府 ⼤東新⽥旭町店 ⼤東市新⽥旭町3-8

⼤阪府 東⼤阪三池橋店 東⼤阪市⽟串町東3-2-10

⼤阪府 ニトリモール東⼤阪店 東⼤阪市⻄岩⽥2-3-25 ニトリモール東⼤阪 フードコート

⼤阪府 りんくうシークル店 泉佐野市りんくう往来南3番地りんくうプレジャータウン2Ｆフードコート

⼤阪府 イオン藤井寺店 藤井寺市岡2丁⽬10-11１Fフードコート

⼤阪府 イオン⾼槻店 ⾼槻市萩之庄3-47-2

⼤阪府 茨⽊宮島店 茨⽊市宮島1-3-15

⼤阪府 豊中インター店 豊中市庄内宝町2丁⽬6-34

⼤阪府 寝屋川葛原新町店 寝屋川市葛原新町9番13号

⼤阪府 摂津千⾥丘店 摂津市千⾥丘5丁⽬4-13

⼤阪府 ビバモール寝屋川店 寝屋川市寝屋南2丁⽬22番1号 ビバモールフードコート内

⼤阪府 みのおキューズモール店 箕⾯市⻄宿１−１５−３０ キューズモールセンター棟２階フードコート

⼤阪府 茨⽊上穂積店 茨⽊市上穂積2-12-36

⼤阪府 ニトリモール枚⽅店 枚⽅市北⼭⼀丁⽬２番１号２階フードコート内

⼤阪府 天神橋筋三丁⽬店 ⼤阪市北区天神橋3-3-19

⼤阪府 ⼤阪江坂店 吹⽥市豊津町9-44 B1F

⼤阪府 イトーヨーカドーあべの店 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 イトーヨーカドーあべの店Ｂ１階フードコート内

⼤阪府 難波なんさん通り店 ⼤阪市中央区難波千⽇前13-10アソルティなんばビル1Ｆ 06-6643-0870

⼤阪府 せんば⼼斎橋筋店 ⼤阪市中央区久太郎町3-6-8御堂筋ダイワビル１F

⼤阪府 北新地店 ⼤阪市北区曽根崎新地1−8−19 梅新ビル２F

⼤阪府 南本町⼆丁⽬店 ⼤阪市中央区南本町２−４−１１

⼤阪府 ⼤阪⼼斎橋店 ⼤阪市中央区⼼斎橋筋2-8-7 甲⼦ビル1階

兵庫県 イトーヨーカドー甲⼦園店 ⻄宮市甲⼦園⼋番町１−１００１Fフードコート内

兵庫県 プレンティ専⾨店⼆番館店 神⼾市⻄区糀台5丁⽬2番3号1階レストラン街

兵庫県 元町1番街店 神⼾市中央区元町通１-８-２眞砂ビル

兵庫県 ⾼速神⼾駅店 神⼾市中央区多聞通3丁⽬３−１３⾼速神⼾駅構内

兵庫県 東急プラザ新⻑⽥店 神⼾市⻑⽥区若松町5-5-1



兵庫県 イオン明⽯2番街店 明⽯市⼤久保町ゆりのき通2丁⽬3番1号イオン明⽯2番街1階フードコート内

兵庫県 イオンジェームス⼭店 神⼾市垂⽔区⻘⼭台7-7-1イオンジェームス⼭店１Fフードコート

兵庫県 イオンスタイル洲本店 洲本市塩屋1丁⽬1番8号イオン洲本店１Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

兵庫県 イオン尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-181階フードコート内

兵庫県 姫路⼭吹店 姫路市⼭吹2-13-55

兵庫県 姫路⼟⼭店 姫路市⼟⼭1-6-12

兵庫県 広畑⾼浜店 姫路市広畑区⾼浜町1-95

兵庫県 グリーンプラザ・べふ店 加古川市別府町緑町2

兵庫県 イオンモール加⻄北条店 加⻄市北条町北条３０８−１イオンモール加⻄北条フードコート２F

兵庫県 MEGAドン・キホーテ姫路広畑店 姫路市広畑区夢前町1-1-1 1Ｆ

兵庫県 ゆめタウン姫路店 姫路市神⼦岡前3丁⽬12-17ゆめタウン姫路２Fフードコート

兵庫県 姫路下野⽥店 姫路市飾磨区下野⽥1-171

兵庫県 飾磨浜国通り店 姫路市飾磨区構1150-1

奈良県 ミ・ナーラ店 奈良市⼆条⼤路南１−３−１ミ・ナーラ １F

和歌⼭県 イオンモール和歌⼭店 和歌⼭市中字楠⾕５７３番地モール棟３階

和歌⼭県 ⼤浦街道店 和歌⼭市⾈津町2-10-4

⿃取県 イオンモール⿃取北店 ⿃取市晩稲348

⿃取県 イオンモール⽇吉津店 ⻄伯郡⽇吉津村⽇吉津1160-1

⿃取県 ⽶⼦夜⾒町店 ⽶⼦市夜⾒町2936-2

島根県 イオン松江店 松江市東朝⽇町151

島根県 ゆめタウン出雲店 出雲市⼤塚町650-1

岡⼭県 岡⼭新保店 岡⼭市南区新保1192-5

岡⼭県 岡⼭今保店 岡⼭市北区今保96

岡⼭県 岡⼭⻄市店 岡⼭市南区⻄市432-1

岡⼭県 倉敷市役所東店 倉敷市新⽥1310-11086-435-0870

岡⼭県 岡⼭泉⽥店 岡⼭市南区泉⽥⼀丁⽬14番12号

岡⼭県 倉敷東塚店 倉敷市東塚1-2-52

岡⼭県 岡⼭⾼屋店 岡⼭市中区⾼屋336-1

岡⼭県 イオンモール津⼭店 津⼭市河辺1000-1

岡⼭県 倉敷中島店 倉敷市中島1387-3

岡⼭県 倉敷児島店 倉敷市児島下の町2-1576-1

広島県 広島五⽇市店 広島市佐伯区吉⾒園1-9 児⽟ビル1F

広島県 広島⻄原店 広島市安佐南区⻄原9-14-1

広島県 広島⽴町店 広島市中区⽴町4-1 ケーアイビル1階

広島県 ゆめタウン東広島店 東広島市⻄条⼟与丸1丁⽬5-7ゆめタウン東広島フードコート

広島県 福⼭三吉店 福⼭市三吉町南2-8-24

⼭⼝県 ゆめタウン徳⼭店 周南市⻘⼭町1番18号ゆめタウン徳⼭ ２Fフードコート

⼭⼝県 イオンタウン防府店 防府市鐘紡町7-1イオンタウン防府店 ２階フードコート

⼭⼝県 ゆめタウン⼭⼝店 ⼭⼝市⼤内千坊6丁⽬9-1ゆめタウン⼭⼝1F フードコート

⼭⼝県 ゆめタウン下松店 下松市中央町21-3

徳島県 徳島藍住店 板野郡藍住町勝端⻄勝地57-5

徳島県 徳島⽻ノ浦店 阿南市⽻ノ浦町宮倉字芝⽣6-1

徳島県 徳島国府町店 徳島市国府町観⾳寺629-1

徳島県 イオンモール徳島店 徳島市南末広町4-1イオンモール徳島3Fフードコート

徳島県 徳島沖浜店 徳島市問屋町162



⾹川県 坂出⽩⾦店 坂出市⽩⾦町3-8-29

⾹川県 丸⻲城⻄店 丸⻲市城⻄町⼆丁⽬1番7号

⾹川県 多肥店 ⾼松市多肥下町433

⾹川県 ⽥町店 ⾼松市⽥町14-5

⾹川県 ⽊太店 ⾼松市⽊太町3区1831-2

⾹川県 志度店 さぬき市志度758

⾹川県 ⾼松三条店 ⾼松市三条町310-2

⾹川県 ⾼松中央インター店 ⾼松市⽊太町9区571-3

⾹川県 ⾼松兵庫町店 ⾼松市兵庫町10-1

⾹川県 ⾼松円座店 ⾼松市円座町字永井1037-1

⾹川県 イオンモール綾川店 綾歌郡綾川町萱原822-1

⾹川県 ゆめタウン三豊店 三豊市豊中町本⼭甲22番

⾹川県 イオンタウン観⾳寺店 観⾳寺市昭和町1-3-18イオンタウン観⾳寺ショッピングセンター内

⾹川県 ゆめタウン⾼松店 ⾼松市上天神町326-1ゆめタウン⾼松 東館2階フードコート

愛媛県 松⼭銀天街店 松⼭市湊町4-8-1

愛媛県 松⼭⽵原店 松⼭市⽵原町623-1

愛媛県 新居浜インター店 新居浜市船⽊4629-4

愛媛県 イオンモール今治新都市店 今治市にぎわい広場１番地１１階フードコート

愛媛県 フジグラン重信店 東温市野⽥3-1-13

愛媛県 イオンスタイル松⼭店 松⼭市天⼭1-13-5

愛媛県 東予店 ⻄条市周布344-1

愛媛県 ニトリ新居浜店 新居浜市磯浦町13-61

愛媛県 11号松⼭久⽶店 松⼭市久⽶窪⽥町844-1

愛媛県 松⼭⼭越店 松⼭市⼭越5-6-20

愛媛県 今治喜⽥村店 今治市喜⽥村2-4-41

愛媛県 今治⽚⼭店 今治市⽚⼭3-9-31

⾼知県 ⾼知インター⽇の出店 ⾼知市⽇の出町2-12

⾼知県 ⾼知四万⼗店 四万⼗市具同2540-1

福岡県 ゆめタウン筑紫野店 筑紫野市針摺東3丁⽬3番1号本館1階フードコート

福岡県 ゆめタウン⾏橋店 ⾏橋市⻄宮市3丁⽬８−１1階フードコート

福岡県 BRANCH博多パピヨンガーデン店 福岡市博多区千代⼀丁⽬２−１ BRANCHI博多パピヨンガーデン１F

福岡県 イオンモール直⽅店 直⽅市湯野原2-1-1 イオン直⽅ＳＣ内36510

⻑崎県 佐世保四ヶ町店 佐世保市上京町５−９

⻑崎県 させぼ五番街店 佐世保市新港町2-7プロムナード東ゾーン１階

熊本県 熊本下通り店 熊本市中央区安政町1番27 2F

熊本県 ゆめタウンサンピアン店 熊本市東区上南部2丁⽬２−２ゆめタウンサンピアン３Fフードコート

熊本県 アンビー熊本店 合志市⽵迫2253-1

⼤分県 トキハわさだタウン店 ⼤分市⽟沢字楠本755番地の1

⼤分県 ゆめタウン別府店 別府市楠町３８２-７ゆめタウン別府３Ｆフードコート

⼤分県 イオンモール三光店 中津市三光佐知1032 イオンモール三光１Fフードコート

⿅児島県 ⿅児島東千⽯店 ⿅児島市東千⽯町2-1

沖縄県 天久リウボウ店 那覇市天久1-2-1

沖縄県 イオン北⾕店 中頭郡北⾕町美浜8-3 2Fフードコート

沖縄県 イオン名護店 名護市字名護⾒取川原4472-  1Fフードコート

沖縄県 マックスバリューとよみ店 豊⾒城市字根差部710



うまげな、つるさく、さぬき麺屋、讃岐うどん⾼松勅使
都道府県 店舗名 住所

岩⼿県 イオンモール盛岡店 盛岡市前潟4-7-1

宮城県 イオンスーパーセンター栗原志波姫店 栗原市志波姫新熊⾕１

宮城県 仙台泉直売所 仙台市泉区泉中央1-5-1 アリオ仙台泉フードコート

群⾺県 ジョイフル本⽥新⽥店 太⽥市新⽥市野井町592-13

埼⽟県 ららぽーと富⼠⾒店 富⼠⾒市⼭室1丁⽬1313 1階フードコート

埼⽟県 ⻄武所沢店 所沢市⽇吉町12-1⻄武所沢SC１階フードコート

埼⽟県 イトーヨーカドー三郷店 三郷市天神2-22  1F

埼⽟県 アリオ鷲宮店  久喜市久本寺字⾕⽥7− 1 アリオ鷲宮 フードコート

千葉県 セブンパークアリオ柏店 柏市⼤島⽥950-1

千葉県 イオンモール船橋店 船橋市⼭⼿1-1 イオンモール船橋店 フードコート

東京都 アリオ⻄新井店 ⾜⽴区⻄新井栄町1-20-1

神奈川県 ららぽーと海⽼名店 神奈川県海⽼名市扇町13番1号ららぽーと海⽼名3階37400フードコート内

神奈川県 ららぽーと湘南平塚店 平塚市天沼10-1ららぽーと湘南藤沢 ３階フードコート

神奈川県 ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町７２−１ ラゾーナ川崎 フードコート

神奈川県 イトーヨーカドーららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町4035-1１階フードコート

神奈川県 うまげなグランツリー武蔵⼩杉店 川崎市中原区新丸⼦東３−１１３５ ４階フードコート

神奈川県 イオン相模原店 相模原市南区古淵1-10-1 イオン相模原１Fフードコート

⻑野県 イオンモール松本店 松本市中央4-9-51イオンモール松本 ⾵庭 3F

静岡県 マークイズ静岡店 静岡市葵区柚⽊1026番地 マークイズ静岡フードコート

静岡県 新静岡セノバ店 静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ フードコート

愛知県 イオンモール⽊曽川店 ⼀宮市⽊曽川町⿊⽥字南⼋ツヶ池25‐1 

愛知県 イオンスタイル豊⽥店 豊⽥市広路町１−１

愛知県 ららぽーと愛知東郷町店 愛知郡東郷町東郷中央⼟地区画整理事業62街区１・３ ららぽーと愛知東郷２Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

京都府 イオンモール久御⼭店 久世郡久御⼭町森南⼤内156-1 イオン久御⼭店 フードコート

⼤阪府 さぬき麺屋鳳直売所 堺市⻄区鳳南町3-199-12号 アリオ鳳

兵庫県 イオンモール伊丹昆陽店 伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽ショッピングセンター３３９区画

島根県 イオンモール出雲店 出雲市渡橋町1066３階フードコート

沖縄県 イオン具志川店 うるま市字前原幸崎原303 2Fフードコート

沖縄県 イオン那覇店 那覇市⾦城5-10-2


