ご利用可能店舗一覧
銀座 なみ木

〒104-0061 東京都中央区銀座8-5-5 ＭＳファーストビル 1Ｆ

03-6228-5988

とりいちず 西武新宿駅前店
とりいちず 池袋東口店
とりいちず 大井町西口店
とりいちず 五反田西口店
酉一途
西新宿店
とりいちず 人形町店
とりいちず 青物横丁店
とりいちず 浅草橋店
とりいちず 神田北口店
とりいちず 小岩北口店
とりいちず 町田中央通り店
とりいちず 花小金井北口店
とりいちず 関内店
とりいちず 鶴見東口店
とりいちず 鷺沼店
とりいちず 中山南口店
とりいちず 川口東口店
とりいちず 志木店
とりいちず 獨協大学前店
とりいちず 目白駅前店
とりいちず 駒込東口店
とりいちず 中野北口店
とりいちず 錦糸町店
とりいちず食堂 蕨西口駅前店
とりいちず 新横浜GEMS店

〒160-0021
〒171-0022
〒140-0014
〒141-0031
〒160-0023
〒103-0013
〒140-0004
〒111-0052
〒101-0047
〒133-0057
〒194-0013
〒187-0002
〒231-0045
〒230-0051
〒216-0007
〒226-0014
〒332-0017
〒352-0001
〒340-0011
〒171-0031
〒114-0015
〒164-0001
〒130-0022
〒335-0004
〒222-0033

東京都新宿区歌舞伎町1-26-6 灯ビル4Ｆ
東京都豊島区南池袋1-20-2 翠ビルＢ1
東京都品川区大井1-11-3 ＹＫ-6ビル2Ｆ
東京都品川区西五反田1-11-8 五反田第一大成ビル4Ｆ
東京都新宿区西新宿7-4-5 新宿ウエストスクエア2Ｆ
東京都中央区日本橋人形町3-7-10
東京都品川区南品川2-7-7
東京都台東区柳橋1-23-4 須賀ビル3Ｆ
東京都千代田区内神田3-19-7 神田北口駅前ビル3Ｆ
東京都江戸川区西小岩1-21-22
東京都町田市原町田4-5-8 いちご町田イーストビルＢ1
東京都小平市花小金井1-10-8 2、3Ｆ
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 亀楽ビル5Ｆ
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-27-6 田中ビル1Ｆ
神奈川県川崎市宮前区小台1-17-5 1Ｆ
神奈川県横浜市緑区台村町292-1 三経8ビル2Ｆ
埼玉県川口市栄町3-8-3 ｋａｗａｇｕｃｈ
ｉＥＸビル4Ｆ
埼玉県新座市東北2-37-11 プロスペールいそかわビル2Ｆ
埼玉県草加市栄町2-12 ＳＴＡＴ
ＩＯＮ ＰＬＡＺＡ2Ｆ
東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル1、2Ｆ
東京都北区中里2-1-1
東京都中野区中野5-59-11 筑紫屋ビル1Ｆ〜3Ｆ
東京都墨田区江東橋3-12-3 ARUTEMIS KEIYO 4F
埼玉県蕨市中央1-2-1 須賀家ビル1F、2F
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-17、18

03-6233-7490
03-5927-9634
03-6417-1378
03-6417-3403
03-5348-6866
03-6264-8247
03-6712-9357
03-5839-2163
03-6206-8444
03-6801-7695
042-850-8538

トントンびょうし
トントンびょうし
トントンびょうし
トントンびょうし
ねぎま屋 武蔵
ねぎま屋 武蔵

〒113-0034
〒132-0035
〒274-0063
〒273-0005
〒134-0084

東京都文京区湯島3-39-9 白石ビル1Ｆ
東京都江戸川区平井5-19-7 新村ビル101
ＬＤＩＮＧ1Ｆ
千葉県船橋市習志野台2-4-12 ＹＵＫＩＷＯ ＢＵＩ
千葉県船橋市本町4-2-5 白馬車ビル1Ｆ
東京都江戸川区東葛西6-6-3 大杉ビル1Ｆ

湯島本店
平井店
北習志野店
船橋店
葛西店
浅草橋店

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-13-4 浅草橋丹羽ビルＢ1

042-452-6173
045-325-9457
045-947-3945
044-789-9615
045-530-3506
048-229-1672
048-485-8727
048-951-3840
03-6908-3346
03-5980-7898
03-5942-9535
03-6284-0478
048-299-4883
※2018年8月オープン

03-5812-4602
03-6657-3648
047-436-8102
047-406-4526
03-6663-8427
03-5829-6948

〒180-0003
〒101-0047
〒160-0023
〒169-0073

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-5
東京都千代田区内神田3-12-2
東京都新宿区西新宿1-14-3
東京都新宿区百人町1-24-4

0422-24-6800
03-3525-4112
03-5990-5534
03-6279-3610

〒330-0802
〒153-0051
〒108-0074
〒106-0045
〒170-0002
〒144-0051
〒336-0027

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-51-2
東京都目黒区上目黒2-14-2
東京都港区高輪3-26-33 パル品川2F
東京都港区麻布十番2-32
東京都豊島区巣鴨2-4-4
東京都大田区西蒲田7-5-6
埼玉県さいたま市南区沼影1-8-22

048-614-6511
03-3794-7338
03-5423-6788
03-6435-1168
03-6903-4588
03-5713-0411
048-799-3955

星夜の宴 神田駅前店
星夜の宴 上野駅前店
星夜の宴 川崎駅前店

〒151-0053
〒160-0022
〒101-0044
〒101-0005
〒210-0006

東京都渋谷区代々木2-10-1 サンセイビル2Ｆ
東京都新宿区新宿3-36-2 キリンビル3Ｆ
東京都千代田区鍛冶町2-1-13 Ｂ1
東京都台東区上野2-12-23 ユーワンビル5Ｆ
神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-5 第一京浜ビル4Ｆ

03-5155-3650
03-5155-3651
03-5155-3654
03-5155-3653
03-5155-3495

順順餃子房 秋葉原本店
順順餃子房 秋葉原2号店
順順餃子房 馬喰町店
順順餃子酒場 大宮駅前店

〒110-0016
〒101-0025
〒103-0011
〒330-0846

東京都台東区台東1-7-2 秋州ビル1Ｆ
東京都千代田区神田佐久間町3-21
東京都中央区日本橋大伝馬町17-6 小谷商事ビル1Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-19 角井ビル2Ｆ

03-5688-9888
03-3866-6565
03-3663-9188
048-645-9888

シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト
シューズメイト

〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2 金子ビル1Ｆ
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-5-9 天下第一ビル1Ｆ
〒101-0023 東京都千代田区神田松永町16 オガミビル1Ｆ

肉あんかけチャーハン 炒王
肉あんかけチャーハン 炒王
肉あんかけチャーハン 炒王
肉あんかけチャーハン 炒王
鰓呼吸
鰓呼吸
鰓呼吸
鰓呼吸
鰓呼吸
海の子
KomuGi

吉祥寺本店
神田西口店
新宿西口店
新宿百人町店

大宮一番街店
中目黒店
品川店
麻布十番商店街店
巣鴨店
蒲田店
武蔵浦和店

星夜の宴 新宿本店
星夜の宴 新宿東南口店

神田北口店
神保町店
秋葉原店
小伝馬町店
人形町店
西新宿店
新橋店
赤坂見附店

〒103-0001
〒103-0012
〒160-0023
〒105-0003
〒107-0052

東京都中央区日本橋小伝馬町4-11 サンコービル1Ｆ
東京都中央区日本橋堀留町2-3-4 堀留寿ビル1Ｆ
東京都新宿区西新宿3-1-2 廣川ビル1Ｆ
東京都港区西新橋2-7-4 ＣＪビル1Ｆ
東京都港区赤坂4-1-1 小泉ビル1Ｆ

03-5297-7688
03-5283-7532
03-3526-3201
03-5645-2270
03-5643-1005
03-5321-9500
03-3519-5777
03-6277-6328

