平成27年9月25日
お客さま各位

JAF会員様プレミアムカタログ2015～16年版
「四六時中」対象 割引クーポン券ご利用店舗のご案内
平素より、弊社店舗をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、JAF会員様向けに発行されておりますプレミアムカタログ2015～16年版に、弊社
「四六時中」にて、ご利用いただける「割引クーポン券」が掲載されております。
こちらのクーポン券をご利用いただける店舗につきまして、多数のお問合せを頂戴しており
ますので、改めて以下の通りご案内をいたします。
ぜひお近くの「四六時中」に本クーポン券をお持ちの上、ご来店頂けますことを、従業員一同
心よりお待ち申し上げております。
１．クーポン券の割引サービス内容
（１） ご飲食代 3,240円（税込み）以上で ２０％割引いたします。
（２） ソフトドリンクセットを100円でご提供いたします。 （４名様まで）
（３） ご利用方法：１会計で１枚、ＪＡＦ会員番号を記載の上、ご注文時にご提示ください。
※詳しくは、プレミアムカタログ、本クーポン券の表裏面をご確認ください。
２．よくお問い合わせいただきます内容について
（１）このクーポン券は、何名で行っても、使えますか？
→ お会計は１会計とさせていただきますが、何名様でもご利用いただけます。
但し、ソフトドリンクセット100円のサービスのみ、4名様までとなります。
（２） ソフトドリンクセット100円で提供、って、どんなサービスですか？
→ お料理ご注文１品につきソフトドリンク１杯を100円でご提供しております。
本券１枚で４名様までご利用いただけます。
（３） プレミアムカタログに掲載されている写真の料理が食べたいんだけど、
どこのお店で販売していますか？
→ 写真の「海鮮にぎわいおひつごはん」を販売している店舗は、次の表に記載して
おりますので、ご確認ください。販売していない他の店舗でも、季節に合わせた
メニューを取り揃えておりますので、ぜひお試しください。
（４） このクーポン券が使える店舗をおしえて欲しい。
→ 次の表の【JAF会員優待施設一覧】をご確認ください。
以上

【JAF会員優待施設一覧】

株式会社イオンイーハート（2015年9月25日現在）

プレミアムカタログに写真掲載しております「海鮮にぎわいおひつごはん」をご提供している店舗は、★マークの店舗です。
ショッピングセンター名
店舗名
県名
電話番号

住

所

青森県

れすとらん四六時中

イオンモールつがる柏店

0173-25-3416

イオンモールつがる柏1階

青森県

れすとらん四六時中

イオンモール下田店

0178-56-8028

イオンモール下田1階

青森県

れすとらん四六時中

ガーラタウン青森店

017-766-8621

ガーラタウンマエダガーラモール店2階

青森県

れすとらん四六時中

イオン藤崎店

0172-75-5316

イオン藤崎店2階

南津軽郡 藤崎町西豊田1-7-1

青森県

グルメドール

イオン藤崎店

0172-75-5316

イオン藤崎店2階

南津軽郡 藤崎町西豊田1-7-1

秋田県

れすとらん四六時中

イオンスーパーセンター湯沢店

0183-78-0311

イオンスパーセンター湯沢店1階

湯沢市 字上荻生田162

秋田県

れすとらん四六時中

イオン横手店

0182-36-3114

イオン横手店1階

横手市 安田字向田147

秋田県

おひつごはん四六時中 イオンモール秋田店

018-826-1778

イオンモール秋田1階

秋田市 御所野地蔵田1-1-1

秋田県

和ぐるめ

イオン横手店

0182-36-3116

イオン横手店1階

横手市 安田字向田147

秋田県

れすとらん四六時中

イオンスーパーセンター横手南店

0182-35-2373

イオンスーパーセンター横手南店2階

横手市 大字婦気大堤中田4-1

秋田県

れすとらん四六時中

イオン土崎港店

018-846-6895

イオン土崎港店2階

秋田市 土崎港南2-3-41

秋田県

四六時中

イオン秋田中央店

018-836-1308

イオン秋田中央店2階

秋田市 楢山川口境5-11

秋田県

れすとらん四六時中

イオン能代店

0185-53-3127

イオン能代店3階

能代市 柳町11-1

秋田県

四六時中

イオンモール大曲店

0187-66-3576

イオンモール大曲1階

大仙市 和合坪立177

岩手県

れすとらん四六時中

イオンスーパーセンター盛岡渋民店

019-669-5366

イオンスーパーセンター盛岡渋民店1階

盛岡市 玉山区渋民字鶴飼20-1

岩手県

和ぐるめ

イオン一関店

0191-25-6271

イオン一関店1階

一関市 山目字泥田89-1

岩手県

れすとらん四六時中

イオン一関店

0191-25-6272

イオン一関店1階

一関市 山目字泥田89-1

岩手県

れすとらん四六時中

イオン前沢店

0197-41-3163

イオン前沢店2階

奥州市 前沢区向田2-85

岩手県

れすとらん四六時中

矢巾店

019-697-9225

矢巾ショッピングセンター内

紫波郡 矢巾町南矢幅第7地割379番地

山形県

れすとらん四六時中

イオン山形北店

0236-82-5557

イオン山形北店2階

山形市 馬見ケ崎2-12-19

山形県

れすとらん四六時中

イオン酒田南店

0234-26-2881

イオン酒田南店1階

山形県

れすとらん四六時中

イオンモール三川店

0235-68-1682

イオンモール三川1階

宮城県

和ダイニング四六時中 イオンモール石巻店

0225-92-1345

イオンモール石巻1階

宮城県

和ダイニング四六時中 イオンタウン塩釜店

022-361-1081

イオンタウン塩釜1階

宮城県

和ダイニング四六時中 イオンタウン仙台泉大沢店

022-772-7769

イオンタウン仙台泉大沢１階

宮城県

れすとらん四六時中

イオン古川店

0229-91-0691

イオン古川店2階

宮城県

れすとらん四六時中

イオン気仙沼店

0226-22-8729

イオン気仙沼店2階

宮城県

れすとらん四六時中

イオンモール利府店

022-349-1852

イオンモール利府1階

宮城郡 利府町利府字新屋田前22

宮城県

和ダイニング四六時中 イオンモール富谷店

022-779-0864

イオンモール富谷2階

黒川郡 富谷町大清水1-33-1

宮城県

れすとらん四六時中

イオン仙台中山店

022-303-1469

イオン仙台中山店3階

仙台市 泉区南中山1-35-40

宮城県

れすとらん四六時中

イオン仙台幸町店

022-292-1874

イオン仙台幸町店1階

福島県

れすとらん四六時中

イオンいわき店

0246-41-3123

イオンいわき店1階

福島県

和ぐるめ

イオンいわき店

0246-41-3116

イオンいわき店1階

福島県

和ダイニング四六時中 アピタ会津若松店

0242-36-5638

アピタ会津若松店1階

福島県

れすとらん四六時中

ショッピングモールフェスタ日和田店

024-968-0366

ショッピングモールフェスタ１階

福島県

四六時中

イオンタウン郡山店

024-941-7205

イオンタウン郡山１階

福島県

れすとらん四六時中

イオン白河西郷店

0248-31-2496

イオン白河西郷店2階

福島県

れすとらん四六時中

イオン相馬店

0244-35-6010

イオン相馬店1階

相馬市 馬場野雨田51

茨城県

おひつごはん四六時中 イオンモール下妻店

★

0296-30-1649

イオンモール下妻1階

下妻市 堀籠972-1

茨城県

四六時中

イオンモール水戸内原店

★

029-259-1182

イオンモール水戸内原１階

茨城県

れすとらん四六時中

イオン常陸大宮店

02955-4-1732

イオン常陸大宮店1階

茨城県

れすとらん四六時中

チェリオ鹿島店

0299-84-6728

チェリオ1階

茨城県

れすとらん四六時中

ショッピングセンターサプラ北竜台店

0297-65-4830

ショッピングセンターサプラ1階

群馬県

おひつごはん四六時中 イオンモール高崎店

★

027-310-9057

イオンモール高崎１階

群馬県

ＳＨＩＲＯＫＵ

★

027-210-6226

けやきウォーク前橋1階

群馬県

おひつごはん四六時中 スマーク伊勢崎店

★

0270-20-8686

スマーク伊勢崎1F

群馬県

れすとらん四六時中

アピタ＆アゼリアモール館林店

0276-75-5331

アピタ&アゼリアモール1階

館林市 楠町3648-1

群馬県

れすとらん四六時中

アピタ高崎店

0273-46-8619

アピタ高崎店1階

高崎市 矢中町字渕ノ内668-1

栃木県

和ダイニング四六時中 アピタ足利店

0284-71-8590

アピタ足利店2階

足利市 朝倉町245

栃木県

和ダイニング四六時中 イオンモール小山店

0285-42-8282

イオンモール小山1階

小山市 中久喜1467-1

栃木県

おひつごはん四六時中 イオンモール佐野新都市店

0283-20-4412

イオンモール佐野新都市1階

栃木県

れすとらん四六時中

028-684-2288

アピタ宇都宮店1階

埼玉県

おひつごはん四六時中 イオンレイクタウン越谷店

★

048-930-7356

イオンレイクタウンＭＯＲＩ1階

越谷市 東町2-8

埼玉県

おひつごはん四六時中 イオンモール羽生店

★

048-560-0183

イオンモール羽生1階

羽生市 川崎2-281-3

埼玉県

おひつごはん四六時中 新越谷VARIE店

★

048-990-7075

新越谷VARIE5階

埼玉県

和ダイニング四六時中 イオンモール与野店

★

048-856-7151

イオンモール与野店3階

さいたま市 中央区本町西5-2-9

埼玉県

おひつごはん四六時中 イオンモール浦和美園店

★

048-812-6482

イオンモール浦和美園1階

さいたま市 緑区大字大門3710

埼玉県

和ダイニング四六時中 イオンモール北戸田店

★

048-449-0493

イオンモール北戸田1階

戸田市 美女木東1-3-1

埼玉県

和ぐるめ

アピタ吹上店

0485-47-1775

アピタ吹上店1階

鴻巣市 袋90-1

埼玉県

れすとらん四六時中

イオン入間店

042-901-4575

イオン入間店2階

入間市 上藤沢462-1

千葉県

おひつごはん四六時中 流山おおたかの森店

★

04-7156-5651

流山おおたかの森ショッピングセンター3階

流山市 西初石6-185-2

千葉県

おひつごはん四六時中 ららぽーとTOKYO-BAY店

★

047-420-8085

ららぽーとTOKYO-BAYハーバーグリル1階

船橋市 浜町2-1-1

千葉県

れすとらん四六時中

0470-30-8181

イオンタウン館山内1階

館山市 八幡545-1

けやきウォーク前橋店

★

★

アピタ宇都宮店

イオンタウン館山店

つがる市 柏稲盛字幾世41
上北郡 おいらせ町中野平40-1
青森市 三好2丁目3-19

酒田市 あきほ町120-1
東田川郡 三川町大字猪子字和田庫128-1
石巻市 茜平4-104
塩竈市 海岸通り15-100
仙台市泉区 大沢1-5-1
大崎市 古川旭2-2-1
気仙沼市 字赤岩舘下6-1外

仙台市 宮城野区幸町5-10-1
いわき市 平字三倉68-1
いわき市 平字三倉68-1
会津若松市 神指町大字南四合字幕内南154
郡山市 日和田町字小原 1
郡山市 松木町2-88
西白河郡 西郷村小田倉字岩下11-1

水戸市 内原2-1
常陸大宮市 下村田2387
鹿嶋市 宮中290-1
龍ケ崎市 小柴5-1-2
高崎市 棟高町1400番地
前橋市 文京町2-1-1
伊勢崎市 西小保方町368

佐野市 高萩町1324-1
宇都宮市 江曽島本町22-7

越谷市 南越谷1-11-4

店舗名

県名
千葉県

和ダイニング四六時中 イオンタウン東習志野店

千葉県

おひつごはん四六時中 イオンモール成田店

千葉県

おひつごはん四六時中 イオンモール八千代緑が丘店

千葉県

おひつごはん四六時中 ユニモちはら台店

千葉県

れすとらん四六時中

イトーヨーカドー新浦安店

千葉県

れすとらん四六時中

千葉県

電話番号

住

ショッピングセンター名

所

047-470-1726

イオンタウン東習志野1階

★

0476-23-8215

イオンモール成田店1階

★

047-458-5421

イオンモール八千代緑が丘2階

★

0436-67-0848

ショッピングモール ユニモちはら台1階

市原市 ちはら台西3-4

047-306-3320

イトーヨーカドー新浦安店3階

浦安市 明海4-1-1

アピタ市原店

0436-20-2070

アピタ市原店1階

市原市 青柳北1-1

四六時中

プラーレ松戸店

047-331-8411

プラーレ松戸店6階

松戸市 松戸1149-1

千葉県

四六時中

ボンベルタ成田店

0476-29-3228

ボンベルタ成田4階

成田市 赤坂2-1-10

千葉県

四六時中

ラパーク千城台店

043-236-5423

ラパ－ク千城台店1階

千葉県

れすとらん四六時中

フルルガーデン八千代店

047-405-6960

フルルガーデン八千代2階

千葉県

れすとらん四六時中

イオンモール富津店

0439-80-1762

イオンモール富津1階

富津市 青木1-5-1

千葉県

れすとらん四六時中

イオン茂原店

0475-25-0028

イオン茂原店3階

茂原市 六ツ野字高師2799-4

東京都

おひつごはん四六時中 イオン板橋店

★

03-5922-5370

イオン板橋ショッピングセンター5階

東京都

おひつごはん四六時中 イオンモール日の出店

★

042-588-8026

イオンモール日の出1階

東京都

れすとらん四六時中

ザ・ビッグ昭島店

042-500-7127

ザ・ビッグ昭島店１階

東京都

四六時中

イオン葛西店

03-6808-2833

イオン葛西店4階

東京都

れすとらん四六時中

グリナード永山店

042-356-0381

グリナード永山4階

0462-32-2543

イオン海老名ショッピングセンター3階

海老名市 中央2-4-1
相模原市 南区相模大野3-8-1

神奈川県 和ダイニング四六時中 イオン海老名店
神奈川県 おひつごはん四六時中 相模大野店

★

042-767-1057

小田急相模大野ステーションスクエアA館８階

神奈川県 おひつごはん四六時中 戸塚モディ店

★

045-330-5690

戸塚モディ7階

0467-82-4592

イオン茅ヶ崎中央店2階

神奈川県 れすとらん四六時中

イオン茅ヶ崎中央店

習志野市 東習志野6-7-8
成田市 ウイング土屋24番地
八千代市 緑が丘2丁目1番3

千葉市 若葉区千城台北3-21-1
八千代市 村上南1-4-1

板橋区 徳丸2-6-1
西多摩郡 日の出町大字平井字三吉野桜木237-3
昭島市 宮沢町500-1
江戸川区 西葛西3-9-19
多摩市 永山1-4

横浜市 戸塚区戸塚町10
茅ヶ崎市 茅ヶ崎3-5-16

新潟県

おひつごはん四六時中 アピタ長岡店

★

0258-21-3203

リバーサイド千秋1階

長岡市 千秋2-278

新潟県

四六時中

★

025-383-5651

イオンモール新潟南1階

新潟市 江南区下早通柳田1-1-1

新潟県

和ダイニング四六時中 イオン県央店

0256-66-1134

イオン県央店1階

新潟県

和ぐるめ

イオン新潟西店

025-232-1240

イオン新潟西店3階

新潟市 西区小新南2-1-10

新潟県

れすとらん四六時中

イオン上越店

0255-21-2401

イオン上越店1階

上越市 富岡 3457

新潟県

和ダイニング四六時中 アピタ新潟西店

025-265-8780

アピタ新潟西店1階

新潟市 西区小新5-7-21

新潟県

れすとらん四六時中

アピタ新潟亀田店

025-383-3411

アピタ新潟亀田店2階

新潟県

れすとらん四六時中

イオンモール新発田店

0254-21-7865

イオンモール新発田1階

新発田市 住吉町5-11-5

新潟県

和ぐるめ

イオンモール新発田店

0254-21-7867

イオンモール新発田1階

新発田市 住吉町5-11-5

新潟県

れすとらん四六時中

CoCoLo長岡駅ビル店

0258-30-5505

駅ビルCoCoLo長岡1階

新潟県

れすとらん四六時中

イオン長岡店

0258-27-5857

イオン長岡店1階

新潟県

れすとらん四六時中

イオン六日町店

0257-70-1256

イオン六日町店2階

石川県

ＳＨＩＲＯＫＵ

金沢フォーラス店

★

076-290-7832

金沢フォーラス6階

石川県

おひつごはん四六時中 イオンモールかほく店

★

076-289-1588

イオンモールかほく1階

石川県

四六時中

イオン御経塚店

076-269-3803

イオン御経塚ショッピングセンター1階

石川県

和ぐるめ

イオン金沢店

076-258-7583

イオン金沢店1階

金沢市 福久2-58

石川県

れすとらん四六時中

イオン松任店

076-274-7830

イオン松任店1階

白山市 平松町102-1

石川県

和ダイニング四六時中 アピタ松任店

076-274-7246

アピタ松任店1階

白山市 幸明町280番地

富山県

おひつごはん四六時中 イオンモール高岡店

★

0766-32-1161

イオンモール高岡1階

高岡市 下伏間江383

富山県

四六時中

★

0763-32-8913

イオンモールとなみ1階

砺波市 中神土地区画整理事業地内31街区1

福井県

和ダイニング四六時中 アピタ福井大和田店

0776-57-2351

アピタ福井大和田店1階

福井市 大和田2-1230

静岡県

和ダイニング四六時中 アピタ島田店

0547-33-1860

アピタ島田店1階

島田市 宝来町8-2

静岡県

おひつごはん四六時中 イオンモール浜松志都呂店

053-415-1238

イオンモール浜松志都呂1階

浜松市 西区志都呂2-37-1

静岡県

れすとらん四六時中

サントムーン柿田川店

055-981-8850

サントムーン柿田川1階

駿東郡 清水町玉川61-2

静岡県

和ぐるめ

サントムーン柿田川店

055-981-8850

サントムーン柿田川1階

駿東郡 清水町玉川61-2

静岡県

れすとらん四六時中

イオン焼津店

054-656-2415

イオン焼津店1階

焼津市 祢宜島555

静岡県

四六時中

セントラルスクエア静岡店

054-283-3125

セントラルスクエア静岡グルメ館2階

静岡市 駿河区南八幡町8番22号

静岡県

れすとらん四六時中

イオン清水店

0543-44-2647

イオン清水店2階

静岡市 清水区上原1-6-16

静岡県

和ダイニング四六時中 イオン袋井店

0538-30-1523

イオン袋井店2階

愛知県

おひつごはん四六時中 イオンモール大高店

★

052-626-2827

イオンモール大高1階

愛知県

おひつごはん四六時中 エアポートウォーク名古屋店

★ 0568-54-3230

愛知県

和ぐるめ

愛知県

おひつごはん四六時中 イオンモール名古屋みなと店

愛知県
愛知県

イオンモール新潟南店

イオンモールとなみ店

★

イオン豊川店

エアポートウォーク名古屋4階

燕市 井土巻3-65

新潟市 江南区鵜ノ子4-466

長岡市 城内町1-611-1
長岡市 古正寺1-249-1
南魚沼市 余川3100
金沢市 堀川新町3-1
かほく市 内日角タ25番地
野々市市 御経塚2-91

袋井市 上山梨４－１－１
名古屋市 緑区南大高2-450
西春日井郡 豊山町豊場林先1-8

0533-83-2257

イオン豊川店1階

★

052-659-2654

イオンモール名古屋みなと4階

名古屋市 港区品川町2-1-6

おひつごはん四六時中 イオンモール新瑞橋店

★

052-825-4673

イオンモール新瑞橋3階

名古屋市 南区菊住1-7-10

おひつごはん四六時中 イオンモールナゴヤドーム前店

★

052-725-6542

イオンモールナゴヤドーム前1階

名古屋市 東区矢田南4丁目102番-3

愛知県

おひつごはん四六時中 イオンモール東浦店

★

0562-82-2741

イオンモール東浦1階

知多郡 東浦町大字緒川字旭13-2

愛知県

れすとらん四六時中

0568-74-2324

イオン小牧店2階

小牧市 東1-126

愛知県

おひつごはん四六時中 イオンモール扶桑店

0587-91-3124

イオンモール扶桑1階

丹羽郡 扶桑町大字南山名字高塚5-1

愛知県

れすとらん四六時中

ヨシヅヤ津島店

0567-23-7306

ヨシヅヤ津島店1階

津島市 大字津島北新開351番地

愛知県

れすとらん四六時中

イオン豊橋南店

0532-29-3243

イオン豊橋南店2階

愛知県

和ダイニング四六時中 イオンモール熱田店

052-884-0277

イオンモール熱田ショッピングセンター4階

名古屋市 熱田区六野1-2-11

愛知県

れすとらん四六時中

アズパーク店

052-432-4378

アズパーク1階

名古屋市 中川区新家1-2421

愛知県

和ぐるめ

アズパーク店

052-432-4382

アズパーク1階

名古屋市 中川区新家1-2421

愛知県

四六時中

西尾店

0563-54-7212

ヴェルサウォーク西尾1階

イオン小牧店

豊川市 開運通2-31

豊橋市 野依町字落合1-12

西尾市 高畠町3-23-9

店舗名

県名

電話番号

住

ショッピングセンター名

所

岐阜県

おひつごはん四六時中 イオンモール各務原店

★

058-375-3725

イオンモール各務原1階

岐阜県

おひつごはん四六時中 マーサ21岐阜店

★

058-295-2341

マーサ21ショッピングセンター3階

岐阜市 正木中1-2-1

岐阜県

おひつごはん四六時中 イオンモール大垣店

0584-87-3530

イオンモール大垣1階

大垣市 外野2-100

岐阜県

おひつごはん四六時中 モレラ岐阜店

058-372-6246

モレラ岐阜1階

本巣市 三橋1100

岐阜県

四六時中

カラフルタウン岐阜店

058-388-7620

カラフルタウン岐阜2階

岐阜市 柳津町丸野3-3-6

岐阜県

れすとらん四六時中

サンサンシティー・マーゴ店

0575-21-0215

サンサンシティー・マーゴ1階

三重県

和ダイニング四六時中 イオン津店

0592-29-9415

イオン津ショッピングセンター1階

三重県

おひつごはん四六時中 イオンモール東員店

三重県

れすとらん四六時中

イオン大安店

0594-88-0211

イオン大安店2階

三重県

れすとらん四六時中

イオン久居店

0592-56-9506

イオン久居店1階

三重県

れすとらん四六時中

イオン伊勢店

0596-26-1575

イオン伊勢店1階

三重県

れすとらん四六時中

イオン四日市尾平店

0593-30-0665

イオン四日市尾平店3階

三重県

四六時中

イオンモール明和店

0596-55-6262

イオンモール明和2階

多気郡 明和町中村1223

滋賀県

和ぐるめ

A・SQUARE草津駅前店

0775-61-6585

A・SQUARE1階(C-3棟)

草津市 西渋川1-23-1

滋賀県

和ダイニング四六時中 イオン西大津店

077-511-4077

イオン西大津店4階

大津市 皇子ケ丘3-11-1

滋賀県

れすとらん四六時中

イオン西大津店

0775-28-5699

イオン西大津店4階

大津市 皇子ケ丘3-11-1

滋賀県

四六時中

彦根店

0749-27-6647

ビバシティ彦根1階

京都府

おひつごはん四六時中 イオンモール高の原店

0774-75-1606

イオンモール高の原2階

京都府

グルメドール

イオン亀岡店

0771-25-2260

イオン亀岡店3階

亀岡市 古世町西内坪101

京都府

和ぐるめ

イオン亀岡店

0771-25-2152

イオン亀岡店3階

亀岡市 古世町西内坪101

京都府

おひつごはん四六時中 イオンモール京都五条店

★

075-321-2566

イオンモール京都五条3階

京都市 右京区西院追分町25-1

京都府

おひつごはん四六時中 京都ヨドバシ店

★

075-746-2838

京都ヨドバシビル6階

京都市 下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2

京都府

おひつごはん海の穂まれ イオンモール京都桂川店

★

075-754-6318

イオンモール京都桂川2階

京都市 南区久世高田町376-1

京都府

おひつごはん四六時中 イオンモール久御山店

★

075-633-0942

イオンモール久御山1階

久世郡 久御山町森南大内156-1

京都府

れすとらん四六時中

075-575-2533

パセオ・ダイゴロー西館TIA3階

京都市 伏見区醍醐高畑町30-1

広島県

おひつごはん四六時中 福山駅ビルさんすて店

★

084-973-3920

福山駅ビル構内さんすて1階

福山市 三之丸町30-1

広島県

れすとらん四六時中

福山駅ビルさんすて店

★

084-973-4702

福山駅ビル構内さんすて1階

福山市 三之丸町30-1

広島県

れすとらん四六時中

イオン三原店

0848-61-3868

イオン三原店1階

三原市 城町2-13-1

奈良県

和ダイニング四六時中 イオン五條店

07472-3-5294

イオン五條店1階

五條市 今井2-150

奈良県

れすとらん四六時中

0744-44-1266

イオン桜井店1階

桜井市 上之庄278-1

大阪府

おひつごはん四六時中 なんば店

★

06-6585-7537

NAMBAなんなん

大阪市 中央区難波5丁目 なんなんタウン11号

大阪府

おひつごはん四六時中 天王寺店

★

天王寺ミオプラザ館4階

大阪市 天王寺区悲田院町10-48

大阪府

おひつごはん四六時中 イオン茨木店

★

072-621-7078

イオン茨木ショッピングセンター4階

茨木市 松ヶ本町8-30

大阪府

おひつごはん四六時中 イオンモール大日店

★

06-4252-3677

イオンモール大日4階

守口市 大日東町1番18

大阪府

おひつごはん四六時中 イオンモール鶴見緑地店

★

06-6915-6420

イオンモール鶴見緑地4階

大阪市 鶴見区鶴見4-17-1

大阪府

四六時中

★

06-6940-4017

京橋コムズガーデン地下2階

大阪市 都島区東野田町2-6-1

大阪府

おひつごはん四六時中 大阪ステーションシティ店

JR大阪駅サウスゲートビル16F

大阪市 北区梅田3-1-1

大阪府

和ダイニング四六時中 イオンタウン平野店

06-4303-8787

イオンタウン平野2階

大阪市 平野区平野北1-8-22

大阪府

おひつごはん四六時中 イオンモールりんくう泉南店

0724-80-6190

イオンモールりんくう泉南1階

泉南市 りんくう南浜3-12

大阪府

れすとらん四六時中

0726-52-0230

イオン新茨木店3階

大阪府

和ダイニング四六時中 イオン東岸和田店

0724-38-2975

イオン東岸和田店1階

大阪府

和ダイニング四六時中 イオン高槻店

0726-69-5673

イオン高槻店1階

大阪府

れすとらん四六時中

06-6337-2407

イオン南千里店4階

大阪府

和ダイニング四六時中 イオンモール日根野店

0724-68-1397

イオンモール日根野2階

泉佐野市 日根野2496-1

大阪府

れすとらん四六時中

06-6748-1655

イオン東大阪店1階

東大阪市 荒本北2-3-22

大阪府

和ダイニング四六時中 イオン和泉府中店

0725-41-7751

イオン和泉府中店1階

和泉市 肥子町2-2-1

兵庫県

おひつごはん四六時中 イオンモール神戸北店

★

078-983-3284

イオンモール神戸北1階

神戸市 北区上津台8-1-1

兵庫県

おひつごはん四六時中 イオンモール加西北条店

★

0790-45-3739

イオンモール加西北条1階

加西市 北条町北条308-1

兵庫県

四六時中

イオンモール猪名川店

★

0727-65-1178

イオンモール猪名川3階

川辺郡 猪名川町白金2-1

兵庫県

れすとらん四六時中

イオンモール猪名川店

★

0727-65-1175

イオンモール猪名川3階

川辺郡 猪名川町白金2-1

兵庫県

おひつごはん四六時中 イオンモール姫路大津店

★

079-230-6910

イオンモール姫路大津1階

姫路市 大津区大津町2-5

兵庫県

和ダイニング四六時中 やしろショッピングパークBio店

0795-42-7833

やしろショピングパークBio2階

加東市 社1126-1

兵庫県

和ダイニング四六時中 イオン三木店

0794-82-1736

イオン三木店1階

三木市 大村字砂163

兵庫県

れすとらん四六時中

イオン洲本店

0799-25-5120

イオン洲本店2階

洲本市 塩屋1-1-8

兵庫県

和ダイニング四六時中 イオン小野店

07946-3-6221

イオン小野店1階

小野市 王子町868-1

兵庫県

和ダイニング四六時中 イオンジェームス山店

078-754-2013

イオンジェームス山店2階

神戸市 垂水区青山台7-7-1

兵庫県

れすとらん四六時中

イオン赤穂店

07914-5-3784

イオン赤穂店2階

赤穂市 中広字別所55-3

兵庫県

れすとらん四六時中

アステ川西店

0727-55-2348

アステ川西店3階

川西市 栄町25-1

兵庫県

れすとらん四六時中

イオン尼崎店

06-6491-4816

イオン尼崎店1階

尼崎市 次屋3-13-18

兵庫県

ボンディアJr

イオン明石店

078-937-0207

イオン明石ショッピングセンター２番街1階

明石市 大久保町ゆりのき通り2-3-1

兵庫県

和ダイニング四六時中 イオン明石店

078-937-0208

イオン明石ショッピングセンター２番街1階

明石市 大久保町ゆりのき通り2-3-1

岡山県

おひつごはん四六時中 イオンモール倉敷店

086-430-5156

イオンモール倉敷店1階

倉敷市 水江1番地

島根県

れすとらん四六時中

イオン松江店

0852-60-2260

イオン松江店1階

松江市 東朝日町151

鳥取県

れすとらん四六時中

イオンモール日吉津店

0859-37-0909

イオンモール日吉津西館1階

西伯郡 日吉津村日吉津1160-1

鳥取県

和ダイニング四六時中 イオン米子駅前店

0859-35-2434

イオン米子駅前店2階

米子市 末広町311

★

★

★

パセオ・ダイゴロー京都醍醐店

イオン桜井店

京橋コムズガーデン店

★

★

イオン新茨木店

イオン南千里店

イオン東大阪店

★

0594-75-0741

06-6770-5602

06-6455-5051

イオンモール東員1階

各務原市 那加萱場町3-8

関市 倉知516
津市 桜橋3-446
員弁郡 東員町大字長深字築田510-1
いなべ市 大安町高柳1945
津市 久居明神町字風早2660
伊勢市 楠部町乙160-2
四日市市 尾平町字天王川原1805

彦根市 竹ヶ鼻町43-2
木津川市 相楽台1-1-1

茨木市 中津町18-1
岸和田市 土生町2-32-7
高槻市 萩之庄3-47-2
吹田市 千里山西6-56-1

店舗名

県名

電話番号

ショッピングセンター名

住

所

山口県

和ぐるめ

イオン防府店

0835-24-0194

イオン防府店1階

防府市 中央町1-3

山口県

れすとらん四六時中

イオン防府店

0835-24-0159

イオン防府店1階

防府市 中央町1-3

山口県

れすとらん四六時中

イオン光店

0833-72-5767

イオン光店2階

徳島県

和ダイニング四六時中 マルナカ徳島店

088-663-4811

マルナカ徳島店1階

徳島市 西新浜町1-45-1

愛媛県

和ダイニング四六時中 イオン今治店

0898-25-9889

イオン今治店1階

今治市 馬越町4-8-1

香川県

おひつごはん四六時中 イオンモール綾川店

★

087-876-8221

イオンモール綾川1階

綾歌郡 綾川町萱原822-1

香川県

おひつごはん四六時中 イオンモール高松店

★

087-842-8212

イオンモール高松1階

高松市 香西本町1-1

香川県

れすとらん四六時中

イオン高松東店

087-826-4167

イオン高松東店2階

高松市 福岡町3-8-5

香川県

和ぐるめ

イオン高松東店

087-826-4166

イオン高松東店1階

高松市 福岡町3-8-5

香川県

和ダイニング四六時中 イオン坂出店

0877-46-2428

イオン坂出店1階

坂出市 京町1-4-18

光市 浅江字木園1756-1

