
都道府県 店舗名 住所 電話番号 定休日

群馬県 大胡店 群馬県前橋市大胡町385-1 027-283-1225 水曜日

群馬県 高崎筑縄店 群馬県高崎市筑縄町5-4 027-362-8841

群馬県 境町店 群馬県伊勢崎市境美原14-11 0270-76-6066 水曜日

栃木県 葉鹿店 栃木県足利市葉鹿町1丁目19-1 0284-64-0131 水曜日

栃木県 足利朝倉店 栃木県足利市朝倉町3丁目24-3 0284-73-6385 水曜日

茨城県 岩瀬店 茨城県桜川市明日香1-9 0296-75-0423

埼玉県 毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保109-38 049-295-0174

埼玉県 免許センター前店 埼玉県鴻巣市中央1-38 048-543-6993 水曜日

埼玉県 藤原町店 埼玉県行田市藤原町2丁目26-4 048-554-4508 水曜日

埼玉県 石原町店 埼玉県川越市石原町2丁目53-5 049-224-5711 水曜日

埼玉県 上福岡中央店 埼玉県ふじみ野市福岡中央1丁目2-5 049-261-1601 水曜日

埼玉県 小川店 埼玉県比企郡小川町大字小川722-2 0493-74-6558 水曜日

埼玉県 坂戸泉町店 埼玉県坂戸市伊豆の山町1-2 049-283-3745 水曜日

埼玉県 妻沼店 埼玉県熊谷市妻沼東1-75 048-588-4304

埼玉県 脚折店 埼玉県鶴ヶ島市脚折町4丁目15-12 049-286-7183

埼玉県 吉田林店 埼玉県本庄市児玉町吉田林183-1 0495-72-3685 水曜日

埼玉県 わしのみや店 埼玉県久喜市鷲宮6丁目8-40 0480-59-5657

埼玉県 ふじみ野店 埼玉県ふじみ野市旭1丁目13-8 049-256-5950 水曜日

埼玉県 飯能店 埼玉県飯能市青木68番1 042-978-8522 水曜日

埼玉県 上柴店 埼玉県深谷市上柴町西4-29-7 048-574-3552

埼玉県 馬宮店 埼玉県さいたま市西区大字土屋19-1 048-625-7840 水曜日

埼玉県 武蔵嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤１６街区１０ 0493-63-1677

埼玉県 十人坂店 埼玉県所沢市大字久米１１４１－１２ 04-2921-4723

埼玉県 山口店 埼玉県所沢市大字山口１４３４ 042-925-3358

埼玉県 高麗川店 埼玉県日高市大字上鹿山５５－１ 042-985-4791

埼玉県 伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町大字大針７８２－１ 048-720-1070

埼玉県 宮本町店 埼玉県越谷市宮本町2-246-2 048-966-0279

埼玉県 上之店 埼玉県熊谷市中央３丁目１２９ 048-526-2080

埼玉県 八潮新町店 埼玉県八潮市大字新町１６９－３ 048-951-5160 火曜日

千葉県 幕張本郷店 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目4-1 043-272-0300 木曜日

千葉県 南子安店 千葉県君津市南子安4丁目1-13 0439-55-5191 水曜日

千葉県 東部台店 千葉県茂原市東部台3丁目3-12 0475-23-7610

千葉県 長浦店 千葉県袖ケ浦市長浦駅前2丁目4-6 0438-62-8730

千葉県 大津ケ丘店 千葉県柏市大津ケ丘3丁目7-3 04-7191-6797 水曜日

千葉県 小見川店 千葉県香取市本郷194-1 0478-83-3146

千葉県 市川大野店 千葉県市川市南大野3丁目22-31 047-339-7900

千葉県 市原青葉台店 千葉県市原市青葉台3丁目29-7 0436-62-0187

千葉県 国分寺台店 千葉県市原市惣社2丁目11-7 0436-24-0582 水曜日

千葉県 行徳東店 千葉県市川市塩焼2丁目4-34 047-398-1928

千葉県 京成大久保店 千葉県習志野市大久保1丁目22-10 047-474-9166

千葉県 旭店 千葉県旭市ニ1861-2 0479-63-3787

売切れの場合がございますのでご購入に関する詳細は店舗へお問い合わせください。

実施店舗一覧
大花火＆幽霊寿しフェア

商品の準備数に限りがございます。

販売日：7月22日(木・祝)～25日(日)・7月31日(土)～8月1日(日)・

8月7日(土)～9日(月・振休)



都道府県 店舗名 住所 電話番号 定休日

千葉県 佐原北口店 千葉県香取市北2丁目14-2 0478-54-3461

千葉県 布施店 千葉県柏市宿連寺３６３－１ 04-7133-7566

千葉県 銚子本城店 千葉県銚子市本城町４丁目４７１－１ 0479-23-0255

千葉県 小金原店 千葉県松戸市小金原６丁目１１－１ 047-345-5828 火曜日

千葉県 湖北台店 千葉県我孫子市湖北台８丁目６－７ 04-7188-1730

東京都 東村山店 東京都東村山市恩多町4丁目1-1 042-391-1189

東京都 青梅店 東京都青梅市仲町306 0428-24-8015 水曜日

東京都 西葛西店 東京都江戸川区西葛西7丁目20-5 03-3675-6647

東京都 松木店 東京都八王子市松木6-6 042-675-6272 水曜日

東京都 秋川店 東京都あきる野市秋川1丁目14-7 042-559-5486

東京都 鹿骨店 東京都江戸川区鹿骨1丁目27-13 03-5664-6129

東京都 江北店 東京都足立区江北7丁目23-17  03-3853-5163

東京都 葛西中央通り店 東京都江戸川区中葛西4丁目3-3 03-3688-7119

東京都 河辺店 東京都青梅市師岡町3丁目19-1 0428-24-3767

東京都 羽村店 東京都羽村市五ノ神1丁目13-10 042-555-6146

東京都 福生店 東京都福生市志茂198-1 042-552-8229

東京都 東大和向原店 東京都東大和市向原4-25-6 042-564-3309 水曜日

東京都 松ノ木店 東京都杉並区松ノ木3-22-11 03-3317-0360

神奈川県 有馬店 神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目19-3 044-855-5227

神奈川県 麻溝台店 神奈川県相模原市南区麻溝台3055 042-746-5665

神奈川県 平塚中原店 神奈川県平塚市中原2丁目24-19 0463-36-4352

神奈川県 平店 神奈川県川崎市宮前区平2丁目1-5  044-866-1745

神奈川県 津久井店 神奈川県相模原市緑区太井159-1 042-780-0866

神奈川県 子母口店 神奈川県川崎市高津区子母口496-1 044-751-0776

神奈川県 丸山台店 神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目9-19 045-843-4068

神奈川県 開成店 神奈川県足柄上郡開成町円通寺15 0465-83-5049

神奈川県 ひばりヶ丘店 神奈川県座間市ひばりが丘5丁目25-21 046-254-0095

神奈川県 美しが丘西店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３丁目６４－８ 045-902-1579

神奈川県 桃浜町店 神奈川県平塚市桃浜町２５－１８ 0463-34-2344

神奈川県 さつき橋店 神奈川県川崎市川崎区大島1-4-2 044-246-7433

神奈川県 中津店 神奈川県愛甲郡愛川町中津６５４－１ 046-286-2291

神奈川県 寒川町店 神奈川県高座郡寒川町一之宮１丁目９－１１ 0467-74-6627

神奈川県 伊勢原中央通り店 神奈川県伊勢原市伊勢原２丁目７－２９ 0463-93-8814

山梨県 敷島店 山梨県甲斐市大下条1085-1 055-277-8223

山梨県 桃園店 山梨県南アルプス市桃園617-1 055-284-0018 水曜日

山梨県 都留店 山梨県都留市つる1丁目16-19 0554-45-0424

山梨県 田野倉店 山梨県都留市田野倉字神出237-1 0554-43-9500

山梨県 朝気店 山梨県甲府市朝気1丁目9-6 055-237-7721

山梨県 増穂店 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1134-1 0556-22-1853

山梨県 石和店 山梨県笛吹市石和町市部594 055-263-0063 水曜日

山梨県 上石田店 山梨県甲府市下石田2丁目1-25 055-222-0227 水曜日

山梨県 後屋店 山梨県甲府市古上条町165 055-241-5003

実施店舗一覧
大花火＆幽霊寿しフェア
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山梨県 加納岩店 山梨県山梨市上神内川1284-1 0553-22-6451

山梨県 塩山店 山梨県甲州市塩山下於曽1385 0553-32-6158

山梨県 井戸店 山梨県笛吹市石和町井戸80-1 055-261-0118 月曜日、祝日の場合は火曜日、第3木曜日

山梨県 吉高通り店 山梨県富士吉田市下吉田1959-3 0555-23-3788

長野県 塚原店 長野県茅野市塚原2丁目2-26 0266-72-5088 水曜日

長野県 塩尻大門店 長野県塩尻市大門七番町２－２ 0263-54-1433

静岡県 大瀬店 静岡県浜松市東区大瀬町２３９８ 053-435-1480

福井県 武生店 福井県越前市高瀬1丁目8-32 0778-21-1740 火曜日

福井県 神明店 福井県鯖江市神明町1丁目106 0778-54-4044 木曜日

滋賀県 南郷店 滋賀県大津市南郷1丁目5-16  077-534-8884

岡山県 山陽町店 岡山県赤磐市高屋394 086-955-5378 木曜日

岡山県 益野店 岡山県岡山市東区可知2丁目2-5-1 086-942-4342 木曜日

広島県 中筋店 広島県広島市安佐南区中筋４丁目４－１４ 082-877-7072

鳥取県 湖山店 鳥取県鳥取市湖山町東4-39 0857-28-0145

鳥取県 杉崎店 鳥取県鳥取市杉崎477-3 0857-53-6444

鳥取県 北園店 鳥取県鳥取市山城町4-39 0857-29-4090

鳥取県 吉成店 鳥取県鳥取市吉成779 0857-53-3662

鳥取県 岩倉店 鳥取県鳥取市国府町分上4-403 0857-24-4178

鳥取県 上井店 鳥取県倉吉市山根字637-4 0858-26-3730

鳥取県 米田店 鳥取県倉吉市米田町870 0858-22-9579

鳥取県 大栄店 鳥取県東伯郡北栄町由良町561 0858-37-5065

高知県 土佐ロード店 高知県高知市朝倉東町50-40 088-843-2311

高知県 薊野店 高知県高知市薊野北町1-9-48 088-820-2550

高知県 桟橋通り店 高知県高知市桟橋通3-26-7 088-831-0479

高知県 大間店 高知県須崎氏緑町15区5-91 0889-43-1622

高知県 越知店 高知県高岡郡越知町越知甲2130 0889-26-2169

高知県 佐川店 高知県高岡郡佐川町甲1080-1 0889-22-4371

高知県 窪川店 高知県高岡郡四万十町本町7-7 0880-22-3513

高知県 久礼店 高知県高岡郡中土佐町久礼6465-20 0889-52-4127

高知県 サニーアクシス南国店 高知県南国市大塙乙1009-1 088-864-4443

徳島県 津乃峰店 徳島県阿南市津乃峰町東分114-4 0884-28-0039

徳島県 阿南富岡店 徳島県阿南市富岡町木松23-1 0884-23-0411

徳島県 羽ノ浦店 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字ハタイ52-5 0884-44-4479

徳島県 小松島中田店 徳島県小松島市中田町字内開32-1 0885-33-0936

徳島県 島田店 徳島県徳島市中島田町3-74 088-631-9008

徳島県 北田宮店 徳島県徳島市南田宮2-1-71 088-632-2726

徳島県 二軒屋店 徳島県徳島市南二軒屋町3-2-15 088-656-0002

愛媛県 市立病院前店 愛媛県宇和島市丸之内2-1-2 0895-25-0618

愛媛県 吉田店 愛媛県宇和島市吉田町東小路81-1 0895-52-2973

鹿児島県 中郷店 鹿児島県薩摩川内市中郷2-4-7 088-864-4547
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