
都道府県 店舗名 郵便番号 TEL

愛知県 愛知小牧食堂 485-0029 小牧市中央1-103 0568-74-7734
京都府 京宇治食堂 611-0043 宇治市伊勢田町57-13 0774-28-6161
京都府 京久御山町食堂 613-0034 久世郡久御山町大字佐山小字双栗22-7 0774-41-1475
京都府 京西京食堂 615-8024 京都市西京区桂西滝川町58 075-382-0217
京都府 京田辺三山木食堂 610-0300 京田辺市三山木中央4-3-3 0774-68-1828
京都府 京都伏見食堂 601-1364 京都市伏見区醍醐江奈志町9-1 075-575-3773
京都府 八幡食堂 614-8216 八幡市戸津谷ノ口14-1 075-972-3143
京都府 福知山下荒河食堂 620-0066 福知山市字荒河12-30 0773-25-1895

埼玉県 三郷たかの食堂 341-0035 三郷市鷹野3-133-1 048-955-1118
滋賀県 甲賀水口食堂 528-0057 甲賀市水口町北脇字中切1381-1 0748-65-6018
滋賀県 大津神領食堂 520-2132 大津市神領2-32-15 077-547-3006
滋賀県 東近江五個荘食堂 529-1413 東近江市五個荘簗瀬町5-1 0748-45-5670
滋賀県 彦根平田町食堂 522-0041 彦根市平田町1110-1 0749-21-3944
滋賀県 野洲小篠原食堂 520-2331 野洲市小篠原759-1 077-518-1007
千葉県 柏豊四季食堂 277-0863 柏市豊四季229-2 04-7148-5005
千葉県 八千代緑が丘食堂 276-0046 八千代市緑が丘西1-12-1 047-458-6555
大阪府 茨木食堂 567-0816 茨木市永代町1-5 ロサヴィア 1F 072-645-5127
大阪府 羽曳野食堂 583-0861 羽曳野市西浦1221-1 072-950-1414
大阪府 羽倉崎食堂 598-0046 泉佐野市羽倉崎1-3183 0724-58-1881
大阪府 河内長野市町食堂 586-0002 河内長野市市町1112-3 0721-52-1001
大阪府 花園食堂 578-0982 東大阪市吉田本町2-3-8 0729-60-0345
大阪府 貝塚食堂 597-0033 貝塚市半田1-9-22 072-493-1655
大阪府 岸和田食堂 596-0004 岸和田市荒木町1-31-23 0724-48-6366
大阪府 岸和田内畑食堂 596-0105 岸和田市内畑町266 072-489-2882
大阪府 喜連食堂 547-0021 大阪市平野区喜連東3-87-1 06-6760-7988
大阪府 狭山池之原食堂 589-0031 大阪狭山市池之原2-1105-4 072-368-8881
大阪府 交野向井田食堂 576-0065 交野市向井田3-67-1 072-810-8282
大阪府 交野星田北食堂 576-0017 交野市星田北6-4816-1 072-810-3007
大阪府 江坂食堂 564-0054 吹田市芳野町14-29 06-6386-5973
大阪府 高槻食堂 569-0031 高槻市大冠町3-1-5 072-662-5005
大阪府 堺泉北2号線食堂 599-8266 堺市中区毛穴町159-1 072-260-3939
大阪府 堺美原食堂 587-0051 堺市美原区北余部469-3 072-363-7282
大阪府 堺浜寺食堂 592-8344 堺市西区浜寺南町3-3-3 072-267-0718
大阪府 住道矢田食堂 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田5-1-15 06-6760-5576
大阪府 松原新堂食堂 580-0015 松原市新堂4-43-1 072-337-5755
大阪府 寝屋川讃良食堂 572-0818 寝屋川市讃良西町6-27 072-811-5537
大阪府 寝屋川食堂 572-0831 寝屋川市豊野町15-4 072-812-1117
大阪府 森町食堂 530-0041 大阪市北区天神橋2-3-3 サンスティル南森町 1F 06-6356-5151
大阪府 針中野食堂 546-0043 大阪市東住吉区駒川5‐16‐1 06-6699-1660
大阪府 吹田岸部食堂 564-0011 吹田市岸部南1-2-3 06-4860-2388
大阪府 泉北忠岡食堂 595-0811 泉北郡忠岡町忠岡北1-6-32 0725-20-5566
大阪府 中の島食堂 530-0005 大阪市北区中之島3-5-13 中之島第一ビル1F 06-6445-1235
大阪府 鶴見浜4丁目食堂 538-0035 大阪市鶴見区浜4-18-8 06-4257-3302
大阪府 鶴見緑食堂 538-0054 大阪市鶴見区緑1-16-5 06-4255-8822
大阪府 天神橋2丁目食堂 530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1-10 06-6358-8575
大阪府 東大阪高井田食堂 577-0066 東大阪市高井田本通5-2-35 06-6784-8220
大阪府 東大阪寺前食堂 577-0845 東大阪市寺前1-53-1 06-6722-6277
大阪府 日根野食堂 598-0021 泉佐野市日根野7130 072-450-3737
大阪府 八尾食堂 581-0018 八尾市青山町4-2-47 072-928-1007
大阪府 姫島食堂 555-0033 大阪市西淀川区姫島3-13-6 06-6471-2515

　　住所



大阪府 平野長吉食堂 547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-10-12 06-6760-5355
大阪府 北久宝寺食堂 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町2-2-13 マエダビル 1F 06-6125-3939
大阪府 箕面小野原食堂 562-0031 箕面市小野原東1-3-12 072-729-5511
大阪府 箕面白島食堂 562-0012 箕面市白島1-12-1 072-720-5559
大阪府 箕面牧落食堂 562-0004 箕面市牧落1-8-28 072-724-8611
大阪府 門真桑才食堂 571-0035 門真市桑才152-1 072-887-6355
大阪府 和泉富秋食堂 594-0082 和泉市富秋町11 0725-20-6665
奈良県 橿原見瀬町食堂 634-0064 橿原市見瀬町684-3 0744-26-6767
奈良県 香芝畑2丁目食堂 639-0245 香芝市畑2-1459-1 0745-71-1300
奈良県 生駒西白庭台食堂 630-0137 生駒市西白庭台3-9-1 0743-72-6636
奈良県 大和春日町食堂 635-0067 大和高田市春日町2丁目4-388-1 0745-24-5580
奈良県 醍醐町食堂 634-0072 橿原市醍醐町360-1 0744-20-1138
奈良県 奈良広陵食堂 635-0834 北葛城郡広陵町大塚70-3 0745-54-6123
奈良県 奈良桜井食堂 633-0054 桜井市大字阿部528-5 0744-49-2233
奈良県 奈良四条大路食堂 630-8014 奈良市四条大路2-815-1 0742-30-5672
奈良県 奈良秋篠食堂 631-0811 奈良市秋篠町1425-1 0742-52-8018
奈良県 奈良針テラス食堂 632-0251 奈良市針町345 サウスリリィ 1F 0743-82-5551
奈良県 北郡山食堂 639-1160 大和郡山市北郡山町145-2 0743-51-1130
兵庫県 安倉南食堂 665-0823 宝塚市安倉南4-168 0797-83-6233
兵庫県 神戸長田食堂 653-0862 神戸市長田区西山町4-16-12 078-646-7334
兵庫県 神戸摩耶食堂 657-0853 神戸市灘区灘浜町1-3 078-861-6180
兵庫県 西宮食堂 662-0911 西宮市池田町3-6 0798-38-2275
兵庫県 川西鼓が滝食堂 666-0123 川西市鼓が滝1-3-5 072-790-1127
兵庫県 丹波篠山食堂 669-2202 篠山市東吹410-1 079-590-1128
兵庫県 淡路浦食堂 656-2305 淡路市浦690 他4筆 0799-75-3533
兵庫県 東灘食堂 658-0044 神戸市東灘区御影塚町1-5-11 078-842-1050
兵庫県 尼崎富松町食堂 661-0003 尼崎市富松町2-1-1 06-4961-6637
兵庫県 宝塚食堂 665-0034 宝塚市小林4-3-18 0797-76-5087
兵庫県 明石二見食堂 674-0094 明石市二見町西二見1681-1 078-949-3558

和歌山県 岩出野上野食堂 649-6216 岩出市野上野127-1 0736-69-5666
和歌山県 和歌山橋本食堂 649-7207 橋本市高野口町大野278-1 0736-44-2345
和歌山県 和歌山小豆島食堂 649-6335 和歌山市西田井字森ノ前238-1 073-464-0708
和歌山県 和歌山中食堂 640-8451 和歌山市中30-1 073-480-3280
和歌山県 和歌山中之島食堂 640-8392 和歌山市中之島1483 073-428-7206


