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■ かつき亭 

・吾妻橋店 東京都墨田区吾妻橋3-6-15サンサーラ吾妻橋101号 ☎03-3625-9211 

 
 

■ Prime 42 BY NEBRASKA FARMS 

 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター42F ☎03-6264-5151 

 

 

■ 炭焼ステーキくに 

・イオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取1F ☎022-382-9294 

・越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2イオンレイクタウンkaze3F ☎048-990-3129 

・赤坂店 東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル1F ☎03-3519-5529 

・新小岩店 東京都葛飾区奥戸4-13-1 ☎03-5698-9200 

・両国店 東京都墨田区横網1-2-16 ☎03-3623-9215 

 

 

■ 牛たん仙台「なとり」 

・名古屋栄地下店 愛知県名古屋市中区栄3-4-6地下街北21番 ☎052-955-0029 

・イオンモール和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山3Fフードコート ☎073-499-5129 

・イオンモール伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹3Fフードコート ☎072-767-1629 

https://ikinaristeak.com/shopinfo/
https://katsukitei.com/
https://prime42.jp/
https://steak-kuni.com/
https://s-natori.com/


■ いきなり！ステーキ 

☆北海道 

・イオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町23-2161-3イオンモール旭川西1Fレストラン街 ☎0166-74-7829 

・イオン釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7イオン釧路1F ☎0154-68-5829 

・イオンモール札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番地イオンモール札幌発寒3Fフードコート 

☎011-213-9292 

・札幌南店 北海道札幌市中央区南1条西4-8フジイビル1F ☎011-596-0529 

・アリオ札幌店 北海道札幌市東区北7条東9-2-20アリオ札幌1Fレストラン街 ☎011-299-3297 

・千歳店 北海道千歳市錦町2-12-1 ☎0123-29-7129 

 

☆青森 

・青森駅前店 青森県青森市新町1-9-18 ☎017-757-8529 

 
☆岩手 

・イオンモール盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1イオンモール盛岡2Fフードコート ☎019-908-7092 

・岩手北上店 岩手県北上市常盤台4-10-63 ☎0197-62-7792 

 
☆宮城 

・仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-25ハピナ名掛丁商店街マジェスティビル1F ☎022-393-6629 

・仙台吉成台店 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-15 ☎022-343-6992 

 
☆福島 

・イオンモールいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字辰巳町79イオンモールいわき小名浜4Fレストラン街 

☎0246-38-9215 

 
☆群馬 

・アゼリアモール館林店 群馬県館林市楠町3648-1アゼリアモール館林1Fフードコート ☎0276-57-8529 

・太田店 群馬県太田市西本町39-3 ☎0276-60-5129 

・フレスポ藤岡店 群馬県藤岡市森字台452-7 ☎0274-50-9429 

 
☆栃木 

・宇都宮竹林店 栃木県宇都宮市竹林町549-1 ☎028-612-5929 

 
☆茨城 

・イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦1F ☎029-875-7092 

・神栖店 茨城県神栖市平泉281-24 ☎0299-94-3429 

・つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園6-49-2 ☎029-875-9729 

・ひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東5-5-1 ☎029-879-9529 



☆千葉 

・イオン新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安1Fフードコート ☎047-318-2129 

・市川店 千葉県市川市市川1-7-1 ☎047-323-6129 

・南行徳店 千葉県市川市相之川4-17-2 メトロセンター南行徳 ☎047-356-1999 

・イオンモール津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼 1Fフードコート ☎047-406-3029 

・成田飯仲店 千葉県成田市飯仲42-19 ☎0476-36-4329 

・穴川東インター店 千葉県千葉市若葉区殿台町81-4 ☎043-301-5529 

・プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張 ☎043-306-1529 

・ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ店 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ北館２F 

☎047-421-7630 

・船橋店 千葉県船橋市本町1-8-13 ☎047-497-8692 

・セブンパークアリオ柏店 千葉県柏市大島田950-1セブンパークアリオ柏ウエスト・ウイング 3Fフードコート内

☎04-7157-3629 

・柏店 千葉県柏市柏1-7-1 DayOneタワー1F ☎04-7136-2941 

・木更津店 千葉県木更津市太田1-3-8 ☎0438-38-4129 

 
☆埼玉 

・大宮西口店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-13第2ユニオンビル1F ☎048-782-4029 

・さいたま美園店 埼玉県さいたま市緑区美園4-5-10 ☎048-816-3629 

・越谷レイクタウンkaze店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2イオンレイクタウンkaze１Fフードコート 

☎048-993-4129 

・加須店 埼玉県加須市上三俣613 ☎0480-38-9255 

・イオンモール北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンモール北戸田1Fレストラン街 ☎048-424-8129 

・ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 2Fフードコート ☎048-960-0429 

・西武所沢Ｓ.Ｃ.店 埼玉県所沢市日吉町12-1西武所沢S.C.1F ☎04-2968-5429 

・川越バイパス店 埼玉県川越市城下町24-2 ☎049-237-7729 

・川口駅前店 埼玉県川口市川口1-1-1 ☎048-299-5229 

・イオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川1Fレストランイースト 

☎048-263-2929 

・アリオ川口店 埼玉県川口市並木元町1-79アリオ川口1Fフードコート ☎048-229-2978 

・草加新田店 埼玉県草加市北谷3-1-35 ☎048-948-8429 

・八潮ロード店 埼玉県八潮市茜町1-12-16 ☎048-948-7829 

 
☆東京 

・亀有店 東京都葛飾区亀有3-43-4 ☎03-6231-2729 

・アリオ亀有店 東京都葛飾区亀有3-49-3アリオ亀有1Fレストラン ☎03-6231-2929 

・亀戸駅前店 東京都江東区亀戸2-22-16第21東ビル ☎03-5875-1029 

・門前仲町店 東京都江東区門前仲町2-9-2 ☎03-6458-5429 

・三田店 東京都港区芝5-26-1芝MCビル1F ☎03-6809-3729 

・新橋日比谷口店 東京都港区新橋2-6-5織田興産ビル ☎03-6205-4729 

・赤坂通り店 東京都港区赤坂2-14-1赤坂山王会館ビル１F ☎03-6277-6729 

・六本木店 東京都港区六本木6-1-2富士プラザビル1F ☎03-6447-4529 



・渋谷センター街店 東京都渋谷区宇田川町33-13楠原ビル1F ☎03-6416-3329 

・高田馬場店 東京都新宿区高田馬場3-2-5フレンドビル ☎03-5937-1929 

・あけぼの橋店 東京都新宿区住吉町8-19尚山ビル ☎03-5315-4129 

・新宿2丁目店 東京都新宿区新宿2-5-11千寿新宿ビル ☎03-6273-2929 

・大久保店 東京都新宿区大久保1-5-13櫻井ビル ☎03-6205-5429 

・高円寺南口店 東京都杉並区高円寺南4-23-5 ☎03-6383-1529 

・三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋2-13-11大野ビル1F ☎03-6453-2129 

・下北沢店 東京都世田谷区北沢2-11-3 ☎03-5787-8929 

・末広町店 東京都千代田区外神田5-1-5末広JFビル ☎03-5817-4729 

・小川町店 東京都千代田区神田小川町1-8-14神田新宮嶋ビル１F ☎03-3527-1329 

・有楽町店 東京都千代田区有楽町1-2-6 有楽町1丁目ビル1F ☎03-6811-2329 

・北千住店 東京都足立区千住2-61-17 ☎03-5284-8529 

・浅草雷門店 東京都台東区雷門1-14-6黒澤ビル ☎03-5806-2029 

・蒲田店 東京都大田区蒲田5-25-2橋本コーポビル ☎03-6715-9829 

・大森ララ店 東京都大田区山王2-1-5 ☎03-6429-7029 

・マチノマ大森店 東京都大田区大森西3-1-38マチノマ大森2F ☎03-6404-8129 

・勝どき店 東京都中央区勝どき2-10-2土信田ビル1F ☎03-6204-2429 

・東京八重洲地下街店 東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街南1号 ☎03-5542-1929 

・東中野店 東京都中野区東中野3-1-1寛栄ビル1F ☎03-6908-8129 

・町田店 東京都町田市原町田4-9-16 ☎042-851-8729 

・調布店 東京都調布市小島町1-34-22 ☎042-444-7829 

・三鷹東八道路店 東京都調布市深大寺東町8-33-1 ☎042-444-8729 

・イオンモール東久留米店 東京都東久留米市南沢5-17-62イオンモール東久留米3Fフードコート ☎042-497-5161 

・八王子店 東京都八王子市横山町24-14マルベリーハウス1F ☎042-649-3429 

・大山店 東京都板橋区大山東町58-1福屋ビル ☎03-6905-7329 

・目黒上大崎店 東京都品川区上大崎2-13-22シーアイマンション白金1F ☎03-6455-6929 

・イトーヨーカドー大井町店 東京都品川区大井1-3-6 イトーヨーカドー大井町1Fフードコート ☎03-6429-7529 

・五反田店 東京都品川区東五反田1-22-6五反田さくらビル ☎03-6277-4829 

・府中駅前店 東京都府中市宮町1-100 ☎042-319-9929 

・イオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山1Fレストラン ☎042-563-2919 

・吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-8けやきビル１F ☎0422-40-5262 

・池袋西口店 東京都豊島区池袋2-40-13池袋デュープレックスビズ ☎03-6914-3629 

・池袋東口店 東京都豊島区東池袋1-15-1菱山ビル1F ☎03-6914-0429 

・大塚店 東京都豊島区北大塚1-17-2 ☎03-5944-5429 

・王子店 東京都北区王子1-14-3Ｄ･Ｂ王子1F ☎03-6915-4729 

・駒込店 東京都北区西ヶ原1-56-12第3ライデンビル1F ☎03-5980-9029 

・錦糸町店 東京都墨田区江東橋3-8-12KINSIA ANNEXビル1F ☎03-6659-3029 

・オリナス錦糸町店 東京都墨田区太平4-1-2オリナス錦糸町4Fレストラン街 ☎03-6456-1429 

・学芸大学店 東京都目黒区鷹番3-3-19 ☎03-6303-4329 

・立川北口店 東京都立川市曙町2-11-2フロム中武1F ☎042-512-8029 

・練馬春日町店 東京都練馬区春日町2-14-6 ☎03-5848-7429 

・保谷駅前店 東京都練馬区南大泉3-31-20 ☎03-6904-4829 



☆神奈川 

・ダイナシティ小田原店 神奈川県小田原市中里296-1ダイナシティイースト1Fフードコート内☎0465-46-7707 

・京急久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜4-6-18 ☎046-876-6829 

・横須賀中央店 神奈川県横須賀市大滝1-27日吉ビル1F ☎046-845-6529 

・上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-26天野ビル1F ☎045-349-5129 

・綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西2-2-17サングレイスプラザ綱島１F ☎045-717-7629 

・アピタテラス横浜綱島店 神奈川県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 

☎045-859-9592 

・横浜西口店 神奈川県横浜市西区岡野1-12-15ML横浜ビル ☎045-624-9729 

・コーナン港北インター店 神奈川県横浜市都筑区折本町118-1 1Fフードコート ☎045-620-8229 

・イオンモール座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間2Fレストラン ☎046-204-9329 

・元住吉店 神奈川県川崎市中原区木月1-22-6 ☎044-948-4829 

・相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-7 ☎042-711-6729 

・アリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22アリオ橋本1Fフードコート ☎042-703-6929 

・小田急マルシェ大和店 神奈川県大和市中央1-1-26小田急マルシェ大和1F ☎046-204-6029 

・湘南モールフィル店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールフィル2Fフードコート ☎0466-47-9239 

・藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢20-9 オセアン藤沢ビル1F ☎0466-41-9329 

 

☆山梨 

・イオンモール甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオンモール甲府昭和1Fレストランコート 

☎055-231-5229 

 

☆長野 

・長野高田店 長野県長野市高田1182-3 ☎026-285-0592 

・松本村井店 長野県松本市村井町南1-6-17 ☎0263-87-2910 
 

☆富山 

・イオンモール高岡店 富山県高岡市下伏間江383イオンモール高岡1Fフードコート ☎0766-92-0129 

・ファボーレ富山店 富山県富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ富山1F ☎076-461-4929 

 

☆石川 

・イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315イオンモール新小松1F ☎0761-48-5229 

・金沢福久店 石川県金沢市福久町ホ23-1 ☎076-254-5129 

 

☆静岡 

・浜松湖東町店 静岡県浜松市西区湖東町3034 ☎053-489-5029 

・袋井店 静岡県袋井市堀越2-21-8 ☎0538-31-2983 

 



☆愛知 

・リーフウォーク稲沢店 愛知県稲沢市長野7-1-2リーフウォーク稲沢1F ☎0587-50-2912 

・岡崎上和田店 愛知県岡崎市上和田町南天白21-2 ☎0564-73-5529 

・愛知蒲郡店 愛知県蒲郡市大塚町南向山25-2 ☎0533-56-2911 

・愛知大口店 愛知県丹羽郡大口町新宮2-144-1 ☎0587-50-5529 

・イオンモール東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンモール東浦1Fレストランコート 

☎0562-57-2229 

・イオンモール長久手店 愛知県長久手市菅池167イオンモール長久手4F星空★レストラン 

☎0561-76-1129 

・豊田四郷店 愛知県豊田市上原1-67-2 ☎0565-85-1029 

・イオンモール名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 イオンモール名古屋茶屋1Fレストラン 

☎052-655-6291 

・名古屋大須店 愛知県名古屋市中区大須3-30-29 ☎052-212-9529 

・名古屋三井ビル店 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-12地下1F ☎052-446-6329 

・イオンモール熱田店 名古屋市熱田区六野一丁目2番11号イオンモール熱田2F ☎052-618-7829 

・桶狭間店 愛知県名古屋市緑区桶狭間森前209 ☎052-618-7829 

 

☆三重 

・イオンモール津南店 三重県津市高茶屋小森町145イオンモール津南2F ☎059-253-1929 

 

☆滋賀 

・多賀サービスエリア上り店 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺59-2 ☎0749-48-1325 

・ニトリ近江八幡店 滋賀県近江八幡市馬淵町字下司1680-1ニトリ近江八幡駐車場内 ☎0748-29-3129 

 
☆大阪 

・大阪羽曳野店 大阪府羽曳野市野467-1 ☎072-959-8629 

・岸和田店 大阪府岸和田市田治米町321-1 ☎080-7039-1093 

・イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町１イオンモール堺鉄砲町1Fレストラン街 ☎072-242-6129 

・イオンモール四條畷店 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンモール四條畷3Fフードコート ☎072-862-0129 

・カリーノ江坂店 大阪府吹田市豊津町9-40 ☎06-4860-6129 

・泉大津店 大阪府泉大津市昭和町3-30 ☎0725-90-5029 

・あべのルシアス店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1ルシアスビル1F ☎06-4393-8429 

・法善寺店 大阪府大阪市中央区難波1-5-23法善寺タウンビル1Ｆ ☎06-6210-4929 

・大阪福島店 大阪府大阪市福島区福島5-9-8 ☎06-6486-9129 

・梅田堂山店 大阪府大阪市北区角田町1-20 ☎06-6484-9929 

・八尾店 大阪府八尾市萱振町4-43-1 ☎072-943-1029 

・アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3アリオ八尾1F ☎072-943-2998 

・ＬＡＢＩ千里店 大阪府豊中市新千里東町1-2-20 ☎06-6155-9029 

・ニトリモール枚方店 大阪府枚方市北山1-2-1ニトリモール枚方2F ☎072-807-3929 

  



 
☆京都 

・イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府京都市南区西九条鳥居口町１イオンモールKYOTO Sakura館4Fフードコート

☎075-644-4929 

・イオンモール北大路店 京都府京都市北区小山北上総町49-1イオンモール1F北レストランエリア ☎075-432-8192 

・京都河原町三条店 京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町51-1 ☎075-256-9229 

 
☆兵庫 

・イオンモール伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹1F ☎072-764-5229 

・加古川店 兵庫県加古川市野口町長砂1177-4 ☎079-441-7029 

・神戸三宮生田ロード店 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-9-11コーストフロムビル ☎078-321-0029 

・イオンモール神戸南店 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1イオンモール神戸南1Fレストラン街 ☎078-685-1929 

・イオンモール神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオンモール神戸北3Fフードコート ☎078-595-8429 

・ドン・キホーテ西宮店 兵庫県西宮市六湛寺町1-13 ☎0798-81-3629 

・姫路駅前店 兵庫県姫路市駅前町60 ホテルモントレ姫路2F ☎079-280-2329 

・イオン明石ショッピングセンター店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-3-1イオン明石ショッピングセンター２ 

番街1F ☎078-964-5529 

 
☆奈良 

・イオンモール橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1イオンモール橿原サウスモール3Ｆフードコート 

☎0744-46-9529 

・イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山3Fフードコート 

☎0743-51-2629 

 
☆岡山 

・岡山下中野店 岡山県岡山市北区下中野355-101 ☎086-805-8208 

 

☆広島 

・イオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中1Fフードコート 

☎082-546-9029 

・THE OUTLETS HIROSHIMA店 広島県広島市佐伯区石内東4-1-１THE OUTLETS HIROSHIMA 1F 

にしかぜダイナーFOOD FOREST ☎082-275-4592 

・広島中央通り店 広島県広島市中区三川町2-1サン・リバービル☎082-569-8003 

・東広島店 広島県東広島市西条町西条東810 ☎082-490-5529 

・ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1ゆめタウン廿日市3Fフードコート ☎0829-20-4229 

 

☆山口 

・ナフコツーワンスタイル山口店 山口県山口市朝田780-2 ☎083-933-0113 

 
☆島根 

・出雲斐川町店 島根県出雲市斐川町荘原108 ☎0853-31-9929 

 
☆鳥取 

・イオンモール鳥取北店 鳥取県鳥取市晩稲348イオンモール鳥取北1Fレストランコート ☎0857-50-1333 

・イオンモール日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1イオンモール日吉津2Fフードコート 

☎0859-30-3032 

  



☆徳島 

・イオンモール徳島店 徳島県徳島市南末広町4番1号イオンモール徳島5Fレストランコート ☎088-676-2929 

 
☆愛媛 

・ニトリ新居浜店 愛媛県新居浜市磯浦町13-61 ☎0897-66-7029 

 
☆福岡 

・久留米店 福岡県久留米市野伏間1-8-5 ☎0942-64-9292 

・ホームプラザナフコ苅田店 福岡県京都郡苅田町幸町6-7 ☎093-967-9292 

・ナフコツーワンスタイル宗像店 福岡県宗像市光岡七田559-1 ☎0940-62-6729 

・イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1イオンモール福岡1Fレストランコート 

☎092-719-1729 

・太宰府店 福岡県太宰府市青葉台3-26-13 ☎092-555-6129 

・イオンモール直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1イオンモール直方1Fレストラン街 ☎0949-29-8690 

・マリノアシティ福岡店 福岡県福岡市西区小戸2-12-30マリノアシティ福岡マリナサイド北棟1Fレストラン 

☎092-707-7029 

・福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-7-13 ☎092-707-3229 

・キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 ☎092-710-5929 

・福岡東比恵店 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5 ☎092-409-5829 

・小倉南店 福岡県北九州市小倉南区徳吉西1-4-14 ☎093-482-2923 

・小倉魚町店 福岡県北九州市小倉北区魚町2-4-22 ☎093-953-6729 

 

☆佐賀 

・佐賀基山店 佐賀県三養基郡基山町小倉974-2 ☎0942-50-6929 

 
☆大分 

・パークプレイス大分店 大分県大分市公園通り西2-1パークプレイス大分2Fレストラン ☎097-547-7229 

 
☆長崎 

・ハウステンボス入国前店 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1ハウステンボスショッピングモール内 

☎0956-37-6529 

・ホームプラザナフコ東諫早店 長崎県諫早市宗方町205-1 ☎0957-46-3729 

・みらい長崎ココウォーク店 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ココウォーク4Fレストラン ☎095-894-1529 

 
☆熊本 

・イオンモール宇城店 熊本県宇城市小川町河江1-1 ☎0964-43-5529 

・宮原サービスエリア下り店 熊本県八代郡氷川町早尾山口1051宮原サービスエリア下りフードコート内 

☎0965-62-3636 

・ゆめタウン光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1ゆめタウン光の森本館1F ☎096-273-9229 

 
☆宮崎 

・イオンモール宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1イオンモール宮崎1Fフードコート ☎0985-72-3329 

 

☆鹿児島 

・イオンタウン姶良店 鹿児島県姶良市西餠田264-1イオンタウン姶良西街区1F ☎0995-73-8829 

・イオンモール鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島1Fレストラン街 ☎099-202-0670 

・鹿児島ベイサイド店 鹿児島県鹿児島市浜町2-3 ☎099-248-8029 

 
☆沖縄 

・石垣島店 沖縄県石垣市真栄里341-8 ☎0980-87-9529 

（以上 国内レストラン事業全店） 


