新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象店舗が休業している場合がございます。
営業状況につきましては、店舗のホームページ等でご確認ください。

対象店舗一覧
セブン-イレブン
店舗

URL

セブン-イレブン

https://www.sej.co.jp/shop/

ロイヤルグループ
店舗

住所

カフェクロワッサン札幌南一条店
ロイヤルホスト美香保店
ロイヤルホスト平岸店
ロイヤルホスト南郷店
ロイヤルホスト麻生店
ロイヤルホスト宮の森店
ロイヤルホスト江別店
天丼てんや弘前店
ロイヤルホスト仙台国見ヶ丘店
ロイヤルホスト仙台花京院店
ロイヤルホスト北仙台店
天丼てんや仙台六丁の目店
ロイヤルホスト仙台一番町店
ロイヤルホスト仙台根岸店
天丼てんや 福島南バイパス店
ロイヤルホストイオンタウン郡山店
ロイヤルホスト水戸駅南店
天丼てんや水戸渡里店
ロイヤルホスト水戸東原店
ロイヤルホスト真鍋新町店
シェーキーズＦＫＤショッピングモール宇都宮インター
シェーキーズ福田屋ＳＰ宇都宮店
天ぷらてんやＦＫＤ宇都宮インターパーク店
那須高原サービスエリア下り線
天丼てんや前橋元総社店
ロイヤルホスト高崎駅前店
天丼てんや群馬館林店
駒寄パーキングエリア下り線
ロイヤルホスト浦和常盤店
ロイヤルホスト与野店
ロイヤルホストさいたま新都心店
天丼てんや大宮宮原店
天丼てんや浦和店
天丼てんや大宮西店
天丼てんや大宮東店
天丼てんや北浦和店
ロイヤルホスト浦和南店
天丼てんや川越野田店

北海道札幌市中央区南一条西 2-4 第 5 藤井ビル 1F
北海道札幌市東区北二十五条東 8-2-6
北海道札幌市豊平区平岸三条 8-6-1
北海道札幌市白石区南郷通 15 丁目南 2-12
北海道札幌市北区北三十七条西 4-1-15
北海道札幌市西区二十四軒一条 7 丁目
北海道江別市野幌町 27-2
青森県弘前市南大町 1-1-1
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘 2-1-18
宮城県仙台市青葉区花京院 1-4-12 リッチモンドホテル仙台 1F
宮城県仙台市青葉区昭和町 3-7
宮城県仙台市若林区六丁の目中町 26-28
宮城県仙台市青葉区一番町 3-9-13 ＤＡＴＥＯＮＥビル 2F
宮城県仙台市太白区根岸町 6-35
福島県福島市黒岩字田部屋 22-1
福島県郡山市松木町 2-88
茨城県水戸市城南 2-8-5
茨城県水戸市渡里町 2693-1
茨城県水戸市東原 2-2-1
茨城県土浦市真鍋新町 19-8
栃木県宇都宮市インターパーク 6-1-1 FＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店 1F
栃木県宇都宮市今泉町 237 福田屋ショッピングプラザ 1F
栃木県宇都宮市インターパーク 6-1-1 FＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店 1F
栃木県那須郡那須町豊原丙 2318-6 東北自動車道
群馬県前橋市元総社町 1818-2
群馬県高崎市東町 56-1
群馬県館林市美園町 3-3
群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保字七日市 521-1 関越自動車道
埼玉県さいたま市浦和区常盤 7-1-17
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 1-7-7
埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2 明治生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー2F
埼玉県さいたま市北区宮原町 1-189-1
埼玉県さいたま市浦和区高砂 1-14-14 たけふじビル 1F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-2-18
埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-13 平和堂ビル 1F
埼玉県さいたま市浦和区北浦和 3-2-10 近藤ビル 1F
埼玉県さいたま市南区根岸 3-20-14
埼玉県川越市野田町 2-15-4
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ロイヤルホスト宮元町店
天丼てんや川越店
ロイヤルホスト川越店
天丼てんや川口店
ロイヤルホスト西川口店
ロイヤルホスト所沢店
天丼てんや東松山店
ロイヤルホスト東松山店
天丼てんや春日部店
ロイヤルホスト春日部店
ちゃんぽん菜の里Ｐａｓａｒ羽生店
ロイヤル羽生洋食軒
寄居星の王子さま PA
ロイヤルホスト上尾店
天丼てんや越谷レイクタウン店
天丼てんや越谷七左町店
天丼てんや越谷店
ロイヤルホスト戸田店
天丼てんや入間下藤沢店
ロイヤルホスト和光駅前店
天丼てんや志木東口店
天丼てんや三郷幸房店
上里サービスエリア上り線
カフェクロワッサンＷＢＧ店
ロイヤルホスト検見川浜店
ＷＢＧクラブラウンジ
天丼てんやハーバーシティ蘇我店
天丼てんや千葉シーワン店
ロイヤルガーデンコート
ロイヤルホスト稲毛海岸店
天丼てんや海浜幕張店
セントラルキャフェテリア
ロイヤルホスト幕張店
ロイヤルホスト幸町店
ロイヤルホスト津田沼店
天丼てんや下総中山店
ロイヤルホスト船橋北店
海ほたるパーキングエリア
ロイヤルホスト松戸駅前店
ロイヤルホスト常盤平店
ロイヤルホスト成田店
天丼てんや志津店
ロイヤルホスト津田沼駅前店
ロイヤルホスト若柴店
ロイヤルホスト浦安店
天丼てんや千葉ニュータウン店
天丼てんやジョイフル本田富里店
天丼てんや市川店
Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｆｆｅｅ山王
ロイヤルホスト九段下店
ロイヤルホスト秋葉原店

埼玉県川越市宮元町 46埼玉県川越市脇田町 7-1 鳥熊商店ビル 1F
埼玉県川越市広栄町 24-6
埼玉県川口市栄町 3-5-1 高梨ビル 1F
埼玉県川口市並木 3-2-1
埼玉県所沢市小手指町 1-41-2
埼玉県東松山市大字正代 1000‐1
埼玉県東松山市石橋 1650-1
埼玉県春日部市中央 1-8-17
埼玉県春日部市中央 4-7-6
埼玉県羽生市弥勒字三新田 824 東北自動車道下り線羽生パーキングエリア内
埼玉県羽生市弥勒字三新田 824 東北自動車道下り線羽生パーキングエリア内
埼玉県深谷市本郷北坂 3064-4
埼玉県上尾市上平中央 1-29-1
埼玉県越谷市レイクタウン 7-17-2
埼玉県越谷市新越谷 1-32-7
埼玉県越谷市弥生町 4-44 ファイン越谷内
埼玉県戸田市本町 4-1-6
埼玉県入間市下藤沢 761-1
埼玉県和光市本町 3-23 ヤワラビル 2F
埼玉県新座市東北 2-39-24
埼玉県三郷市幸房 1452-4
埼玉県児玉郡上里町大字五明 849-1 関越自動車道
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブダイニング 1F
千葉県千葉市美浜区磯辺 5-10-1
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6 ＷＢＧマリブウエスト 35F
千葉県千葉市中央区川崎町 1-35
千葉県千葉市中央区富士見 2-24-1 Ｃ-ｏｎｅ内
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 幕張メッセ内
千葉県千葉市美浜区高洲 4-5-10
千葉県千葉市美浜区ひび野 1-8 メッセアミューズモール内
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 幕張メッセ内
千葉県千葉市花見川区幕張町 1-7780-4
千葉県千葉市美浜区幸町 2-24-35
千葉県船橋市前原西 1-1-20
千葉県船橋市本中山 2-16-1 プラザなかやま 1F
千葉県船橋市北本町 1-1-1
千葉県木更津市中島地先 東京湾アクアライン
千葉県松戸市根本 5-2
千葉県松戸市常盤平 7-23-4
千葉県成田市寺台川向 9-11
千葉県佐倉市西志津 1-10-3
千葉県習志野市谷津 7-7-1
千葉県柏市若柴 5-31
千葉県浦安市北栄 2-18-32
千葉県白井市桜台 1-1-12
千葉県富里市七栄 525-24
千葉県市川市市川 1-6-14 市川金子ビル 1F
東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワーＢ1F
東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア 1F
東京都千代田区外神田 4-5-4
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ロイヤルホスト神田神保町店
天丼てんや神田神保町店
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ飯田橋
シズラー東京国際フォーラム店
天丼てんや八重洲店
ロイヤルホスト八丁堀店
天丼てんや人形町店
天丼てんや築地店
天丼てんや銀座店
ローズベーカリー銀座
ロイヤルホスト銀座インズ店
チャウダーズ 汐留店
ＡＯＩ ＧＡＲＤＥＮ ＦＯＯＤ ＨＡＬＬ
オークラカフェ
Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｆｆｅｅ青山
ＴＨＥ ３ＲＤ ＣＡＦＥ 品川
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ青山
ロイヤルホスト高輪店
チャンパー伊勢丹会館店
ロイヤルホスト神楽坂店
天丼てんや早稲田店
ロイヤルホスト新宿店
天丼てんや新宿センタービル店
防衛省スカイビューレストラン
シェーキーズ新宿通り店
天丼てんや曙橋店
シズラー新宿三井ビル店
ロイヤルホスト東新宿駅前店
ロイヤルホスト新宿三井ビル店
カフェ・シェーキーズ外苑信濃町
天丼てんや白山店
ロイヤルホスト音羽店
未来ダイニングてんや文京グリーンコート店
天丼てんや浅草店
ロイヤルホスト浅草店
シズラー押上店
ロイヤルホスト曳舟店
天丼てんや門前仲町店
カフェテラスロイヤル東京ビッグサイト店
天丼てんや亀戸店
天丼てんや東陽町店
ロイヤルホスト西大島店
天丼てんや目黒店
天丼てんや大崎ニューシティ店
天丼てんや武蔵小山店
天丼てんや学芸大学店
ロイヤルホスト目黒店
天丼てんや蒲田店
ロイヤルホスト大森北店
天丼てんや大森店
ロイヤルホスト桜新町駅前店

東京都千代田区神田神保町 1-103 東京パークタワープラザ 1F
東京都千代田区神田神保町 3-2 神保町サンライトビル
東京都千代田区富士見 2 丁目 10 番地 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス 206
東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム Ａ ブロックＢ1
東京都中央区八重洲 2-1 八重洲地下街南 1 号
東京都中央区八丁堀 1-13-7 ホテルサードニクス東京 1F
東京都中央区日本橋人形町 2-6-3
東京都中央区築地 2-15-15 セントラル東銀座 1F
東京都中央区銀座 3-9-4 草野ビル
東京都中央区銀座 6-9-5 ギンザコマツ西館 7F
東京都中央区銀座西 2-2 銀座インズ 2
東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンタービル 1F
東京都港区虎ノ門 2 丁目 10 番 4 号 オークラプレステージタワー4F
東京都港区虎ノ門 2 丁目 10 番 4 号 オークラプレステージタワー8F
東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビルヂングＢ1F
東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス 2 階 Ｔ214
東京都港区北青山 2-1-19
東京都港区高輪 4-10-8 京急第 7 ビル 1
東京都新宿区新宿 3-15-7 伊勢丹会館 4F
東京都新宿区神楽坂 3-2-20 ヴァンテ・アン神楽坂 2F
東京都新宿区馬場下町 14 清渓ビル 1F
東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランド 1F 南 101
東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービルＢ1-26-2
東京都新宿区市谷本村町 5-1
東京都新宿区新宿 3-30-11 第 2 タカノビルＢ1F
東京都新宿区住吉町 6-6 日本自動車メータービル
東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 2F
東京都新宿区新宿 7-27-9 相鉄フレッサイン東新宿駅前 1F
東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1F
東京都新宿区霞ヶ丘町 14-1 明治神宮外苑休憩所 1F
東京都文京区本駒込 1-2-3 サンオーミ白山ビル 1F
東京都文京区音羽 1-15-15
東京都文京区本駒込 2-28-10 イーストウィング 2F
東京都台東区浅草 1-9-2
東京都台東区浅草 1-9-2 ユニゾイン浅草 1F
東京都墨田区押上 1 丁目 10-3 リッチモンドホテルプレミア東京押上 5 階
東京都墨田区京島 1-38-1 曵舟駅前プラザ 1F
東京都江東区富岡 1-8-17 不動前佐久間ハイツ 1F・2F
東京都江東区有明 3-11-1 東京国際展示場西展示棟 2F
東京都江東区亀戸 2-22-10 鈴木ビル
東京都江東区南砂 2-1-3 セキネビル 1F
東京都江東区大島 3-1-2
東京都品川区上大崎 2-16-4 甲陽ビル 1F
東京都品川区大崎 1-6-5 大崎ニューシティ 2F
東京都品川区小山 3-22-14
東京都目黒区鷹番 3-8-7 ＯＮビル
東京都目黒区目黒 3-10-1
東京都大田区西蒲田 7-65-2 サンライズアーケード内
東京都大田区大森北 2-20-9
東京都大田区山王 2-3-8 大森ビル 1F
東京都世田谷区新町 2-37-14
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ロイヤルホスト若林店
天丼てんや三軒茶屋店
ロイヤルホスト尾山台店
天丼てんや千歳烏山店
ロイヤルホスト駒沢店
シズラー桜新町店
ロイヤルホスト馬事公苑店
ロイヤルホスト桜新町店
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ渋谷
天丼てんや原宿店
天丼てんや代々木八幡店
天丼てんや恵比寿店
天丼てんや京王クラウン街笹塚店
ロイヤルホスト道玄坂店
ロイヤルホスト中野店
天丼てんや中野店
ロイヤルホスト江古田店
天丼てんや荻窪店
天丼てんや西荻窪店
天丼てんや高円寺店
天丼てんや阿佐ヶ谷店
ロイヤルホスト永福町店
天丼てんや巣鴨店
シェーキーズ池袋東口店
シズラー大塚駅前店
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ目白
ロイヤルホスト大塚駅前店
天丼てんや十条店
天丼てんや日暮里店
天丼てんや町屋店
天丼てんや成増店
天丼てんや大山店
天丼てんや東武練馬店
ロイヤルホスト板橋店
練馬展望レストラン
ロイヤルホスト石神井台店
ロイヤルホスト善福寺店
カウボーイ家族石神井店
天丼てんやポンテポルタ千住店
天丼てんや綾瀬店
天丼てんや竹ノ塚店
天丼てんや北千住西口店
ロイヤルホスト竹の塚店
ロイヤルホスト西新井大師店
ロイヤルホスト立石店
天丼てんや新小岩店
天丼てんや立石店
ロイヤルホスト亀有店
天丼てんや葛西駅前店
ロイヤルホスト西葛西店
ロイヤルホスト南葛西店

東京都世田谷区若林 5-32-22
東京都世田谷区三軒茶屋 1-38-7 ワコーレ三軒茶屋フォーラムＮ&Ｎ1F
東京都世田谷区尾山台 2-25-9
東京都世田谷区南烏山 6-3-17 ホワイトパークビル 1F
東京都世田谷区駒沢 5-19-7
東京都世田谷区桜新町 1-33-5
東京都世田谷区上用賀 2-3-1
東京都世田谷区桜新町 1-34-6
東京都渋谷区宇田川町 4-3 ホテルユニゾ渋谷 2F
東京都渋谷区神宮前 4-31 原宿ＴＫビル 1F
東京都渋谷区富ヶ谷 1-51-1 八光堂ビル 1F
東京都渋谷区恵比寿 1-8-3 いとうビル 1F
東京都渋谷区笹塚 1-56-18 京王クラウン街笹塚
東京都渋谷区道玄坂 2-29-8 道玄坂センタービル 3F
東京都中野区中央 4-59-4
東京都中野区中野 5-65-6 Ｓａｎｗａ ｂｌｄ．‐3
東京都中野区江原町 3-33-10
東京都杉並区上荻 1-15-2
東京都杉並区西荻北 3-1-16
東京都杉並区高円寺北 3-22-17
東京都杉並区阿佐谷北 2-13-2 パサージュ阿佐ヶ谷 1F
東京都杉並区永福 4-17-5
東京都豊島区巣鴨 3-27-7 保坂ビル 1F
東京都豊島区東池袋 1-11-4 大和ビルＢ1F
東京都豊島区北大塚 2-26-1 ｂａ01 2F
東京都豊島区目白 2 丁目 39 番 1 号 トラッド目白 201
東京都豊島区北大塚 2-14-5 ＫＹビル 2F
東京都北区上十条 2-30-1 ミヤワキビル 1F
東京都荒川区西日暮里 2-19-7 東忠ビル 1F
東京都荒川区町屋 2-2-22 町屋第 5 小田ビル
東京都板橋区成増 2-20-2 水野ビル 1F
東京都板橋区大山東町 59-1 佐古ビル 1F
東京都板橋区徳丸 3-1-23 サンエスビル 1F
東京都板橋区相生町 4-9
東京都練馬区豊玉北 6-12-1 練馬区役所内 20F
東京都練馬区石神井台 6-18-1
東京都練馬区関町南 1-7-4
東京都練馬区下石神井 2-3-2
東京都足立区千住橋戸町 1-13 ポンテポルタ千住 1F
東京都足立区綾瀬 3-2-8 シティプレイス綾瀬
東京都足立区竹の塚 6-7-1-101
東京都足立区千住 2-62-9 うな源ビル
東京都足立区竹の塚 4-4-7
東京都足立区西新井 6-8
東京都葛飾区立石 5-3-8
東京都葛飾区新小岩 1-43-8 明治屋第一ビル
東京都葛飾区立石 1-22-2
東京都葛飾区亀有 4-1-18
東京都江戸川区中葛西 5-43-1 葛西メトログルメショッピングセンター
東京都江戸川区西葛西 6-16-3
東京都江戸川区南葛西 3-24
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天丼てんや西葛西店
カウボーイ家族北葛西店
天丼てんや八王子北口店
ロイヤルホスト八王子インター店
天丼てんや立川南店
天丼てんや立川店
ロイヤルホスト立川南店
シズラー三鷹店
天丼てんや吉祥寺店
シェーキーズ吉祥寺店
ロイヤルホスト武蔵境店
ロイヤルホスト牟礼店
天丼てんや府中店
シズラー府中店
ロイヤルホスト府中東店
ロイヤルホスト味の素スタジアム店
ロイヤルホスト仙川駅前店
カウボーイ家族調布店
天丼てんや町田東店
ロイヤルホスト町田店
天丼てんや小平大沼店
ロイヤルホスト小平学園店
ロイヤルホスト小平店
天丼てんや新秋津店
天丼てんや国分寺店
ロイヤルホスト国立駅前店
天丼てんや東大和店
ロイヤルホスト東久留米店
天丼てんや永山店
天丼てんや多摩センター店
ロイヤルホスト多摩センター店
ロイヤルホスト桜堤店
天丼てんや横浜瀬谷店
シェーキーズ横浜西口店
カウボーイ家族金沢八景店
天丼てんや綱島店
ロイヤルホスト横浜駅前店
ロイヤルホスト洪福寺店
天丼てんや伊勢佐木町店
天丼てんや日吉店
天丼てんや鶴見東口店
ランチャンアヴェニュー
レストランビアポート
ロイヤルホスト馬車道店
スプリングバレーブルワリー横浜
ロイヤルホスト白根店
ロイヤルホスト鶴見店
ロイヤルホスト大倉山店
ロイヤルホスト戸塚店
ロイヤルホスト谷津坂店
ロイヤルホスト上大岡店

東京都江戸川区西葛西 6-14-7 メトロセンター1 番館
東京都江戸川区北葛西 2-10-21
東京都八王子市東町 12-1
東京都八王子市左入町 947-1
東京都立川市錦町 1-3-24 ソーシンビル
東京都立川市曙町 2-5-18 第一東財曙ビル 1F・2F
東京都立川市柴崎町 6-9-4
東京都武蔵野市中町 2-4-1 リッチモンドホテル東京武蔵野 2F
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-25
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-15-2 ダイヤバローレビルＢ1F
東京都武蔵野市境 2-14-1 ＳＷＩＮＧ2F
東京都三鷹市牟礼 2-14-23
東京都府中市宮町 1-100-111
東京都府中市緑町 1-14-1
東京都府中市緑町 1-14-1
東京都調布市西町 376-3 味の素スタジアム内ポケットガーデン 1F
東京都調布市仙川町 1-44-1
東京都調布市布田 3-18-5
東京都町田市原町田 6-20-13 ヤマダイビル 1F
東京都町田市中町 2-17-15
東京都小平市大沼町 4-42-16
東京都小平市仲町 402
東京都小平市上水本町 3-6-1
東京都東村山市秋津町 5-13-5
東京都国分寺市本町 2-2-1
東京都国立市中 1-9-1 増田ビル 2F
東京都東大和市奈良橋 5-813-4
東京都東久留米市前沢 1-7-16
東京都多摩市永山 1-3-4 ヒューマックスパビリオン永山内
東京都多摩市落合 1-11-2 小田急マルシェ多摩センター
東京都多摩市落合 1‐44 丘の上プラザ 4F
東京都西東京市新町 6-5-7
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 2-16-4
神奈川県横浜市西区南幸 1-11-1 丸藤ビルＢ1F
神奈川県横浜市金沢区六浦 1-16-1
神奈川県横浜市港北区綱島西 1-11-4 綱島オークラビルＩＩ
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-13-7
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町 1-12-8
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 2-92
神奈川県横浜市港北区日吉本町 1-2-2
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1-31-2-107-1
神奈川県横浜市中区日本大通 11 横浜情報文化センター1F
神奈川県横浜市鶴見区生麦 1-17-1 キリン横浜ビアビレッジ内
神奈川県横浜市中区尾上町 5-78
神奈川県横浜市鶴見区生麦 1-17-1 キリン横浜ビアビレッジ内
神奈川県横浜市旭区白根 1-20-25
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 3-19-7
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 13-1
神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-4-4
神奈川県横浜市金沢区堀口 5-1
神奈川県横浜市港南区最戸 1-4-1
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ロイヤルホスト屏風ヶ浦店
天丼てんや溝の口店
天丼てんや川崎店
ロイヤルホスト川崎店
天丼てんや相模原星が丘店
天丼てんやボーノ相模大野店
ロイヤルホスト相模原中央店
天丼てんや小田急相模原店
天丼てんや橋本店
ロイヤルホスト衣笠インター店
天丼てんや横須賀中央店
天丼てんや平塚田村店
ロイヤルホスト平塚店
天丼てんや大船店
ロイヤルホスト鎌倉山店
ロイヤルホスト藤沢本町店
天丼てんや小田原店
ロイヤルホスト小田原店
天丼てんや本厚木店
ロイヤルホスト厚木栄町店
ロイヤルホスト南林間店
ロイヤルホスト座間店
ロイヤルホスト新潟駅前店
ロイヤルホスト新潟県庁前店
ロイヤルホスト西堀通店
米山サービスエリア上り線
天丼てんや富山本郷新店
ロイヤルホスト富士吉田店
天丼てんや長野徳間店
天丼てんや川中島店
ロイヤルホスト昭和通店
ロイヤルホスト松本渚店
天丼てんや松本双葉店
ロイヤルホスト諏訪インター店
天丼てんや諏訪店
天丼てんや佐久平店
ロイヤルホスト安曇野インター店
岐阜大学医学部附属病院外来レストラン
天丼てんや大垣寺内町店
ロイヤルホスト静岡インター店
天丼てんや東静岡店
天丼てんや唐瀬店
天丼てんや静岡葵タワー店
ロイヤルホスト浜松駅南店
ロイヤルホスト沼津店
富士川サービス上り線エリアフードコート
ロイヤルホスト柿田川公園店
天丼てんや植田焼山店
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ名古屋
天丼てんや名鉄イン名古屋金山アネックス店
ロイヤルホスト八事店

神奈川県横浜市磯子区森 2-26-15
神奈川県川崎市高津区溝口 1-15-3 ブランズ溝の口レジデンス 1F 101
神奈川県川崎市川崎区砂子 1-9-2 田中ビル 1F
神奈川県川崎市川崎区新川通 2-5
神奈川県相模原市中央区星が丘 4-17-16
神奈川県相模原市南区相模大野 3-2-1 ボーノ相模大野ノースモール
神奈川県相模原市中央区富士見 6-2-20
神奈川県相模原市南区松が枝町 23-3
神奈川県相模原市緑区橋本 6-1-24 味の食彩館はしもとビル 2F
神奈川県横須賀市佐原 1-8-7
神奈川県横須賀市若松町 1-5-1
神奈川県平塚市田村 5-8-38
神奈川県平塚市立野町 1-20
神奈川県鎌倉市大船 1-8-3
神奈川県鎌倉市津 1321-1
神奈川県藤沢市藤沢 4-5-6
神奈川県小田原市栄町 2-8-24 アイエスビル 1F
神奈川県小田原市浜町 3-1-10
神奈川県厚木市中町 2-4-16 トキワヤビル 1F
神奈川県厚木市栄町 1-3-12
神奈川県大和市南林間 2-12-1
神奈川県座間市広野台 1-1-1
新潟県新潟市中央区花園 1-2-2 コープシティ花園 1F
新潟県新潟市中央区出来島 1-2-6
新潟県新潟市中央区西堀通五番町 833-7
新潟県柏崎市大字鯨波字若宮 甲 178 番地 2 北陸自動車道 上り線米山サービスエリア内
富山県富山市本郷新 13-2
山梨県富士吉田市上吉田東 1-14-36
長野県長野市徳間 3120
長野県長野市稲里町中氷鉋 1206-2
長野県長野市大字鶴賀上千歳町 1375-1
長野県松本市渚 3-1-1
長野県松本市双葉 19-12
長野県諏訪市大字中洲 2929-1
長野県諏訪市四賀赤沼 1826
長野県佐久市岩村田 1751-7
長野県安曇野市豊科南穂高 1102-2
岐阜県岐阜市柳戸 1 番 1 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 2F
岐阜県大垣市寺内町 2-57
静岡県静岡市駿河区中野新田 371
静岡県静岡市葵区長沼南 7-1
静岡県静岡市葵区上足洗 3-13-30
静岡県静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワーＢ1 階
静岡県浜松市中区砂山町 355-14
静岡県沼津市東熊堂 448-1
静岡県富士市岩淵字北吉野 1500 番地 透明高速道路
静岡県駿東郡清水町玉川 111-3
愛知県名古屋市天白区焼山 1-312
愛知県名古屋市中区栄 1-2-7 リッチモンドホテル名古屋納屋橋 1F
愛知県名古屋市中区金山 1-11-13
愛知県名古屋市昭和区八事本町 28-29
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ロイヤルホスト御器所店
ロイヤルホスト高蔵寺店
天丼てんや豊田浄水店
ロイヤルホスト甚目寺店
ロイヤルホスト浜大津店
ロイヤルホスト草津店
ロイヤルホスト北山店
ロイヤルホスト堀川五条店
ロイヤルホスト桂店
ロイヤルホスト山科西野店
ロイヤルホスト宇治槇島店
大阪市立大学医学部附属病院レストランＲＯＹＡＬ
ロイヤルホスト南田辺店
大阪赤十字病院レストランＲＯＹＡＬ
ロイヤルホスト平野店
ロイヤルホスト蒲生店
ロイヤルホストあみだ池店
ロイヤルホスト都島店
ロイヤルホスト帝塚山店
ロイヤルホストおりおの店
ロイヤルホスト文の里店
ロイヤルホスト桜川店
カウボーイ家族布施南店
ロイヤルホスト三国店
ロイヤルホスト東天満店
ロイヤルホスト朝潮橋店
ロイヤルホスト森ノ宮店
ロイヤルホスト上本町店
カウボーイ家族三国駅前店
カウボーイ家族大阪ドームシティ店
ロイヤルホスト堺長曽根店
ロイヤルホスト堺石津川店
ロイヤルホスト豊中桜塚店
ロイヤルホスト池田天神店
ロイヤルホスト高槻店
ロイヤルホスト茨木店
ロイヤルホスト泉佐野店
ロイヤルホスト八戸の里店
ロイヤルホスト菱江店
ロイヤルホスト西灘店
ロイヤルホスト湊川店
ロイヤルホスト本山店
ロイヤルホスト学が丘店
ロイヤルホスト東神戸店
ロイヤルホスト下山手店
ロイヤルホスト摩耶店
天丼てんや 垂水駅前店
ロイヤルホスト姫路本町店
ロイヤルホスト武庫之荘店
兵庫医科大学病院外来レストラン
ロイヤルホスト芦屋店

愛知県名古屋市昭和区阿由知通 5-8-1
愛知県春日井市中央台 1-1-2
愛知県豊田市浄水町南平 70-1
愛知県あま市下萱津平島 7
滋賀県大津市中央 4-5-41
滋賀県草津市野村 2-20-21
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 110-1
京都府京都市下京区醒ヶ井通六条上ル佐女牛井町 143
京都府京都市西京区山田中吉見町 9-1
京都府京都市山科区西野山階町 25-5
京都府宇治市槇島町千足 66
大阪府大阪市阿倍野区旭町 1-5-7
大阪府大阪市東住吉区南田辺 1-9-23
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30
大阪府大阪市平野区平野馬場 2-7-16
大阪府大阪市城東区蒲生 4-21-6
大阪府大阪市西区北堀江 3-11-24
大阪府大阪市都島区都島北通 1-13-4 フィオーレ都島北 1F
大阪府大阪市住吉区万代 2-2-24
大阪府大阪市住吉区遠里小野 7-10-1
大阪府大阪市阿倍野区松崎町 4-11-8
大阪府大阪市浪速区桜川 2-3-25
大阪府大阪市寿町 3-19-30
大阪府大阪市淀川区三国本町 1-16-53
大阪府大阪市北区東天満 2-2-1
大阪府大阪市港区八幡屋 1-8-8
大阪府大阪市東成区中道 1-4-2
大阪府大阪市天王寺区上本町 9-4
大阪府大阪市淀川区新高 3-6-10
大阪府大阪市西区千代崎 3 丁目南 2-14
大阪府堺市北区長曽根町 1195-1
大阪府堺市西区浜寺船尾町西 2-354
大阪府豊中市南桜塚 1-4-8
大阪府池田市荘園 1-14-19
大阪府高槻市川西町 1-22-6
大阪府茨木市松ケ本町 4-24
大阪府泉佐野市高松南 1-1-1
大阪府東大阪市小阪 2-19-15
大阪府東大阪市稲葉 1-3-25
兵庫県神戸市灘区城内通 1-6-22
兵庫県神戸市兵庫区新開地 3-1-7
兵庫県神戸市東灘区本山中町 1-1-2
兵庫県神戸市垂水区学が丘 4-25-20
兵庫県神戸市東灘区住吉東町 4-7-16
兵庫県神戸市中央区下山手通 6-1-1
兵庫県神戸市灘区岩屋南町 4-40
兵庫県神戸市垂水区神田町 1-20
兵庫県姫路市本町 203
兵庫県尼崎市南武庫之荘 7-17-11
兵庫県西宮市武庫川町 1-1 兵庫医科大学病院 10 号館 10 階
兵庫県芦屋市打出小槌町 1-2
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ロイヤルホスト宝塚店
ロイヤルホスト王寺駅前店
ロイヤルホスト和歌山店
ロイヤルホスト岡山学南店
ロイヤルホスト倉敷店
ロイヤルホスト早島インター店
ロイヤルホスト己斐店
ロイヤルホスト千田町店
ロイヤルホスト幟町店
ロイヤルホスト戸坂店
ロイヤルホスト三篠店
そば処 菜の里
ロイヤルコーヒーショップ広島空港店
天丼てんや 福山曙店
天丼てんやフジグラン神辺店
ロイヤルホスト山の田店
天丼てんや松江店
天丼てんや束本店
天丼てんや古川店
天丼てんやフジグラン重信店
ロイヤルホスト小倉東インター店
ロイヤルホスト三萩野店
ロイヤルホスト本城店
カウボーイ家族青山店
ロイヤルホスト戸畑店
ロイヤルホスト小嶺店
パークボート
レストラン花の木
ロイヤルホスト香椎店
ロイヤルホスト住吉店
天丼てんや天神店
ロイヤルホスト天神西通り店
ロイヤルホスト長尾店
ロイヤルホスト馬出店
パークショップ
ロイヤルホスト南薬院店
Ｒｏｙａｌ Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ大濠公園
ロイヤルホスト和白店
ロイヤルホスト室見店
ロイヤルホスト塩原店
ロイヤルホスト平尾店
ロイヤルホスト吉塚店
アペティートカフェ博多駅マイング店
ロイヤルホスト姪浜店
ロイヤルホスト久留米東店
ロイヤルホスト久留米本町店
ロイヤルホスト飯塚店
ロイヤルホスト中間店
カウボーイ家族春日店
ロイヤルホスト南バイパス店
ロイヤルホスト宗像店

兵庫県宝塚市鶴之荘 2-1
奈良県北葛城郡王寺町王寺 2-10-6
和歌山県和歌山市北汀丁 2
岡山県岡山市北区学南町 1-6-6
岡山県倉敷市白楽町 480-3
岡山県都窪郡早島町大字早島 3484-1
広島県広島市西区己斐本町 2-19-15
広島県広島市中区千田町 1-11-3 エスパース千田ビル 2F
広島県広島市中区橋本町 2-27
広島県広島市東区戸坂千足 1-10-2
広島県広島市西区三篠町 3-14-5
広島県三原市本郷町善入寺平岩 64-31 広島空港旅客ターミナルビル 3F
広島県三原市本郷町善入寺平岩 64-31 広島空港旅客ターミナルビル 3F
広島県福山市曙町 5-12-1
広島県福山市神辺町大字新道上字 2-10-26
山口県下関市山の田本町 16-26
愛媛県松山市松江町 5-38
愛媛県松山市枝松 1-9-8
愛媛県松山市古川北 1 丁目 25 番 21 号
愛媛県東温市野田 3-1-13
福岡県北九州市小倉南区横代北町 2-6-18
福岡県北九州市小倉北区吉野町 10-19 パークプラザ三萩野 2F
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎 1-15-15
福岡県北九州市八幡西区青山 3-2-54
福岡県北九州市戸畑区沢見 1-1-30
福岡県北九州市八幡西区小嶺台 1-2-12
福岡県福岡市中央区大濠公園 1-3
福岡県福岡市中央区大濠公園 1-3
福岡県福岡市東区千早 5-9-5
福岡県福岡市博多区住吉 4-7-24
福岡県福岡市中央区天神 2-3-10 天神パインクレスト 1F
福岡県福岡市中央区天神 2-6-16 リッチモンドホテル天神西通 1 階
福岡県福岡市城南区長尾 3-15-1
福岡県福岡市東区馬出 4-8-10
福岡県福岡市中央区大濠公園 1-3
福岡県福岡市中央区薬院 2-4-1
福岡県福岡市中央区大濠公園 1-3
福岡県福岡市東区和白丘 1-2-13
福岡県福岡市早良区弥生 1-1-1
福岡県福岡市南区塩原 2-10-17
福岡県福岡市中央区大宮 2-6-1
福岡県福岡市博多区千代 1-2-15 吉塚パピヨンプラザ内
福岡県福岡市博多区博多駅中央街ステーションビル内
福岡県福岡市西区内浜 1-7-6 ウエストコート姪浜内
福岡県久留米市諏訪野町 2717
福岡県久留米市本町 11-17
福岡県飯塚市片島 1-7-29
福岡県中間市蓮花寺 2-3-12
福岡県春日市大和町 4-30
福岡県大野城市御笠川 4-6-1
福岡県宗像市王丸字徳丸 756-1
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ロイヤルホスト水城店
ロイヤルホスト古賀流店
ｐｉｎｋｂｅｒｒｙ古賀サービスエリア店
キリンビアファーム
ロイヤルホスト蛍茶屋店
カウボーイ家族東バイパス上京塚店
ロイヤルホスト南熊本店
ロイヤルホスト熊本インター店
ロイヤルホスト大道店
ロイヤルホスト別府北浜店
ロイヤルホスト橘通店
ロイヤルホスト鹿児島店
ロイヤルホスト城山店
ロイヤルホスト西鹿児島店
ロイヤルコーヒーショップ鹿児島空港店
ロイヤルスカイガーデンカフェ
ロイヤル鹿児島空港売店
ロイヤルスナックコート那覇空港店
ロイヤルコーヒーショップ那覇空港店
ロイヤルベーカリーショップ那覇空港店
キリンビア＆スナック
トランジットカフェ
ピンクベリー那覇空港店

福岡県太宰府市青葉台 3-26-17
福岡県古賀市久保 1656-1
福岡県古賀市筵内 1-1-5 九州自動車道上り線古賀サービスエリア内
福岡県朝倉市馬田 3205-7
長崎県長崎市中川 2-15-8 ＮＥビル 2F
熊本県熊本市中央区上京塚町 1-17
熊本県熊本市中央区九品寺 6-4-31
熊本県熊本市東区保田窪本町 10-62
大分県大分市西大道 3-1-5
大分県別府市北浜 2-818
宮崎県宮崎市橘通東 4-2-11
鹿児島県鹿児島市下荒田 4-51-17
鹿児島県鹿児島市平之町 11-15
鹿児島県鹿児島市上荒田町 20-1
鹿児島県霧島市溝辺町麓 822 鹿児島空港旅客ターミナルビル 2F
鹿児島県霧島市溝辺町麓 822 鹿児島空港旅客ターミナルビル 3F
鹿児島県霧島市溝辺町麓 822 鹿児島空港旅客ターミナルビル 2F
沖縄県那覇市字鏡水 150 那覇空港旅客ターミナルビル 2F
沖縄県那覇市字鏡水 150 那覇空港旅客ターミナルビル 4F
沖縄県那覇市字鏡水 150 那覇空港旅客ターミナルビル 2F
沖縄県那覇市字鏡水 150 那覇空港旅客ターミナル 4F
沖縄県那覇市字鏡水 150 那覇空港旅客ターミナルビル 3F
沖縄県那覇市字鏡水 150 番地 那覇空港旅客ターミナルビル 3F
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