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魚鮮水産　琴似店 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４　 011-632-7730

三代目網元　魚鮮水産　函館五稜郭店 北海道函館市本町８－２０　みつわビル１Ｆ 0138-33-5113

遠藤水産東札幌南郷通り店 北海道札幌市白石区東札幌２条２－４－１５　ガーデンハウス東札幌ステーション１Ｆ 011-837-0557

遠藤水産　白石ガーデンプレイス店 北海道札幌市白石区南郷１丁目南８番１０号　白石ガーデンプレイス　地下１階 011-860-8305

増毛漁港　遠藤水産　ＪＲ琴似駅前店 北海道札幌市西区琴似１条１丁目１番２０号　ＪＲ琴似鉄道高架下 011-640-2071

遠藤水産　北２４条店 北海道札幌市北区北２３条西４丁目２－２７　第２長寿庵ビル１階 011-708-7771

増毛漁港直送　遠藤水産　ＪＲ新札幌店 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５－６－１　ＪＲ高架下 011-887-9003

さかなや道場　弘前駅前店 青森県弘前市大字駅前１－１－１０　宝塚ビル１Ｆ 0172-31-8701

三代目網元　魚鮮水産　青森駅前店 青森県青森市新町１－８－１０　トーエープラザＢ１Ｆ 017-721-6017

三代目網元　魚鮮水産　八戸三日町店 青森県八戸市大字三日町５－２　ゑぶり横丁２Ｆ 0178-71-2677

さかなや道場　六丁の目店 宮城県仙台市若林区荒井五丁目１７番地の２　 022-390-1606

花の舞　ＢｉＶｉ仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－２５　ＢｉＶｉ仙台駅東口４Ｆ 022-292-6532

三代目網元　さかなや道場　古川大通店 宮城県大崎市古川駅前大通３－４－４３　 0229-21-1101

三代目網元　魚鮮水産　名取杜せきのした店 宮城県名取市杜せきのした２ー２－１７　 022-383-7621

はなの舞　牛久西口店 茨城県牛久市牛久町２８２号　牛久アステア１Ｆ 029-870-5077

はなの舞　守谷西口店 茨城県守谷市中央１－２３－４　アクロスプラザ守谷２Ｆ 0297-21-0075

三代目網元　さかなや道場　守谷南口店 茨城県守谷市中央４－１３－４　こべに屋守谷ビル１階 0297-21-3021

北海道魚鮮水産　ＢｉＶｉつくば店 茨城県つくば市吾妻１－８－１０　ＢｉＶｉつくば３Ｆ 029-828-5177

三代目網元　さかなや道場　研究学園店 茨城県つくば市研究学園５丁目１３番１１号　ＭＹＵ・ＭＹＵ　１階 029-861-8620

はなの舞　結城店 茨城県結城市新福寺２－１８－２　１Ｆ 0296-21-2005

浜べゑ　下館駅前店 茨城県筑西市乙８８－１　 0296-20-1322

はなの舞　水戸南口店 茨城県水戸市宮町１－７－４４　コムボックス３１０、１Ｆ 029-300-0010

はなの舞　赤塚駅前店 茨城県水戸市赤塚１－１　ミオスショッピングセンター１Ｆ 029-257-6051

はなの舞　ＶＡＬ小山駅ビル店 栃木県小山市城山町３－３－２２　小山駅ビルＶＡＬ１Ｆ 0285-20-5755

豊丸水産　佐野南口店 栃木県佐野市若松町１４３番地　 0283-27-3232

はなの舞　前橋北口駅前店 群馬県前橋市表町２－２９－１６　ＪＲ両毛線高架下 027-226-7033

豊丸水産　桐生北口店 群馬県桐生市宮前町２－１０－２　 0277-20-7003

豊丸水産　高崎駅西口店 群馬県高崎市八島町２２３番地　高崎駅構内 027-320-7277

三代目網元　さかなや道場　与野西口店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－８－４　フレスポ与野２Ｆ 048-823-7113

魚星　大宮西口店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－５－５　ホームリィ５ビルＢ１Ｆ 048-657-2777

九州人情酒場　魚星　西川口東口店 埼玉県川口市並木２－１－１　フェスト５Ｆ 048-250-6132

浜焼餃子道場　蕨東口店 埼玉県蕨市塚越１－４－２　蕨第二埼栄ビルＢ１Ｆ 048-434-2031

九州人情酒場　魚星　せんげん台東口店 埼玉県越谷市千間台東１－１０－１　せんげん台パークプラザ２Ｆ 048-970-3185

寿しと居酒屋 さかなや道場　蓮田西口店 埼玉県蓮田市本町６－７　サンクヴェール２Ｆ 048-765-1301

さかなや道場　朝霞台北口店 埼玉県朝霞市浜崎１－２－８　アゴラ２０地下１階 048-485-5222

すし居酒屋両国さかなや道場みずほ台西口店 埼玉県富士見市西みずほ台１－１－４　ヒカリみずほ台１Ｆ 049-275-7205

はなの屋　東所沢店 埼玉県所沢市東所沢和田２－２－１　 04-2968-8871

さかなや道場　所沢駅前店 埼玉県所沢市日吉町３－４　小澤ビルＢ１Ｆ 04-2929-3210

すし居酒屋両国花の舞　上尾東口店 埼玉県上尾市柏座１－１－２１　アリコベールホテル館１Ｆ 048-778-3141

三代目網元　さかなや道場　本庄南口店 埼玉県本庄市駅南２－１－２５　ふらわぁビル　２Ｆ 0495-27-5121

さかなや道場　実籾駅前店 千葉県習志野市実籾４－１－３　コープリーコート１Ｆ 047-470-8700

さかなや道場　東松戸店 千葉県松戸市東松戸二丁目１９９番地　北総鉄道　東松戸駅　高架下 047-710-7507

さかなや道場　柏たなか店 千葉県柏市小青田２７９―１　 　１階　 04-7137-6762

はなの舞　稲毛駅前店 千葉県千葉市稲毛区小仲台２－２－９　花光ビル３Ｆ 043-290-7611

北海道魚鮮水産　千葉駅西口店 千葉県千葉市中央区新千葉１－４　ウェストリオ１、１Ｆ 043-243-7070
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千ちゃん　やきとりさくら　田原町店 東京都台東区雷門１－５－５　田原町ビル１階 03-5830-4021

はなの舞　浅草雷門店 東京都台東区雷門２－１８－７　井門雷門ビル４Ｆ 03-5827-1376

三代目網元　さかなや道場　町屋店 東京都荒川区町屋１－３－３　ハセベ町屋第５ビル１Ｆ・２Ｆ 03-5855-2277

九州人情酒場　魚星　北千住東口店 東京都足立区千住旭町４０－２７　ビックリヤ旭町ビル２Ｆ～５Ｆ 03-5284-3767

はなの舞　北千住店 東京都足立区千住２－５４　北千住ハリウッドビル１Ｆ・２Ｆ 03-5813-1910

花の舞　江戸東京博物館前店 東京都墨田区亀沢１－１－１５　 03-5619-4488

九州人情酒場　魚星　錦糸町店 東京都墨田区江東橋３－８－７　錦糸町プラザビル４Ｆ 03-6659-2303

はなの屋　葛西駅前店 東京都江戸川区中葛西５－３４－１１　Ｋ－ＰＬＡＺＡ２Ｆ 03-5659-1805

さかなや道場　西葛西北口店 東京都江戸川区西葛西３－１６－１３　葛西産業第７ビル２Ｆ 03-5667-1301

魚星　阪急大井町ガーデン店 東京都品川区大井１－５０－５　阪急大井町ガーデン２Ｆ 03-5709-7786

はなの舞　渋谷並木橋店 東京都渋谷区渋谷３－１３－５　ＢＰＲレジデンス渋谷　２Ｆ 03-5464-9022

さかなや道場　都立大学駅前店 東京都目黒区中根１－３－３　武山ビル２Ｆ・３Ｆ 03-5726-0588

はなの舞　新宿西口パレット店 東京都新宿区西新宿１－１－１　新宿西口会館（新宿パレット）５Ｆ－１ 03-5325-5235

魚星　中野北口店 東京都中野区中野５－５９－２　エフワンビル１Ｆ 03-5345-6065

さかなや道場　荻窪南口店 東京都杉並区荻窪５－３０－１２　グローリアビル２Ｆ 03-5347-9822

はなの舞　池袋西口公園前店 東京都豊島区西池袋１－１０－８　サングロウビル１Ｆ 03-5953-2070

はなの舞　板橋西口店 東京都板橋区板橋１－１６－８　クローバーコート２Ｆ 03-5943-8666

さかなや道場　成増南口プライム店 東京都板橋区成増２－１５－１８　成増プライム５Ｆ 03-5968-4475

魚星　立川北口店 東京都立川市曙町２－３－２　高柳ビルＢ１Ｆ 042-540-1589

はなの舞　東京豊田店 東京都日野市多摩平１－１　ファミーユ京王ビル３Ｆ 042-589-5605

安べゑ　小田急町田南口店 東京都町田市原町田６－１１－８　八百茂ビルＢ１Ｆ・１Ｆ・２Ｆ 042-710-1606

三代目網元　さかなや道場　秋川駅前店 東京都あきる野市秋川１－１－１　第９グリーンビル秋川１Ｆ 042-532-7621

はなの舞　高津駅東口店 神奈川県川崎市高津区二子４　田園都市線高架Ａ区 044-850-8503

花の舞　京王リトナード若葉台店 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６　京王リトナード若葉台店　２階 044-980-1787

寿し居酒屋　花の舞　菊名西口店 神奈川県横浜市港北区菊名７－１－１１　ＥＬＭ－ＫＩＫＵＮＡ１Ｆ 045-430-5191

三代目網元　魚鮮水産　新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－２　新横浜西武ビルＢ１Ｆ 045-470-3512

はなの舞　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－２－５　第３星野ビル　１階 045-905-1021

はなの舞　鴨居北口店 神奈川県横浜市緑区鴨居１－１６－１　ローヤルシティ鴨居壱番館１Ｆ 045-938-0621

はなの舞　長津田南口店 神奈川県横浜市緑区長津田５－３－７　ソルタス長津田３Ｆ 045-988-5006

三代目網元　さかなや道場　鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２－１　第二日野ビル　Ｂ１Ｆ 045-508-3731

はなの舞　井土ヶ谷駅前店 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１６１　好々亭ビル２Ｆ 045-713-7660

魚星　金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１５番１０号　萬寿穂宝寿ビル２階 045-788-3071

魚星　本厚木北口店 神奈川県厚木市中町２－４－２　トキワヤ第３ビル２Ｆ 046-297-7721

花の舞　海老名西口店 神奈川県海老名市扇町６－７　ＮＡＶＥＬＨＯＵＳＥ　２Ｆ 046-204-7934

さかな酒場魚星　小田原駅前店 神奈川県小田原市栄町２－１－３０　第一マルタビル２・３Ｆ 0465-22-7621

はなの舞　鴨宮店 神奈川県小田原市酒匂９２４－１　 0465-46-1161

三代目網元さかなや道場　新松田駅前店 神奈川県足柄上郡松田町　松田惣領字張間田下１３４７－４ 0465-85-1222

小田原漁港直送　さかなや道場　湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥１－４－１１　緑風ビルＢ１Ｆ 0465-60-0270

さかなや道場　渋沢駅前店 神奈川県秦野市柳町１丁目２２番１号　伊東駅前ビル２階 0463-89-1781

新潟県 さかなや道場　新潟駅前１号店 新潟県新潟市中央区東大通１－１－１６　堀川ビルＢ１・１Ｆ 025-290-5122

山梨県 はなの舞　甲府駅前店 山梨県甲府市丸の内１－２－１０　三成ビル１Ｆ・２Ｆ 055-221-7621

神奈川県
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さかなや道場　伊豆急下田店 静岡県下田市東本郷１－６－２３　伊豆急下田駅構内 0558-25-1330

はなの舞　ＢＩＶＩ沼津店 静岡県沼津市大手町１－１３－９　Ｂｉｖｉ沼津１Ｆ 055-926-2386

はなの舞　三島南口店 静岡県三島市一番町１３－１３　三島富士ビル１Ｆ 055-983-5055

はなの舞　袋井駅前店 静岡県袋井市高尾町１－１　静岡第一袋井ビル２Ｆ 0538-41-1300

はなの舞　富士宮駅南店 静岡県富士宮市錦町２－３７　 0544-21-0055

漁港直送　さかなや道場　伊東駅前店 静岡県伊東市湯川１－８－６　２Ｆ 0557-35-3222

大武丸　伊豆長岡店 静岡県伊豆の国市南條７２４－１０　 055-940-3110

さかなや道場　名古屋太閤通口店 愛知県名古屋市中村区椿町１５－２　ミタニビル５Ｆ 052-459-3020

さかなや道場　名鉄西尾駅前店 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－４　高架下 0563-53-5141

はなの舞　大曽根西口店 愛知県名古屋市北区山田１－４－１９　末廣ビル２Ｆ 052-919-6522

はなの舞　名鉄レジャック店 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２５－２　名鉄レジャックビル２Ｆ 052-569-2077

三代目網元　さかなや道場　ラスパ太田川店 愛知県東海市大田町下浜田１０２番１　ラスパ太田川１階 0562-39-3032

さかなや道場　伊勢市駅前店 三重県伊勢市宮後１丁目１－１　三交イン伊勢市駅前　１階 0596-20-0355

魚星　近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町７－２８　四日市シティホテル１Ｆ 059-359-6516

滋賀県 豊丸水産　石山駅前店 滋賀県大津市粟津町１０－２　クインビル３Ｆ 077-531-0155

京都　花の舞　中央口駅前店 京都府京都市下京区東洞院通塩小路下ル　東塩小路町８４９京都セレマビル５Ｆ 075-353-7701

天ぷらと旨い魚こだわりや　伏見桃山駅前店 京都府京都市伏見区京町４－１７０－１　くれたけビル１Ｆ 075-605-7621

さかなや道場　高槻店 大阪府高槻市高槻町１１－１６　第一領家ビル１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ 072-686-5080

さかなや道場　谷町四丁目駅前店 大阪府大阪市中央区谷町３－１－１８　ＮＳ２１ビルＢ１Ｆ 06-4790-6366

さかなや道場　豊中駅前店 大阪府豊中市玉井町１丁目３－２　大真企業豊中ビル１ 階 06-4865-5062

はなの舞　ＪＲ茨木駅前店 大阪府茨木市西中条町１－２８　１Ｆ 072-631-2621

三代目網元　魚鮮水産　泉大津店 大阪府泉大津市旭町１９番２号１　 0725-90-6192

三代目網元魚鮮水産　樟葉駅前店 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５　アクアくずはビル２Ｆ 072-864-1618

さかなや道場　阪神尼崎店 兵庫県尼崎市神田北通１－８－１　キャピトル尼崎駅前ビル２Ｆ 06-4869-3572

さかなや道場　兵庫南口店 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通２番１５号　アルデール兵庫１階 078-686-0881

すし居酒屋 両国 花の舞 ビエラ塚口店 兵庫県尼崎市上坂部一丁目１－１　ビエラ塚口１Ｆ 06-6423-7671

すし居酒屋両国花の舞　東加古川駅前店 兵庫県加古川市平岡町新在家２－２７２－３　東加古川太陽ビル１Ｆ 079-453-5060

まぐろ居酒屋さかなや道場ＪＲ尼崎南口店 兵庫県尼崎市長洲本通１－４－２　レジュールアッシュ尼崎駅前２Ｆ 06-4868-3516

花の舞　明石南口パピオスあかし店 兵庫県明石市大明石１丁目６－１　パピオス明石　１Ｆ 078-915-2157

浜焼き餃子播州赤穂駅前店 兵庫県赤穂市加里屋字駅前町３１－８　スエマサビル１Ｆ 0791-46-0055

三代目網元　魚鮮水産　鳥取北口店 鳥取県鳥取市東品治１１１－１　鳥取駅構内１Ｆ 0857-36-7621

三代目網元　魚鮮水産　米子駅前店 鳥取県米子市明治町１４０　米子駅前パーキングビル２Ｆ 0859-38-8811

はなの舞　シャミネ松江店 島根県松江市朝日町字伊勢宮４７２－２　ごちそう広場味彩５０２号 0852-60-2282

三代目網元　魚鮮水産　出雲市駅南口店 島根県出雲市駅南町１－２－６　１Ｆ 0853-24-7091

三代目網元　魚鮮水産　浜田駅前店 島根県浜田市黒川町４１８０　ハラビル１Ｆ 0855-25-2577

はなの舞　ホテル・アルファーワン倉敷南口 岡山県倉敷市阿知２－２－２６　ホテルアルファーワン倉敷 086-435-7621

はなの舞　倉敷北口店 岡山県倉敷市寿町１－２６　マツダパーキング１Ｆ 086-423-7621

瀬戸内のうまいものさかなや道場児島駅前店 岡山県倉敷市児島駅前１－４０３６－３　 086-441-7671

豊丸水産　広島本通り店 広島県広島市中区本通７－２４　マンヨシビル２Ｆ 082-543-5861

はなの舞　呉レクレ店 広島県呉市宝町２－５０　レクレビル３Ｆ 0823-32-6031

かき小屋 豊丸水産 広島新幹線口店 広島県広島市東区若草町１１－２　グランアークテラス２Ｆ 082-568-0822

イノクチ水産さかなや道場広電廿日市駅前店 広島県廿日市市廿日市２－３－６　マキノビル１Ｆ 0829-34-0277

三代目網元　魚鮮水産　三次駅前店 広島県三次市十日市南一丁目４－５　三次ステーションプラザ１Ｆ 0824-65-1807

三代目網元　さかなや道場　可部店 広島県広島市安佐北区可部三丁目３７－３６　可部桝本店舗　１Ｆ 082-819-0431

三代目網元　さかなや道場　広島駅北口店 広島県広島市南区松原町１－５　Ｈグランヴィア広島　Ｂ１Ｆ 082-568-0911

村上海賊　エキエ広島店 広島県広島市南区松原町１－２　ｅｋｉｅ　１階 082-258-3966

三重県

鳥取県

広島県

島根県

岡山県

静岡県

愛知県

京都府

大阪府

兵庫県
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はなの舞　柳井駅前店 山口県柳井市中央２－１７－１２　さつきビル１Ｆ 0820-24-1305

魚鮮水産　新下関店 山口県下関市秋根西町２－４－６　 083-263-0775

三代目網元　さかなや道場　湯田温泉店 山口県山口市湯田温泉二丁目９番３２号　 083-921-8725

三代目網元　魚鮮水産　アイスタ新山口店 山口県山口市小郡下郷１３５７－１　ＪＲ西日本新山口駅高架下アイスタ１階 083-976-0071

浜べゑ　新山口北口店 山口県山口市小郡下郷１２９２－１　河村ビル１Ｆ 083-974-1155

豊丸水産　下関駅前店 山口県下関市竹崎町１－１５－３３　ポラスタービル１階 083-228-3555

豊丸水産　岩国駅前店 山口県岩国市麻里布町２－２－５　ふみやビル１Ｆ 0827-30-7621

徳島県 寿司居酒屋　さかなや道場　徳島駅前店 徳島県徳島市寺島本町東三丁目６－１　ＦＵＫＵＳＵＫＥＢＬＤ９２ 088-611-1377

さかなや道場　佐賀南口店 佐賀県佐賀市駅前中央１－４－１　ＭⅠビル 0952-27-8811

さかなや道場　佐賀北口店 佐賀県佐賀市駅前中央１－１１－２０　えきマチ１丁目西館１Ｆ 0952-27-7621

さかなや道場　佐世保駅前店 長崎県佐世保市白南風町１－１３　えきマチ１丁目佐世保Ｊｒ１Ｆ 0956-20-8858

海鮮居酒屋さかなや道場　諫早駅前店 長崎県諫早市永昌東町１８－１　諫早ターミナルホテル１Ｆ 0957-35-7621

さかなや道場　別府東口店 大分県別府市北浜１－２－１３　永井ビル１・２Ｆ 0977-27-5110

豊後魚鮮水産　大分駅前店 大分県大分市金池町１－１－１５　南光汽船（株）大分駅前ビル２Ｆ 097-513-1188

鹿児島県 三代目網元　さかなや道場　霧島国分店 鹿児島県霧島市国分中央三丁目２４－２　八坂ビル　１階 0995-49-8640

佐賀県

長崎県

大分県

山口県


