
1コード 2店名 3県名 9住所 TEL 備考
38010 寧々家 松見町店 山形県 山形県山形市南原町三丁目21-20 023-615-6120 4/25まで
36001 時遊館 西バイパス店 山形県 山形県山形市あかねヶ丘3-19-7 023-645-5511 4/25まで
38029 寧々家 古川駅前店 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通2-3-8 0229-22-8260 5/5まで
36033 時遊館 多賀城店 宮城県 宮城県多賀城市八幡1-3-48 022-361-3211 5/5まで
38040 寧々家 一宮駅前店 愛知県 愛知県一宮市栄３丁目８－１８ 0586-72-1950 5/11まで
38043 寧々家 豊橋駅前店 愛知県 愛知県豊橋市広小路一丁目5番 0532-56-2255 5/11まで
38031 寧々家 新潟駅前店 新潟県 新潟県新潟市中央区東大通1-2-30　第3マルカビル1Ｆ025-290-5233 5/9まで アルコール提供20時まで
38033 寧々家 新潟駅南店 新潟県 新潟県新潟市中央区米山3-2-14 025-249-2120 5/9まで アルコール提供20時まで
38035 寧々家 新潟寺尾台店 新潟県 新潟県新潟市西区寺尾台1-6-33 025-260-3646 5/9まで アルコール提供20時まで
38046 寧々家 市原店 千葉県 千葉県市原市西五所9-3 0436-21-3432 5/11まで アルコール提供20時まで

1コード 2店名 3県名 9住所 TEL 備考
36025 時遊館 仙台幸町店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区大梶11-3 022-292-1892 5/5まで
38012 寧々家 仙台幸町店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区大梶11-3 022-292-1896 5/5まで
122001 ぎんぶた 伏見長者町店 愛知県 愛知県名古屋市中区錦二丁目6番19号 052-746-9657 5/11まで
38051 寧々家 阿見店 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町住吉2-15-3 029-842-8951 5/5まで
14455 いろはにほへと 水戸駅南口店茨城県 茨城県水戸市桜川1-3-3 029-303-2335 5/5まで
36029 時遊館 水戸駅南口店 茨城県 茨城県水戸市桜川1-4-5 029-303-1622 5/5まで

コード 店名 県名 住所 TEL 備考
14461 いろはにほへと 仙台駅前店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央3-1-2　aune仙台4Ｆ　 022-713-7085
38026 寧々家 多賀城店 宮城県 宮城県多賀城市八幡1-3-46 022-366-9574
123003 やきとりセンター 古川駅前店 宮城県 宮城県大崎市古川台町8番5号 0229-25-5545
36002 時遊館 平清水店 山形県 山形県山形市小立2-1-66 023-635-3383
36037 時遊館 山形駅前店 山形県 山形県山形市香澄町1－3－14サンビル2F 023-615-0789
14429 いろはにほへと 山形駅前店 山形県 山形県山形市香澄町3-1-9　後藤ビル1Ｆ 023-615-2722
38011 寧々家 あかねヶ丘店 山形県 山形県山形市あかねヶ丘3-19-7 023-647-4420
156006 寧々家 山形大野目店 山形県 山形県山形市大野目2-57-1 023-625-9762
38022 寧々家 花巻駅前店 岩手県 岩手県花巻市大通り1-12-26　たかしん駅前ビル4Ｆ0198-21-2955
38023 寧々家 一関駅前店 岩手県 岩手県一関市駅前3番地 0191-31-8081
33048 甘太郎 沼津駅南口店 静岡県 静岡県沼津市大手町3-1-2　エイブルコア2F 055-964-0220
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38006 寧々家 仙台吉成店 宮城県 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-25 022-303-5665
38008 寧々家 大和町店 宮城県 宮城県仙台市若林区大和町2-29-3 022-788-0781
36013 時遊館 名取大橋店 宮城県 宮城県仙台市太白区郡山字原田1－1 022-304-1655
36017 時遊館 仙台泉店 宮城県 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵1－1 022-772-9585 4/28～5/5は営業　その後未定
36024 時遊館 大和町店 宮城県 宮城県仙台市若林区大和町2-29-3 022-788-0783
36010 時遊館 仙台吉成店 宮城県 宮城県仙台市青葉区吉成台2-1-30 1F 022-719-3580

コード 店名 県名 住所 TEL 備考
38014 ねねや 福島駅前店 福島県 福島県福島市置賜町5-34 024-526-4020 4/20～5/9
38020 寧々家 水沢駅前店 岩手県 岩手県奥州市水沢中町117番地　マルカンビル2Ｆ 0197-51-6577 4/20～5/9
38045 寧々家 大曲駅前店 秋田県 秋田県大仙市大曲通町２－１８ 0187-66-2323 4/20～5/9
38024 寧々家 長岡駅前店 新潟県 新潟県長岡市大手通一丁目4-3ドルミ-駅前ビル2F0258-31-4121 4/20～5/9
38032 寧々家 古河店 茨城県 茨城県古河市原町12-36 0280-22-2322 4/20～5/9
14470 いろはにほへと 古川駅前店 宮城県 宮城県大崎市古川台町７－１５ 0229-22-6311 4/20～5/9
123002 やきとりセンター 一関駅前店 岩手県 岩手県一関市大町1番6号　駅前佐藤ビル２階 0191-34-4311 4/20～5/9
123007 やきとりセンター 刈谷駅前店 愛知県 愛知県刈谷市桜町二丁目16番 0566-70-9191 4/20～5/10
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36039 時遊館 一宮駅前店 愛知県 愛知県一宮市栄3丁目8-15 0586-28-8611
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38025 寧々家 水戸駅南口店 茨城県 茨城県水戸市桜川1－4－5－3Ｆ 029-222-0102 5/5まで
14469 いろはにほへと 石巻駅前店 宮城県 宮城県石巻市穀町12－25 0225-23-6811 5/5まで
36035 時遊館 古川駅前店 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通2-3-10 0229-21-8755 5/5まで
38036 寧々家 栃木店 栃木県 栃木県栃木市箱森町48-11 0282-22-6003 5/9まで
38037 寧々家 西川田店 栃木県 栃木県宇都宮市西川田本町3-25-31 028-659-5371 5/9まで
33198 いろはにほへと 松坂駅前店 三重県 三重県松阪市日野町616番地 0598-26-1222 5/9まで
33199 いろはにほへと 伊那店 長野県 長野県伊那市坂下３３１９番地５ 0265-74-9026 5/9まで
36032 時遊館 大曲駅前店 秋田県 秋田県大仙市大曲通町11－12　ＭＡビル 0187-86-3411 5/9まで

休業(4/21～5/11）

休業(4/22～）

21時閉店

20時閉店(アルコール提供19時まで)

休業(4/5～未定）

休業(4/8～未定）

休業(4/20～5/9）


