
限定デザイン保冷バック予約販売受付店舗一覧
都道府県 店舗名 〒 住所 TEL

北海道 恵庭店 061-1409 北海道恵庭市黄金南6-10-5 0123-39-5666

北海道 音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西11-2-2 0155-32-5700

北海道 春駒通り店 080-2469 北海道帯広市西19条南4丁目18-4 0155-67-1588

青森 お好み焼肉道とん堀 弘前安原店 036-8164 青森県弘前市泉野1-4-4 0172-87-5222

青森 青森浜館店 030-0947 青森県青森市浜館5-3-11 017-742-5678

青森 八戸沼館店 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-101 0178-45-0389

青森 五所川原店 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻666-1 0173-34-2251

青森 弘前駅前店 036-8004 青森県弘前市大町3-1-1 0172-40-0390

岩手 盛岡本宮店 020-0866 岩手県盛岡市本宮3-11-3 019-635-5228

岩手 盛岡厨川店 020-0124 岩手県盛岡市厨川3-13-11 019-643-3380

岩手 北上店 024-0023 岩手県北上市里分4地割28-2 0197-64-6328

岩手 奥州店 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋6-1 0197-23-6550

岩手 花巻店 025-0065 岩手県花巻市星ヶ丘1-29-2 0198-29-4766

宮城 お好み焼肉道とん堀 六丁の目店  983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字弁当3番13-1 022-352-9734

宮城 仙台中田店 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字法地北19-13 022-381-8246

宮城 上谷刈店 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-4-16 022-772-3652

秋田 大館店 017-0837 秋田県大館市餌釣字前田1　アクロスプラザ大館南 0186-49-8500

山形 山形桜田西店 990-2321 山形県山形市桜田西2-1-1 023-622-6168

山形 米沢金池店 992-0012 山形県米沢市金池7-2-16 0238-21-0588

山形 三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町猪子大堰端363　アクロスプラザ三川 0235-66-2138

山形 山形嶋店 990-0886 山形県山形市嶋南3-15-27 023-673-0608

福島 郡山芳賀店 963-8813 福島県郡山市芳賀3-1-24 024-944-5388

茨城 古河総和店 306-0232 茨城県古河市東牛谷453-1 0280-97-2898

茨城 南守谷店 302-0128 茨城県守谷市けやき台1-5-1 0297-47-9703

茨城 水戸笠原店 310-0852 茨城県水戸市笠原町270-1 029-305-0260

茨城 ひたちなか店 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3892-6 029-219-6931

茨城 下妻店 304-0065 茨城県下妻市本宿町2-2-58 0296-30-5520

茨城 神栖店 314-0146 茨城県神栖市平泉255-13 0299-91-1580

茨城 日立城南店 317-0077 茨城県日立市城南町3-1-39 0294-27-6488

茨城 鉾田店 311-1517 茨城県鉾田市鉾田中根569-1 0291-32-7575

栃木 お好み焼肉道とん堀 平松本町店 321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1112-1 028-651-4321

栃木 小山店 323-0820 栃木県小山市西城南1-35-10 0285-38-6161

栃木 鶴田店 320-0857 栃木県宇都宮市鶴田2-39-49 028-649-0618

栃木 鹿沼店 322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂3-55-3 0289-60-0616

栃木 江曽島店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町4-310-1 028-615-5070

栃木 黒磯店 325-0056 栃木県那須塩原市本町9-20 0287-60-0321

栃木 西那須野店 329-2751 栃木県那須塩原市東三島3-61-2 0287-39-5005

群馬 館林店 374-0027 群馬県館林市富士見町444-1 0276-74-6987

埼玉 お好み焼肉道とん堀 鶴ヶ島店 350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木188-1 049-285-1123

埼玉 お好み焼肉道とん堀 川口江戸店 334-0074 埼玉県川口市江戸2-16-3 048-288-5572

埼玉 川口安行店 334-0054 埼玉県川口市安行北谷611-1 048-291-1801

埼玉 川口芝店 333-0866 埼玉県川口市芝高木2-21-41 048-268-1774

埼玉 八潮店 340-0808 埼玉県八潮市緑町5-30-5 048-999-7574

埼玉 坂戸にっさい店 350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-3-1 049-288-3508

埼玉 入間黒須店 358-0007 埼玉県入間市黒須2-1-7 04-2965-5258

埼玉 籠原店 360-0846 埼玉県熊谷市拾六間763-1 048-530-6078

埼玉 吉川店 342-0041 埼玉県吉川市保522-1 048-984-6855

埼玉 西川口並木店 332-0034 埼玉県川口市並木2-4-3マサキビル1F 048-242-5648

埼玉 和光店 351-0112 埼玉県和光市丸山台2-4-20 048-452-6228

埼玉 大宮櫛引店 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-185-3 048-652-4128

埼玉 所沢有楽店 359-1117 埼玉県所沢市有楽町17-18 04-2926-8838

埼玉 本庄店 367-0026 埼玉県本庄市朝日町1-10-18 0495-23-2122

埼玉 ふじみ野店 356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞3-8-10 049-293-9678

埼玉 武蔵浦和マーレ店 336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-19-19 Mare B館2F 048-711-1800

埼玉 新座大和田店 352-0004 埼玉県新座市大和田4-15-6 048-487-7278

千葉 千葉長沼店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町701-1 043-216-6177

千葉 習志野台店 274-0063 千葉県船橋市習志野台7-26-51 047-456-5888

千葉 松戸六高台店 270-2203 千葉県松戸市六高台6-10 047-311-7400

千葉 白井店 270-1432 千葉県白井市冨士153-1 047-441-5563

千葉 野田店 278-0051 千葉県野田市七光台4-2　イオンタウン野田七光台 04-7127-8400

千葉 千葉NTアルカサール店 270-1350 千葉県印西市中央北1-469-2 0476-48-5205

千葉 松戸馬橋店 271-0061 千葉県松戸市栄町西3-1138-3 047-360-2231

東京 道とん堀笑天　水元店 125-0032 東京都葛飾区水元3-5-3 03-5876-3507

東京 お好み焼肉道とん堀 羽村店 205-0023 東京都羽村市神明台1-6-2 042-554-3639

東京 国分寺店 185-0023 東京都国分寺市西元町3-7-8 042-359-6228



都道府県 店舗名 〒 住所 TEL

東京 福生本店 197-0023 東京都福生市志茂136-1 042-551-0867

東京 日野多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平3-1-1 Tomorrow PLAZA 2F 042-843-4168

神奈川 横須賀佐原店 239-0835 神奈川県横須賀市佐原3-3-10 046-874-8958

神奈川 大和店 242-0016 神奈川県大和市大和南2-4-1 046-200-5330

神奈川 川崎高津店 213-0035 神奈川県川崎市高津区向ヶ丘172-2 044-860-1622

神奈川 小田原鴨宮店 256-0813 神奈川県小田原市前川234-1 0465-46-2088

神奈川 愛甲石田店 259-1116 神奈川県伊勢原市石田326-1 0463-95-7717

神奈川 川崎菅生店 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生1-4-20 044-978-5531

神奈川 平塚金目店 259-1213 神奈川県平塚市片岡字前田416 0463-50-3740

神奈川 杉久保店 243-0414 神奈川県海老名市杉久保南5-2-8 046-237-1117

神奈川 茅ヶ崎店 253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保772-1 0467-84-5466

神奈川 朝比奈店 236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3-2-3 045-782-8996

神奈川 秦野店 257-0015 神奈川県秦野市平沢1355-1 0463-84-5001

神奈川 お好み焼 道とん堀Ⅱ アリオ橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 042-703-6835

富山 富山天正寺店 930-0955 富山県富山市天正寺71-1 076-407-1678

富山 滑川店 936-0053 富山県滑川市上小泉2950 076-475-5545

富山 魚津店 937-0068 富山県魚津市本新町691-1 0765-23-0339

石川 金沢入江店 921-8011 石川県金沢市入江3-46 076-292-3719

石川 フレスポ加賀店 922-0423 石川県加賀市作見町ニ60-1 0761-72-2219

石川 津幡店 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条4-82 076-288-6633

石川 野々市店 921-8825 石川県野々市市三納1-100　アクロスプラザ野々市 076-227-0747

福井 福井高木店 910-0804 福井県福井市高木中央1-106 0776-53-5721

福井 鯖江店 916-0041 福井県鯖江市東鯖江1-109 0778-25-1551

福井 敦賀店 914-0045 福井県敦賀市古田刈28-1-1 0770-24-5907

新潟 長岡古正寺店 940-2106 新潟県長岡市古正寺2-6 0258-28-0028

新潟 新潟松崎店 950-0017 新潟県新潟市東区新松崎2-1-7 025-279-5600

山梨 お好み焼肉道とん堀 下石田店 400-0046 山梨県甲府市下石田2-16-29 055-236-2228

山梨 富士吉田店 403-0017 山梨県富士吉田市新西原4-11-16 0555-20-1573

山梨 響ヶ丘店 400-0104 山梨県甲斐市龍地3316 0551-28-8778

岐阜 岐阜南店 500-8285 岐阜県岐阜市南鶉5-6-1 058-275-6558

岐阜 各務原店 504-0839 岐阜県各務原市那加巾下町31 058-371-8808

岐阜 大垣店 503-0837 岐阜県大垣市安井町3-24-1 0584-82-8282

岐阜 美濃加茂店 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町5-47-2 0574-24-0717

岐阜 関店 501-3242 岐阜県関市東福野町5番7号 0575-23-6468

岐阜 岐阜北一色店 500-8227 岐阜県岐阜市北一色4丁目14-4 058-215-1368

静岡 御殿場店 412-0043 静岡県御殿場市新橋841-2 0550-70-0215

静岡 富士宮店 418-0062 静岡県富士宮市城北町492 0544-25-7620

静岡 富士高島店 417-0048 静岡県富士市高島町55 0545-55-1551

静岡 袋井店 437-0065 静岡県袋井市堀越3-1-3 0538-45-2801

静岡 裾野店 410-1123 静岡県裾野市伊豆島田819-6 055-992-7221

静岡 浜北店 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢444-1 053-584-6415

静岡 白羽店 430-0846 静岡県浜松市南区白羽町787-3 053-443-1618

静岡 静岡敷地店 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-10-10 054-236-1108

静岡 清水渋川店 424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1-6-25 054-345-1938

静岡 沼津リコー通り店 410-0049 静岡県沼津市江原町17-45 055-921-0388

静岡 焼津店 425-0031 静岡県焼津市小川新町3-1-12 054-629-2120

愛知 瀬戸店 489-0929 愛知県瀬戸市西長根町6 0561-87-3733

愛知 一宮店 491-0062 愛知県一宮市西島町2-34-1 0586-24-7411

愛知 名岐店 452-0961 愛知県清須市春日宮重町511 052-408-5575

愛知 小牧店 485-0039 愛知県小牧市外堀2丁目20番地 0568-39-5658

三重 久居インターガーデン店 514-1101 三重県津市久居明神町風早2528-1 059-259-1538

三重 鈴鹿サーキット通り店 510-0205 三重県鈴鹿市稲生4-1-1 059-386-2527

三重 めいわ店 515-0315 三重県多気郡明和町蓑村266 0596-52-3834

三重 四日市日永カヨー店 510-0885 三重県四日市市日永4-1917-5 059-347-4408

三重 まつさか店 515-0055 三重県松阪市田村町235-1 0598-26-0894

兵庫 お好み焼 道とん堀Ⅱ 神戸灘店 657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-2 078-858-2658

滋賀 彦根ベルロード店 522-0086 滋賀県彦根市後三条町721 0749-47-3357

大阪 大阪本店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１丁目6-20 06-6214-0288

大阪 和泉和気店 594-0073 大阪府和泉市和気町1-7-18 0725-43-3880

島根 お好み焼肉道とん堀 出雲店 693-0017 島根県出雲市枝大津町20－1 0853-22-5556

鳥取 倉吉店 682-0721 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後462-1 0858-47-5325

鳥取 鳥取店 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町202-2 0857-30-5050

岡山 倉敷吉岡店 710-0842 岡山県倉敷市吉岡542-1 086-421-9077

山口 下関綾羅木店 751-0865 山口県下関市綾羅木新町4-1-19 083-255-0088

山口 山口大内店 753-0221 山口県山口市大内矢田北1-19-26 083-941-5538

徳島 徳島小松島店 773-0001 徳島県小松島市小松島町字喜来5-6 0885-33-1988

香川 高松レインボーロード店 760-0079 香川県高松市松縄町573-2 087-816-8618



都道府県 店舗名 〒 住所 TEL

香川 丸亀パブリックプラザ店 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1　パブリックプラザ丸亀内 0877-35-9008

愛媛 四国中央店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1708-5 0896-58-2838

愛媛 新居浜店 792-0824 愛媛県新居浜市上泉町5-8 0897-47-5078

高知 高知インター店 780-0071 高知県高知市高埇13-12 088-882-8828

高知 土佐道路店 780-8035 高知県高知市河ノ瀬町46-1 088-803-5511

福岡 那珂川店 811-1201 福岡県那珂川市片縄8－119 092-951-1157

福岡 糸島店 819-1102 福岡県糸島市高田2-2-17 092-332-9696

佐賀 佐賀駅前中央店 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-8-10 0952-97-9357

長崎 佐世保店 857-1165 長崎県佐世保市大和町97-4 0956-76-8178

熊本 麻生田店 861-8081 熊本県熊本市北区麻生田２丁目９－1 096-337-0538

熊本 熊本インター店 861-8046 熊本県熊本市東区石原１丁目１－１３０ 096-349-0538

熊本 西熊本店 861-4133 熊本県熊本市南区島町３丁目１－１(イオンタウン敷地内) 096-288-2589

熊本 健軍店 862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町２１－１ 096-285-4137

大分 乙津店 870-0145 大分県大分市乙津町8-9 097-523-5538

宮崎 大島町店 880-0824 宮崎県宮崎市大島町西田2132-3 0985-20-0538

宮崎 本郷北方店 880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方3078-1 0985-53-0538

沖縄 イーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎3−35 0988-94-6948


