
2018.01.09更新

※期間限定メニューとなっており、予告なく販売終了する場合がございます。ご了承お願いします

県名 店舗名 県名 店舗名 県名 店舗名

弘前城東店 南吉成店 福島 いわき鹿島店

三沢店 南三陸町店 いわき泉店

十和田店 白石店 ｺｽﾓｽ通り店

青森板柳店 八本松店 ﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ石川店

青森浜田店 名取大手町店 安積店

八戸沼館店 名取店 一箕町店

八戸尻内店 免許ｾﾝﾀｰ前店 栄町店

一関店 矢本店 花春店

花巻店 柳生店 喜多方店

水沢店 利府森郷店 久留米店

盛岡上田店 利府店 競馬場前店

盛岡西南店 六丁の目店 郷野目店

盛岡津志田店 亘理店 錦店

大船渡店 ｲｵﾝﾀｳﾝ鷹巣店 金屋店

北上店 茨島店 桑折店

鶴ケ谷店 横手店 桑野店

ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ仙台茂庭店 広面店 郡山インター店

愛子店 秋田寺内店 郡山駅東店

塩釜店 秋田十文字店 原町店

角田店 仁井田店 高田橋店

岩沼店 大館店 黒岩店

気仙沼鹿折店 大曲店 坂下店

古城店 天王店 小名浜店

幸町店 土崎店 新桜通店

荒巻店 能代店 神谷店

柴田店 ｲｵﾝﾀｳﾝ南陽店 須賀川店

蛇田店 寒河江店 西郷店

松森店 山形花楯店 川俣店

西多賀店 山形嶋店 船引店

仙台広瀬通店 酒田店 相馬店

仙台中野店 上山店 棚倉店

仙台長町店 新庄店 猪苗代店

扇町店 西ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 内郷店

泉インター店 長井店 南沢又店

泉区役所前店 鶴岡店 二本松店

泉八乙女店 天童店 白河店

多賀城店 東根店 白虎通り店

大街道店 白山店 富田店

大和町店 米沢店 福島西口店

築館店 ｲｵﾝﾀｳﾝ塩川店 平店

中田店 ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川店 保原店

登米佐沼店 いわき好間店 本宮店

山形

福島

宮城

◆　◆　尾道らーめん販売店舗一覧　◆　◆
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県名 店舗名 県名 店舗名 県名 店舗名

福島 門田店 栃木 宇都宮西川田店 埼玉 浦和円正寺店

矢吹店 宇都宮ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ店 浦和領家店

矢野目店 御幸ケ原店 越谷神明店

梁川店 黒磯店 越谷大間野店

茨城 ｻﾝﾓﾘﾉ那珂店 佐野店 岩槻ｲﾝﾀｰ店

つくばみらい店 鹿沼店 戸田店

つくば中央店 小山駅南店 幸手店

ひたちなか店 上戸祭店 三郷中央店

茨城境町店 真岡店 三郷店

茨城東海店 壬生店 志木店

下館店 雀の宮店 所沢美原店

下妻店 西那須野店 上尾店

学園南店 泉が丘店 新狭山店

笠間店 足利店 新座東店

牛久店 大田原店 深谷東方町店

結城店 鶴田店 吹上店

古河関戸店 栃木小金井店 杉戸店

古河店 栃木城内店 西川越店

高萩店 栃木店 川口上青木店

鹿嶋宮中店 日光今市店 草加店

取手店 平松店 大宮本郷店

守谷店 群馬 ﾊﾟﾜｰﾓｰﾙ前橋みなみ店 秩父店

常陸太田店 笠懸店 東浦和店

常陸大宮店 館林ｱｾﾞﾘｱﾓｰﾙ店 東松山店

新利根COM店 群馬町店 入間店

真鍋店 高崎柴崎店 八潮中央店

神栖店 高崎店 飯能店

水戸50号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 渋川店 豊町店

水戸石川店 上泉店 北本店

水戸平須店 成島店 本庄店

水戸末広店 川原店 蓮田店

水戸柳町店 前橋石倉店 和光新倉店

石岡店 前橋天川店 鷲宮店

潮来店 太田飯田町店 千葉 旭店

土浦小松店 藤岡店 印西店

那珂湊店 連取店 浦安店

日立相田店 埼玉 さいたま大戸店 館山店

日立多賀店 さいたま大成町店 君津店

北茨城店 フォレオ菖蒲店 佐倉鏑木町店

万博記念公園店 ふじみ野店 佐倉店

龍ヶ崎店 みずほ台店 市原五所店

栃木 さくら氏家店 羽生店 若柴店



県名 店舗名 県名 店舗名 県名 店舗名

千葉 若松店 東京 調布深大寺店 新潟 新発田店

松戸古ヶ崎店 田無店 村上店

松戸五香店 東久留米店 中野山店

松戸南花島店 東小金井店 長岡駅東店

沼南町店 道玄坂店 柏崎店

新習志野店 日本橋桜通店 白根店

成田店 八王子松木店 豊栄店

千葉おゆみ野店 百草園店 山梨 アルプス通り店

千葉園生店 武蔵村山店 ｲｵﾝﾀｳﾝ山梨中央店

千葉山王町店 平河町店 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝにらさき店

千葉中央店 六本木店 塩部店

船橋ららぽーと前店 神奈川 ﾙﾗﾗこうほく店 甲府伊勢店

船橋市場通店 綾瀬上土棚店 甲府向町店

袖ヶ浦店 伊勢原店 富士吉田店

中山店 横須賀佐原店 長野 塩尻広丘店

銚子店 横須賀三春店 駒ヶ根店

東鎌ヶ谷店 横浜港南台店 佐久平店

東金店 海老名店 松本平田店

東寺山店 茅ヶ崎常盤町店 上田原店

東松戸駅前店 厚木中依知店 上田中央店

柏豊四季店 厚木田村店 千曲店

八千代台店 厚木林店 長野中御所店

幕張ｲﾝﾀｰ店 小田原成田店 長野徳間店

茂原店 城山店 長野北長池店

木更津請西店 秦野曽屋店 飯田上郷店

野田山崎店 秦野平沢店 静岡 掛川店

野田堤台店 川崎宿河原店 御殿場店

流山店 川崎千年店 三島南町店

東京 羽村店 川崎殿町店 志都呂店

葛飾新宿店 相模原下九沢店 沼津西沢田店

葛飾南水元店 大和林間店 沼津大岡店

江戸川篠崎店 東柏ヶ谷店 静岡国吉田店

荒川町屋店 平塚四之宮店 藤枝店

国分寺西店 新潟 海老ケ瀬ｲﾝﾀｰ店 磐田岩井店

国立府中ｲﾝﾀｰ店 巻店 浜松駅南店

舎人店 近江店 浜松幸店

杉並高井戸店 見附店 浜松西ｲﾝﾀｰ店

足立一ツ家店 小針店 富士宮店

足立江北店 上越店 富士伝法店

足立佐野店 上越南高田店 富士蓼原店

足立東伊興店 新大前店 福田店

町田成瀬店 新津店 牧之原店

町田木曽店


