
平素よりご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2022年3月1日(火)より、弊社セブン&アイ・フードシステムズが運営している

デニーズと、その他一部店舗において、電話番号を変更いたします。

大変お手数ではございますが、下記店舗検索、または都道府県別一覧から

ご確認をお願いいたします。

（一部店舗は同年4月1日（金）より変更となります）

https://shop.7andi-fs.co.jp/

テイクアウトのご注文等で、すでに電話番号を記録、またはご登録をされて

いらっしゃるお客様におかれましては、恐れ入りますがご登録番号の修正を

お願いいたします。

なお、予約等をされる際、メールでの受付は実施しておりませんので、

引き続きお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、

お願い申し上げます。

電話番号変更のお知らせ

https://shop.7andi-fs.co.jp/


2022年3月1日（火）より電話番号変更

県別店舗一覧

店舗名 電話番号 住所

いわき湯本南店 080-3459-2731 福島県いわき市常磐西郷町金山２１－１

いわき平店 080-3459-2557 福島県いわき市平谷川瀬一丁目１９番１号

会津花春店 080-3459-2849 福島県会津若松市花春町３－２２

郡山東口店 080-3459-2459 福島県郡山市横塚２－５－２

郡山西ノ内店 080-3459-2081 福島県郡山市西ノ内２－１８－８

郡山富久山店 080-3459-2729 福島県郡山市八山田４－１０４

須賀川店 080-3459-2065 福島県須賀川市大黒町１４－１５

二本松店 080-3459-2597 福島県二本松市大壇２－１

白河昭和町店 080-3459-3076 福島県白河市昭和町１７３－１

南福島店 080-3459-2896 福島県福島市鳥谷野字宮畑６０－１

福島西口店 080-3459-2887 福島県福島市野田町２－１３１

猪苗代インター店 080-3459-2785 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字大場作３５４

つくばみどりの店 080-3458-9917 茨城県つくば市みどりの中央１１番地５

筑波学園都市店 080-3459-1083 茨城県つくば市春日２－７

阿見店 080-3459-0488 茨城県稲敷郡阿見町西郷３－２－４

古河店 080-3459-1732 茨城県古河市下山町１丁目５４

日立成沢店 080-3459-0338 茨城県日立市中成沢町２－３７－１０

竜ヶ崎藤が丘店 080-3458-9972 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘１－１－１

宇都宮陽南店 080-3459-1473 栃木県宇都宮市江曽島町１２５１－４

太陽のグリル佐野ＰＯ店 080-3257-6870 栃木県佐野市越名町２０５８

小山駅南町店 080-3459-1617 栃木県小山市駅南町４－３１－８

おやまゆうえん店 080-3459-1621 栃木県小山市喜沢１４７５

足利芳町店 080-3438-0743 栃木県足利市芳町３１－１

大田原店 080-3459-1719 栃木県大田原市本町１－２６９０

群馬大間々店 080-3438-2759 群馬県みどり市大間々町大間々３８３－６

高崎大八木店 080-3438-1662 群馬県高崎市問屋町西１－１１－９

前橋下小出店 080-3437-8323 群馬県前橋市下小出町１－８－３

前橋東善町店 080-3438-3801 群馬県前橋市東善町１２７－１

群馬富岡店 080-3438-2753 群馬県富岡市富岡字北畠３０４３

岩槻インター店 080-3438-8598 埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－２３－９

西浦和店 080-3457-4686 埼玉県さいたま市桜区田島７－１５－２２

コクーンシティ店 080-3457-5079 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－８

南浦和店 080-3457-5270 埼玉県さいたま市南区南浦和３－７－１０

大宮宮原店 080-3457-4808 埼玉県さいたま市北区宮原町２－４０－８

上福岡店 080-3457-5370 埼玉県ふじみ野市清見１－１－７

蒲生店 080-3438-0352 埼玉県越谷市蒲生寿町１３－３８

宅配ベース南越谷店 080-3257-9298 埼玉県越谷市瓦曽根２－９－１６

東越谷店 080-3438-7426 埼玉県越谷市東越谷６－１１６

越谷東大沢店 080-3438-6643 埼玉県越谷市東大沢１－１１－２１

加須店 080-3459-1729 埼玉県加須市諏訪１－１６－９

久喜店 080-3459-1345 埼玉県久喜市久本寺７２番地

三郷店 080-3438-6233 埼玉県三郷市上彦川戸字駒形沖８９２－１

東所沢店 080-3457-4661 埼玉県所沢市本郷字西上１０９０－４

新所沢店 080-3457-4644 埼玉県所沢市緑町４－３３－１１

深谷店 080-3437-7837 埼玉県深谷市西島町１－６－８

川越東田町店 080-3438-2365 埼玉県川越市東田町６－１

福島県
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東川口店 080-3438-5428 埼玉県川口市戸塚３－４－２１

西川口店 080-3438-5038 埼玉県川口市上青木西１－１－１０

川口元郷店 080-3438-6401 埼玉県川口市新井町２７－２２

川口新井宿店 080-3438-3953 埼玉県川口市西新井宿南原２９

朝霞台店 080-3457-4643 埼玉県朝霞市西弁財１－４－７

朝霞駅前店 080-3457-4688 埼玉県朝霞市本町２－４－１８　バモスビル２Ｆ

鶴ヶ島店 080-3438-0876 埼玉県鶴ヶ島市富士見１－１９－６

東飯能店 080-3438-2456 埼玉県飯能市双柳１０５－６

蓮田店 080-3459-1893 埼玉県蓮田市西新宿町１－５２

成田店 080-3459-1301 千葉県成田市飯田町２－１０

佐原店 080-3459-0539 千葉県香取市佐原イ４１８７－７

袖ヶ浦店 080-3458-9742 千葉県袖ヶ浦市福王台２－３－１

姉ヶ崎店 080-3458-9566 千葉県市原市姉崎１９８０

大網白里店 080-3458-9514 千葉県大網白里市みやこ野２－２－１０

市原辰巳台店 080-3458-9437 千葉県市原市辰巳台西２－４－２

市原国分寺台店 080-3458-9029 千葉県市原市南国分寺台１－１－１

千葉旭店 080-3459-0353 千葉県旭市ニ字南前１１０８－１２

蘇我店 080-3458-8786 千葉県千葉市中央区末広５－３－７

市原五井店 080-3458-8070 千葉県市原市五井５４９７－１

木更津北店 080-3458-7905 千葉県木更津市朝日町３－５－１５

茂原北店 080-3458-7858 千葉県茂原市小林１６０６－１０

君津店 080-3458-7539 千葉県君津市南子安６－２１－１８

東習志野店 080-3458-7434 千葉県習志野市東習志野５－１２－２３

船橋馬込沢店 080-3458-6242 千葉県船橋市藤原７－３３－１

千葉みつわ台店 080-3458-7033 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１３－１

南八幡店 080-3458-6234 千葉県市川市大和田１－９－１

四街道店 080-3458-6912 千葉県四街道市鹿渡１１３５－１２

西船橋店 080-3437-3187 千葉県船橋市本郷町６４２－１

検見川店 080-3458-6818 千葉県千葉市花見川区幕張町３－７７２５

千葉桜木町店 080-3458-6728 千葉県千葉市若葉区桜木北１－２－１

千葉祐光店 080-3458-6715 千葉県千葉市中央区祐光４－１－４

鎌ヶ谷初富店 080-3458-6321 千葉県鎌ヶ谷市右京塚２－１６

千葉ニュータウン店 080-3437-1418 千葉県船橋市小室町３１０９－１

馬橋店 080-3437-1373 千葉県松戸市西馬橋幸町１３９

柏東台店 080-3437-1251 千葉県柏市柏１３０４－７

我孫子つくし野店 080-3437-1039 千葉県我孫子市つくし野４－１－１

南柏駅前店 080-3437-0948 千葉県柏市南柏２－９－８

初石店 080-3436-9612 千葉県流山市西初石３－１３－５

柏増尾台店 080-3436-9367 千葉県柏市増尾台３－６－１

船橋二和店 080-3458-6207 千葉県船橋市二和東６－１２－１

二十世紀ヶ丘店 080-3437-7625 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町２０

松戸日暮店 080-3437-6242 千葉県松戸市牧の原１－１１０

南行徳店 080-3458-7389 千葉県市川市相之川２－６－１５

秋川店 080-3457-5392 東京都あきる野市秋川４－５－６

羽村店 080-3457-5592 東京都羽村市緑ヶ丘１－２３－１１

奥戸店 080-3437-5149 東京都葛飾区奥戸７－４－１

亀有駅前店 080-3457-2495 東京都葛飾区亀有３－７－１１

篠崎店 080-3437-2724 東京都江戸川区篠崎町２－２２－１８

西葛西店 080-3437-3826 東京都江戸川区西葛西６－２９－１６

船堀店 080-3437-4607 東京都江戸川区船堀１－６－１１

本一色店 080-3437-5166 東京都江戸川区本一色２－２３－１６

江東枝川店 080-3437-3478 東京都江東区枝川２－２－８

清澄店 080-3437-5034 東京都江東区清澄２－６－９
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南砂店 080-3437-4562 東京都江東区南砂６－７－１５

品川港南店 080-3457-4050 東京都港区港南２－５－３　オリックス品川ビル１Ｆ

南青山店 080-3457-3109 東京都港区南青山１－１２－２８

浜松町店 080-3457-2771 東京都港区浜松町１－３１　文化放送メディアプラス２階

町屋駅前店 080-3457-2497 東京都荒川区荒川７－４９－１

南千住駅前店 080-3457-2481 東京都荒川区南千住７－２－６　南千住満天ビル１階

西国分寺店 080-3457-5273 東京都国分寺市西元町３－６

国分寺駅前店 080-3457-5314 東京都国分寺市南町３－９－１５　国分寺ステップス２Ｆ

渋谷公園通り店 080-3457-2887 東京都渋谷区神南１－１６－３　ブルヴァールビル２Ｆ

南平台店 080-3457-3028 東京都渋谷区南平台町１６－１１

宅配ベース幡ヶ谷店 080-3257-9559 東京都渋谷区幡ヶ谷３丁目３７－１５

西新宿店 080-3457-3980 東京都渋谷区本町１－５５－１

小金井南店 080-3457-5362 東京都小金井市前原町１－７－４

小金井本町店 080-3457-5354 東京都小金井市本町５－３８－３６

小平小川町店 080-3457-5344 東京都小平市小川東町１－５－１９

昭島店 080-3457-0282 東京都昭島市昭和町１－１－１２

新宿山吹町店 080-3457-5874 東京都新宿区山吹町３４６－３　プライムアーバン神楽坂２階

宅配ベース新宿御苑店 080-3257-8983 東京都新宿区新宿１－９－３　ＮＢＫビル１Ｆ

新宿中央公園店 080-3457-3970 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル２Ｆ

南阿佐谷店 080-3457-3902 東京都杉並区阿佐谷南３－１－３３

高井戸店 080-3457-2610 東京都杉並区高井戸東４－７－２

西荻北店 080-3457-3921 東京都杉並区西荻北５－７－１８

世田谷公園店 080-3457-3435 東京都世田谷区下馬２－２９－１２

豪徳寺店 080-3457-4116 東京都世田谷区豪徳寺１－４４－１１小田急マルシェ豪徳寺

上用賀店 080-3457-4084 東京都世田谷区上用賀６－６－６　ＳＯＣＯＬＡ用賀２階

成城店 080-3457-3502 東京都世田谷区成城９－５－１１

千歳船橋店 080-3457-3559 東京都世田谷区船橋７－１７－１０

三軒茶屋店 080-3457-4132 東京都世田谷区太子堂４－２２－６

清瀬店 080-3457-5212 東京都清瀬市梅園２－１０－１９

ひばりが丘店 080-3457-5341 東京都西東京市谷戸町２－２－９

エミオ田無店 080-3457-5768 東京都西東京市田無町４－１－１

保谷柳沢店 080-3457-5288 東京都西東京市柳沢２－１８－４５

東青梅店 080-3457-5503 東京都青梅市東青梅４－１－１１

秋葉原中央口店 080-3457-2813 東京都千代田区神田佐久間町１－８－３　ダイハツ秋葉原ビル２Ｆ

二番町店 080-3437-8459 東京都千代田区二番町８－８

綾瀬駅前店 080-3457-2515 東京都足立区綾瀬３－２－８　ＣＩＴＹ　ＰＬＡＣＥビル２Ｆ

北千住駅前店 080-3457-2484 東京都足立区千住２丁目６１　ビックリヤ北千住駅西口ビル１階

谷在家店 080-3457-2533 東京都足立区谷在家１－１０－２

竹の塚店 080-3457-2604 東京都足立区竹の塚５－３－４

梅島店 080-3457-3367 東京都足立区中央本町１－１２－７

多摩貝取店 080-3444-9803 東京都多摩市永山２－２６－１０

多摩センター店 080-3444-9824 東京都多摩市落合１－２－５　パステルプラザ２Ｆ

浅草国際通り店 080-3437-9367 東京都台東区浅草１－４３－５

上野谷中店 080-3437-9903 東京都台東区谷中６－１－７

東浅草店 080-3438-0179 東京都台東区東浅草１－１４－１

浅草雷門店 080-3437-9165 東京都台東区雷門２－１８－７井門雷門ビル２Ｆ

下丸子店 080-3457-4048 東京都大田区下丸子３－１－１５

上池台店 080-3457-4639 東京都大田区上池台３－１４－２

大森中店 080-3457-4007 東京都大田区大森中１－１－３

大森北店 080-3457-3991 東京都大田区大森北４－１０－５

池上通り店 080-3457-4081 東京都大田区中央７－３－１

勝どき店 080-3457-2957 東京都中央区勝どき１－１－１

築地店 080-3457-3154 東京都中央区築地３－４－１２

東京都



八丁堀店 080-3457-3259 東京都中央区八丁堀２－２５－１０　三信八丁堀ビル１階

野方店 080-3456-8281 東京都中野区鷺宮１－９－１１

町田大蔵店 080-3444-9425 東京都町田市大蔵町２３６

南つくし野店 080-3444-9322 東京都町田市南つくし野４丁目１７－１６

調布店 080-3457-4091 東京都調布市国領町４－５１－１

上北台店 080-3457-5749 東京都東大和市上北台二丁目１－２９

八王子旭町店 080-3457-0295 東京都八王子市旭町１３－２　２Ｆ

西八王子駅前店 080-3457-5382 東京都八王子市散田町３－８－２５

八王子みなみ野店 080-3457-5385 東京都八王子市西片倉２－２－４

富士森公園店 080-3457-5568 東京都八王子市台町２－５－２

南大沢店 080-3457-5794 東京都八王子市南大沢２－２１２－６

高島平店 080-3438-4707 東京都板橋区高島平１－２７－１３

小茂根店 080-3457-5837 東京都板橋区小茂根２－２４－１５

上板橋店 080-3457-5867 東京都板橋区常盤台４－２５－６

太陽のグリル武蔵小山店 080-3257-6899 東京都品川区小山３丁目１５－１パークシティー武蔵小山３Ｆ

大井町駅前店 080-3457-4627 東京都品川区大井１－５０－５　阪急大井町ガーデン３階

宅配ベース大井町店 080-3257-7544 東京都品川区大井１－５０－５　阪急大井町ガーデン３階

ＴｈｉｎｋＰａｒｋ店 080-3457-4012 東京都品川区大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ１Ｆ

吉祥寺北町店 080-3457-5271 東京都武蔵野市吉祥寺北町５－１０－１２

東京ドームシティ店 080-3437-9651 東京都文京区後楽１－３－６１　東京ドーム飲食物販部内デニーズ

千石店 080-3437-9418 東京都文京区千石１－２７－８

高田馬場店 080-3457-3979 東京都豊島区高田３－２６－３

北池袋店 080-3457-5898 東京都豊島区池袋本町２－１－５

池袋駅前店 080-3457-5853 東京都豊島区東池袋１－１－２　高村ビル３階

池袋明治通り店 080-3457-5872 東京都豊島区東池袋１－８－９　センチュリオンホテル池袋２階

大塚駅前店 080-3457-5816 東京都豊島区北大塚１－１６－５パークアクシス大塚３Ｆ

豊島店 080-3457-2516 東京都北区豊島５－１－３２

錦糸町駅前店 080-3437-6425 東京都墨田区江東橋３丁目８－７

墨田堤通り店 080-3457-2505 東京都墨田区堤通１－１９－１１

墨田立花店 080-3457-2547 東京都墨田区立花３－１－１

祐天寺店 080-3457-3595 東京都目黒区中町２－４８－７

立川南店 080-3457-5808 東京都立川市錦町３－８

立川店 080-3457-5321 東京都立川市柏町１－５－１

大泉店 080-3457-5877 東京都練馬区大泉学園町５－９－１

中村橋店 080-3457-5848 東京都練馬区中村北１－２２－１

大泉学園駅前店 080-3457-5871 東京都練馬区東大泉１－３０－４　三幸産業第７ビル２階

衣笠店 080-3444-7601 神奈川県横須賀市金谷３－４－６

北久里浜店 080-3444-9286 神奈川県横須賀市根岸町３－３－１１

舟倉町店 080-3444-8937 神奈川県横須賀市舟倉町１－１６－１０

横須賀平成町店 080-3444-7036 神奈川県横須賀市平成町２－１４－１　ヴィスポ横須賀１Ｆ

米ヶ浜店 080-3444-9077 神奈川県横須賀市米が浜通１－６村瀬ビル

今宿西店 080-3445-3163 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４２－１

横浜西谷店 070-3278-6770 神奈川県横浜市旭区川島町２８５１－２

大船笠間店 080-3444-6896 神奈川県横浜市栄区笠間３丁目１７番１３号

金沢八景店 080-3444-8786 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２５－４Ｃ

金沢富岡店 080-3444-7608 神奈川県横浜市金沢区富岡東２－４－２６

横浜日野店 080-3444-7983 神奈川県横浜市港南区日野中央１－３－４０

妙蓮寺店 070-3278-6881 神奈川県横浜市港北区菊名２－１６－１２

綱島東店 080-3457-4147 神奈川県横浜市港北区綱島東２－７－３１

小机店 070-3278-6735 神奈川県横浜市港北区小机町４－１

横浜樽町店 080-3457-4569 神奈川県横浜市港北区樽町２－８－４１

片倉町店 070-3278-6755 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２３－３７

中田町店 080-3444-6816 神奈川県横浜市泉区中田東１－４－１

東京都

神奈川県



長者町店 070-3278-6820 神奈川県横浜市中区山田町６－２

鶴見一国店 070-3278-6644 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾５－９－１３

港北ニュータウン店 070-3278-6813 神奈川県横浜市都筑区荏田南１－１－５４

横浜都筑店 070-3278-6830 神奈川県横浜市都筑区北山田１－６－１

前里町店 080-3445-3509 神奈川県横浜市南区前里町４－９３－１

海老名店 080-3444-9645 神奈川県海老名市中央１－１２－１５

大船店 080-3444-7113 神奈川県鎌倉市大船２－１１－１８

茅ヶ崎海岸店 080-3444-2152 神奈川県茅ケ崎市中海岸４－１５－２５

厚木店 080-3445-0399 神奈川県厚木市田村町３－２２

座間店 080-3445-0352 神奈川県座間市相模が丘１－３３－９

小田原荻窪店 080-3443-9292 神奈川県小田原市荻窪字横町３７１

小田原酒匂店 080-3444-1547 神奈川県小田原市西酒匂１－８－３３

鴨宮店 080-3443-9578 神奈川県小田原市中里字桜屋１２３－１１

秦野渋沢店 080-3444-0181 神奈川県秦野市堀西３７－１

川崎菅生店 080-3457-4594 神奈川県川崎市宮前区菅生５－２３－３０

南加瀬店 080-3457-4306 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－８－２４

梶ヶ谷店 070-3278-6616 神奈川県川崎市高津区下作延３－２１－６

高津店 080-3457-4489 神奈川県川崎市高津区二子４－８－２

川崎追分店 080-3457-4588 神奈川県川崎市川崎区大島１－３１－１

武蔵小杉店 080-3457-4621 神奈川県川崎市中原区新丸子東２－８８５

百合ヶ丘店 080-3457-4506 神奈川県川崎市麻生区百合丘３－２５－２

相模原中央店 080-3445-0749 神奈川県相模原市中央区中央６－１４－８

町田南口店 080-3445-0306 神奈川県相模原市南区上鶴間本町３－２０－２０

湯河原店 080-3443-9149 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥１－４－１４

大井松田店 080-3218-2286 神奈川県足柄上郡大井町上大井２５５－１

大和渋谷店 080-3444-3708 神奈川県大和市渋谷４－１－２０

二宮店 080-3444-0264 神奈川県中郡二宮町二宮１２４６－５

六会店 080-3444-5735 神奈川県藤沢市亀井野４－１－１３

片瀬山店 080-3444-2649 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１３

湘南台店 080-3444-5261 神奈川県藤沢市湘南台２－１５

辻堂南口店 080-3444-3835 神奈川県藤沢市辻堂２－７－１　湘南パールビル２Ｆ

藤沢北口店 080-3444-5906 神奈川県藤沢市藤沢１０１５

江ノ島店 080-3444-3566 神奈川県藤沢市片瀬海岸２－１８－１４

南足柄店 080-3443-9238 神奈川県南足柄市竹松字上河原１００５－１

平塚見附店 080-3443-9815 神奈川県平塚市見附町４６－１１

平塚海岸店 080-3444-1583 神奈川県平塚市千石河岸１２－１２

平塚中里店 080-3443-8862 神奈川県平塚市中里５３－１５

甲府北店 080-3457-0186 山梨県甲府市塩部３－１６－１３

甲府中央店 080-3456-8472 山梨県甲府市相生１－２０－１

甲府東店 080-3456-9144 山梨県甲府市和戸町９４３

甲府昭和通り店 080-3456-8637 山梨県中巨摩郡昭和町河西字村西１０５４－１

山中湖店 080-3456-9882 山梨県南都留郡山中湖村山中１５１－７

あづみの店 080-3218-6797 長野県安曇野市穂高８０１－１

塩尻店 080-3218-2985 長野県塩尻市大字広丘高出字和手１５３０－５

茅野店 080-3456-9178 長野県茅野市塚原１－１３－３１

佐久平店 080-3218-5179 長野県佐久市佐久平駅南７番地１

上田店 080-3218-5801 長野県上田市中央西２－４

下諏訪店 080-3456-9821 長野県諏訪郡下諏訪町字赤砂４５２５－１

長野更埴店 080-3218-5722 長野県千曲市大字粟佐１５８５－２

長野若里店 080-3218-3635 長野県長野市若里七丁目６番７号

長野東和田店 080-3218-4555 長野県長野市大字東和田４９８－８

長野県庁前店 080-3218-3954 長野県長野市南県町１０００－１

岐阜県 岐阜加納店 080-3210-6224 岐阜県岐阜市加納新本町３－１６

山梨県

長野県

神奈川県



岐阜鏡島店 080-3219-1781 岐阜県岐阜市鏡島精華２－３－１

岐阜長良店 080-3219-0659 岐阜県岐阜市大字長良福光字火坪５８－１

多治見店 080-3219-1079 岐阜県多治見市太平町３－７０－１

掛川店 080-3240-9710 静岡県掛川市中央２－６－１

御殿場店 080-3240-7658 静岡県御殿場市萩原７０－１

三島玉川店 080-3240-6460 静岡県三島市玉川２４２－２

三島北店 080-3240-8963 静岡県三島市萩２６８－２

静岡ニ番町店 080-3240-9286 静岡県静岡市葵区二番町６番１

静岡草薙店 080-3240-9680 静岡県静岡市駿河区中吉田１５－９

清水インター店 080-3218-8188 静岡県静岡市清水区庵原町１－１３８－２

藤枝店 080-3240-6704 静岡県藤枝市青木３－２－１８

浜松志都呂町店 080-3219-6094 静岡県浜松市西区志都呂一丁目３２番２４号

浜松葵東店 080-3240-9946 静岡県浜松市中区葵東２－２－１２

浜松菅原町店 080-3240-9694 静岡県浜松市中区菅原町９－２４

浜松野口町店 080-3219-6022 静岡県浜松市中区中央１－６－４

浜松有玉店 080-3219-6153 静岡県浜松市東区西ヶ崎町字ヲキ１８９８

富士インター店 080-3240-8469 静岡県富士市瓜島町７１－１

安城店 080-3240-5013 愛知県安城市住吉町荒曽根３－１

一宮朝日店 080-3218-9751 愛知県一宮市朝日２－９－３

南岡崎店 080-3219-2652 愛知県岡崎市羽根町字陣場２６０－１

東岡崎店 080-3219-2336 愛知県岡崎市美合町字五反田２５－１

犬山店 080-3219-0664 愛知県犬山市大字犬山字愛宕５

春日井バイパス店 080-3218-9767 愛知県春日井市鳥居松町４－１２

常滑店 080-3219-2509 愛知県常滑市多屋字孫ヤラク４６－２

瀬戸共栄通店 080-3219-5266 愛知県瀬戸市共栄通６－１４

大府店 080-3219-6076 愛知県大府市森岡町５－１

津島店 080-3219-1381 愛知県津島市今市場町４－３０－１

日進梅森店 080-3219-5284 愛知県日進市梅森町西田面５５

半田店 080-3219-7475 愛知県半田市東郷町４－１０３－１５

豊橋花田店 080-3219-6497 愛知県豊橋市花田町中ノ坪３９

豊橋大岩店 080-3219-6549 愛知県豊橋市大岩町久保田３－２

豊明店 080-3240-6377 愛知県豊明市西川町島原３－１

守山店 080-3219-4836 愛知県名古屋市守山区小幡中１－１６－２３

小田井店 080-3219-1749 愛知県名古屋市西区上小田井２－３１　明福ビル１階

浄心店 080-3210-9425 愛知県名古屋市西区上名古屋３－２５－３５

今池店 080-3219-3410 愛知県名古屋市千種区今池４－１５－５

猪高店 080-3219-4754 愛知県名古屋市千種区千代が丘６－１３

天満通店 080-3219-3204 愛知県名古屋市千種区天満通１－４８

名古屋東新町店 080-3211-0586 愛知県名古屋市中区栄４－６－１５フォーティーンヒルズビル２Ｆ

金山駅前店 080-3211-1698 愛知県名古屋市中区金山１－１４－９長谷川ビル２Ｆ

松原店 080-3210-6858 愛知県名古屋市中区松原３－１５－２５

大須店 080-3211-0559 愛知県名古屋市中区大須３－３０－４０　萬松寺ビル２Ｆ

昭和橋店 080-3210-8051 愛知県名古屋市中川区高杉町７１

中村店 080-3210-6513 愛知県名古屋市中村区竹橋町３６－１５

名駅西口店 080-3218-8461 愛知県名古屋市中村区椿町１４－２３

高岳店 080-3210-6525 愛知県名古屋市東区泉２－２７－１９

笠寺店 080-3219-8262 愛知県名古屋市南区桜本町５４

黒川店 080-3210-8704 愛知県名古屋市北区黒川本通４－１３－１

名古屋藤が丘店 080-3218-9709 愛知県名古屋市名東区富が丘１２番地２

名古屋鳴子店 080-3219-3105 愛知県名古屋市緑区鳴子町３－４９－２３

鈴鹿店 080-3258-2586 三重県鈴鹿市飯野寺家町字柳原８１９

桑名店 080-3258-2957 三重県桑名市大字江場１５７８

津本町店 080-3258-4319 三重県津市本町３３－３０

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県



錦綾町店 080-3258-1546 大阪府堺市堺区錦綾町２－４－５

中百舌鳥店 080-3258-4118 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－２８

吹田寿町店 080-3258-2318 大阪府吹田市寿町２－３－１

泉大津店 080-3258-3550 大阪府泉大津市松之浜町１－１－２０

長居公園店 080-3258-1943 大阪府大阪市住吉区長居東２－２－２３

天王寺店 080-3258-3625 大阪府大阪市天王寺区南河堀町３－３１

池田店 080-3258-4876 大阪府池田市城南１－８－１９

2022年4月1日（金）より電話番号変更

県別店舗一覧

埼玉県 浦和駅前店 080-3457-4678 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１６－７ホテルメッツ浦和１Ｆ

千葉県 津田沼駅前店 080-3458-6895 千葉県習志野市津田沼１－１－１　ホテルメッツ津田沼３階

高円寺駅前店 080-3457-3878 東京都杉並区高円寺北２－５－１　ホテルメッツ高円寺２階

駒込駅前店 080-3437-9132 東京都豊島区駒込２－１－３９　ホテルメッツ駒込２階

赤羽駅前店 080-3438-5265 東京都北区赤羽１－１－７６　ホテルメッツ赤羽２階

神奈川県 溝ノ口駅前店 070-3278-6631 神奈川県川崎市高津区溝口１－１－５　ホテルメッツ溝ノ口２Ｆ

東京都

大阪府


