
くまもとの地鶏「天草大王」取扱店舗 令和２年（２０２０年）７月末時点

※仕入れの都合で、取扱のない場合がありますので事前に店舗に御確認下さい。

住所 TEL ＨＰ

海鮮屋　魚吉 神水店 熊本市中央区神水2-4-2 096-282-8620 https://uokichi-kuwamizu.owst.jp/

午砲台 熊本市中央区下通1-9-1 096-352-9001 https://www.gohoudai.com/

こもれび家 熊本市中央区下通1丁目9-4 096-354-8577
https://johsmile.co.jp/storeguide/komorebiya/komorebiy
a_shimotori/

天神本家 熊本市中央区下通1丁目2-11　丸愛ﾋﾞﾙ　2F-B 096-325-9250

やき肉　園田 熊本市中央区下通1丁目9-27 ナポレオンビル1F 096-325-3344 https://ja-jp.facebook.com/nikuniku.sonoda

熊本ホルモン 熊本市中央区新市街3-11ロゼ花畑1F 096-351-0330 http://kumamotohorumon.com/

グルマン三年坂 熊本市中央区安政町5-6　SKYビル1F 096-353-0512 https://guruman.owst.jp/

麦うさぎ 安政町店 熊本市中央区安政町6-4-2　ルナ1ビル1F 096-326-8766
https://johsmile.co.jp/storeguide/mugiusagi/mugiusagi_a
nsei/

瑞恵別館 熊本市中央区安政町2-27－BF 096-312-8060 http://www.mizue-g.net/

tutti 熊本市中央区安政町2-29 096-323-6068 http://www.0963236068.com/

焼き鳥　鶏空 熊本市中央区安政町5-15 096-342-5655 https://trick-kumamoto.owst.jp/

御縁 熊本市中央区安政町5-16 096-355-7850 https://f236400.gorp.jp/

あさびき鳥元 熊本市中央区安政町5-20安政ビルB1F 096-326-8120 https://asabiki-torigen.business.site/

ひょご鳥　本店 熊本市中央区安政町6-3　TM11ビル1F-B 096-325-8772 http://hyogodori.com/main/

まるかわ 熊本市中央区安政町7-28 フォディアビル2-A 096-353-7688

堺屋 熊本市中央区大江3-7-2 096-371-7289

すき焼き加茂川 熊本市中央区上通町2-6 096-354-2929 https://www.kamogawagenpo.co.jp/sukiyaki_kamogawa/

焼肉すどう 熊本市中央区上通町4-10　トラヤビル3F 096-288-5729 http://yakiniku-sudo.com/

京町とさか 熊本市中央区上通町7-35 096-325-8323

鶏バルHIGOYA　熊本店 熊本市中央区上通町5-46 上通りイーストンビル1F 096-288-4020 https://www.higoya-kumamoto.com/

大衆酒場　ファイヤーバーガー 熊本市中央区草場町2-3　松岡アパート1F 096-324-0701

平蔵　西銀座通店 熊本市中央区下通1-11-25　丁半ビル2F 096-211-1155
https://johsmile.co.jp/storeguide/heizou/heizou_nishigin
za/

マルイチ食堂 熊本市中央区下通1-5-21　有楽丁ビル1F 096-355-1109 http://ippuku-ramen.net/maruichi/

酒ト肴 最中 熊本市中央区下通1-6-12-2F 096-354-3488 https://www.a-gu-ra.com/monaka/

いけす料理と茶碗蒸し えびす門 熊本市中央区下通1-7-9 096-355-9200 https://yebisumon.owst.jp/

海鮮家　福伸　銀座通り店 熊本市中央区下通1-9-8　銀座ビルB1 096-227-6800 http://www.fukushin.com/shop/ginza/

鳥の海とん下通店 熊本市中央区下通1丁目7-3 096-354-2266
https://johsmile.co.jp/storeguide/torinoumiton/torinoum
iton-shimotoori/

アマケン 熊本市中央区下通1丁目9-26 096-355-2238 https://www.sakasou.kumamoto.jp/shop/amakusa/

CHOCOLAT Cafe Bistrot （ショコラ） 熊本市中央区下通2-5-10 096-355-3157 https://chocolatcafe.owst.jp/

ハイボールがうまいだけの店 熊本市中央区下通1-12-29　浜田ビル１F 096-247-6171 https://www.sakasou.kumamoto.jp/shop/highball-umai/

青柳 熊本市中央区下通り1-2-10 096-353-0311 http://aoyagi.ne.jp/

ひゃくしょう茶屋 下通店 熊本市中央区下通1-49　ニコニコビル2・3F 096-322-8423
https://johsmile.co.jp/storeguide/hyakushou/hyakushou_
shimotori/

福みみ　2号店　炭火焼 熊本市中央区下通1-6-7　アイアイビル1階 096-355-2272 https://akr3957442901.owst.jp/

立寿司 熊本市中央区下通2-8-5 096-354-9999

恵比寿物産(株) 熊本市中央区下通5-20エビスビル 096-211-1568 http://www.ebisu-family.com

熊本ホテルキャッスル 熊本市中央区城東町4-2 096-326-3311 https://www.hotel-castle.co.jp/

地鶏炭火焼　鳥亭　新市街 熊本市中央区新市街1-2　フジモトビル１F 096-355-2202 https://toritei-shinshigai.owst.jp/

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　菜な　熊本店 熊本市中央区新市街2-8　新市街パーキングビル1Ｆ 096-312-0039 https://nana.owst.jp/

鶫　西銀座店 熊本市中央区新市街3-12 096-327-2024 https://akr2505863639.owst.jp/

ささの 熊本市中央区新市街3-4 096-355-9554 https://sasano.owst.jp/

酒湊 小橋 総本店 熊本市中央区新市街4-18松下ビル　1F・2F・3F 096-352-7117 https://www.sakasou.kumamoto.jp/shop/sakasou/

ライフイズジャーニー 熊本市中央区新市街5-2 090-6556-4500 https://www.facebook.com/lifeisjourney2016/

串カツ　六甲 熊本市中央区水前寺2-17-12 096-284-1813

郷彩　根っこ 熊本市中央区水道町2-16 096-324-5181 https://kumamoto-nekko.owst.jp/

ＫＫＲホテル熊本（レストランまつり） 熊本市中央区千葉城町3-31 096-355-7941 http://kkr-hotel-kumamoto.com/matsuri/

ＫＫＲホテル熊本（和食） 熊本市中央区千葉城町3-31 096-355-7941 http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/restaurant/

安坐 熊本市中央区中央街4-28 096-354-8911 https://www.a-gu-ra.com/

ナチュラル＆ハーモニック　ピュアリィ 熊本市中央区中唐人町15 096-323-1551 http://nh-purely.co.jp/

創作郷料理 坪井庭 熊本市中央区坪井4-20-29 096-346-2224 https://tokuiti.co.jp/tsuboitei/

徳一本店 熊本市中央区坪井4-20-31 096-345-3830 https://tokuiti.co.jp/

【県内】

店名

◆飲食店



住所 TEL ＨＰ店名

TOMO 熊本市中央区坪井町1-12 096-319-5028

和食　二郎 熊本市中央区手取本町3-1　第2くまもとミヤモトビル1F 096-359-3693

イルフォルノドーロ 熊本市中央区手取本町3-9 096-227-6299

九州産交リテール（株）城彩苑　ビュッフェぎんなん 熊本市中央区二の丸1-14 096-312-2691 https://www.kyusanko.co.jp/retail/ginnan/

あちゃこ 熊本市中央区八王子町2-28 090-2509-1999

おはこ 銀座通店 熊本市中央区花畑13-2　2F 096-324-9290

城見櫓 熊本市中央区花畑町1-10 096-356-1146 https://www.shiromiyagura.com/

前川水軍　銀杏店 熊本市中央区花畑町12-11　グリーンホテル1F 096-326-5577
https://johsmile.co.jp/storeguide/maekawa-
suigun/maekawa-suiguin_ginnandori/

和食憩処　七笑 熊本市中央区花畑町13-11　ASOビル1F 096-355-6256 https://nanasyo.owst.jp/

Modern Japanese Style とら 熊本市中央区花畑町13-3-102 　ジャスマック熊本館1階 096-352-8872 http://www.zest-tora.com/

五郎八 熊本市中央区花畑町12-8 096-325-9653 https://www.gorohachi.com/

から草 熊本市中央区花畑町13-12 096-328-3250

KOSAKA屋 熊本市中央区花畑町13-26 090-5971-9929

焼肉　桐斗 熊本市中央区馬渡1丁目9-12 096-370-7771 https://akr0291158484.owst.jp/

上乃裏スペイン料理　ＴＯＫＯｓｉｅ 熊本市中央区南坪井町2-16　サクセスビル2　1F 096-342-4649

Sazae-サザエ- 熊本市中央区南坪井町5-7 096-223-5701 http://curague.biz/sazae/

骨付焼き鳥　松本チキン 熊本市中央区下通１-11-21 ロフティ西銀座会館ビル1F 096-227-6017 https://matsumoto-chiken.owst.jp/

和食　島崎 熊本市中央区下通1-9-29 森天ビル B1F 096-351-0321

千のちゃんぽん　湖東亭 熊本市東区湖東3-4-21 096-335-8210 https://akr9776833987.owst.jp/

マリーゴールド熊本 熊本市東区佐土原2-5-135 096-360-3331 http://www.marrygold-kumamoto.jp/

盛仁本家 熊本市東区新生2丁目22-7 新生ビル 096-234-7879 http://www.morijin-honke.com/

炙り番や 東町店 熊本市東町4丁目2-52 096-365-8929
https://www.nabeshima-jp.com/shop/group-
banyakuma/

大衆焼肉ホルモンマン 熊本市南区馬渡2-9-5 096-334-1239 https://sites.google.com/view/horumonman-heisei/

藁焼き てんまや 熊本市南区田迎4丁目4-39 096-285-5161 http://www.ren-kon.jp/

居酒屋　一忠 熊本市南区出仲間5丁目6-5 096-378-9846

いっぷくラーメン 熊本市南区田迎町田井島221-1 096-378-7934 http://www.ippuku-ramen.net/

ロイヤル北熊本ＳＡ（上）レストラン・スナックコーナー 熊本市北区改寄町1199 096-245-2066 https://www.royal-ahf.jp/facilities/kitakumamoto/

九州産交リテール（株）北熊本ＳＡ上りレストラン 熊本市北区改寄町1563 096-245-2017 https://www.kyusanko.co.jp/sa/kitakuma/restaurants/

大漁居酒屋　えじま 熊本市北区清水万石5-1-8 096-344-5544 https://ejima.owst.jp/

和樂 宇土市旭町446-4 0964-23-1243 http://japanese-izakaya-restaurant-763.business.site/

道繁 宇土市新町3-25-1 0964-23-6106

食彩酒房　魚家　UOYA 宇城市松橋町曲野2250-1 0964-32-5723 https://u-o-ya.com/

食彩酒房 蛍きらら店 宇城市松橋町きらら3-1-12 0964-32-8808 https://page.line.me/yvv2495i

佳楽 宇城市松橋町曲野南田2317-1 0964-33-4315 http://www.karaku-honten.com/

いぶき 宇城市松橋町曲野3514-11 0964-33-6855 https://www.ibuki-matsubase.jp/

阿蘇熊本空港レストラン 上益城郡益城町大字小谷1802-2 096-232-2865 https://www.kyusanko.co.jp/retail/airport/

味処　政 上益城郡山都町仏原161 0967-82-2617

味の大津屋 菊池郡大津町1487-1 096-293-4759 http://aji-ooduya.jp/

べじ倶楽部 菊池郡大津町室125 096-294-1031 http://vege-club.com/

花々つくし 菊池郡菊陽町光の森1-16-4 096-233-3373

海鮮屋魚吉　光の森店 菊池郡菊陽町光の森2-7-10 096-285-4292 https://uokichi-hikarinomori.owst.jp/

てんき 菊池郡大津町大津1153-3 096-201-3503 https://yomomen-tenki.jp/

あん梅 荒尾市東屋形3-1-5 0968-64-1610

ji-ji 玉名市中1726 0968-73-3920 http://hpgjp.main.jp/jiji/index.html

地鶏炭火焼　おくの 玉名市下3754 090-3321-6883 http://jidori-okuno.com/

地鶏庵　三蔵 山鹿市平山5205 0968-42-8138 https://www.sanzo-jidori.com/

割烹よこて 山鹿市山鹿989 0968-43-7500

ほたるの長屋 山鹿市平山5206-7 0968-48-1222 http://www.hotarunonagaya.jp/

阿蘇ホテル１番館 阿蘇市内牧99番地 0967-32-0008 https://asohotel.jp/

親和苑 阿蘇市内牧1354 0967-32-0330 http://www.shinwaen.com/

阿蘇プラザホテル 阿蘇市内牧温泉 0967-32-0711 https://asoplaza.co.jp/

二三更 阿蘇市山田1828-14 0967-42-0337

三愛レストハウス 阿蘇郡南小国町瀬の本高原 0967-44-0011 https://rest.senomoto.com/



住所 TEL ＨＰ店名

旅館　藤もと 阿蘇郡南小国町満願寺6069-1 0967-44-0057 http://fuji-moto.com/

山川ZENZO 阿蘇郡小国町北里1426 0967-46-6330 https://yamakawa-zenzo.com/

サンサン 阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3阿蘇ファームランド内 0967-67-3310

いけす料理　宗弘 八代市本町3丁目2-26 0965-33-2730 https://munehiro.co.jp/

(株)漱石 八代市本町１丁目6-8 096-534-9488 https://www.soseki1977.com/

居酒屋　山ちゃん 八代市鏡町鏡213 0965-62-1616

九州産交リテール（株）宮原ＳＡ上り線レストラン　 八代郡氷川町早尾683 0965-62-3560
https://www.kyusanko.co.jp/sa/miyahara_nobori/restaur
ants/

京だる 人吉市九日町115 0966-22-3154

大畑駅　レストラン　ＬＯＯＰ 人吉市大野町4301 0966-23-1003 http://crh1.jp/

郷土料理　四季 人吉市中青井町299-2 0966-24-6921

居酒屋　蔵 天草市中央新町2-9 0969-22-1318

ちゃんこ綱 天草市丸尾町8-22 0969-22-1355

レストランハニー 天草市瀬戸町72 0969-22-3737

ヤキトリマン 天草市南町1-1 0969-22-6640 https://yakitoriman.jp/index.html

鳥料理　鳥蔵 天草市港町5-15 0969-22-7088 http://www.tori-amakusa.com/

福伸はなれ　利久 天草市東町45 0969-22-7277
https://johsmile.co.jp/storeguide/heizou/heizou_nishigin
za/

博多仁太郎 天草市北原町2-14 0969-22-7330

苓州屋 天草市東町48 0969-22-9966 http://reishuya.jp/

ひらはた 天草市古川町12-21 0969-23-1811

いけす料理　やまもと 天草市南新町10-11 0969-23-2103 http://yahiro.sakura.ne.jp/yamamoto/

カジュアルレストラン ピア・ナイン 天草市太田町16-1 プラザホテルアネックス9F 0969-23-3000 http://www.amaxa.co.jp/

亜寿多 天草市船之尾6-7 0969-23-3113

茶寮 やまと家 天草市栄町5-18 0969-23-5431 http://www.amaxa.co.jp/

肉専門のレストラン　ビーフヤヒロ 天草市東町25-2 0969-23-5840 http://yahiro.sakura.ne.jp/yahiro/

地鶏のたぐち 天草市諏訪町7-6 0969-24-1110

ヴィア・チェントロ 天草市南新町4-5 0969-24-8288

ジャルディンマール望洋閣 天草市天草町下田北1201 0969-42-3111 http://www.boyokaku.jp/

天草ブルーガーデン 天草市天草町下田北2256－1 0969-42-3927 https://www.facebook.com/mie12tanaka/

天草海鮮蔵 天草市五和町鬼池4733-1 0969-52-7707 https://kaisenkura.com/

しゃぶしゃぶわたなべ 天草市中央新町9-9 0969-56-3232

Picasso 天草市南新町3-8 0969-66-9595 http://picasso2014.com/

うしぶか海彩館 天草市牛深町2283-116 0989-73-3818

天草ちゃんぽん 上天草市松島町合津6100-6 080-2713-7598 http://champon.reishuya.jp/

mio camino AMAKUSA 上天草市松島町合津字北前島6215-17 0969-33-9500 https://www.kyusanko.co.jp/miocaminoamakusa/

食楽快酒の庵 蓮 上天草市大矢野町中1317-1 0964-27-9233 https://www.facebook.com/shuutetsu60/?ref=py_c

ホテル松竜園 上天草市大矢野町上6494 0964-56-0348 http://www.kaisei.tv/

海彩 上天草市大矢野町中2899 0964-56-0514

天草海産 上天草市大矢野町登立6039 0964-56-3643

華紋 上天草市大矢野町登立1435-1 0964-56-5065

藍のあまくさ村 上天草市大矢野町登立910 0964-56-5151 http://www.amakusamura.jp/

上天草物産館サンパール 上天草市大矢野町上11582-24 0964-56-5600 http://www.sunpearl.jp/

せと平 上天草市大矢野町上野釜島78686 0964-56-5616 http://www.setohira.jp/

天蔵のむらた 上天草市大矢野町登立8798-8 0964-56-6080

天慎 上天草市大矢野町登立1216-6 0964-57-0282 https://www.amakusa-tenshin.com/

藍の岬 上天草市大矢野町中5700-1 0964-59-0010 https://ainomisaki.jp/

スペンド 上天草市大矢野町中4427-1 0964-59-0755

ホテル竜宮 上天草市松島町合津6136 0969-56-3333 https://www.ryugu.net/

リゾラテラス天草 上天草市松島町合津字北前島6215-16 0969-56-3450 http://www.lisolaterrace.com/

café　kahnya(カーニャ) 上天草市松島町合津6311-1 0969-56-3655

潮の香る宿　甲ら家 上天草市姫戸町姫浦 3043-12 0969-58-3111 https://www.kouraya.com/

海鮮家　福伸 上天草市松島町合津6003-1 0969-56-0172 http://www.fukushin.com/

ファミリーショップうえの 上天草市松島町阿村501-6 0969-56-1255

さんはらいっぱい 上天草市松島町合津3323-3 0969-56-1915



住所 TEL ＨＰ店名

潮まねき 上天草市松島町合津 0969-56-2769 http://www.shiomaneki.com/

酒楽嘉肴 よし田 天草郡苓北町富岡3582-1 0969-35-1228

RAMEN　RS改 北海道札幌市清田区平岡一条4丁目2-11 011-376-0370

宮崎地鶏もも焼き　輪鶏 北海道札幌市中央区 南7条西4丁目　LC七番館ビル2階 011-533-3339 https://www.facebook.com/433719166698415/

銀座あまくさ札幌店 北海道札幌市中央区北１条西２丁目札幌時計台ビル地下1階 011-215-0222

Japanese Ramen Noodle Lab Q 北海道札幌市中央区北一条西2-1-3 りんどうビル B1F 011-212-1518 https://twitter.com/Qpiroshiki

鶏バル　ＨＩＧＯＹＡ　札幌店 北海道札幌市中央区南一条西2丁目 011-522-9715 https://higoya.owst.jp/

我那覇の台所うらにわ 茨城県守谷市中央2丁目16-8 0297-44-7791

特級鶏蕎麦　龍介 茨城県土浦市永国848-5 029-823-7945 http://junkie1131.webcrow.jp/ryusuke/

串や 天草 栃木県宇都宮市東宿郷2-14-4　フォーチュナインホテル1F 028-638-8810 http://www.cho-ten.com/

銀座あまくさ 宇都宮店 栃木県宇都宮市東宿郷2-14-4　フォーチュナインホテル2F 028-638-810 http://www.amakusa-utsunomiya.com/

アメノオト 栃木県佐野市堀米町455-1シルフィード1F 0283-86-9882

森商店 栃木県那須塩原市沼野田和481-3 0287-65-4410 https://www.facebook.com/moryshohten

麺匠えにし 群馬県伊勢崎市東本町101-10 0270-88-0409

気まぐれダイニング　松伏MACHIBUSE 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏1999-9 046-972-5193 https://www.kimaguredining-machibuse.com/

地鶏と野菜　佐藤鶏太 埼玉県朝霞市西原1丁目5-12-2F 048-423-0067 https://satoukeita.owst.jp/

中華そば　四つ葉 埼玉県比企郡川島町伊草298-20 049-297-5192 https://yotsubasoba.com/

麺屋　扇　SEN 埼玉県さいたま市西区指扇1085 非公開 https://twitter.com/menyasen

wa-fu-ya　なかなか 千葉県木更津市文京5-11-21 0438-25-1414 http://www.groove1990.jp/nakanaka.html

もん勝 千葉県君津市杢師2丁目9-36 0439-27-1170 http://monkatsu.com/

和しょく　きはち 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-1-25 1F 043-462-1088 https://www.facebook.com/kihachi.sakura

博多　なぎの木　DINING　北習志野 千葉県船橋市西習志野市3-25-1 047-463-0005 https://akr4189198558.owst.jp/

中華蕎麦とみた 千葉県松戸市松戸1339高橋ビル 047-368-8860 https://www.tomita-cocoro.jp/

石黒商店 東京都大田区多摩川1-21-9 03-3758-3001 https://isigurosyoten.jp/

榮扇 東京都大田区中央8－24－7 03-6410-6073 https://eisen.owst.jp/

極　総本店 東京都北区赤羽1-3-7 03-6454-4286

くずか割烹　㐂楽 東京都北区赤羽1-38-5 03-6903-8096

赤羽 大衆割ぽうフェニックス本店 東京都北区赤羽1-41-5 03-6454-4027 https://phoenix.gorp.jp/

雨ニモマケズ 東京都北区上十条３丁目29-11 03-6672-6353

サカノバグラン 東京都渋谷区字田川町12－17 080-5683-0454 http://www.sacanova.jp/

SMOKE & VEGETABLE BISTRO SARU 白金 東京都渋谷区恵比寿3-49-1 050-5266-0428 https://saru-shirokane.com/

熊本串焼ノ木口 東京都渋谷区円山町11-11　カーサ松本 03-6416-4988 http://www.nogiguchi.com/

博多　なぎの木　青山店 東京都渋谷区神宮前5-50-3　アーバンテラス青山B1F 03-6912-1025 http://www.reproce.co.jp/naginoki.html

熊本居酒屋 新市街 東京都渋谷区道玄坂1-18-2 03-6416-4014 https://shinshigai-shibuya.gorp.jp/

月世界 東京都渋谷区道玄坂2-26-5 03-3770-2870

木本商店 東京都渋谷区幡ヶ谷3-8-7ハルプトュール幡ケ谷1F 03-5351-0848 https://localplace.jp/t200341168/

鉄板焼よしむら 東京都渋谷区広尾5-19-11 03-3280-8839 http://r.goope.jp/teppan-yoshimura

さくらみち 東京都新宿区西新宿1-19-11 03-5828-1330 https://sakuramichi-shinjuku.gorp.jp/

kemuri　神楽坂 東京都新宿区若宮町10-B1 03-5228-1661 https://www.enrest.co.jp/kemuri/

彦もん 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-3-33 1F 03-6915-1107 https://hikomon.owst.jp/

魚こう 東京都杉並区上萩1-14-1第1魚耕ビル1階 03-3398-9715 https://www.uokoglobal.com/kaisenuoko/

世田谷焼肉bon 東京都世田谷区奥沢8-13-10タウンハイツ九品仏2-101 03-6432-3803 https://localplace.jp/t100462363/

つ串亭 東京都世田谷区北沢2-1-9-1Ｆ 03-3412-0082

熊本牧場直営　原田商店 東京都世田谷区北沢2-23-6　スミレビル1F 03-6805-3375 https://localplace.jp/t200341171/

三軒茶屋　ちさとちゃん 東京都世田谷区太子堂2-17-11 03-5787-8022

一丁目一番地 東京都台東区西浅草1-1-13 03-3348-0946

ルナノッテ 東京都中央区勝どき1-8-1 勝どきビュータワー202 03-3534-7505 https://luna-notte.on.omisenomikata.jp/

博多　なぎの木　銀座店 東京都中央区銀座4-13-11　銀座M＆SビルB1 03-6264-0250 http://www.reproce.co.jp/naginoki.html

銀座あまくさ　総本店 東京都中央区銀座5-4-5　与坂屋ビル3Ｆ 03-5457-1150 https://amakusa.favy.jp/

マルディ・グラ 東京都中央区銀座8-6-19　野田屋ビルB1F 03-5568-0222

ホテルメトロポリタン　エドモンド 東京都千代田区飯田橋3-10-8 03-3237-1111 https://edmont.metropolitan.jp/

Kingyo noodoles 東京都千代田区神田司町2-16-10至誠堂ビル 080-4717-8393

【県外】



住所 TEL ＨＰ店名

神保町　黒須 東京都千代田区神保町3-1-19 090-4383-3238

ソラノイロ（ﾗｰﾒﾝ) 東京都千代田区平河町1-3-10-Ｂ1 03-3263-5460 https://soranoiro-vege.com/

若どり　丸の内オアゾ 東京都千代田区丸の内1-6-4　丸の内オアゾ6F 03-5221-5231 https://wakadori-marunouti.gorp.jp/

ソラノイロNIPPON 東京都千代田区丸の内1-9-1　東京駅一番街 03-3211-7555 https://soranoiro-vege.com/

Dining & Bar TENQOO 東京都千代田区丸の内1丁目7-12　ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ丸の内27階 03-3211-0141
https://marunouchi.metropolitan.jp/restaurant/list/tenq
oo/index.html

料理屋　とり匠 東京都豊島区1-3-4　モンテベルデ六義園1F 03-6902-9539 https://torisho-komagome.com/

Japanese SobaNoodies蔦 東京都豊島区巣鴨1-14-1 03-3943-1007 https://www.tsuta79.tokyo/

池袋居酒屋　にっぽん市 東京都豊島区西池袋1-38-1 03-3590-3444 https://www.facebook.com/np1izakaya/

０８３１（おやさい） 東京都豊島区西池袋5-25-2 03-5214-9098

UPPER EDGE 東京都練馬区田柄4-10-25プリムローズコート201号

居酒屋　どんちゃん 東京都文京区湯島2-2-8 03-5803-7337

赤坂ひさ野 東京都港区赤坂2-14-8 03-6441-2523 http://akasaka-hisano.com/

とりの炭家 東京都港区赤坂6-4-21美濃屋ビル1F 03-6868-8668 https://www.sumika0329.jp/

博多　なぎの木　麻布十番店 東京都港区麻布十番3-7-4　麻布六堂ビルB1F 03-6459-4768 http://www.reproce.co.jp/naginoki.html

鳥亭 白金店 東京都港区白金3-1-2　白金ＧＮビル　1F 03-3440-2321

九州料理　桜藩 東京都港区新橋2丁目11-1 03-3597-2778 http://sakurahan.jp/

田中田西麻布 東京都港区西麻布3-2-34 03-6447-0490 http://tanakada.net/nishiazabu

８１（エイティーワン) 東京都港区西麻布4-21-2 03-6451-2592

銀座 あまくさ 青山外苑 東京都港区南青山2-26-34 北屋ビルⅠ2階 03-6804-5151

南青山エッセンス 東京都港区南青山3-8-2　サンブリッジ青山1F 03-6805-3905 https://essence.tokyo/

串焼き　竹茂 東京都港区六本木3-11-10 03-6459-2825

炭火焼 MARU 中目黒 東京都目黒区上目黒2-12-2ペニービル4F 03-6451-2592 https://sumibiyakimaru.owst.jp/

鶏亭SaCURA 東京都目黒区上目黒3-3-12 03-5708-5437 https://sacura.business.site/

サクラバル 東京都目黒区自由が丘1-31-8 03-3723-7747 https://sakurabarnet.thebase.in/

Brio Kichen 東京都目黒区八雲4-5-4 03-6421-4881 http://briokitchen.com/

trattoria ponte bocca（トラットリア　ポンテボッカ） 東京都目黒区祐天寺2-3-3 第7エスペランス202 03-6303-2494

六本木　酒饗ほたる 東京都港区六本木７丁目3-21来山ビル2F 03-6459-2033 https://www.instagram.com/hotaru.ropponngi

古家庵 東京都港区六本木７丁目3-21来山ビル2F港区赤坂3-20-8 03-5570-2228

will o wisp（ウィル　オ　ウィスプﾟ） 東京都渋谷区幡ヶ谷1-33-2 03-5738-7753

岩部商店 東京都足立区千住1-27-1 03-3989-0788 https://iwabesyouten.gorp.jp/

串焼き処大柴　拝島新館 東京都昭島市松原町5-1-21 042-542-0770 http://www.kushiyaki-ohshiba.com/top.html

大柴 小作店 東京都羽村市小作台2-12-9　ロヂェ小作台1F 042-578-9556

焼鳥おおしば　福生店 東京都福生市福生1043　武田ビル101 042-552-8939 http://www.yakitori-ohshiba.com/jpn/fussa/index.html

みこと　立川店 東京都立川市柴崎町3-3-7 山三電機ビル4F 050-7582-9217 https://mikoto-tachikawa.com/

崎陽軒イルサッジオ 神奈川県横浜市西区高島2-13-12　崎陽軒本店2F 045-441-3331 http://kiyoken-restaurant.com/h_ilsaggio/

球磨焼酎バル　めからうろこ 神奈川県鎌倉市大船1-15-17 04-6742-2018

SaCURA 茅ヶ崎 神奈川県茅ケ崎市幸町24-13 0467-95-8866 https://sacurachigasaki.owst.jp/

L'OSTAL 石川県金沢市安江町17-28　 北川ハイツ1F 076-260-7121 http://lostal2013.com/

湖麺屋リールカフェ 山梨県南都留郡山中湖村平野493-111 0555-20-2800

奇跡の親子丼　イオンモール浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-3　ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店2F 053-545-3270
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/store/detail.php?id=47
0

麺屋　菜花奈 静岡県菊川市東横地1378-1 https://twitter.com/menya787

ソラノイロ　名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 052-551-3553 https://soranoiro-vege.com/

(株)鳥重商店　柳橋市場店 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目15-15 052-583-1129 http://www.torisige.co.jp/

奇跡の親子丼　イオンモールナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市矢田南4-102-3　ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 2F 052-715-3256
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/store/detail.php?id=45
4

奇跡の親子丼 イオンモール岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5　ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎店 3F 0564-73-0650
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/store/detail.php?id=50
1

やきとり　あら家 愛知県春日井市気噴町北2-179 0568-37-3616 https://araya-kozoji.owst.jp/

奇跡の親子丼 イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店 2F 0569-84-6385
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/store/detail.php?id=48
2

炉端のいぶし 愛知県一宮市栄1-11-14 050-3491-8671 https://nbuv800.gorp.jp/

奇跡の親子丼 イオンモール四日市北店 三重県四日市市富州原町2-40 ｲｵﾝﾓｰﾙ四日市北店 1F 059-327-5561
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/store/detail.php?id=48
3

馬肉と九州料理　長浜ホースマン 滋賀県長浜市大宮町3－11 0749-53-2920

日本酒とワインと炭火焼　なかむら 京都市東山区新橋通縄手下ル弁財天町13-1　祇園ﾎﾜｲﾄﾋﾞル2F 075-531-5865

かしわ祇園店 京都府京都市東山区清本町374-5 075-541-3313 https://kashiwa-gion.gorp.jp/

炭火×九州　ひごろっか 京都府京都市右京区西院松井町16番地 075-963-5421 https://higorokka.owst.jp/



住所 TEL ＨＰ店名

京もんと熟成肉　文蔵　心斎橋店 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-7-32 坂本ビル1F 06-6281-0100 https://bunzou-shinsaibashi.gorp.jp/

炭火焼　鳥清 大阪市中央区東心斎橋1-9-13 06-6282-7777

麺や　ひなた 大阪府大阪市淀川区塚本2-29-7　1F 06-6309-5588 http://menyahinata.blog.jp/

熊本　馬源 大阪府大阪市北区堂山町15-17-2F 06-6312-0203

天草の恵 大阪府大阪市北区曽根崎2-14-21 06-6314-0203

中華そば　いぶき 大阪府大阪市北区豊崎5-7-2 06-6373-2810

沁ゆうき 大阪府大阪市北区豊崎5丁目7-11 06-6375-6700

割烹　次元 大阪府大阪市東淀川区豊新5-14-12 06-6829-7229

熟成肉と旬鮮魚介　文蔵　天満橋店 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール8F 06-6946-6566 https://tenmabashi-bunzou.gorp.jp/

炭火焼いこか 大阪市中央区大手通3-3-3 06-6949-8976

旨味食堂　べじ吉 大阪府大阪市福島区鷺洲1-2-11 06-7161-4041 https://www.salasapo.tokyo/

鶫屋 大阪府大阪市東成区東小橋3-20-31 06-7174-1624 http://tugumiya.com/

なにわの台所　いたち 大阪府大阪市西区立売堀1-6-15 06-7713-1981 https://itachi.gorp.jp/

THE石原ラ軍団 大阪府堺市中区深阪2-10-20 070-1774-9177

和み 大阪府大阪市岸和田市岡山町508 072-448-7538

馬肉ダイニングポニーテイル 大阪府大阪市和泉市室堂町427-4 072-557-5118 https://ja-jp.facebook.com/baniku.ponytail/

麺処　ほんだ 大阪府大阪市平野区平野西5-9-28 080-4766-5292 https://twitter.com/mendokorohonda

やきにく　にくまる 大阪府東大阪市足代新町13-26 090-3612-0290

熊本火の国ワールド　神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-5-1　ニュー光陽ビル1階 078-958-7155
https://www.plus-
kyodo.com/shop_detail/kumamotohinokuni_sannomiya

薩摩地鶏 わげんや　 兵庫県三木市大村1132 0794-83-7733 http://wagenya.com/

こむぎと大豆　ひなた 兵庫県尼崎市南塚口町2-28-12 090-6675-2165

鳥喜久 奈良県生駒郡平群町西宮3-2-1 0745-45-4288

板前居酒屋　天草 和歌山市中之島2262　ローザ向之芝 073-433-7568

らぁめん　たんぼ 和歌山県御坊市湯川町財部217-2 0738-32-8333 https://www.facebook.com/ramentanbo/

酒楽食彩もっこす 岡山市北区幸町9-21 086-227-2951 http://mokkoss.com/

diningbar baris by笑門 岡山県倉敷市二子1364 086-462-1168

居酒屋　太郎の店 岡山県倉敷市真備町有井108-3 086-698-8666 https://taronomise.com/

大衆鶏焼肉 かけはし亭 広島市中区中町9-24　上野ビル1F 082-236-8929

焼肉　だい 広島県広島市中区流川町8-12　宏和ビル2・3F 082-243-4771

地鶏かけはし 広島市中区堀川町1-14第一レックビル 082-247-3580 http://www.jidori-kakehashi.jp/

Restaurant&Bar ROOSTER 広島県広島市中区堀川町4-4　3F 082-541-6825 https://ja-jp.facebook.com/pg/BARRooster1/posts/

鶏料理　天月 山口県下関市豊前田町2-4-16 083-223-1129

genten. 福岡県福岡市中央区赤坂1-6-5松村ビル2F 090-7777-3349

九州料理ぜんざい 福岡県福岡市中央区清川1丁目11番8号 092-522-0101 https://zenzai-kiyokawa.owst.jp/

３７（サンナナ） 福岡県福岡市中央区春吉3-11-19 090-9495-4982

焼はまぐり　惟作 福岡県福岡市中央区春吉3-21-22 3F 092-791-7733 https://fbmn900.gorp.jp/

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　菜な　春吉店 福岡県福岡市中央区春吉3-11-19パノラマスクエア博多B1 092-724-6871

博多鶏専 もみじ  福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館 B1F 092-715-8282 https://www.instagram.com/hakatatorisenmomiji/?hl=ja

やんだ 　竜の字 福岡県福岡市中央区今泉2-4-69 ライトハウス１Ｆ 092-721-4541 https://www.yandaryunoji.com/pc/

田中田 福岡県福岡市中央区清川3-16-19 092-522-1211 http://tanakada.net/

酒膳屋　かじさん 福岡県福岡市中央区警固2丁目13-7　ｵｰｸｽﾋﾞﾙ2 092-724-4337

インド料理ステージ天神本店 福岡県福岡市中央区天神1-15-3 092-714-7176

リストランテKubotsu 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神４F 092-724-0600 https://www.hiramatsurestaurant.jp/kubotsu/

博多　なぎの木　西中洲本店 福岡県福岡市中央区西中洲10-1 092-737-2020 https://www.naginoki-food.jp/

酒膳亭 松ノ木 福岡県福岡市中央区西中洲11-7明徳ビル１Ｆ 092-717-7527 http://bariuma.co.jp/17815/

焼肉すどう　春吉 福岡県福岡市中央区春吉3-11-9　ﾊﾟﾉﾗﾏｽｸｴｱ博多1F 092-287-8015 http://yakinikusudo.com/

地かろ　博多春吉店 福岡県福岡市中央区春吉3丁目11-19ﾊﾟﾉﾗﾏｽｸｴｱﾋﾞﾙ2Ｆ 092-406-2423 https://jikaro-hakataharuyoshi.owst.jp/

味楽や 福岡県福岡市中央区渡辺通2-8-24 092-752-8311 mirakuya-official.com

大名やぶれかぶれ　渡辺通店 福岡県福岡市中央区渡辺通り2-9-1 新渡辺通りビル1F 092-406-5918 https://ybr-watanabe.owst.jp/

カフェグロウェル 福岡県福岡市博多区石城町13-19 090-7537-0472

和風レストラン　海幸 福岡県福岡市博多区大字下臼井767-1 092-624-1136

博多　牛や　たん平 福岡県福岡市博多区上川端町14-8　安東ビル２F 080-3947-4129 https://www.instagram.com/hakatanpay/

レストランひらまつ　博多 福岡県福岡市博多区下川端町3-1 博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ 2F 092-263-6231 https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-hakata/



住所 TEL ＨＰ店名

食・心 旬ぎく 福岡県福岡市博多区須崎町4-19 092-262-2428 https://www.fukuoka-syungiku.com/

やきとり　稲田 福岡県福岡市博多区住吉3-5-3 092-261-3966 https://yakitori-inada.com/

博多中洲　遊食亭 福岡県福岡市博多区中洲4-7-21　中野ビル２F 092-291-8185

鶫　中州川端店 福岡県福岡市博多区中洲5-2-3 092-409-4700

円坐・長屋 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-3 2階 092-492-1153 https://f147400.gorp.jp/

すず博多駅筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-31駅東ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ4階 092-477-5266

赤身焼肉　USHIO 福岡県福岡市博多区博多駅南2-11-13 092-203-8929 https://yakiniku-ushio.com/

竹茂 福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-29-B1 092-483-5612

大名やぶれかぶれ　大橋店 福岡県福岡市南区大橋1-7-15　ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ2Ｆ 092-554-1910

あじさわ 福岡県福岡市早良区西新1-11-20 092-847-1407

鉄板BARあじさわ 福岡県福岡市西区姪浜駅前南1-6-9ビバリーロデオ1F　　 092-882-0484 https://ajisawa.jp/

かがり火 福岡県朝倉市古賀117-1 0946-22-7008

秋月 福岡県朝倉市杷木星丸695-2 0946-62-2777

せいきん 福岡県飯塚市飯塚3-4せいきんビル1Ｆ 0948-24-2486 https://shop.chikuski.jp/seikin/

アミヤキ・テツヤキ　雄笑 福岡県飯塚市柏の森523-7 0948-88-2154 https://www.instagram.com/yusho0507/

地鶏炭火焼　やまと 福岡県飯塚市横田737-1-1F 0948-29-5830

炉ばた髙 福岡県飯塚市吉原町4-3　丸光ビル1F 0948-43-8881 https://www.facebook.com/157695521584400/

酒膳　松乃 福岡県大川市上巻北田1-11 0944-87-1627 http://syuzen-matsuno.jp/

下大利ホルモン 福岡県大野城市下大利1-11-1 092-707-4129

相撲鶏 福岡県大野城市錦町2-1-25 092-571-4280

恵家 福岡県大牟田市大正町6-2-2 090-4481-1981 https://www.facebook.com/150026535568182/

地かろ　大牟田店 福岡県大牟田市大正町2丁目2-1　1階 0944-59-1856 http://mg-group.jp/zicaro/

水とり　本店 福岡県大牟田市八江町61-1 0944-53-6090 http://mg-group.jp/mizutori/

石室 福岡県大牟田市古町3-25 0944-53-8071

楽酒ダイニング　元気也 福岡県北九州小倉北区魚町1-1-7　魚町ﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ1F・2Ｆ・3Ｆ 093-541-5508 https://rakusyudininggenkiya.owst.jp/

大衆ビストロブッチャー 福岡県北九州市小倉北区魚町3-4-1 093-511-2293 https://www.kunseisakaba.com/

龍園 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-8-15 093-531-1129 http://www.ryuen.biz/

地鶏と鍋　居酒屋　原点　小倉駅前店 福岡県北九州市小倉北区京町3-14-17 093-953-7268 https://nabezimangenten.owst.jp/

あぶりTAO 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目2-6-2F 093-551-1200

癒猿 福岡県北九州市小倉北区魚町2-3-9 093-551-0141

炭焼き地どり　青空 福岡県北九州市下関市秋根北町8-6 083-257-3311

七福の里 福岡県北九州市戸畑区浅生2-11-13 093-881-3950

あつい飯 福岡県久留米市東町39-27 0942-37-1286

魚楽家　夢海ん 福岡県中間市扇ヶ浦4-2-10 093-244-3505 http://www.mu-min.com/

遊び割烹　ひらき 福岡県中間市中間１丁目3-8 093-243-5100

一栄 福岡県福津市花見ヶ浜1-3-7 0940-42-6280

脇田温泉　楠水閣 福岡県宮若市脇田507 0949-54-0123 http://www.nansuikaku.com/index.html

升風庵 福岡県宗像市牟田尻石の元1845 0940-62-8282 https://shoufuan.com/

うなぎの原田 福岡県柳川市大和町中島451-1 0944-76-4229 https://unaginoharada.com/

御花 福岡県柳川新外町1 0944-73-2189 http://www.ohana.co.jp/

コバチ 長崎県長崎市鍛冶屋町5-89-1Ｆ 095-826-2591 https://kobachi.owst.jp/

割烹かたばみ 長崎県長崎市岩川町12-13 095-846-9775

鎹家 長崎県長崎市中園町17-9 095-849-3025

居酒屋　月の燈 長崎県長崎市住吉町2－16河明ビル2階201 095-894-1563

居酒屋すずめ 長崎県大村市東三城町5-12 0957-52-1088

地鶏炭火焼わはは 長崎県島原市新町１丁目323 0957-64-6155 http://wahaha20130425.com/

魚菜 和さび 大分県大分市都町3-6-35 097-513-2101 https://www.instagram.com/gyosai_wasabi/

居酒屋ナベちゃん 大分県佐伯市内町4-6 0972-22-9886

お食事　あじ彩 大分県国東市国見町中1285-5 0978-82-1210

鳥将軍　天文館店 鹿児島県鹿児島市山ノ口町6-8　畠田ビル2F 090-9597-8412 https://torishougun.owst.jp/

さつまの王将 鹿児島県伊佐市大口上町6-2 0995-22-2689

あしどり泉崎 沖縄県那覇市泉崎1-16-1 098-867-2716 https://fb9e401.gorp.jp/

炉端と酒　あしどり壺屋 沖縄県那覇市壺屋1-1-15 098-988-0027 https://ashidori-tsuboya.owst.jp/



住所 TEL ＨＰ店名

(有)タマキ 沖縄県沖縄市泡瀬4丁目45-1 098-930-4195

BISTRO bom ba 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21ﾃﾞﾎﾟｱｲﾗﾝﾄﾞﾃﾞｨｽﾄｰｼｮﾝｼｰｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ5F 098-987-8377 https://ja-jp.facebook.com/bomba.chatan/

舟蔵の里 沖縄県石垣市字新川2468-1 0980-82-8108 http://www.funakuranosato.com/


