
【別紙】導入店舗一覧
◆リンガーハット　（※一部店舗は記載しておりません）
■東京都

リンガーハット赤坂見附店 〒107-0052　東京都港区赤坂３－９－８

リンガーハット浅草駅前店 〒111-0033　東京都台東区花川戸1-2-5浅草KSビル

リンガーハット葛飾新宿店 〒125-0051　東京都葛飾区新宿1-23-5

リンガーハット門前仲町店 〒135-0048　東京都江東区門前仲町1-7-10　2F

リンガーハット大森店 〒143-0016　東京都大田区大森北1-3-9

リンガーハット環八通り志村店 〒174-0043　東京都板橋区坂下1-5-1

リンガーハット成増南口店 〒175-0094   東京都板橋区成増2-17-22五こう第七ビル

リンガーハット国分寺北町店 〒185-0001　東京都国分寺市北町２－１－１

リンガーハット国立府中インター店 〒186-0012　東京都国立市泉1－6－8

リンガーハット東京小平店 〒187-0042　東京都小平市仲町441-1

リンガーハット武蔵村山店 〒189-0000　東京都武蔵村山市三ッ藤1-14-2

リンガーハット日野南平店 〒191-0041　東京都日野市南平9-44

リンガーハット八王子松木店 〒192-0362　東京都八王子市松木31-15

リンガーハット八王子三崎町店 〒192-0841　東京都八王子市三崎町４－９

リンガーハット西東京福生店 〒197-0012　東京都福生市加美平3-14-2

リンガーハット保谷本町店 〒202-0015　東京都西東京市保谷町6-14-11

リンガーハット東京東久留米店 〒203-0032　東京都東久留米市前沢1-7

リンガーハット西東京羽村店 〒205-0002　東京都羽村市栄町1-13-14

リンガーハット京王永山店 〒206-0025　東京都多摩市永山1-18-1

■神奈川県
リンガーハット川崎塩浜店 〒210-0828　神奈川県川崎市川崎区四谷上町213-6

リンガーハット川崎野川店 〒213-0027　神奈川県川崎市高津区野川2185

リンガーハット川崎稲田堤店 〒214-0001　神奈川県川崎市多摩区菅3-142-1

リンガーハット川崎黒川店 〒215-0035　神奈川県川崎市麻生区黒川810-3

リンガーハット川崎宮前平店 〒216-0035　神奈川県川崎市宮前区馬絹2032

リンガーハット津久井城山店 〒252-0102　神奈川県相模原市緑区原宿2-10-4

リンガーハット港北ニュータウン店 〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保3-3

リンガーハット座間相模ケ丘店 〒228-0001　神奈川県座間市相模ヶ丘6-38-38

リンガーハット相模原田名店 〒252-0244　神奈川県相模原市中央区田名4108-1

リンガーハット上大岡京急店 〒233-0002　神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

リンガーハット横浜港南台店 〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台7-46-1

リンガーハット横須賀久里浜店 〒239-0831　神奈川県横須賀市久里浜4-12-5

リンガーハット横浜下川井店 〒241-0806　神奈川県横浜市旭区下川井24-1

リンガーハット横浜瀬谷店 〒246-0037　神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-26-23

リンガーハット藤沢柄沢店 〒251-0003　神奈川県藤沢市柄沢字谷戸363-2

リンガーハットボーノ相模大野店 〒252-0303    神奈川県相模原市南区相模大野3-2-1-203

リンガーハット綾瀬市役所前店  〒252-1103　神奈川県綾瀬市深谷3870－1

リンガーハット茅ヶ崎浜竹店  〒253-0021　神奈川県茅ヶ崎市浜竹2-11-26

リンガーハット神奈川秦野店 〒257-0015　神奈川県秦野市平沢371-1

リンガーハット秦野曽屋店 〒257-0031　神奈川県秦野市曽屋字誂５８１２－６

リンガーハット大井松田インター店 〒258-0019　神奈川県足柄上郡大井町金子字根岸向114-3

リンガーハット伊勢原坪之内店 〒259-1104　神奈川県伊勢原市坪ノ内242-2

■千葉県
リンガーハット千葉海浜幕張店 〒261-0021　千葉県千葉市美浜区ひび野1－8

リンガーハット稲毛オーツーパーク店 〒263-0051　千葉県千葉市稲毛区園生町３８０－１

リンガーハット松戸八柱店 〒270-2253　千葉県松戸市日暮6-90

リンガーハット千葉妙典店 〒272-0115　千葉県市川市富浜2-1-11

リンガーハット千葉西船橋店 〒273-0033　千葉県船橋市本郷町456-1

リンガーハット船橋夏見台店 〒273-0866　千葉県船橋市夏見台4-8-21

リンガーハット柏松ケ崎店 〒277-0837　千葉県柏市大山台1-7

リンガーハットモラージュ柏店 〒277-0837　千葉県柏市大山台２丁目３番地

リンガーハット千葉市原店 〒290-0059　千葉県市原市白金町4-51

■栃木県
リンガーハット宇都宮簗瀬店 〒321-0933　栃木県宇都宮市簗瀬町２５６－１

リンガーハット栃木小山店 〒323-0825　栃木県小山市西城南２－３－１６

■埼玉県
リンガーハット埼玉川口末広店 〒332-0006　埼玉県川口市末広町1-5-6

リンガーハット埼玉大宮バイパス与野店 〒338-0014　埼玉県さいたま市中央区上峰4-14-8

リンガーハット埼玉久喜店 〒346-0011　埼玉県久喜市青毛２－１

リンガーハット川越東洋大前店 〒350-0806　埼玉県川越市大字天沼新田318-6

リンガーハット埼玉川越広栄店 〒350-1117　埼玉県川越市広栄町２３－１２

リンガーハット埼玉鶴ケ島インター店 〒350-2211　埼玉県鶴ヶ島市脚折町4-22-89

リンガーハット所沢航空公園店 〒359-0034　埼玉県所沢市東新井町305-1



■埼玉県
リンガーハット埼玉北本店 〒364-0005　埼玉県北本市本宿5-43

■山梨県
リンガーハット甲府向町店 〒400-0813　山梨県甲府市向町２９３－１

リンガーハット甲府上今井店 〒400-0845　山梨県甲府市上今井町751-1

■静岡県
リンガーハット富士本市場店 〒416-0906　静岡県富士市本市場４２７－２

リンガーハット浜松西井場店 〒432-8038   静岡県浜松市中区西伊場2556-6-7

■愛知県
リンガーハット愛知岡崎店 〒444-0924　愛知県岡崎市八帖北町１０－１５

リンガーハット名古屋上小田井店 〒452-0821　愛知県名古屋市西区上小田井１－３０

リンガーハット名古屋畑江通店 〒453-0851　愛知県名古屋市中村区畑江通７－１２－１

リンガーハット名古屋昭和橋店 〒454-0852　愛知県名古屋市中川区昭和橋通２－１６

リンガーハット名古屋篭山店 〒458-0023　愛知県名古屋市緑区鴻仏目2-305

リンガーハット名古屋小幡店 〒463-0048　愛知県名古屋市守山区小幡南１－２－２０

リンガーハット名古屋弥富通店  〒467-0064　愛知県名古屋市瑞穂区弥富通4-59

リンガーハット愛知東浦店 〒470-2101　愛知県知多郡東浦大字森丘字浜田６７－７

リンガーハット豊田梅坪店 〒471-0071　愛知県豊田市東梅坪７－１－３

リンガーハット豊田若林店 〒473-0917　愛知県豊田市若林西町長根５４－５

リンガーハット愛知大府店 〒474-0027　愛知県大府市追分町１－４８

リンガーハット愛知長久手店 〒480-1112　愛知県愛知郡長久手町砂子１１０番

リンガーハット愛知小牧インター店 〒485-0046　愛知県小牧市堀の内５－１００－１

リンガーハット愛知春日井店 〒486-0944　愛知県春日井市大和通２－４１

リンガーハット愛知尾張旭店 〒488-0033　愛知県尾張旭市東本地ヶ原町3-1

■岐阜県
リンガーハット岐阜岐大バイパス店 〒500-8288　岐阜県岐阜市茜部菱野1-1

■三重県
リンガーハット鈴鹿中央通り店 〒513-0808　三重県鈴鹿市西条町字東澤４３０－１

■兵庫県
リンガーハット神戸三宮店 〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通２－１０－４シンミチビル１Ｆ

リンガーハット垂水小束山店 〒655-0003　兵庫県神戸市垂水区小束山本町3-1-3

■広島県
リンガーハット広島五日市店 〒731-5131　広島県広島市佐伯区藤垂園1-18

リンガーハット広島大州店 〒732-0802　広島県広島市南区大州5-5-28

リンガーハット広島庚午店 〒733-0821　広島県広島市西区庚午北1-6-17

■山口県
リンガーハット下関唐戸店 〒750-0009　山口県下関市上田中町2-10-5

リンガーハット山口宇部店 〒755-0034　山口県宇部市東琴芝2-670-8

■福岡県
リンガーハット北九州門司店 〒800-0029　福岡県北九州市門司区大里東口1－24

リンガーハット苅田西工大前店 〒800-0341　福岡県京都郡苅田町下新津淀野４０３－１

リンガーハット小倉富野店 〒802-0038　福岡県北九州市小倉北区神幸町1-5

リンガーハット小倉霧ケ丘店 〒802-0052　福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－１

リンガーハット小倉徳力店 〒802-0972　福岡県北九州市小倉南区大字守恒138

リンガーハット小倉西港店 〒803-0801　福岡県北九州市小倉北区西港町３０－１８

リンガーハット戸畑バイパス店   〒804-0021　福岡県北九州市戸畑区一枝４－１２－４

リンガーハット八幡平野店 〒805-0062　福岡県北九州市八幡東区平野１－３－７

リンガーハット八幡折尾店 〒807-0803　福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎１－１－１１

リンガーハット八幡永犬丸店 〒807-0846　福岡県北九州市八幡西区里中3-2-6

リンガーハット八幡木屋瀬店  〒807-1262　福岡県北九州市八幡西区野面字久保田756-1

リンガーハット若松高須店 〒808-0147　福岡県北九州市若松区高須北３－１－１０４

リンガーハット福岡友泉亭店 〒810-0034　福岡県福岡市中央区笹丘3-36-12

リンガーハット福岡那珂川店 〒811-1201　福岡県筑紫郡那珂川町片縄1-191

リンガーハット福岡志免田富店 〒811-2243　福岡県糟屋郡志免町志免東３－１５－２３

リンガーハット福岡長者原店　　　 〒811-2311　福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原字内園1574

リンガーハット福岡多の津店 〒811-2312　福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原838-1

リンガーハット久山トリアス店 〒811-2502　福岡県糟屋郡久山町大字山田１１８７－１

リンガーハット福岡古賀店 〒811-3115　福岡県古賀市中央６－２１－１

リンガーハット福岡福間店 〒811-3213　福岡県福津市花見丘1-5-26

リンガーハットくりえいと宗像店 〒811-3400　福岡県宗像市くりえいと１丁目２番２号

リンガーハット福岡宗像バイパス店 〒811-3423　福岡県宗像市大字野坂字中熊２６５８

リンガーハット福岡パピヨンプラザ店 〒812-0044　福岡県福岡市博多区千代１－２－１０

リンガーハットゆめタウン博多店 〒812-0055　福岡県福岡市東区東浜1-167-1

リンガーハット福岡箱崎店 〒813-0054　福岡県福岡市東区馬出３－５００

リンガーハット西新パレス店 〒814-0002    福岡県福岡市早良区西新2-10-1　西新パレス1F



■福岡県
リンガーハット福岡百道店 〒814-0006　福岡県福岡市早良区百道1-31-17

リンガーハット福岡小田部店 〒814-0032　福岡県福岡市早良区小田部2-6-23

リンガーハット福岡干隈店 〒814-0163　福岡県福岡市早良区干隈3-29-65

リンガーハット福岡大橋店 〒815-0033　福岡県福岡市南区大橋1-2-1

リンガーハット福岡大池店　　　　 〒815-0074　福岡県福岡市南区寺塚1-1-3

リンガーハット福岡東那珂店 〒816-0092　福岡県福岡市博多区東那珂2-8-24

リンガーハット福岡春日店 〒816-0804　福岡県春日市原町２－３４

リンガーハット大野城緑ケ丘店 〒816-0961   福岡県大野城市緑ヶ丘４－１６－７

リンガーハット福岡姪浜店 〒819-0001　福岡県福岡市西区小戸4-2-35

リンガーハット福岡前原店 〒819-1102　福岡県糸島市高田４－１５－３５

リンガーハット前原加布里店 〒819-1123　福岡県前原市神在1314

リンガーハット飯塚水江店 〒820-0068　福岡県飯塚市片島2-5-2

リンガーハット福岡穂波店   〒820-0083　福岡県嘉穂郡穂波町大字秋松876－1

リンガーハット飯塚近大前店 〒820-0112　福岡県飯塚市有井３５４－２３

リンガーハット直方店  〒822-0007　福岡県直方市大字下境字四十田606-1

リンガーハット田川香春店 〒822-1403　福岡県田川郡香春町大字高野字中通り１０４２－１

リンガーハット福岡田川店 〒826-0002　福岡県田川郡川崎町大字池尻字小倉畔５５９－６

リンガーハット久留米梅満店 〒830-0048　福岡県久留米市梅満町９５５－１５

リンガーハット久留米二軒茶屋店 〒830-0052　福岡県久留米市上津町字八ノヱ１６５８－３

リンガーハット久留米上津バイパス店 〒830-0052　福岡県久留米市藤光1-5-8

リンガーハット福岡大川店 〒831-0005　福岡県大川市向島１１７３－１

リンガーハット福岡柳川店     〒832-0826　福岡県柳川市三橋町高畑２３０－３

リンガーハット福岡筑後店 〒833-0055　福岡県筑後市大字熊野字玄野１５５２－１

リンガーハット福岡八女店      〒834-0004　福岡県八女市大字納楚字万上田689-1

リンガーハット福岡瀬高店 〒835-0006　福岡県山門郡瀬高町坂田下池田130-1

リンガーハット福岡大牟田店  〒836-0847　福岡県大牟田市八江町69-1

リンガーハット福岡甘木店 〒838-0000　福岡県甘木市庄屋町1754-1

リンガーハット久留米千本杉店 〒839-0807　福岡県久留米市東合川町255-1

リンガーハット福岡吉井店     〒839-1311　福岡県うきは市大字若宮字池尻40-3

■佐賀県
リンガーハット鳥栖田代店 〒841-0004　佐賀県鳥栖市神辺町８７－３

リンガーハット佐賀南部バイパス店 〒841-0031　佐賀県佐賀市下田町６４－４

リンガーハット佐賀唐津店     〒847-0085　佐賀県唐津市和多田本村3－66

リンガーハット佐賀鹿島店 〒849-1311　佐賀県鹿島市高津原柳籠４３１１

■長崎県
リンガーハット長崎西山店 〒850-0001　長崎県長崎市西山町２－２９１

リンガーハット長崎思案橋店 〒850-0853　長崎県長崎市浜町１１－１３

リンガーハット長崎出島店 〒850-0862　長崎県長崎市出島町259-4

リンガーハット長崎長与店 〒851-2126　長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２０１９－４

リンガーハット長崎稲佐橋店 〒852-8001　長崎県長崎市光町８－２０

リンガーハット長崎大橋球場前店 〒852-8031　長崎県長崎市三芳町２－１９

リンガーハットさせぼ五番街店 〒857-0855   長崎県佐世保市新港町3-1

リンガーハット佐世保早岐駅前店 〒859-3215　長崎県佐世保市早岐１－１６－８

■熊本県
リンガーハット熊本清水バイパス店 〒860-0084　熊本県熊本市山室5-7-1

リンガーハット熊本山鹿店 〒861-0516   熊本県山鹿市中央通３０４−１

リンガーハット熊本嘉島店 〒861-3101　熊本県上益城郡嘉島町大字鯰字皆根１８９７－１

リンガーハット熊本富合店 〒861-4151　熊本県下益城郡富合町大字清藤字突田４５－１

リンガーハット熊本戸島店 〒862-0983　熊本県熊本市戸島西２－４－２５

■大分県
リンガーハット大分西鶴崎店 〒870-0105　大分県大分市西鶴崎１丁目１２５、１２６

リンガーハット大分下郡店 〒870-0951　大分県大分市大字下郡高畑１７３７－１

リンガーハット大分光吉店 〒870-1133　大分県大分市大字宮崎７９７－１．

リンガーハット大分上宗方店 〒870-1152　大分県大分市大字上宗方字世利越６６７－１９

リンガーハット大分日田店 〒877-0016　大分県日田市三本松２－７９０－２

リンガーハット大分宇佐店 〒879-0444　大分県宇佐市大字石田字持田２００－２

■鹿児島県
リンガーハット鹿児島草牟田店 〒890-0015　鹿児島県鹿児島市草牟田町５－９

■沖縄県
リンガーハット沖縄小禄店 〒901-0154　沖縄県那覇市赤嶺１－５－８

リンガーハット沖縄北谷店 〒904-0115　沖縄県中頭郡北谷町美浜２－１－９



◆とんかつ浜勝　（※一部店舗は記載しておりません）
■東京都

とんかつ浜勝浜勝西新宿店 〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-16-4西新宿国際通ビル2階

とんかつ浜勝八王子石川店 〒192-0032　東京都八王子市石川町2966-11

■埼玉県
とんかつ浜勝埼玉西所沢店 〒359-1142　埼玉県所沢市大字上新井232-1-2

■静岡県
とんかつ浜勝静岡御殿場店 〒412-0042　静岡県御殿場市萩原807-1

■岡山県
とんかつ浜勝岡山倉敷店 〒710-0841   岡山県倉敷市堀南849-1

■広島県
とんかつ浜勝広島八木店 〒731-0101　広島県広島市安佐南区八木2-16-11

とんかつ浜勝広島五日市店 〒731-5131　広島県広島市佐伯区藤垂園1-19

とんかつ浜勝広島矢賀店 〒732-0042　広島県広島市東区矢賀4-11-30

とんかつ浜勝広島庚午店 〒733-0822　広島県広島市西区庚午中2-12-8

とんかつ浜勝広島ベイシティ宇品店 〒734-0014　広島県広島市南区宇品西2-16-51

とんかつ浜勝広島西条店 〒739-0042　広島県東広島市西条町大字西条東字山崎1255

■山口県
とんかつ浜勝新南陽永源山店 〒746-0082　山口県周南市大字下上字片田1033-1 

とんかつ浜勝山口湯田店 〒753-0821　山口県山口市葵1-3-39

とんかつ浜勝山口宇部店 〒755-0151　山口県宇部市西岐波４５７２

とんかつ浜勝下関梶栗店 〒759-6614　山口県下関市梶栗町4-5-15

■福岡県
とんかつ浜勝北九州門司店 〒800-0029　福岡県北九州市門司区大里東口1-23

とんかつ浜勝福岡苅田店 〒800-0341　福岡県京都郡苅田町大字下新津淀野403-1

とんかつ浜勝北九州小倉店 〒802-0036　福岡県北九州市小倉北区神幸町2-1

とんかつ浜勝北九州徳力店 〒802-0974　福岡県北九州市小倉南区徳力１丁目２０−１

とんかつ浜勝北九州到津店 〒803-0845　福岡県北九州市小倉北区上到津3-40

とんかつ浜勝北九州陣山店 〒806-0012　福岡県北九州市八幡西区陣山1-3-28

とんかつ浜勝北九州本城店 〒807-0801　福岡県北九州市八幡西区大字本城字相坂2655-1

とんかつ浜勝福岡中間店 〒809-0019　福岡県中間市東中間1-2-1

とんかつ浜勝福岡天神店 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1-12-7

とんかつ浜勝福岡渡辺通り店 〒810-0011　福岡県福岡市中央区高砂１－１－２３

とんかつ浜勝福岡那珂川店  〒811-1213　福岡県筑紫郡那珂川町中原４丁目２

とんかつ浜勝福岡粕屋店 〒811-2302　福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈字畑田114-6

とんかつ浜勝福岡古賀店 〒811-3114　福岡県古賀市舞の里3-1-3

とんかつ浜勝福岡宗像店 〒811-3424　福岡県宗像市大字原町字番田305-1

とんかつ浜勝博多ゆめタウン店 〒812-0055　福岡県福岡市東区東浜1-167-1

とんかつ浜勝福岡松崎店 〒813-0035　福岡県福岡市東区松崎2-1-27

とんかつ浜勝福岡百道店 〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜1-3-70

とんかつ浜勝福岡小田部店 〒814-0032　福岡県福岡市早良区小田部2-38

とんかつ浜勝福岡大池店 〒815-0074　福岡県福岡市南区寺塚1-1-5

とんかつ浜勝福岡南バイパス店 〒816-0062　福岡県福岡市博多区立花寺1-7-34

とんかつ浜勝福岡諸岡店 〒816-0094　福岡県福岡市博多区諸岡4-2-4

とんかつ浜勝春日公園店 〒816-0804　福岡県春日市原町2-43

とんかつ浜勝大野城緑ケ丘店 〒816-0961　福岡県大野城市緑ヶ丘4－16-7

とんかつ浜勝福岡前原店 〒819-1112　福岡県糸島市浦志１丁目８−２０

とんかつ浜勝飯塚柏の森店 〒820-0011　福岡県飯塚市大字柏の森大谷8-5

とんかつ浜勝福岡直方店 〒822-0002　福岡県直方市大字頓野３８９６－１

とんかつ浜勝田川夏吉店 〒825-0004　福岡県田川市夏吉字竹見ヘス477-2

とんかつ浜勝福岡八女店 〒834-0063　福岡県八女市本村６−１

とんかつ浜勝大牟田ゆめタウン店 〒836-0806　福岡県大牟田市東新町１－８－１４－１

とんかつ浜勝甘木旭町店 〒838-0061　福岡県朝倉市菩提寺５７７−１２

とんかつ浜勝久留米山川沓形店 〒839-0815　福岡県久留米市山川沓形町2-1

■佐賀県
とんかつ浜勝佐賀南部バイパス店 〒840-0031　佐賀県佐賀市下田町64-4

とんかつ浜勝鳥栖バイパス店 〒841-0083　佐賀県鳥栖市古賀町６２

とんかつ浜勝佐賀唐津店 〒847-0022　佐賀県唐津市鏡字赤水4734-22

とんかつ浜勝佐賀大和店 〒849-0921　佐賀県佐賀市高木瀬西6-1048-1

■長崎県
とんかつ浜勝長崎卓袱浜勝 〒850-0831   長崎県長崎市鍛冶屋町６−５０

とんかつ浜勝本店 〒850-0831　長崎県長崎市鍛冶屋町1-14

とんかつ浜勝長崎出島店 〒850-0862　長崎県長崎市出島町1-5

とんかつ浜勝長崎磯道店   〒850-0971　長崎県長崎市磯道町８０−７３

とんかつ浜勝長崎時津店 〒851-2105　長崎県西彼杵郡時津町浦郷字牧出271-10



■長崎県
とんかつ浜勝諫早バイパス店 〒854-0053　長崎県諫早市小川町２５−１

とんかつ浜勝諫早貝津店 〒854-0063　長崎県諫早市貝津町１６５３－５

とんかつ浜勝島原新馬場店 〒855-0033　長崎県島原市新馬場町８４８－１　

とんかつ浜勝大村公園店 〒856-0833　長崎県大村市片町１７５−３７

とんかつ浜勝フレスタ佐世保店 〒857-0863　長崎県佐世保市三浦町２１−１

とんかつ浜勝長崎喜々津店 〒859-0403　長崎県諌早市多良見町市布１５４６－２

とんかつ浜勝佐世保針尾バイパス店 〒859-3242　長崎県佐世保市指方町572-1

とんかつ浜勝長崎東彼杵店 〒859-3807　長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷７５８－２

■熊本県
とんかつ浜勝熊本清水バイパス店 〒860-0083　熊本県熊本市大窪4-905-2

とんかつ浜勝熊本下通り店 〒860-0807　熊本県熊本市中央区下通１丁目４−７

とんかつ浜勝熊本龍田店 〒861-8002　熊本県熊本市北区龍田町弓削８０７−２

とんかつ浜勝熊本新空港通り店 〒862-0916　熊本県熊本市佐土原2-4-18

とんかつ浜勝熊本浜線バイパス店 〒862-0947　熊本県熊本市画図町大字重富横塘819-1

とんかつ浜勝熊本白山通り店 〒862-0976　熊本県熊本市九品寺6-3-1

とんかつ浜勝荒尾有明プラザ店 〒864-0001　熊本県荒尾市原万田字八反田621-2

とんかつ浜勝八代萩原店 〒866-0831　熊本県八代市萩原1-500

とんかつ浜勝熊本大津店 〒869-1235　熊本県菊池郡大津町大字室529

■大分県
とんかつ浜勝西大分店 〒870-0003　大分県大分市生石1-8

とんかつ浜勝大分西鶴崎店 〒870-0105　大分県大分市西鶴崎1-130

とんかつ浜勝別府店 〒874-0922　大分県別府市船小路町１０７

■宮崎県
とんかつ浜勝宮崎東大宮店 〒880-0824　宮崎県宮崎市大島町堂山386-2

とんかつ浜勝宮崎恒久店 〒880-0913　宮崎県宮崎市恒久6-9

とんかつ浜勝宮崎大塚店 〒880-0951　宮崎県宮崎市大塚町京園3109-1

■鹿児島県
とんかつ浜勝鹿児島東郡元店 〒890-0068　鹿児島県鹿児島市東郡元町19-1

とんかつ浜勝ベイサイド鹿児島店 〒892-0812　鹿児島県鹿児島市浜町１

とんかつ浜勝国分敷根店 〒899-4462　鹿児島県霧島市敷根138-1


