
リンガーハット店舗一覧 更新日：2018/4/3

※本リストは更新時点の最新情報であり、ご覧いただく時期によっては掲載店が閉店している場合があります。

エリア 店舗名 店舗名（フリガナ） 住所１ 住所２

青森県 リンガ－ハット　弘前ヒロロ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋﾛﾏｴﾋﾛﾛｼﾃﾝ 弘前市駅前町９－２０

山形県 リンガ－ハット　山形ＴＵＹ通店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾏｶﾞﾀﾃｲ-ﾕ-ﾜｲﾄﾞｵﾘﾃﾝ 山形市南栄町１丁目１－５１

茨城県 リンガ－ハット　５０号河和田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺﾞｼﾞﾕｳｺﾞｳｶﾜﾀﾞﾃﾝ 水戸市河和田３丁目２５８０－１

茨城県 リンガ－ハット　茨城牛久店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲﾊﾞﾗｷﾞｳｼｸﾃﾝ 牛久市上柏田３丁目４５－１

栃木県 リンガ－ハット　宇都宮簗瀬店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｳﾂﾉﾐﾔﾔﾅｾﾃﾝ 宇都宮市梁瀬店２５６－１

栃木県 リンガ－ハット　栃木小山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄﾁｷﾞｵﾔﾏﾃﾝ 小山市西城南２丁目３－１６

栃木県 リンガーハットハーヴェストウォーク小山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊ-ｳﾞｴｽﾄｳｵ-ｸｵﾔﾏﾃﾝ 小山市喜沢１４７５　１Ｆフードコート

群馬県 リンガーハットニコモール新田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｺﾓ-ﾙﾆﾂﾀﾃﾝ 太田市新田市野井町５９２－１３

埼玉県 リンガ－ハット　川越東洋大前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｺﾞｴﾄｳﾖｳﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 川越市天沼新田３１８－６

埼玉県 リンガ－ハット　川越広栄店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｺﾞｴｺｳｴｲﾏﾁ 川越市広栄町２３－１２

埼玉県 リンガ－ハット　東川口戸塚店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾄﾂｶﾃﾝ 川口市戸塚５丁目１５－１０

埼玉県 リンガ－ハット　川口末広店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｸﾞﾁｽｴﾋﾛﾃﾝ 川口市末広１丁目５－６

埼玉県 リンガ－ハット　所沢航空公園店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｺﾛｻﾞﾜｺｳｸｳｺｳｴﾝﾃﾝ 所沢市東新井町３０５－１

埼玉県 リンガ－ハット　西所沢店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼﾄｺﾛｻﾞﾜﾃﾝ 所沢市上新井２丁目８１－７

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉飯能店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏﾊﾝﾉｳｼﾃﾝ 飯能市緑町２６－７

埼玉県 リンガ－ハット　春日部豊春店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶｽｶﾍﾞﾄﾖﾊﾙﾃﾝ 春日部市豊町５丁目１３－１

埼玉県 リンガ－ハット　狭山入曽店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻﾔﾏｲﾘｿﾃﾝ 狭山市北入曽９２３

埼玉県 リンガ－ハット　上尾本町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｹﾞｵﾎﾝﾁﾖｳﾃﾝ 上尾市本町５丁目３－６

埼玉県 リンガ－ハット　草加松原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｿｳｶﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 草加市栄町３丁目７８９－１

埼玉県 リンガ－ハット　草加谷塚店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｿｳｶﾔﾂｶﾃﾝ 草加市谷塚仲町４６７－１

埼玉県 リンガ－ハット　越谷神明店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｼｶﾞﾔｼﾐﾒｲﾃﾝ 越谷市宮本町５丁目２６７－１

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉せんげん台店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲﾃﾝ 越谷市千間台東３丁目２８－１２

埼玉県 リンガ－ハット　わらび駅東口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾜﾗﾋﾞｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 蕨市塚越１丁目５－１４

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉和光店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏﾜｺｳﾃﾝ 和光市丸山台３丁目１０－７

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉新座店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏﾆｲｻﾞﾃﾝ 新座市野火止７丁目４－９

埼玉県 リンガ－ハット　八潮西袋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔｼｵﾆｼﾌﾞｸﾛﾃﾝ 八潮市西袋１５２５－３

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉北本店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏｷﾀﾓﾄﾃﾝ 北本市本宿５丁目４３

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉蓮田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏﾊｽﾀﾞﾃﾝ 蓮田市西新宿１丁目３

埼玉県 リンガ－ハット　鶴ヶ島インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾂﾙｶﾞｼﾏｲﾝﾀ-ﾃﾝ 鶴ヶ島市脚折町４丁目２２－８９

埼玉県 リンガ－ハット　埼玉杉戸店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏｽｷﾞﾄﾃﾝ 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地２丁目７－１３

埼玉県 リンガ－ハット　大宮天沼店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾐﾔｱﾏﾇﾏﾃﾝ さいたま市大宮区天沼町２丁目５４０－１

埼玉県 リンガ－ハット　大宮砂町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾐﾔｽﾅﾁﾖｳﾃﾝ さいたま市見沼区東大宮７丁目７１－６

埼玉県 リンガ－ハット　さいたま新都心店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｲﾀﾏｼﾝﾄｼﾝﾃﾝ さいたま市中央区新都心１１－１ ＪＲさいたま新都心ビル４階

埼玉県 リンガ－ハット　大宮バイパス浦和店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾐﾔﾊﾞｲﾊﾟｽｳﾗﾜﾃﾝ さいたま市南区曲本１丁目１５－１

埼玉県 リンガ－ハット　浦和中尾店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｳﾗﾜﾅｶｵﾃﾝ さいたま市緑区中尾９７１－３

千葉県 リンガ－ハット　千葉妙典店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁﾊﾞﾐﾖｳﾃﾞﾝﾃﾝ 市川市富浜２丁目１－１１

千葉県 リンガ－ハット　船橋夏見台店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌﾅﾊﾞｼﾅﾂﾐﾀﾞｲﾃﾝ 船橋市夏見台４丁目８－２１

千葉県 リンガ－ハット　松戸八柱店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾏﾂﾄﾞﾔﾊﾞｼﾗﾃﾝ 松戸市日暮６丁目９０

千葉県 リンガ－ハット　佐倉王子台店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｸﾗｵｳｼﾞﾀﾞｲﾃﾝ 佐倉市王子台２丁目１２－１２

千葉県 リンガ－ハット　モラ－ジュ柏店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾓﾗｰｼﾞﾕｶｼﾜﾃﾝ 柏市大山台２丁目３

千葉県 リンガ－ハット　柏駅東口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶｼﾜｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁ 柏市柏１丁目５－１６

千葉県 リンガ－ハット　柏松ヶ崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶｼﾜﾏﾂｶﾞｻｷﾃﾝ 柏市大山台１丁目７

千葉県 リンガ－ハット　千葉市原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁﾊﾞｲﾁﾊﾗﾃﾝ 市原市白金町４丁目５１

千葉県 リンガ－ハット　千葉富里インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁﾊﾞﾄﾖｻﾄｲﾝﾀ-ﾃﾝ 富里市七栄５３２

千葉県 リンガ－ハット　千葉祐光店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁﾊﾞﾕｳｺｳﾃﾝ 千葉市中央区祐光４丁目１７－１

千葉県 リンガ－ハット　稲毛オ－ツ－パ－ク店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲﾅｹﾞｵ-ﾂ-ﾊﾟ-ｸﾃﾝ 千葉市稲毛区園生町３８０－１

千葉県 リンガ－ハット　千葉海浜幕張店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁﾊﾞｶｲﾋﾝﾏｸﾊﾘﾃﾝ 千葉市美浜区ひび野１丁目８

東京都 リンガーハット　日比谷シャンテ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋﾋﾞﾔｼﾔﾝﾃﾃﾝ 千代田区有楽町１丁目２－２

東京都 リンガーハット　ＪＲお茶の水店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾞｴｲｱ-ﾙｵﾁﾔﾉﾐｽﾞﾃﾝ 千代田区神田駿河台２丁目６－１１　第８７東京ビル

東京都 リンガ－ハット　銀座店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾞﾝｻﾞﾃﾝ 中央区銀座６丁目５－１３　銀座美術館ビル１Ｆ

東京都 リンガ－ハット　赤坂見附店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｶｻｶﾐﾂｹ 港区赤坂３丁目９－８

東京都 リンガーハット　田町慶応仲通店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀﾏﾁｹｲｵｳﾅｶﾄﾞｵﾘﾃﾝ 港区芝５丁目２３－１２

東京都 リンガ－ハット　新橋駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾝﾊﾞｼｴｷﾏｴﾃﾝ 港区新橋１丁目１５－５　ペルサ１１５

東京都 リンガ－ハット　新宿神楽坂店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾝｼﾞﾕｸｶｸﾞﾗｻﾞｶﾃﾝ 新宿区天神町６３－１

東京都 リンガ－ハット　新宿東宝ビル店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾝｼﾞﾕｸﾄｳﾎｳﾋﾞﾙﾃﾝ 新宿区歌舞伎町１丁目１９－１

東京都 リンガーハット　上野御徒町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｳｴﾉｵｶﾁﾏﾁﾃﾝ 台東区上野６丁目８－５

東京都 リンガーハット　上野駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｳｴﾉｴｷﾏｴﾃﾝ 台東区上野６丁目１２－１５

東京都 リンガ－ハット　浅草駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｻｸｻｴｷﾏｴﾃﾝ 台東区花川戸１丁目２－５　浅草ＫＳビル

東京都 リンガ－ハット　門前仲町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾓﾝｾﾞﾝﾅｶﾏﾁﾃﾝ 江東区門前仲町１丁目７－１０－２階

東京都 リンガ－ハット　亀戸駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾒﾄﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 江東区亀戸２丁目２０－７

東京都 リンガ－ハット品川シ－サイドフォレスト店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾅｶﾞﾜｼ-ｻｲﾄﾞﾌｵﾚｽﾄﾃﾝ 品川区東品川４丁目１２－４　オ－バルガ－デンＢ

東京都 リンガ－ハット　ＪＲ蒲田東口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾞｴｲｱ-ﾙｶﾏﾀﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 大田区蒲田５丁目１８－６

東京都 リンガ－ハット　大森店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾓﾘﾃﾝ 大田区大森北１丁目３－８　地研ブリュ－エンビル１階

東京都 リンガ－ハット　駒沢大学店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸﾃﾝ 世田谷区駒沢２丁目１７－５

東京都 リンガーハット　ＥＶＥＲＹＢＯＷＬ広尾店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｴﾌﾞﾘﾎﾞ-ﾙ ﾋﾛｵﾃﾝ 渋谷区広尾５丁目５－１　いがらしビル１Ｆ

東京都 リンガ－ハット　井の頭通り宮前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲﾉｶｼﾗﾄﾞｵﾘﾐﾔﾏｴﾃﾝ 杉並区宮前５丁目１７－１

東京都 リンガ－ハット　西池袋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼｲｹﾌﾞｸﾛﾃﾝ 豊島区西池袋１丁目３８－５

東京都 リンガ－ハット池袋サンシャインアルタ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｹﾌﾞｸﾛｻﾝｼﾔｲﾝｼﾃｲｱﾙﾀﾃﾝ 豊島区東池袋３丁目１－３ サンシャインシティアルタＢ１

東京都 リンガ－ハット　赤羽店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｶﾊﾞﾈﾃﾝ 北区赤羽２丁目１４－１　富士屋ビル１階

東京都 リンガ－ハット　町屋サンポップ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾏﾁﾔｻﾝﾎﾟﾂﾌﾟﾃﾝ 荒川区荒川７丁目５０－９　サンポップマチヤＢ１階

東京都 リンガ－ハット　環八通り志村店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾝﾊﾁﾄﾞｵﾘｼﾑﾗﾃﾝ 板橋区坂下１丁目５－１

東京都 リンガ－ハット　成増南口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅﾘﾏｽﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 板橋区成増２丁目１７－２２五こう第七ビル

東京都 リンガ－ハット　足立西新井店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱﾀﾞﾁﾆｼｱﾗｲﾃﾝ 足立区西新井７丁目１１－１２

東京都 リンガ－ハット　北千住西口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾀｾﾝｼﾞﾕﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 足立区千住３丁目３１－４

東京都 リンガ－ハット　葛飾新宿店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾂｼｶﾆｲｼﾞﾕｸﾃﾝ 葛飾区新宿１丁目２３－６

東京都 リンガーハット　小岩駅南口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｲﾜｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 江戸川区南小岩６丁目３１－１５

東京都 リンガ－ハット　八王子高倉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊﾁｵｳｼﾞﾀｶｸﾗﾃﾝ 八王子市高倉町５２－２２

東京都 リンガ－ハット　八王子楢原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊﾁｵｳｼﾞﾅﾗﾊﾗﾃﾝ 八王子市楢原町３１７－１

東京都 リンガ－ハット　八王子松木店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊﾁｵｳﾁﾞﾏﾂｷﾞﾃﾝ 八王子市松木３１－１５

東京都 リンガ－ハット　八王子山田駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊﾁｵｳｼﾞﾔﾏﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 八王子市緑町６１１－３

東京都 リンガ－ハット　三鷹新川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾀｶｼﾝｶﾜﾃﾝ 三鷹市新川２丁目４－３０

東京都 リンガ－ハット　三鷹井口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾀｶｲｸﾞﾁﾃﾝ 三鷹市井口１丁目２１－６３

東京都 リンガ－ハット　府中西府町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌﾁﾕｳﾆｼﾌﾏﾁﾃﾝ 府中市西府町３丁目２１－１

東京都 リンガ－ハット　府中駅南口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌﾁﾕｳｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 府中市宮町１丁目１００



エリア 店舗名 店舗名（フリガナ） 住所１ 住所２

東京都 リンガ－ハット　町田成瀬店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾏﾁﾀﾞﾅﾙｾﾃﾝ 町田市南成瀬４丁目２－４

東京都 リンガ－ハット　町田木曾町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾏﾁﾀﾞｷｿﾏﾁﾃﾝ 町田市木曽東３丁目８－２４

東京都 リンガ－ハット　町田鶴川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾏﾁﾀﾞﾂﾙｶﾜﾃﾝ 町田市能ヶ谷町４－１－１６

東京都 リンガ－ハット　保谷本町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾎｳﾔﾎﾝﾁﾖｳ 西東京市保谷町６丁目１４

東京都 リンガ－ハット武蔵小金井アクウェル店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾑｻｼｺｶﾞﾈｲｱｸｳｴﾙﾓ-ﾙﾃﾝ 小金井市本町６丁目１４－２８

東京都 リンガ－ハット　東京小平店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｳｷﾖｳｺﾀﾞｲﾗﾃﾝ 小平市仲町４４１－１

東京都 リンガ－ハット　国立府中インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾆﾀﾁﾌﾁﾕｳｲﾝﾀ-ﾃﾝ 国立市泉１丁目６－８

東京都 リンガ－ハット　東京東大和店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｳｷﾖｳﾋｶﾞｼﾔﾏﾄﾃﾝ 東大和市狭山５丁目１６６２－１

東京都 リンガ－ハット　ｅｍｉｏ東久留米店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｴﾐｵﾋｶﾞｼｸﾙﾒﾃﾝ 東久留米市東本町１－８

東京都 リンガ－ハット　東京東久留米店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｳｷﾖｳﾋｶﾞｼｸﾙﾒﾃﾝ 東久留米市前沢１丁目７

東京都 リンガ－ハット　武蔵村山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾑｻｼﾑﾗﾔﾏﾃﾝ 武蔵村山市三ツ藤１丁目１４－２

東京都 リンガ－ハット　京王永山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｹｲｵｳﾅｶﾞﾔﾏﾃﾝ 多摩市永山１丁目１８－１

東京都 リンガ－ハット　多摩ニュ－タウン店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀﾏﾆﾕ-ﾀｳﾝﾃﾝ 多摩市乞田６４８

東京都 リンガ－ハット　西東京羽村店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼﾄｳｷﾖｳﾊﾑﾗﾃﾝ 羽村市栄町１丁目１３－１４

神奈川県 リンガ－ハット　京急鶴見店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｹｲｷﾕｳﾂﾙﾐﾃﾝ 横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２９－２

神奈川県 リンガ－ハット　港北ニュ－タウン店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｳﾎｸﾆﾕ-ﾀｳﾝﾃﾝ 横浜市保土ヶ谷区月見台３－３－１３

神奈川県 リンガ－ハット　横浜川上インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏｶﾜｶﾐｲﾝﾀ-ﾃﾝ 横浜市戸塚区川上町３９５－１

神奈川県 リンガ－ハット　横浜戸塚店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏﾄﾂｶﾃﾝ 横浜市戸塚区汲沢町１１７０

神奈川県 リンガ－ハット　横浜下川井店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏｼﾓｶﾜｲﾃﾝ 横浜市旭区下川井町２４－１

神奈川県 リンガ－ハット上大岡京急店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾐｵｵｵｶｹｲｷﾕｳﾃﾝ 横浜市港南区上大岡西１丁目６－１

神奈川県 リンガ－ハット　横浜港南台店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝﾀﾞｲﾃﾝ 横浜市港南区港南台７丁目４６－１

神奈川県 リンガ－ハット　横浜十日市場店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏﾄｳｶｲﾁﾊﾞﾃﾝ 横浜市緑区霧が丘３丁目１－３

神奈川県 リンガ－ハット　横浜緑園都市店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺﾊﾏﾘﾖｸｴﾝﾄｼﾃﾝ 横浜市泉区緑園７丁目７－３

神奈川県 リンガ－ハット　川崎塩浜店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｻｷｼｵﾊﾏﾃﾝ 川崎市川崎区四谷上町２４－１４

神奈川県 リンガ－ハット　ＪＲ川崎西口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾞｴｲｱ-ﾙｶﾜｻｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 川崎市幸区大宮町１３１０　ミューザ川崎１階

神奈川県 リンガ－ハット　川崎野川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｻｷﾉｶﾞﾜﾃﾝ 川崎市高津区野川２１８５

神奈川県 リンガ－ハット　川崎稲田堤店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｻｷｲﾅﾀﾞﾂﾞﾂﾐﾃﾝ 川崎市多摩区菅３丁目１２－１

神奈川県 リンガ－ハット　川崎黒川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾜｻｷｸﾛｶﾜﾃﾝ 川崎市麻生区黒川８１０－３

神奈川県 リンガ－ハット　横須賀久里浜店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺｽｶｸﾘﾊﾏﾃﾝ 横須賀市久里浜４丁目１２－５

神奈川県 リンガ－ハット　横須賀三浦海岸店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾖｺｽｶﾐｳﾗｶｲｶﾞﾝﾃﾝ 横須賀市長沢１丁目６－４

神奈川県 リンガ－ハット　平塚バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋﾗﾂｶﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 平塚市東真土２丁目８－７

神奈川県 リンガ－ハット　鎌倉大船店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾏｸﾗｵｵﾌﾅﾃﾝ 鎌倉市岩瀬９３９－３

神奈川県 リンガ－ハット　藤沢駅南口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｼﾞｻﾜｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 藤沢市南藤沢１９－１６　第１ハルミビル

神奈川県 リンガ－ハット　藤沢辻堂店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｼﾞｻﾜﾂｼﾞﾄﾞｳﾃﾝ 藤沢市辻堂神台２丁目１１－１５

神奈川県 リンガ－ハット　藤沢石川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｼﾞｻﾜｲｼｶﾜﾃﾝ 藤沢市石川４丁目８－１１

神奈川県 リンガ－ハット　藤沢柄沢店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｼﾞｻﾜﾂｶｻﾞﾜﾃﾝ 藤沢市柄沢３６３－２

神奈川県 リンガ－ハット　小田原飯泉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵﾀﾞﾜﾗｲｲｽﾞﾐﾃﾝ 小田原市飯泉９５３－１

神奈川県 リンガ－ハット　茅ヶ崎浜竹店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾁｶﾞｻｷﾊﾏﾀｹﾃﾝ 茅ヶ崎市浜竹２丁目１１－２６

神奈川県 リンガ－ハット　神奈川秦野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾅｶﾞﾜﾊﾀﾉﾃﾝ 秦野市平沢３７１－１

神奈川県 リンガ－ハット　厚木妻田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱﾂｷﾞﾂﾏﾀﾞ 厚木市妻田北１丁目８－２９

神奈川県 リンガ－ハット　大和深見西店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾏﾄﾌｶﾐﾆｼﾃﾝ 大和市深見西３丁目３－２６

神奈川県 リンガ－ハット　伊勢原石田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｾﾊﾗｲｼﾀﾞﾃﾝ 伊勢原市石田３１８－３

神奈川県 リンガ－ハット　座間相模が丘店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻﾞﾏｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾃﾝ 座間市相模が丘６丁目３８－３８

神奈川県 リンガ－ハット　綾瀬市役所前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱﾔｾｼﾔｸｼﾖﾏｴﾃﾝ 綾瀬市深谷３８７０－１

神奈川県 リンガ－ハット　相模原橋本店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾐﾊﾗﾊｼﾓﾄﾃﾝ 相模原市緑区橋本３丁目３－１　ＳＩＮＧ橋本１階

神奈川県 リンガ－ハット　相模原淵野辺店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾐﾊﾗﾌﾁﾉﾍﾞﾃﾝ 相模原市中央区共和４丁目１９－１８

神奈川県 リンガ－ハット　相模原田名店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾐﾊﾗﾀﾅﾃﾝ 相模原市中央区田名４１０８－１

神奈川県 リンガ－ハット　ボ－ノ相模大野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾎﾞｰﾉｻｶﾞﾐｵｵﾉﾃﾝ 相模原市南区相模大野３丁目２－１

新潟県 リンガ－ハット　新潟河渡店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｲｶﾞﾀｺｳﾄﾞﾃﾝ 新潟市東区河渡庚２５１－１

山梨県 リンガ－ハット　甲府向町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｳﾌﾑｺｳﾏﾁﾃﾝ 甲府市向町２９３－１

岐阜県 リンガ－ハット　アスティ岐阜店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｽﾃｲｷﾞﾌﾃﾝ 岐阜市橋本町１丁目１０－１

岐阜県 リンガ－ハット　岐阜岐大バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾞﾌｷﾞﾀﾞｲﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 岐阜市茜部菱野１丁目１

静岡県 リンガ－ハット　静岡沼津インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼｽﾞｵｶﾇﾏﾂﾞｲﾝﾀｰﾃﾝ 沼津市岡一色５３－１

静岡県 リンガ－ハット　富士本市場店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｼﾞﾓﾄｲﾁﾊﾞﾃﾝ 富士市本市場４２７－２

静岡県 リンガ－ハット　静岡御殿場店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼｽﾞｵｶｺﾞﾃﾝﾊﾞﾃﾝ 御殿場市萩原８１６－４

静岡県 リンガ－ハット　静岡インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼｽﾞｵｶｲﾝﾀ-ﾃﾝ 静岡市駿河区中原９２７－１

愛知県 リンガ－ハット　名古屋上小田井店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔｶﾐｵﾀｲﾃﾝ 名古屋市西区上小田井１丁目３０

愛知県 リンガ－ハット　名古屋畑江通店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔﾊﾀｴﾄｵﾘﾃﾝ 名古屋市中村区畑江通７丁目１２－１

愛知県 リンガ－ハット　名古屋錦店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔﾆｼｷﾃﾝ 名古屋市中区錦３丁目１８　ランドマ－クホテル１階

愛知県 リンガ－ハット　名古屋弥富通店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔﾔﾄﾐﾄﾞｵﾘﾃﾝ 名古屋市瑞穂区彌富通４丁目５９

愛知県 リンガ－ハット　名古屋小幡店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔｵﾊﾞﾀﾃﾝ 名古屋市守山区小幡南１丁目２－２０

愛知県 リンガ－ハット　名古屋篭山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｺﾞﾔｶｺﾞﾔﾏﾃﾝ 名古屋市緑区鴻仏目２丁目３０５

愛知県 リンガ－ハット　愛知岡崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｲﾁｵｶｻﾞｷﾃﾝ 岡崎市八帖北町１０－１５

愛知県 リンガ－ハット　愛知春日井店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｲﾁｶｽｶﾞｲﾃﾝ 春日井市大和通２丁目４１

愛知県 リンガ－ハット　豊田梅坪店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄﾖﾀｳﾒﾂﾎﾞﾃﾝ 豊田市東梅坪町７丁目１－３

愛知県 リンガ－ハット　豊田若林店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄﾖﾀﾜｶﾊﾞﾔｼﾃﾝ 豊田市若林西町長根５４－５

愛知県 リンガ－ハット　愛知小牧インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｲﾁｺﾏｷｲﾝﾀ-ﾃﾝ 小牧市堀の内５丁目１００－１

愛知県 リンガ－ハット　愛知尾張旭店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｲﾁｵﾜﾘｱｻﾋﾃﾝ 尾張旭市東本地ヶ原町３丁目１

愛知県 リンガ－ハット　愛知東浦店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱｲﾁﾋｶﾞｼｳﾗﾃﾝ 愛知県知多郡東浦町森岡６７－７

京都府 リンガ－ハット　京都四条河原町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾖｳﾄｼｼﾞﾖｳｶﾜﾗﾏﾁﾃﾝ 京都市中京区河原町通四条上る塩屋町３８０－１

京都府 リンガーハット　京都アバンティ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾖｳﾄｱﾊﾞﾝﾃｲﾃﾝ 京都市南区東九条西山王町３１番地下１Ｆ

大阪府 リンガ－ハット　大阪天神橋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｻｶﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼﾃﾝ 大阪市北区天神橋４丁目４－１０

大阪府 リンガ－ハット　難波千日前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅﾝﾊﾞｾﾝﾆｼﾏｴﾃﾝ 大阪市中央区難波千日前１４－１３

大阪府 リンガ－ハット　名神豊中インタ－店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾒｲｼﾝﾄﾖﾅｶｲﾝﾀ-ﾃﾝ 豊中市庄内宝町１丁目８－１０

大阪府 リンガ－ハット　東大阪西堤店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾆｼﾂﾞﾂﾐﾃﾝ 東大阪市西堤２丁目３－１０

大阪府 リンガ－ハット　高槻上牧店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀｶﾂｷｶﾝﾏｷﾃﾝ 高槻市上牧南駅前町７－１

大阪府 リンガ－ハット　大東野崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀﾞｲﾄｳﾉｻﾞｷﾃﾝ 大東市野崎４丁目９－７

大阪府 リンガ－ハット　堺百舌鳥店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶｲﾓｽﾞﾃﾝ 堺市北区百舌鳥梅町１丁６－２

兵庫県 リンガ－ハット　プリコ垂水店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌﾟﾘｺﾀﾙﾐﾃﾝ 神戸市垂水区神田町１－２０

兵庫県 リンガ－ハット　垂水小束山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀﾙﾐｺﾂﾞｶﾔﾏﾃﾝ 神戸市垂水区小束山本町３丁目１－３

兵庫県 リンガ－ハット　神戸三宮店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｳﾍﾞｻﾝﾉﾐﾔﾃﾝ 神戸市中央区下山手通２丁目１０－４ シンミチビル１階

兵庫県 リンガ－ハット　尼崎つかしん店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｱﾏｶﾞｻｷﾂｶｼﾝﾃﾝ 尼崎市塚口本町４丁目８－１

兵庫県 リンガ－ハット　西宮弓場店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼﾉﾐﾔﾕﾊﾞﾃﾝ 西宮市弓場町７－３７

和歌山 リンガ－ハット　和歌山北店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾜｶﾔﾏｷﾀﾃﾝ 和歌山市狐島２６２－４

広島県 リンガ－ハット　広島大州店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋﾛｼﾏｵｵｽﾞﾃﾝ 広島市南区大州５丁目５－２８

広島県 リンガーハット　広島庚午店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾋﾛｼﾏｺｳｺﾞﾃﾝ 広島市西区庚午北１丁目６－１７



エリア 店舗名 店舗名（フリガナ） 住所１ 住所２

山口県 リンガ－ハット　下関唐戸店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾓﾉｾｷｶﾗﾄﾞﾃﾝ 下関市上田中町２丁目１０－５

山口県 リンガ－ハット　山口宇部店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾏｸﾞﾁｳﾍﾞﾃﾝ 宇部市東琴芝２丁目６７０－８

山口県 リンガ－ハット　メルクス山口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾒﾙｸｽﾔﾏｸﾞﾁﾃﾝ 山口市黒川８２－１

愛媛県 リンガ－ハット　伊予松前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲﾖﾏｻｷﾃﾝ 愛媛県伊予郡松前町北黒田３４７－１

福岡県 リンガ－ハット　北九州門司店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳﾓｼﾞﾃﾝ 北九州市門司区大里東口１－２４

福岡県 リンガ－ハット　戸畑バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄﾊﾞﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 北九州市戸畑区一枝４丁目１２－４

福岡県 リンガ－ハット　小倉富野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｸﾗﾄﾐﾉﾃﾝ 北九州市小倉北区神幸町１－５

福岡県 リンガ－ハット　小倉西港店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｸﾗﾆｼﾐﾅﾄﾏﾁﾃﾝ 北九州市小倉北区西港町３０－１８

福岡県 リンガーハット　小倉徳力店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｸﾗﾄｸﾘｷﾃﾝ 北九州市小倉南区守恒３丁目１－１

福岡県 リンガ－ハット　サニ－サイドモ－ル小倉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻﾆ-ｻｲﾄﾞﾓ-ﾙｺｸﾗﾃﾝ 北九州市小倉南区下曽根新町１０－１

福岡県 リンガ－ハット　小倉曽根バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｺｸﾗｿﾈﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 北九州市小倉南区東貫３丁目２２－３６４１

福岡県 リンガ－ハット　八幡平野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾊﾀﾋﾗﾉﾃﾝ 北九州市八幡東区平野１丁目３－７

福岡県 リンガ－ハット　八幡折尾店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾊﾀｵﾘｵﾃﾝ 北九州市八幡西区千代ヶ崎１丁目１－１１

福岡県 リンガ－ハット　八幡永犬丸店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾊﾀｴｲﾉﾏﾙﾃﾝ 北九州市八幡西区里中３丁目２－６

福岡県 リンガ－ハット　八幡木屋瀬店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾊﾀｺﾔﾉｾﾃﾝ 北九州市八幡西区大字野面７５６－１

福岡県 リンガ－ハット　八幡陣の原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾔﾊﾀｼﾞﾝﾉﾊﾞﾙﾃﾝ 北九州市八幡西区穴生３丁目１２－１５

福岡県 リンガ－ハット　ゆめタウン博多店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾕﾒﾀｳﾝﾊｶﾀﾃﾝ 福岡市東区東浜１丁目１－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡和白店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾜｼﾞﾛﾃﾝ 福岡市東区和白１丁目９－３１

福岡県 リンガ－ハット　福岡箱崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾊｺｻﾞｷﾃﾝ 福岡市東区馬出３丁目１２－３３

福岡県 リンガ－ハット　博多駅筑紫口店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾊｶﾀｴｷﾁｸｼｸﾞﾁﾃﾝ 福岡市博多区博多駅中央街１－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡諸岡店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾓﾛｵｶﾃﾝ 福岡市博多区諸岡４丁目２－２

福岡県 リンガ－ハット　福岡パピヨンプラザ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾊﾟﾋﾟﾖﾝﾌﾟﾗｻﾞﾃﾝ 福岡市博多区千代１丁目２－１０

福岡県 リンガ－ハット　福岡友泉亭店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾕｳｾﾝﾃｲﾃﾝ 福岡市中央区笹丘３丁目３６－１２

福岡県 リンガ－ハット　福岡大橋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｵｵﾊｼﾃﾝ 福岡市南区大橋１丁目２－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡大池店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｵｵｲｹﾃﾝ 福岡市南区寺塚１丁目１－３

福岡県 リンガ－ハット　福岡橋本店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾊｼﾓﾄﾃﾝ 福岡市西区橋本２丁目１５－３

福岡県 リンガ－ハット　福岡百道店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾓﾓﾁﾃﾝ 福岡市早良区百道１丁目３１－１７

福岡県 リンガ－ハット　福岡小田部店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｺﾀﾍﾞﾃﾝ 福岡市早良区小田部２丁目６－２３

福岡県 リンガ－ハット　西新パレス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼｼﾞﾝﾊﾟﾚｽﾃﾝ 福岡市早良区西新２丁目１０－１

福岡県 リンガ－ハット　直方店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾉｳｶﾞﾀﾃﾝ 直方市下境四十田６０６－１

福岡県 リンガ－ハット　飯塚水江店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｲﾂﾞｶﾐｽﾞｴﾃﾝ 飯塚市片島２丁目５－２

福岡県 リンガ－ハット　福岡穂波店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾎﾅﾐﾃﾝ 飯塚市秋松８７６－１

福岡県 リンガ－ハット　飯塚近大前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｲﾂﾞｶｷﾝﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 飯塚市有井３５４－２３

福岡県 リンガーハット　久留米上津バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾙﾒｶﾐﾂﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 久留米市藤光１丁目５－８

福岡県 リンガ－ハット　久留米千本杉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾙﾒｾﾝﾎﾞﾝｽｷﾞﾃﾝ 久留米市東合川３丁目１６－９

福岡県 リンガ－ハット　久留米二軒茶屋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾙﾒﾆｹﾝﾁﾔﾔﾃﾝ 久留米市上津町１６５８－３

福岡県 リンガ－ハット　久留米梅満店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾙﾒｳﾒﾐﾂﾃﾝ 久留米市梅満町９９５－１５

福岡県 リンガ－ハット　福岡大牟田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｵｵﾑﾀﾃﾝ 大牟田市八江町６９－１

福岡県 リンガ－ハット　イオンモ－ル大牟田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｵﾝﾓ-ﾙｵｵﾑﾀﾃﾝ 大牟田市岬町３－４

福岡県 リンガ－ハット　福岡柳川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾔﾅｶﾞﾜﾃﾝ 柳川市三橋町高畑２３０－３

福岡県 リンガ－ハット　福岡八女店 ﾘﾝｶﾞｰﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾔﾒﾃﾝ 八女市納楚字万上田６８９－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡筑後店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾁｸｺﾞﾃﾝ 筑後市熊野１５５２－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡大川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｵｵｶﾜﾃﾝ 大川市向島１３７３－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡二日市店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾌﾂｶｲﾁﾃﾝ 筑紫野市武藏３－２－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡春日店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｶｽｶﾞﾃﾝ 春日市原町２丁目３４

福岡県 リンガ－ハット　福岡白木原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｼﾗｷﾊﾞﾙﾃﾝ 大野城市東大利３丁目１－３

福岡県 リンガ－ハット　大野城緑ヶ丘店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾉｼﾞﾖｳﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 大野城市緑ヶ丘４丁目１６－７

福岡県 リンガ－ハット　くりえいと宗像店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾘｴｲﾄﾑﾅｶﾀﾃﾝ 宗像市くりえいと１丁目２－２

福岡県 リンガ－ハット　福岡前原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾏｴﾊﾞﾙﾃﾝ 前原市高田４丁目１５－３５

福岡県 リンガ－ハット　福岡古賀店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｺｶﾞﾃﾝ 古賀市中央６丁目２１－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡福間店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾌｸﾏﾃﾝ 福津市花見が丘１丁目５－２６

福岡県 リンガ－ハット　福岡吉井店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾖｼｲﾃﾝ うきは市吉井町若宮４０－３

福岡県 リンガ－ハット　福岡甘木店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｱﾏｷﾞﾃﾝ 朝倉市甘木１７５４－１

福岡県 リンガーハット　福岡瀬高店 ﾘﾝｶﾞｰﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶｾﾀｶﾃﾝ みやま市瀬高町坂田１３０－１

福岡県 リンガ－ハット　志免田富店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾒﾀﾄﾐﾃﾝ 福岡県糟屋郡志免町志免東３－１５－２３

福岡県 リンガ－ハット　カインズ福岡新宮店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶｲﾝｽﾞﾌｸｵｶｼﾝｸﾞｳﾃﾝ 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２－１０－１

福岡県 リンガ－ハット　福岡長者原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾁﾖｳｼﾞﾔﾊﾞﾙﾃﾝ 福岡県糟屋郡粕屋町長者原１５７－４

福岡県 リンガ－ハット　福岡那珂川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾅｶｶﾞﾜﾃﾝ 福岡県筑紫郡那珂川町片縄１－１９１

福岡県 リンガ－ハット　福岡田川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾌｸｵｶﾀｶﾞﾜﾃﾝ 福岡県田川郡川崎町池尻小倉畔５５９－６

福岡県 リンガーハット　田川香春店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾀｶﾞﾜｶﾜﾗﾃﾝ 福岡県田川郡香春町高野１０４２－１

福岡県 リンガ－ハット　苅田西工大前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾝﾀﾞﾆｼｺｳﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 福岡県京都郡苅田町下新津４０３－１

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀大財店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｵｵﾀｶﾗﾃﾝ 佐賀市大財３丁目１０－２６

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀大和店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾔﾏﾄﾃﾝ 佐賀市大和町尼寺３３８６－８

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀南部バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾅﾝﾌﾞﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 佐賀市本庄町大字袋３０３－２

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀北部バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾎｸﾌﾞﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 佐賀市卸本町２３５４

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀唐津店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｶﾗﾂﾃﾝ 唐津市和多田本村３－６６

佐賀県 リンガ－ハット　鳥栖田代店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｽﾀｼﾛﾃﾝ 鳥栖市神辺町８７－３

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀伊万里店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｲﾏﾘﾃﾝ 伊万里市新天町字中島４６２－３

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀武雄店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾀｹｵﾃﾝ 武雄市武雄町昭和３０１

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀鹿島店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｶｼﾏﾃﾝ 鹿島市高津原４３１１

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀嬉野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｳﾚｼﾉﾃﾝ 嬉野市嬉野町下宿２３２０－２７

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀三田川店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞﾐﾀｶﾞﾜﾃﾝ 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野４５－１

佐賀県 リンガ－ハット　佐賀江北店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｶﾞｺｳﾎｸﾃﾝ 佐賀県杵島郡江北町佐留志２００３

長崎県 リンガ－ハット　長崎出島店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷﾃﾞｼﾞﾏﾃﾝ 長崎市出島町１－５

長崎県 リンガ－ハット　長崎かじや町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｶｼﾞﾔﾏﾁﾃﾝ 長崎市鍛冶屋町６－１

長崎県 リンガ－ハットミスタ－マックス長崎ＳＣ店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐｽﾀ-ﾏﾂｸｽﾅｶﾞｻｷｴｽｼ-ﾃﾝ 長崎市岩見町２６－５

長崎県 リンガ－ハット　長崎西山店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷﾆｼﾔﾏﾃﾝ 長崎市西山２丁目７－７

長崎県 リンガ－ハット　長崎大橋球場前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｵｵﾊｼｷﾕｳｼﾞﾖｳﾏｴﾃﾝ 長崎市三芳町２－１９

長崎県 リンガ－ハット　長崎稲佐橋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｲﾅｻﾊﾞｼﾃﾝ 長崎市光町８－２０

長崎県 リンガーハット　長崎宿町店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｼﾕｸﾏﾁﾃﾝ 長崎市宿町５４２－３

長崎県 リンガ－ハット　長崎小ヶ倉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｺｶﾞｸﾗﾃﾝ 長崎市磯道町５－３２

長崎県 リンガ－ハット　イオン大塔店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｵﾝﾀﾞｲﾄｳﾃﾝ 佐世保市大塔町１４－２

長崎県 リンガ－ハット　佐世保日野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｾﾎﾞﾋﾉﾃﾝ 佐世保市日野町８４９－１

長崎県 リンガ－ハット　させぼ五番街店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｾﾎﾞｺﾞﾊﾞﾝｶﾞｲﾃﾝ 佐世保市新港町３－１

長崎県 リンガ－ハット　佐世保大野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｾﾎﾞｵｵﾉﾃﾝ 佐世保市田原町１６－４４

長崎県 リンガ－ハット　佐世保早岐駅前店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｻｾﾎﾞﾊｲｷｴｷﾏｴﾃﾝ 佐世保市早岐１丁目１６－８



エリア 店舗名 店舗名（フリガナ） 住所１ 住所２

長崎県 リンガ－ハット　島原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾏﾊﾞﾗﾃﾝ 島原市新馬場町８６３－１

長崎県 リンガ－ハット　諫早貝津店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｻﾊﾔｶｲﾂﾞﾃﾝ 諫早市貝津町１６５３－５

長崎県 リンガ－ハット　諫早バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｻﾊﾔﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 諫早市小川町３２－１

長崎県 リンガ－ハット　諫早長田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｲｻﾊﾔﾅｶﾞﾀﾃﾝ 諫早市小豆崎町２３２－１

長崎県 リンガ－ハット　大村松原店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾑﾗﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 大村市松原本町５８１－１

長崎県 リンガ－ハット　大村公園店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵﾑﾗｺｳｴﾝﾃﾝ 大村市久原１丁目６４０－２

長崎県 リンガ－ハット　長崎小浜店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｵﾊﾞﾏﾃﾝ 雲仙市小浜町マリーナ１８

長崎県 リンガ－ハット　長崎愛野店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷｱｲﾉﾃﾝ 雲仙市愛野町乙７５２－３

長崎県 リンガ－ハット　長崎長与店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷﾅｶﾞﾖﾃﾝ 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２０１９－４

長崎県 リンガ－ハット　長崎時津店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷﾄｷﾞﾂﾃﾝ 長崎県西彼杵郡時津町日並郷２１７６－２

長崎県 リンガ－ハット　長崎東彼杵店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾅｶﾞｻｷﾋｶﾞｼｿﾉｷﾞﾃﾝ 長崎県東彼杵郡東彼杵町７５８－２

熊本県 リンガ－ハット　熊本東バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾋｶﾞｼﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 熊本市保田窪２丁目７－１５

熊本県 リンガ－ハット　熊本浜線バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾊﾏｾﾝﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 熊本市田井島１丁目７－３０

熊本県 リンガ－ハット　熊本健軍店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄｹﾝｸﾞﾝﾃﾝ 熊本市沼山津１丁目３－１０

熊本県 リンガ－ハット　熊本清水バイパス店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｼﾐｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 熊本市山室５丁目７－１

熊本県 リンガ－ハット　上熊本店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶﾐｸﾏﾓﾄﾃﾝ 熊本市上熊本２丁目８－４９

熊本県 リンガ－ハット　熊本田崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾀｻｷﾃﾝ 熊本市春日７丁目２１－１２

熊本県 リンガ－ハット　熊本新市街店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄｼﾝｼｶﾞｲﾃﾝ 熊本市新市街６－１４

熊本県 リンガ－ハット　熊本富合店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾄﾐｱｲﾃﾝ 熊本市富合町清藤４５－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本本荘店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾎﾝｼﾞﾖｳﾃﾝ 熊本市本荘町６５３

熊本県 リンガ－ハット　熊本八代店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾔﾂｼﾛﾃﾝ 八代市旭中央通３－７

熊本県 リンガ－ハット　熊本玉名店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾀﾏﾅﾃﾝ 玉名市岱明町野口１２－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本山鹿店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾔﾏｶﾞﾃﾝ 山鹿市中央通３４０－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本菊池店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄｷｸﾁﾃﾝ 菊池市隈府北原６０９－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本松橋店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾏﾂﾊﾞｼﾃﾝ 宇城市松橋町東松崎９３４－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本大津店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄｵｵﾂﾃﾝ 熊本県菊池郡大津町室東迫尻７２３－１

熊本県 リンガ－ハット　熊本武蔵丘店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｸﾏﾓﾄﾑｻｼｶﾞｵｶﾃﾝ 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－４－４

大分県 リンガ－ハット　大分上宗方店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀｶﾐﾑﾅｶﾀﾃﾝ 大分市大字上宗方６６７－１９

大分県 リンガ－ハット　トキハわさだタウン店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾄｷﾊﾜｻﾀﾞﾀｳﾝﾃﾝ 大分市大字玉沢７５５－１

大分県 リンガ－ハット　西大分店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾆｼｵｵｲﾀﾃﾝ 大分市王子西町６－２２

大分県 リンガ－ハット　大分下郡店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀｼﾓｺﾞｳﾘﾃﾝ 大分市大字下郡１７３７－１

大分県 リンガ－ハット　大分西鶴崎店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀﾆｼﾂﾙｻｷﾃﾝ 大分市西鶴崎１丁目１２９

大分県 リンガ－ハット　大分光吉店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀﾐﾂﾖｼﾃﾝ 大分市大字宮崎７９７－１

大分県 リンガ－ハット　大分別府店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀﾍﾞﾂﾌﾟﾃﾝ 別府市若草町１２８

大分県 リンガ－ハット　ゆめタウン別府店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾕﾒﾀｳﾝﾍﾞﾂﾌﾟﾃﾝ 別府市楠町３８２－７

大分県 リンガ－ハット　大分中津店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀﾅｶﾂﾃﾝ 中津市東本町５－１２

大分県 リンガ－ハット　大分日田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀﾋﾀﾃﾝ 日田市三本松２丁目７９０－２

大分県 リンガ－ハット　大分宇佐店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｵｵｲﾀｳｻﾃﾝ 宇佐市石田２００－２

宮崎県 リンガ－ハット　宮崎大島店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾔｻﾞｷｵｵｼﾏﾃﾝ 宮崎市大島町３２０－１

宮崎県 リンガ－ハット　宮崎本郷店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 宮崎市本郷北方１３－１

宮崎県 リンガ－ハット　宮崎大塚店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾔｻﾞｷｵｵﾂｶﾃﾝ 宮崎市大塚町３１０９－１

宮崎県 リンガ－ハット　宮崎都城店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ﾐﾔｻﾞｷﾐﾔｺﾉｼﾞﾖｳﾃﾝ 都城市前田町３－１６

鹿児島県 リンガ－ハット　鹿児島草牟田店 ﾘﾝｶﾞ-ﾊﾂﾄ ｶｺﾞｼﾏｿｳﾑﾀﾃﾝ 鹿児島市草牟田町５－９
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