
牛角　利用可能店舗一覧 更新日：2018/12/1

　※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

■　北海道

店舗名 都道府県 住所

牛角　北２４条店 北海道 北海道札幌市北区北二十四条西５－１－２１　ノース２４高砂ビル１Ｆ

牛角　新琴似店 北海道 北海道札幌市北区新琴似八条４－２－５　

牛角　南郷１５丁目店 北海道 北海道札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２８　

牛角　厚別店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東五条３－２４－３０　

牛角　北野店 北海道 北海道札幌市清田区北野三条２－１２－２０　

牛角　藻岩店 北海道 北海道札幌市南区南三十九条西１１－２－８　

牛角　函館美原店 北海道 北海道函館市美原１－２０－１１　

牛角　函館本通店 北海道 北海道函館市本通４－１６－１４　

牛角　小樽運河通り店 北海道 北海道小樽市堺町１－５　

牛角　上磯店 北海道 北海道北斗市七重浜４－４４－６　

牛角　苫小牧店 北海道 北海道苫小牧市木場町１－１０　苫小牧北口ビル１Ｆ

牛角　登別店 北海道 北海道登別市富岸町２－１２－１　

牛角　札幌駅前店 北海道 北海道札幌市中央区北二条西２－３８　不二家岡本ビル２Ｆ

牛角　平岸店 北海道 北海道札幌市豊平区平岸二条７－１－１５　第２豊水ビル１Ｆ

牛角　宮の沢店 北海道 北海道札幌市西区発寒六条９－１－１０　ペルル宮の沢１Ｆ

牛角　すすきの店 北海道 北海道札幌市中央区南四条西３－１－１　第３グリーンビル　Ｂ１Ｆ

牛角　札幌元町店 北海道 北海道札幌市東区北二十三条東２１－２－５　

牛角　岩見沢店 北海道 北海道岩見沢市四条西１－１－１　

牛角　野幌店 北海道 北海道江別市野幌松並町９－１　

牛角　旭川春光ドン・キホーテ店 北海道 北海道旭川市春光１条８－１－６５　ＭＥＧＡドン・キホーテ旭川店１Ｆ

牛角　旭川パワーズ店 北海道 北海道旭川市永山１２条３－１２２－５９　ウエスタンパワーズ２Ｆ

牛角　釧路昭和店 北海道 北海道釧路市昭和中央３－４４　

■　青森県

店舗名 都道府県 住所

牛角　青森店 青森県 青森県青森市本町２－４－１０　田沼ビル１Ｆ

牛角　青森中央インター店 青森県 青森県青森市浜田１－１－９　

牛角　八戸ゆりの木通り店 青森県 青森県八戸市鷹匠小路１０　ゆりの木ボウル１Ｆ

牛角　三沢店 青森県 青森県三沢市大町２－８－１　

牛角　十和田店 青森県 青森県十和田市穂並町１２－５６　

牛角　弘前店 青森県 青森県弘前市南大町１－１－１　

■　岩手県

店舗名 都道府県 住所

牛角　盛岡北店 岩手県 岩手県盛岡市月が丘１－３０－５３　

牛角　北上店 岩手県 岩手県北上市さくら通り２－１０－４５　

■　宮城県

店舗名 都道府県 住所

牛角　国分町店 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町４－４－２０　お里寿司ビル２・３Ｆ

牛角　名取店 宮城県 宮城県名取市美田園６－１－１　

牛角　仙台松森店 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字関場５－２　

牛角　富谷店 宮城県 宮城県黒川郡富谷町大清水２－２２－１　

牛角　仙台富沢店 宮城県 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北７２－１　（５３Ｂ－５１Ｌ）Ｆ－１

牛角　アクロスプラザ幸町店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区大梶１１－２　

牛角　多賀城店 宮城県 宮城県多賀城市町前１－４－２　

牛角　石巻店 宮城県 宮城県石巻市大街道西１－６－２５　

牛角　佐沼店 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字南佐沼１－５－１０　

牛角　気仙沼店 宮城県 宮城県気仙沼市中みなと町１０－１２　

牛角　大河原店 宮城県 宮城県柴田郡大河原町新東２１－１６　

牛角　岩沼店 宮城県 宮城県岩沼市たけくま２－５－６　

牛角　古川店 宮城県 宮城県大崎市古川駅東１－５－１８　

■　秋田県

店舗名 都道府県 住所

牛角　泉北秋田店 秋田県 秋田県秋田市泉北２－３－１７　

牛角　横手店 秋田県 秋田県横手市安田字向田１７４－１　

牛角　大曲店 秋田県 秋田県大仙市東川字屋敷後１４４　

牛角　由利本荘店 秋田県 秋田県由利本荘市一番堰１９４－１　

牛角　能代店 秋田県 秋田県能代市芝童森７－９　

牛角　大館店 秋田県 秋田県大館市大町９１－１　



■　山形県

店舗名 都道府県 住所

牛角　山形東原店 山形県 山形県山形市東原町２－２－２６　

牛角　山形桧町店 山形県 山形県山形市桧町２－３－２０　

牛角　山形桜田店 山形県 山形県山形市桜田東１－１－１　

牛角　ヨネザワ金池店 山形県 山形県米沢市金池７－８－１３　

牛角　天童店 山形県 山形県天童市糠塚１－１２－８　

■　福島県

店舗名 都道府県 住所

牛角　福島鎌田店 福島県 福島県福島市鎌田字下釜１１－２　

牛角　南福島店 福島県 福島県福島市黒岩字堂ノ後７８　

牛角　白河店 福島県 福島県白河市字昭和町１６５－１　

牛角　郡山安積店 福島県 福島県郡山市安積２－３４７　

牛角　郡山なかまち夢通り店 福島県 福島県郡山市中町１１－２　ロンデン中町ビル１Ｆ

牛角　郡山朝日店 福島県 福島県郡山市桑野３－１５７－５　

牛角　会津若松店 福島県 福島県会津若松市桧町１－５０　

牛角　いわき店 福島県 福島県いわき市平字三倉６３－６　

牛角　いわき小名浜店 福島県 福島県いわき市小名浜岡小名字反町３－２　

■　茨城県

店舗名 都道府県 住所

牛角　つちうら店 茨城県 茨城県土浦市中村西根１９８８－５　

牛角　筑波学園北店 茨城県 茨城県つくば市大曽根３８３８－４　

牛角　龍ヶ崎店 茨城県 茨城県龍ケ崎市寺後３４７１－８　

牛角　守谷店 茨城県 茨城県守谷市立沢２０５９－７　

牛角　つくばテクノパーク桜店 茨城県 茨城県つくば市柴崎１６－４　

牛角　古河店 茨城県 茨城県古河市上辺見２３００　

牛角　けやき台店 茨城県 茨城県水戸市酒門町３２８１－６　

牛角　水戸渡里店 茨城県 茨城県水戸市渡里町２６９３－１　

牛角　那珂町店 茨城県 茨城県那珂市菅谷２２８０　

牛角　河和田店 茨城県 茨城県水戸市河和田町３８４５－２　

牛角　ひたちなか店 茨城県 茨城県ひたちなか市東石川３１５１－１　

牛角　神栖店 茨城県 茨城県神栖市大野原４－４７４－２０　

牛角　日立多賀店 茨城県 茨城県日立市多賀町５－７－７　

■　栃木県

店舗名 都道府県 住所

牛角　宇都宮中央店 栃木県 栃木県宇都宮市本町１３－１７　Ｔレックスビル２Ｆ

牛角　競輪場通り店 栃木県 栃木県宇都宮市戸祭町２０９３－２　

牛角　宇都宮鶴田店 栃木県 栃木県宇都宮市鶴田町３４１１－３　

牛角　宇都宮インターパーク店 栃木県 栃木県宇都宮市インターパーク４－１－２　

牛角　簗瀬店 栃木県 栃木県宇都宮市簗瀬町１５２７－１　

牛角　真岡店 栃木県 栃木県真岡市上高間木３－２－６　

牛角　鹿沼店 栃木県 栃木県鹿沼市貝島町４４９－１　

牛角　小山店 栃木県 栃木県小山市西城南１－３５－１４　

牛角　大田原店 栃木県 栃木県大田原市本町１－２６９１－１　

牛角　黒磯店 栃木県 栃木県那須塩原市末広町５２－３－２　

牛角　足利店 栃木県 栃木県足利市朝倉町４３８　

牛角　佐野店 栃木県 栃木県佐野市富岡町３４１　

牛角　栃木店 栃木県 栃木県栃木市平柳町２－１６－１０　

牛角　自治医大店 栃木県 栃木県下野市緑１－９－８　

■　群馬県

店舗名 都道府県 住所

牛角　高崎問屋町店 群馬県 群馬県高崎市問屋町２－３－４　

牛角　大泉Ｒ３５４店 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町坂田２７３　

牛角　前橋岩神店 群馬県 群馬県前橋市岩神町４－３－５　

牛角　伊勢崎韮塚店 群馬県 群馬県伊勢崎市韮塚町１２１６－１　

牛角　館林店 群馬県 群馬県館林市富士原町９４０－１　

牛角　渋川店 群馬県 群馬県渋川市行幸田３２３－４　

■　埼玉県

店舗名 都道府県 住所

牛角　浦和店 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１０－７　尾張屋第一ビル３F

牛角　大宮東口店 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－２８　あじせんビル２Ｆ

牛角　川口店 埼玉県 埼玉県川口市栄町３－５－１５　２Ｆ



牛角　西川口店 埼玉県 埼玉県川口市並木２－２－５　第２星野ビル１Ｆ

牛角　東川口店 埼玉県 埼玉県川口市戸塚２－２８－９　

牛角　川口芝店 埼玉県 埼玉県川口市芝高木１－１３－４３　

牛角　蕨店 埼玉県 埼玉県蕨市中央１－２９－１　丸三ビル２Ｆ

牛角　戸田店 埼玉県 埼玉県戸田市新曽６６２　T-FRONTE　１Ｆ

牛角　武蔵浦和店 埼玉県 埼玉県さいたま市南区沼影１－６－２７　メゾンドさくら１Ｆ

牛角　さいたま東大宮店 埼玉県 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－６－１２　

牛角　岩槻店 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区上野１－２１－８　

牛角　八潮店 埼玉県 埼玉県八潮市西袋１３４３－１　

牛角　吉川店 埼玉県 埼玉県吉川市高富１－１３－３　

牛角　越谷店 埼玉県 埼玉県越谷市花田１－１２－１　

牛角　南越谷店 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷１－１３－７　南越谷ハローマート２Ｆ

牛角　春日部小渕店 埼玉県 埼玉県春日部市小渕２１５－１　

牛角　久喜店 埼玉県 埼玉県久喜市本町７－５－３７　

牛角　フォレオ菖蒲店 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００６－１　

牛角　加須店 埼玉県 埼玉県加須市久下５－２１－９　

牛角　川越クレアモール店 埼玉県 埼玉県川越市新富町２－１２－８　榎本ビル４Ｆ

牛角　坂戸店 埼玉県 埼玉県坂戸市伊豆の山町３－３　

牛角　川越霞ヶ関店 埼玉県 埼玉県川越市霞ケ関東１－７－２　

牛角　川越岸町店 埼玉県 埼玉県川越市岸町２－９－４　

牛角　狭山店 埼玉県 埼玉県狭山市広瀬東３－１７－１０　

牛角　鶴ヶ島店 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市富士見１－１０－９　

牛角　朝霞店 埼玉県 埼玉県朝霞市仲町１－１１－４８　蕪木ビル１Ｆ

牛角　みはら店 埼玉県 埼玉県朝霞市三原５－１１－１６　

牛角　朝霞台店 埼玉県 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１８　ロジエ朝霞台１Ｆ

牛角　和光市南口店 埼玉県 埼玉県和光市丸山台１－４－４　１Ｆ

牛角　新座畑中店 埼玉県 埼玉県新座市畑中１－１５－３７　

牛角　みずほ台店 埼玉県 埼玉県富士見市東みずほ台２－５－３　

牛角　ふじみ野店 埼玉県 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－１－４１　

牛角　飯能店 埼玉県 埼玉県飯能市東町３３－５　

牛角　入間武蔵藤沢店 埼玉県 埼玉県入間市下藤沢７６２－１１　

牛角　新所沢店 埼玉県 埼玉県所沢市北所沢町２２６２－１　

牛角　所沢店 埼玉県 埼玉県所沢市日吉町８－３　三上ビル１Ｆ

牛角　熊谷店 埼玉県 埼玉県熊谷市肥塚３－４－７　

牛角　籠原店 埼玉県 埼玉県熊谷市拾六間７６３－１　フェスティバルガーデンカゴハラ

牛角　上尾店 埼玉県 埼玉県上尾市谷津２－１－５０　上尾協和ビル１Ｆ

牛角　上尾浅間台店 埼玉県 埼玉県上尾市浅間台１－２１－１０　

牛角　北本店 埼玉県 埼玉県北本市東間１－２３－１　ハリカビル１Ｆ

牛角　本庄南大通り店 埼玉県 埼玉県本庄市緑１－３－３　

牛角　秩父店 埼玉県 埼玉県秩父市上野町１３－９　２Ｆ

■　千葉県

店舗名 都道府県 住所

牛角　東千葉店 千葉県 千葉県千葉市中央区祐光４－１８　

牛角　千葉プライム８店 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見２－９－２　千葉プライム８　６Ｆ

牛角　西千葉店 千葉県 千葉県千葉市中央区春日２－２５－４　三央第一ビル１Ｆ

牛角　花見川店 千葉県 千葉県千葉市花見川区花島町４８１－３　

牛角　宮野木店 千葉県 千葉県千葉市稲毛区園生町２３７－７　

牛角　おゆみ野店 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央７－３０－７　

牛角　北小金店 千葉県 千葉県松戸市東平賀３８１－１　

牛角　新松戸店 千葉県 千葉県松戸市新松戸２－２７　小野村ビル １Ｆ

牛角　我孫子６国店 千葉県 千葉県我孫子市並木６－１３－１２　

牛角　千葉ＮＴ南店 千葉県 千葉県印西市中央南２－５　

牛角　白井店 千葉県 千葉県白井市冨士１５３－１　

牛角　八柱店 千葉県 千葉県松戸市日暮２－６－１　清水ビル１Ｆ

牛角　松戸二十世紀が丘店 千葉県 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町８４　

牛角　松戸アネックス店 千葉県 千葉県松戸市本町２０－１３　東進ビル２Ｆ

牛角　市川鬼高店 千葉県 千葉県市川市鬼高３－２８－１６　市川ショッピングプラザ２F

牛角　本八幡店 千葉県 千葉県市川市南八幡４－５－２０　エムワイビル１Ｆ

牛角　市川店 千葉県 千葉県市川市市川１－４－１７　アクティオーレ市川３Ｆ

牛角　妙典店 千葉県 千葉県市川市富浜２－６－１　

牛角　市川大野店 千葉県 千葉県市川市下貝塚３－８－１８　

牛角　船橋店 千葉県 千葉県船橋市本町３－２－１　京葉ジュン企画ビル２Ｆ

牛角　西船橋店 千葉県 千葉県船橋市西船４－１４－１２　木村建設工業ビル２Ｆ

牛角　鎌ヶ谷店 千葉県 千葉県鎌ケ谷市初富本町２－１０－１８　

牛角　北習志野店 千葉県 千葉県船橋市習志野台２－４－１２　YUKIWO BUILDING ２Ｆ

牛角　京成大久保店 千葉県 千葉県習志野市大久保１－２３－１７　花園ビル２Ｆ



牛角　津田沼店 千葉県 千葉県習志野市津田沼１－１１－１６　榊原ビル１Ｆ

牛角　津田沼駅前通り店 千葉県 千葉県習志野市津田沼１－２－１　十三ビル４Ｆ

牛角　柏店 千葉県 千葉県柏市柏２－８－１５　第２関口ビル１Ｆ

牛角　柏青葉台店 千葉県 千葉県柏市青葉台１－２７－１３　

牛角　柏若柴店 千葉県 千葉県柏市松葉町７－３７－６　

牛角　柏豊四季店 千葉県 千葉県柏市新富町２－１８－１８　

牛角　イオンタウン野田店 千葉県 千葉県野田市七光台４－２　イオンタウン野田七光台M棟

牛角　浦安店 千葉県 千葉県浦安市北栄１－１６－３０　浦安小徳ビル１Ｆ

牛角　イオン新浦安店 千葉県 千葉県浦安市入船１－４－１　イオン新浦安４Ｆ

牛角　東金店 千葉県 千葉県東金市東金５４９－１　

牛角　四街道店 千葉県 千葉県四街道市大日８０－２　

牛角　ユーカリが丘店 千葉県 千葉県佐倉市上座５２３－２　

牛角　ヒューマックス成田店 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋８０　

牛角　佐原店 千葉県 千葉県香取市佐原イ４１５１－１　

牛角　銚子店 千葉県 千葉県銚子市松岸町３－３３５－１　

牛角　八街店 千葉県 千葉県八街市八街ほ３３－２３　

牛角　市原五井店 千葉県 千葉県市原市五井東３－６－１　

牛角　市原国分寺台店 千葉県 千葉県市原市東国分寺台５－８－８　

牛角　木更津店 千葉県 千葉県木更津市文京２－４－５　夢遇館Ⅱ２Ｆ

牛角　館山店 千葉県 千葉県館山市北条１５３７－４　

牛角　鴨川店 千葉県 千葉県鴨川市横渚１０５２－１　

牛角　茂原店 千葉県 千葉県茂原市長尾２５００－１　

牛角　袖ヶ浦店 千葉県 千葉県袖ケ浦市蔵波台５－１９－１　

牛角　君津店 千葉県 千葉県君津市南子安３－２６－１５　

■　東京都

店舗名 都道府県 住所

牛角　秋葉原電気街口店 東京都 東京都千代田区外神田１－１５－９　ＡＫビルディング８F

牛角　秋葉原３ｒｄ店 東京都 東京都千代田区外神田１－１５－１８　奥山ビル７Ｆ

牛角　秋葉原昭和通り口店 東京都 東京都千代田区神田佐久間町１－２４　ＧＡＴＯ秋葉原７Ｆ

牛角　神保町店 東京都 東京都千代田区神田神保町１－２　アイピー第一ビル４Ｆ

牛角　水道橋店 東京都 東京都千代田区神田三崎町２－９－５　山下ビル２Ｆ

牛角　飯田橋西口駅前店 東京都 東京都千代田区富士見２－１１－１０　ＬＥＯ飯田橋ビルディング４Ｆ

牛角　飯田橋店 東京都 東京都千代田区飯田橋４－７－８　第２山商ビル１・２Ｆ

牛角　八重洲店 東京都 東京都中央区八重洲１－７－１０　八重洲ＹＫビル５Ｆ

牛角　八丁堀八重洲通り店 東京都 東京都中央区八丁堀２－１４－４　ヤブ原ビル２Ｆ

牛角　新橋店 東京都 東京都港区新橋３－１５－３　ＴＫＫ第２新橋ビル２Ｆ

牛角　浜松町店 東京都 東京都港区芝大門２－１－２　山口ビル２・３Ｆ

牛角　赤坂店 東京都 東京都港区赤坂３－１２－１１　セントラル赤坂ビル２Ｆ

牛角　田町芝浦店 東京都 東京都港区芝浦３－１２－２　やまとビル６Ｆ

牛角　泉岳寺駅前店 東京都 東京都港区高輪２－１９－２０　財界二世学院ビル４Ｆ

牛角　品川店 東京都 東京都港区港南２－２－１　ミナトビル５Ｆ

牛角　上野店 東京都 東京都台東区上野６－１３－５　小埜ビル２Ｆ

牛角　三ノ輪店 東京都 東京都台東区三ノ輪１－２１－５　鳥市ビル１Ｆ

牛角　浅草店 東京都 東京都台東区浅草１－３２－１１　九十一ビルＢ１Ｆ

牛角　浅草国際通り店 東京都 東京都台東区西浅草２－１３－９　ＭＣビル２Ｆ

牛角　白山店 東京都 東京都文京区白山５－３６－１４　白山下中央ビル１Ｆ

牛角　上野広小路店 東京都 東京都文京区湯島３－３９－１１　ライワビル６Ｆ

牛角　東十条店 東京都 東京都北区東十条４－５－５　コスモプラザＨＩＮＯ１Ｆ

牛角　王子店 東京都 東京都北区王子１－６－６　栗生ハイツ２Ｆ

牛角　赤羽店 東京都 東京都北区赤羽１－２１－３　メゾン・ド・ジュエル１Ｆ

牛角　日暮里店 東京都 東京都荒川区東日暮里５－５１－７　日暮里宝島ビル２Ｆ

牛角　綾瀬店 東京都 東京都足立区綾瀬３－３－２　第一星ビル２F

牛角　綾瀬リエッタ店 東京都 東京都足立区綾瀬３－１－１６　M-av綾瀬リエッタ１Ｆ

牛角　北千住駅前店 東京都 東京都足立区千住２－６１　ビックリヤ北千住西口ビル２Ｆ

牛角　北千住店 東京都 東京都足立区千住２－３９　ＴＣＣビル１Ｆ

牛角　保木間店 東京都 東京都足立区保木間２－２４－３　

牛角　青砥店 東京都 東京都葛飾区立石６－３０－８　サンリブ青砥２Ｆ

牛角　新小岩駅前店 東京都 東京都葛飾区新小岩１－４４－２　西友クッターナ新小岩８Ｆ

牛角　高砂店 東京都 東京都葛飾区高砂５－４２－１　さくらビル１Ｆ

牛角　亀有南口店 東京都 東京都葛飾区亀有３－３２－１３　HF７第一ビル

牛角　錦糸町テルミナ店 東京都 東京都墨田区江東橋２－１９－１　テルミナウエストウイング４Ｆ

牛角　江戸川大杉店 東京都 東京都江戸川区大杉２－１６－１３　

牛角　一之江店 東京都 東京都江戸川区一之江３－１－１７　レイモンドビル２Ｆ

牛角　小岩店 東京都 東京都江戸川区西小岩１－１９－２６　真田ビル１Ｆ

牛角　葛西店 東京都 東京都江戸川区中葛西３－３６－７　アセンズシティ２Ｆ

牛角　西葛西店 東京都 東京都江戸川区西葛西６－１６－１　ＴＩＰ’Ｓ西葛西ビルＢ１Ｆ



牛角　船堀店 東京都 東京都江戸川区船堀３－７－１３　ウ゛ァンテアンビル２Ｆ

牛角　住吉店 東京都 東京都江東区住吉１－１２－１２　シャトースミヨシ１Ｆ

牛角　森下店 東京都 東京都江東区森下１－１１－５　コーポカネコ１Ｆ

牛角　木場店 東京都 東京都江東区東陽３－３－９　第４富士ビル２Ｆ

牛角　東陽町店 東京都 東京都江東区東陽５－３０－１５　ツカハラビル２Ｆ

牛角　門前仲町店 東京都 東京都江東区富岡１－６－１　ＥＭＩＳＩＡ門前仲町３Ｆ

牛角　亀戸店 東京都 東京都江東区亀戸５－５－１３　リコービル１Ｆ

牛角　天王洲アイル店 東京都 東京都品川区東品川２－２－２０　郵船ビル１Ｆ

牛角　大井町店 東京都 東京都品川区東大井５－４－１４　前川ビル１Ｆ

牛角　五反田店 東京都 東京都品川区東五反田２－２－２　松楽ビル２Ｆ

牛角　旗の台店 東京都 東京都品川区旗の台３－１２－３　Ｊ．ＢＯＸビルＢ１Ｆ

牛角　大森店 東京都 東京都大田区大森北１－３－７　サファイア北ビル１Ｆ

牛角　大森２号店 東京都 東京都大田区山王２－２－７　八景坂ビル２Ｆ

牛角　蒲田店 東京都 東京都大田区西蒲田７－６１－７　巽ビル２Ｆ

牛角　大岡山店 東京都 東京都大田区北千束１－５１－６　ＰＳ大岡山ビル２Ｆ

牛角　池上店 東京都 東京都大田区池上６－１－３　三信池上ビル２Ｆ

牛角　原宿店 東京都 東京都渋谷区神宮前１－１３－２１　シャンゼール原宿１号館３Ｆ

牛角　初台店 東京都 東京都渋谷区本町１－２－３　松海ビル２Ｆ

牛角　笹塚店 東京都 東京都渋谷区笹塚１－３０－１１　中村ビルＢ１Ｆ

牛角　自由が丘店 東京都 東京都目黒区自由が丘２－１７－８　カームヒルズ自由が丘Ｂ１Ｆ

牛角　池尻大橋店 東京都 東京都目黒区東山３－１５－２　ソナー第二ビル１Ｆ

牛角　駒澤大学前店 東京都 東京都世田谷区駒沢１－２０－４　駒沢カドビル２Ｆ

牛角　梅ヶ丘店 東京都 東京都世田谷区梅丘１－２１－４　采田ビル１Ｆ

牛角　三軒茶屋店 東京都 東京都世田谷区三軒茶屋１－３３－１９　ケイオーハロービル１Ｆ

牛角　下北沢北口店 東京都 東京都世田谷区北沢２－２５－１３　カザマビル２Ｆ

牛角　明大前店 東京都 東京都世田谷区松原１－３６－９　第二ＭＫビルＢ１Ｆ

牛角　下高井戸店 東京都 東京都世田谷区赤堤４－４８－１０　雪華堂ビル２Ｆ

牛角　成城学園前店 東京都 東京都世田谷区成城６－１４－３　成城建物３Ｆ

牛角　祖師谷大蔵店 東京都 東京都世田谷区砧８－８－２１　松澤ビルＢ１Ｆ

牛角　用賀店 東京都 東京都世田谷区用賀４－１３－２　メゾンドシルベスト１Ｆ

牛角　歌舞伎町店 東京都 東京都新宿区歌舞伎町１－２１－２　伊藤ビルＢ１Ｆ

牛角　新宿東口店 東京都 東京都新宿区新宿３－２０－８　ＷａＭａｌｌ８Ｆ

牛角　新宿西口店 東京都 東京都新宿区西新宿１－１５－８　アトラス西新宿ビル３・４・５Ｆ

牛角　西新宿店 東京都 東京都新宿区西新宿７－１１－１６　１・２Ｆ

牛角　中野南口店 東京都 東京都中野区中野２－２５－３　阿形ビル２Ｆ

牛角　中野新橋店 東京都 東京都中野区弥生町２－２６－９　カーサラネージュ２Ｆ

牛角　阿佐ヶ谷北口店 東京都 東京都杉並区阿佐谷北２－１－３　オリコ阿佐ヶ谷北ビル３Ｆ

牛角　西荻窪南口店 東京都 東京都杉並区松庵３－３８－１４　尾崎ダイヤビル１Ｆ

牛角　方南町店 東京都 東京都杉並区方南２－１３－１１　山小屋方南ビル２Ｆ

牛角　浜田山店 東京都 東京都杉並区浜田山３－３４－３　ＹＦビル１Ｆ

牛角　高田馬場店 東京都 東京都新宿区高田馬場３－２－１４　ナカムラビル１Ｆ

牛角　高田馬場早稲田通り店 東京都 東京都新宿区高田馬場１－２５－２９　高田馬場サンコールビル２Ｆ

牛角　巣鴨店 東京都 東京都豊島区巣鴨２－３－３　第二福島ビル２Ｆ

牛角　池袋サンシャイン通り店 東京都 東京都豊島区東池袋１－２１－１３　ＯＲＥ池袋６Ｆ

牛角　池袋立教通り店 東京都 東京都豊島区西池袋３－２９－１１　ファーストビル１Ｆ

牛角　池袋明治通り店 東京都 東京都豊島区南池袋１－１９－３　第５中野ビルＢ１Ｆ

牛角　板橋店 東京都 東京都板橋区板橋１－２１－８　吉原ビル１・２Ｆ

牛角　大山店 東京都 東京都板橋区大山町９－５　一ノ瀬ビル１Ｆ

牛角　志村坂上店 東京都 東京都板橋区志村１－１４－１２　内川ビル２Ｆ

牛角　高島平店 東京都 東京都板橋区高島平８－１５－１０　パレット高島平２Ｆ

牛角　成増店 東京都 東京都板橋区成増２－１７－２２　五曠第７ビル２Ｆ

牛角　練馬店 東京都 東京都練馬区練馬１－１－９　ＳＴビル１Ｆ

牛角　中村橋店 東京都 東京都練馬区中村北３－２３－５　シュウカワグチビル５Ｆ

牛角　練馬谷原店 東京都 東京都練馬区谷原２－５－１４　ソレイユ谷原１Ｆ

牛角　大泉学園店 東京都 東京都練馬区東大泉３－１９－５　泉スカイビル１Ｆ

牛角　保谷店 東京都 東京都練馬区南大泉３－３１－２２　保谷駅前ビル２Ｆ

牛角　吉祥寺公園口店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－１０　ＭＡビルＢ１Ｆ

牛角　吉祥寺北口店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２－７　吉祥寺アルファビル４Ｆ

牛角　武蔵境店 東京都 東京都武蔵野市境２－２－１９　イニシャルビル２Ｆ

牛角　三鷹牟礼店 東京都 東京都三鷹市牟礼２－１５－１　２Ｆ

牛角　調布店 東京都 東京都調布市布田１－３５－３　ダイモンビル１Ｆ

牛角　西調布キッチンコート店 東京都 東京都調布市下石原３－１１－１　キッチンコート２Ｆ

牛角　府中店 東京都 東京都府中市宮町１－９－１　フェイスビル１Ｆ

牛角　武蔵小金井店 東京都 東京都小金井市本町５－１２－１２　オークビル２Ｆ

牛角　国分寺店 東京都 東京都国分寺市本町２－１０－１　藍プラザ２Ｆ

牛角　花小金井店 東京都 東京都小平市花小金井１－１－１３　花小金井駅前ビル２Ｆ

牛角　東村山店 東京都 東京都東村山市久米川町５－３－１３　



牛角　久米川駅前店 東京都 東京都東村山市栄町２－２１－５　森田ビル２Ｆ

牛角　立川柏町店 東京都 東京都立川市柏町２－１６－３　

牛角　立川店 東京都 東京都立川市錦町１－２－４　日専連立川ビルＢ１Ｆ

牛角　八王子大和田店 東京都 東京都八王子市大和田町５－３１－２４　

牛角　八王子北口店 東京都 東京都八王子市三崎町５－１９　エフ・ワンフォーラム４Ｆ

牛角　南大沢店 東京都 東京都八王子市南大沢２－２　パオレ５Ｆ

牛角　八王子万町店 東京都 東京都八王子市万町４２－２　

牛角　西八王子店 東京都 東京都八王子市台町４－４４－１１　明野ビル１Ｆ

牛角　町田店 東京都 東京都町田市原町田４－１０－１８　ＳｉｄｅＳ１Ｆ

牛角　小田急町田北口店 東京都 東京都町田市中町１－２－３　新光中町ビル２Ｆ

牛角　町田木曽町店 東京都 東京都町田市木曽東４－１－８　

牛角　町田鶴川店 東京都 東京都町田市大蔵町３３７　

牛角　福生店 東京都 東京都福生市北田園１－２０－１　

牛角　あきる野店 東京都 東京都あきる野市秋川１－１５－６　

牛角　青梅店 東京都 東京都青梅市東青梅５－１３－２　

牛角　狛江店 東京都 東京都狛江市東和泉１－１９－７　細井ビル１Ｆ

牛角　秋津店 東京都 東京都清瀬市野塩５－２９８－５　キッコーマス５ビル２Ｆ

牛角　聖蹟桜ヶ丘店 東京都 東京都多摩市関戸２－３９－２　エトワールビル　２F

牛角　京王永山店 東京都 東京都多摩市永山１－５　ベルブ永山２０２

牛角　多摩センター店 東京都 東京都多摩市落合１－１１－３　おちあい横丁１０２号

牛角　武蔵村山店 東京都 東京都武蔵村山市学園３－１０２　マンション田島１Ｆ

■　神奈川県

店舗名 都道府県 住所

牛角　川崎店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区砂子２－４－１９　富永ビル２Ｆ

牛角　京急川崎駅前店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１０－５　クリエ川崎ビル３F

牛角　武蔵中原店 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上小田中６－２１－５　ステーションプラザタツヤ２Ｆ

牛角　武蔵小杉店 神奈川県 神奈川県川崎市中原区小杉町３－６９－１　今井ビル２Ｆ

牛角　ミューザ川崎店 神奈川県 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０－１５１　

牛角　溝の口店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口２－６－３２　ベルファースト１Ｆ

牛角　高津店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口４－６－１７　ファミール高津１Ｆ

牛角　向ヶ丘遊園店 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸２１３８　第１稲田ビル２Ｆ

牛角　生田店 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区生田６－５－１　やおひでビル１Ｆ

牛角　新百合ヶ丘店 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１７－１　小田急アコルデ新百合ヶ丘北館２Ｆ

牛角　若葉台店 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６　京王リトナード若葉台２Ｆ

牛角　鷺沼店 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－１－２７　ヘロンビル１Ｆ

牛角　横浜北幸店 神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸２－２－６　サンクス２Ｆ

牛角　横浜ムービル店 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸２－１－２２　相鉄南幸第２ビル１Ｆ

牛角　白楽店 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区白幡町２－３　

牛角　横浜鶴屋町店 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－１６－６　レスポアール２９５ビル２F

牛角　樽町店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区樽町３－２－２８　ライフガーデン綱島Ｂ棟１Ｆ

牛角　菊名店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区菊名６－１－７　鈴木ビル３Ｆ

牛角　新横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区篠原町２８６５　新横浜ビル１Ｆ

牛角　綱島店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区綱島西１－１４－５　ジョイビル１Ｆ

牛角　日吉店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１９－１７　ちのせビル２Ｆ

牛角　港北ニュータウンセンター南店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１－４８　

牛角　元石川店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区元石川町５４２２－１３　

牛角　鴨居店 神奈川県 神奈川県横浜市緑区鴨居１－９－５　１・２Ｆ

牛角　中山店 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山町３０１－６　

牛角　青葉台店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－６－２　山下ビル２Ｆ

牛角　鶴見店 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－５－５　サマディワン１Ｆ

牛角　つるみ西口店 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町８－２０　諸岡ビル２Ｆ

牛角　横浜関内店 神奈川県 神奈川県横浜市中区真砂町３－３２　ステーツサイドビル１Ｆ

牛角　伊勢佐木モール店 神奈川県 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－６－５　亀楽ビルＢ１Ｆ

牛角　上大岡西口店 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１０－９　桂ビル３Ｆ

牛角　洋光台店 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１－３６　ヤヒロビル１Ｆ

牛角　追浜店 神奈川県 神奈川県横須賀市追浜本町１－３９　

牛角　横須賀中央店 神奈川県 神奈川県横須賀市若松町１－４　味ビル２Ｆ

牛角　久里浜佐原店 神奈川県 神奈川県横須賀市佐原５－２－１１　グリーンランド別館１Ｆ

牛角　鶴ヶ峰店 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－１２－３　寺内ビル２Ｆ

牛角　南本宿店 神奈川県 神奈川県横浜市旭区南本宿町３５－５　ファミリーハイツ南本宿１Ｆ

牛角　大和店 神奈川県 神奈川県大和市大和南１－２－９　

牛角　本厚木店 神奈川県 神奈川県厚木市中町３－３－２０　ビクトリアビル１Ｆ

牛角　海老名店 神奈川県 神奈川県海老名市中央３－２－４８　スクエアービル２F

牛角　厚木妻田店 神奈川県 神奈川県厚木市妻田北３－１－２　

牛角　東戸塚店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４８－１　日栄ビル２Ｆ

牛角　立場店 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉中央北３－６－１　



牛角　瀬谷店 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸２－２８－８　

牛角　大船店 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船１－６－５　第４５東京ビル２Ｆ

牛角　逗子店 神奈川県 神奈川県逗子市逗子５－２－４８　キングプラザ２Ｆ

牛角　小田原店 神奈川県 神奈川県小田原市栄町１－４－９　尾崎ビル１Ｆ

牛角　藤沢柄沢店 神奈川県 神奈川県藤沢市柄沢３１９－１　

牛角　辻堂店 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台２－４－３９　１Ｆ

牛角　藤沢店 神奈川県 神奈川県藤沢市南藤沢２－１－２　藤沢プライム１Ｆ

牛角　相模原淵野辺店 神奈川県 神奈川県相模原市中央区高根２－１－３　

牛角　相模原店 神奈川県 神奈川県相模原市中央区相模原３－２－３　坂本ビル２Ｆ

牛角　相模大野店 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野３－１２－６　VIA2F

牛角　湘南台店 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台２－２－５　相鉄湘南台ビル２F

牛角　藤沢石川店 神奈川県 神奈川県藤沢市石川１－１５－１６　

牛角　綾瀬深谷店 神奈川県 神奈川県綾瀬市深谷４１４２－１　

牛角　茅ヶ崎高田店 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市高田４－２２－１　

牛角　平塚四之宮店 神奈川県 神奈川県平塚市四之宮２－６－２１　

牛角　平塚店 神奈川県 神奈川県平塚市紅谷町１６－４　ダイレクトパーク１Ｆ

牛角　平塚旭店 神奈川県 神奈川県平塚市根坂間２１４－１　

牛角　鴨宮店 神奈川県 神奈川県小田原市前川１２０　シティモールクレッセ

牛角　秦野店 神奈川県 神奈川県秦野市平沢３８２－３　

牛角　足柄開成町店 神奈川県 神奈川県足柄上郡開成町宮台２４０－１　

牛角　伊勢原店 神奈川県 神奈川県伊勢原市桜台３－６－６　

■　新潟県

店舗名 都道府県 住所

牛角　長岡店 新潟県 新潟県長岡市古正寺３－１１３　

牛角　直江津店 新潟県 新潟県上越市下門前８１０　

牛角　高田店 新潟県 新潟県上越市東本町３－１－３８　

牛角　柏崎店 新潟県 新潟県柏崎市日吉町２－４６　

牛角　赤道店 新潟県 新潟県新潟市東区上王瀬町２－５６　

牛角　米山店 新潟県 新潟県新潟市中央区米山６－１８０－１　

牛角　黒埼店 新潟県 新潟県新潟市西区山田８４　

牛角　佐和田店 新潟県 新潟県佐渡市窪田６－２　佐渡セントラルタウン内

牛角　新発田店 新潟県 新潟県新発田市富塚町２－１９－４　

牛角　燕三条店 新潟県 新潟県燕市井土巻２－２６２　

■　富山県

店舗名 都道府県 住所

牛角　上飯野店 富山県 富山県富山市上飯野４１－１５　

牛角　高岡駅南店 富山県 富山県高岡市東上関３０６－１　

牛角　高岡店 富山県 富山県高岡市あわら町７－１　

牛角　小杉店 富山県 富山県射水市戸破１６５５－２　

牛角　布瀬けやき通り店 富山県 富山県富山市布瀬町南１－５－７　

■　福井県

店舗名 都道府県 住所

牛角　大和田店 福井県 福井県福井市大和田町６０－１０　

牛角　敦賀店 福井県 福井県敦賀市木崎４号１２ー１　

牛角　鯖江店 福井県 福井県鯖江市神中町２－９－２４　

牛角　羽水店 福井県 福井県福井市羽水１－６０７－１　

■　山梨県

店舗名 都道府県 住所

牛角　甲府店 山梨県 山梨県甲府市上石田３－１０－８　

牛角　響が丘店 山梨県 山梨県甲斐市龍地３５７１－１　

牛角　甲府平和通り店 山梨県 山梨県甲府市住吉２－６－１７　

牛角　河口湖店 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６８１８－１　

牛角　都留店 山梨県 山梨県都留市田原２－９７８－４　

牛角　塩山店 山梨県 山梨県甲州市塩山下塩後８９９－１　

牛角　石和店 山梨県 山梨県笛吹市石和町広瀬１１９５－６２　

牛角　田富リバーサイド店 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町河西１２３３－３　

■　長野県

店舗名 都道府県 住所

牛角　長野石堂店 長野県 長野県長野市北石堂町１４１２－１　夏目ビル１Ｆ

牛角　稲葉バイパス店 長野県 長野県長野市稲葉中千田２１１５－１　２Ｆ

牛角　須坂店 長野県 長野県須坂市高畑町１０８６　

牛角　信州中野店 長野県 長野県中野市吉田１２－７　



牛角　小諸店 長野県 長野県小諸市御影新田２２１８　

牛角　佐久平店 長野県 長野県佐久市岩村田１４８９－１　

牛角　国分店 長野県 長野県上田市国分１２４８－５　

牛角　上田原店 長野県 長野県上田市神畑２６２－１　

牛角　アグリしののい店 長野県 長野県長野市篠ノ井布施五明３２０４　

牛角　軽井沢店 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１０５７－５０　

牛角　松本中央店 長野県 長野県松本市中央２－１－２４　五幸本町ビル１Ｆ

牛角　高宮店 長野県 長野県松本市高宮東１－３７　

牛角　諏訪インター店 長野県 長野県茅野市ちの上原２６６－１　

牛角　岡谷店 長野県 長野県岡谷市塚間町２－１－１７　ライフガーデン岡谷内

牛角　飯田店 長野県 長野県飯田市座光寺３７９５－１　

牛角　伊那店 長野県 長野県伊那市坂下区入舟町３３３０－１　尾張屋ビル２Ｆ

牛角　塩尻店 長野県 長野県塩尻市広丘吉田字道西６４２－２５　

牛角　豊科店 長野県 長野県安曇野市豊科４２７２－１０　

■　岐阜県

店舗名 都道府県 住所

牛角　大垣店 岐阜県 岐阜県大垣市安井町３－１４－１　

■　静岡県

店舗名 都道府県 住所

牛角　沼津西店 静岡県 静岡県沼津市東椎路４９６－１　

牛角　三島北店 静岡県 静岡県三島市萩３９　

牛角　三島南店 静岡県 静岡県三島市青木２７８－１　

牛角　富士吉原店 静岡県 静岡県富士市浅間本町１－４９　

牛角　ひばりが丘店 静岡県 静岡県富士宮市ひばりが丘２１９－１　

牛角　富士久沢店 静岡県 静岡県富士市久沢２２０－３　

牛角　静岡中央店 静岡県 静岡県静岡市葵区御幸町９－２　大吉野ビル２Ｆ

牛角　静岡SBS通り店 静岡県 静岡県静岡市駿河区中田本町１７－１２　

牛角　清水店 静岡県 静岡県静岡市清水区真砂町５－２　シャレーム清水１Ｆ

牛角　草薙店 静岡県 静岡県静岡市清水区草薙１－２－２４　中村ビル２Ｆ

牛角　焼津店 静岡県 静岡県焼津市西小川２－５－１　

牛角　藤枝青島店 静岡県 静岡県藤枝市上青島４４４　

牛角　浜松モール街店 静岡県 静岡県浜松市中区千歳町７２－１　明治屋ビル１Ｆ

牛角　湖西店 静岡県 静岡県湖西市鷲津５１９８　

牛角　浜松有玉店 静岡県 静岡県浜松市東区有玉北町７６０－１　

牛角　入野店 静岡県 静岡県浜松市西区入野町６３９３　

牛角　初生店 静岡県 静岡県浜松市北区初生町１１５２－２３　

牛角　和合店 静岡県 静岡県浜松市中区和合町１９３－８　

牛角　市野店 静岡県 静岡県浜松市東区天王町１９８１－２９　

牛角　掛川店 静岡県 静岡県掛川市上西郷５１８－１　C棟

牛角　袋井店 静岡県 静岡県袋井市堀越３－１９－１３　成都袋井ビル１Ｆ

牛角　磐田店 静岡県 静岡県磐田市鳥之瀬８２　

牛角　菊川店 静岡県 静岡県菊川市本所１５１０－１　

■　愛知県

店舗名 都道府県 住所

牛角　豊橋二川店 愛知県 愛知県豊橋市大岩町字岩田２３－１　

牛角　岡崎羽根店 愛知県 愛知県岡崎市羽根北町２－５－５　

牛角　西尾店 愛知県 愛知県西尾市寄住町柴草３－１　

牛角　八熊通店 愛知県 愛知県名古屋市中川区八熊３－１７－３　サンメゾン八熊１F

牛角　滝ノ水店 愛知県 愛知県名古屋市緑区篠の風１－１４２１　

牛角　今池店 愛知県 愛知県名古屋市千種区今池１－９－６　ワイドパークビル１Ｆ

牛角　藤が丘駅前店 愛知県 愛知県名古屋市名東区藤見が丘２０－１　レインボーパーキングビル１Ｆ

牛角　天白原店 愛知県 愛知県名古屋市天白区原１－２３１５　

牛角　野並店 愛知県 愛知県名古屋市天白区野並２－２５１　

牛角　和合１５３広場店 愛知県 愛知県愛知郡東郷町和合牛廻間４１－７　

牛角　半田店 愛知県 愛知県半田市南二ツ坂町１－６－２６　

牛角　春日井店 愛知県 愛知県春日井市南下原町６－１８－１０　

牛角　尾張旭三郷店 愛知県 愛知県尾張旭市南原山町赤土３２４　

牛角　一宮店 愛知県 愛知県一宮市末広２－５－２１　

牛角　津島店 愛知県 愛知県津島市神尾町字蓮池３　

■　三重県

店舗名 都道府県 住所

牛角　鈴鹿サーキット通り店 三重県 三重県鈴鹿市白子町３４９８－３　

牛角　イオンモール桑名店 三重県 三重県桑名市新西方１－４－１　



牛角　四日市生桑通り店 三重県 三重県四日市市生桑町８６３－１　

牛角　津南店 三重県 三重県津市高茶屋小森上野町１０９５－２　

牛角　伊勢病院前店 三重県 三重県伊勢市楠部町３１９０　

■　滋賀県

店舗名 都道府県 住所

牛角　草津店 滋賀県 滋賀県草津市東草津１－２－５１　

牛角　長浜店 滋賀県 滋賀県長浜市八幡中山町１２０－７　

牛角　愛知川店 滋賀県 滋賀県愛知郡愛荘町長野３１８－１　

■　京都府

店舗名 都道府県 住所

牛角　京都四条河原町店 京都府 京都府京都市下京区西木屋町通四条上る　真町９７　イマージアムビル２F

牛角　衣笠店 京都府 京都府京都市北区衣笠天神森町３７　

牛角　三条木屋町店 京都府 京都府京都市中京区三条東入中島町９０　フェリチタ三条木屋町ビル２Ｆ

牛角　河原町三条店 京都府 京都府京都市中京区石橋町２８番　

牛角　宇治槙島店 京都府 京都府宇治市槇島町三十五４６－７　

牛角　京都Ｒ１下鳥羽店 京都府 京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町９６　

牛角　松井山手ソフィアモール店 京都府 京都府八幡市欽明台北ソフィアモール内　

牛角　西院店 京都府 京都府京都市右京区西院高山寺町１５　マンションプルミエール

牛角　桂川街道店 京都府 京都府京都市西京区桂朝日町１６９　

牛角　福知山店 京都府 京都府福知山市字堀小字草木２３１１－４　

牛角　西舞鶴店 京都府 京都府舞鶴市松陰１８－９　

牛角　東舞鶴店 京都府 京都府舞鶴市字森４４８－１　

■　大阪府

店舗名 都道府県 住所

牛角　梅田阪急東通り店 大阪府 大阪府大阪市北区小松原町１－１６　梅田モコビル１Ｆ

牛角　はなれ阪急東通り店 大阪府 大阪府大阪市北区小松原町１－２６　１Ｆ・２Ｆ

牛角　梅田お初天神店 大阪府 大阪府大阪市北区曽根崎２－１４－７　グランデ曽根崎ビル

牛角　十三店 大阪府 大阪府大阪市淀川区十三東２－９－１６　北川ビル２Ｆ

牛角　京橋駅前店 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町５－２－２９　サンパティオビル２F

牛角　道頓堀えびす橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区道頓堀１－６－１０　ふるさとビル

牛角　なんば千日前店 大阪府 大阪府大阪市中央区千日前２－８－２３　パレ逢阪ビル２・３・４Ｆ

牛角　心斎橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区南船場３－５－２０　貴美ビルB1・1F・2F・3F

牛角　天王寺店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－６１　新宿ごちそうビル４Ｆ

牛角　長居店 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居３－１３－７　バッカスコート１Ｆ

牛角　吹田上山手店 大阪府 大阪府吹田市上山手町２７－３　

牛角　千里丘店 大阪府 大阪府摂津市千里丘２－１３－２１　

牛角　ＪＲ茨木店 大阪府 大阪府茨木市西中条町３－８　ドーム・イバロード１Ｆ

牛角　萱島店 大阪府 大阪府寝屋川市下神田町１６－１５　

牛角　香里園店 大阪府 大阪府寝屋川市香里南之町３０－１　

牛角　堺東店 大阪府 大阪府堺市堺区中瓦町１－３－６　エンショウⅡビル２Ｆ

牛角　北花田店 大阪府 大阪府堺市北区北花田町２－２７－１　サンハイツ北花田１Ｆ

牛角　貝塚店 大阪府 大阪府貝塚市脇浜１－１０－２　

■　兵庫県

店舗名 都道府県 住所

牛角　三宮西店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区北長狭通２－５－１　タイシンサンセットビル１０１

牛角　阪急三宮さんきた店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区北長狭通１－３－６　光陽ビル４Ｆ

牛角　兵庫駅前店 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区駅前通１－３－１４　ブリックシャトー兵庫１Ｆ

牛角　須磨パティオ店 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－３　須磨パティオ３番館

牛角　垂水店 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区神田町４－３０　フレンドリー垂水

牛角　御影店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影中町３－１－６　サンリーブ御影１Ｆ

牛角　南塚口店 兵庫県 兵庫県尼崎市南塚口町２－１５－８　ノアムールセイキ１Ｆ

牛角　西宮北口店 兵庫県 兵庫県西宮市甲風園１－４－９　不二屋第二ビルＢ１Ｆ

牛角　逆瀬川店 兵庫県 兵庫県宝塚市伊孑志３－８－１９　馬殿ビル１Ｆ

牛角　姫路駅前店 兵庫県 兵庫県姫路市駅前町３５２　リバティビル１Ｆ・２Ｆ

牛角　姫路飾磨店 兵庫県 兵庫県姫路市亀山１－６０　

牛角　太子店 兵庫県 兵庫県揖保郡太子町東出２２４－５　

牛角　東加古川店 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町二俣６４３－１　

牛角　西脇店 兵庫県 兵庫県西脇市高田井町２８８－１　

■　奈良県

店舗名 都道府県 住所

牛角　新大宮店 奈良県 奈良県奈良市大宮町６－７－５　

牛角　奈良橿原店 奈良県 奈良県橿原市新賀町１４３－３　



牛角　奈良葛城店 奈良県 奈良県葛城市東室１５５－１　

■　和歌山県

店舗名 都道府県 住所

牛角　和歌山ガーデンパーク店 和歌山県 和歌山県和歌山市北島４５３－１　コンプラベルデ１－Ａ

牛角　塩屋店 和歌山県 和歌山県和歌山市塩屋５－１２４　

牛角　有田川店 和歌山県 和歌山県有田郡有田川町天満４２７－１　

牛角　田辺店 和歌山県 和歌山県田辺市明洋１－１９－８　

牛角　和歌山橋本店 和歌山県 和歌山県橋本市あやの台１－２－３　

牛角　岩出店 和歌山県 和歌山県岩出市川尻１６７－４　

■　鳥取県

店舗名 都道府県 住所

牛角　鳥取駅前店 鳥取県 鳥取県鳥取市末広温泉町３５５　レインボービル１Ｆ

牛角　鳥取湖山店 鳥取県 鳥取県鳥取市千代水４－２　

牛角　倉吉店 鳥取県 鳥取県倉吉市清谷町２－４５　

牛角　米子しんまち店 鳥取県 鳥取県米子市西福原２－１－１　ＹＮＴ第１０ビル１Ｆ

■　島根県

店舗名 都道府県 住所

牛角　松江上乃木店 島根県 島根県松江市上乃木９－２－８　コスモス３ビル１Ｆ

牛角　松江北店 島根県 島根県松江市黒田町２２－１　

牛角　出雲渡橋店 島根県 島根県出雲市渡橋町８２０－１　

■　岡山県

店舗名 都道府県 住所

牛角　岡山津島店 岡山県 岡山県岡山市北区伊島北町２１－１　

牛角　岡山新保店 岡山県 岡山県岡山市南区新保６７８－３　

牛角　福浜店 岡山県 岡山県岡山市南区福成３－６－２０　

牛角　津山店 岡山県 岡山県津山市山北４０４－１　

牛角　倉敷笹沖店 岡山県 岡山県倉敷市笹沖１４４－１　

牛角　総社井手店 岡山県 岡山県総社市井手１０５９－２　

■　広島県

店舗名 都道府県 住所

牛角　リム福山店 広島県 広島県福山市西町１－１－１　リム福山８Ｆ

牛角　松永店 広島県 広島県福山市松永町５－５－１２　

牛角　八丁堀店 広島県 広島県広島市中区八丁堀１１－１０　ＫＳビルＢ１Ｆ

牛角　中央通り店 広島県 広島県広島市中区三川町２－３　スワン広島ビルＢ１Ｆ

牛角　毘沙門店 広島県 広島県広島市安佐南区緑井３－１２－１３　

牛角　長束店 広島県 広島県広島市安佐南区長束２－１－１８　２Ｆ

牛角　五日市城山店 広島県 広島県広島市佐伯区五日市中央７－１２－１８　

牛角　庚午店 広島県 広島県広島市西区庚午中４－５－２５　第５原本ビル２Ｆ

牛角　海田店 広島県 広島県安芸郡海田町窪町９－１９　

牛角　広店 広島県 広島県呉市広古新開６－９－７　

牛角　西条中央店 広島県 広島県東広島市西条中央３－４－２　

牛角　西条ブールバール店 広島県 広島県東広島市西条中央６－３２－７　

■　山口県

店舗名 都道府県 住所

牛角　岩国駅前店 山口県 山口県岩国市麻里布町３－１－８　

牛角　柳井店 山口県 山口県柳井市南町３－４－５　

牛角　下松店 山口県 山口県下松市望町４－１１－８　

牛角　徳山店 山口県 山口県周南市御幸通り１－１　

牛角　防府店 山口県 山口県防府市佐波１－１－２０　

牛角　下関カモンワーフ店 山口県 山口県下関市唐戸町６－１　

牛角　山口湯田店 山口県 山口県山口市湯田温泉６－１５６－１　

牛角　山口小郡店 山口県 山口県山口市小郡前田町３－３　イオンタウン

牛角　宇部店 山口県 山口県宇部市東梶返３－１７－１７　

牛角　小野田店 山口県 山口県山陽小野田市高栄１－１１－１６　

牛角　萩店 山口県 山口県萩市土原４６４－１　土原味ビル１Ｆ

■　徳島県

店舗名 都道府県 住所

牛角　徳島中央店 徳島県 徳島県徳島市秋田町１－６－１　

牛角　徳島川内店 徳島県 徳島県徳島市川内町大松８４－１　



■　香川県

店舗名 都道府県 住所

牛角　高松レインボー通り店 香川県 香川県高松市松縄町２８９－２　レインボータウン１Ｆ

牛角　浜街道丸亀店 香川県 香川県丸亀市蓬莱町５６－１　パブリックプラザ内

■　愛媛県

店舗名 都道府県 住所

牛角　松山二番町店 愛媛県 愛媛県松山市二番町２－６－１２　三好ビル１Ｆ

牛角　松山樽味店 愛媛県 愛媛県松山市樽味４－１０－１７　フィオーレ・ヒデ１Ｆ

牛角　新居浜江口店 愛媛県 愛媛県新居浜市江口町乙７５６－１　

牛角　今治旭町店 愛媛県 愛媛県今治市旭町３－２－７　

■　高知県

店舗名 都道府県 住所

牛角　高知御座店 高知県 高知県高知市海老ノ丸字中和泉１０－１　

牛角　高知鴨部店 高知県 高知県高知市鴨部高町５－３１　

■　福岡県

店舗名 都道府県 住所

牛角　小倉南葛原店 福岡県 福岡県北九州市小倉南区葛原本町１－８－２５　

牛角　到津店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区板櫃町１６－２　ウインズ到津１Ｆ

牛角　八幡駅前店 福岡県 福岡県北九州市八幡東区西本町３－１－１　

牛角　永犬丸店 福岡県 福岡県北九州市八幡西区永犬丸４－１０－２４　

牛角　若松二島店 福岡県 福岡県北九州市若松区二島１－４－１８　

牛角　天神西通り店 福岡県 福岡県福岡市中央区大名２－１－２　大福ビル３Ｆ

牛角　仲原店 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町仲原１８２７－５　

牛角　宗像店 福岡県 福岡県宗像市光岡７８　

牛角　福岡キャナルシティ博多前店 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉１－１－１　浮羽ビル２Ｆ

牛角　荒江店 福岡県 福岡県福岡市早良区荒江３－１１－３６　

牛角　福大通り店 福岡県 福岡県福岡市城南区南片江２－１－１　

牛角　太宰府西店 福岡県 福岡県太宰府市向佐野３－２－３２　

牛角　飯塚店 福岡県 福岡県飯塚市弁分１５９－８　

牛角　行橋店 福岡県 福岡県行橋市西宮市１－１３－５０　

牛角　大牟田不知火プラザ店 福岡県 福岡県大牟田市田隈９３１－１　

■　佐賀県

店舗名 都道府県 住所

牛角　唐津店 佐賀県 佐賀県唐津市和多田本村２８６２－７　

牛角　兵庫南店 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫南４－３１３　

牛角　佐賀開成店 佐賀県 佐賀県佐賀市開成６－１４６－１　

■　長崎県

店舗名 都道府県 住所

牛角　長崎思案橋店 長崎県 長崎県長崎市油屋町２－２　澤美ビル１Ｆ

牛角　佐世保山県店 長崎県 長崎県佐世保市山県町１－２６　

■　熊本県

店舗名 都道府県 住所

牛角　熊本琴平店 熊本県 熊本県熊本市琴平２－１－３８　

牛角　天草店 熊本県 熊本県天草市中村町８－１３　

■　大分県

店舗名 都道府県 住所

牛角　大分府内店 大分県 大分県大分市府内町３－５－２８　府内ビル１Ｆ

牛角　大分森町店 大分県 大分県大分市皆春１５７５－３　

牛角　あけのアクロスタウン店 大分県 大分県大分市明野東１－１－１　二番街２Ｆ

牛角　大分宗方店 大分県 大分県大分市上宗方６３５　

■　宮崎県

店舗名 都道府県 住所

牛角　宮崎大島通線店 宮崎県 宮崎県宮崎市大島町　原ノ前１４４５－１０９

牛角　宮崎高鍋店 宮崎県 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋　字樋渡２５２３

■　鹿児島県

店舗名 都道府県 住所

牛角　中山バイパス店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市自由ケ丘１－１－６　

牛角　かのや店 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市寿３－４－２８　



牛角　国分隼人店 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分府中町３４－２０－２　

■　沖縄県

店舗名 都道府県 住所

牛角　天久店 沖縄県 沖縄県那覇市天久１－２８－２８　

牛角　おもろまち駅前店 沖縄県 沖縄県那覇市おもろまち４－１９－２３　

牛角　那覇鏡原店 沖縄県 沖縄県那覇市鏡原町１０－２　２Ｆ

牛角　豊崎店 沖縄県 沖縄県豊見城市字与根南浜崎原５１４　

牛角　バークレーズコート店 沖縄県 沖縄県浦添市当山２－２－６　

牛角　宜野湾店 沖縄県 沖縄県宜野湾市字宇地泊７７６－３　

牛角　北谷店 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷字伊平２３８　

牛角　うるま石川店 沖縄県 沖縄県うるま市石川１－１６－１８　

牛角　美里店 沖縄県 沖縄県沖縄市美里仲原町２５－７　

牛角　泡瀬店 沖縄県 沖縄県沖縄市比屋根１－８－１０　


