
2020/11/4現在

■営業店舗状況一覧

業態名 店舗名 都道府県 営業時間
テイク
アウト
実施

Uber
Eats
実施

和食・酒 えん 渋谷 東京都 平日：11:30～23:30（LO.22:30）　日祝：11:30～22:00（LO.21:30） ○ ○

和食・酒 えん 池袋パルコ 東京都 11:00～23:00（LO.22:00）

和食・酒 えん 横浜ジョイナス 神奈川県 通常営業 ○

和食・酒 えん 秋葉原 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30） ○

和食・酒 えん 水戸 茨城県 11:00～21:00（LO.20:00）

和食・酒 えん 新横浜 神奈川県 11:00～23:00（LO.22:30）

和食・酒 えん 名古屋 愛知県 11:00～23:00（LO.22:30）

和食・酒 えん 高輪 東京都 11:00～23:00（LO.22:30）

和食・酒 えん 虎ノ門ヒルズ 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30） ○

鳥勘助 鳥勘助大手町 東京都 月～金：11:00～23:00（LO.22:30）　土：11:00～22:00（LO.21:30）　日祝：休 ○ ○

サワディスマイル 石神井公園 東京都 11:00～23:00（LO.22:30） ○ ○

カイセンマート 二子玉川SC 東京都 11:00～22:00（LO.21:30）

カイセンマート ルミネ池袋 東京都 11:00～21:00（LO.20:30）　 ○ ○

おばんざいと炙り焼き 菜な 渋谷宮益坂 東京都 9月30日をもちまして閉店いたしました。

おばんざいと炙り焼き 菜な 渋谷マークシティ 東京都 11:00～22:00（LO.21:30） ○

おばんざいと炙り焼き 菜な コレド室町 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30） ○

おばんざいと炙り焼き 菜な KITTE丸の内 東京都 11:00～22:00（LO.21:30）

おばんざいと炙り焼き 菜な ルクア大阪 大阪府 11:00～23:00（LO.22:30） ○

おばんざいと炙り焼き 菜な KITTE博多 福岡県 11:00～22:00（LO.21:30）

和食えん 汐留 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30） ○

和食えん 丸の内オアゾ 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30） ○

和食えん 東京ドーム 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30）

和食賛美 あやの エソラ池袋 東京都 9月30日をもちまして閉店いたしました。

KINZA（キンザ） 日本橋 東京都 平日：11:00～23:00（LO.22:30）　日祝：11:00～22:00（LO.21:30）

嘉禾屋 北千住 東京都 11:00～21:00（LO.20:30）

嘉禾屋 武蔵小杉 神奈川県 通常営業

嘉禾屋 大手町 東京都 月～金：11:00～23:00（LO.22:30）　土：11:00～22:00（LO.21:30）　日祝：休 ○ ○

かかや ペリエ千葉 千葉県 11:00～22:00（LO.21:30）

かかや ルミネ新宿 東京都 11:00～21:00（LO.20:30） ○ ○

二ホンの食卓 つくみ 横浜 神奈川県 11:00～22:30（LO.21:30)　

二ホンの食卓 つくみ 柏 千葉県 11:00～22:00（LO.21:00)　

二ホンの食卓 つくみ 池袋 東京都 11:00～22:00（LO.21:30)　

二ホンの食卓 つくみ 荻窪 東京都 11:00～21:00（LO.20:30)　

二ホンの食卓 つくみ 小田急町田 東京都 11:00～22:00（LO.21:00)　

和食屋の惣菜 えん 東急渋谷フードショー 東京都 11:00～20:00　 ○

和食屋の惣菜 えん アトレ吉祥寺 東京都 通常営業 〇

和食屋の惣菜 えん コレド日本橋 東京都 10:00～21:00 （LO.20:00）　土日祝日：10:00～20:00 （LO.19:30） 〇

和食屋の惣菜 えん 銀座三越 東京都 10:00～20:00　 ○

和食屋の惣菜 えん 東武池袋 東京都 10:00～20:00　 ○

和食屋の惣菜 えん 東急二子玉川フードショー 東京都 10:00～20:00　 ○

和食屋の惣菜 えん 武蔵小杉 神奈川県 通常営業 ○

和食屋の惣菜 えん ラゾーナ川崎 神奈川県 通常営業 ○

和食屋の惣菜 えん 京王新宿 東京都 通常営業 ○

日本の御馳走 えん 新丸ビル 東京都 11:00～21:00　 ○

だし茶漬け えん ルミネ新宿 東京都 8:00～22:00 （LO.21:40） ○ ○

だし茶漬け えん 高田馬場 東京都 平日：7:30～22:00（LO.21:40）※イートイン8:00～　　土日祝日：9:00～20:00 （LO.19:40） ○ ○

だし茶漬け えん 新丸ビル 東京都 11:00～21:00（LO.20:30)　 ○

だし茶漬け えん 成田空港第一 千葉県 休業中

だし茶漬け えん ウィング新橋 東京都 平日：8:00～23:00（LO.22:40）　土日祝日：8:00～22:00 （LO.21:40） ○

だし茶漬け えん エキマルシェ大阪 大阪府 10:00～21:00（LO.20:30）　金土：10:00～22:00（21:30） ○ ○

だし茶漬け えん 有楽町イトシア 東京都 11:00～22:00（LO.21:30）※テイクアウト11:00～21:00　 〇 〇

だし茶漬け えん 大手町 東京都 11:00～20:00（LO.19:30)　土日祝日：休業 〇

だし茶漬け えん 京都ポルタ 京都府 11:00～21:00（LO.20:40)　金土：11:00～22:00（21:40） ○

だし茶漬け えん 新宿小田急エース 東京都 8:00～23:30（LO.23:10)　土日祝日：11:00～20:00（LO.19:30) ○

だし茶漬け えん アスティ静岡 静岡県 7:30～21:00（LO.20:40) ○

だし茶漬け えん エミオ池袋 東京都 7:30～23:30（LO.23:10) ○

だし茶漬け えん エキマルシェ新大阪 大阪府 7:30～21:00（LO.20:30) ○

だし茶漬け＋肉うどん えん エトモ大井町 東京都 8:00～23:00（LO.22:40)　 ○ ○

だし茶漬け えん ミッドタウン 東京都 11:00～20:00（LO.19:40) 〇

だし茶漬け えん アトレ吉祥寺 東京都 通常営業 ○ ○

だし茶漬け えん エスパル仙台 宮城県 平日：8:00～22:00（21:40）※イートイン10:00～　土：10:00～22:00（21:40）　日：10:00～21:00（20:40） ○

だし茶漬け えん テルミナ錦糸町 東京都 10:00～20:00（LO.19:30） 〇 〇

だし茶漬け＋肉うどん えん ルクア大阪 大阪府 11:00～23:00（LO.22:30) ○

だし茶漬け＋肉うどん えん 名古屋JR 愛知県 8:00～22:00（LO.21:30)　 ○

だし茶漬け えん さんすて岡山 岡山県 通常営業 ○

だし茶漬け えん 六本木ヒルズ 東京都 通常営業 ○ ○

だし茶漬け えん アーバンドックららぽーと豊洲 東京都 平日：8:00～21:00（LO.20:40）　土日祝日：11:00～21:00 （LO.20:40） ○

だし茶漬け＋肉うどん えん 日本生命札幌ビル店 北海道 10:00～23:00（LO.22:40) 　土日祝日：10:00～22:00（LO.21:40) ○

肉うどん＋肉どうふ えん アスティ静岡 静岡県 10:00～22:00（LO.21:30) ○

おぼんdeごはん 新宿ミロード 東京都 11:00～22:00（LO.21:15) ○

おぼんdeごはん ルミネ北千住 東京都 11:00～21:00（LO.20:30）　
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