〔 大花火にぎり・幽霊寿司フェア 〕
お取扱い店舗 (ページ１）
※ 「ご予約」「商品についてのお問い合わせ」などは、下記店舗までご連絡下さい。
ブランド

店舗名

≪ 店舗情報 ≫
郵便番号

店舗住所

電話番号

小僧寿し 七戸 店

039-2524

青森県上北郡七戸町字寺裏１３－１

0176-62-3571

小僧寿し 百石 店

039-2225

青森県上北郡おいらせ町上明堂４８－１

0178-52-5795

小僧寿し 堀口 店

033-0123

青森県三沢市堀口１丁目１５－７

0176-53-9360

小僧寿し 三沢１号 店

033-0001

青森県三沢市中央町４丁目３－１１

0176-53-3431

小僧寿し 福生 店

197-0023

東京都福生市志茂198-1

042-552-8229

小僧寿し 松木 店

192-0362

東京都八王子市松木6-6

042-675-6272

小僧寿し 東大和中央 店

207-0015

東京都東大和市中央４丁目１０２８－８

042-565-1856

小僧寿し 東大和向原 店

207-0013

東京都東大和市向原４丁目２５－６

042-564-3309

小僧寿し 東村山 店

189-0011

東京都東村山市恩多町4丁目1-1

042-391-1189

小僧寿し 国領 店

182-0022

東京都調布市国領町7丁目18-6 調布岡ガーデン

0424-84-2300

小僧寿し 保木間 店

121-0063

東京都足立区東保木間2丁目26-14

03-3858-0806

小僧寿し 本木 店

123-0845

東京都足立区西新井本町4丁目4-32

03-3896-6305

小僧寿し 大師 店

123-0841

東京都足立区西新井6丁目17-15

03-3898-8579

小僧寿し 江北 店

123-0872

東京都足立区江北7丁目23-17 ヴィスターラ江北101

03-3853-5163

小僧寿し 青梅 店

198-0082

東京都青梅市仲町306

0428-24-8015

小僧寿し 河辺 店

198-0031

東京都青梅市師岡町3丁目19-1

0428-24-3767

小僧寿し 松ノ木 店

166-0014

東京都杉並区松ノ木３丁目２２－１１

03-3317-0360

小僧寿し 高円寺北 店

166-0002

東京都杉並区高円寺北２丁目４１－１８

03-3337-6819

小僧寿し 梶野町 店

184-0002

東京都小金井市梶野町5丁目7-20

042-384-5525

茶月

代々木八幡 店

151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷１－５１－１

03-3460-4139

茶月

広尾 店

150-0012

東京都渋谷区広尾５丁目３番地の１０

03-3441-9904

茶月

国立 店

186-0004

東京都国立市中１丁目９番地の４４ 野木ビル

042-573-5189

茶月

恋ケ窪 店

185-0003

東京都国分寺市戸倉１－３－２

042-323-5052

茶月

森下 店

135-0004

東京都江東区森下１－１２－７

03-3635-3399

小僧寿し 京成小岩 店

133-0051

東京都江戸川区北小岩6丁目22-1 宍戸ビル1階

03-3658-6913

小僧寿し 南篠崎 店

133-0065

東京都江戸川区南篠崎町2丁目51-5 スタッグハイム1階

03-3677-7028

小僧寿し 松江 店

132-0033

東京都江戸川区東小松川3丁目36-9

03-3654-8400

小僧寿し 東葛西 店

134-0084

東京都江戸川区東葛西7丁目2-12

03-5605-0271

小僧寿し 葛西中央通り 店

134-0083

東京都江戸川区中葛西4丁目3-3

03-3688-7119

小僧寿し 西葛西 店

134-0088

東京都江戸川区西葛西7丁目20-5

03-3675-6647

小僧寿し 鹿骨 店

133-0073

東京都江戸川区鹿骨1丁目27-13

03-3677-0978

小僧寿し 立石 店

124-0012

東京都葛飾区立石1丁目6-15

03-3695-8750

小僧寿し 羽村 店

205-0011

東京都羽村市五ノ神1丁目13-10

042-555-6146

206-0802

東京都稲城市東長沼５１４－３ グルメシティ内

042-378-1482

小僧寿し 秋川 店

197-0804

東京都あきる野市秋川1丁目14-7

042-559-5486

小僧寿し 南流山 店

270-0163

千葉県流山市南流山1丁目14-8

04-7159-3620

小僧寿し 江戸川台 店

270-0111

千葉県流山市江戸川台東1丁目12-1

04-7154-6073

小僧寿し 東部台 店

297-0015

千葉県茂原市東部台3丁目3-12

0475-23-7610

小僧寿し 豊四季 店

277-0843

千葉県柏市明原3丁目3-1

04-7145-7433

小僧寿し 大津ケ丘 店

277-0921

千葉県柏市大津ケ丘3丁目7-3

04-7191-6797

小僧寿し 布施 店

277-0826

千葉県柏市宿連寺363-1

04-7133-7566

小僧寿し 銚子本城 店

288-0831

千葉県銚子市本城町4丁目471-1

0479-23-0255

小僧寿し 長浦 店

299-0246

千葉県袖ケ浦市長浦駅前2丁目4-6

0438-62-8730

小僧寿し 幕張本郷 店

262-0033

千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目4-1 ゾンネハイツ1Ｆ043-272-0300

茶月

グルメシティ稲城 店
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271-0051

千葉県松戸市馬橋１０２－２

047-347-7330

小僧寿し 小金原 店

270-0021

千葉県松戸市小金原6丁目11-1

047-345-5828

小僧寿し 京成大久保 店

275-0011

千葉県習志野市大久保1丁目22-10

047-474-9166

小僧寿し 市川大野 店

272-0804

千葉県市川市南大野3丁目22-31

047-339-7900

小僧寿し 宮久保 店

272-0822

千葉県市川市宮久保1丁目8-15

047-371-8935

小僧寿し 行徳東 店

272-0114

千葉県市川市塩焼2丁目4-34

047-398-1928

小僧寿し 国分寺台 店

290-0023

千葉県市原市惣社2丁目11-7

0436-24-0582

小僧寿し 市原青葉台 店

299-0117

千葉県市原市青葉台3丁目29-7

0436-62-0187

小僧寿し 小見川 店

289-0312

千葉県香取市本郷194-1

0478-83-3146

小僧寿し 佐原北口 店

287-0002

千葉県香取市北2丁目14-2

0478-54-3461

小僧寿し 南子安 店

299-1162

千葉県君津市南子安4丁目1-13

0439-55-5191

小僧寿し 中野 店

299-1151

千葉県君津市中野4丁目16-22

0439-53-1355

小僧寿し 湖北台 店

270-1132

千葉県我孫子市湖北台8丁目6-7

04-7188-1730

小僧寿し 堀江 店

279-0041

千葉県浦安市堀江6丁目5-26 マンションドリーム107

047-353-4456

小僧寿し 安食 店

270-1516

千葉県印旛郡栄町安食2527-13

0476-95-6659

小僧寿し 千葉NT中央 店

270-1337

千葉県印西市草深53-2

0476-47-3400

小僧寿し 鎌数 店

289-2505

千葉県旭市鎌数8542-26

0479-60-2570

小僧寿し 旭 店

289-2504

千葉県旭市ニ1861-2

0479-63-3787

小僧寿し 桃浜町 店

254-0815

神奈川県平塚市桃浜町25-18

0463-34-2344

小僧寿し 平塚中原 店

254-0075

神奈川県平塚市中原2丁目24-19

0463-36-4352

小僧寿し 開成 店

258-0025

神奈川県足柄上郡開成町円通寺15

0465-83-5049

小僧寿し 津久井 店

252-0152

神奈川県相模原市緑区太井159-1

042-780-0866

小僧寿し 麻溝台 店

252-0328

神奈川県相模原市南区麻溝台3055

042-746-5665

小僧寿し 横山 店

252-1122

神奈川県相模原市中央区横山3丁目31-1

042-756-6505

小僧寿し さつき橋 店

210-0834

神奈川県川崎市川崎区大島１丁目４－２

044-246-7433

小僧寿し 子母口 店

213-0023

神奈川県川崎市高津区子母口496-1

044-751-0776

小僧寿し 高津 店

213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3丁目14-1

044-811-1500

小僧寿し 平 店

216-0022

神奈川県川崎市宮前区平2丁目1-5 パークハイツ平

044-866-1745

小僧寿し 有馬 店

216-0002

神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目19-3

044-855-5227

小僧寿し ひばりヶ丘 店

252-0003

神奈川県座間市ひばりが丘5丁目25-21

046-254-0095

小僧寿し 寒川町 店

253-0111

神奈川県高座郡寒川町一之宮1丁目9-11

0467-74-6627

小僧寿し 相模大塚 店

243-0401

神奈川県海老名市東柏ケ谷3丁目19-26

046-235-1191

230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－１０－１

045-511-1601

小僧寿し 中田 店

245-0013

神奈川県横浜市泉区中田東3丁目15-2

045-803-6146

小僧寿し 美しが丘西 店

225-0001

神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目64-8

045-902-1579

茶月

馬橋 店

≪ 店舗情報 ≫

京急鶴見 店

茶月

大口駅前 店

221-0002

神奈川県横浜市神奈川区大口通５６－７

045-434-5565

茶月

六角橋 店

221-0822

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３－７－８

045-413-4861

小僧寿し 丸山台 店

233-0013

神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目9-19

045-843-4068

小僧寿し 飯島 店

244-0842

神奈川県横浜市栄区飯島町１４５２

045-894-2497

小僧寿し 白根 店

241-0005

神奈川県横浜市旭区上白根2丁目6-2

045-953-2791

小僧寿し 伊勢原中央通り 店

259-1131

神奈川県伊勢原市伊勢原2丁目7-29

0463-93-8814

小僧寿し 中津 店

243-0303

神奈川県愛甲郡愛川町中津654-1

046-286-2291

小僧寿し 吉田林 店

367-0211

埼玉県本庄市児玉町吉田林183-1

0495-72-3685

小僧寿し 伊奈 店

362-0803

埼玉県北足立郡伊奈町大字大針782-1

048-720-1070

小僧寿し 武蔵嵐山 店

355-0221

埼玉県比企郡嵐山町大字平澤16街区10

0493-63-1677
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小僧寿し 小川 店

355-0321

埼玉県比企郡小川町大字小川722-2

0493-74-6558

小僧寿し 飯能 店

357-0003

埼玉県飯能市青木68番1

042-978-8522

小僧寿し 八潮新町 店

340-0807

埼玉県八潮市大字新町169-3

048-951-5160

小僧寿し 毛呂山 店

350-0442

埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保109-38

049-295-0174

小僧寿し 高麗川 店

350-1205

埼玉県日高市高麗川2-28-10

042-985-4791

小僧寿し 東松山新明 店

355-0022

埼玉県東松山市御茶山町1-4

0493-22-6800

小僧寿し 脚折 店

350-2211

埼玉県鶴ヶ島市脚折町4丁目15-12

049-286-7183

小僧寿し 石原町 店

350-0824

埼玉県川越市石原町2丁目53-5

049-224-5711

小僧寿し 吉田新町 店

350-0808

埼玉県川越市吉田新町2丁目5-9

049-233-2705

小僧寿し 上柴 店

366-0052

埼玉県深谷市上柴町西4-29-7

048-574-3552

小僧寿し 和ケ原 店

359-1162

埼玉県所沢市和ケ原1丁目43-1

04-2949-0677

小僧寿し 緑町 店

359-1111

埼玉県所沢市緑町3丁目15-3

04-2924-0588

小僧寿し 山口 店

359-1145

埼玉県所沢市大字山口1434

042-925-3358

小僧寿し 十人坂 店

359-1131

埼玉県所沢市大字久米1141-12

04-2921-4723

小僧寿し 坂戸泉町 店

350-0275

埼玉県坂戸市伊豆の山町1-2

049-283-3745

小僧寿し 免許センター前 店

365-0032

埼玉県鴻巣市中央1-38

048-543-6993

369-0131

埼玉県鴻巣市袋 ９０番地の１

048-547-1050

小僧寿し 藤原町 店

361-0016

埼玉県行田市藤原町2丁目26-4

048-554-4508

小僧寿し 幸手 店

340-0114

埼玉県幸手市東３丁目２４－１５

0480-44-2301

小僧寿し 江南 店

360-0112

埼玉県熊谷市樋春2072-5

048-537-0332

小僧寿し 上之 店

360-0018

埼玉県熊谷市中央3丁目129

048-526-2080

小僧寿し 妻沼 店

360-0202

埼玉県熊谷市妻沼東1-75

048-588-4304

小僧寿し 狭山台団地 店

350-1304

埼玉県狭山市狭山台2丁目28-9

04-2957-3878

小僧寿し わしのみや 店

340-0217

埼玉県久喜市鷲宮6丁目8-40

0480-59-5657

小僧寿し 東５丁目 店

346-0016

埼玉県久喜市東5丁目6-3

0480-23-4010

小僧寿し 加須大門 店

347-0068

埼玉県加須市大門町5-24

0480-62-5308

小僧寿し 上福岡中央 店

356-0031

埼玉県ふじみ野市福岡中央1丁目2-5

049-261-1601

小僧寿し ふじみ野 店

356-0055

埼玉県ふじみ野市旭1丁目13-8

049-256-5950

小僧寿し 馬宮 店

331-0062

埼玉県さいたま市西区大字土屋19-1

048-625-7840

小僧寿し 城北 店

339-0069

埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪2-2

048-756-3990

小僧寿し 朝倉団地 店

371-0811

群馬県前橋市朝倉町2丁目3-3

027-261-9141

小僧寿し 大胡 店

371-0223

群馬県前橋市大胡町385-1

027-283-1225

小僧寿し 材木町 店

378-0045

群馬県沼田市材木町９－５

0278-23-6060

小僧寿し 高崎筑縄 店

370-0075

群馬県高崎市筑縄町5-4

027-362-8841

小僧寿し 境町 店

370-0115

群馬県伊勢崎市境美原14-11

0270-76-6066

小僧寿し 利保町 店

326-0006

栃木県足利市利保町1丁目53-12

0284-44-0028

小僧寿し 葉鹿 店

326-0143

栃木県足利市葉鹿町1丁目19-1

0284-64-0131

小僧寿し 足利朝倉 店

326-0823

栃木県足利市朝倉町3丁目24-3

0284-73-6385

小僧寿し 佐野富岡 店

327-0844

栃木県佐野市富岡町1708-1

0283-27-2273

小僧寿し 田沼 店

327-0317

栃木県佐野市田沼町370-3

0283-62-8827

小僧寿し 吉高通り 店

403-0004

山梨県富士吉田市下吉田１９５９－３

0555-23-3788

小僧寿し 韮崎 店

407-0014

山梨県韮崎市富士見１丁目６－２８

0551-22-7754

小僧寿し 河口湖 店

401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津６８７１－１

0555-72-2288

小僧寿し 増穂 店

400-0501

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1134-1

0556-22-1853

茶月

アピタ吹上 店

〔 大花火にぎり・幽霊寿司フェア 〕
お取扱い店舗 (ページ４）
※ 「ご予約」「商品についてのお問い合わせ」などは、下記店舗までご連絡下さい。
ブランド

店舗名

≪ 店舗情報 ≫
郵便番号

店舗住所

電話番号

小僧寿し 桃園 店

400-0301

山梨県南アルプス市桃園617-1

055-284-0018

小僧寿し 田野倉 店

402-0001

山梨県都留市田野倉字神出237-1

0554-43-9500

小僧寿し 都留 店

402-0056

山梨県都留市つる1丁目16-19

0554-45-0424

小僧寿し 石和 店

406-0031

山梨県笛吹市石和町市部594

055-263-0063

小僧寿し 井戸 店

406-0045

山梨県笛吹市石和町井戸80-1

055-261-0118

小僧寿し 上野原西 店

409-0112

山梨県上野原市上野原2085

0554-56-8848

小僧寿し 加納岩 店

405-0018

山梨県山梨市上神内川1284-1

0553-22-6451

小僧寿し 朝気 店

400-0862

山梨県甲府市朝気1丁目9-6

055-237-7721

小僧寿し 後屋 店

400-0051

山梨県甲府市古上条町165

055-241-5003

小僧寿し 上石田 店

400-0046

山梨県甲府市下石田2丁目1-25

055-222-0227

小僧寿し 敷島 店

400-0126

山梨県甲斐市大下条1085-1

055-277-8223

小僧寿し 塩山 店

404-0042

山梨県甲州市塩山下於曽1385

0553-32-6158

小僧寿し 岩瀬 店

309-1216

茨城県桜川市明日香１－９

0296-75-0423

小僧寿し 大瀬 店

431-3113

静岡県浜松市東区大瀬町2398

053-435-1480

小僧寿し 大林 店

473-0902

愛知県豊田市大林町10丁目24-1

0565-29-7877

小僧寿し 高上 店

471-0013

愛知県豊田市高上1丁目22-7

0565-80-1400

小僧寿し 田原赤石 店

441-3416

愛知県田原市東赤石2丁目55

0531-23-1040

小僧寿し 南郷 店

520-0865

滋賀県大津市南郷1丁目5-16 ロイヤルエクセーヌ1階

077-534-8884

小僧寿し 神明 店

916-0017

福井県鯖江市神明町1丁目106

0778-54-4044

小僧寿し 武生 店

915-0832

福井県越前市高瀬1丁目8-32

0778-21-1740

小僧寿し 塚原 店

391-0002

長野県茅野市塚原2丁目2-26

0266-72-5088

小僧寿し 塩尻大門 店

399-0738

長野県塩尻市大門七番町2-2

0263-54-1433

小僧寿し 八鹿 店

667-0021

兵庫県養父市八鹿町八鹿１６３２

0796-62-6735

小僧寿し 山陽町 店

709-0811

岡山県赤磐市高屋394

086-955-5378

小僧寿し 西大寺 店

704-8116

岡山県岡山市東区西大寺中1丁目2-2

086-943-1834

小僧寿し 益野 店

704-8173

岡山県岡山市東区可知2丁目2-5-1

086-942-4342

小僧寿し 大栄 店

689-2221

鳥取県東伯郡北栄町由良宿５６１

0858-37-5065

小僧寿し 杉崎 店

689-1101

鳥取県鳥取市杉崎４７７－３

0857-53-6444

小僧寿し 岩倉 店

680-8064

鳥取県鳥取市国府町分上４丁目４０３

0857-24-4178

小僧寿し 湖山 店

680-0942

鳥取県鳥取市湖山町東４丁目３９

0857-28-0145

小僧寿し 吉成 店

680-0864

鳥取県鳥取市吉成７７９

0857-53-3662

小僧寿し 北園 店

680-0008

鳥取県鳥取市山城町４－３９

0857-29-4090

小僧寿し 米田 店

682-0814

鳥取県倉吉市米田町８７０

0858-22-9579

小僧寿し 西倉吉 店

682-0851

鳥取県倉吉市西倉吉町５－１２

0858-28-5656

小僧寿し 上井 店

682-0023

鳥取県倉吉市山根字６３７－４

0858-26-3730

小僧寿し 中筋 店

731-0122

広島県広島市安佐南区中筋4丁目4-14

082-877-7072

小僧寿し 川西 店

893-0032

鹿児島県鹿屋市川西町４２５６－４

0994-43-4455

