
さいたま市12店舗 北区 華屋与兵衛　大宮本郷店

デニーズ　大宮宮原店

大宮区 びっくりドンキー　大宮三橋店

デニーズ　コクーンシティ店

見沼区 和食さと　大宮七里店

中央区 華屋与兵衛　与野店

桜区 びっくりドンキー　浦和埼大通り店

デニーズ　西浦和店

浦和区 デニーズ　浦和駅前店

南区 華屋与兵衛　南浦和店

デニーズ　南浦和店

岩槻区 デニーズ　岩槻インター店

川越市4店舗 びっくりドンキー　川越店

和食さと　川越店

デニーズ　川越クレアモール店

デニーズ　川越東田町店

熊谷市1店舗 びっくりドンキー　熊谷店

川口市9店舗 びっくりドンキー　川口伊刈店

華屋与兵衛　川口西新井宿店

華屋与兵衛　川口領家店

華屋与兵衛　川口南町店

華屋与兵衛　川口安行店

デニーズ　東川口店

デニーズ　西川口店

デニーズ　川口元郷店

デニーズ　川口新井宿店

所沢市4店舗 びっくりドンキー　新所沢店

華屋与兵衛　新所沢店

デニーズ　東所沢店

デニーズ　新所沢店

飯能市1店舗 デニーズ　東飯能店

加須市1店舗 デニーズ　加須店

春日部市4店舗 びっくりドンキー　春日部店

華屋与兵衛　春日部南店

デニーズ　春日部西口店

ファミール　春日部店

鴻巣市1店舗 華屋与兵衛　鴻巣店

深谷市1店舗 デニーズ　深谷店

上尾市3店舗 びっくりドンキー　上尾緑ヶ丘店

華屋与兵衛　上尾店

華屋与兵衛　東上尾店

草加市3店舗 和食さと　草加花栗店

華屋与兵衛　草加神明店

ファミール　草加店

越谷市8店舗 びっくりドンキー　越谷店

和食さと　南越谷店

華屋与兵衛　東越谷店

華屋与兵衛　蒲生店

デニーズ　蒲生店

デニーズ　南越谷店

デニーズ　東越谷店

デニーズ　越谷東大沢店

蕨市3店舗 華屋与兵衛　蕨店

デニーズ　蕨店

ファミール　錦町店

戸田市2店舗 びっくりドンキー　下戸田店

華屋与兵衛　戸田店

埼玉県84店舗

食べきりげんまんプロジェクト　実施店舗一覧　(市町村コード順)



朝霞市3店舗 華屋与兵衛　朝霞三原店

デニーズ　朝霞台店

デニーズ　朝霞駅前店

志木市1店舗 華屋与兵衛　志木店

新座市4店舗 びっくりドンキー　新座店

華屋与兵衛　新座店

華屋与兵衛　清瀬店

デニーズ　志木駅前店

北本市1店舗 華屋与兵衛　北本店

八潮市2店舗 和食さと　八潮店

華屋与兵衛　八潮店

富士見市1店舗 華屋与兵衛　鶴瀬店

三郷市3店舗 びっくりドンキー　三郷店

華屋与兵衛　三郷店

デニーズ　三郷店

蓮田市1店舗 デニーズ　蓮田店

坂戸市1店舗 ファミール　坂戸店

幸手市1店舗 華屋与兵衛　杉戸高野台店

鶴ヶ島市2店舗 びっくりドンキー　鶴ヶ島店

デニーズ　鶴ヶ島店

吉川市1店舗 華屋与兵衛　吉川店

ふじみ野市3店舗 びっくりドンキー　上福岡店

デニーズ　上福岡店

ファミール　上福岡東店

白岡市1店舗 華屋与兵衛　白岡店

比企郡嵐山町1店舗 和食さと　嵐山店

比企郡小川町1店舗 華屋与兵衛　小川町店

千葉市17店舗 中央区 華屋与兵衛　東千葉店

デニーズ　仁戸名店

デニーズ　千葉富士見店

デニーズ　蘇我店

デニーズ　千葉祐光店

花見川区 華屋与兵衛　花見川店

デニーズ　検見川店

不二家レストラン　千葉幕張店 ※Wチャンス賞対象外

稲毛区 びっくりドンキー　穴川店

不二家レストラン　千葉作草部店 ※Wチャンス賞対象外

若葉区 びっくりドンキー　千葉若松店

華屋与兵衛　千葉若松店

デニーズ　千葉みつわ台店

デニーズ　千葉桜木町店

緑区 華屋与兵衛　誉田店

美浜区 びっくりドンキー　稲毛海岸店

びっくりドンキー　美浜店

市川市7店舗 びっくりドンキー　南行徳店

和食さと　市川菅野店

華屋与兵衛　市川菅野店

デニーズ　市川鬼高店

デニーズ　市川店

デニーズ　南行徳店

デニーズ　南八幡店

船橋市8店舗 びっくりドンキー　船橋芝山店

和食さと　ららぽ－と前店

華屋与兵衛　夏見台店

千葉県87店舗



デニーズ　船橋海神店

デニーズ　千葉ニュータウン店

デニーズ　船橋馬込沢店

デニーズ　船橋二和店

デニーズ　西船橋店

木更津市1店舗 デニーズ　木更津北店

松戸市8店舗 びっくりドンキー　松戸店

華屋与兵衛　新松戸店

華屋与兵衛　高塚店

華屋与兵衛　常盤平店

華屋与兵衛　小金原店

デニーズ　馬橋店

デニーズ　二十世紀ヶ丘店

デニーズ　松戸日暮店

野田市1店舗 びっくりドンキー　野田店

茂原市3店舗 びっくりドンキー　茂原店

デニーズ　茂原北店

デニーズ　茂原店

成田市2店舗 びっくりドンキー　成田店

デニーズ　成田店

佐倉市1店舗 華屋与兵衛　佐倉志津店

東金市1店舗 デニーズ　東金バイパス店

旭市1店舗 デニーズ　千葉旭店

習志野市4店舗 和食さと　東習志野店

デニーズ　津田沼駅前店

デニーズ　東習志野店

ファミール　津田沼店

柏市5店舗 華屋与兵衛　増尾店

華屋与兵衛　豊四季店

デニーズ　柏増尾台店

デニーズ　南柏駅前店

デニーズ　柏東台店

勝浦市1店舗 デニーズ　勝浦店

市原市7店舗 びっくりドンキー　市原五井店

華屋与兵衛　姉崎店

華屋与兵衛　五井店

デニーズ　市原五井店

デニーズ　姉ヶ崎店

デニーズ　市原辰巳台店

デニーズ　市原国分寺台店

流山市4店舗 びっくりドンキー　南柏店

華屋与兵衛　江戸川台店

デニーズ　初石店

デニーズ　流山店

八千代市1店舗 びっくりドンキー　八千代緑が丘店

我孫子市2店舗 びっくりドンキー　我孫子店

デニーズ　我孫子つくし野店

鴨川市1店舗 デニーズ　鴨川店

鎌ヶ谷市3店舗 びっくりドンキー　鎌ヶ谷店

華屋与兵衛　北初富店

デニーズ　鎌ヶ谷初富店

君津市1店舗 デニーズ　君津店

浦安市1店舗 和食さと　浦安店

四街道市2店舗 デニーズ　四街道店



ファミール　四街道店

袖ヶ浦市1店舗 デニーズ　袖ヶ浦店

八街市1店舗 デニーズ　八街店

富里市1店舗 デニーズ　富里店

香取市1店舗 デニーズ　佐原店

大網白里市1店舗 デニーズ　大網白里店

東京23区148店舗 千代田区 デニーズ　飯田橋店

デニーズ　神田小川町店

デニーズ　秋葉原店

デニーズ　神田神保町店

デニーズ　秋葉原中央口店

デニーズ　二番町店

中央区 デニーズ　馬喰町店

デニーズ　勝どき店

デニーズ　東銀座店

デニーズ　八丁堀店

デニーズ　築地店

港区 デニーズ　南青山店

デニーズ　品川港南店

デニーズ　浜松町店

新宿区 びっくりドンキー　新宿靖国通り店

びっくりドンキー　高田馬場店

華屋与兵衛　高田馬場店

華屋与兵衛　目白店

デニーズ　市ヶ谷店

デニーズ　新宿中央公園店

デニーズ　落合駅前店

デニーズ　新宿山吹町店

文京区 デニーズ　東京ドームシティ店

デニーズ　千石店

台東区 デニーズ　東浅草店

デニーズ　上野谷中店

デニーズ　浅草国際通り店

デニーズ　浅草雷門店

墨田区 和食さと　墨田堤通店

デニーズ　墨田立花店

デニーズ　墨田堤通り店

デニーズ　ソラン東京ソラマチスカイツリータウン・ソラマチ店

江東区 和食さと　西大島店

デニーズ　東陽町店

デニーズ　清澄店

デニーズ　南砂店

デニーズ　西大島店

デニーズ　江東枝川店

デニーズ　亀戸店

ファミール　木場店

品川区 華屋与兵衛　大崎百反通店

デニーズ　東五反田店

デニーズ　ThinkPark店

デニーズ　大井町駅前店

ファミール　大井町店

目黒区 華屋与兵衛　八雲店

デニーズ　祐天寺店

デニーズ　八雲店

大田区 びっくりドンキー　東六郷店

和食さと　羽田店

華屋与兵衛　羽田店

華屋与兵衛　多摩川大橋店

デニーズ　池上通り店

デニーズ　下丸子店

デニーズ　大森中店

デニーズ　大森北店

デニーズ　上池台店

世田谷区 華屋与兵衛　駒沢公園店

華屋与兵衛　弦巻店

デニーズ　千歳船橋店

デニーズ　成城店

東京都211店舗



デニーズ　上用賀店

デニーズ　世田谷公園店

デニーズ　三軒茶屋店

デニーズ　豪徳寺店

渋谷区 デニーズ　西新宿店

デニーズ　幡ヶ谷店

デニーズ　南平台店

デニーズ　南新宿店

デニーズ　渋谷公園通り店

中野区 和食さと　堀越学園前店

デニーズ　中野坂上店

デニーズ　野方店

杉並区 和食さと　桜上水店

華屋与兵衛　高井戸東店

華屋与兵衛　高円寺店

デニーズ　高井戸店

デニーズ　南阿佐谷店

デニーズ　西荻北店

デニーズ　高円寺駅前店

豊島区 びっくりドンキー　池袋サンシャイン通り店

びっくりドンキー　南池袋店

デニーズ　北池袋店

デニーズ　高田馬場店

デニーズ　池袋東口店

デニーズ　巣鴨駅前店

デニーズ　駒込駅前店

デニーズ　池袋明治通り店

デニーズ　池袋駅前店

北区 華屋与兵衛　尾久店

デニーズ　豊島店

デニーズ　赤羽駅前店

ファミール　赤羽店

荒川区 デニーズ　町屋駅前店

デニーズ　南千住駅前店

板橋区 びっくりドンキー　板橋こもね店

華屋与兵衛　下赤塚店

華屋与兵衛　高島平店

華屋与兵衛　志村坂下店

デニーズ　小茂根店

デニーズ　大山東町店

デニーズ　成増店

デニーズ　高島平店

練馬区 びっくりドンキー　関町店

びっくりドンキー　大泉学園店

和食さと　石神井台店

華屋与兵衛　豊島園店

華屋与兵衛　大泉学園店

華屋与兵衛　春日町店

華屋与兵衛　上石神井店

デニーズ　中村橋店

デニーズ　大泉店

デニーズ　大泉学園駅前店

足立区 びっくりドンキー　足立東和店

びっくりドンキー　北千住店

和食さと　足立島根店

華屋与兵衛　竹の塚店

華屋与兵衛　保塚店

華屋与兵衛　舎人店

華屋与兵衛　亀有店

華屋与兵衛　江北店

デニーズ　竹の塚店

デニーズ　谷在家店

デニーズ　綾瀬駅前店

デニーズ　北千住駅前店

デニーズ　梅島店

葛飾区 和食さと　金町店

和食さと　平和橋店

和食さと　立石店

華屋与兵衛　四つ木店

華屋与兵衛　東新小岩店

華屋与兵衛　綾瀬店

華屋与兵衛　新柴又店

デニーズ　奥戸店

デニーズ　亀有駅前店



ファミール　亀有駅前店

江戸川区 びっくりドンキー　中葛西店

和食さと　船堀店

華屋与兵衛　一之江店

華屋与兵衛　葛西店

華屋与兵衛　篠崎公園店

華屋与兵衛　葛西中央通り店

デニーズ　船堀店

デニーズ　西葛西店

デニーズ　葛西店

デニーズ　篠崎店

デニーズ　本一色店

ファミール　小岩店

八王子市10店舗 びっくりドンキー　八王子店

和食さと　楢原店

デニーズ　富士森公園店

デニーズ　八王子みなみ野店

デニーズ　西八王子駅前店

デニーズ　南大沢店

デニーズ　八王子旭町店

デニーズ　八王子四谷町店

デニーズ　八王子八日町店

ファミール　八王子店

立川市5店舗 びっくりドンキー　立川砂川店

和食さと　西立川店

華屋与兵衛　立川店

デニーズ　立川店

デニーズ　立川南店

武蔵野市3店舗 びっくりドンキー　吉祥寺店

デニーズ　吉祥寺北町店

ファミール　新武蔵境店

三鷹市3店舗 華屋与兵衛　三鷹野崎店

華屋与兵衛　三鷹新川店

華屋与兵衛　つつじヶ丘店

青梅市1店舗 デニーズ　東青梅店

府中市2店舗 びっくりドンキー　西府中店

和食さと　府中店

昭島市1店舗 デニーズ　昭島店

調布市2店舗 華屋与兵衛　飛田給店

デニーズ　調布店

町田市2店舗 デニーズ　町田大蔵店

デニーズ　町田109店

小金井市3店舗 華屋与兵衛　東小金井店

デニーズ　小金井南店

デニーズ　小金井本町店

小平市4店舗 びっくりドンキー　小平大沼店

華屋与兵衛　花小金井店

華屋与兵衛　東大和店

デニーズ　小平小川町店

日野市2店舗 華屋与兵衛　百草園店

華屋与兵衛　日野南平店

東村山市2店舗 びっくりドンキー　東村山店

華屋与兵衛　秋津店

国分寺市2店舗 デニーズ　国分寺駅前店

デニーズ　西国分寺店

福生市1店舗 びっくりドンキー　福生店

狛江市2店舗 びっくりドンキー　狛江店

華屋与兵衛　狛江店



東大和市1店舗 ファミール　東大和店

清瀬市2店舗 和食さと　清瀬店

デニーズ　清瀬店

東久留米市2店舗 和食さと　東久留米店

華屋与兵衛　東久留米店

武蔵村山市2店舗 和食さと　武蔵村山店

華屋与兵衛　武蔵村山店

多摩市4店舗 びっくりドンキー　聖蹟桜ヶ丘店

和食さと　多摩ニュータウン店

デニーズ　多摩ｾﾝﾀｰ店

デニーズ　多摩貝取店

羽村市1店舗 デニーズ　羽村店

あきる野市1店舗 デニーズ　秋川店

西東京市3店舗 びっくりドンキー　田無店

デニーズ　ひばりが丘店

デニーズ　保谷柳沢店

西多摩郡瑞穂町2店舗 びっくりドンキー　瑞穂店

デニーズ　瑞穂店

横浜市39店舗 鶴見区 びっくりドンキー　鶴見店

華屋与兵衛　鶴見市場店

デニーズ　鶴見一国店

神奈川区 デニーズ　片倉町店

中区 デニーズ　長者町店

デニーズ　新本牧店

南区 デニーズ　前里町店

ファミール　横浜別所店

金沢区 和食さと　富岡店

デニーズ　金沢八景店

デニーズ　金沢富岡店

港北区 華屋与兵衛　日吉店

華屋与兵衛　港北高田店

デニーズ　妙蓮寺店

デニーズ　綱島東店

デニーズ　小机店

デニーズ　横浜樽町店

港南区 華屋与兵衛　港南台店

デニーズ　上大岡店

デニーズ　港南台店

デニーズ　横浜日野店

ファミール　上永谷店

旭区 華屋与兵衛　鶴ヶ峰店

デニーズ　今宿西店

デニーズ　横浜西谷店

緑区 デニーズ　中山駅前店

瀬谷区 和食さと　三ッ境店

華屋与兵衛　瀬谷店

華屋与兵衛　三ツ境店

栄区 華屋与兵衛　本郷台店

デニーズ　大船笠間店

泉区 デニーズ　中田町店

ファミール　立場店

青葉区 びっくりドンキー　青葉台店

華屋与兵衛　青葉台店

デニーズ　田奈店

都筑区 華屋与兵衛　横浜池辺店

デニーズ　港北ニュータウン店

デニーズ　横浜都筑店

川崎市20店舗 川崎区 華屋与兵衛　川崎大師店

デニーズ　川崎追分店

ファミール　川崎港町店

幸区 デニーズ　南加瀬店

中原区 和食さと　川崎等々力店

神奈川県117店舗



華屋与兵衛　中原店

デニーズ　武蔵小杉店

ファミール　武蔵小杉店

高津区 華屋与兵衛　梶ヶ谷店

デニーズ　梶ヶ谷店

デニーズ　溝ノ口駅前店

デニーズ　高津店

多摩区 華屋与兵衛　久地店

宮前区 びっくりドンキー　鷺沼店

華屋与兵衛　神木本町店

華屋与兵衛　有馬店

デニーズ　川崎菅生店

麻生区 華屋与兵衛　若葉台店

華屋与兵衛　片平店

デニーズ　百合ヶ丘店

相模原市7店舗 中央区 びっくりドンキー　光が丘店

和食さと　相模原店

華屋与兵衛　相模原小山店

デニーズ　相模原中央店

南区 デニーズ　古淵店

デニーズ　町田南口店

デニーズ　相模大野南口店

横須賀市6店舗 華屋与兵衛　横須賀佐原店

デニーズ　衣笠店

デニーズ　北久里浜店

デニーズ　舟倉町店

デニーズ　横須賀平成町店

デニーズ　米ヶ浜店

平塚市6店舗 和食さと　平塚田村店

華屋与兵衛　平塚店

デニーズ　平塚見附店

デニーズ　平塚海岸店

デニーズ　平塚大神店

デニーズ　平塚中里店

鎌倉市2店舗 華屋与兵衛　鎌倉山崎店

デニーズ　大船店

藤沢市10店舗 華屋与兵衛　辻堂店

華屋与兵衛　藤沢弥勒寺店

デニーズ　湘南ライフタウン店

デニーズ　六会店

デニーズ　片瀬山店

デニーズ　湘南台店

デニーズ　辻堂南口店

デニーズ　湘南C-X店

デニーズ　藤沢北口店

デニーズ　江ノ島店

小田原市4店舗 びっくりドンキー　小田原店

デニーズ　小田原荻窪店

デニーズ　小田原酒匂店

デニーズ　鴨宮店

茅ヶ崎市3店舗 びっくりドンキー　茅ヶ崎店

デニーズ　茅ヶ崎海岸店

ファミール　茅ヶ崎店

秦野市2店舗 和食さと　秦野店

デニーズ　秦野渋沢店

厚木市3店舗 びっくりドンキー　厚木妻田店

華屋与兵衛　厚木下荻野店

デニーズ　厚木店

大和市2店舗 びっくりドンキー　大和福田店

デニーズ　大和渋谷店

伊勢原市3店舗 華屋与兵衛　伊勢原店

デニーズ　伊勢原店

ファミール　伊勢原店



海老名市1店舗 デニーズ　海老名店

座間市1店舗 デニーズ　座間店

南足柄市1店舗 デニーズ　南足柄店

綾瀬市1店舗 華屋与兵衛　綾瀬深谷店

三浦郡葉山町1店舗 デニーズ　葉山森戸店

高座郡寒川町1店舗 華屋与兵衛　寒川店

中郡二宮町2店舗 華屋与兵衛　二宮店

デニーズ　二宮店

足柄上郡大井町1店舗 デニーズ　大井松田店

足柄下郡湯河原町1店舗 デニーズ　湯河原店


