
SFPホールディングス株式会社　東京都食品衛生自主管理認証制度本部認証対象店舗

店舗名 都道府県 住所
1 鳥良商店吉祥寺南口店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-1-10　MAﾋﾞﾙ1F
2 鳥良吉祥寺2号店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-1-5　中外ﾋﾞﾙ2F
3 鳥良商店原宿店 東京都 渋谷区神宮前4-28-21　ﾊｰﾓﾆｰ原宿ﾋﾞﾙ1Ｆ
4 鳥良池袋1号店 東京都 豊島区南池袋2-27-8　南水ﾋﾞﾙＢ1Ｆ
5 おもてなし鳥良青山店 東京都 港区南青山3-18-16　ﾙ･ﾎﾞﾜﾋﾞﾙ1・2Ｆ
6 鳥良商店吉祥寺北口店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-14-8　ﾋﾞﾚｯｼﾞ102　Ｂ1Ｆ
7 鳥良商店新宿東南口店 東京都 新宿区新宿3-34-16　池田ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5Ｆ
8 鳥良吉祥寺4号店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-21-1　井の頭ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙB１F
9 鳥良二子玉川店 東京都 世田谷区玉川2-24-7 　萩原第2ﾋﾞﾙ5Ｆ

10 鳥良渋谷1号店 東京都 渋谷区道玄坂2-29-8 　道玄坂ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6Ｆ
11 鳥良商店南池袋店 東京都 豊島区南池袋1-20-1　横田ﾋﾞﾙ1･2Ｆ
12 磯丸水産高田馬場駅前店 東京都 新宿区高田馬場2-18-6　柳屋ﾋﾞﾙ1F
13 鳥良蒲田店 東京都 大田区蒲田5-20-5　ｱｽﾚﾁｯﾀ蒲田2F
14 鳥良新宿3号店 東京都 新宿区新宿3-18-4　ｾﾉﾋﾞﾙ4F
15 鳥良立川店 東京都 立川市曙町2-8-5　ｼﾈﾏｼﾃｨｰ13Ｆ
16 鳥良町田店 東京都 町田市原町田6-9-18　ＴＮｽｸｴｱ4Ｆ
17 鳥良大森店 東京都 大田区大森北1-6-16　ｱﾄﾚ大森2 4Ｆ
18 鳥良自由が丘駅前店 東京都 目黒区自由が丘2-10-8　自由が丘ｴﾇｹｰﾋﾞﾙ3Ｆ
19 磯丸水産八王子店 東京都 八王子市東町12-8　長澤ビル1F
20 磯丸水産二子玉川店 東京都 世田谷区玉川3-6-7　横溝ビル1F
21 玉丁八重洲店 東京都 中央区八重洲2-1　八重洲地下街　南一番街
22 GUAPO 東京都 豊島区西池袋3-30-3　西池本田ﾋﾞﾙ1F
23 鳥良商店新大久保店 東京都 新宿区百人町2-4-1　ｻﾝﾋﾞﾙB1Ｆ
24 鉄板二百℃五反田店 東京都 品川区東五反田2-1-2　remy（レミー）五反田8F
25 鉄板二百℃秋葉原店 東京都 千代田区神田佐久間町1-13　chompchomp(チョムチョム）AKIHABARA5F
26 鳥良秋葉原店 東京都 千代田区神田佐久間町1-13　chomchom(チョムチョム）AKIHABARA5F
27 鳥良池袋3号店 東京都 豊島区南池袋1-22-2　FLCﾋﾞﾙ7F
28 鉄板二百℃西新宿店 東京都 新宿区西新宿7-10-18　小滝橋パシフィカビル3F
29 磯丸水産池袋西口店 東京都 豊島区西池袋1-42-1　ファーストアベニュービル1F
30 磯丸水産町田店 東京都 町田市原町田6-2-12
31 磯丸水産池袋芸術劇場前店 東京都 豊島区西池袋3-25-10　リバーストンビルディング1F
32 ビストロイソマル町田店 東京都 町田市森野1-19-13　RINS BOX 1F
33 磯丸水産大久保店 東京都 新宿区百人町1-17-5　MT8 1F
34 磯丸水産錦糸町店 東京都 墨田区江東橋3-9-1　黒田ビル1F
35 磯丸水産西新宿7丁目店 東京都 新宿区西新宿7-9-16　西新宿佐藤ビル1F
36 磯丸水産歌舞伎町CR店 東京都 新宿区歌舞伎町1-14-3　川新ビル1F
37 磯丸水産三軒茶屋店 東京都 世田谷区三軒茶屋1-33-18　平原マンション1F
38 磯丸水産高田馬場店 東京都 新宿区高田馬場3-3-1　ユニオン駅前ビル1F
39 磯丸水産歌舞伎町東通り店 東京都 新宿区歌舞伎町1-6-14  第二ショーリビル1F 
40 磯丸水産上野6丁目店 東京都 台東区上野6-8-13　東京堂ビル1F
41 磯丸水産渋谷宇田川町店 東京都 渋谷区宇田川町30-5 JOWビル1・2F
42 磯丸水産吉祥寺南口店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-2　内田ビル1F
43 磯丸水産上野仲町通り店 東京都 台東区上野2-12-3　上野大国屋ビル1F
44 磯丸水産池袋西口2号店 東京都 豊島区西池袋1-38-3  ビートス池袋1F
45 鳥良商店西新宿1丁目店 東京都 新宿区西新宿1-15-6　NASAビル1・2F
46 きづなすし歌舞伎町店 東京都 新宿区歌舞伎町1-18-8　第1モナミビルB1F・1F
47 磯丸水産町田2号店 東京都 町田市原町田6-15-9 　シティシャインビル1F
48 磯丸水産渋谷道玄坂店 東京都 渋谷区道玄坂2-29-8　道玄坂センタービル6F
49 鳥良上野駅前店 東京都 台東区上野公園1-57　上野公園西郷会館　Ｂ2Ｆ
50 磯丸水産上野御徒町店 東京都 台東区上野4-6-6
51 磯丸水産新宿南口店 東京都 渋谷区代々木2-8-5　新宿南口ビル1・2F
52 磯丸水産五反田店 東京都 品川区東五反田5-28-12　EX五反田ビル1F
53 磯丸水産新宿3丁目店 東京都 新宿区新宿3-17-13　雀のおじさんビル1～4F
54 おもてなし鳥良西新宿店 東京都 新宿区西新宿1-10-2　110ビル11F
55 町田いち五郎 東京都 町田市原町田6-13-19　コヤマビルⅡ 1F
56 磯丸水産蒲田西口店 東京都 大田区西蒲田7-70-1　東急プラザ蒲田第一別館1F
57 鳥良商店上野6丁目店 東京都 台東区上野6-7-12　広瀬ビルB1～2F
58 磯丸水産池袋サンシャイン通り店 東京都 豊島区東池袋1-22-13　近代グループBLD11号館1F
59 磯丸水産西新宿1丁目2号店 東京都 新宿区西新宿1-16-8　東計ビル1・2F
60 磯丸水産恵比寿西口店 東京都 渋谷区恵比寿南1-1-10　サウスコラム小林ビル1・2F
61 生そば玉川池袋東口店 東京都 豊島区東池袋1-3-3　入船ビル1F
62 磯丸水産西新宿1丁目3号店 東京都 新宿区西新宿1-18-15　岡本ビル1・2F
63 磯丸水産吉祥寺北口店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-2-8　真栄ビル1F
64 鳥良商店阿佐ヶ谷店 東京都 杉並区阿佐谷南1-47-14
65 磯丸水産秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-16-10　山本無線駅前ビル
66 磯丸水産六本木店 東京都 港区六本木5-2-6　六本木TKビルB1～2F
67 磯丸水産浅草観音通り店 東京都 台東区浅草1-1-7　唐人商行ビル1・2F
68 磯丸水産蒲田東口店 東京都 大田区蒲田5-11-13
69 磯丸水産赤羽南口店 東京都 北区赤羽南1-6-3　TC35赤羽南口ビル1F
70 磯丸水産池袋東口店 東京都 豊島区東池袋1-7-4　東西物産ビル1F
71 磯丸水産錦糸町北口店 東京都 墨田区錦糸3-4-11　エクセレントガーデン1F
72 神田今川橋いち五郎 東京都 千代田区鍛冶町1-8-2　スズトミビル1～3F



73 磯丸水産新橋烏森通り店 東京都 港区新橋2-15-14　東京堂ビル1・2F
74 磯丸水産北千住西口駅前店 東京都 足立区千住2-62　月岡ビル1F
75 鳥良商店浅草橋駅前店 東京都 台東区浅草橋1-30-12
76 きづなすし西新宿店 東京都 新宿区西新宿1-13-1　今佐ビルB1・1F
77 磯丸水産浅草新仲見世通り店 東京都 台東区浅草1-23-7　社本ビル1・2F
78 鳥良商店立石店 東京都 葛飾区立石1-21-4　京成立石ビル1・2F
79 磯丸水産自由が丘しらかば通り店 東京都 目黒区自由が丘2-11-16　リベルテビル1・2F
80 磯丸水産両国西口店 東京都 墨田区横綱1-3-12
81 中野いち五郎 東京都 中野区中野5-56-8　1・2F
82 磯丸水産新小岩ルミエール店 東京都 葛飾区新小岩1-38-5　東宝ビル1・2F
83 磯丸水産巣鴨北口店 東京都 豊島区巣鴨2-2-2　NY巣鴨ビル1～3F
84 磯丸水産渋谷マークシティ横店 東京都 渋谷区道玄坂1-6-1　リカム7ビルB1～4F
85 鳥良商店田無北口店 東京都 西東京市田無町2-2-2　吉野ビル1・2F
86 磯丸水産代々木店 東京都 渋谷区代々木1-32-1　おしろビル1F
87 磯丸水産人形町店 東京都 中央区日本橋人形町1-4-10　人形町センタービル1F
88 鳥良商店有楽町日比谷店 東京都 千代田区有楽町2-1-11
89 磯丸水産大森東口店 東京都 大田区大森北1-3-12　プラザ荻野ビルB1・1F
90 高円寺いち五郎 東京都 杉並区高円寺北3-24-10　ストックビル1F
91 磯丸水産保谷南口駅前店 東京都 練馬区南大泉3-31-19　第一青木ビル1F
92 磯丸水産立川北口大通店 東京都 立川市曙町2-7-18　TNtビル1～3F
93 磯丸水産有楽町日比谷店 東京都 千代田区有楽町1-2-10　錦ビルB1～2F
94 鳥良商店武蔵境すきっぷ通り店 東京都 武蔵野市境1-2-1　聚宝堂ビル1～3F
95 磯丸水産神田北口店 東京都 千代田区内神田3-13-7　プレイスポットビルB1～2F
96 鳥良商店八王子駅前銀座通店 東京都 八王子市東町12-6　OS八王子プラザビル1F
97 磯丸水産分倍河原店 東京都 府中市片町2-20-28　1F
98 鳥良商店JR町田駅ﾀｰﾐﾅﾙ口店 東京都 町田市原町田4丁目6番1号　原町田KSビル1・2階
99 磯丸水産聖蹟桜ヶ丘東口駅前店 東京都 多摩市関戸2-40-2　興進ビル1F

100 鳥良商店東大和市駅前 東京都 東大和市向原6丁目1408番33号　サンエイビル1・2階
101 磯丸水産大塚北口店 東京都 豊島区北大塚２丁目７番１１号　プロスペリティ北大塚1・2階
102 鳥良商店花小金井北口店 東京都 小平市花小金井1丁目８番５号　清川第三ビル1階 
103 鳥良商店浅草すしや通り店 東京都 台東区浅草１丁目１２番９号　東京会館1階
104 磯丸水産赤坂見附店 東京都 港区赤坂3丁目8-18 ビークル赤坂ビル１・２階
105 磯丸水産上石神井南口店 東京都 練馬区上石神井1-14-3　1・2階
106 鳥良商店荻窪南口店 東京都 杉並区荻窪5－30－9　中田駅前ビル1・2階
107 鳥良商店町田中町店 東京都 町田市中町1－16－14　太陽ビル1階
108 五の五祐天寺駅前店 東京都 目黒区祐天寺2丁目14番3号　祐天寺大安Ⅱ 1階
109 鳥良商店神田西口店 東京都 千代田区内神田3-11-2　1・2階
110 磯丸水産亀有北口中通り店 東京都 葛飾区亀有5－17－8　刈部ビル1階
111 磯丸水産ひばりヶ丘北口店 東京都 西東京市ひばりヶ丘北4丁目3番2号　ラークガーデンズナゴヤ1階
112 磯丸水産東新宿店 東京都 新宿区大久保１丁目４−２０　グロウハイム大久保１階
113 鳥良商店国際ﾌｫｰﾗﾑ横店 東京都 千代田区丸の内３丁目７-５　１階※高架下
114 磯丸水産初台南口店 東京都 渋谷区初台１丁目３８−１１ 桜内ビル１階
115 鳥良商店北千住東口店 東京都 足立区千住旭町４０−２８　ＵＰＰＥＲ　ＥＡＳＴ　ＳＩＤＥ１・２階
116 鳥良商店新宿区役所前店 東京都 新宿区歌舞伎町1-2-2 エイチ・エフ歌舞伎町ビル1階
117 トラ五郎新宿小滝橋通り店 東京都 新宿区西新宿7-1-10　守矢ビル1F
118 磯丸水産渋谷新南口店 東京都 渋谷区渋谷3-28-7 青ビル1F
119 上野いち五郎 東京都 台東区上野　6-8-14　1・2階　
120 鳥良商店神田小川町店 東京都 千代田区神田小川町1-6-3　B.D.A神田小川町ビル 1・2階
121 鳥良商店新橋店 東京都 港区新橋２丁目１２-２　HK新橋 ﾋﾞﾙ １階
122 五の五八王子店 東京都 八王子市東町13-13　新井ビル1階
123 五の五神田南口店 東京都 千代田区鍛冶町1－2－12　JR高架下鍛冶町1丁目共同ビル１F
124 きづなすし秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-15-18　奥山ビル1･2階
125 五の五上野6丁目店 東京都 台東区上野6丁目13－1　群雪ビル1～4階
126 磯丸水産上野駅前通り店 東京都 台東区上野６丁目１３−８ 上野ソシアルビル1階
127 磯丸水産門前仲町店 東京都 江東区富岡１丁目６−１　EMISHIA門前仲町　1階
128 赤坂ジンギスカン　ひつじ8番 東京都 港区赤坂３丁目１３−２ 上野産業赤坂第一ビル　B１・１階
129 磯丸水産新橋駅前店 東京都 港区新橋3丁目25-20　1・2階
130 磯丸水産歌舞伎町2丁目店 東京都 新宿区歌舞伎町2丁目37-3　丸友ビル１F
131 鳥良横浜西口店 神奈川県 横浜市西区北幸1-1-13 ｺﾝﾌｫｰﾄ178 横浜駅前ﾋﾞﾙ7F
132 鳥良船橋店 千葉県 船橋市本町2-1-1　船橋ｽｸｴｱ21　Ｂ1Ｆ
133 鳥良大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-83　十字屋ﾋﾞﾙ4Ｆ
134 鳥良川崎チネチッタ通り店 神奈川県 川崎市川崎区小川町5番地　ＳＦＰ川崎ﾋﾞﾙ2Ｆ
135 鳥良松戸店 千葉県 松戸市本町10-5　松戸K-1　HILL1F
136 鳥良千葉駅前店 千葉県 千葉市中央区富士見2-5-3　ﾗ･ﾋﾟｪｰﾙ富士見5F
137 鳥良大阪茶屋町店 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町２-１６イースクエア茶屋町６階
138 磯丸水産千葉駅前店 千葉県 千葉市中央区富士見2-4-9　ラフィネビル1F
139 磯丸水産川崎たちばな通り店 神奈川県 川崎市川崎区砂子2-11-25　TA川崎砂子ビル1F
140 磯丸水産本厚木店 神奈川県 厚木市旭町1-1-5　エフテムビル5 1F
141 磯丸水産川越店 埼玉県 川越市脇田町9-1
142 磯丸水産川崎駅前店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町1-1　三協ビル1F
143 磯丸水産大宮南銀座通り店 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-21　毎日会館ビル1F
144 鳥良大宮南銀座通り店 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-21　毎日会館ビル2F
145 磯丸水産大宮すずらん通り店 埼玉県 さいたま市大宮区大門町1-20-1　角井ビル1F
146 磯丸水産本厚木北口店 神奈川県 厚木市中町2-5-1　カルチェビル1F
147 磯丸水産道頓堀店 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-4-18
148 磯丸水産浦和西口店 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1-3-6　浦和仲町YKビル1F



149 磯丸水産横浜西口南幸店 神奈川県 横浜市西区南幸2-16-11　二幸ビルB1・1F
150 磯丸水産西船橋店 千葉県 船橋市西船4-23-7　高田園ビル1F
151 磯丸水産所沢店 埼玉県 所沢市日吉町9-23　いせきコスメビル1F
152 磯丸水産京急川崎店 神奈川県 川崎市川崎区砂子1-1-6　川崎銀座街ビル1・2F
153 磯丸水産大宮西口店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-1-17
154 磯丸水産東武川越店 埼玉県 川越市新富町1-18-1　
155 磯丸水産桜木町駅前店 神奈川県 横浜市中区花咲町1-48　丸宴第二ビル1・2F
156 磯丸水産千日前店 大阪府 大阪市中央区千日前1-9-15　アレキサンダービル1F
157 磯丸水産藤沢南口本通り店 神奈川県 藤沢市南藤沢20-9　オセアン藤沢ビル1F
158 平塚いち五郎 神奈川県 平塚市紅谷町4-5　1・2F
159 鳥良商店大船笠間口店 神奈川県 鎌倉市大船1-7-8　ハマヤビル1F
160 磯丸水産大和店 神奈川県 大和市大和南1-4-2　1F
161 磯丸水産伊勢佐木町店 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町2-8-1　若林ビル1・2F
162 鳥良商店本八幡北口店 千葉県 市川市八幡2-16-1　高瀬ビル1～3F
163 磯丸水産三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区北長挟通1-3-1　K&RビルB1～2F
164 磯丸水産高槻店 大阪府 高槻市高槻町13-3　1・2F
165 磯丸水産天満駅前店 大阪府 大阪市北区天神橋4-9-5　1F
166 磯丸水産春日部西口店 埼玉県 春日部市中央1-1-16　サンルージュ春日部ビル1F
167 磯丸水産なんば御堂筋店 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-9-13　1・2F
168 鳥良商店千葉中央公園前店 千葉県 千葉市中央区中央2-2-6　千葉マコトヤビル1～3F
169 磯丸水産相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野3-15-17　AFAAJAPAN相模大野ビル1・2F
170 鳥良商店上尾西口店 埼玉県 上尾市谷津2-1-50-24　モリビルB1・1F
171 磯丸水産北心斎橋店 大阪府 大阪市中央区南船場3-7-19　ESTABLE心斎橋1・2F
172 磯丸水産柏東口店 千葉県 柏市中央町2-7　1F
173 鳥良商店川越店 埼玉県 川越市脇田町6-16　渋谷産業ビル1・2F
174 鳥良商店小田原錦通り店 神奈川県 小田原市栄町2-7-35　小田原シンソビル1～3F
175 磯丸水産京急鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-26-1　WTビル1～3F
176 磯丸水産武蔵小杉南口店 神奈川県 川崎市中原区小杉町3-432　森ビル1F
177 磯丸水産なんば南海通り店 大阪府 大阪市中央区難波千日前11-22　ダイハイ千日前ビル1～3F
178 磯丸水産綱島西口店 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-9-17　アイスセンタービル1・2F
179 磯丸水産横須賀中央駅前店 神奈川県 横須賀市若松町2-7　ミウラプラザビル1F
180 磯丸水産千葉中央駅前店 千葉県 千葉市中央区本千葉町4-15　1・2F
181 鳥良商店飯能北口店 埼玉県 飯能市仲町10-3　石川ビル1F
182 きづなすし大宮南銀座通り店 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-15　大宮東宝会館1F
183 鳥良商店なんば南海通り入口店 大阪府 大阪市中央区難波3-2-15　B1～4F
184 鳥良商店春日部西口店 埼玉県 春日部市中央1-1-8　第6宝光ビル1F
185 磯丸水産尼崎中央商店街店 兵庫県 尼崎市神田中通3-33　中森ビル1F
186 磯丸水産元住吉オズ通り店 神奈川県 川崎市中原区木月2-6-5　元住吉片桐ビル1F
187 磯丸水産梅田お初天神前店 大阪府 大阪市北区曽根崎2-8-12　曽根崎 桃栄ビル1～4F
188 磯丸水産松戸西口駅前 千葉県 松戸市本町1丁目10番 野田ビル　1・2・3
189 磯丸水産JR相模原南口駅前 神奈川県 相模原市中央区相模原３丁目１番１号　　久保田ビル1・2階
190 磯丸水産追浜駅前 神奈川県 横須賀市追浜町３丁目２　豊田ビル1・2階
191 横浜南幸いち五郎 神奈川県 横浜市西区南幸２丁目１４番３号　海東ビル地下1・1階
192 鳥良商店横浜西口南幸店 神奈川県 横浜市西区南幸２丁目１４番３号　海東ビル地下1・1階
193 磯丸水産桃谷商店街店 大阪府 大阪市生野区勝山北1丁目2番6号　1階
194 磯丸水産堺東駅前店 大阪府 堺市堺区北瓦町2－1－28　ヤングタウン103ビル1階
195 磯丸水産横浜鶴屋町店 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-15　横浜西口エフテム白十字ビル1階
196 鳥良商店越谷ツインシティ店 埼玉県 越谷市弥生町17-1 越谷ツインシティ Aシティ1階
197 磯丸水産新所沢東口駅前店 埼玉県 所沢市松葉町10-1　新所沢駅前ビル1階
198 鳥良商店東大宮東口駅前店 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮5丁目39-3 英和ビル1・2階
199 磯丸水産鶴ヶ峰北口店 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰1丁目12−3 寺内ビル1階
200 鳥良商店上福岡駅前店 埼玉県 ふじみ野市上福岡1-2-25　ホシノ駅前ビル1階
201 磯丸水産松原団地駅東口店 埼玉県 草加市栄町3丁目5-14　第３エストゥディオ松原1階
202 鳥良商店横須賀中央店 神奈川県 横須賀市若松町1-1-2　カマヤビル1・2F
203 磯丸水産JR成田東口駅前店 千葉県 成田市花崎町839 鈴木ビル1・2階
204 鳥良商店平塚パールロード店 神奈川県 平塚市紅谷町10-3　鶯ビル1階
205 磯丸水産横浜五番街店 神奈川県 横浜市西区南幸一丁目5番29 チェガーズビル西口1階
206 鳥良商店相武台前北口店 神奈川県 座間市相武台1-35-8 相武台ロンタンビル１階
207 磯丸水産京成大久保駅前店 千葉県 習志野市大久保1-22-14　石橋ビル1・2階
208 鳥良商店蕨西口店 埼玉県 蕨市中央１丁目４−１　旭ビル1階
209 鳥良商店柏東口店 千葉県 柏市柏1-7-1ＤａｙＯｎｅタワー　102-Ｂ
210 鳥良商店野毛店 神奈川県 横浜市中区野毛町３丁目１１７−１　ライジングプレイス桜木町2番館 1階
211 鳥良商店伊勢佐木町店 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町2丁目11-9伊勢佐木ビル
212 磯丸水産十三西口駅前店 大阪府 大阪市淀川区十三本町1-1-15　1・2階(一棟借）※ビル名なし
213 鳥良商店尼崎中央商店街店 兵庫県 尼崎市神田中通３丁目30　神田ビル1階
214 松戸いち五郎 千葉県 松戸市本町21-1　第2中島ビル1F
215 南森町いち五郎 大阪府 大阪市北区天神橋3-2-33 1F
216 鳥良商店所沢店 埼玉県 所沢市日吉町９−２０　第65東京ビル　1階
217 横浜五番街いち五郎 神奈川県 横浜市西区南幸１丁目５-３０　柴山ビル　１～２階
218 ホームベース　ぴおシティ桜木町店神奈川県 横浜市中区桜木町1丁目1番地　ぴおシティ　B2階
219 磯丸水産ジャンジャン横丁店 大阪府 大阪市浪速区恵美須東3－2－25　1階　
220 鳥良商店堺東店 大阪府 堺市堺区中瓦町2-3-13 中村ビル1･2階　
221 磯丸水産上大岡店 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-17-30　1階　
222 磯丸水産三宮生田ロード店 兵庫県 神戸市中央区北長狭通１丁目９−８ クイーンズコーストビル1階
223 浜焼ドラゴン　大阪駅前第3ビル店 大阪府 大阪市北区梅田１丁目１−３　大阪駅前第3ビル B１階 65号
224 五の五杉田店 神奈川県 横浜市磯子区杉田１丁目１３−６　



225 磯丸水産仙台一番町店 宮城県 仙台市青葉区一番町４丁目５−２０　松葉屋ビル１・２階
226 五の五ぴおシティ桜木町店 神奈川県 横浜市中区桜木町1丁目1番地　ぴおシティ　B2階
227 いち五郎食堂　伊勢佐木町店 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町２丁目６２ オリエンタル共同ビル １・２階
228 磯丸水産姫路みゆき通り店 兵庫県 姫路市駅前町247番地　御幸苑ビル　1階

229 磯丸水産大阪駅前第2ビル店 大阪府 大阪市北区梅田1丁目2−2 大阪駅前第2ビル　B2階　36号


