
販売店舗（絶対絶命ソースチャーハン）
※下記に記載のない店舗では販売しておりません。
都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名
北海道 北９条店 東京都 用賀店 大阪府 萱島店
北海道 函館桔梗店 東京都 尾山台店 大阪府 枚方高田店
北海道 函館TEXAS店 東京都 東京日本橋店 大阪府 柏原駅前店
⻘森県 ⻘森観光通り店 東京都 祖師谷大蔵店 大阪府 泉佐野安松店
⻘森県 エルム店 東京都 東⻑崎店 大阪府 茨木豊原店
岩手県 盛岡駅フェザン店 東京都 喜多見店 大阪府 柏原外環店
岩手県 イオンモール盛岡南店 東京都 中野セントラルパーク店 大阪府 近畿大学前店
岩手県 盛岡上堂店 東京都 桜台店 大阪府 堺東店
岩手県 一関店 東京都 三河島店 大阪府 日本橋店
岩手県 ゆっこ盛岡店 東京都 両国店 大阪府 堺新金岡店
宮城県 仙台中田店 東京都 東松原店 大阪府 ⻑堀橋店
宮城県 仙台⻄多賀ベガロポリス店 東京都 武蔵野緑町栄楽店 大阪府 関大前店
宮城県 仙台南吉成店 東京都 荏原町駅前店 兵庫県 六甲道店
宮城県 気仙沼店 東京都 下丸子店 兵庫県 ティオ舞子店
秋田県 秋田ドンキホーテ店 東京都 小平駅前店 兵庫県 ウエステ垂水店
秋田県 十文字駅前店 東京都 リトナード八幡山店 兵庫県 川⻄久代店
山形県 山形南店 東京都 カメイドクロック店 兵庫県 ブルメール舞多聞店
福島県 郡山桑野店 神奈川県 トツカーナモール店 兵庫県 阪急仁川駅前店
福島県 福島南バイパス店 神奈川県 湘南台駅前店 兵庫県 ⻄宮北インター店
茨城県 つくば店 神奈川県 川崎駅東口店 兵庫県 阪神今津駅前店
茨城県 鹿嶋店 神奈川県 エトモ中央林間店 兵庫県 大池マックスバリュ店
茨城県 神栖店 神奈川県 吉野町店 兵庫県 洲本インターチェンジ店
埼玉県 フレスポ与野店 神奈川県 子安店 兵庫県 神⼾ハーバーランド店
埼玉県 久喜店 神奈川県 イオン久里浜店 兵庫県 阪神尼崎駅前店
埼玉県 志木店 神奈川県 天王町駅前店 兵庫県 阪神甲子園店
千葉県 南柏店 神奈川県 イトーヨーカドー立場店 兵庫県 三宮駅前店
千葉県 南行徳店 神奈川県 菊名店 兵庫県 ⻄脇店
千葉県 本八幡店 神奈川県 イトーヨーカドー若葉台店 奈良県 天理嘉幡店
千葉県 穴川インター店 神奈川県 イトーヨーカドー大和鶴間店 奈良県 東生駒店
千葉県 習志野店 神奈川県 横須賀中央店 奈良県 奈良学園前店
千葉県 富里インター店 神奈川県 センター南店 奈良県 ラスパ⻄大和店
千葉県 千葉中央店 神奈川県 鹿島田店 奈良県 JR奈良駅前店
千葉県 柏店 新潟県 出来島店 和歌山県 橋本店
千葉県 津田沼北口店 新潟県 イオン新潟東店 和歌山県 御坊店
東京都 新宿店 富山県 富山五福店 和歌山県 和歌山カーニバル店
東京都 広尾店 石川県 金沢高柳店 和歌山県 新宮店
東京都 ⻄葛⻄店 石川県 野々市店 和歌山県 有田川店
東京都 大山ハッピーロード店 福井県 福井二の宮店 和歌山県 パームシティ和歌山店
東京都 平和島店 ⻑野県 ⻑野若里店 鳥取県 鳥取吉成店
東京都 学芸大学店 ⻑野県 松本駅前店 鳥取県 米子店
東京都 岩本町店 静岡県 浜松中央店 鳥取県 イオンモール鳥取北店
東京都 新宿ワシントンホテル店 静岡県 静岡下川原店 鳥取県 鳥取千代水店
東京都 飯田橋店 静岡県 富士店 鳥取県 倉吉店
東京都 末広町店 愛知県 知立店 島根県 浜田店
東京都 南千住店 愛知県 ⿊川店 島根県 大田店
東京都 ⻘梅店 愛知県 池下店 島根県 益田駅前店
東京都 門前仲町店 京都府 阪急桂駅前店 岡山県 倉敷水島店
東京都 ビーンズ赤羽店 京都府 京田辺店 岡山県 倉敷老松店
東京都 サンシャインシティ店 京都府 イオンモール久御山店 岡山県 笠岡店
東京都 五反田店 大阪府 道頓堀本店 岡山県 総社店
東京都 荏原中延店 大阪府 梅田太融寺店 岡山県 津山店
東京都 笹塚店 大阪府 地下鉄関目店 岡山県 岡山浜野店
東京都 大井町店 大阪府 我孫子店 岡山県 倉敷玉島店
東京都 ⻄葛⻄南口店 大阪府 心斎橋アメリカ村店 岡山県 岡山大安寺ラ・ムー店
東京都 菊川店 大阪府 なんば千日前店 岡山県 早島インター店
東京都 目白店 大阪府 高槻南店 岡山県 院庄店
東京都 ⻄五反田店 大阪府 ⻑尾店 広島県 福山平成大学前店
東京都 イトーヨーカドー南大沢店 大阪府 くずは朝日店 広島県 福山川口店
東京都 調布店 大阪府 枚方公園前店 広島県 三原宮浦店
東京都 御徒町駅前店 大阪府 交野駅前店 広島県 ⻄⾵新都店
東京都 エキア曳舟店 大阪府 鴻池新田店 広島県 井口店
東京都 昭島モリタウン店 大阪府 志紀店 広島県 ⻄条御薗宇店
東京都 東高円寺店 大阪府 大日ベアーズ店 広島県 呉焼山店
東京都 府中店 大阪府 荒本店 広島県 広島大町店
東京都 世田谷駅前店 大阪府 中環千里店 広島県 広島可部店
東京都 ⻄早稲田店 大阪府 和泉納花店 広島県 呉ゆめタウン店
東京都 千歳船橋店 大阪府 阪急高槻店 広島県 廿日市ゆめﾀｳﾝ店
東京都 イオンフードスタイル船堀店 大阪府 鶴見諸口店 広島県 イオンモール広島府中店
東京都 ⻲有店 大阪府 高石店 広島県 福山南本庄店
東京都 市ヶ谷店 大阪府 光明池店 広島県 福山駅店
東京都 浜田山店 大阪府 新大阪店 山口県 下関⻑府店
東京都 下高井⼾店 大阪府 とれび天下茶屋店 山口県 下関椋野店



販売店舗（絶対絶命ソースチャーハン）
※下記に記載のない店舗では販売しておりません。
都道府県 店舗名
山口県 岩国新港店
山口県 山口ゆめタウン店
山口県 ゆめシティ店
山口県 防府店
徳島県 徳島田宮店
徳島県 徳島ゆめタウン店
徳島県 鴨島店
徳島県 徳島沖浜店
徳島県 鳴門店
香川県 高松上福岡店
香川県 高松屋島店
香川県 香川観音寺店
香川県 高松国分寺店
香川県 丸⻲店
愛媛県 エミフルMASAKI店
愛媛県 今治喜田村店
愛媛県 大洲インター店
愛媛県 フジグラン北宇和島店
高知県 高知南川添店
福岡県 大牟田ゆめタウン店
福岡県 筑紫野ゆめタウン店
福岡県 博多ゆめタウン店
福岡県 行橋ゆめタウン店
福岡県 北九州⿊崎店
福岡県 久留米ゆめタウン店
福岡県 天神新天町店
福岡県 北九州若松店
福岡県 ⻄新店
福岡県 六本松店
佐賀県 佐賀ゆめタウン店
佐賀県 武雄ゆめタウン店
⻑崎県 島原新馬場店
⻑崎県 佐世保早岐店
熊本県 ゆめマート玉名店
熊本県 ゆめマート大江店
熊本県 菊陽店
大分県 大分別府店
大分県 中津ゆめタウン店
宮崎県 宮崎⻘葉店
鹿児島県 草牟田店
沖縄県 具志川メインシティ店
沖縄県 ⻄原シティ店
沖縄県 つかざんシティ店
沖縄県 北谷はまがわ店
沖縄県 宜野湾コンベンションシティ店
沖縄県 那覇メインプレイス店
沖縄県 大湾シティ店
沖縄県 浦添⻄海岸パルコシティ店


