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キャッシュレス・ポイント還元事業への対応について 
（キャッシュレス・消費者還元事業） 

 
 
 
 
平素は壱番屋グループをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

2019 年 10 月 1日（火）より 2020 年 6 月末日まで実施されるキャッシュレス・ポイント還元事業

（キャッシュレス・消費者還元事業、以下、本事業という）について、フランチャイズ加盟店は参

加を予定しております。対象期間中にフランチャイズ加盟店にてキャッシュレス決済をされたお客

様にはご利用額の２％相当分が還元されることとなります。 

なお、当社の直営店は本事業の対象外となりますが、対象期間中にキャッシュレス決済をされた

お客様には、次回ご来店時にお使いいただけるドリンク券をお配りいたします。 

対象となる直営店の一覧は添付のとおりです。 

以上 
 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

株式会社壱番屋 経営企画室 TEL 0586-81-0792 

 

 

 



（別添）ドリンク券配布直営店舗一覧 2020年1月1日時点

カレーハウスCoCo壱番屋
都道府県 店舗名 店舗住所

厚別上野幌店 札幌市厚別区上野幌一条二丁目5-5

清田区美しが丘店 札幌市清田区美しが丘四条五丁目1番1号

西区ワンダーシティ店 札幌市西区西町北十三丁目1番地1号

旭川環状通店 旭川市永山七条四丁目4-7

滝川イーストタウン店 滝川市東町二丁目43番地2

音更木野大通店 河東郡音更町木野大通東十二丁目1番1号

岩手県 一関いわいショッピングセンター店 一関市中里字雲南58-1

青葉区中山吉成店 仙台市青葉区中山吉成一丁目3番45号

泉区松森店 仙台市泉区松森字後沢8番地1

古川青塚店 大崎市古川字青塚93番4

富谷あけの平店 富谷市あけの平一丁目2-1

名取植松店 名取市植松字入生378-1

福島県 会津若松千石通店 会津若松市天神町18-8

栃木県 大田原本町店 大田原市本町一丁目2705-11

群馬ベイシアあかぼり店 伊勢崎市市場町一丁目1542　ﾍﾞｲｼｱあかぼりﾓｰﾙ内

高崎筑縄店 高崎市筑縄町50-7

朝霞田島店 朝霞市田島二丁目4番1号

東武朝霞駅南口店 朝霞市本町二丁目5-24　健栄ﾋﾞﾙ

加須下三俣店 加須市三俣一丁目33-1ﾆｭｰﾏﾘｯﾁ加須1F

川越的場店 川越市的場一丁目26番1号

ＪＲ大宮駅西口店 さいたま市大宮区桜木町二丁目154番地　川村第一ﾋﾞﾙ1階

南区内谷店 さいたま市南区内谷一丁目3-2

蓮田西新宿店 蓮田市西新宿六丁目10番

吉川高富店 吉川市高富一丁目13番4号

ＪＲ本八幡駅北口店 市川市八幡二丁目5-2　二葉屋ﾋﾞﾙ1Ｆ

市原八幡店 市原市八幡浦一丁目15

原木中山駅前店 船橋市本中山七丁目6番7号　ｴｽﾃｼﾃｨ本中山 

ＴＸ六町駅前店 足立区六町四丁目4

荒川区南千住駅前店 荒川区南千住四丁目2番2号

豊洲センタービル店 江東区豊洲三丁目3番3号　豊洲ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

渋谷区桜丘町店 渋谷区桜丘町25番17号　大谷ﾋﾞﾙ1階

ハラール新宿歌舞伎町店 新宿区歌舞伎町一丁目19番3号　歌舞伎町商店街振興組合ﾋﾞﾙB1

新宿駅西口店 新宿区西新宿一丁目2番12号

新宿小滝橋通り店 新宿区西新宿七丁目4番7号　第一太田ﾋﾞﾙ1階

京王高井戸駅前店 杉並区高井戸西二丁目1番26号　京王ﾘﾄﾅｰﾄﾞ高井戸102

下北沢店 世田谷区北沢二丁目1-9

小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店 世田谷区砧六丁目37番5号　祖師谷南商店街振興会館ビル1階

晴海トリトン店 中央区晴海一丁目8番8号　Ｗ棟2階203

ハラール秋葉原店 千代田区神田松永町16内尾松永ﾋﾞﾙ1Ｆ

サンシャインシティアルパ店 豊島区東池袋三丁目1-1　B1F　38区画

西武上石神井駅南口店 練馬区上石神井一丁目14-5 高橋ﾋﾞﾙ1F

西武中村橋駅前通店 練馬区中村北三丁目22番10号　友伸ﾋﾞﾙ1階

水道橋外堀通り店 文京区後楽一丁目1-15　梅澤ﾋﾞﾙ1Ｆ

東京メトロ湯島駅前店 文京区湯島三丁目46-5湯島平松ﾋﾞﾙ1階

港区赤坂店 港区赤坂三丁目14番7号ﾕﾆ赤坂ﾋﾞﾙ1階

港区芝大門店 港区芝大門二丁目1番18号　GSﾊｲﾑ芝大門1階

アクアシティお台場店 港区台場一丁目7番1号　アクアシティお台場1階　R101-5区

港区虎ノ門三丁目店 港区虎ノ門三丁目11番15号　SVAXTTﾋﾞﾙ　1F

東京メトロ六本木駅前店 港区六本木三丁目11-6　野沢ﾋﾞﾙ1階

中目黒山手通店 目黒区上目黒三丁目14番5号　ｼｬﾝﾌﾞﾙ上目黒

稲城向陽台店 稲城市向陽台一丁目2番地3

多摩桜ケ丘店 多摩市連光寺三丁目4-1

京王調布駅北口店 調布市小島町一丁目13番11号

八王子松木店 八王子市松木33-9

町田鶴川店 町田市能ヶ谷七丁目2番12号

原町田中央通店 町田市原町田四丁目5-7　杉本屋BLDG1階

吉祥寺サンロード店 武蔵野市吉祥寺本町一丁目12-4

ＪＲ吉祥寺駅南口店 武蔵野市吉祥寺南町一丁目10番1号

中区伊勢佐木町店 横浜市中区伊勢佐木町二丁目79　平山ﾋﾞﾙ1F

ＪＲ石川町駅南口店 横浜市中区石川町一丁目10-2　小菅第二ﾋﾞﾙ1階

港北区日吉中央通り店 横浜市港北区日吉本町1-16　ﾏｲｷｬｯｽﾙ日吉1階　　　

東急宮前平ショッピングパーク店 川崎市宮前区宮崎六丁目9‐4　東急宮前平ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸB1棟1F

ＪＲ平塚駅北口店 平塚市紅谷町2-12　Mﾋﾞﾙ1階

三浦海岸店 三浦市南下浦町上宮田3398-1

横須賀佐原インター店 横須賀市佐原三丁目21番28号

北海道

千葉県

東京都

宮城県

群馬県

埼玉県

神奈川県



都道府県 店舗名 店舗住所

ＪＲ新潟駅北口店 新潟市中央区東大通一丁目2-9　神田ﾋﾞﾙ1F

海老ケ瀬インター店 新潟市東区大形本町五丁目18番27号

新潟柏崎店 柏崎市東柳田30番地

富山小杉町店 射水市三ケ2460番1

富山上飯野店 富山市飯野字八幡割14番2

富山黒瀬店 富山市黒瀬北町一丁目4-3

富山山室店 富山市山室226-2　ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾙ山室内

金沢有松店 金沢市有松二丁目5-5

金沢小坂店 金沢市小坂町北179-2

七尾藤橋店 七尾市藤橋町申46-1

羽咋石野町店 羽咋市石野町イ62-1

福井県 福井つくし野店 福井市石盛町914番

長野若槻店 長野市徳間一丁目12-2

長野中御所店 長野市中御所五丁目9-7

大垣中川町店 大垣市中川町三丁目48番地1

岐阜西荘店 岐阜市西荘一丁目5番1号

岐阜北方店 本巣郡北方町大字高屋伊勢田二丁目3番地

静岡大井川店 焼津市相川1297-1

焼津国道１５０号バイパス店 焼津市大覚寺三丁目17-31

ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店 駿東郡小山町桑木字南ノ原599

千種区天満通店 名古屋市千種区天満通二丁目22番地

中区栄三丁目店 名古屋市中区栄三丁目12-12

中区新栄店 名古屋市中区新栄三丁目２番７号１階

中区松原三丁目店 名古屋市中区松原三丁目6番5号　1階

中区大須店 名古屋市中区門前町１番15号-3　1階

名古屋駅前店 名古屋市中村区名駅三丁目17番18号

名駅サンロード店 名古屋市中村区名駅四丁目7-25　地下街店舗さ5号

緑区相生山店 名古屋市緑区相川三丁目73番

Ｍａｋｅｒ’ｓＰｉｅｒ店 名古屋市港区金城ふ頭二丁目7番1　Ｕ-114

守山区大森店 名古屋市守山区大森四丁目1616

甚目寺店 あま市坂牧坂塩56番地1

一宮浅野店 一宮市大字浅野字山林70番1

一宮奥町店 一宮市奥町字宮東29-1

アスティ一宮店 一宮市栄三丁目1-1　アスティ一宮内

一宮昭和店 一宮市昭和二丁目3番1号

西枇杷島店 清須市西枇杷島町末広31

セントレア店 常滑市セントレア一丁目1番地　中部国際空港旅客ターミナルビル4階

三重県 三雲店 松阪市小舟江町権現前66

滋賀県 水口店 甲賀市水口町北脇1748-1

下京区四条河原町店 京都市下京区河原町通四条下ﾙ二丁目稲荷町330-2

中京区河原町三条店 京都市中京区河原町通三条下る大黒町51番地　林ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ

南区上鳥羽店 京都市南区上鳥羽鴨田23-2

南区吉祥院店 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町45-1

イオンモール高の原店 木津川市相楽台1-1-1　イオンモール高の原4Fフードコート内

高石西取石店 高石市西取石三丁目16-10

堺中百舌鳥店 堺市北区中百舌鳥町六丁959-1

岸和田並松店 岸和田市並松町29-16

西区土佐堀店 大阪市西区土佐堀二丁目2-4

北区西天満四丁目店 大阪市北区西天満四丁目3-15

京阪守口市駅店 守口市寺内町二丁目1番10号「ｴﾙ守口」内

寝屋川池田中町店 寝屋川市池田中町32-15

りんくうシークル店 泉佐野市りんくう往来南3番地　りんくうﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾀｳﾝｼｰｸﾙ2階

中央区谷町七丁目店 大阪市中央区谷町七丁目1-39　新谷町第二ﾋﾞﾙ

城東区諏訪四丁目店 大阪市城東区諏訪四丁目18番27号

河内長野外環状線店 河内長野市野作町3-50

平野区加美東店 大阪市平野区加美東五丁目2-6

堺インター店 堺市南区小代365番7

北区鈴蘭台店 神戸市北区星和台一丁目34-4

ＰＬｉＣｏ三宮店 神戸市中央区加納町四丁目1-1　PLiCO三宮内

阪急三宮駅北口店 神戸市中央区北長狭通一丁目2-14

ＪＲ三ノ宮駅東口店 神戸市中央区雲井通六丁目1-15

イオンタウン川西店 川西市多田桜木一丁目4-1

宝塚国道１７６号店 宝塚市旭町一丁目1-20

姫路グランフェスタ店 姫路市駅前町188番地1　駅前地下街ﾃﾅﾝﾄE-5

大阪府

兵庫県

岐阜県

静岡県

長野県

愛知県

京都府

新潟県

富山県

石川県



都道府県 店舗名 店舗住所

オーストリート打田店 紀の川市下井阪504-1

和歌山北インター店 和歌山市田屋111-1

岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町一丁目7番3号

東岡山店 岡山市中区長岡599-1

倉敷玉島店 倉敷市玉島769

安芸区矢野東店 広島市安芸区矢野東一丁目1番31号

安佐南区安東店 広島市安佐南区安東一丁目3-27

安佐南区西原店 広島市安佐南区西原八丁目9番20号

佐伯区西風新都店 広島市佐伯区石内北二丁目2-2

中区大手町店 広島市中区大手町二丁目7番2号　Balcom大手町ﾋﾞﾙ1階

中区広島女学院前店 広島市中区鉄砲町1-20 第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ1階

尾道新浜店 尾道市新浜一丁目7-25

徳山２号バイパス店 周南市周陽一丁目2番23号

イオンタウン防府店 防府市鐘紡町7番1号

防府千日店 防府市千日一丁目2-22

八幡西区陣原店 北九州市八幡西区陣原二丁目11-1

福岡南バイパス店 大野城市御笠川一丁目18-4

太宰府水城店 太宰府市水城一丁目26番7号

佐賀県 佐賀基山店 三養基郡基山町大字小倉308-2

熊本県 ワンダーシティ南熊本店 熊本市中央区九品寺六丁目9番1号

ラウンドワン南風原店 島尻郡南風原町字兼城552番地

沖縄北谷国体道路店 中頭郡北谷町字上勢頭844-1

パスタデ・ココ

都道府県 店舗名 店舗住所

東京都 港区西新橋烏森通店 港区西新橋一丁目23-9　河野ﾋﾞﾙ1F

各務原三ツ池店 各務原市鵜沼三ツ池町三丁目384番地

岐阜北方店 本巣郡北方町高屋伊勢田二丁目3番地

中川区打出店 名古屋市中川区打出一丁目38

中川区荒江町店 名古屋市中川区荒江町17番7号

中区新栄店 名古屋市中区新栄三丁目２番７号２階

中区松原三丁目店 名古屋市中区松原三丁目6番5号　2階

中区丸の内一丁目店 名古屋市中区丸の内一丁目3-4

西区城西店 名古屋市西区城西二丁目11番9号

ヨシヅヤ名古屋名西店 名古屋市西区名西二丁目33番8号

名東区牧の原店 名古屋市名東区牧の原三丁目805

アピタ鳴海店 名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9　ｱﾋﾟﾀ鳴海店2階ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内

安城新田町店 安城市新田町小山4番地1

岡崎上地店 岡崎市上地三丁目51-6

小牧常普請店 小牧市常普請二丁目281番地

豊田前山町店 豊田市前山町五丁目19-20

豊橋下地店 豊橋市下地町字操穴22

ラウンドワン豊橋店 豊橋市大岩町字岩田27番2

ラウンドワン半田店 半田市瑞穂町六丁目7番8

弥富鍋平店 弥富市鍋平二丁目37番1

愛知扶桑店 丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏1番

麺屋ここいち
都道府県 店舗名 店舗住所

北区新沼町店 名古屋市北区新沼町11番1

一宮末広店 一宮市末広二丁目27-5

楽市街道中之郷店 北名古屋市中之郷神明45-1

瀬戸西本地店 瀬戸市西本地町一丁目184番地

にっくい亭
都道府県 店舗名 店舗住所

稲沢国府宮店 稲沢市小池三丁目13-2

江南赤童子店 江南市赤童子町栄36番地1

福岡県

沖縄県

岐阜県

愛知県

愛知県

和歌山県

岡山県

広島県

山口県

愛知県




