
ワクチン・検査パッケージ登録店舗一覧表
※登録店舗の更新など、諸般の事情により相違がある場合がございます。

青森県
県名 業態名 店名

青森 ステーキ宮　 弘前店

青森 時遊館　 弘前駅前店

青森 寧々家　 弘前駅前店

青森 ステーキ宮　 イオンモール下田店

青森 ステーキ宮　 青森店

青森 時遊館　 青森観光通店

青森 寧々家　 青森西店

青森 いろはにほへと　 八戸八日町店

青森 ステーキ宮　 八戸店

岩手県
県名 業態名 店名

岩手 寧々家 一関駅前店

岩手 寧々家 水沢駅前店

岩手 寧々家 花巻駅前店

岩手 寧々家 盛岡北大橋店

岩手 時遊館 一関駅前店

岩手 時遊館 水沢駅前店

岩手 時遊館 盛岡バイパス店

岩手 時遊館 盛岡駅前店

岩手 やきとりセンター 一関駅前店店

岩手 ステーキ宮 盛岡南店

岩手 いろはにほへと 一関駅前店

岩手 いろはにほへと 水沢駅前店

岩手 いろはにほへと 花巻駅前店

岩手 いろはにほへと 盛岡駅前店

岩手 いろはにほへと 北上駅前店

宮城県
県名 業態名 店名

宮城 いろはにほへと　 石巻駅前店

宮城 時遊館　 仙台幸町店

宮城 寧々家　 仙台幸町店

宮城 時遊館　 仙台大和町店

宮城 寧々家　 仙台大和町店

宮城 いろはにほへと　 仙台駅前店

宮城 カルビ大将　 仙台吉成店

宮城 時遊館　 仙台吉成店

宮城 寧々家　 仙台吉成店

宮城 カルビ大将　 仙台八乙女店

宮城 時遊館　 仙台泉店

宮城 カルビ大将　 名取大橋店

宮城 時遊館　 名取大橋店

宮城 カルビ大将　 多賀城店

宮城 時遊館　 多賀城店

宮城 寧々家　 多賀城店

宮城 いろはにほへと　 古川駅前店

宮城 カルビ大将　 古川駅前店

宮城 やきとりセンター　 古川駅前店

宮城 時遊館　 古川駅前店

宮城 寧々家　 古川駅前店
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山形県
県名 業態名 店名

山形 寧々家 山形松見町店

山形 寧々家 山形あかねヶ丘店

山形 寧々家 山形大野目店

山形 時遊館 山形西バイパス店

山形 時遊館 山形平清水店

山形 時遊館 山形駅前店

山形 ステーキ宮 山形西店

山形 ステーキ宮 酒田店

山形 いろはにほへと 山形駅前店

山形 いろはにほへと 鶴岡駅前店

山形 いろはにほへと 米沢中央店

福島県
県名 業態名 店名

福島 和処ダイニング暖や 郡山安積店

福島 和処ダイニング暖や 福島駅ピボット店

福島 寧々家 いわき小島町店

福島 寧々家 会津若松駅前店

福島 寧々家 郡山西ノ内店

福島 時遊館 会津若松駅前店

福島 時遊館 郡山駅東店

福島 時遊館 郡山堤店

福島 時遊館 郡山西ノ内店

福島 やきとん酒場 ぎんぶた福島駅前店

福島 ねねや 福島駅前店（野菜

福島 ステーキ宮 いわき店

福島 ステーキ宮 会津若松駅前店

福島 ステーキ宮 郡山コスモス通り店

福島 ステーキ宮 郡山富田店

福島 ステーキ宮 ベイシア白河モール店

福島 ステーキ宮 福島店

福島 ステーキ宮 福島太平寺店

福島 カルビ大将 いわき店

福島 カルビ大将 会津若松駅前店

福島 いろはにほへと いわき平二町目店

福島 いろはにほへと 会津若松店
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茨城県
県名 業態名 店名

茨城 寧々家 ひたちなか店

茨城 寧々家 阿見店

茨城 寧々家 古河店

茨城 寧々家 水戸駅南口店

茨城 寧々家 石岡店

茨城 寧々家 土浦店

茨城 寧々家 日立駅前店

茨城 時遊館 勝田駅前店

茨城 時遊館 水戸駅南口店

茨城 ステーキ宮 筑波学園店

茨城 ステーキ宮 ひたちなか店

茨城 ステーキ宮 牛久店

茨城 ステーキ宮 古河店

茨城 ステーキ宮 守谷店

茨城 ステーキ宮 神栖店

茨城 ステーキ宮 水戸店

茨城 ステーキ宮 水戸インター店

茨城 ステーキ宮 石岡店

茨城 ステーキ宮 下館店

茨城 ステーキ宮 土浦店

茨城 ステーキ宮 日立金沢店

茨城 カルビ大将 ひたちなか店

茨城 カルビ大将 牛久店

茨城 カルビ大将 神栖店

茨城 カルビ大将 下館店

茨城 いろはにほへと 勝田駅前店

茨城 いろはにほへと 水戸駅南口店

栃木県
県名 業態名 店名

栃木 和処ダイニング暖や 上戸祭店

栃木 和処ダイニング暖や 真岡店

栃木 和牛ステーキ桜 那須高原店

栃木 寧々家 西川田店

栃木 寧々家 宇都宮駅東店

栃木 寧々家 宇都宮駅前店

栃木 寧々家 鹿沼店

栃木 寧々家 栃木店

栃木 ステーキ宮 鶴田店

栃木 ステーキ宮 越戸店

栃木 ステーキ宮 西川田店

栃木 ステーキ宮 宇都宮店

栃木 ステーキ宮 田下店

栃木 ステーキ宮 ベルモール店

栃木 ステーキ宮 簗瀬店

栃木 ステーキ宮 佐野店

栃木 ステーキ宮 小山城東店

栃木 ステーキ宮 小山駅南店

栃木 ステーキ宮 足利南店

栃木 ステーキ宮 足利芳町店

栃木 ステーキ宮 大田原店

栃木 ステーキ宮 栃木店

栃木 ステーキ宮 黒磯店

栃木 カルビ大将 江曽島店

栃木 カルビ大将 西那須野店
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群馬県
県名 業態名 店名

群馬 ステーキ宮　 伊勢崎店

群馬 ステーキ宮　 館林店

群馬 ステーキ宮　 桐生広沢店

群馬 ステーキ宮　 上豊岡店

群馬 ステーキ宮　 高崎東店

群馬 ステーキ宮　 前橋東部店

群馬 ステーキ宮　 前橋下小出店

群馬 ステーキ宮　 太田新井町店

埼玉県
県名 業態名 店名

埼玉 ステーキ宮 東大宮店

埼玉 ステーキ宮 上福岡店

埼玉 ステーキ宮 行田店

埼玉 ステーキ宮 深谷店

埼玉 ステーキ宮 川越店

埼玉 ステーキ宮 川口店

埼玉 カルビ大将 行田店

千葉県
県名 業態名 店名

千葉 カルビ大将 千葉ニュータウン店

千葉 ステーキ宮 佐倉店

千葉 寧々家 市原店

千葉 ステーキ宮 東金店

千葉 ステーキ宮 千葉ニュータウン店

千葉 ステーキ宮 茂原店

千葉 ステーキ宮 木更津店

東京都
県名 業態名 店名

東京 宮 羽田空港店

東京 ステーキ宮 町田木曽店

東京 ステーキ宮 八王子松木店

神奈川県
県名 業態名 店名

神奈川 ステーキ宮 戸塚平戸店

神奈川 ステーキ宮 逗子店

新潟県
県名 業態名 店名

新潟 寧々家 新潟駅前店

新潟 寧々家 新潟駅南店

新潟 寧々家 新潟寺尾台店

新潟 寧々家 長岡駅前店

新潟 寧々家 古正寺店

新潟 時遊館 長岡アークガレリア店

新潟 ステーキ宮 新潟県庁前店

新潟 ステーキ宮 海老ヶ瀬インター店

新潟 ステーキ宮 長岡店

新潟 いろはにほへと 長岡駅前店
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富山県
県名 業態名 店名

富山 寧々家 高岡店

富山 カルビ大将 黒部店

富山 カルビ大将 ファボーレ富山店

富山 ステーキ宮 富山黒瀬店

石川県
県名 業態名 店名

石川 ステーキ宮 金沢中央店

石川 ステーキ宮 金沢有松店

石川 カルビ大将 津幡店

石川 カルビ大将 田上店

石川 かつ時 松任店

福井県
県名 業態名 店名

福井 海鮮アトム 武生店

福井 かつ時 春江店

福井 カルビ大将 春江店

福井 海鮮アトム 春江店

福井 かつ時 鯖江店

福井 カルビ大将 鯖江店

福井 海鮮アトム 鯖江店

福井 かつ時 敦賀店

福井 カルビ大将 敦賀若葉店

福井 ステーキ宮 敦賀店

福井 海鮮アトム 敦賀若葉店

福井 カルビ大将 新保店

福井 カルビ大将 文京店

福井 ステーキ宮 福井大和田店

福井 ステーキ宮 福井文京店

福井 にぎりの徳兵衛 新保店

福井 海鮮アトム 幾久店

福井 海鮮アトム 和田店

福井 海鮮アトム 大和田エルパ店

福井 海鮮アトム 若杉店

福井 海鮮アトム 花堂ベル店

長野県
県名 業態名 店名

長野 寧々家 伊那店

長野 ステーキ宮 豊科店

長野 ステーキ宮 箕輪店

長野 ステーキ宮 上田店

長野 ステーキ宮 長野店

長野 ステーキ宮 飯田インター店

長野 カルビ大将 豊科店

長野 カルビ大将 伊那店

長野 カルビ大将 塩尻店

長野 カルビ大将 下諏訪店

長野 カルビ大将 飯田店

長野 かつ時 豊科店

長野 かつ時 伊那店

長野 いろはにほへと 伊那店

長野 いろはにほへと 飯田駅前店
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岐阜県
県名 業態名 店名

岐阜 ステーキ宮　 岐南店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 羽島店

岐阜 味のがんこ炎　 可児店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 鵜沼店

岐阜 味のがんこ炎　 鵜沼店

岐阜 カルビ大将　 高富店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 柳津店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 長良店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 東興店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 島店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 岐阜芥見店

岐阜 カルビ大将　 恵那店

岐阜 がんこ亭　 恵那店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 高山店

岐阜 ステーキ宮　 瑞浪店

岐阜 がんこ亭　 瑞浪店

岐阜 いろはにほへと　 大垣駅前店

岐阜 かつ時　 大垣西インター店

岐阜 ステーキ宮　 大垣インター店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 大垣南店

岐阜 時遊館　 大垣駅前店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 土岐店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 美濃太田店

岐阜 ステーキ宮　 北方店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 糸貫店

岐阜 にぎりの徳兵衛　 池田店

静岡県
県名 業態名 店名

静岡 寧々家 浜松駅前モール街店

静岡 甘太郎 沼津駅南口店

静岡 やきとりセンター 富士駅前店

静岡 にぎりの徳兵衛 御殿場店

静岡 にぎりの徳兵衛 吉田店

静岡 にぎりの徳兵衛 西塚店

静岡 カルビ大将 富士山御殿場店

静岡 カルビ大将 浜松参野店

静岡 いろはにほへと 沼津駅南口店
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愛知県
県名 業態名 店名

愛知 かつ時 甚目寺店

愛知 ステーキ宮 甚目寺店

愛知 かつ時 安城店

愛知 ステーキ宮 安城店

愛知 味のがんこ炎 安城店

愛知 時遊館 一宮駅前店

愛知 寧々家 一宮駅前店

愛知 かつ時 稲沢店

愛知 ステーキ宮 稲沢店

愛知 味のがんこ炎 稲沢中央道店

愛知 ステーキ宮 岡崎店

愛知 にぎりの徳兵衛 岡崎欠町店

愛知 味のがんこ炎 蒲郡店

愛知 ステーキ宮 犬山店

愛知 カルビ大将 江南店

愛知 味のがんこ炎 江南店

愛知 ステーキ宮 高浜店

愛知 ステーキ宮 坂下店

愛知 にぎりの徳兵衛 坂下店

愛知 味のがんこ炎 高蔵寺店

愛知 味のがんこ炎 清須店

愛知 ステーキ宮 西尾店

愛知 味のがんこ炎 大府店

愛知 カルビ大将 阿久比店

愛知 ステーキ宮 知立店

愛知 カルビ大将 長久手店

愛知 にぎりの徳兵衛 イオンモール長久手店

愛知 ステーキ宮 津島店

愛知 ステーキ宮 東海店

愛知 にぎりの徳兵衛 東海店

愛知 味のがんこ炎 高横須賀店

愛知 ステーキ宮 日進竹の山店

愛知 ステーキ宮 半田店

愛知 味のがんこ炎 半田店

愛知 味のがんこ炎 本地ヶ原店

愛知 寧々家 豊橋駅前店

愛知 ステーキ宮 豊川店

愛知 味のがんこ炎 豊川国府店

愛知 ステーキ宮 豊田ＩＣ店

愛知 にぎりの徳兵衛 豊田挙母店

愛知 味のがんこ炎 豊田朝日町店

愛知 ステーキ宮 北名古屋店

愛知 にぎりの徳兵衛 川原店

愛知 ステーキ宮 今池店

愛知 にぎりの徳兵衛 イオン千種店

愛知 やきとん酒場ぎんぶた 伏見長者町店

愛知 味のがんこ炎 中川戸田店

愛知 にぎりの徳兵衛 中村豊国店

愛知 にぎりの徳兵衛 植田店

愛知 味のがんこ炎 植田店

愛知 にぎりの徳兵衛 オアシス２１店

愛知 にぎりの徳兵衛 イオンモール熱田店

愛知 味のがんこ炎 イオン熱田店

愛知 にぎりの徳兵衛 黒川店

愛知 味のがんこ炎 滝の水店
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愛知 にぎりの徳兵衛 鳴海店

三重県
県名 業態名 店名

三重 味のがんこ炎 桑名店

三重 にぎりの徳兵衛 アピタ四日市店

三重 カルビ大将 名張店

三重 海へ 桑名店

三重 いろはにほへと 松阪駅前店

滋賀県
県名 業態名 店名

滋賀 ステーキ宮 近江八幡店

滋賀 ステーキ宮 長浜店

滋賀 カルビ大将 近江八幡店

滋賀 カルビ大将 甲賀水口店

滋賀 いろはにほへと 彦根駅前店

京都府
県名 業態名 店名

京都 にぎりの徳兵衛 イオンモール京都桂川店

京都 ステーキ宮 京都伏見店

大阪府
県名 業態名 店名

大阪 にぎりの徳兵衛 イオンモール茨木店

大阪 にぎりの徳兵衛 イオンモール堺鉄砲町店

大阪 ステーキ宮 高石店

大阪 ステーキ宮 あべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店

兵庫県
県名 業態名 店名

兵庫 ステーキ宮 播磨店

兵庫 ステーキ宮 尼崎立花店

兵庫 ステーキ宮 姫路大津店

兵庫 ステーキ宮 姫路野里店

山口県
県名 業態名 店名

山口 ステーキ宮　 宇部厚南店

福岡県
県名 業態名 店名

福岡 ステーキ宮 貝塚店

熊本県
県名 業態名 店名

熊本 ステーキ宮 熊本浜線バイパス店

宮崎県
県名 業態名 店名

宮崎 ステーキ宮 宮崎大島店


