
紅虎餃子房　アクアウォーク大垣 紅虎餃子房　青葉台東急スクエア
紅虎餃子房　アミュプラザ小倉 紅虎餃子房　仙台パルコ
紅虎餃子房　アリオ亀有 紅虎餃子房　大分パークプレイス
紅虎餃子房　イオンモールつくば 紅虎餃子房　池袋サンシャイン
紅虎餃子房　イオンモールむさし村山 紅虎餃子房　長岡
紅虎餃子房　イオンモール羽生 紅虎餃子房　鳥栖プレミアムアウトレット
紅虎餃子房　イオンモール岡山 紅虎餃子房　東京ドームシティラクーア
紅虎餃子房　イオンモール下田 紅虎餃子房　八丁堀
紅虎餃子房　イオンモール各務原 紅虎餃子房　イオンモール福津
紅虎餃子房　イオンモール宮崎 紅虎餃子房　北千住ルミネ
紅虎餃子房　イオンモール高知 紅虎餃子房　ピオレ明石
紅虎餃子房　イオンモール鹿児島 紅虎軒　コピス吉祥寺
紅虎餃子房　イオンモール秋田 紅虎軒　心斎橋
紅虎餃子房　イオンモール春日部 紅虎軒　天王寺ミオ
紅虎餃子房　イオンモール新居浜 紅虎菜舗　イオンモール高崎
紅虎餃子房　イオンモール川口前川 紅虎餃子茶寮　イオンモール高岡
紅虎餃子房　イオンモール草津 万豚記　ヨドバシAKIBA
紅虎餃子房　イオンモール大日 万豚記　ヨドバシ横浜
紅虎餃子房　イオンモール筑紫野 万豚記　ララガーデン春日部
紅虎餃子房　イオンモール天童 万豚記　ららぽーと豊洲
紅虎餃子房　イオンモール都城駅前 万豚記　広島基町クレド
紅虎餃子房　イオンモール東員 万豚記　国立
紅虎餃子房　イオンモール日の出 万豚記　三軒茶屋
紅虎餃子房　イオンモール福岡 万豚記　市ヶ谷
紅虎餃子房　イオンモール幕張新都心 万豚記　代々木
紅虎餃子房　イオンモール名取 万豚記　大塚
紅虎餃子房　イオンモール和歌山 万豚記　中目黒
紅虎餃子房　イオンモール茨木 万豚記　町田
紅虎餃子房　イオン都城ショッピングセンター 万豚記　日本橋
紅虎餃子房　板橋ショッピングセンター タイガー餃子会館　アミュプラザ鹿児島
紅虎餃子房　イトーヨーカドー大和鶴間 タイガー餃子会館　イオンモール盛岡
紅虎餃子房　イトーヨーカドー武蔵境 タイガー餃子　河原町
紅虎餃子房　けやきウォーク前橋 タイガー餃子会舘　御徒町
紅虎餃子房　さいたま新都心 タイガー餃子会舘　四条烏丸
紅虎餃子房　シァル鶴見 タイガー餃子会舘　浅草別館
紅虎餃子房　アピタ静岡クオーレ館 タイガー餃子会舘　大久保
紅虎餃子房　ピオニウォーク東松山 タイガー餃子会舘　田町
紅虎餃子房　ゆめシティ下関 タイガー餃子会舘　門前仲町
紅虎餃子房　長崎ゆめタウン夢彩都 タイガー餃子軒　広尾
紅虎餃子房　ららぽーとTOKYO-BAY タイガー軒　イオンモール堺鉄砲
紅虎餃子房　ららぽーと柏の葉 タイガー軒　仙台国分町
紅虎餃子房　横須賀モアーズ ドラゴンレッドリバー　イオンモール神戸北
紅虎餃子房　鎌倉 ドラゴンレッドリバー　ピオレ姫路
紅虎餃子房　熊本鶴屋百貨店 ドラゴンレッドリバー　マリンピア神戸
紅虎餃子房　広島 ドラゴンレッドリバー　ゆめタウン光の森
紅虎餃子房　札幌パルコ ドラゴンレッドリバー　ゆめタウン久留米
紅虎餃子房　イオンモール四條畷 ドラゴンレッドリバー　ゆめタウン廿日市
紅虎餃子房　深川ギャザリア ブルードラゴン　イオンモール水戸内原店
紅虎餃子房　人形町 ブルードラゴンオリエンタル　シャポー本八幡

中華

ジャーハイフェア 参加店舗一覧

https://kiwa-group.co.jp/benitora_ohgaki/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_aobadai/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kokura/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_sendai/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kameari/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_parkplace/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_tsukuba/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_ikebukuro/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_musashimurayama/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_nagaoka/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_hanyu/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_tosu/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_okayama/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_tokyodome/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_shimoda/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_hatcyobori/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kagamigahara/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_fukutsu/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_miyazaki/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kitasenjyu/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kouchi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_akashi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kagoshima/
https://kiwa-group.co.jp/benitoraken_kichijouji/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_akita/
https://kiwa-group.co.jp/benitoraken_shinsaibashi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kasukabe/
https://kiwa-group.co.jp/benitoraken_tennoji/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_niihama/
https://kiwa-group.co.jp/benitorasaiho_takasaki/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kawaguchimaekawa/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_takaoka/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kusatsu/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_akiba/
https://kiwa-group.co.jp/benitorai_dainichi/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_yokohama/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_chikushino/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_kasukabe/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_tendo/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_toyosu/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_miyakonojouekimae/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_hiroshima/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_touin/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_kunitachi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_hinode/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_sangenjyaya/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_fukuoka/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_ichigaya/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_makuhari/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_yoyogi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_natori/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_otsuka/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_wakayama/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_nakameguro/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_ibaraki/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_machida/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_miyakonojou/
https://kiwa-group.co.jp/wanzhuji_nihonbashi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_itabashi/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_kagoshima/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_yamatotsuruma/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_morioka/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_musashisakai/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_kawaramachi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_maebashi/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_okachimachi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_saitama/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_shijokarasuma/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_cial/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_asakusa/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_shizuoka/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_ohkubo/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_higashimatsuyama/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_tamachi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_shimonoseki/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_monzen/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_yumesaito/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_hiroo/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_tokyobay/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_sakai/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kashiwanoha/
https://kiwa-group.co.jp/tiger_sendai/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_yokosuka/
https://kiwa-group.co.jp/drr_koubekita/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kamakura/
https://kiwa-group.co.jp/drr_himeji/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_kumamoto/
https://kiwa-group.co.jp/drr_koube/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_hiroshima/
https://kiwa-group.co.jp/drr_hikarinomori/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_sapporo/
https://kiwa-group.co.jp/drr_kurume/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_shijounawate/
https://kiwa-group.co.jp/drr_hatsukaichi/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_fukagawa/
https://kiwa-group.co.jp/bdo_mito/
https://kiwa-group.co.jp/benitora_ningyocho/
https://kiwa-group.co.jp/bdo_motoyawata/


レッドドラゴン　相模大野ステーションスクエア 蒼龍唐玉堂　吉祥寺
暁雲亭　丸井北千住 蒼龍唐玉堂　鳥居坂
雲梅一包軒　丸井溝口 蒼龍唐玉堂　六本木
雲龍一包軒　セブンパークアリオ柏 ぷんぷくまる　おやまゆうえんハーヴェストウォーク
雲龍一包軒　トリエ調布 ぷんぷくまる　そごう千葉
雲龍一包軒　ららぽーと富士見 ぷんぷくまる　流山おおたかの森
雲龍一包軒　錦糸町 ちょもらんま　馬喰町
青菜　イオンモール新潟南 ちょもらんま酒場　西荻窪
青菜　丸の内ブリックスクエア ちょもらんま酒場　八重洲地下街
ブルーリリー　銀座チャイニーズビアホール 萬力屋　アスト津
ゴールデンタイガー　六本木ヒルズ 萬力屋　熊本鶴屋百貨
豆金餃子　学芸大学 萬力屋　池袋サンシャイン
韮菜万頭　福生 椿華亭　目黒権之助坂
白碗竹筷樓　二子玉川 富士力食堂　トレッサ横浜
上海バール　金沢フォーラス 富士力食堂　小平
人人人　マルヤマクラス 富士力食堂　立川柏

瓢六亭　赤坂 葱屋平吉　池尻大橋
瓢六亭　南平台 もつ焼きウッチャン　渋谷
まるかく三　池尻大橋 ゆるり屋　渋谷道玄坂
たつみ屋（東南屋）　ヨドバシAKIBA おふくと虎吉　イオンモール直方
たつみ屋（東南屋）　浅草 食堂つるかめ　恵比寿
つぬけ　神楽坂 大吉三　日本橋
ひかり屋　イオンモール名取 椿すずめ　グランエミオ所沢
ひかり屋　イオンモール鈴鹿 天まる　丸ビル
ヒカリ屋　深川ギャザリア 富金豚　イオンモール下田
ひかり屋　天王寺ミオ 富金豚　イオンモール松本
黒長兵衛　イオンモールりんくう泉南 富金豚　ララガーデン春日部
黒長兵衛　イオンモール岡崎 富金豚　ららぽーと柏の葉
黒長兵衛　羽田空港 富金豚　金沢フォーラス
葱屋平吉はなれ　西木屋町 富金豚　板橋ショッピングセンター
葱や平吉　宇田川町 富士㐂　渋谷道玄坂
葱や平吉　高瀬川 富士㐂　荻窪
葱や平吉　芝 富士㐂　青葉台東急スクエア
葱屋みらくる　神楽坂 富士㐂　池尻大橋
葱屋平吉　先斗町 富士㐂　中目黒

草の花　グランデュオ蒲田 ビストロティガボンボン　池袋サンシャイン
草の花　グランデュオ立川 ダル食堂　堂島地下街店
金金醤　イオンモール岡山 マルゲリータキッチン　イオンモール直方
焼肉ホルモン　アポロン　神田駿河台 マルゲリータキッチン　テラスモール湘南
アポロン　フジキ食堂　代々木 マルゲリータパリアッチョ　神楽坂
＠東京グリルハーバー　ららぽーと豊洲 カサブランカシルク　丸ビル
ネロオッキ　銀座コリドー街 R STAR　三宿
パリアッチョ　丸の内仲通り Chaco's（チャコズ ） 福生
パリアッチョ　汐留シティセンター デモデダイナー　福生
パリアッチョ　芝 デモデヘブン　相模原
パリアッチョ　深川ギャザリア デモデヘブン　福生

洋食・その他

和食

https://kiwa-group.co.jp/rd_sagamiohno/
https://kiwa-group.co.jp/souryu_kichijoji/
https://kiwa-group.co.jp/gyountei_kitasenju/
https://kiwa-group.co.jp/souryu_toriizaka/
https://kiwa-group.co.jp/unmei_mizonokuchi/
https://kiwa-group.co.jp/souryu_roppongi/
https://kiwa-group.co.jp/unryu_kashiwa/
https://kiwa-group.co.jp/punpuku_oyama/
https://kiwa-group.co.jp/unryu_chofu/
https://kiwa-group.co.jp/punpuku_chiba/
https://kiwa-group.co.jp/unryu_fujimi/
https://kiwa-group.co.jp/punpuku_nagareyama/
https://kiwa-group.co.jp/unryu_kinshicho/
https://kiwa-group.co.jp/chomo_bakurocho/
https://kiwa-group.co.jp/chintsai_niigata/
https://kiwa-group.co.jp/chomo_nishiogi/
https://kiwa-group.co.jp/chintsai_marunouchi/
https://kiwa-group.co.jp/chomo_yaesu/
https://kiwa-group.co.jp/bluelily_ginza/
https://kiwa-group.co.jp/manriki_tsu/
https://kiwa-group.co.jp/goldentiger/
https://kiwa-group.co.jp/manriki_kumamoto/
https://kiwa-group.co.jp/mamekin_gakugeidai/
https://kiwa-group.co.jp/manriki_ikebukuro/
https://kiwa-group.co.jp/niramanju/
https://kiwa-group.co.jp/chinkatei_meguro/
https://kiwa-group.co.jp/baiwan_tamagawa/
https://kiwa-group.co.jp/fujiriki_yokohama/
https://kiwa-group.co.jp/shanghai_kanazawa/
https://kiwa-group.co.jp/fujiriki_kodaira/
https://kiwa-group.co.jp/renrenren_maruyama/
https://kiwa-group.co.jp/fujiriki_tachikawakashiwa/
https://kiwa-group.co.jp/hyourokutei_akasaka/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_ikejiri/
https://kiwa-group.co.jp/hyourokutei_nanpeidai/
https://kiwa-group.co.jp/uttyan_shibuya/
https://kiwa-group.co.jp/marukakusan_ikejiri/
https://kiwa-group.co.jp/yururiya_shibuya/
https://kiwa-group.co.jp/tatsumi_akihabara/
https://kiwa-group.co.jp/ofuku_nogata/
https://kiwa-group.co.jp/tatsumi_asakusa/
https://kiwa-group.co.jp/tsurukame_ebisu/
https://kiwa-group.co.jp/tsunuke_kagurazaka/
https://kiwa-group.co.jp/daikichisan/
https://kiwa-group.co.jp/hikariya_natori/
https://kiwa-group.co.jp/tsubakisuzume_tokorozawa/
https://kiwa-group.co.jp/hikariya_suzuka/
https://kiwa-group.co.jp/tenmaru/
https://kiwa-group.co.jp/hikariya_fukagawa/
https://kiwa-group.co.jp/tomikinton_shimoda/
https://kiwa-group.co.jp/hikariya_tennoji/
https://kiwa-group.co.jp/tomikinton_matsumoto/
https://kiwa-group.co.jp/kurocho_sennan/
https://kiwa-group.co.jp/tomikinton_kasukabe/
https://kiwa-group.co.jp/kurocho_okazaki/
https://kiwa-group.co.jp/tomikinton_kashiwanoha/
https://kiwa-group.co.jp/kurocho_haneda/
https://kiwa-group.co.jp/tomikinton_kanazawa/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_hanare/
https://kiwa-group.co.jp/tomikonton_itabashi/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_udagawa/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_shibuya/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_takasegawa/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_ogikubo/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_shiba/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_aobadai/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_kagurazaka/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_ikejiri/
https://kiwa-group.co.jp/negiya_pontocho/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_nakameguro/
https://kiwa-group.co.jp/kusanohana_kamata/
https://kiwa-group.co.jp/tigrebonbon/
https://kiwa-group.co.jp/kusanohana_tatikawa/
https://kiwa-group.co.jp/darushokudo/
https://kiwa-group.co.jp/kimukimujan_okayama/
https://kiwa-group.co.jp/margherita_kitchen_noogata/
https://kiwa-group.co.jp/aporon_kanda/
https://kiwa-group.co.jp/margherita_kitchen_shonan/
https://kiwa-group.co.jp/fujiki_yoyogi/
https://kiwa-group.co.jp/margherita_pagliaccio/
https://kiwa-group.co.jp/tokyogrillharbour/
https://kiwa-group.co.jp/casablancasilk/
https://kiwa-group.co.jp/nerookki/
https://kiwa-group.co.jp/rstar_mishuku/
https://kiwa-group.co.jp/pagliaccio_marunouchi/
https://kiwa-group.co.jp/chacos_fussa/
https://kiwa-group.co.jp/pagliaccio_shiodome/
https://kiwa-group.co.jp/demode_fussa/
https://kiwa-group.co.jp/pagliaccio_shiba/
https://kiwa-group.co.jp/demodeheaven_sagamihara/
https://kiwa-group.co.jp/pagliaccio_fukagawa/
https://kiwa-group.co.jp/demodeheaven_fussa/
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