
屋号 店名 屋号 店名 屋号 店名
北海道 杵屋 札幌円山公園クラス店 杵屋 沼津イシバシプラザ店 杵屋 宝塚ソリオ店

杵屋 盛岡駅フェザン店 杵屋 浜松メイワンエキマチ店 杵屋 垂水ウエステ店
杵屋 仙台泉中央駅スイング店 杵屋 ららぽーと磐田店 杵屋 六甲アイランド店
そじ坊 仙台長町ザ・モール店 そじ坊 静岡駅アスティ店 杵屋 新長田アスタプラザイースト店

結月庵 仙台駅エスパル店 そじ坊 浜松市野イオンモール店 杵屋 神戸御影クラッセ店
福島県 麦まる 郡山ザ・モール店 叶家 浜松遠鉄百貨店 杵屋 明石駅ピオレ２Ｆ店
群馬県 そじ坊 高崎駅モントレー店 愛知県 杵屋 木曽川イオンモール店 杵屋 加古川イオン店
茨城県 そじ坊 つくばイーアス店 杵屋 八事イオン店 杵屋 明石イオンショッピングセンター店

杵屋 桶川東武マイン店 杵屋 小牧桃花台ピアーレ店 そじ坊 西宮アクタ店
杵屋 川越エキア店 そじ坊 大高イオンモール店 そじ坊 宝塚ソリオ店
杵屋 新越谷ヴァリエ店 そじ坊 名古屋みなとイオンモール店 そじ坊 明石パピオス店
穂の香 草加ヴァリエ店 そじ坊 知立アピタ店 そば野 伊丹イオンモール店
そじ坊 熊谷駅ティアラ店 そじ坊 名古屋栄スカイル店 和歌山県 杵屋 和歌山駅MIO北館店
叶家 新越谷ヴァリエ店 そじ坊 豊橋駅カルミア店 広島県 杵屋 福山ゆめタウン ２F店
杵屋 幕張イトーヨーカドー店 そじ坊 長久手アピタ店 杵屋 広島センター街店
杵屋 稲毛イオン店 おらが蕎麦 名古屋名鉄イートインストリート店 そじ坊 広島廿日市ゆめタウン店

杵屋 シャポー市川店 叶家 岡崎イオンモール店 そば野 呉ゆめタウン店
杵屋 松戸駅アトレ店 愛媛県 そじ坊 新居浜イオンモール店 岡山県 そじ坊 倉敷イオンモール店
そじ坊 新浦安ＭＯＮＡ店 三重県 杵屋 伊勢イオンララパーク店 山口県 杵屋 下関シーモール店
そじ坊 船橋フェイス店 そじ坊 津駅チャム店 杵屋 下松ゆめタウン店
おらが蕎麦 シャポー本八幡店 岐阜県 そじ坊 岐阜モレラ店 杵屋 おのだサンパーク店
叶家 松戸テラスモール店 石川県 杵屋 金沢めいてつエムザ店 そじ坊 高松ゆめタウン店
杵屋 赤羽イトーヨーカドー店 滋賀県 めん坊 草津近鉄百貨店 そじ坊 丸亀ゆめタウン店
杵屋 永山グリナード店 奈良県 杵屋 橿原近鉄百貨店 高知県 そじ坊 高知イオンモール店
杵屋 鶴川マルシェ店 杵屋 生駒近鉄百貨店 佐賀県 そじ坊 佐賀ゆめタウン店
杵屋 福生西友店 そじ坊 西大寺ならファミリー店 そじ坊 久留米ゆめタウン店
そじ坊 光が丘イマ店 叶家 橿原イオンモール店 おらが蕎麦 博多１番街店
そじ坊 東久留米イオンモール店 京都府 杵屋 京都パセオダイゴロー店 大分県 杵屋 大分わさだトキハ店
そじ坊 豊洲センタービル店 そじ坊 四条烏丸ＦＴスクエア店 宮崎県 杵屋 宮崎イオンモール店
そじ坊 東京イースト２１店 そじ坊 京都ゼスト御池店 杵屋 長崎駅アミュプラザ店
そじ坊 木場イトーヨーカドー店 そじ坊 京都五条イオンモール店 そじ坊 させぼ五番街店
そじ坊 シャポー小岩店 きなさ 京都ＭＯＭＯテラス店 熊本県 そじ坊 熊本光の森ゆめタウン店

そじ坊 三軒茶屋キャロットタワー店 大阪府 杵屋 高槻オーロラモール店
そじ坊 大井町イトーヨーカドー店 杵屋 東大阪近鉄百貨店
そじ坊 昭島モリタウン店 杵屋 南港ポートタウン店
おらが蕎麦 町屋サンポップ店 杵屋 豊中エトレ店
叶家 ららぽーと立川立飛店 杵屋 泉ヶ丘ひろば専門店街店

杵屋 本厚木ミロード店 杵屋麦丸 泉ヶ丘ひろば専門店街店

杵屋 新百合ケ丘エルミロード店 穂の香 守口京阪百貨店
杵屋 横浜ポルタ店 穂の香 高槻アルプラザ店
杵屋 保土ケ谷駅ビーンズ店 そじ坊 高槻オーロラモール店
杵屋 日吉東急ビル店 そじ坊 新大阪ニッセイビル １F店

杵屋 川崎アゼリア店 そじ坊 大阪ベイタワー店
杵屋 久里浜駅ウィング店 そじ坊 京橋京阪モール店
そじ坊 川崎アゼリア店 そじ坊 鶴見緑地イオンモール店

そじ坊 横浜トレッサ店 そじ坊 枚方サンプラザ３号館店

そじ坊 茅ヶ崎駅ラスカ店 そじ坊 堺東ショップ南海店
そじ坊 東戸塚オーロラモール店 そじ坊 堺北花田イオンモール店

そじ坊 海老名ビナウォーク店 おらが蕎麦 天満駅前ＫＹビル店
おらが蕎麦 ウィングキッチン京急鶴見店 きなさ 上本町近鉄百貨店 B１F

叶家 湘南テラスモール店 叶家 りんくう泉南イオンモール店

2019.11.25現在

香川県

福岡県

長崎県

年越しそばは、江戸時代中期から定着した食習慣とされています。その由来として
『そばは細く長く伸びることから縁起が良く、翌年も寿命を延ばし、家運を延ばしたい
という願いを込めて、大晦日に年越しそばを食すようになった。』という説があります。

グルメ杵屋ではご覧の店舗で年越しそばを販売する予定です。
年越しにはグルメ杵屋のおそばをご用命くださいますようお願い申し上げます。

年越しそば販売予定店舗一覧

　　※販売日、販売商品等に
　　つきましては各店舗に
　　お問い合わせください。

岩手県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

静岡県

兵庫県


