
秋田県内

店舗名称 店舗住所 TEL URL

秋田比内地鶏加工センター 秋田県北秋田市川井字漣岱72 callto:0186784225 http://www.ja-takanosu.or.jp/

株式会社あきた六次会　　　 秋田県大館市釈迦内字家下９－８　　　 callto:0186594546 http://www.rokujikai.jp/

有限会社秋田三鶏実業 秋田県大館市雪沢字楢木岱72-3 callto:0186502254 http://www.akita-sankei.com/

みちくさ屋本店 秋田県大館市白沢字白沢407-9 callto:0186463775 http://www.fukuokf.jp/okf_shirasawa

株式会社本家比内地鶏 秋田県大館市比内町大葛字芦内口道下69 callto:0186572002 http://honke-hinaijidori.com/

山本食肉卸センター 秋田県大館市字谷地町後31番地　　　　　 callto:0186490169 －

（有）斎藤精肉店 秋田県大仙市刈和野字清光院後42-18 callto:0187750298 －

株式会社　清水ミート 秋田県仙北市角館町岩瀬下タ野15-39 callto:0187541348 http://www.shimizu-meat.com/

（有）島川商店 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野49-84 callto:0187430141 https://www.shimakawa.net/

秋田県外

店舗名称 店舗住所 TEL URL

鳥麻 日本橋三越本店 東京都中央区日本橋室町1丁目4-1　日本橋三越本館B1F callto:0332553865 －

秋田県内

店舗名称 店舗住所 TEL URL

くらみせ 秋田県鹿角市十和田毛馬内62-1 callto:0186355655 －

手打ちそばと比内地鶏　いな穂 秋田県北秋田市材木町6-4 callto:0186621305 －

レストランいずみ 秋田県大館市泉町9番19号　泉町地域ふくしセンター内 callto:0186578211 http://www.fukuokf.jp/okf_izumi/welfare_08.html

秋田比内や大館本店 秋田県大館市大町21 callto:0186497766 https://www.akitahinaiya.co.jp/page12

れすとらん比内どり 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地11 callto:0186552200 －

和食　お多福 秋田県秋田市大町4丁目2番25号 callto:0188620802 https://www.akitaotafuku.com/index.html

本家あべや秋田店 秋田県秋田市中通1丁目4-3　エリアなかいち商業施設1F callto:0188251180 http://www.honkeabeya.com/

比内地鶏専門店　秋田比内地鶏や 秋田県秋田市中通7-2-1 ﾄﾋﾟｺ3F callto:0188747282 http://www.akita-hinaijidoriya.com/

比内地鶏串 Sot l'y laisse 秋田県秋田市南通亀の町3-44 川原田ビル 1F callto:08040041538 －

旬菜料理　月の栞 秋田県仙北市角館町横町21 callto:0187532880 http://tukinoshiori.com/index2.html

お食事処 十兵衛 秋田県仙北市角館町横町23 callto:0187551881 https://www.sakuranosato.net/page/4

食処 かくのだてさくら小路 秋田県仙北市角館町横町27 callto:0187533003 https://www.sakuranosato.net/page/5

お食事処 桜の里 秋田県仙北市角館町東勝楽丁9番地 callto:0187542527 https://www.sakuranosato.net/page/3

炭鉄 食べ酔う 南 秋田県横手市十文字町曙町 31-3 callto:0182423081 https://hirayama.info/nan/

秋田県外

店舗名称 店舗住所 TEL URL

鶏料理専門店　鶏旬 北海道北斗市七重浜8丁目3-3 callto:0138485253 －

焼鳥SHIRO 北海道札幌市中央区南4条西24丁目1-24 callto:0115214060 https://yakitori-shiro.com/

悦中庵 青森県八戸市大字湊町字大沢34番地4 callto:0178342301 －

秋田比内や 久慈店 岩手県久慈市中央2-9-2 callto:0194533668 －

斉藤うどん店　平泉 岩手県西磐井郡平泉町平泉字鈴沢63-5 callto:0191344700 －

斉藤うどん店 岩手県一関市萩荘字釜ヶ淵136-1 callto:0191243006 －

宮城熊さん麵ショップ 宮城県仙台市太白区西多賀五丁目11-5 callto:0222453866 －

秋田比内や仙台本店 宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目4-30 S309 callto:0223989160 －

蕃山愛子店 宮城県仙台市青葉区下愛子月橋9-10 callto:0223926129 －

焼鳥おのでら 宮城県石巻市中央2-3-12 callto:0225988511 －

ラーメン比内 福島県郡山市喜久田字菖蒲池22-3 callto:08045105741 －

お食事処　さくま 新潟県新発田市本町3-7-14 callto:0254247421 －

居食亭　さくま 新潟県新発田市舟入町2-4-16 callto:0254237781 －

炭焼３３３ SASAMI 石川県金沢市堀川町9-1 callto:0762257769 https://www.facebook.com/profile.php?id=100028121366976

比内地鶏ウィンターキャンペーン　【販売店一覧】

比内地鶏ウィンターキャンペーン　【飲食店一覧】

1 / 2 ページ



店舗名称 店舗住所 TEL URL

ひないや吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-14 callto:0422211788 https://kashiwa-gion.gorp.jp/

焼鳥　照隅 東京都文京区根津1丁目1-21 callto:0358348891 －

灯り家日本橋店 東京都中央区日本橋小舟町11-7　ﾀﾞｲｾﾝﾋﾞﾙ1F callto:0336390360 －

本家あべやKITTE　GRANCHÉ店 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 callto:0362560822 http://www.honkeabeya.com/

本家あべや北町ダイニング店 東京都千代田区丸の内1-9-1　東京駅八重洲北口2F callto:0362560518 http://www.honkeabeya.com/

本家あべや神楽坂店 東京都新宿区神楽坂3-2-4　co＆coビルB1・1F callto:0352252664 http://www.honkeabeya.com/

秋田純米酒処　GEMS恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿1-11-5 callto:0362770663 http://www.honkeabeya.com/

本家あべや msb　Tamachi店 東京都港区芝浦3丁目1-21 callto:0368093290 http://www.honkeabeya.com/

銀座かしわ 東京都中央区銀座4-12-1 11F callto:0362643288 https://ginzakashiwa.com

ひない小町渋谷店 東京都渋谷区道玄坂1-15-11龍昌ビル1F、B1F callto:0354597251 https://hinaikomachi-shibuya.com/

ひない小町蒲田店 東京都大田区蒲田5-19-12フレッサイン蒲田ビル1F callto:0364247700 https://hinaikomachi-kamata.com/blog/

比内地鶏中華そば田乃井 東京都足立区西新井1-26-8 callto:0368031285 https://m.facebook.com/profile.php?id=100063541301453

ひない亭 埼玉県所沢市東所沢和田3-6-8 callto:0429440022 －

ひない屋 埼玉県所沢市新郷167-15 callto:0429441123 －

花見川 大富 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１０−８ サントルビレッジ 1A callto:0433560332 －

本家あべや　静岡店 静岡県静岡市葵区紺屋町3-1　CROSS NINE 8F callto:0542607095 https://abeya.owst.jp/

炭焼尚店 大阪府八尾市北本町1-3-2 callto:0729985080 https://sumiyaki-shouten.owst.jp/

やきとり松里 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-33 1F東 Res 堂島ﾋﾞﾙ callto:0664597785 －

焼鳥　市松 大阪府大阪市北区堂島1丁目5-1 ｴｽﾊﾟｽ北新地23 1F callto:0663460112 －

焼鳥　松明 大阪府大阪市北区曾根埼新地1丁目7-21 ｴｽﾊﾟｽ北新地8 callto:0663481388 －

とり焼き鶏料理 かしわ 京都府京都市東山区清本町豆六小路内374-5 callto:0755413313 －

比内地鶏専門店　乾杯大牟田 福岡県大牟田市本町2-3-6 callto:0944575277 http://www.kampai-omuta.com/

比内地鶏専門店乾杯大牟田柳川 福岡県柳川市本城町51-1 callto:0944850900 http://www.kampai-omuta.com/
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