
梅の花　ギフト券ご利用可能店舗一覧

北海道・東北

店舗名 電話番号 住所

梅の花 札幌店 011-207-7317 北海道札幌市中央区南一条西1丁目5-6-7札幌シャンテ4F

梅の花 郡山店 024-962-7338 福島県郡山市鳴神1-30-2

梅の花 仙台店 022-304-3747 宮城県仙台市太白区大野田4-2-7

関東・甲信越

店舗名 電話番号 住所

梅の花 船橋店 047-460-1017 千葉県船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋店8F

梅の花 おおたかの森店 04-7178-2772 千葉県流山市おおたかの森北3丁目44番地の5

梅の花 所沢店 04-2938-6303 埼玉県所沢市三ヶ島4-2129-1

梅の花 水戸店 029-305-5311 茨城県水戸市笠原町1971-1

梅の花 二子玉川店 03-5491-7571 東京都世田谷区玉川3-17-1玉川髙島屋本館6F

梅の花 新百合丘店 044-959-3733 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1ホテルモリノ7F

梅の花 横浜スカイビル店 045-450-1010 神奈川県横浜市西区高島2-19-12スカイビル29F

梅の花 横浜青葉台店 045-988-1330 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-5

梅の花 立場店 045-805-0033 神奈川県横浜市泉区中田北1-24-45

梅の花 千葉店 043-221-8700 千葉県千葉市中央区祐光4-20-7

梅の花 銀座並木通店 03-3538-2226 東京都中央区銀座2-3-6銀座並木通りビル5F

梅の花 上野広小路店 03-3834-7712 東京都台東区上野1-20-11鈴乃屋ビル5F

梅の花 新小岩店 03-5678-5321 東京都葛飾区新小岩1-44-2クッターナシティA棟4F

梅の花 蒲田店 03-5713-7271 東京都大田区蒲田5-37-1ニッセイアロマプラザ2F

梅の花 大泉学園店 03-5933-0235 東京都練馬区東大泉5-43-1大泉学園ゆめりあフェンテ4F

梅の花 吉祥寺店 0422-28-0320 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1東急百貨店9F

梅の花 国分寺店 042-320-4621 東京都国分寺市南町2-17-1ハタヤ第1ビル17F

梅の花 立川店 042-540-5252 東京都立川市栄町3-13-7

梅の花 町田店 042-739-6077 東京都町田市中町3-1-11

梅の花 川越店 049-237-8050 埼玉県川越市的場新町7－2

梅の花 新潟店 025-242-1900 新潟県新潟市中央区堀之内南1-33-13

梅の花 越谷レイクタウン店 048-990-1633 埼玉県越谷市レイクタウン六丁目18番3

梅の花 成城学園前店 03-5490-8211 東京都世田谷区成城6-5-34成城コルティ4F

梅の花 府中店 042-340-3322 東京都府中市宮町１丁目100番地　ル・シーニュ 312

かにしげ　本厚木店 046-226-1126 神奈川県厚木市泉町1-1小田急本厚木駅ビル3Ｆ

食のつむぎ　海老名ビナガーデンズ店 046-236-3227 神奈川県海老名市めぐみ町2番1号　4Ｆ

和種焼肉　KUROTOAKA 03-6441-2740 東京都港区赤坂3-10-1　対翠館ビル３階



北陸・東海

店舗名 電話番号 住所

梅の花 栄店 052-242-3551 愛知県名古屋市中区栄5-2-36松坂屋パークプレイスビル12F

梅の花 長久手店 0561-64-0497 愛知県長久手市鴨田208

梅の花 豊田店 0565-37-3833 愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE B館9F

梅の花 小牧店 0568-74-0055 愛知県小牧市中央4丁目177

梅の花 静岡店 054-653-1700 静岡県静岡市葵区御幸町10-2松坂屋本館8F

梅の花 浜松店 053-445-4560 静岡県浜松市西区入野町9550

梅の花 岐阜店 058-278-7007 岐阜県岐阜市須賀4-18-1

梅の花 四日市店 059-320-2032 三重県四日市市波木町2083-3

梅の花 金沢店 076-237-4188 石川県金沢市戸水1丁目-101

梅の花 富山店 076-466-0888 富山県富山市婦中町速星123-7（ファボーレ隣り）

梅の花 福井店 0776-33-7033 福井県福井市門前1-225

近畿

店舗名 電話番号 住所

梅の花 宝塚店 0797-82-1800 兵庫県宝塚市山手台西3-3-2

梅の花 草津店 077-567-0210 滋賀県草津市西大路町4-32エストピアプラザ24F

梅の花 梅田店 06-6485-5805 大阪府大阪市北区芝田1丁目1-4　阪急ターミナルビル17Ｆ

梅の花 京橋店 06-6351-4511 大阪府大阪市都島区東野田町2-6-1コムズガーデンB2F

梅の花 本町店 06-6258-6533 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1　御堂筋グランタワー21Ｆ

梅の花 千里中央店 06-6871-6006 大阪府豊中市新千里東町1-1-5大阪モノレールビル1F･B1F

梅の花 パンジョ泉北店 072-290-1073 大阪府堺市南区茶山台1-3-1パンジョ泉北4F

梅の花 京都烏丸店 075-254-0566 京都府京都市中京区烏丸六角北東角ウエスト18ビル B1F

梅の花 神戸元町店 078-326-7308 兵庫県神戸市中央区海岸通3番地シップ神戸海岸ビル15F

梅の花 奈良店 0742-53-5501 奈良県奈良市二名（にみょう)1-2378

梅の花 高槻店 072-686-2581 大阪府高槻市川西町1-23-2

梅の花 さかい利晶の杜店 072-225-0506 大阪府堺市堺区宿院町西2丁目　1-17(旧市立堺病院跡地）

梅の花 西宮北口店 0798-69-2355 兵庫県西宮市高松町5番22号　阪急西宮ガーデンズゲート館１F

梅の花 松井山手店 0774-64-8104 京都府京田辺市山手中央3-2  BRANCH 松井山手

花小梅　難波髙島屋店 06-6633-1377 大阪府大阪市中央区難波5-1-18　なんばダイニングメゾン8Ｆ

食のつむぎ 枚方Ｔ-ＳＩＴＥ店 072-843-3011 大阪府枚方市岡東町12-2　枚方Ｔ-ＳＩＴＥ　8Ｆ



中国・四国
店舗名 電話番号 住所

梅の花 岡山店 086-214-5881 岡山県岡山市北区大安寺南町2-5-22

梅の花 福山店 084-973-8039 広島県福山市明神町2-15-51

梅の花 広島店 082-568-3967 広島県広島市南区松原町9-1  福屋広島駅前店11F

梅の花 松山店 089-986-3313 愛媛県松山市生石町662

九州地区
店舗名 電話番号 住所

梅の花 小倉店 093-952-5100 福岡県北九州市小倉南区重住1-10-15

梅の花 青葉台店　（北九州） 093-742-3030 福岡県北九州市若松区青葉台南2-17-105

梅の花 天神店 092-737-4080 福岡県福岡市中央区天神1-15-6綾杉ビル1階

梅の花 百道店 092-822-6223 福岡県福岡市早良区百道浜1-3-14　102　福岡市博物館東隣

梅の花 高宮店 092-526-1688 福岡県福岡市南区高宮5-2-5福岡銀行高宮ビル6F

太宰府別荘自然庵 092-928-7787 福岡県太宰府市宰府4-4-41太宰府天満宮裏

梅の花 西の丘店 092-895-5255 福岡県福岡市西区西の丘2-1

梅の花 久留米店 0942-36-0423 福岡県久留米市東町40-7　　西鉄久留米駅より徒歩1分

梅の花 大善寺店 0942-26-5574 福岡県久留米市大善寺町黒田6-1

梅の花 佐賀大和店 0952-51-2350 佐賀県佐賀市大和町尼寺四本松3732-1

梅の花 メルカ長崎店 095-832-6580 長崎県長崎市築町3-18メルカつきまち2F

梅の花 佐世保店 0956-23-7724 長崎県佐世保市上京町5-9四ヶ町アーケード内メルクールビル3F

梅の花 熊本店 096-214-3287 熊本県熊本市中央区出水7-662-1ゆめタウンはません近く

梅の花 大分店 097-554-1868 大分県大分市明野西1-4-15

梅の花 鹿児島店 099-239-1187 鹿児島県鹿児島市東千石町1-38アイムビル15Ｆ

かにしげ　久留米店 0942-38-6782 福岡県久留米市櫛原町10-5

かにしげ　佐賀大和店 0952-64-8555 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺字四本松3761-1

チャイナ　佐賀大和店 0952-51-2351 佐賀県佐賀市大字尼寺字四本松3732-1

チャイナ　福岡東店 092-674-3838 福岡県福岡市東区八田4-1-1

チャイナ　久留米店 0942-40-0111 福岡県久留米市城南町５－２６

ほたる 0952-55-8123 佐賀県神埼市神埼町城原3580

花小梅　春日店 092-589-2161 福岡県春日市大字白水1312-59



すし半店舗
店舗名 電話番号 住所

すし半　市岡店 06-6582-1554 大阪府大阪市港区南市岡3-11-24

すし半　住吉店 06-6608-6777 大阪府大阪市住吉区南住吉1-26-13

すし半　和食今福店 06-6933-6732 大阪府大阪市城東区今福東1-10-14

すし半　塚本店 06-6472-7455 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-20

すし半　大正店 06-6551-8108 大阪府大阪市大正区三軒家西1-26-2

すし半　玉造店 06-6761-9066 大阪府大阪市中央区玉造1-6-5

すし半　天神橋店 06-6351-8080 大阪府大阪市北区天神橋4-6-23

すし半　布施店 06-6782-8485 大阪府東大阪市足代新町2-5

すし半　深井店 072-279-5592 大阪府堺市中区深井清水町3793

すし半　松原三宅店 072-337-4708 大阪府松原市三宅中1-1-4

すし半　大東店 072-889-3555 大阪府大東市幸町3-3

すし半　尼崎本店 06-6411-6839 兵庫県尼崎市神田北通2-22

すし半　川西店 0727-57-8913 兵庫県川西市小花1-11-13


