
都道府県 業態名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号
茨城県 炭火焼肉屋さかい 守谷 302-0124 茨城県守谷市美園1-2-8 0297-21-1529

埼玉県 肉匠坂井 入間 358-0054 埼玉県入間市野田下郷636-1 042-931-3929

埼玉県 肉匠坂井 さいたま中央 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-8-8 048-858-9111

千葉県 焼肉屋さかい 成田 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋89番地 0476-20-1929

千葉県 肉匠坂井 市原五所 290-0064 千葉県市原市東五所7-13 0436-40-4131

千葉県 肉匠坂井 おゆみ野 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-8-2 043-293-3011

東京都 焼肉屋さかい 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-17-12  第1浅川ﾋﾞﾙ4F 03-5287-1229

東京都 炭火焼肉屋さかい 羽村 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-5-13 042-570-1229

東京都 肉匠坂井 武蔵野桜堤 180-0021 東京都武蔵野市桜堤3-36-4 0422-60-2919

東京都 肉匠坂井 八王子めじろ台 193-0933 東京都八王子市山田町1689-5 042-668-7329

東京都 肉匠坂井 八王子堀之内 192-0355 東京都八王子市堀之内3-30-10 042-675-9103

神奈川県 焼肉屋さかい 鵠沼海岸 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-16-3 0466-31-4766

神奈川県 焼肉屋さかい 久里浜 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜7-1-14 2F (1Fﾊｯｸﾄﾞﾗｯｸ) 046-838-5929

神奈川県 焼肉屋さかい 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ 252-0815 神奈川県藤沢市石川2丁目4番地11 0466-86-6329

神奈川県 焼肉屋さかい 橋本 229-1103 神奈川県相模原市緑区橋本5-14-5 042-770-8929

神奈川県 焼肉屋さかい 天王町店 240-0003 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-6　プルミエ天王町１F 045-335-2902

神奈川県 焼肉屋さかい 秦野 257-0057 神奈川県秦野市富士見町2-21 0463-81-7004

神奈川県 肉匠坂井 金沢八景 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-4C 045-791-5229

新潟県 肉匠坂井 今朝白 940-0033 新潟県長岡市今朝白2-5-15　ﾄｰｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 0258-39-6877

新潟県 肉匠坂井 燕三条 959-1232 新潟県燕市井土巻3丁目207 0256-63-3211

富山県 肉匠坂井 赤祖父 933-0806 富山県高岡市赤祖父757 0766-28-1511



都道府県 業態名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号
石川県 肉匠坂井 白山松任 924-0801 石川県白山市田中町207-2 076-274-0772

福井県 肉匠坂井 福井二の宮 910-0015 福井県福井市二の宮3-403 0776-28-0829

長野県 炭火焼肉屋さかい 上田 386-0012 長野県上田市中央4丁目3569-2 0268-29-1329

長野県 炭火焼肉屋さかい 松本村井 399-0032 長野県松本市村井町南1-7-3 0263-86-5122

岐阜県 炭火焼肉屋さかい 茜部 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野1-28 058-273-6001

岐阜県 炭火焼肉屋さかい 各務原 504-0815 岐阜県各務原市蘇原東栄町2-130 058-383-8228

岐阜県 炭火焼肉屋さかい 大垣赤坂 503-0032 岐阜県大垣市熊野町5-8 0584-92-3066

岐阜県 肉匠坂井 正木 502-0857 岐阜県岐阜市正木北町13番1号 058-210-0329

静岡県 焼肉屋さかい 焼津三ヶ名 425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1111-1 054-620-9929

静岡県 焼肉屋さかい 掛川 436-0043 静岡県掛川市大池635-3 0537-62-0829

静岡県 焼肉屋さかい 函南 419-0123 静岡県田方郡函南町間宮574-1 055-970-2929

静岡県 焼肉屋さかい 裾野 410-1127 静岡県裾野市平松662-5 055-995-1681

静岡県 炭火焼肉屋さかい 富士本市場 416-0906 静岡県富士市本市場36番1 0545-66-4529

静岡県 肉匠坂井 富士宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ 418-0014 静岡県富士宮市富士見ヶ丘437-3 0544-28-4629

静岡県 肉匠坂井 三島南 411-0842 静岡県三島市南町15番15号 055-991-3929

静岡県 肉匠坂井 藤枝 426-0031 静岡県藤枝市築地1-6-28 054-647-2029

静岡県 肉匠坂井 袋井 437-0064 静岡県袋井市川井1187-1 0538-31-2908

静岡県 肉匠坂井 清水インター 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保45-1 054-364-9049

愛知県 肉匠坂井 港 455-0064 愛知県名古屋市港区本宮町8丁目46 052-654-8829

愛知県 肉匠坂井 春日井 486-0857 愛知県春日井市浅山町3-15-4 0568-37-3429

愛知県 肉匠坂井 岩塚 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通4丁目3番 052-419-2529



都道府県 業態名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号
愛知県 肉匠坂井 尾西 494-0007 愛知県一宮市小信中島字仁井西30番地2 0586-64-6598

愛知県 肉匠坂井 岡崎 444-0204 愛知県岡崎市土井町池田甲33-5 0564-64-9729

愛知県 肉匠坂井 一宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ 491-0862 愛知県一宮市緑4丁目3-12 0586-81-5255

愛知県 肉匠坂井 長久手 480-1144 愛知県愛知郡長久手町熊田127 0561-64-2329

愛知県 肉匠坂井 知立 472-0021 愛知県知立市逢妻町西栄8-3 0566-84-2229

愛知県 肉匠坂井 西尾 445-0891 愛知県西尾市下町神明下50-1 0563-53-0429

愛知県 肉匠坂井 杁中 466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町5-5 052-861-8229

三重県 炭火焼肉屋さかい 四日市ときわ 510-0834 三重県四日市市ときわ1丁目1261-5 059-350-0468

三重県 炭火焼肉屋さかい 四日市西 510-1231 三重県三重郡菰野町神森876 059-391-2929

三重県 肉匠坂井 鈴鹿 513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町字城掛315-1 059-384-5529

三重県 肉匠坂井 桑名 511-0947 三重県桑名市大仲新田542 0594-84-6659

京都府 焼肉屋さかい 伏見横大路 612-8246 京都府京都市伏見区横大路芝生33番1 075-605-8929

京都府 焼肉屋さかい 京都一乗寺 606-8163 京都府京都市左京区一乗寺中ﾉ田町69番地 075-707-8929

京都府 炭火焼肉屋さかい 京都洛西 610-1104 京都府京都市西京区大枝中山町7-45 075-335-2917

大阪府 焼肉屋さかい 四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂1-16-11 072-803-3129

大阪府 焼肉屋さかい 岸和田今木 596-0804 大阪府岸和田市今木町10番地1 072-440-4329

大阪府 肉匠坂井 堺浜寺 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西3-56 072-267-1329

大阪府 肉匠坂井 池田 563-0043 大阪府池田市神田1丁目31番22号 072-750-3729

広島県 肉匠坂井 福山沖野上 720-0825 広島県福山市沖野上町5-30-30 084-953-9200

山口県 肉匠坂井 周南 745-0824 山口県周南市大内町3-15 0834-39-2929
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