
■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
北海道 北広島市 インターヴィレッジ大曲店
北海道 札幌市厚別区 新札幌駅ビル店
北海道 札幌市厚別区 CAPO大谷地店
北海道 札幌市北区 札幌駅北口店
北海道 札幌市北区 イオン札幌麻生店
北海道 札幌市北区 イトーヨーカドー屯田店
北海道 札幌市白石区 ラソラ札幌店
北海道 札幌市白石区 白石ガーデンプレイス店
北海道 札幌市中央区 札幌すすきの交差点店
北海道 札幌市手稲区 札幌トライアル手稲店
北海道 札幌市豊平区 イオン札幌西岡店
北海道 札幌市西区 ナムコワンダーシティ札幌店
北海道 札幌市東区 イオンモール札幌苗穂店
北海道 札幌市東区 アリオ札幌店
北海道 札幌市東区 イオン札幌元町店
北海道 千歳市 イオン千歳店
北海道 苫小牧市 イオンモール苫小牧店
北海道 千歳市 イオン千歳
宮城 石巻市 イオン石巻東店
宮城 石巻市 イトーヨーカドー石巻あけぼの店
宮城 大崎市 イオンタウン古川店
宮城 塩竈市 イオンタウン塩釜店
宮城 柴田郡柴田町 イオンタウン柴田店
宮城 仙台市青葉区 中央通り大町店
宮城 仙台市青葉区 仙台駅西口店
宮城 仙台市青葉区 台原店
宮城 仙台市青葉区 仙台国見ケ丘店
宮城 仙台市青葉区 仙台一番町店
宮城 仙台市泉区 泉中央店
宮城 仙台市泉区 アリオ仙台泉店
宮城 仙台市太白区 西中田店
宮城 仙台市太白区 長町駅西口店
宮城 仙台市宮城野区 アクロスプラザ幸町店
宮城 仙台市宮城野区 BiVi仙台駅東口店
宮城 仙台市若林区 卸町駅北口店
宮城 多賀城市 イオン多賀城店
宮城 富谷市 イオンモール富谷店
宮城 名取市 アクロスプラザ杜せきのした店
宮城 東松島市 イオンタウン矢本店
宮城 宮城郡利府町 イオンモール新利府南館
山形 天童市 イオンモール天童店
山形 東根市 イオン東根店
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山形 山形市 桜田東店
山形 山形市 山形下条店
山形 山形市 イオンモール山形南店
山形 米沢市 イオン米沢店
福島 いわき市 ラパークいわき店
福島 いわき市 いわき小名浜店
福島 いわき市 いわき内郷店
福島 いわき市 イオンいわき店
福島 いわき市 イオンモールいわき小名浜店
福島 郡山市 郡山新さくら通り店
福島 郡山市 郡山城清水店
福島 郡山市 郡山芳賀店
福島 郡山市 郡山エキナカ店
福島 郡山市 イトーヨーカドー郡山店
福島 白河市 メガステージ白河店
福島 須賀川市 須賀川店
福島 福島市 福島南沢又店
福島 福島市 福島矢野目店
福島 福島市 福島駅東口店
福島 福島市 イトーヨーカドー福島店
茨城 石岡市 石岡店
茨城 稲敷郡阿見町 荒川沖店
茨城 古河市 古河今泉店
茨城 古河市 古河諸川店
茨城 下妻市 イオンモール下妻店
茨城 常総市 石下町店
茨城 つくば市 つくば松代店
茨城 つくば市 つくばキュート店
茨城 つくば市 イオンモールつくば店
茨城 つくばみらい市 つくばみらい店
茨城 土浦市 土浦田中店
茨城 土浦市 イオンモール土浦店
茨城 取手市 アトレ取手店
茨城 常陸大宮市 常陸大宮店
茨城 日立市 日立森山店
茨城 日立市 日立滑川店
茨城 ひたちなか市 ひたちなか店
茨城 水戸市 水戸元吉田店
茨城 水戸市 水戸笠原店
茨城 水戸市 水戸駅南口OPA店
茨城 守谷市 茨城守谷駅前店
栃木 足利市 足利八幡店
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栃木 足利市 アシコタウンあしかが店
栃木 宇都宮市 宇都宮元今泉店
栃木 宇都宮市 宇都宮上横田店
栃木 宇都宮市 宇都宮岩曽店
栃木 宇都宮市 宇都宮トナリエ店
栃木 大田原市 大田原店
栃木 小山市 小山神鳥谷店
栃木 小山市 イオンモール小山店
栃木 小山市 おやまゆうえんハーヴェストウォーク店
栃木 鹿沼市 鹿沼茂呂店
栃木 佐野市 佐野浅沼店
栃木 佐野市 イオンモール佐野新都市店
栃木 下野市 栃木石橋店
栃木 栃木市 イオン栃木店
栃木 真岡市 イオンタウン真岡店
群馬 伊勢崎市 伊勢崎カインズ店
群馬 太田市 太田浜町店
群馬 桐生市 桐生相生店
群馬 高崎市 高崎高関店
群馬 高崎市 前橋インター店
群馬 高崎市 LABI1高崎店
群馬 前橋市 前橋天川店
群馬 前橋市 パワーモール前橋みなみ店
群馬 伊勢崎市 スマーク伊勢崎
埼玉 上尾市 北上尾PAPA店
埼玉 上尾市 イーサイト上尾店
埼玉 朝霞市 朝霞幸町店
埼玉 朝霞市 朝霞台店
埼玉 入間市 入間市役所前店
埼玉 桶川市 桶川マイン店
埼玉 春日部市 春日部梅田店
埼玉 春日部市 イオンモール春日部店
埼玉 春日部市 イトーヨーカドー春日部店
埼玉 加須市 ビバモール加須店
埼玉 川口市 川口江戸店
埼玉 川口市 川口芝店
埼玉 川口市 西新井宿店
埼玉 川口市 東川口店
埼玉 川口市 川口上青木店
埼玉 川口市 川口駅東口店
埼玉 川口市 ビーンズ西川口店
埼玉 川越市 鶴ヶ島駅前店
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埼玉 川越市 川越マイン店
埼玉 川越市 ウニクス南古谷店
埼玉 川越市 西武本川越ペペ店
埼玉 北葛飾郡杉戸町 杉戸店
埼玉 北葛飾郡松伏町 いなげや松伏店
埼玉 久喜市 久喜西口店
埼玉 熊谷市 熊谷駅ビル・アズ店
埼玉 熊谷市 イオン熊谷店
埼玉 鴻巣市 北鴻巣店
埼玉 鴻巣市 エルミこうのすアネックス店
埼玉 越谷市 越谷大里店
埼玉 越谷市 越谷七左店
埼玉 越谷市 越谷南町店
埼玉 越谷市 越谷レイクタウン駅前店
埼玉 越谷市 越谷ツインシティ店
埼玉 越谷市 南越谷駅前通り店
埼玉 児玉郡上里町 ウニクス上里店
埼玉 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園店
埼玉 さいたま市岩槻区 岩槻駅東口ワッツ店
埼玉 さいたま市浦和区 浦和東口店
埼玉 さいたま市浦和区 浦和西口店
埼玉 さいたま市浦和区 北浦和西口店
埼玉 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心店
埼玉 さいたま市大宮区 さいたま新都心駅前店
埼玉 さいたま市大宮区 大宮西口シーノ店
埼玉 さいたま市大宮区 大宮駅東口ラクーン店
埼玉 さいたま市大宮区 ダイエー大宮店
埼玉 さいたま市北区 さいたま宮原店
埼玉 さいたま市北区 ステラタウン店
埼玉 さいたま市北区 イオン大宮店
埼玉 さいたま市桜区 さいたま西堀店
埼玉 さいたま市桜区 埼大前店
埼玉 さいたま市中央区 与野本町駅前店
埼玉 さいたま市中央区 イオンモール与野店
埼玉 さいたま市中央区 北与野駅前店
埼玉 さいたま市西区 マルエツ西大宮駅前店
埼玉 さいたま市緑区 東浦和店
埼玉 さいたま市緑区 さいたま原山店
埼玉 さいたま市南区 武蔵浦和駅西口サウスピア前店
埼玉 さいたま市見沼区 東大宮店
埼玉 さいたま市見沼区 さいたま大和田店
埼玉 幸手市 エムズタウン幸手店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
埼玉 狭山市 狭山富士見店
埼玉 志木市 志木柏店
埼玉 草加市 獨協大学前駅東口店
埼玉 草加市 アコス草加駅東口店
埼玉 鶴ヶ島市 若葉店
埼玉 所沢市 狭山ヶ丘店
埼玉 所沢市 所沢航空公園東店
埼玉 所沢市 所沢プロペ通り店
埼玉 所沢市 ヤオコー所沢有楽町店
埼玉 戸田市 イオンモール北戸田店
埼玉 戸田市 ビーンズ戸田公園店
埼玉 戸田市 戸田駅前店
埼玉 新座市 志木東口店
埼玉 新座市 TAIRAYA志木店
埼玉 新座市 新座駅前店
埼玉 新座市 新座栗原店
埼玉 蓮田市 蓮田店
埼玉 羽生市 フォルテ羽生店
埼玉 飯能市 飯能店
埼玉 東松山市 東松山砂田店
埼玉 深谷市 深谷店
埼玉 富士見市 鶴瀬店
埼玉 富士見市 みずほ台店
埼玉 ふじみ野市 PIACITYふじみ野店
埼玉 ふじみ野市 イオンタウンふじみ野店
埼玉 本庄市 ビバモール本庄店
埼玉 三郷市 三郷中央駅前店
埼玉 三郷市 三郷イトーヨーカドー店
埼玉 三郷市 三郷駅南口店
埼玉 三郷市 三郷店
埼玉 八潮市 八潮駅前店
埼玉 吉川市 吉川栄店
埼玉 吉川市 イオンタウン吉川美南店
埼玉 和光市 イトーヨーカドー和光店
埼玉 蕨市 蕨店
埼玉 蕨市 蕨駅東口店
埼玉 所沢市 ヤオコー所沢有楽町
埼玉 さいたま市浦和区 浦和西口
埼玉 新座市 新座駅前
埼玉 羽生市 フォルテ羽生
埼玉 さいたま市大宮区 ダイエー大宮
埼玉 ふじみ野市 イオンタウンふじみ野
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埼玉 川口市 イオンモール川口
千葉 野田市 野田愛宕店
千葉 野田市 イオンタウン野田七光台店
東京 足立区 東保木間店
東京 足立区 竹の塚店
東京 足立区 足立江北店
東京 足立区 足立伊興店
東京 足立区 西新井西口店
東京 足立区 ベルクスモール足立花畑店
東京 足立区 東武梅島駅前店
東京 足立区 足立新田店
東京 板橋区 四葉店
東京 板橋区 志村2丁目店
東京 板橋区 ダイエー西台店
東京 板橋区 成増駅南口店
東京 北区 ビビオ赤羽店
東京 北区 北赤羽駅前店
東京 北区 エムズタウン赤羽台店
東京 練馬区 大泉インター店
東京 東村山市 クロスコート秋津店
新潟 新発田市 イオンモール新発田店
新潟 上越市 イオン上越店
新潟 上越市 上越モール店
新潟 燕市 イオン県央店
新潟 長岡市 長岡インター店
新潟 長岡市 長岡今朝白店
新潟 新潟市中央区 新潟近江店
新潟 新潟市中央区 CoCoLo新潟店
新潟 新潟市西区 新潟青山店
新潟 新潟市東区 イオン新潟東店
新潟 新潟市東区 新潟紫竹山店
富山 高岡市 高岡城東店
富山 砺波市 イオンモールとなみ店
富山 富山市 富山上飯野店
富山 富山市 富山掛尾店
富山 富山市 富山駅前店
石川 加賀市 イオン加賀の里店
石川 金沢市 金沢杜の里店
石川 金沢市 金沢諸江店
石川 金沢市 イオンタウン金沢示野店
石川 金沢市 金沢香林坊東急スクエア店
石川 金沢市 金沢駅西口店
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石川 金沢市 ラパーク金沢店
石川 小松市 イオンモール新小松店
石川 野々市市 イオン御経塚店
石川 白山市 フェアモール松任店
福井 越前市 福井武生店
福井 福井市 福井新保店
福井 福井市 福井駅前店
福井 福井市 フェアモール福井店
長野 上田市 上田店
長野 上田市 イオン上田店
長野 岡谷市 レイクウォーク岡谷店
長野 佐久市 イオンモール佐久平店
長野 茅野市 長野茅野店
長野 長野市 長野西尾張部店
長野 長野市 長野駅前店
長野 長野市 イオンタウン長野三輪店
長野 松本市 イオン南松本店
長野 松本市 松本中央店
長野 松本市 松本駅前店
岐阜 大垣市 大垣楽田店
岐阜 大垣市 イオンモール大垣店
岐阜 大垣市 大垣イオンタウン店
岐阜 大垣市 アスティ大垣店
岐阜 各務原市 イオンタウン各務原店
岐阜 可児市 可児広見店
岐阜 岐阜市 岐阜藪田店
岐阜 岐阜市 岐阜北島店
岐阜 岐阜市 ASTY岐阜店
岐阜 関市 関サンサンシティマーゴ店
岐阜 多治見市 多治見住吉店
岐阜 羽島郡岐南町 岐南店
岐阜 本巣市 モレラ岐阜店
愛知 海部郡蟹江町 ヨシヅヤJR蟹江駅前店
愛知 一宮市 テラスウォーク一宮店
愛知 一宮市 イオンモール木曽川店
愛知 大府市 大府明成店
愛知 尾張旭市 ベルコート尾張旭店
愛知 刈谷市 刈谷店
愛知 刈谷市 バロー刈谷駅前店
愛知 東海市 愛知東海店
愛知 長久手市 長久手店
愛知 名古屋市昭和区 イオン八事店
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愛知 名古屋市千種区 今池駅前店
愛知 名古屋市千種区 イオンタウン千種店
愛知 名古屋市千種区 本山駅前店
愛知 名古屋市天白区 天白中平店
愛知 名古屋市天白区 天白植田西店
愛知 名古屋市中区 名古屋新栄スポルト店
愛知 名古屋市中区 栄センタービル店
愛知 名古屋市中区 大須301ビル店
愛知 名古屋市中区 名古屋桜通大津店
愛知 名古屋市中区 名古屋中区役所前店
愛知 名古屋市中区 テラッセ納屋橋店
愛知 名古屋市中村区 ささしまライブ駅前店
愛知 名古屋市中村区 名古屋松岡ビル店
愛知 名古屋市中村区 名駅スパイラルタワーズ店
愛知 名古屋市中村区 八田店
愛知 名古屋市西区 名西康生通店
愛知 名古屋市西区 mozoワンダーシティ店
愛知 名古屋市西区 イオンタウン名西店
愛知 名古屋市東区 METSOZONE店
愛知 名古屋市緑区 緑花台店
愛知 名古屋市緑区 なるぱーく店
愛知 名古屋市港区 イオンモール名古屋茶屋店
愛知 名古屋市名東区 イオン名古屋東店
愛知 名古屋市名東区 名古屋藤が丘effe店
愛知 名古屋市守山区 名古屋金屋店
愛知 名古屋市守山区 イオン守山店
愛知 西尾市 西尾シャオ店
愛知 日進市 日進梅森店
愛知 日進市 日進竹の山店
愛知 みよし市 三好店
愛知 弥富市 イオンタウン弥富店
愛知 一宮市 イオンモール木曽川
三重 伊勢市 伊勢小木店
三重 員弁郡東員町 イオンモール東員店
三重 桑名市 桑名店
三重 桑名市 イオンモール桑名店
三重 鈴鹿市 鈴鹿三日市店
三重 鈴鹿市 鈴鹿南江島店
三重 鈴鹿市 イオンモール鈴鹿店
三重 多気郡明和町 イオンモール明和店
三重 津市 久居インターガーデン店
三重 津市 三重大学前店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
三重 津市 津高茶屋店
三重 津市 津チャム店
三重 松阪市 三雲店
三重 松阪市 松阪アドバンスモール店
三重 三重郡菰野町 イオンタウン菰野店
三重 四日市市 四日市羽津店
三重 四日市市 四日市小杉店
三重 四日市市 イオンモール四日市北店
三重 四日市市 ララスクエア四日市店
三重 四日市市 イオンタウン四日市泊店
滋賀 大津市 大津今堅田店
滋賀 大津市 フォレオ大津一里山店
滋賀 大津市 イオンスタイル大津京店
滋賀 草津市 草津矢倉店
滋賀 草津市 草津エイスクエア店
滋賀 甲賀市 滋賀水口店
滋賀 長浜市 長浜店
滋賀 彦根市 ビバシティ彦根店
滋賀 守山市 モリーブ守山店
京都 宇治市 宇治里尻店
京都 木津川市 ガーデンモール木津川店
京都 京都市右京区 京都西京極店
京都 京都市右京区 京都西院駅前店
京都 京都市上京区 今出川駅前店
京都 京都市北区 京都紫竹店
京都 京都市左京区 京都一乗寺店
京都 京都市左京区 百万遍店
京都 京都市下京区 京都四条烏丸店
京都 京都市下京区 四条河原町駅前店
京都 京都市中京区 京都河原町通店
京都 京都市中京区 四条寺町店
京都 京都市西京区 御陵溝浦店
京都 京都市西京区 牛ケ瀬山柿店
京都 京都市西京区 阪急桂駅西口店
京都 京都市伏見区 伏見醍醐店
京都 京都市伏見区 伏見下鳥羽店
京都 京都市南区 京都唐橋店
京都 京都市山科区 イオンタウン山科椥辻店
京都 城陽市 城陽アルプラザ店
京都 相楽郡精華町 精華町店
京都 向日市 上植野店
京都 八幡市 イズミヤ八幡店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
大阪 池田市 池田IKEDIA店
大阪 泉大津市 泉大津虫取店
大阪 泉佐野市 イオンモール日根野店
大阪 泉佐野市 いこらも～る泉佐野店
大阪 泉佐野市 りんくうシークル店
大阪 和泉市 和泉和気店
大阪 和泉市 エコール・いずみ店
大阪 和泉市 コムボックス光明池店
大阪 茨木市 茨木園田店
大阪 茨木市 茨木安威店
大阪 大阪市阿倍野区 阿倍野橋店
大阪 大阪市生野区 北巽店
大阪 大阪市北区 大阪樋之口店
大阪 大阪市北区 天神橋筋六丁目店
大阪 大阪市北区 梅田OSホテル店
大阪 大阪市北区 梅田楽天地ビル店
大阪 大阪市北区 大阪駅前第3ビル店
大阪 大阪市北区 大阪ガーデンシティ店
大阪 大阪市北区 梅田東店
大阪 大阪市此花区 ユニバーサルシティ和幸ビル店
大阪 大阪市城東区 蒲生四丁目店
大阪 大阪市住之江区 大阪南港ATC店
大阪 大阪市住之江区 マグスミノエ店
大阪 大阪市住吉区 あびこ駅前店
大阪 大阪市中央区 OBPツイン21店
大阪 大阪市中央区 北心斎橋店
大阪 大阪市中央区 BIGSTEP店
大阪 大阪市中央区 千日前アムザ店
大阪 大阪市中央区 堺筋本町店
大阪 大阪市中央区 心斎橋GATE店
大阪 大阪市中央区 大阪日本橋駅前店
大阪 大阪市鶴見区 鶴見花博通り店
大阪 大阪市鶴見区 イオンモール鶴見緑地店
大阪 大阪市天王寺区 上本町店
大阪 大阪市天王寺区 天王寺駅北口店
大阪 大阪市浪速区 なんばOCAT店
大阪 大阪市浪速区 堺筋浪速警察署前店
大阪 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティ店
大阪 大阪市東淀川区 阪急上新庄駅前店
大阪 大阪市平野区 長原インター店
大阪 大阪市平野区 イオンタウン平野店
大阪 大阪市福島区 オアシス玉川駅前店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
大阪 大阪市港区 弁天町駅前店
大阪 大阪市都島区 ベルファ都島店
大阪 大阪市都島区 京橋コムズガーデン店
大阪 大阪市淀川区 新大阪駅西宮原店
大阪 門真市 門真四宮店
大阪 門真市 大阪大日ベアーズ店
大阪 河内長野市 河内長野松ヶ丘店
大阪 岸和田市 岸和田荒木店
大阪 岸和田市 岸和田カンカンベイサイドモール店
大阪 堺市北区 堺百舌鳥店
大阪 堺市北区 フレスポしんかな店
大阪 堺市堺区 ベルマージュ堺店
大阪 堺市中区 堺深井店
大阪 堺市西区 アリオ鳳店
大阪 堺市南区 堺和田店
大阪 堺市南区 堺岩室店
大阪 堺市南区 泉ヶ丘駅前店
大阪 四條畷市 イオンモール四條畷店
大阪 吹田市 江坂東急ハンズ前店
大阪 吹田市 吹田末広店
大阪 吹田市 阪急ディオス北千里店
大阪 大東市 ポップタウン住道店
大阪 高石市 高石羽衣店
大阪 高槻市 高槻西冠店
大阪 高槻市 阪急高槻市駅前店
大阪 高槻市 イオン高槻店
大阪 豊中市 阪急岡町駅店
大阪 豊中市 豊中日出町店
大阪 豊中市 イオンタウン豊中緑丘店
大阪 豊中市 LABI千里店
大阪 富田林市 富田林若松店
大阪 寝屋川市 寝屋川池田店
大阪 寝屋川市 ビバモール寝屋川店
大阪 寝屋川市 香里園駅前店
大阪 東大阪市 東大阪若江南店
大阪 東大阪市 東大阪西岩田店
大阪 東大阪市 東鴻池店
大阪 東大阪市 イオンタウン小阪店
大阪 東大阪市 フレスポ長田店
大阪 枚方市 枚方市役所前店
大阪 松原市 松原西大塚店
大阪 松原市 カナートモール松原店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
大阪 箕面市 箕面萱野店
大阪 守口市 イオンモール大日店
大阪 八尾市 八尾永畑店
大阪 池田市 池田IKEDIA
大阪 守口市 イオンモール大日
大阪 茨木市 イオンタウン茨木太田
兵庫 明石市 明石鳥羽店
兵庫 明石市 イオン明石店
兵庫 明石市 パピオスあかし店
兵庫 芦屋市 ライフガーデン潮芦屋店
兵庫 尼崎市 尼崎つかしん店
兵庫 尼崎市 尼崎立花店
兵庫 尼崎市 尼崎下坂部店
兵庫 尼崎市 JR尼崎駅前店
兵庫 尼崎市 阪神尼崎駅北口店
兵庫 尼崎市 ビエラ塚口店
兵庫 伊丹市 伊丹市役所前店
兵庫 伊丹市 阪急伊丹駅ビル店
兵庫 揖保郡太子町 太子町店
兵庫 小野市 イオン小野店
兵庫 加古川市 加古川野口店
兵庫 加古川市 加古川ニッケパークタウン店
兵庫 川西市 兵庫川西矢問店
兵庫 川西市 川西能勢口駅前店
兵庫 川辺郡猪名川町 イオンモール猪名川店
兵庫 神戸市北区 神戸エコール・リラ店
兵庫 神戸市須磨区 LUCCA名谷店
兵庫 神戸市垂水区 ブルメール舞多聞店
兵庫 神戸市垂水区 神戸高丸インター店
兵庫 神戸市垂水区 レバンテ垂水1番館店
兵庫 神戸市中央区 神戸脇浜店
兵庫 神戸市中央区 JR三ノ宮駅東口店
兵庫 神戸市中央区 三宮センター街店
兵庫 神戸市中央区 神戸国際会館前店
兵庫 神戸市中央区 三宮OPA2店
兵庫 神戸市中央区 神戸ハーバーランドセンタービル店
兵庫 神戸市長田区 新長田駅前店
兵庫 神戸市灘区 六甲道駅前店
兵庫 神戸市灘区 阪急六甲駅北口店
兵庫 神戸市西区 西神中央店
兵庫 神戸市西区 神戸伊川谷インター店
兵庫 神戸市西区 玉津店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
兵庫 神戸市東灘区 六甲アイランド店
兵庫 神戸市兵庫区 イオンモール神戸南店
兵庫 三田市 イオン三田ウッディタウン店
兵庫 三田市 三田フラワータウン駅前店
兵庫 西宮市 西宮福祉センター前店
兵庫 西宮市 西宮高木店
兵庫 西宮市 Corowa甲子園店
兵庫 姫路市 イオンモール姫路リバーシティ店
兵庫 姫路市 姫路市役所前店
兵庫 姫路市 姫路野里店
兵庫 姫路市 イオンモール姫路大津店
兵庫 姫路市 姫路グランフェスタ店
兵庫 三木市 三木福井店
兵庫 伊丹市 阪急伊丹駅ビル
奈良 生駒市 イオンモール奈良登美ヶ丘店
奈良 橿原市 橿原店
奈良 葛城市 奈良葛城店
奈良 北葛城郡上牧町 ラスパ西大和店
奈良 奈良市 奈良学園前店
奈良 奈良市 近鉄奈良駅ビル店
奈良 奈良市 JR奈良三条通り店
奈良 大和郡山市 大和郡山店
奈良 大和郡山市 イオンモール大和郡山
和歌山 和歌山市 和歌山鳴神店
和歌山 和歌山市 和歌山駅MIO店
和歌山 和歌山市 セントラルシティ和歌山店
和歌山 和歌山市 ガーデンパーク和歌山店
和歌山 和歌山市 イオンモール和歌山
岡山 岡山市北区 岡山富田店
岡山 岡山市北区 岡山駅東口店
岡山 岡山市南区 天満屋ハピータウン岡南店
岡山 倉敷市 倉敷平田店
岡山 倉敷市 さんすて倉敷店
広島 呉市 呉広店
広島 東広島市 東広島西条中央店
広島 東広島市 ゆめタウン東広島店
広島 広島市佐伯区 楽々園店
広島 広島市中区 紙屋町本通駅前店
広島 広島市中区 広島本通り店
広島 広島市南区 広島宇品店
広島 広島市南区 ゆめタウンみゆき店
広島 広島市南区 広島段原SC店



■ラムのランプステーキ販売終了店舗一覧
都道府県 市区町村 店舗名
広島 福山市 ゆめタウン福山店
広島 三原市 イオン三原店
広島 東広島市 ゆめタウン東広島
山口 下関市 ゆめモール下関店
山口 下関市 シーモール下関店
山口 下関市 ゆめタウン長府店
福岡 飯塚市 イオン穂波店
福岡 大野城市 イオン大野城SC店
福岡 大牟田市 ゆめタウン大牟田店
福岡 春日市 ミスターマックス春日SC店
福岡 北九州市小倉北区 小倉駅前I’m店
福岡 北九州市小倉北区 小倉駅前あるあるCity店
福岡 北九州市小倉北区 リバーウォーク北九州店
福岡 北九州市小倉南区 サニーサイドモール小倉店
福岡 北九州市戸畑区 イオン戸畑店
福岡 北九州市八幡西区 黒崎コムシティ店
福岡 北九州市八幡西区 イオンタウン黒崎店
福岡 久留米市 ゆめタウン久留米店
福岡 中間市 ショッパーズモールなかま店
福岡 福岡市早良区 西新PLACE店
福岡 福岡市中央区 昭和通り天神リクルートビル店
福岡 福岡市中央区 薬院ビジネスガーデン店
福岡 福岡市中央区 天神大名店
福岡 福岡市西区 ミスターマックス橋本店
福岡 福岡市西区 イオンモール福岡伊都店
福岡 福岡市西区 ウエストコート姪浜店
福岡 福岡市博多区 フォレオ博多店
福岡 福岡市博多区 キャナルシティ博多店
福岡 福岡市東区 香椎フェスティバルガーデン店
福岡 福岡市東区 ゆめタウン博多店
福岡 福岡市東区 ブランチ福岡下原店
福岡 福津市 イオンモール福津店
福岡 八女市 ゆめタウン八女店
福岡 久留米市 ゆめタウン久留米
福岡 八女市 ゆめタウン八女
福岡 福岡市中央区 天神大名
福岡 筑紫野市 筑紫野ベレッサ
佐賀 佐賀市 モラージュ佐賀店
佐賀 鳥栖市 フレスポ鳥栖店
熊本 宇土市 宇土シティモール店
熊本 熊本市中央区 熊本下通店
熊本 熊本市東区 ゆめタウンサンピアン店
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熊本 熊本市南区 ゆめタウンはません店
熊本 宇土市 宇土シティモール


