
都道府県 実施店舗 住所 営業時間 電話番号

北海道 ペッパーランチ アリオ札幌店 札幌市東区北7条東9丁目2番20 10:00-21:00(20:30LO) 011-299-8010

北海道 ペッパーランチ イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目2番5号 9:00-21:00(20:30LO) 0166-76-1129

北海道 ペッパーランチ 新さっぽろカテプリ店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-3 10:00-21:00(20:30LO) 011-887-8329

北海道 ペッパーランチ イオン札幌元町SC店 札幌市東区北３１条東１５丁目1−1 9:00-22:00(21:30LO) 011-299-8529

青森県 ペッパーランチ HIRORO店 弘前市大字駅前町9-20 10:00-20:00(19:30LO) 0172-55-0860

青森県 ペッパーランチ イオンモール下田店 上北郡おいらせ町字中野平40-1 10:00-21:00(20:30LO) 0178-50-5113

岩手県 ペッパーランチ イオンタウン釜石店 釜石市港町2丁目51番41 10:00-21:00(20:30LO) 0193-55-6992

宮城県 ペッパーランチ BiVi仙台駅東口店 仙台市宮城野区榴岡2-1-25 11:00-23:00(22:30LO) 022-290-7629

宮城県 ペッパーランチ ザ・モール仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-3 10:00-21:00(20:45LO) 022-796-2914

秋田県 ペッパーランチ イオンモール大曲店 大仙市和合坪立177番地 10:00-21:00(20:30LO) 0187-73-7829

山形県 92s-クニズ- イオンモール天童店 天童市芳賀タウン北4-1-1 10:00-21:00(20:30LO) 023-665-1492

茨城県 ペッパーランチ イオンモールつくば店 つくば市稲岡66-1 10:00-21:00 029-893-2929

茨城県 ペッパーランチ ひたちなかファッションクルーズ店 ひたちなか市新光町35 ひたちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ2Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 10:00-21:00 029-229-0885

茨城県 ペッパーランチ イオンモール土浦店 土浦市上高津367番地 10:00-21:00 029-822-5201

埼玉県 ペッパーランチ ピオニウォーク東松山店 東松山市あずま町四丁目3番地 10:00-21:00 0493-35-5229

埼玉県 ペッパーランチ イオンモール羽生店 羽生市川崎2-281-3 10:00-21:00 048-563-3592

埼玉県 ペッパーランチ イオン入間店 入間市上藤沢462-1 10:00-22:00 04-2968-9029

埼玉県 ペッパーランチ アリオ鷲宮店 久喜市久本寺谷田7-1 10:00-21:00 0480-53-8077

千葉県 ペッパーランチ Ｍｒ.ＭＡＸ新習志野店 習志野市茜浜2丁目2-1 11:00-20:00 047-409-7729

千葉県 ペッパーランチ 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西1-1-1 TXグランドアベニューおおたかの森2F 10:00-21:00 04-7153-2321

千葉県 ペッパーランチ 松戸店 松戸市本町4-20 11:00-23:00 047-701-5029

千葉県 ペッパーランチ 新松戸店 松戸市新松戸2-108 11:00-23:00 047-702-3429

東京都 ペッパーランチ 南砂町SUNAMO店 江東区新砂3-4-31 10:00-21:00 03-6666-4829

東京都 ペッパーランチ とうきょうスカイツリー駅前店 墨田区押上2-1-1 11:00-23:00 03-3624-9270

東京都 ペッパーランチ・ダイナー 小岩店 江戸川区西小岩1-27-13 11:00-23:00 03-5668-9201

東京都 ペッパーランチ アリオ北砂店 江東区北砂2-17-1 10:00-22:00 03-6666-4392

東京都 ペッパーランチ 錦糸町プラザビル店 墨田区江東橋3-8-7 11:00-23:00 03-6240-2986

東京都 ペッパーランチ 新小岩店 葛飾区新小岩1-40-8 11:00-23:00 03-5879-4329

東京都 ペッパーランチ イオンモールむさし村山店 武蔵村山市榎1-1-3 10:00-21:00 042-563-1129

東京都 ペッパーランチ ジョイフル本田瑞穂店 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442 9:00-20:00 042-513-8329

東京都 ペッパーランチ 八王子店 八王子市中町8-1 11:00-23:00 042-649-4129

東京都 ペッパーランチ 越中島店 江東区越中島1-2-12 11:00-23:00 03-5621-6529

東京都 ペッパーランチ 東新宿店 新宿区大久保1-1-49 11:00-0:00 03-3209-5629

東京都 ペッパーランチ 秋葉原店 千代田区外神田1-15-1 11:00-23:00 03-5209-6692

東京都 ペッパーランチ 南池袋店 豊島区南池袋1-21-4 11:00-0:00 03-5960-2529

東京都 ペッパーランチ 新宿小滝橋通り店 新宿区西新宿7-7-33 11:00-23:00 03-5937-2529

東京都 ペッパーランチ 池袋東店 豊島区東池袋1-32-5 11:00-23:00 03-5953-0429

東京都 ペッパーランチ 両国店 墨田区横網1-3-16 11:00-23:00 03-6284-1829

東京都 ペッパーランチ 千住ミルディス店 足立区千住3丁目92 10:00-20:00 03-6812-0929

東京都 ペッパーランチ 水道橋店 千代田区三崎町2-18-6 11:00-23:00 03-6272-9529

東京都 ペッパーランチ 巣鴨店 豊島区巣鴨1-18-8 11:00-23:00 03-5981-8029

東京都 ペッパーランチ 東京競馬場店 府中市日吉町1-1F-302 09:00-16:30 042-354-6829

東京都 ペッパーランチ 国立駅前店 国立市中1-8-2柳田ビル1階　地下1階 11:00-23:00 042-572-7729

東京都 ペッパーランチ イトーヨーカドー曳舟店 墨田区京島1-2-1 10:00-22:00 03-3613-1323

東京都 ペッパーランチ カメイドクロック店 江東区亀戸六丁目31-6 4Fフードパーク内 10:00-21:00 03-5875-3329

東京都 ペッパーランチ 荻窪駅西口店 杉並区上荻1-15-2 11:00-23:00(22:30LO) 03-6279-9511

東京都 ペッパーランチ フレンテ明大前店 世田谷区松原2-46-1　井の頭線 吉祥寺方面ホーム 11:00-23:00(22:30LO) 03-6379-0233

神奈川県 ペッパーランチ 藤沢駅前店 藤沢市南藤沢20-2 11:00-23:00 0466-52-4333

神奈川県 ペッパーランチ ＭｒＭａｘ湘南藤沢店 藤沢市辻堂新町4-3-5 10:00-21:00 0466-34-1029

神奈川県 ペッパーランチ 横浜大通公園店 横浜市南区真金町2-22-13 11:00-23:00 045-334-8029

神奈川県 ペッパーランチ 桜木町店 横浜市中区桜木町1-1 11:00-23:00 045-641-8529

神奈川県 ペッパーランチ 横須賀中央店 横須賀市大滝町2-4 11:00-23:00 0468-22-8985

富山県 ペッパーランチ イオンモール高岡店 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡2F 10:00-21:00 0766-30-3725

石川県 ペッパーランチ イオンモール新小松店 小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 10:00-21:00 0761-58-0508

石川県 ペッパーランチ イオンもりの里店 金沢市もりの里1-70 10:00-21:00 076-255-2376

石川県 ペッパーランチ イオンモール白山 白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区 10:00-21:00 076-287-5771

長野県 ペッパーランチ イオンモール松本店 松本市中央4丁目9番51号 10:00-21:00 0263-87-2959

岐阜県 ペッパーランチ カラフルタウン岐阜店 岐阜市柳津町丸野3-3-6 10:00-21:00(20:30LO) 058-201-9229

岐阜県 ペッパーランチ モレラ岐阜店 本巣市三橋1100 10:00-21:00(20:30LO) 058-324-1230

静岡県 ペッパーランチ イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 10:00-21:00 053-411-3229

愛知県 ペッパーランチ イオンモール名古屋茶屋店 名古屋市港区西茶屋2丁目11 10:00-21:00 052-304-8629

愛知県 ペッパーランチ イオンモール扶桑店 丹羽郡扶桑町大字南山名高塚5の1 10:00-21:00 0587-22-5029

愛知県 ペッパーランチ イオンモールナゴヤドーム前店 名古屋市東区矢田南4-102-3 10:00-21:00 052-721-5776

愛知県 ペッパーランチ 則武新町店 名古屋市西区則武新町3-1-17 イオンモールNagoyaNoritakeGarden内 10:00-21:00 052-526-0182
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三重県 ペッパーランチ イオンモール明和店 多気郡明和町大字中村1223 10:00-21:00 0596-63-9229

三重県 ペッパーランチ イオンモール鈴鹿店 鈴鹿市庄野羽山4-1-2 10:00-21:00 059-370-3529

三重県 ペッパーランチ イオンタウン四日市泊店 四日市市泊小柳町4-5 10:00-21:00 059-329-7829

京都府 ペッパーランチ イオンモール京都桂川店 京都市南区久世高田町３７６−１ 10:00-22:00 075-406-6166

大阪府 ペッパーランチ ニトリモール枚方店 枚方市北山1丁目2550番2 10:00-21:00(20:30LO) 072-808-8429

大阪府 ペッパーランチ アリオ鳳店 堺市西区鳳南町3丁目199番地12 10:00-22:00 072-274-6292

大阪府 ペッパーランチ イオンモール堺北花田店 堺市北区東浅香山町4-1-12 10:00-21:00 072-250-8870

大阪府 ペッパーランチ イオンモール茨木店 茨木市松ヶ本町8-30 10:00-21:00(20:30LO) 072-665-7833

兵庫県 ペッパーランチ ゆめタウン姫路店 姫路市神子岡前3丁目12-17 10:00-20:00 079-262-9290

兵庫県 ペッパーランチ イオンモール姫路大津店 姫路市大津区大津町2-5 10:00-21:00 0792-30-1029

兵庫県 ペッパーランチ Corowa甲子園店 西宮市甲子園高潮町3-3 10:00-20:00 0798-81-5829

兵庫県 ペッパーランチ アリオ加古川店 加古川市別府町緑町2番地 10:00-21:00 079-490-2219

兵庫県 ペッパーランチ 御影クラッセ店 神戸市東灘区御影中町3-2-1 10:00-21:00(20:30LO) 078-855-2300

島根県 ペッパーランチ ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1 10:00-20:00(19:45LO) 0853-31-9529

広島県 ペッパーランチ ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17 10:00-20:00(19:30LO) 082-252-8229

広島県 ペッパーランチ フジグラン神辺店 福山市神辺町大字新道上2-10-26 10:00-21:00(20:30LO) 084-960-3201

山口県 ペッパーランチ ゆめタウン下松店 下松市中央町21-3 10:00-21:00(20:30LO) 0833-44-4129

山口県 ペッパーランチ ゆめタウン山口店 山口市大内御堀1302-1 10:00-21:00(20:30LO) 083-928-2929

徳島県 ペッパーランチ イオンモール徳島店 徳島市南末広町4-1 10:00-21:00(20:30LO) 088-678-5029

香川県 ペッパーランチ イオンモール綾川店 綾歌郡綾川町萱原822-1 10:00-21:00(20:30LO) 087-814-4329

香川県 ペッパーランチ ゆめタウン丸亀店 丸亀市新田町150 10:00-20:00(20:00LO) 0877-43-7292

愛媛県 ペッパーランチ イオンモール今治新都市店 今治市にぎわい広場1番地1 10:00-21:00 0898-35-3029

愛媛県 ペッパーランチ イオンモール新居浜店 新居浜市前田町8-8 10:00-21:00 0897-31-0190

福岡県 ペッパーランチ イオンモール福津店 福津市日蒔野6-16-1 10:00-21:30 0940-72-1817

福岡県 ペッパーランチ ゆめタウン行橋店 行橋市西宮市三丁目8-1 10:00-21:00(20:30LO) 093-026-2929

福岡県 ペッパーランチ イオンモール八幡東店 北九州市八幡東区東田3-2ｰ102 10:00-21:00 093-663-7181

福岡県 ペッパーランチ リバーウォーク北九州店 北九州市小倉北区室町1丁目1-1 11:00-22:00 093-967-9392

福岡県 ペッパーランチ イオンモール福岡店 糟谷郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1 10:00-21:00 092-939-7039

福岡県 ペッパーランチ ゆめタウン久留米店 久留米市新合川一丁目2-1 10:00-21:00 0942-27-7223

佐賀県 ペッパーランチ ゆめタウン佐賀店 佐賀市兵庫北5丁目14-1 10:00-21:00(20:30LO) 0952-37-1429

熊本県 ペッパーランチ イオンモール熊本店 上益城郡嘉島町上島字長池2232 10:00-21:00 096-282-8629

大分県 ペッパーランチ イオンモール三光店 中津市三光佐知1032 10:00-21:00(20:30LO) 0979-53-9329

大分県 ペッパーランチ ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7 10:00-21:00 0977‐76‐5558

宮崎県 ペッパーランチ イオンモール都城駅前店 都城市栄町4672-5 10:00-21:00 0986-57-8729

宮崎県 ペッパーランチ イオン延岡店 延岡市旭町２丁目2−1 10:00-21:00 0982-20-3725


