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Press Information             平成 16 年 9 月 22 日 

【会社概要】 
   株式会社 松屋フーズ 代表取締役社長 瓦葺 利夫  （コード番号 9887 東証 1 部） 
   本社所在地：〒177-0042 東京都練馬区下石神井 4-1-7 URL：www.matsuyafoods.co.jp 
   事 業 内 容     ：牛めし、カレー及び各種焼肉定食を中心とした和風ファーストフード店 
         「松屋」のチェーン展開等 
     資本金：66 億 5,593 万円      従業員数：1,202 名(平成 16 年 8 月末日現在) 
     店舗数：東北圏、北関東・甲信越圏、首都圏、関西圏、東海・北陸圏、中国・九州圏に 637店舗(平成 16年 9月 22日現在) 
 

【問い合わせ先】 
       ㈱松屋フーズ 広報・IR グループ Tel：03-3904-1193 Fax：03-3904-3876 

 

秋の味覚祭
みかくまつり

 第二弾 
           新発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度、松屋では“秋の味 覚 祭
みかくまつり

第二弾”として、「豚角煮丼」を発売いたしますのでご案内

申し上げます。 
 松屋の「豚角煮丼」は、豚バラ肉をじっくり柔らかく煮込んで、甘辛に仕上げた、和風の   

「豚の角煮」が自慢の一品です。 
 
【新商品詳細】 
・商品名      秋の味覚祭 第二弾「豚角煮丼」 

          ※お持ち帰りできます。（お持ち帰り弁当に、みそ汁は付きません） 

・価格       ３９０円 

・販売開始日    先行導入：平成１６年９月２４日（金） １５時より 

          （先行導入店舗は別紙にてご確認ください。） 

          全店導入：平成１６年９月２９日（水） １１時より 

・販売時間     ２４時間 

・販売店舗     松屋全店



no.2
豚角煮丼　9月24日先行導入店舗

都府県 店名 住所 都府県 店名 住所

新小岩店 東京都葛飾区新小岩1-46 久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜4-6-18  ﾌｼﾞﾋﾞﾙ1F

青砥店 東京都葛飾区青戸3-37-19 上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-19 須藤ﾋﾞﾙ1F

金町店 東京都葛飾区東金町1-45-2 菊名店 神奈川県横浜市港北区菊名4-2-6

R江戸川店 東京都江戸川区江戸川6-8-49 綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西1-1-3   青柳ﾋﾞﾙ1F

小岩北口店 東京都江戸川区西小岩1-23-18 ﾘｯｶｰ小岩ﾋﾞﾙ1F 東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-20-4 加賀ビル

小岩南口店 東京都江戸川区南小岩6-31-14 都築ビル 白楽店 神奈川県横浜市神奈川区白楽118

新木場店 東京都江東区新木場1-6-1 新木場ﾒﾄﾛｾﾝﾀｰB棟G-2号 関内仲通り店 神奈川県横浜市中区常盤町2-10  常盤不動産  ﾋﾞﾙ1F

森下店 東京都江東区森下2-17-1 勝山ビル1F・2F 日ノ出町店 神奈川県横浜市中区日ﾉ出町1-50-3

町屋店 東京都荒川区町屋1-2-10  1.2F 蒔田店 神奈川県横浜市南区宮元町3-57-1 蒔田駅前ISビル1F

国分寺店 東京都国分寺市本町2-2-7 本多ﾋﾞﾙ 保土ヶ谷店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町4

R昭島松原町店 東京都昭島市松原町1-6-13 鴨居店 神奈川県横浜市緑区鴨居1-8-10  田畑ﾋﾞﾙ1Ｆ

高田馬場1丁目店 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ﾋﾞﾙ 大船店 神奈川県鎌倉市大船1-25-23

高田馬場店 東京都新宿区高田馬場3-1-2 秦野店 神奈川県秦野市大秦町1-4  鈴木よしﾋﾞﾙ1F

市谷柳町店 東京都新宿区市谷柳町８-3 逗子店 神奈川県逗子市逗子2－6－29

新宿3丁目店 東京都新宿区新宿3-11-11 渡辺ビル 川崎西口店 神奈川県川崎市幸区大宮町5-2

神楽坂店 東京都新宿区神楽坂2-9 大川ﾋﾞﾙ1Fﾋﾞﾙ 溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝の口1-18-7  澤木ﾋﾞﾙ1F

西新宿8丁目店 東京都新宿区西新宿8-12-1 篠ビル1F 高津店 神奈川県川崎市高津区二子5-2-1 

早稲田店 東京都新宿区馬場下町62-18  早稲田武蔵野ﾋﾞﾙ1F 向ヶ丘遊園店 神奈川県川崎市多摩区登戸2737-4  ﾀｶﾉﾋﾞﾙ1F・2F

大久保店 東京都新宿区百人町1-18-11  百人町秋山ﾋﾞﾙ1F 武蔵新城店 神奈川県川崎市中原区上新城2-10-15 新城ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F

阿佐谷店 東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-1-10 元住吉店 神奈川県川崎市中原区木月534-1-2 ﾓﾄｽﾐｺｱﾋﾞﾙ1F

新高円寺店 東京都杉並区高円寺南2-20-2  新高円寺駅前ﾋﾞﾙ1F2F 古淵店 神奈川県相模原市古淵1-7-1

高円寺店 東京都杉並区高円寺北3-22-16 1F 小田急相模原店 神奈川県相模原市松が枝町24-6

方南町店 東京都杉並区方南2-18-10 相模原店 神奈川県相模原市相模原2-2-19

清瀬店 東京都清瀬市松山1-11-17 大和店 神奈川県大和市大和南1-3-4 登喜和ﾋﾞﾙ1F

ひばりが丘店 東京都西東京市ひばりが丘北3-3-14 長後店 神奈川県藤沢市下土棚509-10

保谷店 東京都西東京市東町3-14-26  田中ﾋﾞﾙ1F 藤沢北口店 神奈川県藤沢市藤沢462番地 吉塚ﾋﾞﾙ1Ｆ

綾瀬店 東京都足立区綾瀬3-2-8 シティプレイス綾瀬１Ｆ 平塚店 神奈川県平塚市紅谷町4-2 1F

西新井店 東京都足立区西新井栄町2-3-2  ﾔｵｷﾋﾞﾙ1F･2F 浦和店 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-4-12 東京ｽﾀｰ銀行1F

五反野店 東京都足立区足立4-29-8 重沢ビル1Ｆ 北浦和東口店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-2-8

竹の塚店 東京都足立区竹の塚6-11-1 古庄フードセンター 北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-3-8 USﾋﾞﾙ1F

鴬谷店 東京都台東区根岸1-6-6  小宮山鴬谷ﾋﾞﾙ1F R東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-10-5

浅草吾妻橋店 東京都台東区雷門2-19-13 東大宮駅前店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-38-5 あずまビル1F

大和町店 東京都中野区大和町2-6-1 大宮東口店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5

中野坂上店 東京都中野区中央2-1-2  中野坂上吉田ﾋﾞﾙ1F 大宮仲町店 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-71 東京ﾚｼﾞｬｰﾋﾞﾙ1F

東中野店 東京都中野区東中野3-1-19 R大宮吉野町店 埼玉県さいたま市北区吉野町1-2-3

新中野店 東京都中野区本町4-30-26 成瀬ビル1F R越谷蒲生店 埼玉県越谷市蒲生南町15-4

国領店 東京都調布市国領町4-8-1 越谷駅前店 埼玉県越谷市弥生町3-24

京王つつじヶ丘店 東京都調布市東つつじヶ丘1-2-5 R狭山店 埼玉県狭山市下奥富136-2

久米川店 東京都東村山市栄町1-5-2 R熊谷ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 埼玉県熊谷市大字肥塚1408-3

秋津店 東京都東村山市秋津町5-7-8 熊谷店 埼玉県熊谷市筑波2-55 大正堂駅前ﾋﾞﾙ1.2F

東村山店 東京都東村山市本町2-3-77 吉崎ﾋﾞﾙ1F R鴻巣店 埼玉県鴻巣市東4-8-1

浮間舟渡店 東京都板橋区舟渡1-12 春日部店 埼玉県春日部市中央1-2-6  M6ﾋﾞﾙ  1F

志村坂上店 東京都板橋区小豆沢3-6-3 糠賀第二ﾋﾞﾙ1F 狭山ヶ丘店 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-873-2

上板橋店 東京都板橋区常盤台4-33-13 丸萩ﾋﾞﾙ1F 新所沢東口店 埼玉県所沢市松葉町10-15

成増店 東京都板橋区成増2-17-23 R西所沢店 埼玉県所沢市大字上新井1287-1

本蓮沼店 東京都板橋区泉町6番11号 所沢店 埼玉県所沢市日吉町10-18

東武練馬店 東京都板橋区徳丸3-1-26  大川ﾋﾞﾙ1F R上尾緑丘店 埼玉県上尾市緑丘3-3-7

板橋区役所前店 東京都板橋区板橋2-61-11 ホシカメビル1Ｆ 上福岡店 埼玉県上福岡市上福岡1-6-1 ﾃﾞｰｴﾑﾋﾞﾙ1F

板橋本町店 東京都板橋区本町36－1 バロール本町1F 志木店 埼玉県新座市東北2-37-12 磯川ﾋﾞﾙ1F

三鷹北口店 東京都武蔵野市中町1-6-7 東武霞ヶ関店 埼玉県川越市霞ヶ関東1-2-22

千駄木店 東京都文京区千駄木2-33-8 鶴ヶ島店 埼玉県川越市鯨井新田1-18 細田ビル

本郷三丁目店 東京都文京区本郷2-27-16 大学三丁目ﾋﾞﾙ1F 本川越店 埼玉県川越市新富町2-33-1

駒込店 東京都豊島区駒込1-38-3 小宮山駒込ﾋﾞﾙ1.2F 川越店 埼玉県川越市脇田町11-4

下板橋店 東京都豊島区池袋本町3-25-13 R川口上青木店 埼玉県川口市上青木2-47-1

王子店 東京都北区王子1-13-16  ｴｲﾑﾋﾞﾙ1F 西川口店 埼玉県川口市並木2-1-6 1F

赤羽駅前店 東京都北区赤羽1-17-1 いなみやﾋﾞﾙ1F R草加清門町店 埼玉県草加市清門町423-1

赤羽店 東京都北区赤羽2-1-19 十一会ﾋﾞﾙ R草加店 埼玉県草加市北谷町1-2-14

東十条店 東京都北区東十条4-4-24  宮田ﾋﾞﾙ1F 高坂店 埼玉県東松山市元宿1-11-2 松田ビル

菊川店 東京都墨田区菊川2-6-13 東松山店 埼玉県東松山市箭弓町1-12-8 大谷ビル

錦糸町店 東京都墨田区江東橋3-11-6 野村ﾋﾞﾙ 1F.B1F 飯能店 埼玉県飯能市仲町10-13

錦糸町南店 東京都墨田区江東橋3-8-10  井野ﾋﾞﾙ1F ふじみ野駅前店 埼玉県富士見市勝瀬3462番地 第7松本ビル1F

立川北口店 東京都立川市曙町2丁目3番地3 鶴瀬店 埼玉県富士見市鶴馬2605-1

R下石神井店 東京都練馬区下石神井4-1-7 蕨店 埼玉県蕨市塚越1-4-4 ﾗ.ｾｰﾇ1F

武蔵関店 東京都練馬区関町北2-27-13  下田ﾋﾞﾙ1F R蕨北町店 埼玉県蕨市北町5-4-5

石神井公園店 東京都練馬区石神井町3-24-10 R結城店 茨城県結城市大字結城字下り松6375-4

大泉学園南口店 東京都練馬区東大泉5-41-14 大泉学園駅前ビル1F 取手店 茨城県取手市取手3-1-2 取手プラザ1Ｆ

五井店 千葉県市原市五井中央西1-14-22 潤間五井ビル 群馬県 高崎駅前店 群馬県高崎市八島町17

行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-3 ﾌｧﾐﾘｰｺｰﾎﾟ行徳1F 長野県 松本駅前店 長野県松本市中央1-2-23 山平ビル

南行徳店 千葉県市川市相之川4-17-2ﾒﾄﾛｾﾝﾀｰ南行徳 岩手県 盛岡駅前通店 岩手県盛岡市盛岡駅前通9-9

本八幡店 千葉県市川市八幡2-5-6

京成大久保店 千葉県習志野市大久保1-21-12 ﾆｭｰTKﾋﾞﾙ1F

京成津田沼店 千葉県習志野市津田沼5-11-10

新松戸西口店 千葉県松戸市新松戸2-21-103

松戸店 千葉県松戸市本町1-18 第37東京ﾋﾞﾙ

R成田店 千葉県成田市不動ヶ岡刈分2148-6

稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-15  第8若菜ﾋﾞﾙ  1.2F

新検見川店 千葉県千葉市花見川区南花園2-1-6 朝日ﾋﾞﾙ新検見川1Ｆ

西千葉店 千葉県千葉市中央区春日2-19-9

西船橋店 千葉県船橋市西船4-25-3

柏東口店 千葉県柏市柏1-5-14 岩田ﾋﾞﾙ1.2F

R木更津店 千葉県木更津市太田4丁目15-5

茨城県

東京都

千葉県

神奈川県

埼玉県


