RDCグループポイントカード
店舗名

利用可能店舗一覧
住所

電話番号

がってん寿司

秩父店

埼玉県秩父市上宮地町30-6

0494-23-9191

がってん寿司

本店

埼玉県深谷市荒川228

048-579-1008

がってん寿司

北本店

埼玉県北本市東間3-158

048-541-6622

がってん寿司

富士見店

埼玉県富士見市羽沢2-1-47

049-253-6787

がってん寿司

熊谷石原店

埼玉県熊谷市石原2-1

048-522-2303

がってん寿司

東松山店

埼玉県東松山市本町2-6-18

0493-22-9600

がってん寿司

川鶴店

埼玉県川越市鯨井新田43-1

049-234-8010

がってん寿司

狭山店

埼玉県狭山市大字笹井3-1-12

04-2955-9900

がってん寿司

高崎上大類店

群馬県高崎市上大類町776

027-353-9010

がってん寿司

川越神明町店

埼玉県川越市神明町34-1

049-226-6116

がってん寿司

大宮南中野店

埼玉県さいたま市見沼区南中野808

048-688-3006

がってん寿司

新座店

埼玉県新座市東2-5-11

048-482-7777

がってん寿司

高崎下小鳥店

群馬県高崎市下小鳥町446-1

027-363-8070

がってん寿司

所沢狭山ヶ丘店

埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6－2827－3

04-2925-1211

がってん寿司

久喜店

埼玉県久喜市本町4-7-1

0480-24-5501

がってん寿司

所沢上安松店

埼玉県所沢市上安松1324-8

04-2993-0101

がってん寿司

深谷店

埼玉県深谷市上柴町東5-4-24

048-551-3100

がってん寿司

蓮田店

埼玉県蓮田市椿山2-11-5

048-764-0003

がってん寿司

坂戸店

埼玉県坂戸市元町10-13

049-288-7778

がってん寿司

青梅店

東京都青梅市東青梅3-23-8

0428-20-1122

がってん寿司

昭島店

東京都昭島市つつじが丘1-1-14

042-549-1020

がってん寿司

加須店

埼玉県加須市大字北小浜155-4

0480-63-2121

がってん寿司

蕨店

埼玉県蕨市南町1-10-3

048-447-8899

がってん寿司

としまえん店

東京都練馬区練馬4-18-8

03-5912-3020

がってん寿司

新宿西落合店

東京都新宿区西落合3-22-4

03-6771-7377

がってん寿司

綾瀬店

東京都足立区東和1-5-1

03-5673-2401

がってん寿司

東川口店

埼玉県川口市長蔵2-14-22

048-291-2360

がってん寿司

平塚徳延店

神奈川県平塚市徳延579-1

0463-37-3090

がってん寿司

上尾店

埼玉県上尾市緑丘2-2-2

048-777-1818

がってん寿司

相模原星が丘店

神奈川県相模原市中央区星が丘1-10-1

042-730-2201

がってん寿司

杉戸店

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野2826-3

0480-37-8988

がってん寿司

太田店

群馬県太田市新井町327-5

0276-55-8512

がってん寿司

富岡店

群馬県富岡市富岡1292-1

0274-67-1380

がってん寿司

指扇店

埼玉県さいたま市西区指扇412-1

048-782-9617

がってん寿司

小田原店

神奈川県小田原市国府津2710-1

0465-43-7901

がってん寿司

中央林間店

神奈川県大和市下鶴間1599-2

046-240-6250

がってん寿司

イオンモール日の出店

東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3区画114

042-588-7531

がってん寿司

練馬土支田店

東京都練馬区土支田2-36-14

03-6904-6153

がってん寿司

川口西青木店

埼玉県川口市西青木3-9-8

048-250-0901

がってん寿司

池袋店

東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア

がってん寿司

藤沢店

神奈川県藤沢市大庭5425－12

0466-52-8137

がってん寿司

佐久平店

長野県佐久市佐久平駅南18-4

0267-88-6537

がってん寿司

本庄店（FC加盟店）

埼玉県本庄市若泉3ｰ3ｰ4

0495-21-8331

がってん寿司

行田店（FC加盟店）

埼玉県行田市向町21-3

048-553-5233

がってん寿司

毛呂山店（FC加盟店）

埼玉県入間郡毛呂山町大字川角10-1

049-276-7110

地下2階

03-6907-3358

店舗名

住所

電話番号

がってん寿司

藤岡店（FC加盟店）

群馬県藤岡市上大塚306-1

0274-40-2323

がってん寿司

伊勢崎店（FC加盟店）

群馬県伊勢崎市今泉町1-1222

0270-22-3636

がってん寿司

渋川店（FC加盟店）

群馬県渋川市石原886-1

0279-30-0330

匠のがってん寿司

さいたま田島店

埼玉県さいたま市桜区田島1-4-10

048-710-7167

匠のがってん寿司

ららぽーと新三郷店

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3-1-1 ららぽーと新三郷2060号

048-954-6018

匠のがってん寿司

武蔵村山店

東京都武蔵村山市榎1-1-3-1057

042-505-8108

匠のがってん寿司

テラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

0466-86-7412

匠のがってん寿司

錦糸町PARCO店

東京都墨田区江東橋4-27-14

錦糸町PARCO

606

03-6659-3348

がってん寿司承知の助

多摩境店

東京都町田市小山ヶ丘5丁目1番1号

042-703-7051

がってん寿司承知の助

ららぽーと富士見店

埼玉県富士見市山室1-1313 3Ｆ 3300区画

049-257-6300

がってん寿司承知の助

イオンモール羽生店

埼玉県羽生市川崎2-281ー3

048-560-2033

がってん寿司承知の助

イオンモール川口前川店

埼玉県川口市前川1-1-11

がってん寿司承知の助

イオンモール太田店

群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田

がってん寿司承知の助

イオンモール川口店

埼玉県川口市安行領根岸3180番地 イオンモール川口1階1047区画
048-280-6022

がってん寿司承知の助

けやきウォーク前橋店（FC加盟店）

イオンモール羽生SC1F

048-456-7572
店舗番号163

0276-55-5776

群馬県前橋市文京町2-1-1

027-288-0587

磯のがってん寿司

野田店

千葉県野田市中根6-7

04-7126-1080

磯のがってん寿司

柏増尾台店

千葉県柏市中原2-21-3

04-7160-7272

磯のがってん寿司

船橋夏見台店

千葉県船橋市夏見台3-12-10

047-406-8201

磯のがってん寿司

岩槻店

埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6931

048-749-5828

磯のがってん寿司

南越谷店

埼玉県越谷市新越谷1丁目45番地5

048-948-7715

磯のがってん寿司

コクーン新都心店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267 ｶﾀｸﾗ新都心ﾓｰﾙｺｸｰﾝ内2Ｆ28区画 048-829-7115

磯のがってん寿司

東武練馬店

東京都板橋区徳丸2-2-14

03-6281-0690

磯のがってん寿司

グランエミオ所沢店

埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 ｸﾞﾗﾝｴﾐｵ所沢1Ｆ 1-34

04-2941-6750

磯のがってん寿司

神戸菊水店

兵庫県神戸市兵庫区菊水町9-17-9

078-576-1881

磯のがってん寿司

箕面小野原店

大阪府箕面市小野原西6-12-5

072-730-0560

磯のがってん寿司

イオンモール四條畷店

大阪府四條畷市砂4-3-2

072-800-5496

磯のがってん寿司

イオンモール大高店

愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地 イオンモール大高 １F 052-883-9275

函太郎

グランフロント大阪店

立喰い寿司函太郎

LINKS UMEDA店

大阪府大阪市北区大深町4-20ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ｼｮｯﾌﾟ＆ﾚｽﾄﾗﾝ南館7F06-6485-7168
大阪府大阪市北区大深町1-1

ﾘﾝｸｽ梅田ﾀﾜｰ 地下1階 TB130

06-6147-7664

江戸前がってん寿司

大宮東口店

埼玉県さいたま市大宮区大門町1-2

048-658-0777

江戸前がってん寿司

浦和西口店

埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-13

048-815-8001

がってん食堂大島屋

吉野町店

埼玉県さいたま市北区吉野町1-10-1

048-660-5555

がってん食堂大島屋

川越的場店

埼玉県川越市的場1-15-12

049-239-5789

がってん食堂大島屋

新座店

埼玉県新座市野火止8-1-19

048-299-6840

がってん食堂大島屋

狭山店

埼玉県狭山市入間川1-16-20

04-2997-8582

がってん食堂大島屋

浦和西掘店

埼玉県さいたま市桜区西掘9-8-5

048-795-4885

がってん食堂大島屋

上尾店（FC加盟店）

埼玉県上尾市春日2-11-2

048-778-2188

がってん食堂大島屋

高崎緑町店（FC加盟店）

群馬県高崎市緑町4丁目8－6

027-388-8998

がってん食堂大島屋

深谷店（FC加盟店）

埼玉県深谷市上柴町西1-17-3

048-578-7831

がってん食堂大島屋

熊谷駅北口店（FC加盟店）

埼玉県熊谷市筑波2-87

048-594-8691

かつはな亭

伊勢崎赤堀店

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町937

0270-62-0162

かつはな亭

太田新田店

群馬県太田市新田小金井町1318-1

0276-57-4188

かつはな亭

伊勢崎宮子店

群馬県伊勢崎市宮子町3410-2

0270-26-8800

かつはな亭

太田由良店

群馬県太田市由良町2112-1

0276-32-5115

かつはな亭

前橋文京店

群馬県前橋市文京町2丁目24-14

027-220-1755

かつはな亭

太田矢島店

群馬県太田市東矢島町1036-1

0276-47-2929

かつはな亭

伊勢崎今泉店

群馬県伊勢崎市今泉町1-1217-1

0270-21-6600

店舗名

住所

電話番号

かつはな亭

前橋片貝店

群馬県前橋市西片貝町1丁目322-4

027-237-5550

かつはな亭

小山店

栃木県小山市雨ケ谷65-1

0285-27-9839

かつはな亭

佐野店

栃木県佐野市高萩町1200-9

0283-24-9077

かつはな亭

栃木店

栃木県栃木市昭和町5-4

0282-25-0488

かつはな亭

館林店

群馬県館林市花山町2627-1

0276-75-0245

かつはな亭

足利店

栃木県足利市朝倉町2丁目8-12

0284-71-0115

かつはな亭

熊谷店

埼玉県熊谷市肥塚4-105

048-526-5633

かつはな亭

前橋南店

群馬県前橋市新堀町986

027-212-2290

かつはな亭

川口店

埼玉県川口市上青木2-1-15

048-475-8002

かつはな亭

三郷中央店

埼玉県三郷市中央三丁目16番1

048-934-9181

かつはな亭

本庄早稲田店

埼玉県本庄市早稲田の杜2-1-78

0495-71-8981

かつはな亭

大宮御蔵店

埼玉県さいたま市見沼区御蔵1476-7

048-797-6573

かつはな亭

松本筑摩店（FC加盟店）

長野県松本市筑摩2丁目17-1

0263-88-0080

かつはな亭

川中島店（FC加盟店）

長野県長野市稲里町中氷鉋1473-2

026-214-1250

かつはな亭

甲斐竜王店（FC加盟店）

山梨県甲斐市富竹新田字大明神河原1714-1

055-244-7381

かつ敏

上尾店

埼玉県上尾市春日2-3-7

048-776-6661

かつ敏

東大宮店

埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-47-2

048-687-0070

かつ敏

志木店

埼玉県志木市幸町1-18-36

048-476-9500

かつ敏

かごはら店

埼玉県熊谷市拾六間763-1

048-530-6110

かつ敏

鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷2-1

049-272-5118

かつ敏

綾瀬店

東京都足立区東和1-5-1

03-5673-5311

かつ敏

東松山店

埼玉県東松山市御茶山町1-6

0493-21-5115

かつ敏

浦和美園店

埼玉県さいたま市緑区大門4415

048-796-7897

かつ敏

岩槻店

埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6933-1

048-767-7872

かつ敏

越谷店

埼玉県越谷市南町3-10-24

048-961-8101

かつ敏

野田店

千葉県野田市堤台125番3

04-7199-9661

かつ敏

土支田店

東京都練馬区土支田2-36-14

03-6904-6105

かつ敏

テラスモール松戸店

千葉県松戸市八ヶ崎2ｰ8-1

かつ敏

さいたま吉野町店

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目25-3

048-729-8931

ﾃﾗｽﾓｰﾙ松戸2階

R05

047-710-7636

旬菜食健ひな野

所沢店

埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-2888

04-2921-3922

旬菜食健ひな野

長町店

宮城県仙台市太白区大野田1-1-13

022-304-2771

東京都中央区銀座6-2-3 ﾀﾞｲﾜ銀座ｱﾈｯｸｽB1F

03-5537-3513

埼玉県川越市大字砂新田129-1

049-292-1512

ヴィラモウラ

銀座本店

ハンバーグ工房

川越新河岸店

ヒナノ珈琲

鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市藤金900-4

049-299-5829

ヒナノ珈琲

越谷店

埼玉県越谷市大字弥十郎484-1

048-971-9234

埼玉県鶴ヶ島市藤金900-4

049-299-5884

埼玉県越谷市大字弥十郎484-1

048-971-9275

埼玉県熊谷市筑波1丁目115

048-577-8933

BROWN BUTTER
BROWN

BUTTER

鶴ヶ島店
越谷店

がってんカルビ

熊谷店

老辺餃子舘

新宿本店

東京都新宿区西新宿1-18-1 小川ﾋﾞﾙ3F

03-3348-5810

老辺餃子舘

新宿別館

東京都新宿区新宿4-1-9 PAXﾋﾞﾙ4F

03-3350-4312

千葉県松戸市新松戸1-364-2 きいろいビル2F

047-309-3510

鳥彩々

新松戸店

店舗名

住所

電話番号

がってん寿司

桐生店

群馬県桐生市広沢町1-2480-1

0277-53-8888

がってん寿司

佐野店

栃木県佐野市浅沼町810

0283-20-8822

がってん寿司

宇都宮ｶﾄﾚｱｶﾞｰﾃﾞﾝ店

栃木県宇都宮市中島町890

028-657-5720

がってん寿司

栃木店

栃木県栃木市箱森町36-16

0282-20-2711

がってん寿司

古河店

茨城県古河市雷電町2712-2

0280-30-0330

がってん寿司

館林店

群馬県館林市小桑原町958-5

0276-55-5955

がってん寿司

大田原店

栃木県大田原市紫塚1-4-14

0287-28-6720

宮城県仙台市泉区市名坂清水端201-7

022-346-8555

函太郎

仙台市名坂店

がってん寿司

筑西店

茨城県筑西市横島字遠羽賀261番7

0296-54-5255

がってん寿司

鹿沼店

栃木県鹿沼市栄町2-14-3

0289-74-5677

がってん寿司旬亭 イーアスつくば店

茨城県つくば市研究学園5-19

麺や十兵衛

埼玉県深谷市荒川228

048-579-1050

花園店

１階

区画No1670

029-875-8900

優勝軒

熊谷総本店

埼玉県熊谷市石原2-2-4

048-527-1515

函太郎

宇賀浦本店

北海道函館市宇賀浦町14-4

0138-32-4455

函太郎

上磯店

北海道北斗市七重浜7丁目15-1

0138-48-8825

函太郎

五稜郭公園店

北海道函館市五稜郭町25-17

0138-52-5522

函太郎

美原店

北海道函館市中道2丁目52-1

0138-83-8431

函太郎

三井アウトレットパーク木更津店

千葉県木更津市金田東３丁目1-1

0438-53-8241

函太郎

青森佃店

青森県青森市南佃2-27-17

017-765-0405

函太郎

弘前店

青森県弘前市城東北4丁目5-3

0172-29-1603

函太郎

八戸青葉店

青森県八戸市青葉3丁目15-12

0178-22-8460

函太郎

秋田広面店

秋田県秋田市広面樋ノ沖96-1

018-853-0677

函太郎

新潟紫竹山店

新潟県新潟市中央区紫竹山2丁目4ｰ33

025-384-4443

函太郎

鶴岡店

山形県鶴岡市美咲町27-35

0235-64-0389

函太郎

小樽店

北海道小樽市港町5-4

0134-26-6771

函太郎

新千歳空港店

北海道千歳市美々987-22新千歳空港 国内線旅客ターミナル3Ｆ

0123-25-3310

函太郎

酒田店

山形県酒田市新橋5丁目3番１

0234-28-8427

函太郎

アクロスプラザ盛岡みたけ店

岩手県盛岡市みたけ2-9-45アクロスプラザ盛岡みたけ Aゾーン

019-613-8620

函太郎

新潟西区五十嵐店

新潟県新潟市西区五十嵐一の町6786-11

025-378-2471

産直グルメ回転ずし 函太郎Tokyo

東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街地下1階

03-6259-1823

立喰い寿司函太郎

東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街地下1階A-7

03-6551-2398

アモリーノ

北海道函館市宇賀浦町6-10

0138-51-3338

かつきち

宇賀浦店

北海道函館市宇賀浦町15-1

0138-53-0147

かつきち

上磯店

北海道北斗市七重浜7丁目15-1

0138-48-8817

かつきち

昭和タウンプラザ店

北海道函館市昭和1丁目29-2

0138-62-2929

東京駅一番街店

