
【北海道】
店舗名 店舗住所

ステーキヴィクトリア旭川四条通店 北海道旭川市四条通22
ステーキヴィクトリア南円山店 北海道札幌市中央区南4条西18-1-3
ステーキビッグボーイ清田店 北海道札幌市清田区真栄1条2-13-1

【青森県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ八戸城下店 青森県八戸市城下4-20-30
ステーキビッグボーイ青森大野店 青森県青森市大字大野字前田76-7
ビッグボーイ弘前店 青森県弘前市大字八幡町3-2-1

【岩手県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ一関店 岩手県一関市山目字三反田35-1
ビッグボーイ北上有田町店 岩手県北上市有田町7-10
ビッグボーイ盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ4-1-1

【秋田県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ秋田山王店 秋田県秋田市山王3-4-8

【宮城県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ仙台西多賀店 宮城県仙台市太白区富沢2-11-20
ビッグボーイ仙台宮城野店 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-1-2
ビッグボーイ多賀城町前店 宮城県多賀城市町前4-3-3
ビッグボーイ岩沼店 宮城県岩沼市末広1-2-11
ビッグボーイイオン仙台店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6　(イオン仙台店内8F)
ビッグボーイ古川店 宮城県大崎市古川旭2-3-2

【山形県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ山形南館店 山形県山形市南館1-9-12
ビッグボーイ天童店 山形県天童市糠塚3-4-30
ビッグボーイ山形城南町店 山形県山形市城南町1-15-14

【福島県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ郡山並木店 福島県郡山市並木1-1-10
ビッグボーイ会津若松店 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字川西125
ビッグボーイいわき平店 福島県いわき市平谷川瀬字明治町1-5-14
ビッグボーイ白河店 福島県白河市新白河2-72
ビッグボーイいわき鹿島店 福島県いわき市鹿島町久保1-5-10

【茨城県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ常陸大宮店 茨城県常陸大宮市泉541-18
ビッグボーイ神栖店 茨城県神栖市平泉町田265-28
ビッグボーイひたちなか田彦店 茨城県ひたちなか市田彦990-9
ビッグボーイ日立田尻店 茨城県日立市田尻町4-35-48
ビッグボーイつくば葛城店 茨城県つくば市苅間1763
ビッグボーイ土浦木田余店 茨城県土浦市木田余4589
ビッグボーイ阿見店 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見4154-3
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【栃木県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ宇都宮簗瀬店 栃木県宇都宮市簗瀬4-15-15
ビッグボーイ石橋店 栃木県下野市下古山字北原2958-38
ビッグボーイ真岡店 栃木県真岡市上高間木2-17-2
ビッグボーイ足利助戸店 栃木県足利市助戸1-656-9
ビッグボーイ西那須野店 栃木県那須塩原市東三島3-40-6
ビッグボーイ栃木駅北店 栃木県栃木市境町10

【群馬県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ前橋店 群馬県前橋市本町3-14-10

【埼玉県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ大袋店 埼玉県越谷市大里561-4
ビッグボーイ久喜店 埼玉県久喜市南3-11-30
ビッグボーイ東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-11-2
ビッグボーイ深谷店 埼玉県深谷市本住町13-2
ビッグボーイ上里店 埼玉県児玉郡上里町神保原町2211
ビッグボーイ入間藤沢店 埼玉県入間市下藤沢776-1
ビッグボーイ越谷七左店 埼玉県越谷市新越谷2-12-6
ビッグボーイ桶川下日出谷店 埼玉県桶川市下日出谷西3-3-3
ビッグボーイ所沢けやき台店 埼玉県所沢市けやき台1-13-14

【千葉県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ東金店 千葉県東金市田間748-3
ビッグボーイ茂原店 千葉県茂原市高師1693-2
ビッグボーイ佐倉王子台店 千葉県佐倉市王子台6-27-1
ビッグボーイ木更津店 千葉県木更津市朝日3-3-20
ビッグボーイ市原五所店 千葉県市原市五所1665-32
ビッグボーイ船橋習志野 千葉県船橋市習志野4-5-5
ビッグボーイ野田つつみ野店 千葉県野田市つつみ野1-2-4
ビッグボーイ道場北店 千葉県千葉市中央区道場北2-19
ビッグボーイ印西西の原店 千葉県印西市西の原5-4
ビッグボーイ成田ウイング店 千葉県成田市ウイング土屋61
ビッグボーイ千葉畑町店 千葉県千葉市花見川区畑町913-7
ビッグボーイ白井冨士店 千葉県白井市冨士24-1
ビッグボーイ館山店 千葉県館山市八幡618-1
ビッグボーイ鎌ヶ谷道野辺店 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺5-22-10
ステーキビッグボーイ中山競馬場前店 千葉県船橋市古作3-10-27
ビッグボーイライフガーデン新浦安店 千葉県浦安市富岡3-2-1 2Ｆ

【神奈川県】
店舗名 店舗住所

ステーキビッグボーイ黒川店 神奈川県川崎市麻生区黒川655-1
ステーキビッグボーイ横浜永田北店 神奈川県横浜市南区永田北2-56-27
ステーキビッグボーイ中山店 神奈川県横浜市緑区中山4-28-8

【新潟県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ新潟女池店 新潟県新潟市中央区女池神明1-1607-1
ビッグボーイ新発田店 新潟県新発田市新栄町2-1061
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【富山県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ富山今泉店 富山県富山市今泉西部町4-11
ビッグボーイ富山田中店 富山県富山市田中町4-14-52
ビッグボーイ高岡瑞穂店 富山県高岡市瑞穂町1-3

【石川県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ金沢北安江店 石川県金沢市北安江2-24-11
ビッグボーイ野々市横宮店 石川県野々市市横宮町103
ビッグボーイ金沢もりの里店 石川県金沢市もりの里2-17

【福井県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ福井経田店 福井県福井市経田1-208

【静岡県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ御殿場店 静岡県御殿場市東田中2-15-20
ビッグボーイ富士瓜島店 静岡県富士市瓜島町58-1
ビッグボーイ焼津西小川店 静岡県焼津市西小川4-2-1
ビッグボーイ掛川大池店 静岡県掛川市大池2904-1
ビッグボーイ藤枝田沼店 静岡県藤枝市田沼2-12-1
ビッグボーイ三島店 静岡県三島市南二日町4-7

【山梨県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ甲府南店 山梨県甲府市上今井町676-1
ビッグボーイ甲府竜王店 山梨県甲斐市竜王1340-2
ビッグボーイ甲府櫛形店 山梨県南アルプス市小笠原1423-5
ビッグボーイ甲府里吉店 山梨県甲府市里吉1-1-7
ビッグボーイ富士吉田店 山梨県富士吉田市新西原4-12-10
ビッグボーイ都留田野倉店 山梨県都留市田野倉字政所452-1
ビッグボーイ甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1534-3

【長野県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ佐久店 長野県佐久市大字岩村田6-2
ビッグボーイ松本女鳥羽店 長野県松本市女鳥羽430-2
ビッグボーイ塩尻店 長野県塩尻市大字広丘野村2050-13
ビッグボーイ西尾張部店 長野県長野市西尾張部185-3
ビッグボーイ上田国分店 長野県上田市国分1-3-26
ビッグボーイ川中島店 長野県長野市稲里町中氷鉋449-9
ビッグボーイ岡谷店 長野県岡谷市長地権現町2-1-58

【岐阜県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ岐阜穂積店 岐阜県瑞穂市馬場春雨町1-24
ビッグボーイ各務原店 岐阜県各務原市入会町2-56
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【愛知県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ名古屋丹後通店 愛知県名古屋市南区丹後通3-1
ビッグボーイ一宮若竹店 愛知県一宮市若竹1-1-3
ビッグボーイ春日井店 愛知県春日井市如意申町8-2-2
ビッグボーイ弥富店 愛知県弥富市鯏浦町未新田21-1
ビッグボーイ愛知江南店 愛知県江南市村久野町瀬頭169
ステーキビッグボーイ豊川店 愛知県豊川市馬場町郷前27-1

【三重県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ四日市ときわ店 三重県四日市市松本2-6-28
ビッグボーイアクロスプラザ鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野共進2-7-2

【滋賀県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ草津店 滋賀県草津市野路5-13-25
ビッグボーイ守山店 滋賀県守山市下之郷1-1-25
ビッグボーイ甲賀水口店 滋賀県甲賀市水口町北脇1772-3

【京都府】
店舗名 店舗住所

ステーキビッグボーイ宇治店 京都府宇治市六地蔵奈良町72-9
ビッグボーイ八幡店 京都府八幡市下奈良榊4-7
ビッグボーイ宇多野店 京都府京都市右京区宇多野長尾町15

【奈良県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ奈良平城店 奈良県奈良市押熊町947
ビッグボーイ天理店 奈良県天理市田井庄町471-1
ビッグボーイ香芝五位堂店 奈良県香芝市瓦口159-3
ビッグボーイ奈良広陵店 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚61-1
ビッグボーイ大和筒井店 奈良県大和郡山市筒井町531-1

【大阪府】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ摂津店 大阪府摂津市一津屋1-23-5
ビッグボーイ高槻店 大阪府高槻市城東町308-2
ビッグボーイ四条畷店 大阪府四條畷市美田町1-1
ビッグボーイ鶴見茨田浜店 大阪府大阪市鶴見区諸口4-10-11
ビッグボーイ蛍ヶ池店 大阪府豊中市蛍ヶ池西町1-7-18
ビッグボーイ狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木1-2703
ビッグボーイ八戸の里店 大阪府東大阪市西岩田3-5-1
ビッグボーイ園田店 大阪府豊中市利倉西2-82
ビッグボーイ高石店 大阪府高石市西取石5-11-1
ビッグボーイ岸の里店 大阪府大阪市西成区天下茶屋3-27-15
ビッグボーイ東香里店 大阪府枚方市東香里南町52-33
ビッグボーイ八尾店 大阪府八尾市南本町1-5-8
ビッグボーイ中百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-27-7
ビッグボーイ関目店 大阪府大阪市城東区成育5-20-9
ビッグボーイ堺大庭寺店 大阪府堺市南区大庭寺857-1
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【兵庫県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ尼崎名神店 兵庫県尼崎市名神町1-18-16

ステーキビッグボーイ仁川店 兵庫県宝塚市鹿塩1-10-10
ビッグボーイ三田店 兵庫県三田市寺村町4192-1
ビッグボーイ東加古川店 兵庫県加古川市平岡町西谷185-2
ビッグボーイ神戸平野店 兵庫県神戸市西区平野町向井41-1
ビッグボーイ明石大久保 兵庫県明石市大久保町西脇375-1
ビッグボーイ離宮公園店 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-3-3
ビッグボーイ姫路岡田店 兵庫県姫路市西延末76-1

【鳥取県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ米子富士見店 鳥取県米子市冨士見町2-152
ビッグボーイ鳥取安長店 鳥取県鳥取市安長412

【島根県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ出雲今市店 島根県出雲市今市町北本町5-1-1
ビッグボーイ松江学園店 島根県松江市学園1-6-12

【岡山県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ岡山絵図 岡山県岡山市北区絵図町1-36

【香川県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ丸亀店 香川県丸亀市土器町東8-8

【愛媛県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ新居浜前田店 愛媛県新居浜市前田町2-4
ビッグボーイ松山中央店 愛媛県松山市中央1-18-50

【福岡県】
店舗名 店舗住所

ビッグボーイ須恵店 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵812-1
ビッグボーイ戸畑一枝店 福岡県北九州市戸畑区土取町12-18
ビッグボーイ太宰府店 福岡県太宰府市向佐野1-10-10
ビッグボーイ福岡徳永店 福岡県福岡市西区大字徳永869-1
ビッグボーイ久留米野伏間店 福岡県久留米市野伏間１-7-33

兵庫県神戸市中央区港島中町3-2-6-12
(グルメシティポートアイランド内専門店街1F)

ビッグボーイポートアイランド店
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