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「毎月 1 日は『丸亀製麺の日』」
ご好評につき、対象エリア拡大！

〜 「釜揚げうどん」を半額で♪

当社の丸亀製麺では、昨年 10 月 1 日より、茨城県、山梨県、富山県、奈良県、岡山県、山口県にある丸亀製麺
の郊外ロードサイド型店舗において、「毎月 1 日は『丸亀製麺の日』、釜揚げうどん半額ご奉仕」
として、讃岐うどんの代表的なメニューである「釜揚げうどん」を半額でご提供してまいりました。
このたび、この「丸亀製麺の日」がご好評につき、さらに、京都府、岐阜県、宮城県を対象エリアに加え、
同エリア内の郊外ロードサイド型店舗でも展開することといたしました。
「丸亀製麺」では、できたて、手作りの本格的な讃岐うどんを提供するだけでなく、讃岐うどんの聖地・香川県の
お店のような風情感や讃岐うどんの文化をひとりでも多くのお客様にお伝えするため、取り組んでおります。

毎月 1 日は、ぜひお近くの丸亀製麺へ。本格讃岐うどんをぜひ一度お試しください。
みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【「毎月 1 日は『丸亀製麺の日』」概要 】
毎月 1 日は以下のメニューを対象店舗で半額でお召し上がりいただけます。

通常価格

毎月 1 日

釜揚げうどん（並、1 玉）

280 円

140 円

釜揚げうどん（大、1.5 玉）

380 円

190 円

釜揚げうどん（特、2 玉）

480 円

240 円

※特サイズは一部取り扱いのない店舗もございます

※価格は全て税込み

■ 展 開 店 舗 ： 宮城県、茨城県、山梨県、富山県、岐阜県、京都
府、奈良県、岡山県、山口県の丸亀製麺郊外ロー
ドサイド型店舗にて絶賛実施中！詳細は別紙を
ご参照ください。
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【別紙】

■『丸亀製麺の日』」 下記の 62 店舗で実施中！
宮城県（5 店舗）

（2010 年 4 月 28 日時点）

奈良県（7 店舗）

丸亀製麺南仙台店

宮城県仙台市太白区西中田 7-10-36

丸亀製麺奈良店

奈良県奈良市古市町 1322

丸亀製麺東仙台店

宮城県仙台市宮城野区東仙台 4-6-32

丸亀製麺天理店

奈良県天理市勾田町 81 番 1

丸亀製麺仙台東口店

宮城県仙台市宮城野区榴岡 2-1-25 仙台 BIVI1F

丸亀製麺橿原店

奈良県橿原市新賀町 130 番 2

丸亀製麺仙台若林店

宮城県仙台市若林区大和町 5−30−15

丸亀製麺大和高田店

奈良県大和高田市曽大根１丁目 12-32

丸亀製麺古川店

宮城県大崎市古川幸町 1-4-12

丸亀製麺王寺店

奈良県北葛城郡王寺町本町 2 丁目 13-38

丸亀製麺平群店

奈良県生駒郡平群町下垣内 73-1
奈良県大和郡山市美濃庄町 204 番地の 1

茨城県（7 店舗）
丸亀製麺土浦店

茨城県土浦市真鍋新町 1651-1

丸亀製麺大和郡山店

丸亀製麺牛久店

茨城県牛久市ひたち野東 2-7-1

岡山県（12 店舗）

丸亀製麺つくば店

茨城県つくば市梅園 2-26-14

丸亀製麺岡山インター店

岡山県岡山市北区伊島北町 9 番 21 号

丸亀製麺笠間店

茨城県笠間市寺崎 1-1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ笠間

丸亀製麺十日市店

岡山県岡山市十日市西町 9 番 5 号

丸亀製麺水戸南店

茨城県水戸市住吉町 6-5

丸亀製麺邑久店

岡山県瀬戸内市邑久町尾張 119

丸亀製麺水戸店

茨城県水戸市姫子 2-665-32

丸亀製麺東岡山店

岡山県岡山市長岡 466-2

丸亀製麺ひたちなか店

茨城県ひたちなか市東石川 3069-7

丸亀製麺院庄店

岡山県津山市院庄 1004-1

丸亀製麺津山店

岡山県津山市河辺字北川原 732-1

山梨県（4 店舗）
丸亀製麺甲斐店

山梨県甲斐市中下条字三味堂 908-3

丸亀製麺倉敷店

岡山県倉敷市宮前字馬場 326-9

丸亀製麺甲州店

山梨県甲州市塩山下於曽字町田 1377

丸亀製麺水島インター店

岡山県倉敷市林 360-1

丸亀製麺石和店

山梨県笛吹市石和町四日市場 1636-1

丸亀製麺倉敷連島店

岡山県倉敷市連島町連島 491-1

丸亀製麺甲府昭和店

山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 461

丸亀製麺笠岡店

岡山県笠岡市三番町 1 番１

丸亀製麺里庄店

岡山県浅口郡里庄町大字里見 4336-1
岡山県総社市総社 1035-1-2

富山県（4 店舗）
丸亀製麺高岡店

富山県高岡市北島字 303-2

丸亀製麺総社店

丸亀製麺滑川店

富山県滑川市沖田新 28

山口県（10 店舗）

丸亀製麺射水店

富山県射水市橋下条 1477 番地 1

丸亀製麺柳井店

山口県柳井市大字柳井 1740-1

丸亀製麺富山店

富山県富山市今泉西部町 3 番 10

丸亀製麺光店

山口県光市浅江 2 丁目 8-14

丸亀製麺周南久米店

山口県周南市久米 281-12

岐阜県（7 店舗）
丸亀製麺岐阜東店

岐阜県岐阜市入舟町 3 丁目 28-1

丸亀製麺周南店

山口県周南市古泉 1 丁目 9 番 3 号

丸亀製麺岐阜店

岐阜県岐阜市西荘 4 丁目 1-18

丸亀製麺防府店

山口県防府市国衙１丁目 12 番 20 号

丸亀製麺柳津店

岐阜県岐阜市柳津町蓮池 2-9

丸亀製麺新下関店

山口県下関市秋根北町 8-3

丸亀製麺垂井店

岐阜県不破郡垂井町表佐字番切 4801 番 1

丸亀製麺下関長府店

山口県下関市長府才川 1 丁目 41 番 10 号

丸亀製麺山口店

山口県山口市大内矢田 628-2

丸亀製麺ﾛｯｸﾀｳﾝ各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町 1-35
丸亀製麺多治見店

岐阜県多治見市光ヶ丘 1-21

丸亀製麺宇部店

山口県宇部市大字西岐波 2769-1

丸亀製麺可児店

岐阜県可児市広見字中條 2337-1

丸亀製麺宇部際波店

山口県宇部市際波 1427-3

京都府（6 店舗）
丸亀製麺吉祥院店

京都市南区吉祥院池ノ内町 24 番 1-3

丸亀製麺河原町三条店

京都市中京区河原町通三条下る大黒町 54‐１

丸亀製麺京都洛西店

京都市西京区樫原秤谷町 49-1

丸亀製麺宇治店

京都府宇治市小倉町春日森 13-1

丸亀製麺松井山手店

京都府八幡市欽明台西 24-10

丸亀製麺亀岡店

京都府亀岡市千代川町小林下戸 30 番 3

※詳細の店舗情報は http://www.toridoll.com/shop/search/ でご覧ください。
※今後、上記対象エリア内にオープンする新店のうち、郊外ロードサイド型店舗においても随時実施する予定です。

