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株式会社吉野家 

 

『Uber Eats で牛丼（並盛）半額キャンペーン』 
実施のお知らせ 

吉野家、デリバリーサービス対象店舗を順次拡大！ 
 
 

 株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：河村 泰貴、以下吉野家）は、Uber Japan が提供

するフードデリバリーサービス『Uber Eats』(ウーバーイーツ)をご利用のお客様を対象に５月 28 日（火）よ

り牛丼（並盛）半額キャンペーンを実施いたします。 

 

吉野家では、2019 年３月より Uber Eats によるデリバリーサービスを 57 店舗で開始いたしました。自宅や

オフィスにいながら吉野家の牛丼が注文できるとお客様から大変ご好評をいただいております。 

翌４月には 185 店舗、5 月には 37 店舗と Uber Eats によるデリバリーサービス対象店舗を増やしており、お

客様により便利に吉野家をご利用いただくため、デリバリー対象店舗を順次拡大してまいります。 

※Uber Eats サービス対象店舗 279 店舗（2019 年 5 月 28 日現在） 

 
■ Uber Eats で牛丼（並盛）半額キャンペーンについて 

期間：2019 年５月 28 日（火）～６月３日（月） 

対象：フードデリバリーサービス『Uber Eats』で注文いただいた牛丼 

（全サイズ） 

内容：牛丼（並盛）の Uber Eats の通常価格の半額 285 円引き（税込） 

   ※並盛以外サイズについては、285 円引き（税込）。 

※牛皿とお子様牛丼セットは対象外です。 

※別途配達料金が発生します。 

５月 29 日（水）は「29（にく）の日」特典として配達料無料に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uber Eats 注文画面イメージ 

注文したい商品をタップするだけ 

Uber Eats デリバリーイメージ 

ご自宅やオフィスまでデリバリーしてくれるので、とっても便利 
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■Uber Eats とは https://www.ubereats.com/ja-JP/  

Uber Eats は 2015 年 12 月に開始した 36 ヶ国 500 都市以上で展開するデリバリーサービスです。日本

では 2016 年 9 月 29 日に東京でサービスを開始しました。ユーザーとレストランパートナー、配達パート

ナーの三者を Uber の革新的なテクノロジーで繋ぐことにより、最短時間で人気店の美味しい料理をお届けし

ます。 

 

■吉野家について https://www.yoshinoya.com/ 

 吉野家は、明治 32 年（1899 年）に東京・日本橋に創業しました。お客様にご満足いただくため、牛丼を主

力商品として「うまい、やすい、はやい」という吉野家固有の価値を提供し続けてきました。2019 年４月期末

現在、吉野家は、国内 1,211 店舗、海外 896 店舗を展開しています。  

吉野家ホールディングスのグループ経営理念である「For the People」の実現のため、飲食業を取り巻く変化

に適応し、従業員一人ひとりが変化への強い意志を持って活動しております。そして、長期ビジョン達成に向

け、「競争」から「共創」へという考え方のもと、新しい市場創造・価値提供を実現し、「飲食業を再定義」に

向けて挑戦を続けています。 

 

■Uber Eats サービス対象店舗一覧（2019 年５月 28 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社吉野家 企画本部 広報担当 寺澤・海老名 

TEL 03-5651-8620 

地域 都道府県

北浦和西口店 大宮東口店 １７号線与野店 １７号線与野本町店 ４６３号線南与野店 浦和仲町店
１７号線浦和常盤店 下笹目店 大宮西口店 川口駅東口店 戸田店 戸田喜沢店
武蔵浦和駅前店 産業道路さいたま上木崎店 蕨駅前店 戸田新曽店
京成船橋店 市川駅前店 市川鬼高店 浦安駅前店 行徳新浜店 行徳相之川店
西船橋店 都営線本八幡店
王子東店 王子神谷店 田端店 上野駅前店 浅草通り稲荷町店 赤羽東口店
根津店 西日暮里店 新宿一丁目店 市ヶ谷駅前店 新宿南口店 四ッ谷駅前店
新宿センタービル店 新宿東口靖国通り店 新宿御苑店 新宿四丁目店 西新宿８丁目店 江古田南口店
池袋北口店 練馬店 大泉学園北口店 池袋東口店 大塚店 護国寺店
池袋西口店 巣鴨南口店 川越街道成増店 高島平大門店 高田馬場駅前店 下石神井千川通り店

大山駅前店 新大久保駅前店 早稲田駅前店 中野北口店 吉祥寺北店 荻窪北口店
東中野駅前店 西荻窪駅前店 環状７号線豊玉南店 阿佐ヶ谷店 方南町店 高円寺駅前店
初台店 上北沢店 下高井戸駅店 明大前店 笹塚京王クラウン街店 祖師ケ谷大蔵駅前店

６号線白鳥店 立花店 錦糸町北口店 葛西駅前店 １４号線篠崎店 浅草駅前店
三ノ輪店 浅草中央店 京成高砂駅前店 押上店 曳舟店 入谷店
田原町店 錦糸町店 新小岩駅前店 平井店 東新小岩店 南小岩店
１４号線西小松川店 亀戸駅前店 小岩店 小岩南口店 江戸川区役所前店 西大島店
瑞江駅前店 篠崎駅前店 西葛西駅１番街店 大森店 西五反田一丁目店 中目黒駅前店
赤坂見附店 菊川駅前店 蒲田東口店 蒲田西口店 品川駅港南口店 五反田駅前店
大井町西口店 平和島店 武蔵小山店 蒲田駅前店 雪が谷大塚駅前店 目黒駅前店
原宿竹下口店 青山一丁目店 恵比寿駅前店 赤坂三丁目店 三軒茶屋店 都立大学駅前店
自由が丘店 渋谷１０９前店 淡路町店 お茶の水店 ＪＲ神田駅店 秋葉原店
秋葉原中央通り店 蔵前橋通鳥越店 神保町店 水道橋三崎町店 御徒町駅前店 小川町店
新橋烏森口店 浜松町店 西新橋店 田町駅芝浦店 新橋東店 芝大門店
築地東店 有楽町店 銀座３丁目店 東銀座店 神谷町店 京橋店
豊洲店 新木場駅前店 お台場デックス店 東陽町店 メトロ門前仲町店 浜町店
新大橋通り八丁堀店 茅場町店 虎ノ門店 小伝馬町店 人形町店 馬喰町店
新富町店 尾久橋通り舎人店 環状七号線鹿浜店 ４号線梅島店 梅島駅前店 綾瀬駅東口店
金町北口店 北千住本町商店街店 北綾瀬店 足立保木間店
川崎店 川崎西口店 川崎富士見店 １号線川崎遠藤町店 横浜駅西口店 １号線三ッ沢中町店
関内店 横浜駅東口店 新横浜駅北口店 尻手店 武蔵小杉南口店 上末吉店
鶴見駅西口店 武蔵小杉店 川崎追分店 イセザキモール店 伊勢佐木町店 日吉駅前店
溝の口店 元住吉駅前店 子母口店 １６号線磯子丸山店
１号線十番町店 名駅太閤通口店 ４１号線豊場南店 三蔵通伏見店 丸田町店 久屋大通錦店
伏見通錦店 伝馬町店 千種駅前店 古出来町店 国際センター店 尾頭橋店
杁中店 西大須店
淀川通塚本店 野里店 十三店 西中島南方駅前店 東三国店 ＪＲ塚本駅店
平野店 上本町店 西田辺店 天下茶屋店 住之江公園店 大国町店
恵美須町店 寺田町駅前店 南港通り平野店 天王寺北口店 鶴橋駅前店 ヴィアあべのウォーク店
今里店 北巽店 なんばＣＩＴＹ南館店 玉出店 千日前店 天神橋六丁目店
船場中央店 肥後橋店 福島店 緑一丁目店 芝田町店 お初天神店
桜橋店 大阪駅前第３ビル店 ドーチカ店 関目店 長堀店 大正店
阿波座店 九条店 大手前店 中央大通深江橋店 ＪＲ西九条駅店 曾根崎東店
都島店
新長田店 三宮駅南店 ＪＲ兵庫駅店 新神戸店 プリコ三宮店 新開地店
１７１号線武庫川店 ２号線御影店 ２号線鷹取店 フェニックスプラザ摩耶店 フレンテ西宮店 神戸駅前店
長田五番町店
１号線京都南店 西京極七条店 四条東洞院店 京都百万遍店 円町店 京都九条店
阪急西院店 京都駅八条口店 京都洛北店 烏丸五条店
築港本町店 那の川店 春吉店 天神サザン通り店 東光寺店 大橋店
港町店 大池通り長丘店 ２０２号線バイパス原店 早良街道西新店 博多デイトスアネックス店

店舗名

兵庫県

京都府

福岡県

関東

中部

近畿

九州

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

愛知県

大阪府

https://www.ubereats.com/ja-JP/
https://www.yoshinoya.com/

