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最大 420 円もお得！ 
『送料無料キャンペーン』実施のお知らせ 

吉野家、デリバリーサービス対応店舗を拡大中 
 

 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、株式会社出前館

（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中村 利江、以下「出前館」）が提供する日本最大級のデリバリーサ

ービス「出前館」をご利用のお客様を対象に 12 月 16 日（月）から 12 月 23 日（月）まで、送料が最大 420

円*もお得になる『送料無料キャンペーン』を実施いたします。  *購入金額や地域によって送料は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「吉野家」のデリバリーは、「出前館」のシェアリングデリバリー®を 2017 年３月に恵比寿駅前店において

導入し、実証実験を開始しました。同年６月には７店舗に拡大。その後、「出前館」のシェアリングデリバリー
®配達拠点の拡大とともに「吉野家」のデリバリー対応店舗も増加し、2019 年４月には節目となる 100 店舗を

突破いたしました。 

 「吉野家」の「出前館」のシェアリングデリバリー®対応店舗は、280 店舗（2019 年 12 月 16 日現在）と

なっており、当初計画の「2020 年２月末 200 店舗」を大きく上回るペースで順次拡大を図っており、これか

らもお客様の利便性向上に努めてまいります。 

 

■ キャンペーン概要 
キャンペーン名：『送料無料キャンペーン』 

期     間：2019 年 12 月 16 日（月）～12 月 2３日（月）※各店舗の営業時間に準ずる。 

対     象：「出前館」で「吉野家」をご注文いただいたお客様 

内     容：上記期間中は、「出前館」の送料が無料 

※期間中、送料が何度でも無料になります。 

詳細はこちら https://demae-can.com/chain/top/307215/ 

https://demae-can.com/chain/top/307215/
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■「吉野家」の「出前館」のシェアリングデリバリー®対応店舗一覧（2019 年 12 月 16 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 

都道府県

北海道      札幌狸小路店 札幌西町店
宮城県      仙台広瀬通り店
茨城県      水戸城南店 １２３号線茨城大学前店 土浦真鍋店 つくば大境店 つくば天久保店
栃木県      宇都宮南店 ４号線小山本郷店

１７号線宮原店 大宮店 １７号線浦和常盤店 川口駅東口店 上尾駅前店
越谷駅高架下店 せんげん台駅西口店 南越谷店 蕨駅前店 戸田喜沢店
朝霞台駅南口店 志木南口店 桶川北店
１４号線登戸店 千葉末広街道店 都町店 １４号線幕張店 千葉モノレール天台駅前店

稲毛駅東口店 プレナ幕張店 行徳新浜店 都営線本八幡店 船橋市場町店
西船橋店 新京成八柱駅店 松戸東口店 習志野藤崎店 柏東口店
八千代台西口店 浦安駅前店
市ヶ谷駅前店 有楽町店 お茶の水店 神保町店 ＪＲ神田駅店
小川町店 水道橋三崎町店 築地東店 浜町店 茅場町店
銀座３丁目店 東銀座店 小伝馬町店 馬喰町店 人形町店
京橋店 新富町店 品川駅港南口店 西新橋店 赤坂見附店
浜松町店 芝大門店 虎ノ門店 新橋東店 新橋烏森口店
赤坂三丁目店 青山一丁目店 田町駅芝浦店 神谷町店 新宿一丁目店
新宿センタービル店 新大久保駅前店 高田馬場駅前店 西新宿８丁目店 早稲田駅前店
四ッ谷駅前店 新宿御苑店 新宿東口靖国通り店 新宿四丁目店 根津店
護国寺店 上野駅前店 三ノ輪店 菊川駅前店 押上店
曳舟店 錦糸町北口店 立花店 錦糸町店 豊洲店
亀戸駅前店 メトロ門前仲町店 西大島店 東陽町店 メトロ東陽町店
五反田駅前店 大井町西口店 武蔵小山店 目黒駅前店 西五反田一丁目店
自由が丘店 都立大学駅前店 蒲田東口店 雪が谷大塚駅前店 上北沢店
祖師ケ谷大蔵駅前店 恵比寿駅前店 渋谷１０９前店 原宿竹下口店 中野北口店
東中野駅前店 荻窪北口店 西荻窪駅前店 阿佐ヶ谷店 高円寺駅前店
方南町店 巣鴨南口店 池袋北口店 池袋東口店 大塚店
池袋西口店 王子東店 王子神谷店 赤羽東口店 川越街道成増店
高島平大門店 江古田南口店 練馬店 大泉学園北口店 下石神井千川通り店
４号線梅島店 北千住本町商店街店 ６号線白鳥店 新小岩駅前店 小岩南口店
西葛西駅１番街店 平井店 葛西駅前店 八王子南口店 立川南口店
立川北口大通り店 吉祥寺北店 三鷹駅南口店 甲州街道府中白糸台店 府中中河原店
１６号線昭島緑町店 調布駅前店 町田駅前店 町田小川店 町田街道小山町店
小田急町田駅南口店 武蔵小金井駅前店 小金井店 東小金井駅前店 国分寺北口店
国立駅南口店 国立府中インター店 福生店 聖蹟桜ヶ丘駅前店 京王多摩センター店
川崎街道矢野口店
鶴見駅西口店 １号線三ッ沢中町店 横浜駅西口店 イセザキモール店 日吉駅前店
新横浜駅北口店 戸塚駅西口店 環状２号線下永谷店 港南台店 上大岡店
厚木街道東希望が丘店 中原街道上白根店 瀬谷駅前店 ２４６号線荏田店 藤が丘店
港北ニュータウン店 川崎駅前店 元住吉駅前店 溝の口店 小田急登戸駅店
向ヶ丘駅前店 新百合ヶ丘津久井道店 小田急新百合ヶ丘駅店 相模大野駅前店 イオン相模原店
１３４号線江ノ島店 大船笠間口店 藤沢石川店 湘南新道辻堂店 藤沢南口店
４６７号線六会店 小田原駅前店 茅ヶ崎駅南口店 茅ヶ崎円蔵店
千種駅前店 打越店 名駅西店 大津通栄店 杁中店
伝馬町店 １号線十番町店 小割通店 １号線笠寺店 守山店
上社店 塩釜口店 １５１号線豊川店 長久手南店
烏丸五条店 京都九条店 １号線京都南店 阪急西院店 西京極七条店
１号線山科店 24号線竹田久保町店 伏見南店
都島店 大阪京橋店 九条店 大正店 上本町店
天王寺北口店 寺田町駅前店 南海難波店 恵美須町店 大国町店
野里店 鶴橋駅前店 北巽店 関目店 ヴィアあべのウォーク店

長居店 東三国店 ＪＲ塚本駅店 淀川通塚本店 茨田店
曾根崎東店 御堂筋難波店 １７６号線豊中店 大阪空港前店 名神豊中庄内店
江坂駅東店 吹田山田店 高槻店 ＪＲ高槻駅前店 高槻若松町店
１号線枚方店 寝屋川市駅前店 ３０９号線三宅店 大和田駅前店 １６３号線門真店
摂津鳥飼店 中環学園町店 １７０号線藤井寺店 八戸の里店 河内小阪駅前店
布施駅前店 中央環状線巨摩橋店 近鉄八戸ノ里駅店 鴻池新田店
２号線御影店 神戸駅前店 神戸元町店 神戸伊川谷店 ＪＲ姫路駅店
十二所前線姫路西店 ２号線新尼崎店 五合橋線尾浜店 立花駅前店 ２５０号線西明石店
２号線明石硯町店 ２号線大久保店 ＪＲ明石駅店 フレンテ西宮店

奈良県      大宮通り芝辻町店
広島県      福山手城町店 ２号線福山久松通り店
福岡県      博多祇園店 大橋店

京都府      

大阪府      

兵庫県      

店舗名

埼玉県      

千葉県      

東京都      

神奈川県    

愛知県      


