オープン日

店舗名

いきなりステーキオリナス錦糸町店
いきなりステーキ諏訪店
いきなりステーキモラージュ柏店
いきなりステーキスマーク伊勢崎店
いきなりステーキ岡山一番街店
いきなりステーキマリノアシティ福岡店
いきなりステーキパークプレイス大分店
いきなりステーキ 岡山下中野店
いきなり！ステーキ町田店
いきなり！ステーキ法善寺店
いきなり！ステーキ難波府立体育館前店
いきなり！ステーキ藤沢店
いきなりステーキ 福島太平寺店
いきなりステーキ 会津千石店
いきなりステーキ さいたま大成町店
いきなりステーキ 郡山栄町店
いきなりステーキ小田原前川店
いきなりステーキ富士蓼原店
いきなりステーキ宇都宮インターパーク店
いきなりステーキ 佐野店
いきなりステーキ 厚木林店
いきなりステーキ栃木箱森店
いきなりステーキ 厚木田村店
いきなりステーキ宇都宮竹林店
いきなりステーキ 三鷹東八道路店
いきなりステーキ甲府伊勢店
いきなりステーキ 昭島店
いきなりステーキ立川北口店
いきなりステーキ神田南口店
いきなりステーキプレナ幕張店
いきなりステーキ池袋東口店
いきなりステーキ仙台店
いきなりステーキ川崎駅前店
いきなりステーキ湯島店
いきなりステーキ 水戸千波店
いきなりステーキ 名取４号バイパス店
いきなりステーキひたち野うしく店
いきなり！ステーキ錦糸町店
いきなり！ステーキ神保町店
いきなりステーキ 福井大和田店
いきなりステーキ 金沢御経塚店
いきなりステーキ 直江津店
いきなりステーキ 埼玉杉戸店
いきなりステーキ富山天正寺店
いきなり！ステーキ八王子店
いきなり！ステーキ大久保店
いきなり！ステーキ高円寺南口店

いきなり！ステーキ立川南口店
いきなりステーキ フレスポ大町店
いきなりステーキ 上田大屋店
いきなりステーキ 長野駅前店
いきなりステーキ川中島店
いきなり！ステーキ新橋店
いきなり！ステーキ市ヶ谷店
いきなりステーキ高田馬場店
いきなり！ステーキ亀有店
いきなり！ステーキ柏店
いきなりステーキ新橋 日比谷口店
いきなりステーキ有楽町店
いきなり！ステーキ銀座6丁目店
いきなり！ステーキあけぼのばし店
いきなりステーキ渋谷青山通り店
いきなりステーキ 鹿沼店
いきなりステーキ銀座4丁目店
いきなりステーキ末広町店
いきなり！ステーキ南行徳店
いきなり！ステーキ門前仲町店
いきなり！ステーキ京急久里浜店
いきなり！ステーキ横浜元町店
いきなりステーキ上大岡店
いきなりステーキ大森ララ店
いきなりステーキ 郡山新さくら通り店
いきなりステーキ メガステージ白河店
いきなり！ステーキ品川シーサイドフォレスト店
いきなり！ステーキ新宿西口店
いきなりステーキ府中駅前店
いきなり！ステーキ新宿二丁目店
いきなり！ステーキ水道橋店
いきなりステーキ恵比寿店
いきなりステーキ高崎店
いきなりステーキ八潮ロード店
いきなりステーキ前橋店
いきなりステーキ浅草駅前店
いきなりステーキ 渋川店
いきなりステーキ研究学園店
いきなりステーキ浅草橋駅前店
いきなり！ステーキ横須賀中央店
いきなり！ステーキ小田原店
いきなり！ステーキ相模大野店
いきなりステーキ横浜西口店
いきなりステーキBRANCH茅ヶ崎店
いきなり！ステーキ大門店
いきなり！ステーキ小川町店
いきなり！ステーキ虎ノ門店
いきなり！ステーキ駒込店

いきなりステーキ太田店
いきなりステーキフレスポ藤岡店
いきなりステーキ行田店
いきなりステーキ 東金店
いきなり！ステーキ王子店
いきなり！ステーキ大塚店
いきなりステーキ 亀戸駅前店
いきなりステーキ 穴川東インター店
いきなりステーキ大宮西口店
いきなりステーキ上尾東口駅前店
いきなりステーキ 深谷店
いきなりステーキ 川口駅前店
いきなりステーキ 大宮南銀通店
いきなりステーキ 浦和店
いきなり！ステーキ蒲田店
いきなりステーキ関内店
いきなりステーキコーナン港北インター店
いきなりステーキ 湘南台店
いきなり！ステーキ浅草雷門店
いきなり！ステーキ吾妻橋店
いきなりステーキ 秋葉原万世橋店
いきなり！ステーキ目黒上大崎店
いきなり！ステーキ神谷町店
いきなりステーキフレスポ函館戸倉店
いきなりステーキ 苫小牧店
いきなりステーキ 国分寺店
いきなりステーキ 練馬春日町店
いきなりステーキ札幌南店
いきなり！ステーキ静岡駅前店
いきなりステーキユニモちはら台店
いきなりステーキ 御殿場店
いきなりステーキ 沼津店
いきなりステーキ 浜松湖東町店
いきなりステーキ浜松プラザフレスポ店
いきなり！ステーキ池袋西口店
いきなり！ステーキ保谷駅前店
いきなり！ステーキ学芸大学店
いきなり！ステーキ元住吉店
いきなり！ステーキ綱島店
いきなりステーキ川越クレアモール店
いきなりステーキ入間店
いきなりステーキ 佐倉店
いきなりステーキ 所沢店
いきなりステーキ東松山店
いきなり！ステーキ渋谷センター街店
いきなり！ステーキ渋谷公園通り店
いきなり！ステーキ吉祥寺店
いきなり！ステーキ東京八重洲地下街店

いきなり！ステーキ中野店
いきなり！ステーキ三軒茶屋店
いきなり！ステーキ国立店
いきなり！ステーキ三田店
いきなり！ステーキ東中野店
いきなりステーキ五反田店
いきなりステーキ フレスポつきだてショッピングセンター店
いきなり！ステーキ六本木店
いきなり！ステーキ赤坂通り店
いきなり！ステーキ池袋南口店
いきなり！ステーキ大山店
いきなり！ステーキ晴海トリトンスクエア店
いきなり！ステーキ北千住店
いきなりステーキ勝どき店
いきなりステーキ 神栖店
いきなりステーキ 我孫子店
いきなりステーキ 龍ヶ崎店
いきなりステーキ 松戸店
いきなり！ステーキアメリカ村店
いきなりステーキ 出雲斐川町店
いきなりステーキ 福岡和白店
いきなりステーキ福岡天神店
いきなり！ステーキ阿蘇くまもと空港店
いきなり！ステーキ宮原サービスエリア下り店
いきなりステーキ 熊本下通店
いきなりステーキ大分駅前店
いきなりステーキ石垣島店
いきなりステーキ 小倉魚町店
いきなりステーキ 基山町店
いきなりステーキ ハウステンボス入国前店
いきなりステーキ 沖縄あわせモール店
いきなりステーキ名鉄刈谷オアシス店
いきなりステーキ名古屋三井ビル店
いきなりステーキ 和歌山国体道路店
いきなりステーキ甲賀水口店
いきなりステーキTSUTAYA東香里店
いきなりステーキ 八尾店
いきなりステーキ大阪天神橋店
いきなりステーキ フレスポ西条店
いきなりステーキ フレスポ大洲店
いきなりステーキ高松レインボーロード店
いきなりステーキ今治店
いきなりステーキ 高知店
いきなり！ステーキあべのルシアス店
いきなりステーキ京都河原三条店
いきなりステーキ神戸三宮生田ロード店
いきなりステーキ曽根崎新地店

いきなりステーキ梅田堂山店
いきなりステーキ 倉敷店
いきなりステーキ 姫路駅前店
いきなりステーキ加古川店
いきなりステーキ岐阜茜部店
いきなり！ステーキ広島中央通り店
いきなりステーキJR徳島駅店
いきなりステーキ松山小栗店
いきなりステーキ彦根店
いきなりステーキ 名古屋大須店
いきなりステーキフレスポ飛騨高山店
いきなりステーキ学園南店
いきなりステーキ山口宇部店
いきなりステーキ 泉大津店
いきなりステーキ 札幌駅前店
いきなりステーキ安城今本町店
いきなりステーキ宇都宮東簗瀬店
いきなりステーキ 船橋店
いきなりステーキ 敦賀店
いきなりステーキ千葉こてはし店
いきなりステーキ浜松有玉店
(7.2開店）

いきなりステーキ福山新涯店

7月20日open

いきなりステーキ足利店

7月26日open

いきなりステーキ三条東新保店

7月27日open

いきなりステーキ釧路店

7月30日open

いきなりステーキ神戸北泉台店

7月30日open

いきなりステーキヒルステップ生駒店

7月31日open

いきなりステーキ松本村井店

7月20日open

いきなりステーキ小山店

7月19日open

いきなりステーキ茨木店

7月20日open

いきなりステーキエルムの街 五所川原店

7月2７日open

いきなりステーキ長野高田店

7月2６日open

いきなりステーキ鯖江店

８月9日open

いきなりステーキアクロスプラザ三芳店

８月9日open

いきなりステーキニトリ富士吉田店

８月１０日open

いきなりステーキ 扇町店

８月２日open

いきなりステーキ山形江俣店

８月１０日open

いきなりステーキフレスポ帯広稲田店

８月２２日open

いきなりステーキニトリ秦野店

８月２4日open

いきなりステーキフレスポ加賀店

８月３０日open

いきなりステーキ春日井店

８月３０日open

いきなりステーキ岐阜東新町店

８月３１日open

いきなりステーキフレスポ一関店

８月３１日open

いきなりステーキ奈良郡山店

８月７日open

いきなりステーキ三重川越店

7月31日open

いきなりステーキ 高岡上北島店

7月31日open

いきなりステーキ 岩槻インター店

8月２９日open

いきなりステーキ 瀬戸店

8月31日open

いきなりステーキ 筑西玉戸店

（9.5開店）
（9.6開店）
（9.13開店）
（9.14開店）
（9.27開店）
（9.27開店）
（9.28開店）
（9.28開店）
（9.28開店）
（9.29開店）
（9.13開店）
（9.29開店）
（10.16開店）
（10.3開店）
（10.5開店）
（10.30開店）
（10.31開店）
（10.30開店）
（10.31開店）
（9.27開店）
（9.26 開店）

いきなりステーキ 八王子松木店

（10.4開店）
（9.28開店）

いきなりステーキ 志木駅前店
いきなりステーキ 鶴ヶ峰店
いきなりステーキ 山形あかねヶ丘店
いきなりステーキ 丸亀バサラ店
いきなりステーキ 那珂店
いきなりステーキ 倉敷中畝店
いきなりステーキ 朝霞田島店
いきなりステーキ 静岡中島店
いきなりステーキ 君津店
いきなりステーキ 東海富木島店
いきなりステーキ 勝田台店
いきなりステーキ 薩摩川内店
いきなりステーキ 千葉誉田店
いきなりステーキ フレスポ佐久店
いきなりステーキ 仙台吉成台店
いきなりステーキ 山形鶴岡店
いきなりステーキ マチノマ大森店
いきなりステーキ 野田泉店
いきなりステーキ 三木店
いきなりステーキ 富岡店
いきなりステーキ多賀サービスエリア上り店
いきなりステーキ北大路ビブレ店

（９.19開店）

いきなりステーキ久留米店店

（11.9開店
（11.12開店）
（11.13開店）
（11.20開店）
（11.22開店）
（11.26開店）
（11.27開店）
（11.30開店）
（11.12開店）
（9.19開店）
（10.22開店）
2018.12.14.open
2018.12.13.open
2018.12.11.open
2018.12.3.open
2018.12.13.open
2018.12.5.open
2018.12.12.open
2018.12.13.open
2018.12.14.open
2018.12.14.open
2018.12.17.open

いきなりステーキ 米沢万世町店
いきなりステーキ 桶狭間店
いきなりステーキ 四日市店
いきなりステーキ 木更津店
いきなりステーキ 南流山店
いきなりステーキ 福井種池店
いきなりステーキ 足柄店
いきなりステーキ 秋田東通店
いきなりステーキ 飯田店
いきなりステーキ 久留米店
いきなりステーキ 鹿児島ベイサイド店
いきなりステーキ MEGAドン・キホーテ日立店
いきなりステーキ 福岡東比恵店
いきなりステーキ 和歌山永穂店
いきなりステーキ 鶴見店
いきなりステーキ LABI千里店
いきなりステーキ 小田急マルシェ大和店
いきなりステーキ 草加新田店
いきなりステーキ 燕吉田店
いきなりステーキ ニトリモール枚方店
いきなりステーキ ナフコツーインワン宗像店
いきなりステーキ 泉佐野店

2018.12.18.open
2018.12.20.open
2019.1.10 open
2019.1.10 open
2019.1.11 open
2018.1.17 open
2018.1.23 open
2018.1.18 open
2019.2.28 OPEN
2018.1.16wed.open
2018.1.29tue.open
2018.2.27.open
2018.1.29tue.open
2018.1.31thu.open
2018.1.31thu.open
2018.1.30wed.open
2019.1.31 OPEN
2018.11.27.open
2018.1120.open
2018.11.26.open
2018.11.21.open
2018.12.20.open
2018.12.19.open
2018.12.21.open
2018.12.19.open
2018.11.30.open
2018.12.19.open
2018.12.20.open
2018.11.16.open
2018.12.7.open
2019.2.19.open
2019.2.12.open
2019.2.28.open
2019.2.19.open
2019.2.20.open
2019.2.20.open
2019.3.5.open
2019.2/23.open
2019.3.12.open
2019.3.15.open
2018.１１.26.open
2019.2.21.open
2019.3.18.open
2019.3.29.open
2019.3.29.open
2019.3.29.open
2019.3.27.open
2019.3.29.open
2019.4.26open
2019.5.28open
2019.3.30open

いきなりステーキ ニトリ近江八幡店
いきなりステーキ ニトリ桑名店
いきなりステーキ 千葉浜野店
いきなりステーキ 水戸南店
いきなりステーキ 奈良大宮店
いきなりステーキ ニトリ水沢店
いきなりステーキ 岡崎岩津店
いきなりステーキ ニトリ新居浜店
いきなりステーキ 京都亀岡店
いきなりステーキ 磐田店
いきなりステーキ 山形東根店
いきなりステーキ 和歌山岩出店
いきなりステーキ 成田飯仲店
いきなりステーキ 岐阜多治見店
いきなりステーキ 浦和埼大通り店
いきなりステーキ 下北沢店
いきなりステーキ 大泉学園店
いきなりステーキ 静岡清水店
いきなりステーキ 石岡店
いきなりステーキ 熊谷店
いきなりステーキ 三島店
いきなりステーキ ナフコツーワンスタイル山口店
いきなりステーキ ノースポートモール店
いきなりステーキ 弘前ヒロロ店
いきなりステーキ 青森駅前店
いきなりステーキ 名古屋ユニモール店
いきなりステーキ 岡崎上和田店
いきなりステーキ 印西西の原店
いきなりステーキ 豊橋三ノ輪店
いきなりステーキ 名張店
いきなりステーキ 島根浜田店
いきなりステーキ 町田森野店
いきなりステーキ 大河原店
いきなりステーキ 愛知蒲郡店
いきなりステーキ ニトリ鹿屋店
いきなりステーキ ホームプラザナフコ苅田店
いきなりステーキ 新潟青山店
いきなりステーキ コーナン市川店
いきなりステーキ 秋田横手店
いきなりステーキ 川越バイバス店
いきなりステーキ 稲毛長沼店
いきなりステーキ ひよどり台
いきなりステーキ ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ西宮店
いきなりステーキ 愛知大口店
いきなりステーキ 松下IMPビル店
いきなりステーキ BIVI藤枝店
いきなりステーキ ホームプラザナフコ有田店
いきなりステーキ 和歌山下津店
いきなりステーキ 銀座インズ店
いきなりステーキ 大阪福島店
いきなりステーキ 市川店

2019.4.22open
2019.4.25open
2019.4.30open
2019.2.18open
2019.3.5open
2019.3.1open
2019.2.8open
2019.5.24open
2019.5.31open
2019.3.27open
2019.6.19open
2019.6.10open
2019.5.22open
2019.4.10 OPEN
2019.4.19 OPEN
2019.4.26 OPEN
2019.6.21 OPEN
2019.6.26 OPEN
2019.6.28 OPEN
2019.7.19 OPEN

いきなりステーキ 調布店
いきなりステーキ 本庄店
いきなりステーキ 浜松三島店
いきなりステーキ 福岡箱崎店
いきなりステーキ 大阪羽曳野店
いきなりステーキ 長崎時津店
いきなりステーキ 加須店
いきなりステーキ ナフコ茂原長生店
いきなりステーキ 新潟海老ヶ瀬インター店
いきなりステーキ ナフコ東諫早店
いきなりステーキ 新鎌ヶ谷店
いきなりステーキ 墨田太平店
いきなりステーキ さいたま美園店
いきなりステーキ 新潟駅前店
いきなりステーキ 函館桔梗店
いきなりステーキ高知土佐道路店
いきなりステーキ 岩手北上店
いきなりステーキ 袋井店
いきなりステーキ 小倉南店
いきなりステーキ 和歌山榎原店
いきなりステーキ ホームプラザナフコ日向店
いきなりステーキ 金沢福久店
いきなりステーキ 茗荷谷店
いきなりステーキ 堺東店

2019.8.6 OPEN
2019.7.13 OPEN
2019.5.9 OPEN
2019.5.22 OPEN
2019.6.12 OPEN
2019.5.24 OPEN

いきなりステーキ コメリ北茨城店
いきなりステーキ テレ朝夏祭り店
いきなりステーキ 大分中津店
いきなりステーキ 富田林店
いきなりステーキ 富山魚津店
いきなりステーキ宮交シティ店

NY5

Ikinari Steak 5th Ave

NY7

Ikinari Steak East Village

