都道府県

店舗名

住所

岩手県

イオンモール盛岡店

岩手県盛岡市前潟４－７－１

電話番号

宮城県

石巻店

宮城県石巻市蛇田字下谷地６８－１

0225-92-7208

宮城県

古川店

宮城県大崎市古川穂波六丁目３０番３号

0229-21-9188

宮城県

仙台一番町本店

宮城県仙台市青葉区一番町3丁目6-6

022-722-8938

埼玉県

川越店

埼玉県川越市扇河岸１０４－１

049-248-0841

埼玉県

新所沢店

埼玉県所沢市北所沢町２２２５－１

04-2943-4328

埼玉県

入間店

埼玉県入間市下藤沢１２６４－１

04-2964-9518

埼玉県

ふじみ野店

埼玉県ふじみ野市ふじみ野２－１３－２６

049-256-5878

埼玉県

坂戸にっさい店

埼玉県坂戸市にっさい花みず木４－７－５

049-288-2208

埼玉県

岩槻店

埼玉県さいたま市岩槻区本宿４２７－９

048-749-8228

埼玉県

川越野田店

埼玉県川越市野田町２－２－６

049-249-4378

埼玉県

アリオ上尾店

埼玉県上尾市大字壱丁目367番地

048-780-0811

埼玉県

イトーヨーカドー和光店

埼玉県和光市丸山台1-9-3 イトーヨーカドー和光店3階

048-458-5038

埼玉県

ステラタウン店

埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１

048-662-4510

東京都

羽村市役所通り店

東京都羽村市栄町１－１２－８

042-579-6188

東京都

町田鶴川店

東京都町田市大蔵町３１６７－１

042-737-6508

東京都

武蔵小山パルム店

東京都品川区小山３－２４－２

03-5751-7178

東京都

新宿東口本店

東京都新宿区新宿３－２９－１０

03-5369-3208

東京都

中野サンモール店

東京都中野区中野５－６６－７

03-5318-5578

東京都

ミスターマックス町田多摩境ショッピングセンター店

東京都町田市小山ヶ丘６－１－１０

042-775-6113

東京都

渋谷店

東京都渋谷区宇田川町２０番１号

03-5459-6918

東京都

板橋大山店

東京都板橋区大山東町５８番１号

03-6905-2188

東京都

新小岩ルミエール商店街店

東京都葛飾区新小岩１丁目５２番１号

03-5661-3648

東京都

吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目１番９号

0422-29-7058

東京都

池袋店

東京都豊島区東池袋1丁目4－6

03-5979-9058

東京都

上野店

東京都台東区上野４－９－１５

東京都

イオン品川シーサイド店

東京都品川区東品川４－１２－５

東京都

国分寺日吉店

東京都国分寺市日吉町３丁目２６番１号

042-580-0048

東京都

成瀬店

東京都町田市西成瀬二丁目49番6号

042-739-3058

東京都

新堀店

東京都江戸川区新堀２丁目１番地１２号

03-5664-2258

東京都

調布仙川店

東京都調布市仙川町１－５０－２

03-5314-2308

東京都

練馬谷原店

東京都練馬区谷原１丁目２２－１４

03-5923-0858

東京都

小平青梅街道天神店

東京都小平市天神町４丁目３５番１号

042-349-2118

東京都

大田上池台店

東京都大田区上池台3丁目14-3

03-5754-4818

東京都

足立栗原店

東京都足立区栗原4丁目12番21号

03-5838-1078

東京都

北葛西店

東京都江戸川区北葛西5丁目30番14号

03-5679-5545

東京都

小金井貫井南店

東京都小金井市貫井南町1-24‐18

042-386-5028

東京都

イトーヨーカドー四つ木店

東京都葛飾区四つ木2-21-1 2Ｆ

東京都

ココリア多摩センター店（旧:多摩センター三越店）

東京都多摩市落合1-46-1 多摩センター三越

東京都

荻窪タウンセブン店

東京都杉並区上萩1-9-1 荻窪タウンセブン6階613区画

03-6383-8008

東京都

世田谷馬事公苑店

東京都世田谷区上用賀2-5-21

03-5426-2498

東京都

阪急大井町ガーデン店

東京都品川区大井1丁目50-5 阪急大井町ガーデン 2階

03-6429-4188

東京都

イトーヨーカドー綾瀬店

東京都足立区綾瀬3-4-25 イトーヨーカドー綾瀬店5階

03-5613-8558

東京都

イオン東雲ＳＣ店

東京都江東区東雲１丁目９－１０

03-6221-3450

東京都

オリナス錦糸町店

東京都墨田区太平4丁目1番2号 3階

03-5637-3180

東京都

イトーヨーカドー曳舟店

東京都墨田区京島1-2-1 イトーヨーカト゛ー曳舟店2階

03-5655-5088

神奈川県

大和店

神奈川県大和市渋谷２－１４－５

046-268-2528

神奈川県

秦野店

神奈川県秦野市尾尻字小原台５３８－１

0463-85-5188

神奈川県

辻堂店

神奈川県茅ヶ崎市浜竹２－１１－１７

0467-84-3558

神奈川県

寒川店

神奈川県高座郡寒川町宮山１１６－１

0467-72-5338

神奈川県

横浜西口本店

神奈川県横浜市西区南幸２丁目１４番８

045-290-8098

神奈川県

ルララこうほく店

神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目２番１号

045-590-6638

神奈川県

藤沢石川店

神奈川県藤沢市石川１丁目１４番１５

0466-86-8848

神奈川県

相模原本店

神奈川県相模原市中央区中央３－６－１

042-704-6448

神奈川県

フレスポ小田原シティーモール店

神奈川県小田原市前川１２０

0465-46-0878

神奈川県

伊勢原店

神奈川県伊勢原市下糟屋字上北ノ根２０９０

0463-97-2541

神奈川県

横浜白根店

神奈川県横浜市旭区白根２丁目２－１

045-372-6198

神奈川県

川崎生田店

神奈川県川崎市多摩区生田二丁目１４番２３号

044-931-2668

神奈川県

鎌倉手広店

神奈川県鎌倉市手広一丁目５番１７号

神奈川県

横浜上大岡店

神奈川県横浜市港南区上大岡西1－18－5 ｍｉｏｋａ

神奈川県

海老名店

神奈川県海老名市中央２丁目１１－１

046-236-1988

神奈川県

ベイタウン本牧店

神奈川県横浜市中区本牧原１２－１

045-628-1038

神奈川県

大和りんかんモール店

神奈川県大和市下鶴間1749番6

046-271-5638

神奈川県

川崎梶ヶ谷店

神奈川県川崎市高津区下作延三丁目21-34

044-862-8658

神奈川県

横浜日吉店

神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目4番38号

045-566-6358

神奈川県

横須賀大津店

神奈川県横須賀市大津町1丁目16番1号

046-838-5408

神奈川県

横浜金沢文庫店

神奈川県横浜市金沢区片吹68-6

045-701-3088

神奈川県

カトレヤプラザ伊勢佐木店

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目5-4

045-260-6658

神奈川県

横浜中山店

神奈川県横浜市緑区中山町724-1

045-938-5388

神奈川県

ららぽーと海老名店

神奈川県海老名市扇町13番1号 4階

046-292-7280

神奈川県

ららぽーと湘南平塚店

神奈川県平塚市天沼10-1 3階

0463-20-1887

イオンモ－ル盛岡

019-605-3812

２Ｆ

ステラモール２階

03-3831-8368
イオン品川シーサイドＳＣ内

03-5462-1318

03-5672-2468
042-357-5777

2F

区画No.２０８

35050

0467-38-1168
2Ｆ

045-849-1218

都道府県

店舗名

住所

京都府

ソフィアモール店

京都府八幡市欽明台北１

電話番号
075-972-3858

京都府

長岡天神店

京都府長岡京市天神１－３－２５

075-959-3938

京都府

亀岡店

京都府亀岡市篠町野条下川２７－４

0771-21-0228

京都府

京都上桂店

京都府京都市西京区上桂北村町２１３番地

075-382-2458

京都府

京都太秦店

京都府京都市右京区常盤北裏町２番３

075-863-4128

京都府

イオンモールKYOTO店

京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地－１３０７０

075-692-3708

京都府

京都吉祥院店

京都府京都市南区吉祥院御池町4-3

075-694-1718

京都府

城陽店

京都府城陽市寺田高田39

0774-57-1518

京都府

京都大将軍店

京都府京都市北区大将軍川端町91

075-467-8108

京都府

京都河原町本店

京都府京都市中京区河原町通四条上る米屋町393番地

075-213-6608

京都府

宇治小倉店

京都府宇治市小倉町久保１０６－１

0774-24-7350

京都府

京丹後店

京都府京丹後市大宮町周枳1535-1

0772-64-2021

京都府

MOMOテラス店

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２

075-601-1801

大阪府

茨木東店

大阪府茨木市中津町１－２９

072-632-6148

大阪府

吹田佐井寺店

大阪府吹田市上山手町１５－２５

06-6388-2208

大阪府

吹田山田店

大阪府吹田市山田南１４－２

06-4864-8088

大阪府

箕面店

大阪府箕面市西小路2丁目8番23号

072-720-1418

大阪府

高槻西冠店

大阪府高槻市西冠３－３４－１４

072-670-4888

大阪府

新石切プラザ店

大阪府東大阪市弥生町２－４３

072-980-6578

大阪府

河内長野店

大阪府河内長野市上原西町１４０４

0721-50-1258

大阪府

ルシオーレ豊中蛍池店

大阪府豊中市蛍池中町３－２－１

06-4865-5028

大阪府

北心斎橋店

大阪府大阪市中央区博労町３丁目４番１５号

06-4963-9093

大阪府

天神橋店

大阪府大阪市北区天神橋５丁目７番１８号

06-6355-2778

大阪府

堺鳳店

大阪府堺市西区上６７０番１９

072-260-1378

大阪府

茨木下穂積店

大阪府茨木市下穂積１丁目８－１

大阪府

八尾店

大阪府八尾市青山町４丁目１番２４号

072-990-2238

大阪府

寝屋川香里園店

大阪府寝屋川市日新町１２－１２

072-837-3308

大阪府

東淀川大桐店

大阪府大阪市東淀川区大桐一丁目7番11号

06-6990-7468

大阪府

箕面小野原店

大阪府箕面市小野原西5丁目11番26号

072-730-0628

大阪府

アクロスプラザ千舟店

大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目4番38号

06-6476-4838

大阪府

東大阪ニトリモール店

大阪府東大阪市西岩田2丁目3番25号

06-6618-7788

大阪府

泉大津店

大阪府泉大津市春日町３番３３号

0725-20-0308

大阪府

枚方禁野店

大阪府枚方市西禁野２丁目２番１２号

072-805-3608

大阪府

八尾沼店

大阪府八尾市沼1丁目22-1

072-920-2508

大阪府

堺引野店

大阪府堺市東区引野町一丁1番地

072-288-2088

大阪府

豊中稲津店

大阪府豊中市稲津町1丁目9番3号

06-6867-1158

大阪府

羽曳野店

大阪府羽曳野市伊賀３丁目１９－４

072-937-7888

大阪府

もりのみやキューズモールBASE店

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目1番70号

06-4790-8400

大阪府

アーバンテラス茶屋町店

大阪府大阪市北区茶屋町15-22

06-6292-2188

大阪府

アリオ八尾店

大阪府八尾市光町2丁目3番

072-990-6618

大阪府

イオンモール堺鉄砲町店

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地

大阪府

ニトリモール枚方店

大阪府枚方市北山1丁目2番1号 ニトリモール枚方1階208区画

072-866-1045

大阪府

いこらも～る泉佐野店

大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらもーる泉佐野1Ｆ

072-493-8811

大阪府

藤井寺店【移転後】

大阪府藤井寺市岡2丁目10－15 太陽生命ビル1階

072-931-7488

兵庫県

名谷インター店

兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田９８７－１

078-704-6488

兵庫県

三田ウッディタウン店

兵庫県三田市すずかけ台３－２

079-553-0878

兵庫県

姫路岡町店

兵庫県姫路市岡町１０番１

079-299-5388

兵庫県

神戸三宮本店（旧店名神戸三宮店）

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目8－1 153号

078-325-1240

兵庫県

東加古川店

兵庫県加古川市平岡町新在家字２５７番１３

079-453-4088

兵庫県

北伊丹店

兵庫県伊丹市北伊丹７丁目９

072-773-5788

兵庫県

伊川谷店

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和848-3

078-978-1518

兵庫県

姫路勝原店

兵庫県姫路市勝原区熊見77-1

079-230-4088

兵庫県

姫路駅前店

兵庫県姫路市駅前町328 三姫ビル1階

079-282-1918

兵庫県

神戸有野中町店

兵庫県神戸市北区有野中町3丁目1番18号

078-981-7838

兵庫県

宝塚中筋店

兵庫県宝塚市中筋1丁目3-33

兵庫県

セルバ甲南山手店

兵庫県神戸市東灘区森南町1-5-1 セルバ甲南山手

兵庫県

姫路城東店

兵庫県姫路市野里106-1

079-226-8838

兵庫県

加古川米田店

兵庫県加古川市米田町平津６１８－１

079-433-9738

兵庫県

たつの店

兵庫県たつの市龍野町富永528-2

0791-64-4038

兵庫県

丹波店

兵庫県丹波市柏原町母坪335-1

兵庫県

三木店

兵庫県三木市志染町広野１丁目１０７－１

兵庫県

アクタ西宮店

兵庫県西宮市北口町1-1 アクタ西宮西館２F

0798-66-8388

兵庫県

西脇店

兵庫県西脇市野村町1136

0795-22-7030

奈良県

天理店

奈良県天理市富堂町１７９－１

0743-63-2825

福岡県

久留米上津バイパス店

福岡県久留米市藤光１－５－１０

0942-42-8688

福岡県

飯塚店

福岡県飯塚市秋松８８９番１

0948-26-7558

エスペランサ茨木１階

ルシオーレＡ棟３１２－１

イオン茨木ショッピングセンター前

アリオ八尾 3階
イオンモール堺鉄砲町 1階

072-645-4118

072-227-6418

0797-82-2458
2階

078-414-3258

0795-72-3078
サンテヒ゛ル１Ｆ

0794-84-3360

