
◆販売店舗一覧

店舗名 店舗名 電話番号 住所
札幌中央 011-221-1013 北海道札幌市中央区南三条西４
札幌オーロラタウン 011-222-0505 北海道札幌市中央区大通西１
ＪＲ札幌 011-232-0796 北海道札幌市北区北六条西４丁目
サッポロファクトリー 011-252-5001 北海道札幌市中央区北２条東４丁目１-２
イオン札幌藻岩 011-596-6781 北海道札幌市南区川沿二条2丁目1-1
西町西友 011-669-6671 北海道札幌市西区西町南６１１
札幌新琴似四番通 011-762-6535 北海道札幌市北区新琴似七条５３
札幌篠路 011-774-3633 北海道札幌市北区篠路三条４-１-１
イオン東札幌 011-822-0505 北海道札幌市白石区東札幌３条２１
大谷地キャポ 011-893-0505 北海道札幌市厚別区大谷地東３丁目３番２０号
三笠イオン 01267-4-5535 北海道三笠市岡山１０５９番地１
ＭＥＧＡドン・キホーテ函館 0138-45-3412 北海道函館市美原１７1
イオンモール苫小牧 0144-53-1388 北海道苫小牧市柳町３丁目１２０
イオンモール釧路昭和ＦＳ 0154-64-5507 北海道釧路市昭和中央4-18-1
ＭＥＧＡドン・キホーテ西帯広 0155-41-5721 北海道帯広市西二十一条南４丁目１番
稚内西條 0162-24-5333 北海道稚内市大黒４７１１
旭川Ａ・ｓ・ｈ 0166-22-7475 北海道旭川市一条通７丁目４３番地４０
永山イオンＦＳ 0166-73-3354 北海道旭川市永山三条１２丁目２１１

秋田県 秋田ステーショントピコ 018-832-1126 秋田県秋田市中通７丁目１番２号
岩手県 盛岡ラウンドワン 019-613-7380 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目１０３５

仙台一番町 022-265-6067 宮城県仙台市青葉区一番町４５２６
仙台幸町イオン 022-292-2028 宮城県仙台市宮城野区幸町５丁目１０番１号
仙台駅東口 022-791-1322 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目２番１号

山形県 山形エスパル 023-628-1204 山形県山形市香澄町1-1-1
福島エスパル 024-573-0580 福島県福島市栄町１１
郡山エスパル 024-922-4061 福島県郡山市燧田１９５

新潟県 新潟聖籠 0254-27-8204 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野字飛山３３０７２
伊勢崎カインズ 0270-22-2701 群馬県伊勢崎市宮子町3200
高崎ウニクス 027-386-3939 群馬県高崎市飯塚町1150-5
高碕 027-388-1872 群馬県高崎市双葉町1-9
ＶＡＬ古河 0280-31-4692 茨城県古河市本町1-1-15
ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸 029-257-6368 茨城県水戸市上水戸２丁目９番１０号
取手アトレ 0297-72-7780 茨城県取手市中央町２５
栃木イオン 0282-20-3210 栃木県栃木市箱森町３７９
ＶＡＬ小山 0285-24-1906 栃木県小山市城山町３３２２
宇都宮パセオ 028-627-8552 栃木県宇都宮市川向町１番２３号
宇都宮滝谷町 028-633-4467 栃木県宇都宮市滝谷町１９１０
新宿小田急エース 03-3343-3229 東京都新宿区西新宿１
新宿中央通り 03-3352-3066 東京都新宿区新宿３３４８
京王笹塚 03-3378-3088 東京都渋谷区笹塚１５５１６
中野サンモール 03-3387-1216 東京都中野区中野５５９８
新木場駅 03-3522-0011 東京都江東区新木場１６１
銀座クリスタルビル 03-3535-2374 東京都中央区銀座4丁目2番12号
ユアエルム青戸 03-3604-8818 東京都葛飾区青戸３３６１
西葛西駅 03-3675-3350 東京都江戸川区西葛西６１４
葛西駅 03-3680-7190 東京都江戸川区中葛西５４３
東急⾧原駅 03-3728-1121 東京都大田区上池台１１０１０
雑色 03-3736-7304 東京都大田区仲六郷２４３２
ＢＩＧＦＵＮ平和島 03-3766-0023 東京都大田区平和島１丁目１番１号
イオン練馬 03-3976-7721 東京都練馬区光が丘5-1-1
池袋東口 03-3982-8781 東京都豊島区東池袋１１１４
お茶の水駅前 03-5281-8524 東京都千代田区神田駿河台２丁目３番１号
東京オペラシティ 03-5353-0107 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号
ＯＺ大泉 03-5387-2547 東京都練馬区東大泉２丁目１０番１１号
原宿竹下通りイースト 03-5414-8734 東京都渋谷区神宮前１丁目８番３号
田町芝浦 03-5446-9773 東京都港区芝浦３丁目１２番１号
渋谷道玄坂 03-5459-1211 東京都渋谷区道玄坂２丁目６番１４号
東武大山駅前ＦＳ 03-5926-3707 東京都板橋区大山町5番９号
椎名町 03-5926-4611 東京都豊島区⾧崎１丁目２番２号
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◆販売店舗一覧

店舗名 店舗名 電話番号 住所
護国寺 03-5981-8176 東京都文京区音羽２２２
錦糸町 03-6658-5610 東京都墨田区錦糸４１６
東十条 03-6903-0833 東京都北区東十条3-15-7
西国分寺レガ 042-324-9660 東京都国分寺市泉町３３５１
京王聖蹟桜ヶ丘 042-400-6604 東京都多摩市関戸１丁目10番地1
武蔵村山ダイエー 042-520-2880 東京都武蔵村山市伊奈平３３６１
小田急マルシェ玉川学園前 042-709-3778 東京都町田市玉川学園2-21-9
イオンスタイル河辺 0428-20-2131 東京都青梅市河辺町１０８-1
イオンモール多摩平の森 042-843-3775 東京都日野市多摩平二丁目4番１
幕張アミューズモール 043-213-3321 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目８番
プレナ幕張 043-216-2881 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目4番地
四街道イトーヨーカドー 043-304-3740 千葉県四街道市中央５番地
ペリエ西千葉ＦＳ 043-306-3822 千葉県千葉市中央区春日２２４4
ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ市原 0436-20-2208 千葉県市原市青柳北１丁目１番
アピタ木更津ＦＳ 0438-30-9438 千葉県木更津市ほたる野４丁目２番４８
アピタ君津 0439-52-8850 千葉県君津市久保１丁目１番１号
新松戸駅前 047-343-7176 千葉県松戸市幸谷字上流１０７０３
南行徳駅 047-356-3514 千葉県市川市相之川４１７
新京成八柱駅 047-385-3911 千葉県松戸市日暮1-1-2
ＪＲ津田沼ペリエ 047-409-7721 千葉県習志野市津田沼１１１
八千代緑が丘駅 047-458-6871 千葉県八千代市緑が丘１丁目１１０４番地３
北習志野 047-462-2601 千葉県船橋市習志野台２６１４
新津田沼 047-477-8213 千葉県習志野市津田沼１１０３４
アルカード茂原ＦＳ 0475-36-2116 千葉県茂原市町保１番地
川崎地下街アゼリア 044-245-1778 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６２４０１
駒岡イオン 045-585-7051 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５丁目６番１号
京急神奈川新町 045-620-8331 神奈川県横浜市神奈川区新町１２番１号
相鉄ライフ三ツ境 045-744-6220 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２１９
上大岡 045-840-1641 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-16-19
小田急マルシェ相武台 046-204-5066 神奈川県座間市相武台一丁目33番地2
相鉄ライフさがみ野 046-231-6603 神奈川県海老名市東柏ケ谷３３１５
小田原ダイナシティ 0465-57-0399 神奈川県小田原市中里２９６１
湘南茅ヶ崎 0467-87-1915 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１１８
久喜イトーヨーカドー 048-023-9757 埼玉県久喜市久喜中央４丁目９番１１号
ＥＱＵｉＡ東武動物公園 0480-34-9890 埼玉県南埼玉郡宮代町百間２３２４
ドン・キホーテＵＮＹ大桑 0480-66-0641 埼玉県加須市鳩山町１２３
蕨北町マルエツ 048-271-9615 埼玉県蕨市北町5丁目4番32号
戸田公園駅前 048-444-0121 埼玉県戸田市本町４丁目１６番１７号
朝霞マルエツＦＳ 048-461-9513 埼玉県朝霞市本町１１２１０
和光イトーヨーカドー 048-468-0078 埼玉県和光市丸山台１９３
北朝霞 048-474-7383 埼玉県朝霞市浜崎１１１
ＥＱＵｉＡ志木 048-486-1123 埼玉県新座市東北２３８１０
エルミこうのす 048-540-7135 埼玉県鴻巣市本町１丁目１番２号
さいたまけやきひろば 048-601-0012 埼玉県さいたま市中央区新都心10番地
大宮東大成 048-651-6733 埼玉県さいたま市北区東大成町２２６６
埼玉県庁前 048-711-8022 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目6-15
アリコベール上尾 048-771-3510 埼玉県上尾市宮本町２１
桶川駅 048-773-4551 埼玉県桶川市南１１１
大宮マルイ 048-779-8330 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３
北浦和イオンＦＳ 048-834-3666 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29
新越谷ヴァリエ 048-940-5805 埼玉県越谷市南越谷1-11-4
三郷イトーヨーカドー 048-948-6520 埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目１番地1
川越アトレ 049-225-6878 埼玉県川越市脇田町１０５
みずほ台東武ストア東 049-253-5202 埼玉県富士見市東みずほ台２２９４
南古谷ウニクス 049-293-5222 埼玉県川越市泉町３１
新所沢パルコ 042-928-3621 埼玉県所沢市緑町１２
狭山 042-954-2325 埼玉県狭山市新狭山２４１
入間イオンＦＳ 04-2960-0627 埼玉県入間市上藤沢字下原４６２番地１

静岡県 イオンモール富士宮ＦＳ 054-425-6760 静岡県富士宮市浅間町1番8号
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店舗名 店舗名 電話番号 住所
山梨県 セレオ甲府 055-287-9260 山梨県甲府市丸の内一丁目１番8号

名古屋セントラルパーク 052-951-0808 愛知県名古屋市中区錦３１５１３
名鉄東岡崎駅 0564-25-6205 愛知県岡崎市明大寺本町４７０
名鉄犬山駅 0568-61-3950 愛知県犬山市犬山字富士見町14
鈴鹿ハンター 059-370-4837 三重県鈴鹿市算所２５１
桑名 0594-23-7577 三重県桑名市寿町２３６
京阪渡辺橋駅 06-6202-7350 大阪府大阪市北区中之島３２３０
戎橋 06-6213-5463 大阪府大阪市中央区道頓堀１１０１
阪急上新庄 06-6327-4881 大阪府大阪市東淀川区上新庄２２４２３
ディアモール大阪 06-6348-4696 大阪府大阪市北区梅田1丁目
阪急梅田茶屋町口 06-6374-6231 大阪府大阪市北区芝田町１-１-３阪急三番街内Ｂ-６２
阪急三国駅 06-6397-9300 大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目３７番１号
あべのアポロビル 06-6633-0035 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号
なんばＣＩＴＹ南館 06-6644-2896 大阪府大阪市中央区難波5-1-60
Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江 06-6675-1923 大阪府大阪市住之江区西住之江１１４１
ショップ南海住吉 06-6678-8612 大阪府大阪市住吉区⾧峡町３１４
オスカー住之江 06-6684-2371 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目２番１号
天王寺駅北口 06-6771-5878 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-5
ＪＲ鶴橋駅ＦＳ 06-6773-3268 大阪府大阪市天王寺区下味原町１１
千里中央 06-6833-8600 大阪府豊中市新千里東町１３１３５
阪急曽根駅 06-6852-5570 大阪府豊中市曽根東町3丁目1番1号
京阪古川橋 06-6909-8234 大阪府門真市垣内町１２０１２６
河内⾧野駅前 0721-56-1244 大阪府河内⾧野市⾧野町５１１０９
南海堺東 072-275-6810 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通61
ショップ南海初芝 072-287-1025 大阪府堺市東区日置荘西町２丁１１
ショップ南海金剛 072-366-3290 大阪府大阪狭山市金剛１１１
岸和田カンカン 072-436-9470 大阪府岸和田市港緑町２番１号
高槻アクト・アモーレ 072-684-8071 大阪府高槻市芥川町１丁目２番B１０５号
阪急池田駅 072-750-2878 大阪府池田市栄町１１
ＪＲ住道駅ＦＳ 072-875-7071 大阪府大東市住道２３１
京阪大和田駅 072-881-3751 大阪府門真市宮野町１番６号
京阪枚方市駅北口 072-896-6261 大阪府枚方市岡本町2-22
近商古市駅前 072-959-5491 大阪府羽曳野市栄町7丁目1番地
ＪＲ和歌山駅前 073-426-3587 和歌山県和歌山市美園町５１７
和歌山イズミヤ 073-427-0443 和歌山県和歌山市新生町７２０
京阪出町柳駅 075-712-1613 京都府京都市左京区田中上柳町２５３
京都四条大宮 075-801-7071 京都府京都市下京区四条通大宮東入る立中町４９０２
イオンモールとなみ 0763-58-5768 富山県砺波市中神1丁目１７４
電鉄富山駅ビル 076-442-3255 富山県富山市桜町１丁目１番
浜大津アーカス 077-526-8113 滋賀県大津市浜町２１
瀬田駅前 077-545-2344 滋賀県大津市大萱１１０１
草津エルティ 077-562-9508 滋賀県草津市大路1-1-1
守山モリーブ 077-581-3027 滋賀県守山市播磨田町１８５１
尼崎アマドゥ 06-6430-6221 兵庫県尼崎市道意町７１
神戸ハーバーランド 078-360-4671 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目６番１号
日生中央サピエ 0727-66-5686 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台１丁目２１
ティオ舞子 078-787-1260 兵庫県神戸市垂水区東舞子町１０１１０３
ＪＲ住吉リブ 078-854-5530 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１２１
山陽明石駅 078-917-0854 兵庫県明石市大明石町１丁目４番１号
ＪＲ西明石駅 078-926-0655 兵庫県明石市小久保２７２０
三木サービスエリアＦＳ 0794-83-9771 兵庫県三木市加佐１１４２
宝塚花の道 0797-87-0928 兵庫県宝塚市栄町1-1-23
阪急今津駅 0798-22-0818 兵庫県西宮市津門呉羽町１番３７号
広島本通り 082-249-0478 広島県広島市中区本通４１３
クレスト 0823-23-7316 広島県呉市宝町1-16

山口県 １９１号下関綾羅木 083-258-3010 山口県下関市梶栗町３６８
香川県 高松駅 087-823-3251 香川県高松市浜ノ町１２０
徳島県 徳島クレメントプラザ 088-656-3137 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番地

兵庫県

広島県

滋賀県

愛知県

三重県

大阪府

和歌山県

京都府

富山県



◆販売店舗一覧

店舗名 店舗名 電話番号 住所
松山中央通り 089-922-3562 愛媛県松山市中央１３１２
松山銀天街 089-932-1007 愛媛県松山市湊町４１１２

福岡県 吉塚駅前 092-292-7877 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番２７１０２
アクロスモール春日 092-595-8261 福岡県春日市春日５１７
アクロス福岡 092-725-9039 福岡県福岡市中央区天神１丁目１番１号
福岡新天町 092-739-5560 福岡県福岡市中央区天神２丁目８番11５号
藤崎駅前 092-847-8288 福岡県福岡市早良区百道２７４
姪浜駅 092-881-6080 福岡県福岡市西区姪の浜４８２
イオンモール福岡 092-939-7210 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２１
小倉駅前 093-521-6630 福岡県北九州市小倉北区京町２４３０
若松イオンＦＳ 093-772-1641 福岡県北九州市若松区二島１丁目３番１号
穂波イオンＦＳ 0948-26-1710 福岡県飯塚市枝国⾧浦666-48
基山パーキングエリア上り線 0942-81-0430 佐賀県三養基郡基山町小倉字小浦２０９９番地１
佐賀駅 0952-24-0102 佐賀県佐賀市駅前中央１１１
ゆめタウン武雄ＦＳ 0954-20-1353 佐賀県武雄市武雄町武雄４９９２

⾧崎県 アミュプラザ⾧崎 095-818-2245 ⾧崎県⾧崎市尾上町１１
熊本県 熊本上通りＦＳ 096-326-5282 熊本県熊本市中央区上通町６２３

パークプレイス大分 097-528-7665 大分県大分市公園通り西２１
あけのアクロスタウン 097-553-3242 大分県大分市明野東１１１
大分駅 097-574-4250 大分県大分市要町１４０
別府駅 0977-23-4690 大分県別府市駅前町11-17
ゆめタウン中津 0979-26-0183 大分県中津市蛭子町３丁目９９番地
宮崎浮ノ城 0985-28-2520 宮崎県宮崎市柳丸町10
都城平江 0986-22-8033 宮崎県都城市平江町１３９１

鹿児島県 鹿児島山形屋 099-222-0826 鹿児島県鹿児島市中町１０１２
沖縄県 那覇安岡 098-863-5581 沖縄県那覇市銘苅２２７

愛媛県

宮崎県

大分県

佐賀県

福岡県


