
店舗名 都道府県 住所

網走駒場 北海道 北海道網走市駒場北5丁目84番地2 駒場ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ 内

函館ポールスター 北海道 北海道函館市港町1丁目1番2号 ﾎﾟｰﾙｽﾀｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ B棟 1F

イオンモール苫小牧 北海道 北海道苫小牧市柳町３丁目１番２０号　イオンモール苫小牧１Ｆ

中標津サウスヒルズ 北海道 北海道標津郡中標津町字南町３－１０　東武サウスヒルズ

イオンモール札幌発寒 北海道 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１番１号　イオンモール札幌発寒２Ｆ

札幌エスタ 北海道 北海道札幌市中央区北５条西２丁目１番地　札幌エスタ８Ｆ

イオンモール旭川西 北海道 北海道旭川市緑町２３丁目２１６１－３　イオンモール旭川西３Ｆ

青森ドリームタウンＡＬｉ 青森県 青森県青森市浜田3丁目1番1 ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝALi B棟 1F

イオンモール下田 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１　イオンモール下田２Ｆ

イオンモール盛岡南 岩手県 岩手県盛岡市本宮七丁目１番１号　イオンモール盛岡南３Ｆ

イオンモール名取 宮城県 宮城県名取市杜せきのした五丁目３番地の１　－２２１０２　イオンモール名取２Ｆ

イオンモール秋田 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１　イオンモール秋田３Ｆ

アクロスプラザ三川 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端364-1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ三川 内

イオンモール天童 山形県 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号　イオンモール天童１Ｆ

いわき 福島県 福島県いわき市鹿島町久保3-1-18 

福島吉倉 福島県 福島県福島市吉倉字前田46-1 

福島矢野目 福島県 福島県福島市南矢野目字中屋敷50番地の4 

郡山イオンタウン 福島県 福島県郡山市松木町2番88号 ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山おしゃれ館 1F

鹿島 茨城県 茨城県鹿嶋市長栖2156 

石岡八軒台 茨城県 茨城県石岡市八軒台3208-1 

アウトレットつくば 茨城県 茨城県つくば市二の宮1-13-1 

日立田尻 茨城県 茨城県日立市田尻町5丁目2-2 

イーアスつくば 茨城県 茨城県つくば市研究学園5-19　イーアスつくば2Ｆ

足利 栃木県 栃木県足利市朝倉町244-2 

小山 栃木県 栃木県小山市西城南3-18-1 

大田原 栃木県 栃木県大田原市浅香3-3601-8 

高崎下之城 群馬県 群馬県高崎市下之城町村北165-1 

マーケットシティ桐生 群馬県 群馬県桐生市相生町1丁目124-1 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ桐生 内

大泉学園いなげや 埼玉県 埼玉県新座市栄4丁目4952-3 いなげや大泉学園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店内

ウニクス伊奈 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目188番地1 ｳﾆｸｽ伊奈 1F

イオンレイクタウン 埼玉県 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ三丁目1番地1 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ mori 3F 3102

深谷 埼玉県 埼玉県深谷市上柴町東5-8-5 

ウニクス上里 埼玉県 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ｳﾆｸｽ上里 1F

イオンモール川口前川 埼玉県 埼玉県川口市前川１－１－１１－３１１１　イオンモール川口前川３Ｆ

長沼ワンズモール 千葉県 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ 2F

茂原マーケットプレイス 千葉県 千葉県茂原市茂原10番地 茂原ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

モラージュ柏 千葉県 千葉県柏市大山台2丁目3番地A-47 ﾓﾗｰｼﾞｭ柏 2F

AM幕張新都心 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ 2階

ユニモちはら台 千葉県 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番2012 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ﾕﾆﾓちはら台 2F

イオンモール成田 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋２４番地　イオンモール成田２Ｆ

市川ニッケコルトンプラザ 千葉県 千葉県市川市鬼高１－１－１　ニッケコルトンプラザ

池袋 東京都 東京都豊島区東池袋1-9-1 ｾｲｺｰｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙXI

ＬａＬａテラス南千住 東京都 東京都荒川区南千住4丁目7番2号 LaLaﾃﾗｽ南千住 1F

府中くるる 東京都 東京都府中市宮町1丁目50番地 くるる 2F

AMむさし村山 東京都 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 (2040) ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山 2F

ぐりーんうぉーく多摩 東京都 東京都八王子市別所2丁目56番 ぐりｰんうぉｰく多摩 内

オリナス錦糸町 東京都 東京都墨田区太平４丁目１番２号　オリナスモール３Ｆ

アリオ亀有 東京都 東京都葛飾区亀有３丁目４９番３号　アリオ亀有３Ｆ

川崎ルフロン 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町１番１１号　川崎ルフロン５Ｆ

相模大野ステーションスクエア 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１　小田急相模大野ステーションスクエアＡ館５Ｆ

ｍｉｏｋａリスト 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１８－３　ｍｉｏｋａリスト館２Ｆ

ららぽーと湘南平塚 神奈川県 神奈川県平塚市天沼10-1　ららぽーと湘南平塚2F

長岡アークガレリア 新潟県 新潟県長岡市堺町字浦田25 

AM新潟南 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南 2F

ファボーレ 富山県 富山県富山市婦中町下轡田165-1　ファボーレ2F

アピタタウン金沢ベイ 石川県 石川県金沢市無量寺四丁目61番地1 ｱﾋﾟﾀﾀｳﾝ金沢ﾍﾞｲ Kaiteki-Port

福井大和田アピタ 福井県 福井県福井市大和田町２丁目１２３０番地　アピタ福井大和田店２Ｆ

甲府昭和インター 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町西条3217 

諏訪ステーションパーク 長野県 長野県諏訪市沖田町5-10-14 諏訪ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ内

ケーズタウン若里 長野県 長野県長野市若里3丁目22-1 ｹｰｽﾞﾀｳﾝ若里 1F

松本庄内コモ 長野県 長野県松本市出川一丁目1番2号 ﾗｲﾌｽｸｴｱ ｺﾓ庄内 内

岐阜茜部 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-26-1 

恵那 岐阜県 岐阜県恵那市長島町中野一丁目7-2 

イオンモール各務原 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原３Ｆ　

富士 静岡県 静岡県富士市青葉町592番 

イオンモール浜松志都呂 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂 3F

岡崎 愛知県 愛知県岡崎市上里1-2-16 

豊田メグリア 愛知県 愛知県豊田市山之手8丁目92番地 ﾄﾖﾀ生協 ﾒｸﾞﾘｱ本店 2F



瀬戸西バロー 愛知県 愛知県瀬戸市西本地町2丁目222番2 ﾊﾞﾛｰ瀬戸西店 内

AM名古屋茶屋 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋 2F

AM長久手 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5･10･11街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手 3F (3022)

ｍｏｚｏワンダーシティ 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町４０番地　ｍｏｚｏワンダーシティ３Ｆ

イオンモール東浦 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２　イオンモール東浦２Ｆ

イオンモール鈴鹿 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿１Ｆ

イオンモール津南 三重県 三重県津市高茶屋小森町145番地　イオンモール津南3F

フレスポ彦根 滋賀県 滋賀県彦根市松原町石持1836-1 ﾌﾚｽﾎﾟ彦根内

エイスクエア 滋賀県 滋賀県草津市西渋川1-18-38　エイスクエアSARA北館1F

イオンモール京都桂川 京都府 京都府京都市南区久世高田町３７６番１　イオンモール京都桂川３Ｆ

イオンモール高の原 京都府 京都府木津川市相楽台一丁目１番地－１　イオンモール高の原４Ｆ

イオンモールＫＹＯＴＯ 京都府 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地－１３０２0　イオンモールＫＹＯＴＯ　３Ｆ

ベスピア堺インター 大阪府 大阪府堺市西区太平寺711-1 ｺｰﾅﾝPRO堺ｲﾝﾀｰ 2F

みのおキューズモール 大阪府 大阪府箕面市西宿1-12-8 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ EAST3 2F

イオンモールりんくう泉南 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜３番１２　イオンモールりんくう泉南２Ｆ

ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ 大阪府 大阪府大阪市北区大深町１－１　ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA６Ｆ

ファーストレーベル　くずはモール 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町１０－８５　くずはモール　南館２Ｆ

イオンモール四條畷 大阪府 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号　イオンモール四條畷３Ｆ

姫路花田 兵庫県 兵庫県姫路市花田町上原田192-1 ﾌﾚｯﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ姫路花田 内

ブルメール舞多聞 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 ﾌﾞﾙﾒｰﾙ舞多聞 1F

AM猪名川 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ猪名川 3F

阪急西宮ガーデンズ 兵庫県 兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ 3F (315)

AM神戸北 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 3F

神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目7番2号 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie 3F (A314)

ラスパ西大和 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台1丁目1番1号 ﾗｽﾊﾟ西大和 2F

イオンモール橿原 奈良県 奈良県橿原市曲川町７丁目２０番１号　イオンモール橿原３Ｆ

オーストリート紀の川 和歌山県 和歌山県紀の川市下井阪597 ｵｰｽﾄﾘｰﾄ紀の川井阪店 内

南紀オークワ 和歌山県 和歌山県新宮市佐野3丁目11番19号 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ南紀店 内

鳥取トリニティモール 鳥取県 鳥取県鳥取市南隈519番地 ﾄﾘﾆﾃｨﾓｰﾙAｿﾞｰﾝ

イオンモール日吉津 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１　イオンモール日吉津　西館２Ｆ

ゆめタウン出雲 島根県 島根県出雲市大塚町６５０－１　ゆめタウン出雲２Ｆ

岡山西市 岡山県 岡山県岡山市南区西市98-6 

イオンモール倉敷 岡山県 岡山県倉敷市水江１番地　イオンモール倉敷２Ｆ

イオンモール津山 岡山県 岡山県津山市河辺１０００－１　イオンモール津山１Ｆ

フジグラン東広島 広島県 広島県東広島市西条町御薗宇4302番地 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島 別棟

パルティ・フジ坂 広島県 広島県安芸郡坂町平成ｹ浜三丁目2番11号 ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ坂 内

イオンモール広島府中 広島県 広島県安芸郡府中町大須２丁目１－１－３０１７　イオンモール広島府中３Ｆ

フジグラン神辺 広島県 広島県福山市神辺町大字新道上字２丁目１０－２６　フジグラン神辺２Ｆ

山口大内 山口県 山口県山口市大内御堀六丁目1番3号 

イオンモール徳島 徳島県 徳島県徳島市南末広町4番1号 イオンモール徳島4F

フジ志度 香川県 香川県さぬき市志度2431番地1 ﾌｼﾞ志度

ゆめタウン高松 香川県 香川県高松市三条町字中所６０８－１　ゆめタウン高松２Ｆ

フジ東予 愛媛県 愛媛県西条市周布715番地1 ﾌｼﾞ東予

イオンモール新居浜 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町８－８　イオンモール新居浜２Ｆ

エミフルＭＡＳＡＫＩ 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番　エミフルＭＡＳＡＫＩ２Ｆ

イオンモール高知 高知県 高知県高知市秦南町１－４－８　イオンモール高知２Ｆ

フジグラン四万十 高知県 高知県四万十市具同２２２２番地　フジグラン四万十１Ｆ

久山トリアス 福岡県 福岡県糟屋郡久山町山田1238-1 ﾄﾘｱｽ C棟

小倉チャチャタウン 福岡県 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉 2F

長尾センタープラザ 福岡県 福岡県福岡市城南区神松寺2-1-10 長尾ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ内

久留米 福岡県 福岡県久留米市藤光1-5-7 

イオンモール福岡 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１　イオンモール福岡２Ｆ

イオンモール直方 福岡県 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号　イオンモール直方２Ｆ

イオンモール八幡東 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 イオンモール八幡東1Ｆ

アクロスプラザ武雄 佐賀県 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12514-1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ武雄 内

ミスターマックス長崎時津 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1832-1 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ時津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 

ゆめタウンはません 熊本県 熊本県熊本市南区田井島1丁目2番1号 ゆめﾀｳﾝはません 別館 2F

トキハわさだ 大分県 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ店 2F

延岡 宮崎県 宮崎県延岡市大門町230-1 

イオンモール宮崎 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１　イオンモール宮崎２Ｆ

パワーランド川内 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市永利町777番地 ﾊﾟﾜｰﾗﾝﾄﾞ川内 内

イオンモール鹿児島 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町７　イオンモール鹿児島2F

沖縄豊崎 沖縄県 沖縄県豊見城市字豊崎1-411 豊崎ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｾﾝﾀｰ TOMITON 1F

浦添パルコシティ 沖縄県 沖縄県浦添市西洲3-1-1　ｻﾝｴｰ浦添西海岸PARCO CITY3F


