
都道府県 店名

北海道 ウイングベイ小樽

北海道 イオンモール札幌苗穂

北海道 新さっぽろデュオー１

北海道 札幌エスタ

北海道 イオンモール釧路昭和

北海道 中標津サウスヒルズ

北海道 網走駒場

北海道 イオン北見

北海道 イオン帯広

北海道 札幌元町イオン

北海道 イオンモール苫小牧

北海道 函館ポールスター

北海道 イオンモール札幌平岡

北海道 三笠イオン

北海道 イオンモール札幌発寒

北海道 イオン名寄

北海道 イオンモール旭川駅前

北海道 イオンモール旭川西

青森県 イオンモールつがる柏

青森県 弘前樋の口イオンタウン

青森県 青森ドリームタウンＡＬｉ

青森県 イオンモール下田

岩手県 北上さくら野

岩手県 イオンモール盛岡

岩手県 イオンモール盛岡南

宮城県 ザ・モール仙台長町ｐａｒｔ２

宮城県 イオンモール富谷

宮城県 イオンモール名取

宮城県 イオンモール石巻

宮城県 イオンタウン佐沼

宮城県 イオンモール新利府 南館

秋田県 イオンモール大曲

秋田県 イオンモール秋田

山形県 酒田イオンタウン

山形県 アクロスプラザ三川

山形県 イオンモール天童

福島県 福島吉倉

福島県 福島矢野目



福島県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松

茨城県 イオンモール土浦

茨城県 ひたちなかファッションクルーズ

茨城県 鹿島

栃木県 宇都宮ヨーカドー

栃木県 おやまゆうえんハーベストウォーク

群馬県 イオンモール太田

群馬県 前橋けやきウォーク

群馬県 スマーク伊勢崎

群馬県 イオンモール高崎

埼玉県 イオンモール羽生

埼玉県 イオンモール浦和美園

埼玉県 ウニクス伊奈

埼玉県 島忠ホームズ草加舎人

埼玉県 イオンモール与野

埼玉県 イオンモール川口

埼玉県 イオンモール川口前川

千葉県 イオンモール成田

千葉県 モラージュ柏

千葉県 ららぽーと柏の葉店

千葉県 イオンモール銚子

千葉県 セブンパークアリオ柏

千葉県 木更津アピタ

千葉県 アリオ蘇我

東京都 ココリア多摩センター

東京都 ＬａＬａテラス南千住

東京都 アリオ西新井

東京都 アリオ亀有

東京都 高島平東急ストア

東京都 昭島モリタウン

東京都 府中くるる

東京都 ヨドバシ吉祥寺

東京都 トリエ京王調布

東京都 イオンモール日の出

東京都 イオンモールむさし村山

神奈川県 アリオ橋本

神奈川県 イオン秦野

神奈川県 イオンモール大和

神奈川県 湘南台ヨーカドー



神奈川県 ホームズ新山下

神奈川県 ヨドバシ横浜

神奈川県 港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ．

新潟県 亀田アピタ

新潟県 イオンモール新発田

新潟県 イオンモール新潟南

富山県 ファボーレ

石川県 松任アピタ

石川県 イオンモール新小松

福井県 福井大和田アピタ

福井県 アル・プラザベル福井

山梨県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ石和

山梨県 ラザウォーク甲斐双葉

山梨県 イオンモール甲府昭和

長野県 諏訪ステーションパーク

長野県 アピタ飯田

長野県 イオンモール佐久平

長野県 松本庄内コモ

岐阜県 イオンモール各務原

岐阜県 岐阜茜部

岐阜県 岐阜モレラ

岐阜県 イオンモール大垣

岐阜県 恵那

岐阜県 ラスパ御嵩

岐阜県 岐阜マーサ２１

静岡県 イオンタウン富士南

静岡県 ららぽーと沼津

静岡県 島田アピタ

静岡県 イオンモール浜松市野

静岡県 ららぽーと磐田

静岡県 アピタ磐田

静岡県 イオンモール浜松志都呂

静岡県 プレ葉ウォーク浜北

愛知県 アピタ稲沢

愛知県 イオンモール扶桑

愛知県 イオンモール岡崎

愛知県 イオンモール常滑

愛知県 イオンモール東浦

愛知県 イオンモール名古屋茶屋



愛知県 ららぽーと名古屋みなとアクルス

愛知県 イオンモール熱田

愛知県 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ

愛知県 イオンモール大高

愛知県 プライムツリー赤池

愛知県 イオンモール新瑞橋

愛知県 イオンモールナゴヤドーム前

三重県 イオンモール桑名アンク専門店街

三重県 イオンモール鈴鹿

三重県 イオンモール明和

三重県 イオンタウン伊勢ララパーク

三重県 イオンモール津南

三重県 イオンタウン四日市泊

三重県 イオンモール東員

滋賀県 フォレオ大津一里山

滋賀県 イオンスタイル大津京

滋賀県 フレスポ彦根

滋賀県 ピエリ守山

京都府 イオンモール京都五条

京都府 ＭＯＭＯテラス

京都府 イオンモール久御山

京都府 イオンモール京都桂川

大阪府 みのおキューズモール

大阪府 イオンモール鶴見緑地

大阪府 あべのキューズモール

大阪府 イオンＳＥＮＲＩＴＯ

大阪府 イオンモールりんくう泉南

大阪府 イオンモール四條畷

大阪府 イオンモール堺鉄砲町

大阪府 ファーストレーベル くずはモール

大阪府 アリオ鳳

兵庫県 イオンモール伊丹

兵庫県 イオンモール姫路リバーシティー

兵庫県 イオンモール加西北条

奈良県 ならファミリー

奈良県 イオンモール橿原

奈良県 ラスパ西大和

和歌山県 ＥＸ セントラルシティ和歌山

和歌山県 南紀オークワ



鳥取県 イオンモール日吉津

島根県 ＥＸ イオンモール出雲

岡山県 イオンモール倉敷

岡山県 シネマタウン岡南

広島県 イオンモール広島府中

広島県 パルティ・フジ坂

広島県 天満屋ハピータウンポートプラザ

広島県 フジグラン神辺

広島県 フジグラン東広島

広島県 ＥＸ イオン三原

広島県 ゆめタウン廿日市

山口県 ゆめシティ

山口県 イオンタウン防府

徳島県 イオンモール徳島

徳島県 ゆめタウン徳島

香川県 イオンモール高松

香川県 イオンモール綾川

愛媛県 イオンモール新居浜

愛媛県 ＥＸ フジグラン北浜

愛媛県 イオンモール今治新都市

愛媛県 ＥＸ フジグラン重信

高知県 イオンモール高知

高知県 フジグラン四万十

福岡県 イオンモール大牟田

福岡県 小倉チャチャタウン

福岡県 サンリブシティ小倉

福岡県 セントシティ

福岡県 イオンモール直方

福岡県 イオンモール福津

福岡県 イオンモール八幡東

福岡県 長尾センタープラザ

福岡県 久山トリアス

福岡県 ゆめタウン博多

福岡県 イオンモール香椎浜

福岡県 ゆめタウン筑紫野

福岡県 イオンモール福岡

佐賀県 ゆめタウン佐賀

長崎県 長崎夢彩都

長崎県 えきマチ１丁目佐世保



長崎県 ミスターマックス長崎時津

熊本県 イオンモール熊本

熊本県 ゆめタウンはません

熊本県 ゆめタウン光の森

大分県 トキハ別府

大分県 トキハわさだ

大分県 イオンモール三光

宮崎県 ニトリモール宮崎

宮崎県 イオンモール宮崎

鹿児島県 イオンタウン姶良

沖縄県 サンエー宜野湾コンベンションシティ

沖縄県 サンエー那覇メインプレイス

沖縄県 浦添パルコシティ


