
都道府県 店舗名 住所

北海道 イオン釧路店 〒088-0621  北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1−7  ｲｵﾝ釧路店

青森県 青森イトーヨーカドー店 〒030-0843  青森県青森市浜田1ｰ14ｰ1  ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店1階

岩手県 イオンモール盛岡南店 〒020-0866  岩手県盛岡市本宮7ｰ1ｰ1  ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

宮城県 イオンモール名取店
〒981-1227  宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地1

ｲｵﾝﾓｰﾙ名取3階

宮城県 仙台桂店 〒981-3134  宮城県仙台市泉区桂1丁目16ｰ7

栃木県 宇都宮下戸祭店 〒320-0055  栃木県宇都宮市下戸祭1ｰ6ｰ1

栃木県 宇都宮みどり野店 〒321-0136  栃木県宇都宮市みどり野町36−20

栃木県 栃木箱森店 〒328-0075  栃木県栃木市箱森町2−44

群馬県 イオンモール高崎店 〒370-3521  群馬県高崎市棟高町1400  ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎1F

群馬県 イオンモール太田店 〒373-0808  群馬県太田市石原町81  ｲｵﾝﾓｰﾙ太田1F

埼玉県 丸井大宮店 〒330-0854  埼玉県さいたま市大宮区桜木町2ｰ3  大宮ﾏﾙｲ3F

埼玉県 浦和松木店 〒336-0918  埼玉県さいたま市緑区松木2ｰ7ｰ3

埼玉県 イオンモール浦和美園店 〒336-0967  埼玉県さいたま市緑区美園5丁目50ｰ1  1F

埼玉県 イオンモール川口店 〒333-0834  埼玉県川口市安行領根岸3180  ｲｵﾝﾓｰﾙ川口店1階

埼玉県 草加店 〒340-0004  埼玉県草加市弁天4丁目12ｰ25

埼玉県 丸井草加店 〒340-0015  埼玉県草加市高砂2−9−1  草加ﾏﾙｲ1階

埼玉県 ららぽーと新三郷店 〒341-8550  埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3ｰ1ｰ1

埼玉県 イオンタウン吉川美南店 〒342-0038  埼玉県吉川市美南3丁目12

埼玉県 春日部店 〒344-0065  埼玉県春日部市谷原3丁目2ｰ2

埼玉県 久喜店 〒346-0011  埼玉県久喜市青毛2−2−14

埼玉県 加須愛宕店 〒347-0057  埼玉県加須市愛宕一丁目6番55号

埼玉県 イオンモール羽生店 〒348-0039  埼玉県羽生市川崎2ｰ281ｰ3  ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生1F

埼玉県 ららぽーと富士見店 〒354-8560  埼玉県富士見市山室1−1313  1階15100

埼玉県 入間扇台店 〒358-0023  埼玉県入間市扇台1丁目5番12号

埼玉県 入間新光店 〒358-0055  埼玉県入間市新光502番地

埼玉県 グランエミオ所沢店 〒359-0037  埼玉県所沢市くすの木台1丁目14ｰ5

『お店ガチャ』をご利用いただけない コメダ珈琲店の店舗

レシートガチャをご利用いただき、誠にありがとうございます。

下記の店舗は対象外のため、コメダ珈琲店の『お店ガチャ』をご利用いただけません。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。※期間の途中で対象になる店舗もございます。

詳しくはレシートに印字された告知をご覧ください。
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都道府県 店舗名 住所

埼玉県 新所沢店 〒359-1111  埼玉県所沢市緑町3丁目36−20

千葉県 テラスモール松戸店 〒270-0023  千葉県松戸市八ｹ崎2−8−1  ﾃﾗｽﾓｰﾙ松戸2階

千葉県 松戸常盤平店 〒270-2261  千葉県松戸市常盤平6−28−3

千葉県 船橋芝山店 〒274-0816  千葉県船橋市芝山4−17−4

千葉県 千葉旭店 〒289-2504  千葉県旭市ﾆ517ｰ3

東京都 田原町駅前店 〒111-0035  東京都台東区西浅草1丁目2番地3号

東京都 東京ドームシティミーツポート店
〒112-0004  東京都文京区後楽1丁目3番61

東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨﾐｰﾂﾎﾟｰﾄ2

東京都 新小岩北口店 〒124-0025  東京都葛飾区西新小岩一丁目3ｰ10 2階

東京都 イオン東雲店 〒135-0062  東京都江東区東雲1ｰ9ｰ10  ｲｵﾝ東雲店内

東京都 ららぽーと豊洲店 〒135-8614  東京都江東区豊洲2ｰ4ｰ9 2階

東京都 アトレ亀戸店 〒136-0071  東京都江東区亀戸5ｰ1ｰ1  ｱﾄﾚ亀戸2F

東京都 大森イトーヨーカドー店 〒143-0016  東京都大田区大森北2ｰ13ｰ1  ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ1F

東京都 渋谷宮益坂上店 〒150-0002  東京都渋谷区渋谷1ｰ6ｰ5  SK青山ﾋﾞﾙ1･2階

東京都 駒沢公園店 〒158-0081  東京都世田谷区深沢4ｰ5ｰ13

東京都 新宿靖国通り店 〒160-0021  東京都新宿区歌舞伎町1ｰ16ｰ3  ｾﾚｻ陽栄ﾋﾞﾙ2F

東京都 新宿御苑前店 〒160-0022  東京都新宿区新宿1ｰ10ｰ1  文芸社ﾋﾞﾙ1F

東京都 東京医科大学病院店
〒160-0023  東京都新宿区西新宿6丁目7ｰ1

東京医科大学病院駐車場棟1階

東京都 ビーンズ阿佐ヶ谷店 〒166-0004  東京都杉並区阿佐谷南3ｰ36ｰ1  ﾋﾞｰﾝｽﾞぷらす2階

東京都 東池袋一丁目店
〒170-0013  東京都豊島区東池袋1ｰ23ｰ9
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東京都 池袋西武前店 〒171-0022  東京都豊島区南池袋1ｰ19ｰ6  ｵﾘｯｸｽ池袋ﾋﾞﾙ2階

東京都 南池袋グリーン大通り店 〒171-0022  東京都豊島区南池袋1ｰ26ｰ2  近代ﾋﾞﾙ3号館 2F

東京都 東武下赤塚駅店 〒175-0093  東京都板橋区赤塚新町1ｰ23ｰ1  東武下赤塚ﾋﾞﾙ201

東京都 練馬土支田店 〒179-0076  東京都練馬区土支田1丁目34ｰ27

東京都 ミーツ国分寺店 〒185-0012  東京都国分寺市本町3丁目1ｰ1 2階

東京都 東村山店 〒189-0003  東京都東村山市久米川町4ｰ8ｰ21

東京都 あきる野店 〒197-0804  東京都あきる野市秋川1ｰ6ｰ4

東京都 保谷店 〒202-0014  東京都西東京市富士町3ｰ1ｰ19

東京都 稲城向陽台店 〒206-0803  東京都稲城市向陽台6ｰ10

東京都 ダイエー武蔵村山店 〒208-0023  東京都武蔵村山市伊奈平3ｰ36ｰ1

神奈川県 横浜ランドマークプラザ店
〒220-0012  神奈川県横浜市西区みなとみらい2ｰ2ｰ1

ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ1階

神奈川県 イオン東神奈川店
〒221-0821  神奈川県横浜市神奈川区富家町1

ｲｵﾝｽﾀｲﾙ東神奈川店1階

神奈川県 カインズ三浦店 〒238-0113  神奈川県三浦市初声町入江字2番地186番1

神奈川県 イオン久里浜店 〒239-0831  神奈川県横須賀市久里浜5ｰ13ｰ1  ｲｵﾝ久里浜

神奈川県 大和鶴間イトーヨーカドー店
〒242-0001  神奈川県大和市下鶴間1丁目3ｰ1

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間1階
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都道府県 店舗名 住所

神奈川県 大和下和田店 〒242-0015  神奈川県大和市下和田字下ﾉ原731ｰ1

神奈川県 海老名かしわ台店 〒243-0402  神奈川県海老名市柏ヶ谷555ｰ1

神奈川県 藤沢亀井野店 〒252-0813  神奈川県藤沢市亀井野2506ｰ1

神奈川県 寒川店 〒253-0106  神奈川県高座郡寒川町宮山95−1

新潟県 長岡今朝白店 〒940-0033  新潟県長岡市今朝白2丁目5番20号

新潟県 上越店 〒942-0063  新潟県上越市下門前1645

新潟県 上越妙高駅前店 〒943-0861  新潟県上越市大和5丁目2番8号

新潟県 柏崎店 〒945-0855  新潟県柏崎市大字鯨波乙1590−9

新潟県 イオンモール新潟南店 〒950-0150  新潟県新潟市江南区下早通柳田1−1−1

新潟県 逢谷内インター店 〒950-0814  新潟県新潟市東区逢谷内3ｰ1ｰ45

新潟県 新潟新和店 〒950-0972  新潟県新潟市中央区新和1ｰ5ｰ34

新潟県 イオン新潟青山店 〒950-2002  新潟県新潟市西区青山2ｰ5ｰ1

新潟県 三条店 〒955-0093  新潟県三条市下須頃217

福井県 福井二の宮店 〒910-0015  福井県福井市二の宮2丁目803番1

長野県 松本庄内店 〒390-0827  長野県松本市出川1丁目12−1

長野県 伊那ナイスロード店 〒396-0012  長野県伊那市上新田2412

長野県 塩尻広丘店 〒399-0702  長野県塩尻市広丘野村1702−3

長野県 安曇野豊科店 〒399-8201  長野県安曇野市豊科南穂高768−1

岐阜県 岐阜公園店 〒500-8016  岐阜県岐阜市松ヶ枝町6−1

岐阜県 岐阜領下店 〒500-8241  岐阜県岐阜市領下1丁目38ｰ1

岐阜県 岐阜笠松店 〒500-8264  岐阜県岐阜市茜部辰新1ｰ60

岐阜県 岐阜駅東店 〒500-8407  岐阜県岐阜市高砂町3ｰ50−11

岐阜県 岐阜駅前店 〒500-8856  岐阜県岐阜市橋本町3ｰ10

岐阜県 岐阜大学前店 〒501-1127  岐阜県岐阜市古市場神田14−1

岐阜県 岐阜柳津店 〒501-6121  岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1−104

岐阜県 岐阜長良店 〒502-0082  岐阜県岐阜市長良東1−3

岐阜県 岐阜則武店 〒502-0932  岐阜県岐阜市則武中2−24−2

岐阜県 岐阜穂積店 〒501-0204  岐阜県瑞穂市馬場春雨町1ｰ22

岐阜県 揖斐大野店 〒501-0565  岐阜県揖斐郡大野町大字中之元972−2

岐阜県 関池田店 〒501-3265  岐阜県関市小瀬字北池田2352−4

岐阜県 郡上八幡店 〒501-4222  岐阜県郡上市八幡町島谷1436−2

岐阜県 羽島コスモスポーツプラザ店 〒501-6251  岐阜県羽島市福寿町間島1518

岐阜県 大垣林町店 〒503-0015  岐阜県大垣市林町1−1−1

岐阜県 大垣南店 〒503-0854  岐阜県大垣市築捨町2ｰ29−1

岐阜県 各務原那加住吉店 〒504-0907  岐阜県各務原市那加住吉町4ｰ5
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岐阜県 イオンモール各務原店 〒504-0943  岐阜県各務原市那加萱場町3ｰ8

岐阜県 ピュア高山店 〒506-0031  岐阜県高山市西之一色町3丁目1195−2

岐阜県 中津川店 〒508-0001  岐阜県中津川市上金1142ｰ1

岐阜県 鵜沼店 〒509-0132  岐阜県各務原市鵜沼西町1−409−1

岐阜県 可児広見店 〒509-0214  岐阜県可児市広見5丁目2−1

岐阜県 可児坂戸店 〒509-0241  岐阜県可児市坂戸字前田604−1

岐阜県 イオンモール土岐店
〒509-5122  岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1

 ｲｵﾝﾓｰﾙ土岐1階

岐阜県 東濃信用金庫土岐中央店 〒509-5142  岐阜県土岐市泉町久尻字中央町35−1

岐阜県 恵那長島店 〒509-7203  岐阜県恵那市長島町正家2ｰ6−7

静岡県 ららぽーと沼津店
〒410-0302  静岡県沼津市東椎路字東荒301ｰ3

ららぽｰと沼津 1F

静岡県 富士中央店 〒417-0055  静岡県富士市永田町2丁目94

静岡県 富士宮店 〒418-0004  静岡県富士宮市三園平687

静岡県 ＪＲ掛川駅店 〒436-0029  静岡県掛川市南1丁目1−1  JR掛川駅内

愛知県 ユニモール店 〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅4ｰ5ｰ26

愛知県 エスカ店 〒453-0015  愛知県名古屋市中村区椿町6ｰ9  ｴｽｶ地下街内

愛知県 鳥居通店 〒453-0044  愛知県名古屋市中村区鳥居通3−32

愛知県 稲葉地店 〒453-0057  愛知県名古屋市中村区稲葉地本通2ｰ27−1

愛知県 岩塚店 〒453-0851  愛知県名古屋市中村区畑江通8−43−1

愛知県 桜通大津店 〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

愛知県 桜橋店 〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦1ｰ1−2  ｻﾞｲｿｳﾋﾞﾙ1

愛知県 セントラルパーク店 〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦3−15−13先

愛知県 栄・広小路店 〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦3ｰ21ｰ18

愛知県 BINO栄店 〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦3丁目24−17  BINO栄2F

愛知県 新栄店 〒460-0007  愛知県名古屋市中区新栄1ｰ17ｰ1

愛知県 栄鉄砲町店 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄2ｰ14−6

愛知県 栄四丁目店 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄4−16−10

愛知県 栄一丁目店 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄一丁目8番18号

愛知県 栄五丁目店 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄五丁目25ｰ35

愛知県 矢場町店 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄三丁目31番8号

愛知県 本町店 〒460-0011  愛知県名古屋市中区大須2−5−13

愛知県 上前津店 〒460-0011  愛知県名古屋市中区大須3−31−42

愛知県 富士見橋店 〒460-0012  愛知県名古屋市中区千代田4−1−29

愛知県 平和店 〒460-0021  愛知県名古屋市中区平和1−10−10  ｺｽﾓﾊﾟﾚｽ

愛知県 五女子店 〒454-0022  愛知県名古屋市中川区露橋2−25−15

愛知県 中川玉川町店 〒454-0058  愛知県名古屋市中川区玉川町1−1
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愛知県 四女子店 〒454-0825  愛知県名古屋市中川区好本町1−25−1

愛知県 昭和橋店 〒454-0852  愛知県名古屋市中川区昭和橋通3−16

愛知県 法華店 〒454-0937  愛知県名古屋市中川区法華西町1−13

愛知県 庄内通店 〒451-0016  愛知県名古屋市西区庄内通4−1  庄内ﾊｲﾂ

愛知県 上名古屋店 〒451-0025  愛知県名古屋市西区上名古屋1−12−5

愛知県 円頓寺店 〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野1丁目13番8号

愛知県 イオンモール則武新町店 〒451-0051  愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1番17号

愛知県 児玉店 〒451-0066  愛知県名古屋市西区児玉町3ｰ5ｰ10

愛知県 ルーセントタワー店 〒451-6090  愛知県名古屋市西区牛島町6番1号  ﾙｰｾﾝﾄﾀﾜｰB1

愛知県 中小田井店 〒452-0822  愛知県名古屋市西区中小田井三丁目234番地

愛知県 港栄店 〒455-0015  愛知県名古屋市港区港栄1丁目2番5号

愛知県 港店
〒455-0037  愛知県名古屋市港区名港2−9−27

ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

愛知県 南陽町店 〒455-0885  愛知県名古屋市港区八百島2ｰ1803

愛知県 西高蔵店 〒456-0016  愛知県名古屋市熱田区五本松町11番2号

愛知県 伝馬町店 〒456-0031  愛知県名古屋市熱田区神宮4−7−27  宝18ﾋﾞﾙ

愛知県 日比野店 〒456-0062  愛知県名古屋市熱田区大宝3−9−8

愛知県 桜台店 〒457-0006  愛知県名古屋市南区鳥栖2−1302

愛知県 イオンモール新瑞橋店 〒457-0012  愛知県名古屋市南区菊住1丁目7−10

愛知県 白雲店 〒457-0025  愛知県名古屋市南区白雲町84

愛知県 前浜店 〒457-0072  愛知県名古屋市南区寺部通3−5

愛知県 中割店 〒457-0826  愛知県名古屋市南区中割町3−120−1

愛知県 道徳店 〒457-0847  愛知県名古屋市南区道徳新町5−1  ﾊﾟｰｸﾃﾗｽ道徳1F

愛知県 滝ノ水店 〒458-0021  愛知県名古屋市緑区滝の水1−1001

愛知県 姥子山店 〒458-0801  愛知県名古屋市緑区鎌倉台2ｰ1701

愛知県 イオンタウン有松店 〒458-0824  愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200

愛知県 浦里店 〒458-0847  愛知県名古屋市緑区浦里1−160  ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ浦里

愛知県 有松店 〒458-0911  愛知県名古屋市緑区桶狭間神明346番地

愛知県 イオンモール大高店
〒459-8001  愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450番地

ｲｵﾝ大高ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

愛知県 高岳店 〒461-0001  愛知県名古屋市東区泉2ｰ21ｰ3

愛知県 メッツ大曽根店 〒461-0040  愛知県名古屋市東区矢田2ｰ1ｰ95

愛知県 砂田橋店 〒461-0043  愛知県名古屋市東区大幸4丁目16番1号

愛知県 イオンモールナゴヤドーム前店 〒461-0048  愛知県名古屋市東区矢田南4丁目102番3号

愛知県 如意店 〒462-0007  愛知県名古屋市北区如意4ｰ44ｰ3

愛知県 安井店 〒462-0023  愛知県名古屋市北区安井4−13−25

愛知県 城北店 〒462-0043  愛知県名古屋市北区八代町2−10−2
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愛知県 ZENT名古屋北店 〒462-0051  愛知県名古屋市北区中切町5−5

愛知県 大杉店 〒462-0836  愛知県名古屋市北区大杉町4ｰ62−2

愛知県 守山八剣店 〒463-0025  愛知県名古屋市守山区元郷2ｰ802

愛知県 守山口店 〒463-0075  愛知県名古屋市守山区市場14番16

愛知県 守山瀬古店 〒463-0090  愛知県名古屋市守山区瀬古東3ｰ1206

愛知県 守山白沢店 〒463-0097  愛知県名古屋市守山区川村町365

愛知県 守山志段味店 〒463-0809  愛知県名古屋市守山区平池東315

愛知県 覚王山店 〒464-0064  愛知県名古屋市千種区山門町2−56

愛知県 星ヶ丘店 〒464-0801  愛知県名古屋市千種区星ヶ丘井上町43−2

愛知県 イオンタウン千種店 〒464-0858  愛知県名古屋市千種区千種2−16ｰ13

愛知県 イオン名古屋東店 〒465-0008  愛知県名古屋市名東区猪子石原2丁目1701番地

愛知県 本郷駅前店 〒465-0024  愛知県名古屋市名東区本郷2ｰ133

愛知県 一社店 〒465-0093  愛知県名古屋市名東区一社1丁目87

愛知県 恵方店 〒466-0027  愛知県名古屋市昭和区阿由知通5−13

愛知県 松風店 〒466-0035  愛知県名古屋市昭和区松風町1−7

愛知県 東郊通店 〒466-0051  愛知県名古屋市昭和区御器所1−3−1

愛知県 山手店 〒466-0815  愛知県名古屋市昭和区山手通4ｰ15  ﾍﾟﾎﾟ山手ﾋﾞﾙ2F

愛知県 イオン八事店 〒466-0834  愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂2−1

愛知県 瑞穂通四丁目店 〒467-0806  愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目1番地

愛知県 植田店 〒468-0007  愛知県名古屋市天白区植田本町2−1010

愛知県 天白土原店 〒468-0026  愛知県名古屋市天白区土原1−101

愛知県 野並店 〒468-0047  愛知県名古屋市天白区井の森232−1  ｱｲｺｰﾋﾞﾙ1F

愛知県 豊橋平川本町店 〒440-0038  愛知県豊橋市平川本町一丁目1−11

愛知県 豊橋藤沢店 〒441-8067  愛知県豊橋市小浜町11

愛知県 小坂井店 〒441-0105  愛知県豊川市伊奈町慶応23−194

愛知県 豊川末広通店 〒442-0029  愛知県豊川市末広通3−44−3

愛知県 幸田北店 〒444-0117  愛知県額田郡幸田町相見越丸8

愛知県 西尾寺津店 〒444-0327  愛知県西尾市寺津2ｰ10ｰ14

愛知県 西尾今川店 〒445-0063  愛知県西尾市今川町馬捨場16

愛知県 西尾道光寺店 〒445-0811  愛知県西尾市道光寺町堰板37ｰ1

愛知県 岡崎大西店 〒444-0871  愛知県岡崎市大西2丁目1−6

愛知県 岡崎橋目店 〒444-0907  愛知県岡崎市小針町字神田57ｰ1

愛知県 岡崎矢作店 〒444-0943  愛知県岡崎市矢作町字桜海道14ｰ1

愛知県 高浜店 〒444-1305  愛知県高浜市神明町7ｰ1ｰ18

愛知県 安城今村店 〒446-0008  愛知県安城市今本町4ｰ1−6
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愛知県 安城末広店 〒446-0035  愛知県安城市錦町33

愛知県 碧南店 〒447-0881  愛知県碧南市霞浦町2ｰ37

愛知県 刈谷店 〒448-0001  愛知県刈谷市井ヶ谷町天白19−4

愛知県 刈谷一里山店 〒448-0002  愛知県刈谷市一里山町伐払39−1

愛知県 刈谷恩田店 〒448-0013  愛知県刈谷市恩田町2−153−6

愛知県 刈谷稲場店 〒448-0038  愛知県刈谷市稲場町1ｰ121

愛知県 東刈谷店 〒448-0806  愛知県刈谷市松栄町1ｰ14−8

愛知県 刈谷駅南口店 〒448-0841  愛知県刈谷市南桜町1ｰ65

愛知県 刈谷駅アカリヤ店
〒448-0841  愛知県刈谷市南桜町1−72−1

ｱﾙﾊﾞｯｸｽﾀﾜｰ刈谷駅ｱｶﾘﾔ1F

愛知県 清須店 〒452-0941  愛知県清須市西市場6−9−23

愛知県 春日店 〒452-0962  愛知県清須市春日中沼15−1

愛知県 日進米野木店 〒470-0111  愛知県日進市米野木町南荒田118−2

愛知県 日進竹の山店 〒470-0136  愛知県日進市竹の山2丁目1924番地

愛知県 東郷春木店 〒470-0162  愛知県愛知郡東郷町大字春木字新池3917−4

愛知県 三好インター店 〒470-0207  愛知県みよし市福谷町落合18ｰ3

愛知県 豊田本新町店 〒471-0046  愛知県豊田市本新町8ｰ82ｰ2

愛知県 豊田梅坪店 〒471-0064  愛知県豊田市梅坪町1−18−1

愛知県 豊田前田店 〒471-0874  愛知県豊田市前田町6−39−1

愛知県 豊田若林西店 〒473-0917  愛知県豊田市若林西町北葉山21−2

愛知県 知立堀切店 〒472-0055  愛知県知立市鳥居1−13−9

愛知県 大府駅前店 〒474-0025  愛知県大府市中央町6−155

愛知県 大府インター店 〒474-0047  愛知県大府市宮内町4−378

愛知県 リソラ大府店 〒474-0053  愛知県大府市柊山町1丁目98番地

愛知県 大府共和店 〒474-0074  愛知県大府市共栄町8−13−3

愛知県 半田瑞穂店 〒475-0828  愛知県半田市瑞穂町7ｰ11−2

愛知県 半田宮本店 〒475-0925  愛知県半田市宮本町5−303−12

愛知県 東海荒尾店 〒476-0003  愛知県東海市荒尾町祢崎106

愛知県 知多寺本店 〒478-0001  愛知県知多市八幡字東水代31−6

愛知県 阿久比店 〒470-2201  愛知県知多郡阿久比町大字白沢天神前39ｰ1

愛知県 武豊里中店 〒470-2512  愛知県知多郡武豊町字忠白田1−1

愛知県 セントレア店
〒479-0881  愛知県常滑市ｾﾝﾄﾚｱ1ｰ1

中部国際空港旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ4Fｽｶｲﾀｳﾝ

愛知県 扶桑伊勢帰店 〒480-0102  愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰128ｰ2

愛知県 イオンモール長久手店 〒480-1128  愛知県長久手市勝入塚501

愛知県 師勝店 〒481-0012  愛知県北名古屋市久地野権現1

愛知県 岩倉川井町店 〒482-0015  愛知県岩倉市川井町白山27
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愛知県 岩倉八剱店 〒482-0031  愛知県岩倉市八剱町下り松36

愛知県 江南村久野店 〒483-8264  愛知県江南市村久野町瀬頭163−5

愛知県 江南西店 〒483-8418  愛知県江南市東野町米野85

愛知県 小牧岩崎店 〒485-0011  愛知県小牧市岩崎1995

愛知県 小牧中央店 〒485-0029  愛知県小牧市中央6ｰ332

愛知県 小牧小木店 〒485-0057  愛知県小牧市小木西2−246−1

愛知県 春日井東谷橋店 〒486-0013  愛知県春日井市高蔵寺町4−1−10

愛知県 春日井上八田店 〒486-0849  愛知県春日井市八田町7ｰ3ｰ14

愛知県 春日井篠木店 〒486-0852  愛知県春日井市下市場町3ｰ4−12

愛知県 春日井如意申店 〒486-0918  愛知県春日井市如意申町6−1−12

愛知県 ベルコート店 〒488-0021  愛知県尾張旭市狩宿町4−35−1

愛知県 北本地ケ原店 〒488-0043  愛知県尾張旭市北本地ｹ原町4丁目31

愛知県 尾張旭店 〒488-0801  愛知県尾張旭市東大道町原田2525−9

愛知県 尾張瀬戸店 〒489-0805  愛知県瀬戸市陶原町1−38−1

愛知県 瀬戸山口店 〒489-0868  愛知県瀬戸市今林町395

愛知県 甚目寺森店 〒490-1107  愛知県あま市森4−2−10

愛知県 萱津橋店 〒490-1115  愛知県あま市坂牧大塚86

愛知県 一宮浜町店 〒491-0034  愛知県一宮市浜町4ｰ11ｰ1

愛知県 一宮森本店 〒491-0831  愛知県一宮市森本1ｰ22−5

愛知県 一宮神山店 〒491-0904  愛知県一宮市神山1ｰ14ｰ26

愛知県 一宮花池店 〒491-0914  愛知県一宮市花池3ｰ11ｰ7

愛知県 一宮小信店 〒494-0007  愛知県一宮市小信中島字川東14−1

愛知県 稲沢駅東店 〒492-8094  愛知県稲沢市下津北山1丁目7−7

愛知県 稲沢大塚店 〒492-8215  愛知県稲沢市大塚北8ｰ56−3

愛知県 津島神守店 〒496-0022  愛知県津島市越津町字柳之内93

愛知県 津島愛宕店 〒496-0036  愛知県津島市愛宕町4−25−1

愛知県 蟹江本町店 〒497-0033  愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字ｺの割34

愛知県 大治店 〒490-1141  愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西48

愛知県 弥富東店 〒498-0021  愛知県弥富市大字鯏浦字車東1−2

三重県 四日市病院前店 〒510-0821  三重県四日市市久保田1−4−28

三重県 桑名中央通店 〒511-0068  三重県桑名市中央町4ｰ26

三重県 松阪花岡店 〒515-0045  三重県松阪市駅部田町字水利81

三重県 伊勢上地店 〒516-0051  三重県伊勢市上地町字下卯起2677−3

滋賀県 野洲店 〒520-2311  滋賀県野洲市小篠原2683

滋賀県 湖南店 〒520-3222  滋賀県湖南市吉永20ｰ1
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滋賀県 彦根駅東店 〒522-0010  滋賀県彦根市駅東町19−13

滋賀県 彦根平田店 〒522-0041  滋賀県彦根市平田町1115番1

滋賀県 イオンモール草津店 〒525-0067  滋賀県草津市新浜町300番地

滋賀県 長浜八幡中山店 〒526-0021  滋賀県長浜市八幡中山町508

滋賀県 水口店 〒528-0029  滋賀県甲賀市水口町南林口40

滋賀県 東近江五個荘店 〒529-1404  滋賀県東近江市宮荘町65

京都府 四条大宮店
〒600-8490  京都府京都市下京区四条通大宮東入立中町

491番地  2階

京都府 イオンモールKYOTO店 〒601-8417  京都府京都市南区西九条鳥居口町1

大阪府 もりのみやキューズモールBASE店 〒540-0003  大阪府大阪市中央区森ﾉ宮中央二丁目1番70号

大阪府 北浜南店 〒541-0047  大阪府大阪市中央区淡路町2丁目1−1

大阪府 なんば千日前店 〒542-0076  大阪府大阪市中央区難波3丁目3番4号  難波日大ﾋﾞﾙ

大阪府 なんばＣＩＴＹ店
〒542-0076  大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号

なんばCITY本館1階

大阪府 西心斎橋店
〒542-0086  大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目5番27号

福太郎心斎橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

大阪府 大阪メトロ今里北口店 〒537-0012  大阪府大阪市東成区大今里1−37−21

大阪府 イオンモール大阪ドームシティ店
〒5500023  大阪府大阪市西区千代崎3−13−1

ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ1階

大阪府 阪急石橋駅前店 〒563-0032  大阪府池田市石橋1丁目8番1号

大阪府 南摂津駅南店 〒566-0074  大阪府摂津市東一津屋11番31号

大阪府 イオンモール茨木店 〒567-0033  大阪府茨木市松ヶ本町8−30

大阪府 阪急茨木駅前店 〒567-0829  大阪府茨木市双葉町8−20  桜梅通りﾋﾞﾙ1F

大阪府 イオンモール大日店 〒570-0016  大阪府守口市大日東町1−18  ｲｵﾝﾓｰﾙ大日SC 2F

大阪府 寝屋川南店 〒572-0822  大阪府寝屋川市木田元宮1ｰ28ｰ10

大阪府 布施駅東店 〒577-0056  大阪府東大阪市長堂3丁目2ｰ22  あすなろﾋﾞﾙ1F

大阪府 セブンパーク天美店 〒580-0032  大阪府松原市天美東3丁目500番地

大阪府 アリオ八尾店 〒581-0803  大阪府八尾市光町2丁目3番  ｱﾘｵ八尾2階

大阪府 河内長野本町店 〒586-0015  大阪府河内長野市本町4ｰ4

大阪府 堺東店 〒590-0028  大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通1ｰ2  ｹﾝｽｲﾋﾞﾙ1F

大阪府 イオンモールりんくう泉南店
〒590-0535  大阪府泉南市りんくう南浜3ｰ12

ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南1階

大阪府 岸和田店 〒596-0823  大阪府岸和田市下松町3丁目7ｰ19

兵庫県 尼崎つかしん店
〒661-0001  兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8−1

つかしん内 東町南館1階

奈良県 イオンモール橿原店 〒634-0837  奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号  ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原 1階

奈良県 奈良五條店 〒637-0043  奈良県五條市新町3丁目4番21号

奈良県 奈良御所店 〒639-2301  奈良県御所市大字元町104番の1

和歌山県 イオンモール和歌山店 〒640-8451  和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

和歌山県 和歌山橋本店 〒648-0086  和歌山県橋本市神野々515番地
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都道府県 店舗名 住所

広島県 福山新涯店 〒721-0958  広島県福山市西新涯町2丁目24−8

広島県 三原皆実店 〒723-0052  広島県三原市皆実1丁目22番9号

山口県 ゆめタウン徳山店 〒745-0842  山口県周南市青山町1番18番号

山口県 下関綾羅木店 〒751-0865  山口県下関市綾羅木新町4ｰ3ｰ15

山口県 山口維新公園店 〒753-0871  山口県山口市朝田字灰田601番1

山口県 宇部南浜町店 〒755-0063  山口県宇部市南浜町2丁目7ｰ21

山口県 小野田バイパス店 〒756-0057  山口県山陽小野田市大字西高泊字神田沖619ｰ5

香川県 高松東店 〒761-0101  香川県高松市春日町1649ｰ5

香川県 讃岐こくぶんじ店 〒769-0104  香川県高松市国分寺町新名581−1

愛媛県 宇和島店 〒798-0081  愛媛県宇和島市中沢町2丁目4番9号

福岡県 北九州沼新町店 〒800-0218  福岡県北九州市小倉南区沼新町1丁目2ｰ36

福岡県 ビエラ小倉店 〒802-0001  福岡県北九州市小倉北区浅野1ｰ1ｰ1
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