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地域 店舗名 住    所 電話番号

新潟県 新潟店 新潟県新潟市中央区上近江2-19-6 025-385-6817

宮城県 仙台店 仙台市青葉区大町2-2-2ヴィラフォレスタ1Ｆ 022-393-6526

栃木県 宇都宮店 宇都宮市みどり野町2-5 028-680-4004

栃木県 大田原販売店 大田原市本町１丁目2690-3 0287-20-5757

埼玉県 草加店 草加市草加4-5-5 048-954-5555

埼玉県 川口販売店 川口市本町4-4-12イーストゲートタワー1階 草加店→048-954-5555

埼玉県 所沢店 所沢市上新井5-17-8 04-2903-2222

埼玉県 イオンタウン吉川美南販売店 吉川市吉川美南３丁目２５－１イオンタウン吉川美南西街区１F 048-954-5555

埼玉県 春日部販売店 春日部市粕壁東２丁目7－８ナカヤ第１ビル１F 048-761-2345

東京都 世田谷桜新町店 世田谷区桜新町２丁目10－7五光ビル 03-5799-7234

東京都 田無アスタ販売店 西東京市田無町2-1-1田無アスタ専門店街  1階 042-452-5866

東京都 麻布十番店 港区麻布十番1丁目9-7麻布KFビル1F 03-6441-3188

東京都 目黒販売店 品川区上大崎3丁目3番5号新陽CKビル 03-5422-6662

東京都 西新井店 足立区梅島3-32-24第一矢野新ビル１F 03-5845-8778

東京都 綾瀬販売店 足立区綾瀬1-32-5 03-5845-8778

東京都 二子玉川販売店 東京都世田谷区玉川二丁目2番1二子玉川ライズ・バーズモール１階 03-6411-7073

神奈川 たまプラーザ店 横浜市青葉区新石川2-4-12フォーラムたまプラーザビル1Ｆ 045-532-8002

神奈川 川崎販売店 川崎市幸区幸町2-686-3第二齋藤ビル1Ｆ 044-200-4302

神奈川 関内店 横浜市中区常磐町1-2関内電子ビル１F 045-263-9088

神奈川 相模原店 相模原市南区古淵3丁目9-8アパホテル相模原古淵駅前店1F 042-707-9069

神奈川 テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台1丁目3－1Terarace mall湘南 0466-26-5220

愛知県 知立店 知立市栄2-10ＣＨＩＲＹＵ ＣＲＯＳＳ ＧＡＴＥ 1F 0566-81-5511

愛知県 豊田販売店 豊田市山之手8丁目92番地トヨタ生活協同組合メグリア本店１F 0565-85-0232

愛知県 春日井販売店 春日井市追進町2丁目1-5フレスポ春日井 0568-33-6311

愛知県 岡崎販売店 岡崎市岡崎駅南土地区画整理事業52街区1番ルビットパーク岡崎 0564-83-5600

愛知県 栄販売店 名古屋市中区栄2-15-16コンフォート栄 052-202-9922

愛知県 刈谷販売店 刈谷市高倉町2-601ルビットタウン刈谷１F 0566-95-6900

大阪府 藤井寺販売店 藤井寺市岡２丁目9－17竹村第２ビル１階 072-959-5808

大阪府 四條畷店 四條畷市田原台7-1-1 0743-78-1015

大阪府 寝屋川販売店 寝屋川市早子町23-2アドバンスねやがわ2号館1階 四條畷店→0743-78-1015

大阪府 総本店 大阪市天王寺区上之宮町2-2 06-6773-6488

大阪府 梅田御堂筋店 大阪市北区西天満4-12-11プラザ梅新別館1階 06-6362-1288

大阪府 イオンモール大阪ドームシティ販売店 大阪市西区千代崎3-13-1イオンモール大阪ドームシティ 06-6616-9768

大阪府 大阪駅前北販売店 大阪市北区芝田2-1-3 06-6147-3488

大阪府 EXPOCITY店 吹田市千里万博公園2-1EXPOCITY  REDHORSE   OSAKA WHEEL  内  Q棟2 06-4798-5635

大阪府 千里中央販売店 豊中市新千里東町1丁目1-3  せんちゅうパル201号 06-6155-6488

大阪府 住道オペラパーク販売店 大東市赤井1丁目4番1号ポップタウン住道オペラパーク1階 072-800-3170

大阪府 イオンモール堺鉄砲町販売店 堺市堺区鉄砲町１番地イオンモール堺鉄砲町モール棟1階 072-245-9788

大阪府 イズミヤ古市販売店 羽曳野市翠鳥園395-1-2F 072-978-8600

大阪府 堺東店 堺市堺区中瓦町1-4-20  松本ビル１階 072-242-8082

大阪府 アリオ鳳販売店 堺市西区鳳南町3丁199-12アリオ鳳店内1階 072-260-0870

兵庫県 西宮店 西宮市津門呉羽町2-18 0798-34-8288

兵庫県 ホテル竹園芦屋店 芦屋市大原町10-1ホテル竹園芦屋１F 0797-61-7488

兵庫県 西宮北口販売店 西宮市北口町1-2アクタ西宮東館104 0798-31-5195

兵庫県 JR甲子園口駅前南販売店 西宮市甲子園口3丁目4-14 0798-39-7123

兵庫県 神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-18 078-232-3056

兵庫県 三田店 兵庫県三田市下深田386-1 サンチェスタショッピングスクエア 079-556-5990

兵庫県 イオンモール神戸北販売店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北 三田店→079-556-5990

鳥取県 鳥取店 鳥取市今町2-105ＣＡＳＡ ＧＲＡＮ鳥取 0857-32-8805

島根県 松江駅前店 松江市朝日町462-1メゾン・ブランシュ 0852-61-8808

島根県 出雲販売店 出雲市姫原1-2-1 0853-21-3017

岡山県 岡山店 岡山市北区中山下1-2-12桃太郎大通りビル1F 086-238-6500

岡山県 庭瀬販売店 岡山市北区平野976－1 086-239-3737

岡山県 倉敷店 倉敷市浜ノ茶屋239-6 086-454-6073

広島県 広島店 広島市中区大手町1-4-14 082-241-3016

広島県 福山店 福山市三之丸町12-2志水ビル 084-926-3016

広島県 尾道販売店 尾道市東御所町6-6 084-838-9016

広島県 廿日市店 廿日市市下平良1丁目5－23 0829-30-6865

広島県 高取販売店 広島市安佐南区高取北1-3-27 082-836-3318

広島県 フジグラン神辺販売店 福山市神辺町大字新道上字2-10-26フジグラン神辺 福山店→084-926-3016

山口県 山口店 山口市米屋町2-39 083-929-3811

山口県 下松販売店 下松市望町2丁目1－11 0833-48-5375

愛媛県 松山店 松山市千舟町5-1-7 089-915-3016

愛媛県 伊予三島販売店 四国中央市三島中央4-10-14 0896-22-3017

愛媛県 松前販売店 伊予郡松前町筒井813-5 089-995-8116

愛媛県 大洲販売店 大洲市東大洲1342オオズワールドビル1階 0893-57-6232

佐賀県 佐賀店 佐賀市鍋島3-6-16 0952-37-8113

佐賀県 唐津販売店 唐津市鏡字立神4640-1 0955-53-8289

佐賀県 ゆめタウン武雄販売店 武雄市武雄市4992ゆめタウン武雄店1階 0954-27-8711

佐賀県 鳥栖販売店 鳥栖市田代本町字太田1405-2 0942-50-5628

宮崎県 宮崎店 宮崎市橘通東3-2-6 0985-41-7288

宮崎県 花山手販売店 宮崎市花山手東3丁目24番地 0985-55-0528

宮崎県 イオンモール宮崎販売店 宮崎市新別府町江口862-1イオンモール宮崎１階 0985-78-6266

鹿児島県 鹿児島店 鹿児島市中央町35-5 099-837-1177

鹿児島県 鹿屋販売店 鹿屋市白崎町5-5永田ビル 0994-35-162

鹿児島県 天文館販売店 鹿児島市中町8-12 099-295-0996

鹿児島県 東開店 鹿児島市東開町13-17 099-230-7966

鹿児島県 霧島国分販売店 霧島市国分野口北1707-4 0995-55-8520

沖縄県 沖縄おもろまち店 那覇市おもろまち4-19-1RUCAFU OMOROMACHI 1F 102 098-987-6668

沖縄県 北谷販売店 中頭郡北谷町浜川8-5 098-923-1088

沖縄県 プラザハウス販売店 沖縄市久保田3-1-12プラザハウス1階 098-923-0256

沖縄県 豊崎販売店 豊見城市豊崎3-81 098-996-4508

沖縄県 サンエーつかざんシティ販売店 島尻郡南風原町1471－2つかざんシティ内 098-996-2028


