
店舗名 住　　　　　　　　　　所　 Ｔ Ｅ Ｌ
イオン古河店 茨城県古河市旭町1-2-17 0280-30-0115
アピタ佐原東店 茨城県稲敷市⻄代1480番地 0299-80-5072
つくばクレオスクエアQ't店 茨城県つくば市吾妻1-6-1 029-863-1680
TX AVENUE守谷店 茨城県守谷市中央3-2 0297-20-0590
イオンタウン守谷店 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1 0297-47-1656
イオンモールつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 029-839-2217
あみプレミアム・アウトレット店 茨城県稲敷郡阿⾒町よしわら4-1-1 029-846-0295
エクセル⽔⼾みなみ店 茨城県⽔⼾市宮町1-7-31 0292-91-7131
イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367 029-835-5275
アピタ伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市三室町5330 0270-62-9622
ブレイス新田店 群馬県太田市新田市野井町438-1 0276-60-9266
フォリオ吉岡店 群馬県北群馬郡吉岡町⼤久保891-1 0279-70-8210
マーケットシティ桐生店 群馬県桐生市相生町1-124-1 0277-55-4411
イオンモール高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 027-310-9770
けやきウォーク前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 2F 027-220-5155
イオンモール太田店 群馬県太田市石原町81番地 0276-30-1080
スマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市⻄⼩保⽅町368 3F 0270-40-0525
イオンスタイル高崎駅前店 群馬県高崎市八島町46-1 027-381-5708
宇都宮駅ビルパセオ店 栃木県宇都宮市川向町1-23 宇都宮駅ﾋﾞﾙ･ﾊﾟｾｵ1階 028-627-8411
アピタ宇都宮店 栃木県宇都宮市江曽島本町22番7号 028-684-2262
佐野プレミアムアウトレット店 栃木県佐野市越名町2058 0283-27-3115
イオンモール佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1 0283-20-5901
イオンタウンさくら店 栃木県さくら市桜野1551 028-681-5575
イオンモール⼩山店 栃木県⼩山市中久喜1467-1 0285-20-5660
那須ガーデンアウトレット店 栃木県那須塩原市塩野崎184-7　U棟No211内 0287-67-1355
ジョイフル本田宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1　ｼﾞｮｲﾌﾙ本田2F 028-555-1338
アピタ石和店 山梨県笛吹市石和町窪中島154 055-261-8220
ラザウォーク甲斐双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木645-1 0551-28-8552
イオンモール甲府昭和1F店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 055-225-3775
I.CITY21店 ⻑野県東筑摩郡山形村7977 0263-97-3974
イオン中野店 ⻑野県中野市⼤字⼀本木252-1 0269-23-3697
イオン上田店 ⻑野県上田市常田2-12-18 0268-71-1251
MIDORI⻑野店 ⻑野県⻑野市南千歳1-22-6 026-268-1522
イオンモール松本店 ⻑野県松本市中央4-9-51　風庭3F 0263-87-1865
イオンモール佐久平店 ⻑野県佐久市佐久平駅南11-10 0267-66-3545
アピタ新潟⻲田店 新潟県新潟市江南区鵜ノ子4-466 025-383-5133
CoCoLo万代店 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 JR新潟駅構内 025-290-2404
イオン県央店 新潟県燕市井土巻3-65　1階 0256-61-5540
上越アコーレ店 新潟県上越市富岡3458 025-521-2529
アピタ新潟⻄店 新潟県新潟市⻄区⼩新5-7-21 025-201-1282
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リバーサイド千秋店 新潟県⻑岡市千秋2-278 0258-22-4651
イオンモール新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 025-385-8170
イオン⻑岡店 新潟県⻑岡市古正寺1-249-1 0258-20-5880
イオンモール新発田店 新潟県新発田市住吉町5-11-5 0254-20-0880
サンモール中野店※1 東京都中野区中野5-63-3 03-3388-2992
⼤山ハッピーロード店 東京都板橋区⼤山町30-12 03-5966-0720
フロム中武店 東京都⽴川市曙町2-11-2 042-529-3117
中延店 東京都品川区中延4-6-1 03-3783-6709
イオン板橋店 東京都板橋区徳丸2丁目6番-1 03-5945-5261
シャポー⼩岩店 東京都江⼾川区南⼩岩7-24-15 03-5612-5377
マルエツかまた店 東京都⼤田区蒲田5-47-7 03-5713-2298
サミット府中⻄原店 東京都府中市⻄原町1-3-1 042-358-5900
高幡店 東京都日野市高幡116-10 042-599-2380
調布パルコ店 東京都調布市⼩島町1-38-1 042-490-3389
国⽴店 東京都国⽴市中1丁目16番地の32 042-580-4866
練馬駅店 東京都練馬区練馬1-3-5 2F 03-5912-6055
イトーヨーカドー武蔵境店 東京都武蔵野市境南町2-3-6 ⻄館B1 0422-30-7520
⻄友⻄荻窪店 東京都杉並区⻄荻南3-25-27 03-5303-8730
THEMALLみずほ16店 東京都⻄多摩郡瑞穂町⼤字高根623 042-568-4156
イオン品川シーサイド店 東京都品川区東品川4-12-5 ｲｵﾝ品川ｼｰｻｲﾄﾞSC 03-5769-2445
ラクーア店 東京都文京区春日1-1-1 03-3868-7051
マルフジ東久留⽶店 東京都東久留⽶市幸町5-3-21 042-479-2061
北千住マルイ店 東京都⾜⽴区千住3-92 03-5284-3581
八王子北⼝店 東京都八王子市中町5-11 042-628-9221
モリタウン店 東京都昭島市田中町562-1 ﾓﾘﾀｳﾝ 東館2F 042-549-2596
府中ル・シーニュ店 東京都府中市宮町1-100-1 042-358-9005
ピーコックストア自由が丘店 東京都目⿊区自由が丘2-15-4 03-5731-7120
アリオ⻄新井店 東京都⾜⽴区⻄新井栄町1-20-1 03-5845-3818
経堂店 東京都世田谷区経堂1-19-6　清⽔ﾋﾞﾙ1F 03-5426-2983
新橋店※1 東京都港区新橋1-15-9　⼤塚ﾋﾞﾙ1F 03-3500-3870
六本木店※1 東京都港区六本木4-10-6 03-6439-1131
⼤衆酒場上野アメ横店※1 東京都台東区上野4-9-15　上野ｵｻﾀﾞﾋﾞﾙ1F 03-5846-5391
南⼤沢店 東京都八王子市南⼤沢2-29　ﾌﾟﾗｻﾞA 042-670-1218
三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-11　丸文ﾋﾞﾙ1F 03-5779-7522
原宿店 東京都渋谷区神宮前1-14-24　第5寿和ﾋﾞﾙ1F 03-5775-1788
⾚坂⾒附店※1 東京都港区⾚坂3-10-19 第二対翠館ﾋﾞﾙ1F 03-5545-7738
八重洲地下街店※1 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街 03-5299-9200
アリオ北砂店 東京都江東区北砂2-17-1 03-5635-2244
渋谷東⼝店※1 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東⼝ﾏｲｱﾐﾋﾞﾙ 03-6418-5065
蒲田⻄⼝店 東京都⼤田区⻄蒲田7-67-7 03-5744-3395
アメリア町田根岸店 東京都町田市根岸町230番地７ 042-789-7871
アトレ⼤森店 東京都⼤田区⼤森北1-6-16 03-5753-4647
森下駅前店 東京都江東区森下2-18-1　森下貸店舗 03-5669-1161
アリオ⻲有店 東京都葛飾区⻲有3-49-3 03-5650-0540
東京ソラマチ店 東京都墨田区押上1-1-2 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ･ｿﾗﾏﾁ3F W0310 03-5819-3103
八重洲北⼝店※1 東京都中央区八重洲1-5-10　井門八重洲ビル1Ｆ 03-3548-3058
池袋駅北⼝店※1 東京都豊島区南池袋1-28-2　JR池袋駅構内 03-3981-2383
葛⻄店 東京都江⼾川区東葛⻄5-2 03-5675-7331
イオン東雲店 東京都江東区東雲1-9-10 03-5547-5668
イオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3 042-590-3261



イトーヨーカドー石神井公園店 東京都練馬区石神井町3-23 03-5923-0089
イオンモール日の出3F店 東京都⻄多摩郡日の出町⼤字平井字三吉野桜木237-3 042-588-7031
池袋⻄⼝店※1 東京都豊島区⻄池袋1-22-4 03-5957-5061
恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿⻄1-7-5　 03-5428-6152
新宿東宝ビル店※1 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 03-6205-5959
ドン・キホーテ秋葉原店 東京都千代田区外神田4-3-3 03-5298-6733
イトーヨーカドー曳舟店 東京都墨田区京島1-2-1 03-5631-3955
イオンモール多摩平の森店 東京都日野市多摩平2-4-1 042-589-1175
都⽴⼤学駅前店※1 東京都目⿊区中根1-2-8 03-5731-3552
入谷駅前店 東京都台東区下谷2-1-1 03-5824-0155
イトーヨーカドー武蔵⼩⾦井店 東京都⼩⾦井市本町6-14-9 042-316-3120
町田マルイ店 東京都町田市原町田6-1-6 042-850-8831
市ヶ谷店※1 東京都千代田区五番町4-1　市ヶ谷駅前ﾋﾞﾙ1F 03-6272-8785
ヨドバシAKIBA店 東京都千代田区神田花岡町1-1　1F 03-5207-2425
新富築地橋店※1 東京都中央区新富2-4-8　東ﾋﾞﾙ1F 03-6280-5054
新宿⼩滝橋通り店※1 東京都新宿区⻄新宿7-2-7 03-6279-3018
芝⼤門店※1 東京都港区芝⼤門1-16-9 03-6432-0067
神楽坂店※1 東京都新宿区神楽坂2-6　ﾎﾟﾙﾀ神楽坂1F 03-6280-8708
銀座⼀丁目店※1 東京都中央区銀座1-18-6　井門銀座1丁目ビル1階 03-5579-9766
日本橋店※1 東京都中央区日本橋1-5-6 03-6262-6059
新宿御苑前店※1 東京都新宿区新宿1-29-7 03-5925-8180
末広町店※1 東京都千代田区外神田6-13-10　ﾌﾟﾛｽﾃｯｸ秋葉原1F 03-6803-2094
飯田橋駅前店※1 東京都千代田区飯田橋3-4-7　ｱﾊﾟﾎﾃﾙ飯田橋駅前店1F 03-6256-8286
⽔道橋店※1 東京都千代田区三崎町2-20-10 03-5212-8057
イトーヨーカドー国領店 東京都調布市国領町8-2-64 03-5761-7622
築地本店 東京都中央区築地4-7-5　1F 03-6278-8889
田町駅東⼝店※1 東京都港区芝浦3-1 03-6435-1730
鉄板道場浅草橋店※1 東京都台東区浅草橋1-21-2 03-5829-8259
ジョイフル本田瑞穂店 東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442　2F 042-568-0072
阿佐ヶ谷店※1 東京都杉並区阿佐谷南1-48-17 03-6454-6324
三ちゃん横丁浅草ホッピー通り店※1東京都台東区浅草2-4-12 03-5830-6970
⽴川南⼝店※1 東京都⽴川市柴崎町3-4-14　ﾍﾞﾙﾄﾘｰｻﾋﾞﾙ1階 042-512-9445
⼤衆酒場上野アメ横店※1 東京都台東区東上野3-18-11　まるかﾋﾞﾙ1F 03-6284-2655
アリオ葛⻄店 東京都江⼾川区東葛⻄9-3-3 03-6808-5235
⼤衆酒場王子店※1 東京都北区王子1-13-8　東海第二ﾋﾞﾙ1F 03-6903-2988
高島平店 東京都板橋区高島平9-23-1 03-3559-3436
新中野店 東京都中野区本町4-18-13 03-5342-2571
砧店 東京都世田谷区砧1-1-27 03-5494-5072
三和八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野1-8-1 042-636-7617
神保町店※1 東京都千代田区神田神保町1-13　Lani神保町 03-5283-7361
シャポー市川店 千葉県市川市市川1-1-1 047-326-3005
⻑崎屋柏店 千葉県柏市柏1-3-1 04-7162-1183
イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-1 047-398-5958
⻄友浦安店 千葉県浦安市北栄1丁目14-1 047-305-1213
アピタ木更津店 千葉県木更津市ほたる野4-2-48 0438-30-9330
イオンモール成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 0476-23-7066
稲毛駅前店※1 千葉県千葉市稲毛区⼩仲台2-4-11 川島ﾋﾞﾙ1F 043-290-4447
イオンモール津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1 047-403-1511
イクスピアリ店 千葉県浦安市舞浜1-4 047-305-5890
イオンタウン野田七光台店 千葉県野田市七光台4-2 04-7128-1570



あびこショッピングプラザ店 千葉県我孫子市我孫子4-11-1 04-7165-3070
イオンモール千葉ニュータウン店 千葉県印⻄市中央北3-2 0476-48-5507
イオンモール柏店 千葉県柏市豊町2-5-25 04-7142-8421
アトレ松⼾店 千葉県松⼾市松⼾1181 047-308-3071
イオンタウンおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1 043-293-6156
ららぽーと柏の葉店 千葉県柏市若柴175 04-7135-7256
イオン新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1 047-390-5107
ニッケコルトンプラザ店 千葉県市川市⻤高1-1-1 047-320-3755
ユアエルム八千代台店 千葉県八千代市八千代台東1-1-10 047-480-6300
イオンモール銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 0479-20-2250
イオンモール船橋店 千葉県船橋市山⼿1-1-8 047-437-6885
ららぽーとTOKYO-BAY⻄館店 千葉県船橋市浜町2-1-1　ららぽーとTOKYO-BAY⻄館1F 047-421-7846
アリオ市原店 千葉県市原市更級4-3-2 0436-20-2105
イオンモール幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5　ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心　ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ3F 043-213-2176
千葉駅前店※1 千葉県千葉市中央区富⼠⾒2-25-1 043-223-7020
イオンモール木更津店 千葉県木更津市築地1-4 0438-30-6165
イオン鎌取店 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1 043-300-3570
イオンマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1 043-270-7101
船橋駅南⼝店 千葉県船橋市本町1-3-1　船橋FACEﾋﾞﾙ1F 047-411-2005
イオンモール幕張新都心グランドモール店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1F 043-213-2175
セブンパークアリオ柏店 千葉県柏市⼤島田1-6-1 0471-86-7260
ユニモちはら台店 千葉県市原市ちはら台⻄3-4　1F 0436-98-3359
本八幡店※1 千葉県市川市八幡2-15-10 047-311-4323
ペリエ海浜幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-110 043-216-2044
アリオ蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町52-7 043-309-9685
成田空港店 千葉県成田市古込1-1 0476-34-6858
イオンモール北⼾田店 埼⽟県⼾田市美⼥木東1-3-1 048-449-5117
イオン⼤井店 埼⽟県ふじみ野市ふじみ野1-2-1 049-267-7055
イオン武蔵狭山店 埼⽟県狭山市入間川3-30-1 04-2900-8000
ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ志木店 埼⽟県志木市本町5-26-1 048-487-1863
ルミネ⼤宮店 埼⽟県さいたま市⼤宮区錦町630番地 048-658-0433
イオンモール川⼝前川店 埼⽟県川⼝市前川1-1-11 048-263-5488
アリオ深谷店 埼⽟県深谷市上柴町⻄4-2-14 048-551-1414
イオン入間店 埼⽟県入間市上藤沢462-1 04-2960-2170
ワカバウォーク店 埼⽟県鶴ヶ島市富⼠⾒1-2-1 ﾜｶﾊﾞｳｫｰｸ東棟2Fｸﾛｽｳｫｰｸ内 049-272-5810
イオンモール与野店 埼⽟県さいたま市中央区本町⻄5-2-9 048-851-6840
イオンモール浦和美園店 埼⽟県さいたま市緑区美園5-50-1 048-812-6751
イオンモール羽生店 埼⽟県羽生市川崎2-281-3 048-560-1131
浦和コルソ店 埼⽟県さいたま市浦和区高砂1-12-1 048-814-0065
コクーン新都心店 埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町4-267-2 048-600-4307
イオンレイクタウンmori店 埼⽟県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3-1-1　ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ　B街区(MORI) 048-990-1115
ピオニウォーク東松山店 埼⽟県東松山市あずま町四丁目3番地 0493-31-2231
⼤宮ステラタウン店 埼⽟県さいたま市北区宮原町1-854-1 048-669-3311
エキア朝霞店 埼⽟県朝霞市本町2-13-52 048-458-5431
熊谷ニットーモール店 埼⽟県熊谷市銀座2丁目245番 048-501-1818
イオン所沢店 埼⽟県所沢市東町5-22 04-2920-2788
イオンモール春日部店 埼⽟県春日部市下柳420-1 048-718-1153
アリオ上尾店 埼⽟県上尾市⼤字壱丁目367番地 048-780-0122
ベニバナウォーク桶川店 埼⽟県桶川市桶川都市計画事業下日出谷東 特定土地区画整理事業地内42街区1画地048-789-1201



ららぽーと富⼠⾒店 埼⽟県富⼠⾒市山室1丁目1313番　1F 049-268-0038
ビーンズ武蔵浦和店 埼⽟県さいたま市南区別所7-12-1 048-710-6161
アリオ川⼝店 埼⽟県川⼝市並木元町1-79 048-240-5076
イオンモール川⼝店 埼⽟県川⼝市安⾏領根岸3180 048-446-9010
ららぽーと新三郷店 埼⽟県三郷市新三郷ららシティ3-1-1　2F 048-951-5939
⼤宮すずらん通り店※1 埼⽟県さいたま市⼤宮区⼤門町1-18　ｷﾑﾗﾔﾋﾞﾙ1F 048-650-8815
モラージュ菖蒲店 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 048-085-3988
ヨドバシカメラさいたま新都心店※1埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町4-263-6 048-640-1588
イトーヨーカドー三郷店 埼⽟県三郷市ピアラシティ1-1-1 048-953-2225
イオンレイクタウンkaze店 埼⽟県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4-2-2 048-934-3395
東越谷店 埼⽟県越谷市東越谷7-24 048-969-6322
鉄板道場綱島店※1 神奈川県横浜市港北区綱島⻄1-9-9　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1F 045-717-8501
イオン茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71 0467-59-4781
横浜伊勢佐木町店※1 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-97　登美屋第3ﾋﾞﾙ 045-262-5365
イオン橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1 042-703-0848
LUSCA平塚店 神奈川県平塚市宝町1-1 0463-24-0720
イオン東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 045-438-2521
ウィング上⼤岡店 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-6-1 B1 045-849-7361
東急スクエア⻘葉台店 神奈川県横浜市⻘葉区⻘葉台2丁目1-1 B1 045-988-2480
まるい⾷遊館⼾塚店 神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町10 045-869-2025
⼩田原ダイナシティ店 神奈川県⼩田原市中⾥208 0465-45-0515
丸井溝⼝店 神奈川県川崎市高津区溝⼝1-4-1 044-850-2751
ミスターマックス藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5 0466-30-1830
ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 044-520-8925
相模⼤野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱ店 神奈川県相模原市南区相模⼤野3-8-1 042-767-5058
トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地　ﾄﾚｯｻ横浜南棟1階 045-533-5280
モザイクモール港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 045-914-2027
三和座間東原店 神奈川県座間市東原1-13-1 046-298-0830
テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 0466-38-2415
本厚木ミロード店 神奈川県厚木市泉町1-1 046-230-3032
ニトリモール相模原店 神奈川県相模原市南区⼤野台6-1-1 042-704-5455
LUSCA⼩田原店 神奈川県⼩田原市栄町1-1-9　駅ﾋﾞﾙﾗｽｶ2F 0465-21-3381
宮崎台店 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-12 044-871-6581
イオンモール⼤和店 神奈川県⼤和市下鶴間1-2-1 046-200-3573
グランツリー武蔵⼩杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 044-433-7501
ららぽーと海⽼名店 神奈川県海⽼名市扇町13-1 0462-92-7176
桜木町店※1 神奈川県横浜市中区野毛町2-81 045-250-5166
イオン久⾥浜店 神奈川県横須賀市久⾥浜5-13-1 046-884-9633
中央林間店 神奈川県⼤和市中央林間4-6-3 046-204-8567
ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1 0463-73-5828
横浜ワールドポーターズ店 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 045-222-2152
アリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区⼤山町1-22 042-703-4227
ビバモール厚木南インター店 神奈川県厚木市酒井1601-4 046-265-0313
新横浜店※1 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45　3F 045-620-6561
イオンモール座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4 046-204-7526
湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台5-15-8 0466-41-2105
関内店※1 神奈川県横浜市中区常盤町3-24　ｻﾝﾋﾞﾙ 045-680-6577

※対象店舗については変更する場合がございます。
※1　銀だこハイボール酒場


