
＊売り切れの際はご容赦ください

店名 住所 電話番号

ダイエー　瀬田店 滋賀県　大津市　一里山１－３－１ 077-545-5581

グルメシティ御坊店 和歌山県　御坊市　湯川町小松原２１２ 0738-24-0450

グルメシティ田辺ＳＣ店 和歌山県　田辺市　宝来町２４－２６ 0739-25-3311

グルメシティ　東陽店 和歌山県　田辺市　東陽４０－６ 0739-22-9443

グルメシティ　明洋店 和歌山県　田辺市　上の山２－１７－６ 0739-24-7556

グルメシティ　万呂店 和歌山県　田辺市　中万呂天王代１０８－１ 0739-26-4147

グルメシティ　新庄店 和歌山県　田辺市　新庄町２１５５－２ 0739-23-1147

グルメシティ　白浜店 和歌山県　西牟婁郡　白浜町　１３４９－１ 0739-42-3144

グルメシティ北山店 京都府　京都市　北区　紫竹西大門町３４ 075-493-1041

ダイエー桂南店 京都府　京都市　南区　久世上久世町４８５ 075-931-4711

グルメシティ　嵯峨店 京都府　京都市　右京区　嵯峨大覚寺門前八軒町８－３ 075-882-4147

グルメシティ上桂店 京都府　京都市　西京区　山田畑田町１０－１ 075-392-4147

イオンフードスタイル　東向日店 京都府　向日市　寺戸町小佃５－１ 075-933-1147

グルメシティ　加茂店 京都府　木津川市　南加茂台５－６ 0774-76-5861

グルメシティ　九条店 大阪府　大阪市　西区　境川１－５－３４ 06-6584-4741

グルメシティ　南森町店 大阪府　大阪市　北区　東天満２－９－４ 06-6353-7618

グルメシティ　都島本通店 大阪府　大阪市　都島区　都島本通３－２２－１０ 06-6923-6201

グルメシティ旭店 大阪府　大阪市　旭区　中宮１－１０－１５ 06-6952-4147

グルメシティ　我孫子店 大阪府　大阪市　住吉区　苅田５－１４－１３ 06-6699-5091

グルメシティ近畿　千船店 大阪府　大阪市　西淀川区　佃３－１２－１ 06-64750583

グルメシティ　鶴見店 大阪府　大阪市　鶴見区　諸口４－１０－１１ 06-69128111

グルメシティ長原店 大阪府　大阪市　平野区　長吉長原東３－１－１２ 06-67977407

グルメシティ　新大阪店 大阪府　大阪市　淀川区　西宮原１－８－３１ 06-63926661

グルメシティ　東三国店 大阪府　大阪市　淀川区　東三国３－１０－３ 06-63916421

ダイエー　西中島店 大阪府　大阪市　淀川区　木川東４－１－５ 06-63054183

グルメシティ深井駅前店 大阪府　堺市　中区　深井清水町３９９８ 072-278-7871

ダイエー北野田店 大阪府　堺市　東区　丈六１８３－１８ 072-234-3811

ダイエー　池田駅前店 大阪府　池田市　満寿美町２－２ 072-753-4147

グルメシティ　桜井店 大阪府　箕面市　桜井２－９－３３ 072-723-9211

ダイエー　曽根店 大阪府　豊中市　曽根東町３－３－１ 06-6862-3232

グルメシティ　庄内店 大阪府　豊中市　庄内西町２－２３－２３ 06-6336-4147

ダイエー　豊中駅前店 大阪府　豊中市　本町３－１－１５ 06-6846-4147

グルメシティ　江坂店 大阪府　吹田市　豊津町１０－７ 06-6380-0561

グルメシティ　公園前店 大阪府　吹田市　江坂町１－１８－１０ 06-6338-8991

グルメシティ　上穂積店 大阪府　茨木市　上穂積１－２－１４－１ 072-626-3751

ダイエー　摂津富田店 大阪府　高槻市　大畑町１３－１ 072-695-1147

グルメシティくずはモール店 大阪府　枚方市　楠葉花園町１５－１ 072-856-1235

グルメシティ　大和田店 大阪府　門真市　門真市野里町１０－４ 072-882-4147

グルメシティ　四条畷店 大阪府　大東市　北楠の里町２４－２０ 072-877-0771

グルメシティ　住道店 大阪府　大東市　赤井１－４－３ 072-871-7771

グルメシティ野崎店 大阪府　大東市　南津の辺町２４－２ 072-878-1161

グルメシティ八尾店 大阪府　八尾市　永畑町３－１－３０ 072-996-4711

ダイエー　光明池店 大阪府　和泉市　室堂町８４１－１ 072-556-0821

ダイエー泉大津店 大阪府　泉大津市　旭町２０－１ 072-533-4711

グルメシティ　瓢箪山店 大阪府　東大阪市　瓢箪山町３－２１ 072-984-6781

グルメシティ　長瀬店 大阪府　東大阪市　小若江２－８－３１ 06-6723-1185

グルメシティ　忍ヶ丘店 大阪府　四條畷市　岡山３－１－７ 072-879-2211

ダイエーおおとり店 大阪府　堺市　西区　鳳東町７丁７３３ 072-275-1147

グルメシティ　中もず店 大阪府　堺市　北区　中百舌鳥町３丁４２８－２ 072-251-4147

グルメシティ水無瀬店 大阪府　三島郡　島本町　江川２－３－１ 075-961-4147

グルメシティ本山店 兵庫県　神戸市　東灘区　岡本１－９－６ 078-451-1501

グルメシティ六甲アイランド店 兵庫県　神戸市　東灘区　向洋町中５－１５ 078-857-4741

ダイエー甲南店 兵庫県　神戸市　東灘区　本山南町８－７－１８ 078-431-4711

グルメシティ六甲道店 兵庫県　神戸市　灘区　深田町４－１－３９ 078-841-4651

グルメシティ灘店 兵庫県　神戸市　灘区　篠原南町６－１－３１ 078-861-8041

グルメシティ摩耶海岸通店 兵庫県　神戸市　灘区　摩耶海岸通２－３　２－１０１ 078-881-4741

ダイエー湊川店 兵庫県　神戸市　兵庫区　荒田町２－１８－２０ 078-531-1147

ダイエーグルメシティ新長田店 兵庫県　神戸市　長田区　久保町５－１－１　００１号 078-612-4711

グルメシティ長田店 兵庫県　神戸市　長田区　大塚町１－８－１１－１２０ 078-611-1147

ダイエー名谷店 兵庫県　神戸市　須磨区　中落合２－２－２ 078-791-2811

ダイエー板宿店 兵庫県　神戸市　須磨区　前池町３－４－１ 078-732-3661

ダイエー舞子店 兵庫県　神戸市　垂水区　舞子台６－２０－１７ 078-782-5115

グルメシティ小束山 兵庫県　神戸市　垂水区　小束山本町３－１－２ 078-785-4711

ダイエー鈴蘭台店 兵庫県　神戸市　北区　鈴蘭台南町６－１－４３ 078-593-1188

グルメシティひよどり台店 兵庫県　神戸市　北区　ひよどり台２－１－４ 078-741-4711

グルメシティポートアイランド店 兵庫県　神戸市　中央区　港島中町３－２－６ 078-302-5721

グルメシティ新神戸店 兵庫県　神戸市　中央区　北野町１－３　新神戸オリエンタルアベニュー地下３ 078-262-2262

ダイエー神戸三宮店 兵庫県　神戸市　中央区　雲井通６－１－１５ 078-291-0077

グルメシティ神戸学園店 兵庫県　神戸市　西区　学園西町１－４ 078-791-4147

ダイエー西神中央店 兵庫県　神戸市　西区　糀台５－３－４ 078-991-4147

グルメシティ芦屋浜店 兵庫県　芦屋市　高浜町６－１ 0797-32-8411

ダイエーグルメシティ東芦屋店 兵庫県　芦屋市　春日町２４－１５ 0797-22-6611

グルメシティ北鳴尾店 兵庫県　西宮市　学文殿町１－９－２０ 0798-47-4861

ダイエーグルメシティ夙川店 兵庫県　西宮市　羽衣町７－３０ 0798-36-3611

グルメシティ今津店 兵庫県　西宮市　今津山中町１１－９ 0798-23-4711

グルメシティ阪神西宮店 兵庫県　西宮市　田中町３－１ 0798-22-4147

グルメシティ西大島店 兵庫県　尼崎市　稲葉荘１－１－５ 06-641-88101

ダイエー塚口店 兵庫県　尼崎市　南塚口町２－１－３ 06-6427-4401

【【【【赤玉赤玉赤玉赤玉（（（（赤赤赤赤））））・・・・赤玉赤玉赤玉赤玉（（（（白白白白））））がががが買買買買えるおえるおえるおえるお店店店店】】】】



グルメシティ　尼崎大庄店 兵庫県　尼崎市　大庄西町４－１３－７ 06-6417-4147

グルメシティ小林店 兵庫県　宝塚市　福井町３２－２８ 0797-71-8851

ダイエー宝塚中山店 兵庫県　宝塚市　売布東の町２１－２２ 0797-86-4711

イオンフードスタイル川西店 兵庫県　川西市　多田桜木１－４－１ 0727-93-4811

グルメシティ西明石店 兵庫県　明石市　西明石南町１－４－１１ 078-923-7771

山陽マルナカ　富雄南店 奈良県　奈良市　石木町１００－１ 0742-52-3737

山陽マルナカ　此花店 大阪府　大阪市　此花区　伝法１－３－２６ 06-4804-5877

山陽マルナカ　住之江店 大阪府　大阪市　住之江区　西加賀屋１－２－３４ 06-4702-5191

山陽マルナカ　三国店 大阪府　大阪市　淀川区　十八条２－１８－４８ 06-6398-5531

山陽マルナカ　大東寺川店 大阪府　大東市　寺川３－８－２３ 072-870-2600

山陽マルナカ　泉佐野店 大阪府　泉佐野市　湊２－１６１６－２ 072-463-8900

山陽マルナカ　摂津店 大阪府　摂津市　東別府４－３－２７ 06-6827-3433

山陽マルナカ　東大阪店 大阪府　東大阪市　西岩田３－２－３ 06-6618-0101

山陽マルナカ　西宮店 兵庫県　西宮市　浜松原町２１－１ 0798-22-0500

リカーマウンテンあらいぜき店 滋賀県　大津市　黒津２－１５－１ 077-546-4117

リカーマウンテン西大津店 滋賀県　大津市　桜野町２－３－１２ 077-527-6128

リカーマウンテン雄琴店 滋賀県　大津市　雄琴６－１３－２７ 077-578-6265

リカーマウンテン膳所店 滋賀県　大津市　竜が丘４－３７ 077-527-1011

リカーマウンテン瀬田大江店 滋賀県　大津市　大江３丁目　８－１３ 077-547-3570

リカーマウンテン真野店 滋賀県　大津市　真野５丁目３１番２５号 077-571-1300

リカーマウンテン石山寺店 滋賀県　大津市　石山寺４－５ 077-531-0255

リカーマウンテン南草津店 滋賀県　草津市　南草津３－２－１ 077-567-3393

リカーマウンテン草津西店 滋賀県　草津市　野村町４－１－１６ 077-561-8626

リカーマウンテン笠山店 滋賀県　草津市　笠山５－３－２５ 077-569-4730

リカーマウンテン近江八幡店 滋賀県　近江八幡市　西庄町２０１８－１ 0748-32-5155

リカーマウンテン南彦根店 滋賀県　彦根市　小泉町８６６－１ 0749-21-4500

リカーマウンテン長浜店 滋賀県　長浜市　八幡東町浅ノ本４３５－２ 0749-68-2800

リカーマウンテン秦荘店 滋賀県　愛知郡　愛荘町　東出柳の北５０５ 0749-37-8291

リカーマウンテン本店 滋賀県　長浜市　五村　１９３ 0749-73-2205

リカーマウンテン商品部 滋賀県　長浜市　五村１９３ 0749-73-3030

リカーマウンテン高月店 滋賀県　長浜市　高月町井口下ワサ田１４００－１ 0749-85-8585

リカーマウンテン守山店 滋賀県　守山市　古高町３９５－３ 077-514-0801

リカーマウンテン甲西店 滋賀県　湖南市　吉永３３０－１ 0748-72-8335

リカーマウンテン水口店 滋賀県　甲賀市　水口町水口５５４６－１ 0748-63-6645

リカーマウンテン野洲店 滋賀県　野洲市　冨波乙８１０－４ 077-518-1800

リカーマウンテン安曇川店 滋賀県　高島市　安曇川町西万木２３０ 0740-32-8470

リカーマウンテン　安曇川店　卸部 滋賀県　高島市　安曇川町西万木２３０ 0740-32-8470

リカーマウンテン八日市店 滋賀県　東近江市　八日市本町４－１４ 0748-25-0245

リカーマウンテン能登川店 滋賀県　東近江市　林町１１０－１ 0748-42-7855

リカーマウンテン近江店 滋賀県　米原市　顔戸１３９２－１ 0749-52-5987

リカーマウンテン衣笠店 京都府　京都市　北区　平野上柳町２８－５ 075-466-5500

リカーマウンテン紫竹玄以店 京都府　京都市　北区　紫竹大門町１６－１ 075-494-3311

リカーマウンテン今出川堀川店 京都府　京都市　上京区　南舟橋町堀川通今出川上ル３８２　三井ビル２階 075-415-1272

リカーマウンテン神宮丸太町店 京都府　京都市　上京区　南町５３１－１ 075-256-8222

リカーマウンテン修学院店 京都府　京都市　左京区　一乗寺向畑町５３ 075-781-8139

リカーマウンテン岩倉幡枝店 京都府　京都市　左京区　岩倉幡枝町６８０ 075-706-0850

リカーマウンテン銀閣寺店 京都府　京都市　左京区　北白川下別当町２ 075-706-8444

リカーマウンテン里ノ前店 京都府　京都市　左京区　田中里ノ前町２１ 075-708-1100

リカーマウンテン岩倉忠在地店 京都府　京都市　左京区　岩倉忠在地町５４５ 075-706-5353

リカーマウンテン六角木屋町店 京都府　京都市　中京区　山崎町２３６－２　ルミエール・ド・三条ビル１Ｆ 075-253-5569

リカーマウンテンＲＡＫＺＡＮ三条御前店 京都府　京都市　中京区　西ノ京東月光町１－８ 075-842-5123

リカーマウンテン七条東山店 京都府　京都市　東山区　本町６－３ 075-532-0117

リカーマウンテン大宮四条店 京都府　京都市　下京区　綾大宮町４４ 075-812-5995

リカーマウンテン壬生川五条店 京都府　京都市　下京区　中堂寺西寺町３８－２ 075-803-1698

リカーマウンテン四条高瀬川店 京都府　京都市　下京区　真町９５ 075-256-8933

リカーマウンテン近鉄十条店 京都府　京都市　南区　西九条東柳ノ内町１ 075-693-5030

リカーマウンテン桂南店 京都府　京都市　南区　久世上久世町５２１ 075-925-0499

リカーマウンテン嵯峨野店 京都府　京都市　右京区　太秦開日町２０－９ 075-873-3393

リカーマウンテン梅津店 京都府　京都市　右京区　梅津北浦町２９ 075-863-5959

リカーマウンテン西京極店 京都府　京都市　右京区　西京極東池田町８ 075-325-6161

リカーマウンテン新堀川店 京都府　京都市　伏見区　北端町５２ 075-605-6363

リカーマウンテン醍醐石田店 京都府　京都市　伏見区　石田内里町６０－８ 075-575-3393

リカーマウンテン深草店 京都府　京都市　伏見区　深草西浦町４－８３ 075-646-2700

リカーマウンテン横大路店 京都府　京都市　伏見区　横大路天王前９－１ 075-623-4300

リカーマウンテン醍醐和泉店 京都府　京都市　伏見区　醍醐和泉町２９－６ 075-573-5703

リカーマウンテン山科新十条店 京都府　京都市　山科区　西野山中鳥井町６９－３ 075-583-6577

リカーマウンテン四ノ宮店 京都府　京都市　山科区　四ノ宮神田町１６ 075-594-8400

リカーマウンテン洛西店 京都府　京都市　西京区　大原野西竹の里町１－１９－３ 075-322-0760

リカーマウンテン黄檗店 京都府　宇治市　五ケ庄平野５１－１ 077-432-4105

リカーマウンテン宇治填島店 京都府　宇治市　槇島町本屋敷２３ 077-428-6533

リカーマウンテン城陽平川店 京都府　城陽市　平川西六反５５－４ 077-456-7025

リカーマウンテン向日町店 京都府　向日市　寺戸町南垣内４－３ 075-924-0051

リカーマウンテン長岡京店 京都府　長岡京市　開田１－１７－３８ 075-959-6200

リカーマウンテン八幡店 京都府　八幡市　八幡吉原２－１ 075-972-1235

リカーマウンテン三山木店 京都府　京田辺市　三山木柳ケ町５０－１ 077-468-1125

リカーマウンテン精華学研店 京都府　相楽郡　精華町　精華台３－１２－１３ 077-498-3385

リカーマウンテン京橋店 大阪府　大阪市　都島区　東野田町３－７－５ 06-4800-1700

リカーマウンテン花博通店 大阪府　大阪市　鶴見区　鶴見５－７－７ 06-4257-9292

リカーマウンテン高槻柳川店 大阪府　高槻市　柳川町１－１－８ 072-697-1166

リカーマウンテン津田店 大阪府　枚方市　野村中町５－１ 072-859-1986

リカーマウンテン牧野店 大阪府　枚方市　牧野下島町１－５ 072-866-6868

リカーマウンテン寝屋南店 大阪府　寝屋川市　寝屋南２－１－２８ 072-811-7888

リカーマウンテン古川橋店 大阪府　門真市　末広町１－１３ 06-6780-2300

リカーマウンテン井高野店 大阪府　摂津市　別府３－１９－１５ 06-6829-2330


