
店舗名 都道府県 販売内容 郵便番号 住所 電話番号

池袋店 東京都 樽生 170-0013 豊島区東池袋１１２１３ 03-5954-7248

池袋⻄⼝店 東京都 樽生 171-0021 豊島区⻄池袋１２４１ 03-5956-8489

新宿南⼝店 東京都 樽生 160-0023 新宿区⻄新宿１１８１７ 03-5325-6467

四谷駅前店 東京都 樽生 160-0004 新宿区四谷１３ 03-5367-2809

八丁堀店 東京都 樽生 104-0032 中央区八丁堀4-9-13ニチレックビル　１F 03-3537-7367

モリタウン昭島店 東京都 樽生 196-0014 昭島市田中町５６２１ 042-549-1338

秋葉原店 東京都 樽生 101-0021 千代田区外神田１４１１旅籠町橋⾼架下１０号 03-5207-8021

田園調布店 東京都 樽生 145-0071 大田区田園調布３２５１７ 03-5483-7095

恵比寿駅前店 東京都 樽生 150-0021 渋谷区恵比寿⻄１９４ 03-5456-4904

渋谷道玄坂店 東京都 樽生 150-0043 渋谷区道玄坂２１６６ 03-5459-7891

⻘砥駅店 東京都 缶 124-0000 葛飾区⻘砥３３６１⻘砥ショッピングセンター内 03-5680-7227

北千住ミルディス店 東京都 缶 120-0034 ⾜⽴区千住３９２ミルディス１階フードコート内 03-5813-2772

二子玉川店 東京都 缶 158-0094 世田谷区玉川２２２１３ 03-5491-4191

平和島店 東京都 缶 143-0016 大田区大森北６１３１１ 03-5762-7331

練馬駅前店 東京都 缶 176-0012 練馬区豊玉北５１９１３ 03-5999-7313

石神井公園店 東京都 缶 177-0041 練馬区石神井町３２０１６ 03-5372-7335

アリオ北砂店 東京都 缶 136-0073 江東区北砂２１７１アリオ北砂モール１階 03-5635-3721

アーバンドックららぽーと豊洲店 東京都 缶 135-0061 江東区豊洲2-4-9ららぽーと豊洲内　マリーナキッチン 03-5547-5762

小岩店 東京都 缶 133-0056 江⼾川区南小岩６３１１９ 03-5693-7282

浅草店 東京都 缶 111-0032 台東区浅草１１１７ 03-5246-7174

上野池ノ端店 東京都 缶 110-0005 台東区上野２１２２３ 03-5818-8484

新小岩店 東京都 缶 124-0024 葛飾区新小岩１４８５ 03-5661-2558

平井店 東京都 缶 132-0035 江⼾川区平井５２１１２ 03-5247-7319

三ノ輪店 東京都 缶 116-0003 荒川区南千住５３１６ 03-5615-0026

イトーヨーカドー曳舟店 東京都 缶 131-0046 墨田区京島１２１ 03-5655-5362

日本橋人形町店 東京都 缶 103-0013 中央区日本橋人形町二丁目６番２ 03-5643-5762

赤羽東⼝店 東京都 缶 115-0045 北区赤羽１１３２丸玉ビル 03-5249-7189

王子店 東京都 缶 114-0002 北区王子１１６６ＫＦＣビル１Ｆ 03-5390-7705

大山店 東京都 缶 173-0014 板橋区大山東町５９２江⼝ビル 03-5248-7069

⾼島平店 東京都 缶 175-0082 板橋区⾼島平８４２プラザタカシマ 03-5399-7532

荻窪店 東京都 缶 167-0043 杉並区上荻１８１０ 03-5397-7323

中野店 東京都 缶 164-0001 中野区中野５６２６ 03-5380-7106

⾼円寺店 東京都 缶 166-0003 杉並区⾼円寺南３７０１ 03-5373-7282

吉祥寺南⼝店 東京都 缶 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町１４１ 0422-70-7192

永福町店 東京都 缶 168-0063 杉並区和泉３４２ 03-5376-7162

国分寺店 東京都 缶 185-0012 国分寺市本町２１０６ 042-359-7501

国⽴店 東京都 缶 186-0004 国⽴市中１１６３４ 042-580-7282

武蔵小⾦井店 東京都 缶 184-0004 小⾦井市本町５１３６ソナーレ小⾦井 042-380-4214

⽴川店 東京都 缶 190-0012 ⽴川市曙町２１２１６ 042-528-7322

⽴川南⼝店 東京都 缶 190-0023 ⽴川市柴崎町３７２６ 042-528-7588

⻄武拝島店 東京都 缶 196-0001 昭島市美堀町５２１２ 042-549-0038

成城店 東京都 缶 157-0066 世田谷区成城２３５１０ 03-5494-7339

経堂店 東京都 缶 156-0052 世田谷区経堂２３１木津ビル 03-5477-7316

京王永山店 東京都 缶 206-0025 多摩市永山１１８１１階　１２１区画 042-389-7635

新橋店 東京都 缶 105-0004 港区新橋３１６２４ 03-5777-3358

三田店 東京都 缶 108-0014 港区芝5-14-15 03-5442-8814

蒲田店 東京都 缶 144-0051 大田区⻄蒲田７６７５ 03-5711-7738

武蔵小山店 東京都 缶 142-0063 品川区荏原３４１６ 03-5749-1302

蒲田東⼝店 東京都 缶 144-0052 大田区蒲田５２３１ 03-5714-5502

三軒茶屋店 東京都 缶 154-0004 世田谷区太子堂４２３１５ 03-5486-7449

五反田店 東京都 缶 141-0022 品川区東五反田５２７６第一五反田ビル 03-5791-2834



祐天寺店 東京都 缶 153-0052 目⿊区祐天寺２１５⾼坂ビル 03-5722-7026

桜美林学園前店 東京都 缶 194-0034 町田市根岸町1008-23 042-789-6702

ミスターマックス町田多摩境ＳＣ店 東京都 缶 194-0215 町田市小山ヶ丘６１１０ 042-775-6016

野庭丸山台店 神奈川県 樽生 233-0013 横浜市港南区丸山台２３３２２ 045-840-1538

大船東⼝店 神奈川県 樽生 247-0056 鎌倉市大船１５８ 0467-41-1877

溝ノ⼝店 神奈川県 樽生 213-0001 川崎市⾼津区溝⼝１１０１ 044-820-1232

伊勢佐木町店 神奈川県 樽生 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町１２１ 045-232-1626

ＯＳＣ湘南店 神奈川県 缶 254-0807 平塚市代官町３３１Ｄ１０４ 0463-25-2386

本牧店 神奈川県 缶 231-0821 横浜市中区本牧原１５６ 045-629-1197

川崎アゼリア店 神奈川県 缶 210-0007 川崎市川崎区駅前本町２６２川崎地下街アゼリア２０２３ 044-210-1743

⾦沢⽂庫店 神奈川県 缶 236-0016 横浜市⾦沢区谷津町３８４ 045-780-1424

ウイング上大岡店 神奈川県 缶 233-0002 横浜市港南区上大岡⻄１６１ウィング上大岡Ｂ１３１ 045-848-7861

横浜ポルタ店 神奈川県 缶 220-0011 横浜市⻄区⾼島２１６　Ｂ１ 045-440-5506

インレット小杉店 神奈川県 缶 211-0063 川崎市中原区小杉町２２７１１ 044-739-0665

向ケ丘遊園店 神奈川県 缶 214-0014 川崎市多摩区登⼾２７３７８ 044-931-1264

百合ヶ丘店 神奈川県 缶 215-0011 川崎市麻生区百合ケ丘１２１小田急マルシエビル 044-959-1078

新百合ヶ丘店 神奈川県 缶 215-0021 川崎市麻生区上麻生１２０１アコルデ 044-959-5051

センター南駅サウスウッド店 神奈川県 缶 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央6番１号サウスウッド１階 045-948-5513

相模原中央店 神奈川県 缶 252-0239 相模原市中央区中央２１３１ 042-769-7892

相模原大野台店 神奈川県 缶 252-0331 相模原市南区大野台６５１４ 042-769-7909

アピタ⻑津田店 神奈川県 缶 226-0018 横浜市緑区⻑津田みなみ台４７１ 045-988-0478

アリオ橋本店 神奈川県 缶 252-0146 相模原市緑区大山町１アリオ橋本１Ｆフードコート 042-700-0761

洋光台店 神奈川県 缶 235-0045 横浜市磯子区洋光台５１３５ 045-830-1426

磯子店 神奈川県 缶 235-0023 横浜市磯子区森１６ 045-759-1270

⼾塚店 神奈川県 缶 244-0003 横浜市⼾塚区⼾塚町５５ 045-860-2146

プララ杉田店 神奈川県 缶 235-0033 横浜市磯子区杉田１１７１ 045-778-9169

クイーンズスクエア横浜アット店 神奈川県 缶 220-0012 横浜市⻄区みなとみらい２３８クイーンズスクエア横浜アット２ｎｄ１階 045-650-1013

中山店 神奈川県 缶 226-0013 横浜市緑区寺山町５９中山駅ビル 045-930-1571

ショッパーズプラザ横須賀店 神奈川県 缶 238-0041 横須賀市本町２１１２ 046-820-1173

せんげん台店 埼玉県 缶 343-0041 越谷市千間台⻄１６７千間台駅ビル内 048-973-1362

和光市駅店 埼玉県 缶 351-0114 和光市本町４６ 048-460-1351

朝霞台店 埼玉県 缶 351-0022 朝霞市東弁財１４１７ 048-470-1279

浦和六辻店 埼玉県 缶 336-0024 さいたま市南区根岸５２４６ 048-836-1369

イトーヨーカドー錦町店 埼玉県 缶 335-0005 蕨市錦町１１２１ 048-447-6343

川越マイン店 埼玉県 缶 350-1122 川越市脇田町103東武マイン内 049-229-3461

南浦和店 埼玉県 缶 336-0017 さいたま市南区南浦和２３９１６第五大雄ビル１Ｆ 048-811-1068

浦和仲町店 埼玉県 缶 330-0062 さいたま市浦和区仲町１２７ 048-814-0656

南アルプスガーデン店 山梨県 缶 400-0305 南アルプス市十五所1423-4南アルプスガーデン内 055-280-8500


