
都道府県 店名 〒 住所 ☎ 都道府県 店名 〒 住所 ☎
北海道 イオン札幌桑園店 060-0008 北海道 札幌市中央区北8条西14-28 ｲｵﾝ札幌桑園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F (011)204-7273 LINKS UMEDA店 530-0011 大阪府 大阪市北区大深町1-1 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ梅田店7F (06)6373-1371

ｲｵﾝﾓｰﾙ利府店 981-0114 宮城県 宮城郡利府町新中道3-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館3F (022)349-1760 ベルファ都島店 534-0016 大阪府 大阪市都島区友渕町2-13-34 ﾍﾞﾙﾌｧ都島店2F (06)6929-3841
ｲｵﾝﾓｰﾙ石巻店 986-0866 宮城県 石巻市茜平4-104 ｲｵﾝﾓｰﾙ石巻1F (0225)92-1325 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地店 538-0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見4-17-1-337 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地3F (06)6915-1546
新小岩銀座店 124-0024 東京都 葛飾区新小岩1-48-3 (03)3652-8585 勝山店 544-0033 大阪府 大阪市生野区勝山北1-22-9 (06)6741-8875
イオン葛西店 134-0088 東京都 江戸川区西葛西3-9-19 ｲｵﾝ葛西店3F (03)3689-1789 大阪本店 545-0034 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3 (06)4399-2301
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店 143-0016 東京都 大田区大森北2-13-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F (03)6404-9581 阿倍野店 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾎﾟﾛ1F (06)6649-0133
学芸大学店 152-0004 東京都 目黒区鷹番2-19-23 (03)3791-4671 イオン喜連瓜破店 547-0024 大阪府 大阪市平野区瓜破2-1-13 ｲｵﾝ喜連瓜破ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F (06)6760-1835
自由が丘店 152-0031 東京都 目黒区中根1-21-1 (03)5701-4141 大正千島店 551-0003 大阪府 大阪市大正区千島1-23-115 千島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ内 (06)6555-0707
下北沢店 155-0031 東京都 世田谷区北沢2-30-3 (03)3465-0255 弁天町店 552-0007 大阪府 大阪市港区弁天1-2-4-200 大阪ﾍﾞｲﾀﾜｰｳｪｽﾄ2F (06)6577-1270
イオン板橋店 175-0083 東京都 板橋区徳丸2-6-1 ｲｵﾝ板橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F (03)5920-2501 ｲｵﾝﾀｳﾝ豊中緑丘店 560-0002 大阪府 豊中市緑丘4-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ豊中緑丘1F (06)6841-0634
石神井店 177-0045 東京都 練馬区石神井台6-15-3 (03)3924-3033 東豊中店 560-0003 大阪府 豊中市東豊中町5-1-12 (06)6841-7130
ｸﾞﾗﾝｴﾐｵ大泉学園店 178-0063 東京都 練馬区東大泉1-28-1 ｸﾞﾗﾝｴﾐｵ大泉学園2F (03)5935-6371 曽根店 561-0802 大阪府 豊中市曽根東町3-3-1 ﾀﾞｲｴ-曽根店5F (06)6864-1841
イオン練馬店 179-0072 東京都 練馬区光が丘5-1-1 イオン練馬店3F (03)3975-0117 庄内店 561-0832 大阪府 豊中市庄内西町2-23-23 ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ庄内店2F (06)6332-9314
ヨドバシ吉祥寺店 180-0004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ吉祥寺6F (0422)23-5087 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店 562-0034 大阪府 箕面市西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ CENTER2F (072)730-0393
アスタ田無駅前店 188-0011 東京都 西東京市田無町2-1-1 ｱｽﾀ1F (042)460-2255 箕面牧落店 562-0041 大阪府 箕面市桜4-18-8 (072)721-5328
南大沢店 192-0364 東京都 八王子市南大沢2-28-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店4F (042)677-7066 吹田店 564-0027 大阪府 吹田市朝日町2-101 吹田さんくす2番館1F  ｲｵﾝ吹田専門店街(06)6381-2868
八王子店 193-0941 東京都 八王子市狭間町1462-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八王子店3F (042)669-0951 千里山田店 565-0821 大阪府 吹田市山田東1-2-18 (06)6878-7751
聖蹟桜ヶ丘OPA店 206-0011 東京都 多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA2F (042)376-3582 イオン北千里店 565-0874 大阪府 吹田市古江台4-2-50 ｲｵﾝ北千里店6F (06)4863-0207
新百合丘店 215-0021 神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘OPA5F (044)965-8253 ｲｵﾝﾓｰﾙ茨木店 567-0033 大阪府 茨木市松ヶ本町8-30 ｲｵﾝﾓｰﾙ茨木店3F (072)626-8131
ヨドバシ横浜店 220-0004 神奈川県 横浜市西区北幸1-2-7 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ横浜ビル7F (045)290-7117 阪急茨木店 567-0816 大阪府 茨木市永代町1-5 ｾﾝﾄﾛｻｳﾞｨｱ1F (072)623-0640
横浜本店 224-0032 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 (045)944-2701 関西スーパー西冠店 569-0055 大阪府 高槻市西冠3-29-7 関西ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ西冠店1F (072)670-1156
港南台店 234-0054 神奈川県 横浜市港南区港南台3-1-2 ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ港南台店3F (045)831-1564 イオン高槻店 569-0093 大阪府 高槻市萩之庄3-47-2 ｲｵﾝ高槻店3F (072)669-5496
COASKA横須賀店 238-0041 神奈川県 横須賀市本町2-1-12 ｺｰｽｶ・ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ・ｽﾄｱｰｽﾞ3F (046)821-2420 高槻緑が丘店 569-1026 大阪府 高槻市緑が丘3-18-1 (072)687-8580
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店 242-0001 神奈川県 大和市下鶴間1-3-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店3F (046)200-0234 摂津富田店 569-1144 大阪府 高槻市大畑町13-1 ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ摂津富田店1F (072)695-9300
Ａ東戸塚店 244-8534 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町537-1 ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ東戸塚2F (045)828-2471 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2F (06)4252-3571
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店 245-0015 神奈川県 横浜市泉区中田西1-1-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店2F (045)806-0581 古川橋駅前店 571-0030 大阪府 門真市末広町41-2 ｲｵﾝ古川橋駅前店3F (06)6909-5585
湘南ﾓｰﾙ藤沢店 251-0042 神奈川県 藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南ﾓｰﾙFILL2F (0466)31-6380 門真巣本店 571-0073 大阪府 門真市北巣本町38-1 (072)886-1102
ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店 252-0012 神奈川県 座間市広野台2丁目10-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ座間2F (046)240-0437 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ香里園店 572-0028 大阪府 寝屋川市日新町5-5 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ香里園1F (072)835-0181
イオン橋本店 252-0143 神奈川県 相模原市緑区橋本6-2-1 ｲｵﾝ橋本店5F (042)700-1851 東香里店 572-0801 大阪府 寝屋川市寝屋1-3-9 (072)821-1694
アリオ橋本店 252-0146 神奈川県 相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本2F (042)774-1851 枚方店 573-0026 大阪府 枚方市朝日丘町1-8 (072)841-3741
イオン相模原店 252-0344 神奈川県 相模原市南区古淵2-10-1 ｲｵﾝ相模原店1F (042)769-7680 フォレオ枚方店 573-1131 大阪府 枚方市高野道1-20-10 ﾌｫﾚｵひらかた店1F (072)850-4658
綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞ店 252-1103 神奈川県 綾瀬市深谷3734－1 綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F (0467)70-6714 ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷店 575-0001 大阪府 四條畷市砂4-3-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷2F (072)800-6197
ラスカ平塚店 254-0034 神奈川県 平塚市宝町1-1 ﾗｽｶ平塚4F (0463)71-5281 東大阪花園店 578-0983 大阪府 東大阪市吉田下島2-20 (072)967-1871
ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ千葉⾧沼店 263-0005 千葉県 千葉市稲毛区⾧沼町330-50 ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ千葉⾧沼店2F (043)215-1511 イズミヤ松原店 580-0016 大阪府 松原市上田6-4-8 ｲｽﾞﾐﾔ松原店3F (072)290-7402
鎌取店 266-0031 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3-16-3 鎌取プチコア1F (043)300-5231 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ八尾店 581-0023 大阪府 八尾市都塚4丁目1018 (072)943-2687
あすみが丘店 267-0066 千葉県 千葉市緑区あすみが丘7-1 あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ1F (043)205-1361 藤井寺店 583-0027 大阪府 藤井寺市岡1-4-18 (072)939-2498
八柱店 270-2253 千葉県 松戸市日暮1-15-3 藤義ﾋﾞﾙ1F (047)387-4891 羽曳野店 583-0861 大阪府 羽曳野市西浦3-5-3 (072)956-6605
ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 272-0015 千葉県 市川市⿁高1-1-1 ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ3F (047)376-6881 コノミヤ富田林店 584-0092 大阪府 富田林市昭和町1-7-1 ｺﾉﾐﾔ富田林店西館 (0721)26-8071
ｲｵﾝ高根木戸店 274-0063 千葉県 船橋市習志野台1-1-5 ｲｵﾝ高根木戸店3F (047)467-3986 河内⾧野店 586-0016 大阪府 河内⾧野市西代町8-1 (0721)54-0384
ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼店 275-0016 千葉県 習志野市津田沼1-23-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼3F (047)403-1660 泉ヶ丘店 590-0115 大阪府 堺市南区茶山台1-2 ｼｮｯﾌﾟﾀｳﾝ泉ヶ丘店1F (072)291-0962
モリシア津田沼店 275-0026 千葉県 習志野市谷津1-16-１ ﾓﾘｼｱ津田沼1F (047)477-3568 泉北パンジョ店 590-0115 大阪府 堺市南区茶山台1-3-1　 ﾊﾟﾝｼﾞｮ3F (072)290-2505
ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘店 276-0049 千葉県 八千代市緑が丘2-1-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘3F (047)458-5426 大仙店 590-0801 大阪府 堺市堺区大仙中町1-1 (072)243-7250
臼井店 285-0837 千葉県 佐倉市王子台1-23 ﾚｲｸﾋﾟｱ臼井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-2F (043)461-1206 高石店 592-0012 大阪府 高石市西取石8-8-7 (072)261-3589
ｲｵﾝﾀｳﾝユーカリが丘店 285-0850 千葉県 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 ｲｵﾝﾀｳﾝユーカリが丘2F (043)312-0662 イオンそよら新金岡店 591-8021 大阪府 堺市北区新金岡町4-1-11 そよら新金岡2F (072)250-9677
アピタ木更津店 292-0038 千葉県 木更津市ほたる野4-2-48 ｱﾋﾟﾀ木更津店2F (0438)30-9461 深井駅前店 599-8273 大阪府 堺市中区深井清水町3823 (072)277-2350
⾧浦店 299-0246 千葉県 袖ヶ浦市⾧浦駅前1-7 イオン⾧浦店1F (0438)62-2235 ｳｲﾝｸﾞｽおおとり店 593-8324 大阪府 堺市西区鳳東町7-733 おおとりｳｲﾝｸﾞｽ2F (072)275-0712

茨城県 ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原店 319-0317 茨城県 水戸市内原2-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原3F (029)259-1312 アリオ鳳店 593-8325 大阪府 堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳ｱﾘｵﾓｰﾙ3F (072)271-3975
イオン大宮店 331-0825 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2-574-1 ｲｵﾝ大宮店2F (048)653-0715 和泉中央店 594-0041 大阪府 和泉市いぶき野5-1-11 ｴｺｰﾙ･いずみ2F (0725)57-5871
ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店 333-0842 埼玉県 川口市前川1-1-11-240 ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川2F (048)263-5178 和泉府中店 594-0071 大阪府 和泉市府中町850-1 (0725)46-7161
草加マルイ店 340-0015 埼玉県 草加市高砂2-9-1 草加ﾏﾙｲ2F (048)925-1757 ダイエー光明池店 594-1101 大阪府 和泉市室堂町841-1　　 ﾀﾞｲｴｰ光明池店3F (0725)50-6527
新座店 352-0011 埼玉県 新座市野火止6-3-22 (048)478-8680 和泉万町店 594-1104 大阪府 和泉市万町1050 (0725)50-5365
ｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮店 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町1-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮2F (0544)68-7224 ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉4F 47400 (0725)90-4321
イオン清水店 424-0871 静岡県 静岡市清水区上原1-6-16 ｲｵﾝ清水店2F (054)344-2661 岸和田ｶﾝｶﾝ店 596-0014 大阪府 岸和田市港緑町3-1 岸和田ｶﾝｶﾝ ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾓｰﾙEAST 2F (072)438-3807
イオン浜松西店 432-8061 静岡県 浜松市西区入野町6244-1 ｲｵﾝ浜松西ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F (053)449-2953 ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野店 598-0021 大阪府 泉佐野市日根野2496-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野2F (072)468-1401
ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店 435-0052 静岡県 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野2F (053)468-1838 いこらも～る泉佐野店 598-0062 大阪府 泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野2F (072)469-3603
バロー豊橋店 440-0851 愛知県 豊橋市前田南町2-17-2 ﾊﾞﾛｰ豊橋店1F (0532)55-2850 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 ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸ天美1F (072)349-7781
イオン豊橋南店 441-8124 愛知県 豊橋市野依町落合1-12 ｲｵﾝ豊橋南店2F (0532)29-3230 京都ヨドバシ店 600-8216 京都府 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町590-2京都ヨドバシ5F (075)361-2081
岡崎上地店 444-0823 愛知県 岡崎市上地5-1-1 (0564)58-0667 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店 601-8601 京都府 京都市南区久世高田町376－1 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川3F (075)754-6278
イオン岡崎南店 444-0840 愛知県 岡崎市戸崎町字ばら山1-1　 ｲｵﾝ岡崎南店3F (0564)57-2355 北山通小山店 603-8111 京都府 京都市北区小山東元町25 鴨川北山橋ﾋﾞﾙ1F (075)495-4460
岡崎大西店 444-0871 愛知県 岡崎市大西3-9-2 (0564)25-6010 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条店 615-0035 京都府 京都市右京区西院追分町25-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3F (075)874-2223
碧南店 447-0042 愛知県 碧南市中後町2-57 (0566)46-5121 ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原店 619-0223 京都府 木津川市相楽台1-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原3F (0774)75-2533
mozo ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店 452-0817 愛知県 名古屋市西区二方町40-452 mozo ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F (052)503-8125 東舞鶴店 625-0057 京都府 舞鶴市南浜町27-5 らぽ-る1F (0773)66-1360
中村本店 453-0834 愛知県 名古屋市中村区豊国通4-3 (052)461-1156 東生駒店 630-0201 奈良県 生駒市小明町551-1 (0743)73-1701
中川太平通店 454-0838 愛知県 名古屋市中川区太平通2-1 (052)354-1301 南生駒店 630-0223 奈良県 生駒市小瀬町88 DCMダイキ南生駒店前 (0743)76-5891
当知店 455-0806 愛知県 名古屋市港区明正1-226 (052)384-5801 ならファミリー店 631-0821 奈良県 奈良市西大寺東町2-4-1 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ奈良2F (0742)33-4670
ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋店 457-0012 愛知県 名古屋市南区菊住1-7-10 ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋1F (052)824-5202 橿原店 634-0062 奈良県 橿原市御坊町97-1 (0744)29-0921
薬師通店 457-0016 愛知県 名古屋市南区汐田町11-17 (052)825-2321 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原店 634-0837 奈良県 橿原市曲川町7-20-1-305 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F (0744)21-8216
鳴海店 458-0835 愛知県 名古屋市緑区鳴海町上汐田16 (052)624-2545 真美ケ丘店 635-0832 奈良県 北葛城郡広陵町馬見中4-1 ｴｺ-ﾙ･ﾏﾐ北館1F (0745)55-5203
名城本店 462-0847 愛知県 名古屋市北区金城4-14-20 (052)917-1802 法隆寺店 636-0105 奈良県 生駒郡斑鳩町東福寺1-1-1 (0745)75-7588 
四軒家店 463-0033 愛知県 名古屋市守山区森孝東1-401 (052)775-1016 ラスパ西大和店 639-0214 奈良県 北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-1 ﾗｽﾊﾟ西大和1F (0745)43-8541
小幡店 463-0057 愛知県 名古屋市守山区中新11-2 (052)792-1541 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店 639-1101 奈良県 大和郡山市下三橋町741 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山2F (0743)52-7532
星ヶ丘打越店 464-0801 愛知県 名古屋市千種区星ヶ丘2-76 (052)782-8692 HAT神戸店 651-0073 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 ブルメールHAT神戸2F (078)241-3711
ｲｵﾝﾀｳﾝ千種店 464-0858 愛知県 名古屋市千種区千種2-16-13 ｲｵﾝﾀｳﾝ千種2F (052)734-5342 鈴蘭台店 651-1114 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台西町5-21-4 (078)594-2824
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 ｲｵﾝ八事店4F (052)836-7080 神戸北町店 651-1233 兵庫県 神戸市北区日の峰2-6-1 ｺｱｷﾀﾏﾁｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-2F (078)581-6086
川原通店 466-0853 愛知県 名古屋市昭和区川原通7-8 (052)763-3422 岡場駅前店 651-1313 兵庫県 神戸市北区有野中町1-16-2 (078)981-8558
天白植田店 468-0053 愛知県 名古屋市天白区植田南2-101 (052)846-0266 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店 651-1515 兵庫県 神戸市北区上津台8-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3F (078)595-7621
東郷店 470-0152 愛知県 愛知郡東郷町北山台4-2-3 (0561)38-7101 西神南店 651-2242 兵庫県 神戸市西区井吹台東町1-1 ｾﾘｵ1F (078)997-1227
豊田平芝店 471-0065 愛知県 豊田市平芝町3-13-10 (0565)35-6521 西神中央店 651-2273 兵庫県 神戸市西区糀台5-3-4 ﾀﾞｲｴｰ西神中央店3F (078)991-7167
ｲｵﾝｽﾀｲﾙ豊田店 471-0864 愛知県 豊田市広路町1-1 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ豊田店2F (0565)85-0021 三宮オーパ２店 651-8502 兵庫県 神戸市中央区雲井通6-1-15 三宮オーパ２ 4F (078)261-2417
知立店 472-0045 愛知県 知立市⾧篠町大山18-1　 ｷﾞｬﾗﾘｴ ｱﾋﾟﾀ知立2F (0566)83-8228 新⾧田店 653-0038 兵庫県 神戸市⾧田区若松町5-5-1 東急プラザ新⾧田1F (078)643-3966
加木屋店 477-0032 愛知県 東海市加木屋町白拍子115-1 (0562)33-7033 リファーレ横尾店 654-0131 兵庫県 神戸市須磨区横尾1-5 ﾘﾌｧ-ﾚ横尾2F (078)741-8063
知多店 478-0017 愛知県 知多市新知字宝泉坊7 (0562)56-7571 垂水多聞店 655-0001 兵庫県 神戸市垂水区多聞町字小束山868-1376万代垂水多聞店1F (078)797-8521
小牧駅前店 485-0041 愛知県 小牧市小牧1870-1 (0568)71-1028 舞子店 655-0046 兵庫県 神戸市垂水区舞子台6-10-20 (078)785-1118
勝川新町店 486-0928 愛知県 春日井市妙慶町2-110 (0568)34-6623 垂水名谷店 655-0852 兵庫県 神戸市垂水区名谷町字猿倉69-1 (078)707-5010
高蔵寺店 487-0016 愛知県 春日井市高蔵寺町北2-155 (0568)52-2752 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ洲本店 656-0021 兵庫県 洲本市塩屋1-1-8 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ洲本店1F (0799)23-1668
瀬戸店 489-0928 愛知県 瀬戸市東寺山町188-1 (0561)21-0812 東灘甲南店 658-0082 兵庫県 神戸市東灘区魚崎北町5-3-11 (078)453-3818
一宮緑店 491-0862 愛知県 一宮市緑3-10-28 (0586)25-2551 塚口店 661-0012 兵庫県 尼崎市南塚口町2-1-1 塚口さんさんﾀｳﾝ一番館3F (06)6428-0013
蟹江店 497-0034 愛知県 海部郡蟹江町本町5-28-1 (0567)96-5775 尼崎次屋店 661-0965 兵庫県 尼崎市次屋2-11-12 (06)4960-0631
関店 501-3296 岐阜県 関市倉知516 ﾏ-ｺﾞ2F (0575)21-0230 ダイエー西宮店 662-0923 兵庫県 西宮市浜松原町21-1 ダイエー西宮店2F (0798)22-6773
三田洞店 502-0005 岐阜県 岐阜市岩崎974 (058)237-2376 夙川店 662-0042 兵庫県 西宮市分銅町6-31 (0798)22-3661
正木店 502-8521 岐阜県 岐阜市正木中1-2-1 ﾏｰｻ21ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-1F (058)295-2159 西宮高木店 663-8033 兵庫県 西宮市高木東町39-3 (0798)65-8817
蘇原店 504-0855 岐阜県 各務原市蘇原新栄町3-32-1 (058)371-5480 マルナカ西宮店 662-0923 兵庫県 西宮市浜松原町21-1 マルナカ西宮店2F (0798)22-6773
ｲｵﾝｽﾀｲﾙ大津京店 520-0025 滋賀県 大津市皇子が丘3-11-1 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ大津京3F (077)528-5696 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 伊丹市池尻4-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽2F (072)771-1258
ｲｵﾝ近江八幡店 523-0891 滋賀県 近江八幡市鷹飼町190-9 ｲｵﾝ近江八幡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2番街2F (0748)37-8631 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店 664-0847 兵庫県 伊丹市藤ノ木1-1-1-319 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F (072)771-3005
草津店 525-0025 滋賀県 草津市西渋川1-23-30 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津1F (077)561-6487 伊丹店 664-0875 兵庫県 伊丹市野間北3-1-10 (072)785-3698
ｲｵﾝﾓｰﾙ草津店 525-0067 滋賀県 草津市新浜町300 ｲｵﾝﾓｰﾙ草津3F (077)599-5330 宝塚小林店 665-0034 兵庫県 宝塚市小林3-6-15 (0797)72-1665
イオン⾧浜店 526-0847 滋賀県 ⾧浜市山階町271-1 ｲｵﾝ⾧浜店1F (0749)68-5507 宝塚安倉店 665-0822 兵庫県 宝塚市安倉中5-1-43 (0797)86-1158

宝塚中筋店 665-0874 兵庫県 宝塚市中筋2-245-1 (0797)88-9181
阪急川西駅前店 666-0015 兵庫県 川西市小花1-6-21 第2肥爪ビル1F (072)758-1103
川西多田店 666-0124 兵庫県 川西市多田桜木1-4-14 (072)792-1339
ｲｵﾝﾓｰﾙ猪名川店 666-0257 兵庫県 川辺郡猪名川町白金2-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ猪名川2F (072)765-1169
ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店 669-1321 兵庫県 三田市けやき台1-6-2 ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ2F (079)564-0511
ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路大津店 671-1146 兵庫県 姫路市大津区大津町2-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路大津1F (079)230-6899
朝霧店 673-0855 兵庫県 明石市中朝霧丘12-3 (078)911-7106
ｲｵﾝ明石店 674-0068 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1 ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3番街4F (078)934-8601
SYZ明石店 674-0095 兵庫県 明石市二見町西二見1454 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F (078)944-8381
加古川別府店 675-0126 兵庫県 加古川市別府町本町1-65 (079)441-0032
伊福店 700-0013 岡山県 岡山市北区伊福町3-6-8 (086)256-5701
大元店 700-0926 岡山県 岡山市北区西古松西町9-31 (086)244-7838
ｲｵﾝﾓｰﾙ徳島店 770-0865 徳島県 徳島市南末広町4-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ徳島店4F (088)676-2178
鳴門店 772-0017 徳島県 鳴門市撫養町立岩字七枚57 (088)686-3478
ｲｵﾝﾓｰﾙ高知店 780-0026 高知県 高知市秦南町1-4-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ高知2F (088)826-8130
高知潮江店 780-8008 高知県 高知市潮新町2-1-20 (088)837-1121
高知介良店 781-5105 高知県 高知市介良甲1332-4 (088)860-1688

愛媛県 ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜店 792-0007 愛媛県 新居浜市前田町8-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2F (0897)31-0585
ｲｵﾝｽﾀｲﾙ笹丘店 810-0034 福岡県 福岡市中央区笹丘1-28-74　 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ笹丘店1F (092)716-5966
ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡店 811-2303 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡2F (092)939-7312
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