
更新日：2022年6月15日

※こちらの販売店舗一覧は、右上に記載の更新日時点の情報となります。

※一部店舗にて、販売商品と価格が異なる場合があります。

※お持ち帰りではご利用いただけません。

都道府県 店舗名称 都道府県 店舗名称

北海道 アリオ札幌 東京 渋谷道玄坂

北海道 イオン札幌桑園 東京 町田パリオ

北海道 イオン千歳 東京 青山オーバル

北海道 カテプリ新さっぽろ 東京 東京オペラシティ

宮城 イオンモール名取 東京 カレッタ汐留

宮城 仙台東口 東京 新宿御苑前

宮城 泉パークタウンタピオ 東京 下北沢

宮城 ララガーデン長町 東京 東京ドームシティ

宮城 イオンモール石巻 東京 スーパーデポ八王子みなみ野

宮城 イオンモール利府 東京 神田小川町

山形 イオンモール山形南 東京 御茶ノ水

福島 イオンモールいわき小名浜 東京 渋谷メトロプラザ

茨城 イオンモール水戸内原 東京 中野坂上

茨城 イオンタウン守谷 東京 六本木ティーキューブ

茨城 イオンモールつくば 東京 中野セントラルパーク

茨城 イーアスつくば 東京 晴海トリトン

茨城 ジョイフル本田ニューポートひたちなか 東京 イオン板橋

栃木 宇都宮パセオ 東京 八王子高倉

群馬 けやきウォーク前橋 東京 イオンモール東久留米

群馬 SMARK ISESAKI 東京 芝浦シーバンス

群馬 イーサイト高崎 東京 飯田橋サクラテラス

埼玉 イオンモール与野 東京 イオンモール多摩平の森

埼玉 イオンモール浦和美園 東京 武蔵府中ル・シーニュ

埼玉 ウニクス上里 東京 上野中央通り

埼玉 ララガーデン川口 東京 ハマサイト

埼玉 さいたま桜 東京 スーパービバホーム豊洲

埼玉 ララガーデン春日部 東京 羽田空港第2ビル

埼玉 ららぽーと新三郷 東京 両国

埼玉 ワカバウォーク 東京 グランベリーパーク

埼玉 川越クレアモール 東京 霞が関ビルディング

埼玉 越谷赤山 東京 アトレ秋葉原1

埼玉 川口上青木 東京 JR亀有駅

埼玉 イオン大井 東京 千歳船橋

埼玉 イオンモール春日部 東京 浅草ROX

埼玉 所沢プロペ通り 東京 西葛西メトロセンター

埼玉 島忠ホームズ草加舎人 東京 光が丘IMA

埼玉 モラージュ菖蒲 東京 八王子アイロード

埼玉 ビーンズ戸田公園 東京 ミーツ国分寺

埼玉 レイクタウンmori 東京 早稲田

埼玉 ビーンズキッチン武蔵浦和 東京 石神井公園駅前

埼玉 新越谷VARIE 東京 JR有楽町駅

埼玉 アリオ川口 東京 EQUiA北千住

埼玉 浦和コルソ 神奈川 モザイクモール港北

埼玉 イオンモール上尾 神奈川 コーナン港北センター南

千葉 コーナン市川原木 神奈川 関内

千葉 アリオ蘇我 神奈川 たまプラーザテラス

千葉 ｕｎｉｍｏちはら台 神奈川 ｷｭｰﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｻﾞ新横浜

千葉 館山 神奈川 MARKISみなとみらい

千葉 ニッケコルトンプラザ 神奈川 イオン金沢八景

千葉 柏駅南口 神奈川 ビナウォーク

千葉 千葉C-ONE 神奈川 ラスカ茅ヶ崎

千葉 イオンフードスタイル新松戸 神奈川 武蔵小杉

千葉 ららぽーと柏の葉 神奈川 湘南モールフィル

千葉 マリンピア 神奈川 イオンモール座間

千葉 シャポー本八幡 神奈川 イオンフードスタイル港南台

千葉 ペリエ千葉 神奈川 ラスカ平塚

千葉 イトーヨーカドー船橋 神奈川 川崎ルフロン

東京 昭島モリタウン 神奈川 ラスカ小田原

東京 品川 神奈川 Coaska Bayside Stores

東京 サンシャインシティアルタ 神奈川 横浜北山田

東京 アリオ亀有 神奈川 横浜アイマークプレイス

東京 オリナスモール 神奈川 イトーヨーカドー大和鶴間

東京 イオンモールむさし村山 新潟 DeKKY401

東京 シャポー小岩 富山 イオンモール高岡

東京 イオンモール日の出 石川 イオンモールかほく

東京 ThinkPark 山梨 ラザウォーク甲斐双葉

東京 SUNAMO 山梨 河口湖ベル

東京 新宿三井ビル 長野 アリオ上田

東京 日比谷帝劇ビル 岐阜 モレラ岐阜

東京 新宿NSビル 岐阜 イオンタウン各務原
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※この販売店舗一覧の記載に関わらず、店舗の状況により、急遽変更をさせていただく場合がございます。ま

た、一部店舗で商品のお持ち帰りに対応していない場合があります。



更新日：2022年6月15日
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都道府県 店舗名称 都道府県 店舗名称

岐阜 イオンモール各務原 大阪 心斎橋OPA

岐阜 マーサ２１ 大阪 ららぽーと和泉

岐阜 サンサンシティマーゴ 大阪 野田阪神

岐阜 カラフルタウン岐阜 兵庫 イオンモール伊丹

静岡 イオンモール浜松市野 兵庫 イトーヨーカドー明石

静岡 プレ葉ウォーク浜北 兵庫 イオンモール姫路大津

静岡 ららぽーと磐田 兵庫 イオンモール神戸北

静岡 静岡呉服町 兵庫 伊丹

静岡 静岡城北 兵庫 あまがさきキューズモール

静岡 ららぽーと沼津 兵庫 さんプラザ

愛知 イオンモールナゴヤドーム前 兵庫 ららぽーと甲子園

愛知 松葉公園 兵庫 イオン三田ウッディタウン

愛知 イオンモール岡崎 兵庫 神戸ハーバーランドumie

愛知 リーフウォーク稲沢 兵庫 イオンモール神戸南

愛知 ｍｏｚｏｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ 奈良 イオンモール奈良登美ヶ丘

愛知 イオンモール新瑞橋 奈良 ならファミリー

愛知 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 奈良 イオンモール橿原

愛知 東浦 奈良 ラスパ西大和

愛知 尾張一宮駅前ビル 奈良 イオンモール大和郡山

愛知 名古屋スパイラルタワーズ 広島 ゆめタウン広島

愛知 名古屋丸の内 広島 イオンモール広島祇園

愛知 アピタ稲沢 広島 ゆめタウン廿日市

愛知 テラスウォーク一宮 広島 THE OUTLETS HIROSHIMA

愛知 イオンモール名古屋茶屋 広島 ゆめタウン福山

愛知 イオンモール長久手 山口 ゆめシティ

愛知 テラッセ納屋橋 山口 シーモール下関

愛知 イオンモール東浦 愛媛 フジグラン川之江

愛知 イオンモール熱田 愛媛 イオンモール新居浜

三重 イオンモール四日市北 高知 イオンモール高知

三重 イオン桑名 福岡 イオンモール福岡

滋賀 イオンモール草津 福岡 イオンモール筑紫野

京都 京都ファミリー 福岡 行橋

京都 イオンモール高の原 福岡 イオンモール大牟田

京都 イオンモールKYOTO 福岡 イオンモール福津

京都 京都市役所前 福岡 サンリブシティ小倉

京都 北大路ビブレ 福岡 ゆめタウン久留米

京都 洛北阪急スクエア 福岡 マリノアシティ福岡

大阪 イオン喜連瓜破駅前 福岡 MARK IS 福岡ももち

大阪 イオンモール鶴見緑地 佐賀 ゆめタウン佐賀

大阪 アリオ八尾 長崎 みらい長崎ココウォーク

大阪 コーナン中百舌鳥 長崎 夢彩都

大阪 コーナン堺 熊本 イオンモール熊本

大阪 イオンモール堺北花田 熊本 ゆめタウン八代

大阪 上本町 熊本 ゆめタウン光の森

大阪 イオンモール大日 大分 豊後にわさき市場

大阪 信濃橋 宮崎 イオンモール都城駅前

大阪 イオンモール茨木 鹿児島 イオンモール鹿児島

大阪 大阪駅前第4ビル 沖縄 イオンモール沖縄ライカム

大阪 梅田 沖縄 イーアス沖縄豊崎
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