
都道府県 店舗名 電話番号 住所
北海道 新千歳空港店 0123-45-0870 北海道千歳市美々　新千歳空港内　国内線旅客ターミナルビル３階 
北海道 イオンモール苫小牧店 0144-53-1870 北海道苫小牧市柳町3丁目1-20 イオンモール苫小牧　フードコート
北海道 イオンモール札幌平岡店 011-887-1870 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1
北海道 イオンモール旭川駅前店 0166-21-5180 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモールＪＲ旭川１Ｆフードコート
北海道 イオンモール釧路昭和店 0154-55-0870 北海道釧路市昭和中央4-18-1 イオンモール釧路昭和店フードコート2F
北海道 イオン帯広店 0155-20-1870 北海道帯広市西4条南20丁目1　イオン帯広フードコート1階
北海道 イオン札幌元町店 011-750-0870 北海道札幌市東区北31条東15-1-1 イオン札幌元町店1Fフードコート
北海道 イトーヨーカドー琴似店 011-623-0870 北海道札幌市西区琴似2条1-4-1イトーヨーカドー琴似店B1Fフードコート
青森県 八戸ピアドゥ店 0178-71-3355 青森県八戸市沼館4-7-112 八戸ピアドゥ　フードコート
宮城県 イオン仙台幸町店 022-292-0087 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1
宮城県 イオンタウン仙台泉大沢店 022-771-2380 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
宮城県 ザ・モール仙台長町店 022-748-1521 宮城県仙台市太白区長町7-20-3
宮城県 イオンモール富谷店 022-348-0187 宮城県黒川郡富谷町大清水上1-33-1
宮城県 イトーヨーカドー石巻あけぼの店 0225-21-6870 宮城県石巻市あけぼの1-1-2 イトーヨーカドー石巻あけぼの フードコート
秋田県 イオンモール大曲店 0187-66-4987 秋田県大仙市和合字坪立177
秋田県 秋田川元店 018-883-3870 秋田県秋田市川元開和町9-6
山形県 山形桧町店 023-682-3368 山形県山形市桧町4-5-12
福島県 郡山フェスタ店 024-968-1870 福島県郡山市日和田町字小原1
福島県 イオン福島店 024-555-0870 福島県福島市南矢野目字西荒田50-17
茨城県 イオンモール土浦店 029-835-5087 茨城県土浦市上高津367
栃木県 イオンモール佐野新都市店 0283-27-3238 栃木県佐野市高萩町1324-1
栃木県 宇大前店 028-683-5560 栃木県宇都宮市峰4-23-14
栃木県 小山城南店 0285-31-3870 栃木県小山市西城南3-1-18
栃木県 足利駅前店 0284-40-1870 栃木県足利市伊勢町1-1-8
栃木県 ジョイフル本田宇都宮店 0285-55-2870 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1
栃木県 宇都宮大曽店 028-600-4020 栃木県宇都宮市上大曽町371-1
栃木県 イオンモール小山店 0285-42-8286 栃木県小山市中久喜1467-1
栃木県 宇都宮西原店 028-614-2870 栃木県宇都宮市西原3丁目3番17号
群馬県 伊勢崎宮子町店 0270-40-1870 群馬県伊勢崎市宮子町221-1 
群馬県 ジョイフル本田千代田店 0276-86-9870 群馬県邑楽郡千代田町大字萱野字若宮813-1　ジョイフル本田千代田店フードコート内
埼玉県 浦和西口店 048-823-7622 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-13　あずさビルＢ1
埼玉県 春日部店 048-763-8701 埼玉県春日部市中央4-7-6
埼玉県 大宮吉野町店 048-661-7870 埼玉県さいたま市北区吉野町2-199-8
埼玉県 イオンモール北戸田店 048-449-0870 埼玉県戸田市美女木東1-3-1
埼玉県 １７号深谷稲荷町店 048-570-5870 埼玉県深谷市稲荷町2-10-18
埼玉県 ピオニウォーク東松山店 0493-31-2253 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地　ピオニウォーク東松山SC内
埼玉県 草加青柳店 048-930-0870 埼玉県草加市青柳2－2－1
埼玉県 入間東藤沢店 04-2901-7308 埼玉県入間市東藤沢3丁目65番5
埼玉県 越谷レイクタウン店 048-990-3870 埼玉県越谷市大成町3丁目141番地
埼玉県 ミスターマックス越谷店 048-960-7870 埼玉県越谷市越ケ谷1丁目16番6号　ミスターマックス越谷ショッピングセンター内
埼玉県 アリオ深谷店 048-551-5870 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷 フードコート内
埼玉県 ベニバナウォーク桶川店 048-789-0870 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
埼玉県 カインズホーム鶴ヶ島店 049-279-0870 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1-1-13
千葉県 イオンモール千葉ニュータウン店 0476-48-5200 千葉県印西市中央北3-2
千葉県 イオンタウン館山店 0470-22-0870 千葉県館山市八幡545-1　1Fフードコート内
千葉県 千葉山王町店 043-420-0870 千葉県千葉市稲毛区山王町339-1
千葉県 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 0476-48-2870 千葉県印西市牧の原2-1
千葉県 佐倉寺崎店 043-483-5870 千葉県佐倉市寺崎北四丁目2番地3
千葉県 イトーヨーカドー四街道店 043-304-4870 千葉県四街道市中央5番地 イトーヨーカドー四街道店 フードコート
千葉県 ＴＸアベニュー流山おおたかの森店 04-7178-5187 千葉県流山市西初石6-182-3　ＴＸアベニュー流山おおたかの森　フードコート
千葉県 イオン鎌取店 043-291-7870 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1
千葉県 ペリエ西千葉店 043-203-1870 千葉県千葉市中央区春日2-24-4
千葉県 浦安メトロピア店 047-390-8870 千葉県浦安市北栄１－１３－１ 東京メトロ浦安駅構内
千葉県 モリシア津田沼店 047-403-7870 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼　フードコート
千葉県 イオン市川妙典店 047-390-1870 千葉県市川市妙典5-3−1 イオン市川妙典 フードコート
東京都 京橋店 03-3538-2766 東京都中央区京橋2-5-22
東京都 ザ・ビッグ昭島店 042-541-9870 東京都昭島市宮沢町500-1
東京都 イトーヨーカドー拝島店 042-549-2870 東京都昭島市松原町3-2-12　1F
東京都 ファブ南大沢店 042-670-3870 東京都八王子市南大沢2-3　ファブ南大沢
東京都 ジョイフル本田瑞穂店 042-568-5870 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷442
東京都 八王子北口店 042-620-8870 東京都八王子市旭町2-12
東京都 立川駅南口サザン店 042-528-8030 東京都立川市柴崎町3-2-1　サザン１F
東京都 グリナード永山店 042-311-0870 東京都多摩市永山1-4　グリナード永山　101-2
東京都 ザ・モールみずほ店 042-568-5200 東京都西多摩郡瑞穂町大字高値623　ザ・モールみずほ16　1階フードコート内
東京都 渋谷公園通り店 03-5428-0870 東京都渋谷区宇田川町2-1　渋谷ホームズＢ1F
東京都 原宿竹下通り店 03-3402-0870 東京都渋谷区神宮前1-16-6　原宿77ビルＢ1F
東京都 高田馬場店 03-3232-0870 東京都新宿区高田馬場2-14-8　ＮＴビル1階-A号
東京都 吉祥寺北口店 0422-29-0870 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-10　第85東京ビルＢ1F
東京都 阿佐ヶ谷店 03-5305-6870 東京都杉並区阿佐谷南1-47-10　1F
東京都 中野通り店 03-5913-0650 東京都中野区中野5-67-6
東京都 北千住東口学園通り店 03-3881-2274 東京都足立区千住旭町40-28
東京都 吉祥寺南口店 0422-76-8701 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-3　Ｂ1F
東京都 秋葉原南店 03-5289-0870 東京都千代田区神田須田町1-7-1　1F
東京都 渋谷センター街店 03-5784-3633 東京都渋谷区宇田川町28-2　ニュー渋谷ビルB1
東京都 千住ミルディス店 03-5284-3520 東京都足立区千住3-92　1F
東京都 飯田橋東口店 03-3222-8700 東京都千代田区飯田橋4-8-13　山商ビルB1Ｆ
東京都 目黒駅東口店 03-5795-1585 東京都品川区上大崎2-15-17
東京都 新宿甲州街道店 03-5321-6550 東京都新宿区西新宿1-18-6　 西新宿ユニオンビルB１
東京都 神田駅前店 03-5209-5870 東京都千代田区鍛冶町2-7-1
東京都 赤坂一ツ木通り店 03-5114-0870 東京都港区赤坂3-19-9　オレンジボックスビル１F
東京都 仲御徒町店 03-5846-0870 東京都台東区上野5-23-14



東京都 新宿東口モア街店 03-5362-0870 東京都新宿区新宿3-23-14
東京都 南池袋二丁目店 03-5979-8870 東京都豊島区南池袋２－２６－７　城北ビル2階
東京都 虎ノ門店 03-5532-2870 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館1F
東京都 八丁堀店 03-5644-7870 東京都中央区日本橋茅場町3-8-5　松村ビル1階
東京都 新橋日比谷通り店 03-6205-0870 東京都港区新橋２丁目１２-１ランディック第３新橋ビル1F
東京都 秋葉原昭和通り店 03-5209-0870 東京都千代田区神田松永町1番地　 宮沢ビル 中2階
東京都 渋谷駅西口店 03-5459-1870 東京都渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビルＢ１階
東京都 御茶ノ水明大通り店 03-5217-5870 東京都千代田区神田小川町3-20-4 第２龍名館ビルディング 1階
東京都 日本橋永代通り店 03-3548-9870 東京都中央区日本橋2-1-21　第2東洋ビルB１階
東京都 東池袋一丁目店 03-5928-2870 東京都豊島区東池袋1-22-13 近代グループＢＬＤ．11号館 Ｂ１階
東京都 茅場町店 03-5847-0870 東京都中央区日本橋茅場町1-4-4 木村實業5ビル1F
東京都 ダイバーシティ東京店 03-5530-8700 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティー東京 フードコート
東京都 銀座松屋通り店 03‐5148‐0870 東京都中央区銀座3-10-9　共同ビルＢ１Ｆ
東京都 水道橋西口店 03-5215-5873 東京都千代田区三崎町3-7-1 金沢ビル 地下1階
東京都 東京佐川流通センター社員食堂店 03-5767-7353 東京都品川区勝島1-1-1 佐川東京SRC 2階
東京都 神保町店 03-5283-7870 東京都千代田区神田神保町1丁目9-7-1 稲垣ビル1階
東京都 渋谷明治通り店 03-5774-4780 東京都渋谷区渋谷3丁目9－11　渋谷アサヒビル1階
東京都 イオン品川シーサイド店 03-5782-9870 東京都品川区東品川4丁目12-5　イオン品川シーサイド　フードコート
東京都 上野センターモール店 03-5816-0870 東京都台東区上野4-7-2　2階
東京都 イトーヨーカドー東久留米店 042-470-8870 東京都東久留米市本町3-8-1　3階新設フードコート内
東京都 ホームズ葛西店 03-5659-0870 東京都江戸川区東葛西9-3-6　ホームズ葛西　1Fフードコート内
神奈川県 イトーヨーカドー湘南台店 0466-86-6870 神奈川県藤沢市石川6-2-1
神奈川県 横浜港南中央店 045-840-4511 神奈川県横浜市港南区港南中央通12-31
神奈川県 京急川崎駅前店 044-223-3187 神奈川県川崎市川崎区砂子1-1-10　夏原ビル1F
神奈川県 イトーヨーカドー立場店 045-806-2377 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15
神奈川県 イトーヨーカドー東大和店 042-590-0261 東京都東大和市桜ヶ丘2-142-1
神奈川県 大和駅前店 046-200-2260 神奈川県大和市大和東1-3-13
神奈川県 らびすた新杉田店 045-778-2870 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1
神奈川県 イオン茅ヶ崎中央店 0467-59-1870 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
神奈川県 イオンつきみ野店 046-278-2870 神奈川県大和市つきみ野1-6-1
神奈川県 アピタ長津田店 045-989-1870 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1
神奈川県 ミスターマックス湘南藤沢店 0466-30-4787 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5
神奈川県 湘南とうきゅう店 0466-87-8870 神奈川県藤沢市遠藤698-10
神奈川県 イトーヨーカドー川崎店 044-328-8125 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1
神奈川県 小田原シティモールフレスポ店 0465-45-0787 神奈川県小田原市前川120
神奈川県 伊勢原アクロスプラザ店 0463-96-2887 神奈川県伊勢原市歌川2-5-1
神奈川県 イオン横須賀久里浜店 046-838-3870 神奈川県横須賀市久里浜5-13-1
神奈川県 平塚四之宮店 0463-52-1087 神奈川県平塚市四之宮5-25-10
神奈川県 ホームズ川崎大師店 044-270-2870 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20-20
神奈川県 横浜西口パルナード店 045-290-8870 神奈川県横浜市西区南幸町2-7-15 横川ビル2階
神奈川県 ホームズ仙川店 03-5384-7870 東京都調布市若葉町2-1-7 ホームズ仙川店フードコート内
神奈川県 横浜ポルタ店 045-594-6226 神奈川県横浜市西区高島2-16 横浜ポルタ B1
神奈川県 イオン橋本店 042-700-6818 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1
神奈川県 グランツリー武蔵小杉店 044-431-0870 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1　4階
神奈川県 イトーヨーカドー古淵店 042-730-6870 神奈川県相模原市南区古淵3-13-33
神奈川県 ボーノ相模大野店 042-765-8870 神奈川県相模原市南区相模大野3-2 bono相模大野　2階
神奈川県 イオンモール大和店 046-200-2122 神奈川県大和市下鶴間１－２－１　３Fフードコート
神奈川県 OSC湘南シティ 0463-20-5870 神奈川県平塚市代官町33-1　OSC湘南シティ　１階フードコート内
新潟県 佐渡佐和田店 0259-5１-0870 新潟県佐渡市市野澤27
新潟県 リバーサイド千秋店 0258-22-5870 新潟県長岡市千秋2-278
新潟県 イオンモール新潟南店 025-385-8870 新潟県新潟市江南区下早通柳田１
新潟県 イオン新潟青山店 025-234-4870 新潟県新潟市西区青山2-5-1 イオン新潟青山フードコート
新潟県 イオンモール新発田店 0254-26-8701 新潟県新発田市住吉町5-11-5 イオンモール新発田　フードコート
新潟県 上越アコーレ店 025-521-0870 新潟県上越市富岡3458 上越ショッピングセンターアコーレ1F フードコート内
富山県 富山天正寺店 076-424-0870 富山県富山市天正寺1050
富山県 イオンモールとなみ店 0763-32-7109 富山県砺波市中神土地区画整理事業31街区1
石川県 金沢入江店 076-291-9870 石川県金沢市入江1-31
石川県 イオン御経塚店 076-240-8705 石川県野々市市御経塚2-91
石川県 金沢高尾台店 076-296-2870 石川県金沢市高尾台4-126番
石川県 金沢泉本町店 076-243-0870 石川県金沢市泉本町6-81-3
石川県 イオンもりの里店 076-261-8711 石川県金沢市もりの里1-70 イオンもりの里 フードコート　
山梨県 イオンモール甲府昭和店 055-268-7870 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区  3階フードコート内
長野県 イオンモール佐久平店 0267-66-7870 長野県佐久市佐久平駅南11-10　イオン佐久平店フードコート
長野県 MIDORI長野店 026-268-0870 長野県長野市南千歳1-22-6
静岡県 新静岡セノバ店 054-253-0870 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1　新静岡セノバ　フードコート
静岡県 三島冨田店 055-991-7090 静岡県三島市富田町8-22　
静岡県 サンストリート浜北店 053-584-6030 静岡県浜松市浜北区平口2861
静岡県 浜松アリーナ前店 053-411-2870 静岡県浜松市東区大蒲町86-7
静岡県 浜松西伊場店 053-450-0870 静岡県浜松市中区西伊場町64-26
静岡県 浜松高丘東店 053-430-0870 静岡県浜松市中区高丘東1-1-4
愛知県 一宮八幡店 0586-47-7801 愛知県一宮市八幡5-1-1
愛知県 尾張旭井田町店 0561-55-4870 愛知県尾張旭市井田町3-210、218
愛知県 屏風山PA上り店 0572-66-2087 岐阜県瑞浪市土岐町字安高3282-5　中央道上り屏風山ＰＡ内
愛知県 春日井瑞穂通店 0568-86-5870 愛知県春日井市瑞穂通2-160
愛知県 名駅笹島店 052-533-0087 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26－7 名駅UFビル1F
滋賀県 ビバシティ彦根店 0749-27-7870 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1　　　1階レストラン街
京都府 京都新堀川店 075-605-6870 京都府京都市伏見区竹田松林町8番
大阪府 天神橋筋三丁目店 06-4801-3870 大阪府大阪市北区天神橋3-3-19
大阪府 大阪江坂店 06-6190-5870 大阪府吹田市豊津町9-44　B1F
大阪府 和泉中央店 0725-50-0870 大阪府和泉市池田下町157-2
大阪府 平野加美南店 06-6795-2870 大阪府大阪市平野区加美南5-12-13
大阪府 茨木宮島店 072-638-1870 大阪府茨木市宮島1-3-15 



大阪府 東大阪御厨店 06-6787-1870 大阪府東大阪市御厨6丁目2－7
大阪府 鶴見緑地店 06-6912-4870 大阪府大阪市鶴見区浜5-1-22
大阪府 生野勝山通り店 06-6754-1870 大阪府大阪市生野区巽北1-8-24
大阪府 箕面西宿店 072-730-2811 大阪府箕面市西宿2-21-22
大阪府 東住吉湯里店 06-6700-0870 大阪府大阪市東住吉区湯里6-6-17
大阪府 大東新田旭町店 072-816-0870 大阪府大東市新田旭町3-8
大阪府 東大阪三池橋店 072-960-4870 大阪府東大阪市玉串町東3-2-10
大阪府 豊中インター店 06-6335-0870 大阪府豊中市庄内宝町2丁目6-34
大阪府 寝屋川葛原新町店 072-815-0870 大阪府寝屋川市葛原新町9-13
大阪府 摂津千里丘店 06-6369-0870 大阪府摂津市千里丘5丁目4－13
大阪府 ニトリモール東大阪店 06-6618-0870 大阪府東大阪市西岩田2-3-25　ニトリモール東大阪　フードコート
兵庫県 姫路山吹店 0792-99-5870 兵庫県姫路市山吹2-13-55
兵庫県 姫路土山店 0792-99-2870 兵庫県姫路市土山1-6-12
兵庫県 飾磨浜国通り店 0792-35-0873 兵庫県姫路市飾磨区構1150-1
兵庫県 広畑高浜店 0792-38-2971 兵庫県姫路市広畑区高浜町1-95
兵庫県 三宮サンパル店 078-230-4870 兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1
島根県 イオン松江店 0852-60-0870 島根県松江市東朝日町151
島根県 イオンモール日吉津店 0859-37-0870 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1
岡山県 倉敷児島店 086-474-8730 岡山県倉敷市児島下の町2-1576-1
岡山県 岡山新保店 086-803-3870 岡山県岡山市南区新保1192-5
岡山県 岡山今保店 086-805-7870 岡山県岡山市北区今保96
岡山県 岡山西市店 086-241-3870 岡山県岡山市南区西市432-1
岡山県 倉敷市役所東店 086-423-6870 岡山県倉敷市新田1310-11
岡山県 岡山泉田店 086-236-1870 岡山市南区泉田一丁目14番12号
岡山県 倉敷東塚店 086-450-2870 岡山県倉敷市東塚1-2-52
岡山県 岡山高屋店 086-901-0870 岡山県岡山市中区高屋336-1
岡山県 イオンモール津山店 0868-21-7870 岡山県津山市河辺1000-1
広島県 福山三吉店 084-923-8701 広島県福山市三吉町南2-8-24
広島県 広島五日市店 082-943-7870 広島県広島市佐伯区吉見園1-9　児玉ビル1F
広島県 広島西原店 082-832-3870 広島県広島市安佐南区西原9丁目14-1
広島県 広島立町店 082-543-2870 広島県広島市中区立町4-1 ケーアイビル1階
愛媛県 松山銀天街店 089-913-0870 愛媛県松山市湊町4-8-1
愛媛県 新居浜インター店 0897-31-6870 愛媛県新居浜市船木字檜之端甲4629-4
福岡県 イオンモール直方店 0949-29-2288 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号　イオン直方ＳＣ内３６５１０
熊本県 熊本下通り店 096-312-7870 熊本県熊本市中央区安政町1-28　2F
大分県 トキハわさだタウン店 097-588-8870 大分県大分市大字玉沢字楠本755番地の１


