
 2019年4月30日～5月2日休業店舗一覧

　誠に勝手ながら4月30日～5月2日の間に休業させていただく店舗がございます。
　何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。
　●：休業　（空欄は通常営業）

都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

カレーハウスCoCo壱番屋
北海道 旭川市 旭川環状通店
北海道 旭川市 旭川神居店 ●
北海道 岩見沢市 岩見沢大和タウンプラザ店 ●
北海道 江別市 江別弥生店 ●
北海道 小樽市 小樽有幌町店 ●
北海道 河東郡 音更木野大通店
北海道 北見市 北見国道３９号店 ●
北海道 釧路市 釧路星が浦大通店
北海道 札幌市厚別区 厚別上野幌店
北海道 札幌市北区 北海道大学前店
北海道 札幌市清田区 清田区美しが丘店
北海道 札幌市白石区 白石区北郷３条店 ●
北海道 札幌市中央区 中央区すすきの店
北海道 札幌市中央区 中央区石山通店 ●
北海道 札幌市手稲区 手稲区前田店
北海道 札幌市豊平区 豊平区月寒中央通店
北海道 札幌市豊平区 豊平区豊平３条店
北海道 札幌市西区 西区ワンダーシティ店
北海道 札幌市西区 西区八軒店 ●
北海道 札幌市東区 東区伏古店
北海道 札幌市東区 東区栄町店
北海道 滝川市 滝川イーストタウン店
北海道 千歳市 千歳中央通店 ●
北海道 苫小牧市 苫小牧糸井店 ●
北海道 苫小牧市 苫小牧船見店 ●
北海道 函館市 函館競馬場店
北海道 函館市 函館美原店
青森県 青森市 青森大野店
青森県 八戸市 八戸城下店
青森県 弘前市 弘前城東店
青森県 三沢市 三沢南山店
岩手県 一関市 一関いわいショッピングセンター店
岩手県 盛岡市 盛岡津志田店
岩手県 盛岡市 盛岡インター店
岩手県 盛岡市 盛岡大通店
宮城県 石巻市 石巻蛇田店
宮城県 大崎市 古川青塚店
宮城県 柴田郡 宮城大河原店
宮城県 仙台市宮城野区 ラウンドワン仙台苦竹店
宮城県 仙台市宮城野区 宮城野区中野栄店
宮城県 仙台市宮城野区 宮城野区鶴巻店
宮城県 仙台市青葉区 青葉区中山吉成店
宮城県 仙台市青葉区 仙台サンモール一番町店
宮城県 仙台市青葉区 青葉区錦町店
宮城県 仙台市泉区 泉区松森店
宮城県 仙台市泉区 泉中央駅店
宮城県 仙台市泉区 仙台泉インター店
宮城県 仙台市太白区 仙台長町店
宮城県 仙台市太白区 西多賀ベガロポリス店
宮城県 仙台市太白区 太白区中田店 ●
宮城県 仙台市若林区 若林区大和町店
宮城県 富谷市 富谷あけの平店
宮城県 名取市 名取植松店
秋田県 秋田市 ラウンドワン秋田店
秋田県 秋田市 秋田土崎店 ●
秋田県 秋田市 秋田東通店 ●
秋田県 大仙市 大曲東川店 ●
山形県 鶴岡市 鶴岡道形店
山形県 山形市 山形西バイパス店 ●
山形県 米沢市 米沢金池店
福島県 会津若松市 会津若松千石通店
福島県 いわき市 いわき小名浜店
福島県 郡山市 郡山東店
福島県 郡山市 郡山図景店
福島県 郡山市 郡山うねめ通店
福島県 白河市 ベイシア新白河店 ●
福島県 福島市 南福島店 ●
福島県 福島市 福島信夫通店

イベント開催内容に準じる



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

茨城県 石岡市 石岡東光台店 ●
茨城県 牛久市 牛久中央店 ●
茨城県 笠間市 アクロスプラザ笠間店 ●
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋国道１２４号店 ●
茨城県 古河市 茨城総和下辺見店 ●
茨城県 下妻市 下妻堀篭店 ●
茨城県 つくば市 つくば桜店
茨城県 つくば市 つくばＳＣアッセ店 ●
茨城県 土浦市 土浦小松店 ●
茨城県 土浦市 土浦北インター店 ●
茨城県 坂東市 坂東岩井店 ●
茨城県 日立市 日立大沼店 ●
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか笹野店 ●
茨城県 水戸市 水戸南インター店 ●
茨城県 水戸市 フレスポ赤塚店 ●
茨城県 水戸市 水戸駅南口店 ●
茨城県 守谷市 守谷美園店 ●
茨城県 結城市 茨城結城店
茨城県 龍ヶ崎市 竜ヶ崎城南店 ●
栃木県 足利市 足利葉鹿店 ●
栃木県 宇都宮市 宇都宮インターパーク店 ●
栃木県 宇都宮市 宇都宮下川俣店 ●
栃木県 宇都宮市 宇都宮西原店 ●
栃木県 宇都宮市 宇都宮東簗瀬店 ●
栃木県 宇都宮市 宇都宮峰店 ●
栃木県 大田原市 大田原本町店 ●
栃木県 小山市 小山城東店 ●
栃木県 小山市 小山西城南店
栃木県 鹿沼市 鹿沼栄町店 ●
栃木県 佐野市 佐野国道５０号店
栃木県 下都賀郡 栃木おもちゃのまち店 ●
栃木県 日光市 今市センショープラザ店 ●
栃木県 真岡市 真岡並木町店 ●
栃木県 矢板市 矢板国道４号店 ●
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎宮子町店 ●
群馬県 伊勢崎市 群馬ベイシアあかぼり店 ●
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎茂呂町店 ●
群馬県 太田市 太田西矢島店
群馬県 太田市 太田末広店
群馬県 高崎市 高崎下之城店 ●
群馬県 高崎市 高崎倉賀野店 ●
群馬県 高崎市 高崎筑縄店 ●
群馬県 高崎市 高崎田町店 ●
群馬県 館林市 館林国道１２２号店
群馬県 沼田市 沼田インター店
群馬県 藤岡市 藤岡北ノ原店
群馬県 前橋市 前橋荒牧店
群馬県 前橋市 前橋日吉店
群馬県 みどり市 群馬大間々店
埼玉県 上尾市 上尾向山店 ●
埼玉県 上尾市 上尾駅西口店
埼玉県 朝霞市 朝霞田島店 ●
埼玉県 朝霞市 東武朝霞駅南口店 ●
埼玉県 入間市 入間宮寺店 ●
埼玉県 入間市 入間ｉＰＯＴ店 ●
埼玉県 桶川市 桶川国道１７号店 ●
埼玉県 春日部市 春日部新方袋店
埼玉県 春日部市 春日部備後東店 ●
埼玉県 加須市 加須下三俣店 ●
埼玉県 川口市 ＪＲ川口駅東口店
埼玉県 川口市 東川口店 ●
埼玉県 川口市 ＪＲ西川口駅西口店
埼玉県 川口市 ＪＲ西川口駅東口店 ●
埼玉県 川口市 鳩ヶ谷里店
埼玉県 川口市 川口領家中央通り店
埼玉県 川越市 川越城下町店
埼玉県 川越市 川越今福店
埼玉県 川越市 川越的場店 ●
埼玉県 久喜市 ＪＲ久喜駅西口店 ●
埼玉県 熊谷市 熊谷駅店
埼玉県 熊谷市 熊谷石原店 ●
埼玉県 鴻巣市 吹上国道１７号店 ●
埼玉県 越谷市 越谷東大沢店
埼玉県 越谷市 新越谷駅東口店 ●
埼玉県 さいたま市岩槻区 東武岩槻駅東口店 ●
埼玉県 さいたま市浦和区 ＪＲ浦和駅西口店



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

埼玉県 さいたま市浦和区 ＪＲ北浦和駅前店
埼玉県 さいたま市大宮区 大宮大栄橋店
埼玉県 さいたま市大宮区 ＪＲ大宮駅西口店 ●
埼玉県 さいたま市大宮区 大宮南銀座通り店
埼玉県 さいたま市桜区 さいたま埼大通り店
埼玉県 さいたま市緑区 浦和中尾店
埼玉県 さいたま市緑区 ＪＲ東浦和駅前店
埼玉県 さいたま市南区 南区内谷店 ●
埼玉県 さいたま市南区 ＪＲ武蔵浦和駅東口店
埼玉県 さいたま市見沼区 東大宮店
埼玉県 幸手市 幸手東店 ●
埼玉県 狭山市 西武狭山市駅東口店
埼玉県 狭山市 狭山笹井店 ●
埼玉県 草加市 東武獨協大学前駅東口店 ●
埼玉県 草加市 草加セーモンプラザ店 ●
埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島国道４０７号店 ●
埼玉県 所沢市 所沢駅東口店 ●
埼玉県 所沢市 メットライフドーム店
埼玉県 所沢市 所沢上新井店 ●
埼玉県 新座市 新座大和田店
埼玉県 新座市 志木駅東口店 ●
埼玉県 蓮田市 蓮田西新宿店 ●
埼玉県 蓮田市 ＪＲ蓮田駅東口店 ●
埼玉県 東松山市 東松山駅前店 ●
埼玉県 深谷市 深谷駅前店 ●
埼玉県 富士見市 東武みずほ台駅西口店
埼玉県 富士見市 東武鶴瀬駅西口店 ●
埼玉県 ふじみ野市 東武上福岡駅西口店
埼玉県 本庄市 本庄南大通店 ●
埼玉県 三郷市 三郷彦成店 ●
埼玉県 八潮市 八潮上馬場店
埼玉県 吉川市 吉川高富店 ●
埼玉県 和光市 東武和光市駅前店
埼玉県 蕨市 蕨中央店
千葉県 我孫子市 ＪＲ我孫子駅南口店 ●
千葉県 市川市 東京メトロ行徳駅前店 ●
千葉県 市川市 ＪＲ市川駅南口店
千葉県 市川市 東京メトロ南行徳駅北口店
千葉県 市川市 ＪＲ本八幡駅北口店 ●
千葉県 市川市 妙典駅店 ●
千葉県 市原市 市原姉ヶ崎店
千葉県 市原市 市原八幡店 ●
千葉県 印西市 千葉ニュータウン中央通店 ●
千葉県 印旛郡 千葉酒々井店
千葉県 浦安市 イオンスタイル新浦安店
千葉県 柏市 ＪＲ柏駅西口店
千葉県 柏市 ヨークマート柏花野井店
千葉県 柏市 柏豊四季店 ●
千葉県 香取市 千葉佐原店 ●
千葉県 君津市 君津南子安店 ●
千葉県 白井市 白井冨士店 ●
千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦福王台店 ●
千葉県 千葉市稲毛区 ＪＲ稲毛駅前店 ●
千葉県 千葉市稲毛区 フレスポ稲毛店 ●
千葉県 千葉市中央区 グローボ蘇我店
千葉県 千葉市中央区 中央区鶴沢町店 ●
千葉県 千葉市中央区 千葉中央駅東口店 ●
千葉県 千葉市緑区 千葉誉田店
千葉県 千葉市美浜区 プレナ幕張店
千葉県 千葉市若葉区 若葉区若松町店 ●
千葉県 東金市 東金国道１２６号店 ●
千葉県 富里市 富里インター店
千葉県 習志野市 ミスターマックス新習志野店
千葉県 習志野市 京成津田沼駅前店 ●
千葉県 成田市 成田空港通店
千葉県 野田市 野田船形ショッピングセンター店 ●
千葉県 船橋市 北習志野駅前店 ●
千葉県 船橋市 西船橋店
千葉県 船橋市 ＪＲ下総中山駅南口店
千葉県 船橋市 原木中山駅前店 ●
千葉県 船橋市 船橋湊町店
千葉県 松戸市 新松戸店
千葉県 松戸市 ＪＲ松戸駅西口店 ●
千葉県 松戸市 ＪＲ北松戸駅前店
千葉県 松戸市 松戸二十世紀が丘店 ●
千葉県 茂原市 千葉茂原店 ●

イベント開催内容に準じる



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

千葉県 八千代市 八千代八千代台店 ●
千葉県 八千代市 京成勝田台駅前通店
千葉県 四街道市 ＪＲ四街道駅北口店
東京都 昭島市 ＪＲ昭島駅南口店
東京都 あきる野市 あきる野野辺店
東京都 足立区 ＪＲ綾瀬駅西口店
東京都 足立区 足立区佐野店
東京都 足立区 足立区竹の塚店
東京都 足立区 東武梅島駅前店
東京都 足立区 ＴＸ六町駅前店
東京都 荒川区 東京メトロ西日暮里駅前店
東京都 荒川区 東京メトロ町屋駅前通店
東京都 荒川区 荒川区南千住駅前店
東京都 板橋区 東武成増駅前店
東京都 板橋区 東武下赤塚駅前店 ●
東京都 板橋区 東武中板橋駅前店 ●
東京都 板橋区 板橋区役所前店 ●
東京都 板橋区 東武練馬駅前店 ●
東京都 稲城市 稲城向陽台店
東京都 江戸川区 江戸川区一之江駅前店
東京都 江戸川区 江戸川区篠崎駅前店 ●
東京都 江戸川区 江戸川区西葛西駅北口店
東京都 江戸川区 江戸川区葛西店 ●
東京都 江戸川区 ＪＲ小岩駅南口店 ●
東京都 江戸川区 ＪＲ平井駅前店 ●
東京都 青梅市 青梅新町店
東京都 大田区 ＪＲ蒲田駅東口店 ●
東京都 大田区 ＪＲ蒲田駅西口店 ●
東京都 大田区 ＪＲ大森駅東口店
東京都 大田区 京急平和島駅前店
東京都 大田区 ＡＲＲＯＷ池上店 ●
東京都 大田区 大田区南蒲田店 ●
東京都 大田区 東急大岡山駅前店 ●
東京都 葛飾区 ＪＲ亀有駅南口店 ●
東京都 葛飾区 ＪＲ新小岩駅北口店
東京都 北区 北区王子明治通店
東京都 北区 北区十条駅前店
東京都 北区 赤羽ＬａＬａガーデン店
東京都 北区 ＪＲ北赤羽駅前店 ●
東京都 北区 ＪＲ板橋駅東口店 ●
東京都 江東区 ＪＲ亀戸駅東口店 ●
東京都 江東区 江東区西大島駅前店 ●
東京都 江東区 江東区東陽町駅西口店 ●
東京都 江東区 東京メトロ門前仲町駅前店 ●
東京都 江東区 ココイチエキスプレス清澄店 ●
東京都 江東区 豊洲センタービル店
東京都 小金井市 ＪＲ東小金井駅南口店
東京都 国分寺市 ＪＲ国分寺駅南口店
東京都 国分寺市 国分寺並木町店
東京都 品川区 五反田山手通店 ●
東京都 品川区 東急荏原中延駅前店 ●
東京都 品川区 ＪＲ五反田駅東口店 ●
東京都 品川区 東急戸越銀座駅前店
東京都 渋谷区 渋谷区宇田川町店
東京都 渋谷区 ＪＲ恵比寿駅東口店
東京都 渋谷区 渋谷区桜丘町店
東京都 渋谷区 渋谷区笹塚店
東京都 渋谷区 渋谷並木橋店
東京都 渋谷区 アコルデ代々木上原店
東京都 渋谷区 代々木駅西口店 ●
東京都 渋谷区 渋谷区初台店
東京都 新宿区 ＪＲ目白駅前通店
東京都 新宿区 新宿歌舞伎町店
東京都 新宿区 ハラール新宿歌舞伎町店
東京都 新宿区 新宿高田馬場店
東京都 新宿区 新宿区曙橋駅前店
東京都 新宿区 東京メトロ新宿御苑前駅店
東京都 新宿区 新宿駅西口店
東京都 新宿区 西新宿五丁目駅前通店
東京都 新宿区 新宿小滝橋通り店
東京都 新宿区 新宿ＮＳビル店 ●
東京都 新宿区 新宿早稲田通店 ●
東京都 新宿区 東新宿駅前店
東京都 新宿区 ＪＲ大久保駅北口店
東京都 杉並区 南阿佐ヶ谷店
東京都 杉並区 荻窪駅南口店 ●
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東京都 杉並区 杉並桜上水店
東京都 杉並区 京王高井戸駅前店 ●
東京都 杉並区 高円寺駅南口店
東京都 杉並区 京王八幡山駅前店 ●
東京都 杉並区 西荻窪駅北口店 ●
東京都 墨田区 ココイチエキスプレス錦糸町店 ●
東京都 墨田区 墨田区菊川駅前店 ●
東京都 墨田区 東武曳舟駅前店 ●
東京都 墨田区 ＪＲ錦糸町駅南口店 ●
東京都 世田谷区 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店
東京都 世田谷区 世田谷区駒沢店 ●
東京都 世田谷区 東急桜新町駅前店
東京都 世田谷区 東急上野毛駅前店
東京都 世田谷区 下高井戸駅前店
東京都 世田谷区 小田急千歳船橋駅前店 ●
東京都 世田谷区 世田谷区三軒茶屋店 ●
東京都 世田谷区 京王千歳烏山駅６番街店
東京都 世田谷区 下北沢店
東京都 世田谷区 東急用賀駅前店 ●
東京都 台東区 東武浅草駅前店 ●
東京都 台東区 御徒町昭和通り店 ●
東京都 台東区 御徒町春日通り店
東京都 立川市 ＪＲ立川駅南口店 ●
東京都 立川市 立川西砂店 ●
東京都 多摩市 多摩桜ケ丘店 ●
東京都 中央区 晴海トリトン店
東京都 中央区 中央区小伝馬町店
東京都 中央区 中央区人形町店
東京都 中央区 中央区馬喰町店
東京都 中央区 中央区八丁堀店
東京都 調布市 京王調布駅北口店 ●
東京都 調布市 調布つつじヶ丘店
東京都 調布市 京王仙川駅前通店
東京都 千代田区 千代田区麹町店
東京都 千代田区 ハラール秋葉原店
東京都 千代田区 神田駅北口店
東京都 千代田区 ＪＲ秋葉原駅昭和通り口店
東京都 千代田区 千代田区専大通店 ●
東京都 千代田区 ＪＲ飯田橋駅西口店 ●
東京都 豊島区 豊島区駒込店 ●
東京都 豊島区 豊島区西池袋店
東京都 豊島区 ＪＲ巣鴨駅南口店
東京都 豊島区 サンシャインシティアルパ店
東京都 豊島区 豊島区大塚店 ●
東京都 豊島区 豊島区南池袋店
東京都 豊島区 東京メトロ東池袋駅前店 ●
東京都 豊島区 西武東長崎駅前店
東京都 中野区 中野区新中野駅前店 ●
東京都 中野区 東中野駅前店 ●
東京都 中野区 東京メトロ中野坂上駅前店 ●
東京都 中野区 西武野方駅前店 ●
東京都 西多摩郡 東京瑞穂店
東京都 西東京市 西武ひばりヶ丘北口店
東京都 練馬区 西武江古田駅南口店 ●
東京都 練馬区 ヨークマート石神井店
東京都 練馬区 西武上石神井駅南口店 ●
東京都 練馬区 西武石神井公園駅前店
東京都 練馬区 西武中村橋駅前通店 ●
東京都 練馬区 西武保谷駅前店 ●
東京都 練馬区 練馬区目白通店
東京都 八王子市 八王子駅北口店 ●
東京都 八王子市 八王子駅南口店
東京都 八王子市 八王子松木店 ●
東京都 八王子市 ＪＲ西八王子駅前店 ●
東京都 八王子市 八王子帝京大前店 ●
東京都 八王子市 八王子楢原店 ●
東京都 羽村市 ＪＲ羽村駅前店 ●
東京都 東久留米市 東久留米幸町店 ●
東京都 東村山市 西武久米川駅前店 ●
東京都 東村山市 ＪＲ新秋津駅前通店 ●
東京都 府中市 府中宮西店 ●
東京都 府中市 府中四谷店 ●
東京都 府中市 東京競馬場店
東京都 福生市 ＪＲ福生駅東口店 ●
東京都 文京区 東京メトロ江戸川橋駅前店 ●
東京都 文京区 水道橋外堀通り店

イベント開催内容に準じる
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東京都 文京区 東京メトロ湯島駅前店
東京都 文京区 文京区白山駅前店 ●
東京都 文京区 文京区春日駅前店
東京都 文京区 本郷三丁目駅前店 ●
東京都 町田市 町田金森店
東京都 町田市 町田中町店 ●
東京都 町田市 町田成瀬店
東京都 町田市 小田急鶴川駅前店
東京都 町田市 町田鶴川店 ●
東京都 町田市 町田木曽店 ●
東京都 港区 港区虎ノ門三丁目店
東京都 港区 港区三田店
東京都 港区 港区芝大門店
東京都 港区 港区御成門駅前店
東京都 港区 港区赤坂店
東京都 港区 港区溜池山王駅前店
東京都 港区 アクアシティお台場店
東京都 港区 港区ヴィータイタリア店
東京都 港区 東京メトロ広尾駅前店 ●
東京都 港区 ＪＲ浜松町駅北口店
東京都 港区 港区青山１丁目店
東京都 港区 東京メトロ六本木駅前店
東京都 武蔵野市 ＪＲ吉祥寺駅南口店 ●
東京都 武蔵野市 吉祥寺サンロード店 ●
東京都 武蔵野市 西武武蔵境駅店
東京都 武蔵野市 三鷹駅北口店
東京都 目黒区 東急学芸大学駅東口店 ●
東京都 目黒区 東急都立大学駅前店 ●
東京都 目黒区 目黒駅西口店
東京都 目黒区 東急祐天寺駅前店 ●
神奈川県 厚木市 厚木関口店
神奈川県 厚木市 本厚木駅前通店
神奈川県 海老名市 小田急海老名駅前店 ●
神奈川県 小田原市 小田原鴨宮店
神奈川県 川崎市川崎区 川崎たちばなモール参番街店
神奈川県 川崎市川崎区 川崎区小田栄店 ●
神奈川県 川崎市幸区 ＪＲ鹿島田駅前店 ●
神奈川県 川崎市幸区 ＪＲ川崎駅西口通店 ●
神奈川県 川崎市中原区 ＪＲ武蔵中原駅前店 ●
神奈川県 川崎市中原区 ＪＲ武蔵新城駅前店 ●
神奈川県 川崎市中原区 ＪＲ武蔵小杉駅北口店
神奈川県 川崎市中原区 中原区元住吉店 ●
神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平ショッピングパーク店 ●
神奈川県 川崎市宮前区 東急鷺沼駅前通店 ●
神奈川県 高座郡 寒川倉見店
神奈川県 相模原市中央区 相模原清新店
神奈川県 相模原市緑区 ＪＲ橋本駅北口店
神奈川県 相模原市南区 相模原古淵駅前店
神奈川県 相模原市南区 相模原上鶴間店
神奈川県 相模原市南区 小田急相模大野駅前店
神奈川県 座間市 小田急相模原駅南口店
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎萩園店
神奈川県 秦野市 小田急マルシェ秦野店
神奈川県 平塚市 ＪＲ平塚駅北口店
神奈川県 平塚市 平塚大神店
神奈川県 藤沢市 ヨークマート六会店 ●
神奈川県 藤沢市 藤沢長後店
神奈川県 藤沢市 藤沢駅北口店 ●
神奈川県 三浦市 三浦海岸店 ●
神奈川県 大和市 小田急鶴間駅前店 ●
神奈川県 横須賀市 横須賀佐原インター店 ●
神奈川県 横須賀市 横須賀中央駅前店
神奈川県 横須賀市 京急追浜駅前店
神奈川県 横須賀市 横須賀本町三丁目店
神奈川県 横浜市青葉区 東急市が尾駅前店
神奈川県 横浜市青葉区 青葉区青葉台店
神奈川県 横浜市青葉区 東急藤が丘駅前店 ●
神奈川県 横浜市旭区 二俣川駅前店 ●
神奈川県 横浜市磯子区 ＪＲ新杉田駅前店 ●
神奈川県 横浜市神奈川区 横浜鶴屋町店 ●
神奈川県 横浜市神奈川区 東急白楽駅前通店
神奈川県 横浜市金沢区 京急金沢八景駅前店
神奈川県 横浜市港北区 港北区綱島駅前店 ●
神奈川県 横浜市港北区 新横浜駅店
神奈川県 横浜市港北区 港北区日吉中央通り店 ●
神奈川県 横浜市港南区 港南区港南中央駅前店 ●

5/1　7:00　～　5/4　18:00　改装休業
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神奈川県 横浜市栄区 ＪＲ大船駅笠間口店 ●
神奈川県 横浜市都筑区 センター南駅前店 ●
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央店 ●
神奈川県 横浜市戸塚区 戸塚区東俣野店
神奈川県 横浜市中区 中区伊勢佐木町店 ●
神奈川県 横浜市中区 ＪＲ桜木町駅前店
神奈川県 横浜市中区 ＪＲ石川町駅南口店 ●
神奈川県 横浜市中区 中区本町店 ●
神奈川県 横浜市西区 横浜駅西口店 ●
神奈川県 横浜市緑区 ＪＲ鴨居駅前店 ●
神奈川県 横浜市緑区 緑区中山店
神奈川県 横浜市南区 京急井土ケ谷駅前店 ●
神奈川県 横浜市南区 南区吉野町店 ●
新潟県 柏崎市 新潟柏崎店 ●
新潟県 三条市 三条燕インター店
新潟県 新発田市 新発田インター店 ●
新潟県 上越市 上越アルカディアシティ店 ●
新潟県 長岡市 イエローハットシティ長岡店
新潟県 新潟市江南区 新潟亀田店
新潟県 新潟市中央区 ＪＲ新潟駅北口店 ●
新潟県 新潟市西区 新潟新通り店 ●
新潟県 新潟市東区 海老ケ瀬インター店 ●
富山県 射水市 富山小杉町店 ●
富山県 魚津市 魚津吉島店 ●
富山県 高岡市 高岡横田本町店
富山県 高岡市 高岡中川栄町店 ●
富山県 砺波市 アピタ砺波店
富山県 富山市 富山黒瀬店 ●
富山県 富山市 富山山室店 ●
富山県 富山市 富山上飯野店 ●
富山県 富山市 富山西呉羽店
石川県 加賀市 加賀温泉駅前店
石川県 金沢市 金沢小坂店 ●
石川県 金沢市 金沢西インター店 ●
石川県 金沢市 金沢有松店 ●
石川県 河北郡 石川津幡店 ●
石川県 小松市 小松福乃宮店 ●
石川県 七尾市 七尾藤橋店 ●
石川県 羽咋市 羽咋石野町店 ●
石川県 白山市 フェアモール松任店 ●
福井県 越前市 武生８号バイパス店 ●
福井県 小浜市 福井小浜店 ●
福井県 鯖江市 鯖江有定町店
福井県 敦賀市 敦賀本町店
福井県 福井市 福井江守店 ●
福井県 福井市 福井開発店 ●
福井県 福井市 福井つくし野店 ●
福井県 福井市 福井堀の宮店 ●
福井県 福井市 福井インター店 ●
山梨県 甲斐市 甲府昭和インター店 ●
山梨県 甲府市 甲府国母店 ●
山梨県 甲府市 甲府上阿原店 ●
山梨県 中巨摩郡 中巨摩昭和通り店 ●
山梨県 富士吉田市 富士吉田店
山梨県 南アルプス市 南アルプスガーデン店 ●
長野県 安曇野市 安曇野インター店 ●
長野県 飯田市 飯田座光寺店 ●
長野県 飯田市 イオン飯田アップルロード店 ●
長野県 上田市 上田中央東店 ●
長野県 岡谷市 岡谷長地権現町店 ●
長野県 上伊那郡 長野箕輪店 ●
長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根インター店 ●
長野県 佐久市 佐久ステーションパーク店 ●
長野県 塩尻市 塩尻大門並木町店 ●
長野県 諏訪市 諏訪ステーションパーク店 ●
長野県 千曲市 千曲国道１８号店 ●
長野県 長野市 長野西和田店 ●
長野県 長野市 長野大豆島店
長野県 長野市 長野中御所店 ●
長野県 長野市 長野若槻店 ●
長野県 松本市 松本村井店 ●
長野県 松本市 松本駅前店 ●
長野県 松本市 松本合庁前店 ●
岐阜県 恵那市 恵那長島町店 ●
岐阜県 大垣市 大垣禾ノ森店 ●
岐阜県 大垣市 大垣築捨町店



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

岐阜県 大垣市 大垣中川町店 ●
岐阜県 各務原市 各務原三ツ池店 ●
岐阜県 各務原市 各務原鵜沼店 ●
岐阜県 各務原市 各務原那加店 ●
岐阜県 可児市 可児宮前店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜茜部店
岐阜県 岐阜市 岐阜宇佐店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜メモリアルセンター前店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜西荘店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜大学前店 ●
岐阜県 岐阜市 名鉄岐阜駅前店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜都通店
岐阜県 岐阜市 岐阜東興町店 ●
岐阜県 岐阜市 岐阜北鶉店 ●
岐阜県 岐阜市 柳津店 ●
岐阜県 関市 関山田店
岐阜県 関市 関緑ヶ丘店
岐阜県 関市 関鋳物師屋店 ●
岐阜県 高山市 高山国道４１号店 ●
岐阜県 多治見市 多治見インター店 ●
岐阜県 土岐市 土岐インター店 ●
岐阜県 中津川市 中津川インター店 ●
岐阜県 羽島郡 岐南店 ●
岐阜県 羽島市 羽島竹鼻町店
岐阜県 不破郡 岐阜垂井町店
岐阜県 瑞浪市 瑞浪国道１９号店 ●
岐阜県 瑞穂市 穂積店 ●
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂山手町店 ●
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂川合店 ●
岐阜県 本巣郡 岐阜北方店 ●
岐阜県 本巣市 本巣真正店
岐阜県 山県市 岐阜高富店 ●
静岡県 伊豆の国市 伊豆の国大仁店
静岡県 磐田市 豊田町店 ●
静岡県 磐田市 磐田鳥之瀬店 ●
静岡県 掛川市 掛川久保店 ●
静岡県 掛川市 掛川国一店 ●
静岡県 掛川市 イオンタウン大須賀店 ●
静岡県 御殿場市 御殿場ぐみ沢店 ●
静岡県 静岡市葵区 静岡古庄店 ●
静岡県 静岡市葵区 静岡伝馬町店 ●
静岡県 静岡市葵区 静岡平和店 ●
静岡県 静岡市清水区 ＡＳＴＹ清水店
静岡県 静岡市清水区 清水大曲店 ●
静岡県 静岡市駿河区 静岡丸子新田店 ●
静岡県 静岡市駿河区 静岡小黒店 ●
静岡県 島田市 島田中央町店
静岡県 駿東郡 駿東柿田川店
静岡県 駿東郡 ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店
静岡県 沼津市 沼津インター店
静岡県 沼津市 沼津原店
静岡県 浜松市中区 浜松西インター店
静岡県 浜松市西区 浜松西伊場店
静岡県 浜松市東区 浜松笠井店 ●
静岡県 浜松市東区 浜松西塚店 ●
静岡県 浜松市東区 浜松天王町店 ●
静岡県 浜松市東区 浜松有玉店 ●
静岡県 浜松市南区 浜松三島店 ●
静岡県 浜松市南区 浜松立野店
静岡県 袋井市 袋井久能店 ●
静岡県 藤枝市 藤枝国一店
静岡県 富士市 富士高島町店
静岡県 富士宮市 静岡富士宮バイパス店
静岡県 牧之原市 牧之原静波店 ●
静岡県 三島市 三島萩店 ●
静岡県 焼津市 静岡大井川店 ●
静岡県 焼津市 焼津国道１５０号バイパス店 ●
愛知県 愛知郡 東郷店 ●
愛知県 海部郡 大治店 ●
愛知県 あま市 甚目寺店
愛知県 あま市 美和店 ●
愛知県 安城市 安城住吉店
愛知県 安城市 安城南店
愛知県 一宮市 アスティ一宮店
愛知県 一宮市 一宮インター店
愛知県 一宮市 一宮奥町店 ●

建て替え休業中

5/1～5/31改装休業



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

愛知県 一宮市 尾西開明店 ●
愛知県 一宮市 一宮昭和店 ●
愛知県 一宮市 一宮森本店 ●
愛知県 一宮市 一宮西店
愛知県 一宮市 一宮千秋店 ●
愛知県 一宮市 一宮浅野店 ●
愛知県 一宮市 一宮佐千原店 ●
愛知県 稲沢市 稲沢国府宮店 ●
愛知県 稲沢市 稲沢大矢店 ●
愛知県 稲沢市 稲沢桜木店 ●
愛知県 稲沢市 愛知平和店 ●
愛知県 犬山市 犬山五郎丸店 ●
愛知県 大府市 大府共和店 ●
愛知県 岡崎市 北岡崎店 ●
愛知県 岡崎市 岡崎上地店
愛知県 岡崎市 岡崎矢作店 ●
愛知県 岡崎市 岡崎牧御堂店 ●
愛知県 尾張旭市 尾張旭店 ●
愛知県 春日井市 春日井町屋店 ●
愛知県 春日井市 春日井高蔵寺店
愛知県 春日井市 春日井勝川店 ●
愛知県 春日井市 春日井中新町店 ●
愛知県 春日井市 春日井鳥居松店 ●
愛知県 春日井市 春日井東野店
愛知県 蒲郡市 蒲郡三谷北通店 ●
愛知県 蒲郡市 蒲郡拾石町店 ●
愛知県 刈谷市 刈谷井ヶ谷町店
愛知県 刈谷市 東刈谷店
愛知県 刈谷市 刈谷日高店
愛知県 北名古屋市 師勝店 ●
愛知県 北名古屋市 西春店 ●
愛知県 清須市 春日店 ●
愛知県 清須市 愛知清洲店 ●
愛知県 清須市 西枇杷島店 ●
愛知県 江南市 江南東野店 ●
愛知県 小牧市 小牧中央店 ●
愛知県 小牧市 小牧田県店 ●
愛知県 小牧市 小牧弥生町店 ●
愛知県 瀬戸市 瀬戸神川店
愛知県 瀬戸市 瀬戸西本地店 ●
愛知県 高浜市 高浜一本木店
愛知県 知多郡 東浦店 ●
愛知県 知多郡 武豊店
愛知県 知多市 知多新知店
愛知県 知立市 知立駅南店
愛知県 津島市 蟹江インター店 ●
愛知県 津島市 津島柳原店 ●
愛知県 東海市 東海加木屋店
愛知県 東海市 東海名和店
愛知県 常滑市 セントレア店
愛知県 常滑市 常滑千代ヶ丘店
愛知県 豊明市 豊明国一店
愛知県 豊川市 豊川御油町店 ●
愛知県 豊川市 豊川インター店 ●
愛知県 豊田市 豊田御立町店 ●
愛知県 豊田市 豊田山之手店 ●
愛知県 豊田市 豊田浄水店 ●
愛知県 豊田市 豊田西町店
愛知県 豊田市 豊田大林店 ●
愛知県 豊田市 豊田田中町店 ●
愛知県 豊田市 豊田梅坪店 ●
愛知県 豊橋市 豊橋高師店 ●
愛知県 豊橋市 豊橋藤沢店 ●
愛知県 豊橋市 豊橋前田店 ●
愛知県 豊橋市 ラウンドワン豊橋店 ●
愛知県 豊橋市 豊橋岩田店 ●
愛知県 長久手市 愛知医科大学店
愛知県 長久手市 長久手店 ●
愛知県 名古屋市熱田区 金山駅南口店
愛知県 名古屋市熱田区 熱田区伝馬町店 ●
愛知県 名古屋市熱田区 六番町店
愛知県 名古屋市北区 黒川店 ●
愛知県 名古屋市北区 辻本通店
愛知県 名古屋市昭和区 昭和区高辻店 ●
愛知県 名古屋市昭和区 昭和杁中店 ●
愛知県 名古屋市昭和区 昭和区荒畑店 ●

4/27～5/6休業



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

愛知県 名古屋市昭和区 昭和御器所店 ●
愛知県 名古屋市千種区 千種区星ケ丘店
愛知県 名古屋市千種区 千種駅前店 ●
愛知県 名古屋市千種区 今池ダイエー通店 ●
愛知県 名古屋市千種区 池下店 ●
愛知県 名古屋市千種区 吹上ホール店
愛知県 名古屋市千種区 千種区天満通店 ●
愛知県 名古屋市千種区 千種区本山店
愛知県 名古屋市千種区 千種区都通店 ●
愛知県 名古屋市天白区 天白原店
愛知県 名古屋市天白区 天白植田店 ●
愛知県 名古屋市天白区 天白菅田店
愛知県 名古屋市中川区 中川区かの里国一店
愛知県 名古屋市中川区 中川区高杉店
愛知県 名古屋市中川区 松葉公園店
愛知県 名古屋市中川区 中川区中郷店
愛知県 名古屋市中川区 中川区尾頭橋店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区瓦町店
愛知県 名古屋市中区 中区栄三丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区広小路本町店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区丸の内一丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区大津橋店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区錦三丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区伏見通店
愛知県 名古屋市中区 中区市民会館前店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区松原三丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区新栄店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区東新町店
愛知県 名古屋市中区 鶴舞公園店
愛知県 名古屋市中区 中区矢場町店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区大須店 ●
愛知県 名古屋市中村区 中村本陣店
愛知県 名古屋市中村区 名古屋駅西口店 ●
愛知県 名古屋市中村区 中村公園店 ●
愛知県 名古屋市中村区 名古屋駅前店 ●
愛知県 名古屋市中村区 名駅サンロード店
愛知県 名古屋市中村区 柳橋店 ●
愛知県 名古屋市西区 西区ミユキモール店 ●
愛知県 名古屋市西区 小田井店 ●
愛知県 名古屋市西区 西区城西店
愛知県 名古屋市西区 西区那古野店 ●
愛知県 名古屋市東区 東区新出来店 ●
愛知県 名古屋市東区 ナゴヤドーム店
愛知県 名古屋市東区 東区錦通東桜店 ●
愛知県 名古屋市瑞穂区 新瑞橋店 ●
愛知県 名古屋市緑区 緑区徳重店
愛知県 名古屋市緑区 緑区鴻仏目店
愛知県 名古屋市緑区 緑区相生山店 ●
愛知県 名古屋市緑区 緑区池上台店 ●
愛知県 名古屋市緑区 緑区鳴海国一店 ●
愛知県 名古屋市緑区 野並店 ●
愛知県 名古屋市港区 Ｍａｋｅｒ’ｓＰｉｅｒ店
愛知県 名古屋市港区 名古屋競馬場前店
愛知県 名古屋市港区 港区南陽店 ●
愛知県 名古屋市港区 港区当知店
愛知県 名古屋市南区 南区薬師通店 ●
愛知県 名古屋市南区 南区星崎店 ●
愛知県 名古屋市南区 南区宝生町店 ●
愛知県 名古屋市南区 笠寺店 ●
愛知県 名古屋市名東区 上社店 ●
愛知県 名古屋市名東区 本郷店 ●
愛知県 名古屋市名東区 名東高針店
愛知県 名古屋市名東区 藤ヶ丘駅東店 ●
愛知県 名古屋市名東区 名東区八前店 ●
愛知県 名古屋市名東区 西山店
愛知県 名古屋市守山区 守山大永寺店 ●
愛知県 名古屋市守山区 守山小幡店
愛知県 名古屋市守山区 守山志段味店
愛知県 名古屋市守山区 守山区大森店 ●
愛知県 名古屋市守山区 本地ヶ原店 ●
愛知県 西尾市 西尾下町店
愛知県 西尾市 西尾寄住店
愛知県 西春日井郡 豊山店 ●
愛知県 日進市 日進香久山店
愛知県 日進市 日進本郷町店 ●
愛知県 丹羽郡 扶桑店 ●

イベント開催内容に準じる

イベント開催内容に準じる

5/1閉店



都道府県 市郡区 店舗名 4月30日 5月1日 5月2日

愛知県 半田市 半田インター店
愛知県 半田市 半田住吉店
愛知県 碧南市 碧南松本店
愛知県 みよし市 三好店 ●
愛知県 弥富市 弥富国一店
三重県 伊賀市 伊賀服部店
三重県 伊勢市 伊勢南勢バイパス店 ●
三重県 亀山市 名阪関インター店 ●
三重県 桑名市 桑名江場店
三重県 桑名市 桑名東インター店
三重県 桑名市 桑名国一店 ●
三重県 桑名市 桑名大仲新田店 ●
三重県 桑名市 長島店 ●
三重県 志摩市 三重阿児町店 ●
三重県 鈴鹿市 鈴鹿三日市店 ●
三重県 鈴鹿市 鈴鹿玉垣店 ●
三重県 多気郡 明和店
三重県 津市 津駅南店 ●
三重県 津市 河芸店 ●
三重県 津市 久居インター店 ●
三重県 津市 津高茶屋店
三重県 津市 津上浜店
三重県 名張市 名張店
三重県 松阪市 松阪駅部田店 ●
三重県 松阪市 三重嬉野町店 ●
三重県 松阪市 三雲店 ●
三重県 松阪市 松阪上川店 ●
三重県 松阪市 松阪パワーセンター店
三重県 三重郡 三重菰野町店 ●
三重県 四日市市 四日市駅西店 ●
三重県 四日市市 四日市生桑店 ●
三重県 四日市市 四日市国一店 ●
三重県 四日市市 四日市富洲原店
滋賀県 犬上郡 ＥＸＰＡＳＡ多賀店
滋賀県 近江八幡市 近江八幡サウスモール店
滋賀県 大津市 大津におの浜店
滋賀県 大津市 大津下阪本店 ●
滋賀県 大津市 大津堅田店
滋賀県 草津市 草津野路店
滋賀県 甲賀市 水口店 ●
滋賀県 高島市 高島安曇川店 ●
滋賀県 長浜市 長浜８号バイパス店
滋賀県 東近江市 東近江五個荘店
滋賀県 東近江市 八日市春日町店
滋賀県 彦根市 彦根中藪店
滋賀県 守山市 守山播磨田店
滋賀県 栗東市 栗東インター店
京都府 宇治市 宇治伊勢田店
京都府 宇治市 宇治小倉店 ●
京都府 亀岡市 亀岡篠町店
京都府 木津川市 イオンモール高の原店
京都府 京田辺市 京田辺松井山手店 ●
京都府 京都市右京区 京都花園店
京都府 京都市右京区 右京梅津段町店
京都府 京都市上京区 烏丸今出川店
京都府 京都市上京区 堀川丸太町店
京都府 京都市北区 北大路駅前店 ●
京都府 京都市左京区 左京区一乗寺店
京都府 京都市左京区 下鴨北大路店 ●
京都府 京都市左京区 左京区百万遍店 ●
京都府 京都市下京区 下京区四条河原町店
京都府 京都市下京区 烏丸五条店
京都府 京都市下京区 京都四条大宮店
京都府 京都市中京区 中京区河原町三条店
京都府 京都市中京区 京都四条壬生店
京都府 京都市中京区 円町店
京都府 京都市西京区 西京大枝中山店 ●
京都府 京都市東山区 京阪七条店 ●
京都府 京都市伏見区 伏見区横大路店
京都府 京都市伏見区 伏見醍醐店
京都府 京都市伏見区 近鉄上鳥羽口店
京都府 京都市伏見区 京都赤池店
京都府 京都市伏見区 新堀川店
京都府 京都市南区 南区上鳥羽店 ●
京都府 京都市南区 南区八条口店
京都府 京都市南区 南区吉祥院店 ●
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京都府 京都市山科区 山科小野店
京都府 城陽市 城陽平川店 ●
京都府 長岡京市 阪急長岡天神駅前店 ●
京都府 福知山市 福知山国道９号線店 ●
京都府 舞鶴市 西舞鶴国道２７号店
京都府 向日市 向日国道１７１号店
京都府 八幡市 八幡国一店 ●
大阪府 池田市 阪急池田駅前店
大阪府 泉大津市 泉大津我孫子店
大阪府 泉佐野市 りんくうシークル店
大阪府 泉佐野市 泉佐野国道２６号店 ●
大阪府 和泉市 和泉いぶき野店 ●
大阪府 茨木市 茨木宮島店
大阪府 茨木市 阪急茨木市駅前店
大阪府 茨木市 茨木インター店
大阪府 茨木市 茨木豊川店 ●
大阪府 大阪狭山市 大阪狭山くみの木店 ●
大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野昭和町店 ●
大阪府 大阪市生野区 生野区北巽駅前店 ●
大阪府 大阪市北区 北区角田町店
大阪府 大阪市北区 北区芝田一丁目店
大阪府 大阪市北区 北区西天満四丁目店 ●
大阪府 大阪市北区 北区太融寺店
大阪府 大阪市北区 梅田スカイビル店 ●
大阪府 大阪市北区 北区天神橋７丁目店 ●
大阪府 大阪市北区 北区天満２丁目店 ●
大阪府 大阪市北区 大阪駅前第３ビル店 ●
大阪府 大阪市城東区 城東関目店
大阪府 大阪市城東区 城東区諏訪四丁目店 ●
大阪府 大阪市住之江区 マグ住之江店
大阪府 大阪市住之江区 住之江区南港ＡＴＣ店
大阪府 大阪市住之江区 玉出駅前店
大阪府 大阪市住吉区 住吉区我孫子店 ●
大阪府 大阪市住吉区 住吉区長居公園前店 ●
大阪府 大阪市大正区 大正区三軒家店
大阪府 大阪市中央区 ＯＢＰツイン２１店 ●
大阪府 大阪市中央区 中央区谷町七丁目店 ●
大阪府 大阪市中央区 中央区谷町二丁目店 ●
大阪府 大阪市中央区 中央区南船場三丁目店
大阪府 大阪市中央区 難波千日前店
大阪府 大阪市中央区 中央区日本橋１丁目店
大阪府 大阪市中央区 中央区堺筋本町店 ●
大阪府 大阪市中央区 中央区本町４丁目店 ●
大阪府 大阪市鶴見区 鶴見緑店
大阪府 大阪市天王寺区 近鉄上本町駅前店 ●
大阪府 大阪市天王寺区 ＪＲ天王寺駅北口店 ●
大阪府 大阪市浪速区 浪速区難波中１丁目店
大阪府 大阪市浪速区 浪速区日本橋五丁目店 ●
大阪府 大阪市浪速区 浪速区大国町店
大阪府 大阪市西区 西区阿波座一丁目店 ●
大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティ店
大阪府 大阪市西区 西区土佐堀店 ●
大阪府 大阪市西区 西区北堀江一丁目店
大阪府 大阪市西淀川区 イズミヤスーパーセンター福町店
大阪府 大阪市東住吉区 東住吉区杭全店
大阪府 大阪市東住吉区 近鉄針中野駅前店
大阪府 大阪市東成区 東成区大今里店 ●
大阪府 大阪市東成区 ＪＲ鶴橋駅前店 ●
大阪府 大阪市東成区 東成区緑橋東店 ●
大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ店
大阪府 大阪市平野区 平野瓜破店 ●
大阪府 大阪市平野区 平野区加美東店 ●
大阪府 大阪市福島区 ＪＲ野田駅店
大阪府 大阪市福島区 ＪＲ福島駅前店
大阪府 大阪市港区 港区弁天町店
大阪府 大阪市都島区 都島インター店
大阪府 大阪市都島区 都島区都島北通り店
大阪府 大阪市都島区 京橋駅北口店 ●
大阪府 大阪市淀川区 淀川区三国本町店 ●
大阪府 大阪市淀川区 十三駅西口店
大阪府 大阪市淀川区 淀川区西中島店 ●
大阪府 貝塚市 貝塚小瀬店
大阪府 交野市 交野私部店
大阪府 門真市 京阪古川橋駅店
大阪府 門真市 門真国道１６３号店
大阪府 門真市 門真中央環状線店 ●
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大阪府 河内長野市 河内長野外環状線店
大阪府 岸和田市 岸和田インター店 ●
大阪府 岸和田市 岸和田並松店
大阪府 堺市北区 堺中百舌鳥店
大阪府 堺市北区 堺北花田店
大阪府 堺市堺区 南海堺東駅前店 ●
大阪府 堺市堺区 堺区南清水町店 ●
大阪府 堺市中区 泉北高速深井駅前店 ●
大阪府 堺市中区 堺福田店 ●
大阪府 堺市東区 堺八下店 ●
大阪府 堺市美原区 大阪美原店
大阪府 四條畷市 四條畷外環状線店
大阪府 吹田市 トナリエ南千里店
大阪府 吹田市 吹田豊津店
大阪府 泉南市 泉南男里店 ●
大阪府 高石市 高石西取石店
大阪府 高槻市 阪急高槻市駅南口店
大阪府 高槻市 高槻国道１７１号店
大阪府 大東市 大東諸福店
大阪府 豊中市 豊中緑地公園店 ●
大阪府 豊中市 豊中インター店
大阪府 豊中市 阪急豊中駅前店
大阪府 富田林市 富田林外環状線店 ●
大阪府 寝屋川市 ビバモール寝屋川店
大阪府 寝屋川市 寝屋川池田中町店
大阪府 羽曳野市 羽曳野樫山店
大阪府 東大阪市 河内小阪駅店 ●
大阪府 東大阪市 近鉄布施駅前店
大阪府 東大阪市 東大阪中野店
大阪府 東大阪市 東大阪長田店 ●
大阪府 枚方市 枚方宮之阪店
大阪府 枚方市 枚方国一店
大阪府 枚方市 枚方東香里店
大阪府 藤井寺市 藤井寺外環状線店 ●
大阪府 松原市 松原インター店
大阪府 三島郡 島本町国道１７１号店
大阪府 箕面市 箕面国道１７１号店
大阪府 守口市 京阪守口市駅店 ●
大阪府 八尾市 八尾太子堂店 ●
大阪府 八尾市 八尾外環状線店 ●
大阪府 八尾市 近鉄八尾駅店 ●
兵庫県 明石市 明幹明石魚住店 ●
兵庫県 明石市 西明石松の内店 ●
兵庫県 明石市 明石大久保店 ●
兵庫県 明石市 朝霧国道２号店
兵庫県 尼崎市 阪神尼崎駅前店
兵庫県 尼崎市 尼崎西昆陽店
兵庫県 尼崎市 尼崎大庄西町店
兵庫県 尼崎市 尼崎潮江店
兵庫県 尼崎市 阪急塚口駅北口店
兵庫県 尼崎市 尼崎錦橋店
兵庫県 伊丹市 伊丹国道１７１号店
兵庫県 揖保郡 兵庫太子町店 ●
兵庫県 加古川市 加古川平岡店
兵庫県 加東市 滝野社インター店
兵庫県 川西市 阪急川西能勢口駅店
兵庫県 川西市 イオンタウン川西店 ●
兵庫県 神戸市北区 北区鈴蘭台店 ●
兵庫県 神戸市北区 北区谷上店 ●
兵庫県 神戸市須磨区 須磨駅前店
兵庫県 神戸市須磨区 板宿駅前店
兵庫県 神戸市垂水区 垂水区小束山店
兵庫県 神戸市垂水区 ＪＲ垂水駅東口店
兵庫県 神戸市中央区 中央区磯上通店
兵庫県 神戸市中央区 ＪＲ三ノ宮駅東口店
兵庫県 神戸市中央区 ＰＬｉＣｏ三宮店
兵庫県 神戸市中央区 新神戸フラワーロード店 ●
兵庫県 神戸市中央区 ＪＲ元町駅前店
兵庫県 神戸市中央区 中央区西元町店
兵庫県 神戸市中央区 阪急三宮駅北口店 ●
兵庫県 神戸市長田区 神戸高速長田駅前店
兵庫県 神戸市灘区 ＪＲ六甲道駅前店
兵庫県 神戸市灘区 神戸摩耶ランプ店
兵庫県 神戸市西区 神戸玉津インター店 ●
兵庫県 神戸市西区 西神中央駅前店
兵庫県 神戸市東灘区 東灘区田中町店
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兵庫県 神戸市兵庫区 兵庫区湊川駅前店
兵庫県 三田市 三田寺村店
兵庫県 高砂市 高砂北インター店
兵庫県 宝塚市 宝塚国道１７６号店
兵庫県 豊岡市 豊岡正法寺店 ●
兵庫県 西宮市 阪急西宮北口店
兵庫県 西宮市 西宮北インター店 ●
兵庫県 西宮市 ＪＲ西宮駅前店
兵庫県 姫路市 姫路グランフェスタ店
兵庫県 姫路市 姫路文化センター店
兵庫県 姫路市 姫路花田国道２号店
兵庫県 姫路市 姫路辻井店
兵庫県 姫路市 姫路砥堀店
兵庫県 姫路市網干区 姫路網干店
兵庫県 姫路市飾磨区 飾磨区下野田店 ●
兵庫県 三木市 三木別所店
兵庫県 南あわじ市 洲本インター店
奈良県 香芝市 香芝インター店 ●
奈良県 橿原市 橿原四条店
奈良県 橿原市 ツインゲート橿原店 ●
奈良県 北葛城郡 法隆寺インター店 ●
奈良県 桜井市 桜井東新堂店 ●
奈良県 天理市 天理嘉幡店
奈良県 奈良市 奈良上三条店 ●
奈良県 奈良市 奈良神殿店
奈良県 奈良市 近鉄新大宮駅前店 ●
奈良県 奈良市 奈良藤ノ木台店
奈良県 大和郡山市 大和郡山筒井店 ●
奈良県 大和高田市 大和高田神楽店 ●
和歌山県 紀の川市 オーストリート打田店
和歌山県 御坊市 御坊国道４２号店 ●
和歌山県 新宮市 和歌山新宮店 ●
和歌山県 田辺市 田辺元町店 ●
和歌山県 橋本市 橋本国道２４号店
和歌山県 和歌山市 ラウンドワン和歌山店 ●
和歌山県 和歌山市 和歌山国道２６号店 ●
和歌山県 和歌山市 和歌山北インター店
和歌山県 和歌山市 和歌山ＪＲ駅前店
鳥取県 倉吉市 倉吉福庭店 ●
鳥取県 鳥取市 鳥取宮長店 ●
鳥取県 鳥取市 鳥取湖山店 ●
鳥取県 米子市 米子皆生店 ●
鳥取県 米子市 米子旗ケ崎店 ●
島根県 出雲市 出雲大津新崎店 ●
島根県 松江市 松江学園通り店 ●
島根県 松江市 松江城山西通り店 ●
島根県 松江市 松江田和山店 ●
岡山県 岡山市北区 岡山駅西口店
岡山県 岡山市北区 岡山岡南店 ●
岡山県 岡山市北区 岡山下中野店 ●
岡山県 岡山市北区 岡山大安寺店 ●
岡山県 岡山市北区 岡山庭瀬店 ●
岡山県 岡山市北区 岡山駅前店 ●
岡山県 岡山市中区 東岡山店 ●
岡山県 岡山市中区 岡山けやき通り店 ●
岡山県 岡山市東区 岡山西大寺店 ●
岡山県 岡山市南区 岡山三浜店 ●
岡山県 岡山市南区 岡山灘崎店 ●
岡山県 笠岡市 コムプラザ笠岡店
岡山県 倉敷市 倉敷沖店
岡山県 倉敷市 倉敷玉島店 ●
岡山県 倉敷市 倉敷児島店
岡山県 倉敷市 倉敷中庄店
岡山県 倉敷市 倉敷東塚店
岡山県 総社市 総社溝口店 ●
岡山県 都窪郡 早島インター店 ●
岡山県 津山市 津山インター店
岡山県 津山市 津山二宮店 ●
広島県 尾道市 尾道新浜店 ●
広島県 呉市 呉広店 ●
広島県 東広島市 広島大前店 ●
広島県 東広島市 東広島３７５号バイパス店 ●
広島県 広島市安芸区 安芸区船越南店 ●
広島県 広島市安芸区 安芸区矢野東店 ●
広島県 広島市安佐北区 安佐北区可部店 ●
広島県 広島市安佐南区 安佐南区安東店 ●
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広島県 広島市安佐南区 安佐南区西原店 ●
広島県 広島市佐伯区 佐伯区隅の浜店 ●
広島県 広島市佐伯区 佐伯区西風新都店 ●
広島県 広島市中区 中区新天地店 ●
広島県 広島市中区 中区舟入店
広島県 広島市中区 中区大手町店 ●
広島県 広島市中区 中区広島女学院前店 ●
広島県 広島市中区 中区東千田店 ●
広島県 広島市西区 ＪＲ横川駅前店 ●
広島県 広島市西区 西広島駅前店
広島県 広島市西区 広島南観音店
広島県 広島市東区 フォレオ広島東店 ●
広島県 広島市南区 南区宇品店 ●
広島県 広島市南区 南区西蟹屋店 ●
広島県 福山市 福山引野町店
広島県 福山市 福山駅家町店 ●
広島県 福山市 福山駅店
広島県 福山市 福山松永店
広島県 福山市 サファ福山店
広島県 福山市 福山多治米店
広島県 福山市 福山東インター店
広島県 三原市 三原皆実店 ●
山口県 岩国市 南岩国店 ●
山口県 岩国市 岩国ＪＲ駅前店 ●
山口県 宇部市 宇部厚南店
山口県 宇部市 宇部中央町店
山口県 宇部市 宇部東岐波店
山口県 下松市 下松末武店 ●
山口県 下関市 コスパ新下関店 ●
山口県 下関市 下関武久店 ●
山口県 周南市 イオンタウン周南店 ●
山口県 周南市 徳山２号バイパス店 ●
山口県 光市 光浅江店 ●
山口県 防府市 イオンタウン防府店 ●
山口県 防府市 防府千日店 ●
山口県 柳井市 ミスターマックス柳井店 ●
山口県 山口市 小郡店 ●
山口県 山口市 山口大前店
徳島県 阿南市 フジグラン阿南店 ●
徳島県 板野郡 徳島松茂店
徳島県 板野郡 徳島上板店
徳島県 小松島市 小松島バイパス店
徳島県 徳島市 ＪＲ徳島駅前店
徳島県 徳島市 徳島沖浜店
徳島県 徳島市 徳島国府店 ●
徳島県 徳島市 徳島島田店
徳島県 鳴門市 鳴門黒崎店
香川県 綾歌郡 香川宇多津店
香川県 観音寺市 観音寺本大町店
香川県 善通寺市 善通寺インター店
香川県 高松市 高松茜町店 ●
香川県 高松市 高松屋島店
香川県 高松市 香川国分寺店 ●
香川県 高松市 高松勅使店 ●
香川県 高松市 高松南新町店
香川県 高松市 高松松縄店
香川県 高松市 高松六条店
香川県 丸亀市 丸亀田村店
愛媛県 今治市 今治喜田村店 ●
愛媛県 今治市 今治日吉店 ●
愛媛県 宇和島市 宇和島国道５６号店 ●
愛媛県 大洲市 フレスポ大洲店 ●
愛媛県 西条市 西条アクアタウン店
愛媛県 四国中央市 四国中央下柏店
愛媛県 新居浜市 新居浜松木町店
愛媛県 松山市 松山一番町店
愛媛県 松山市 松山久万ノ台店
愛媛県 松山市 松山土居田店
愛媛県 松山市 松山東石井店
愛媛県 松山市 松山南久米店
高知県 高知市 高知はりまや橋店
高知県 高知市 高知パワーセンター店
高知県 高知市 高知土佐道路店
高知県 高知市 高知インター店
高知県 香南市 香南野市店
福岡県 朝倉市 甘木インター店
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福岡県 飯塚市 飯塚若菜店
福岡県 飯塚市 飯塚柏の森店
福岡県 大野城市 福岡南バイパス店
福岡県 大牟田市 ゆめタウン大牟田店 ●
福岡県 大牟田市 ミスターマックス大牟田店 ●
福岡県 春日市 春日岡本店 ●
福岡県 春日市 春日惣利店 ●
福岡県 糟屋郡 福岡志免店
福岡県 糟屋郡 新宮３号バイパス店
福岡県 糟屋郡 福岡インター店
福岡県 糟屋郡 福岡門松店 ●
福岡県 北九州市小倉北区 小倉京町店
福岡県 北九州市小倉北区 小倉北区西港店
福岡県 北九州市小倉北区 小倉馬借店
福岡県 北九州市小倉南区 小倉南区朽網店
福岡県 北九州市小倉南区 小倉曽根バイパス店
福岡県 北九州市小倉南区 小倉南インター店 ●
福岡県 北九州市戸畑区 戸畑３号バイパス店
福岡県 北九州市門司区 門司駅前店
福岡県 北九州市八幡西区 八幡西区陣原店 ●
福岡県 北九州市八幡西区 黒崎ＪＲ駅前店
福岡県 北九州市八幡西区 八幡西区三ヶ森店
福岡県 北九州市八幡西区 千代ケ崎店
福岡県 北九州市八幡東区 八幡東区平野店 ●
福岡県 久留米市 久留米苅原店
福岡県 久留米市 久留米荘島店
福岡県 久留米市 久留米東櫛原店
福岡県 久留米市 久留米合川店
福岡県 久留米市 久留米西鉄駅前店
福岡県 久留米市 久留米上津店
福岡県 古賀市 プラムガーデン花見東店 ●
福岡県 田川市 メルクス田川店
福岡県 太宰府市 太宰府水城店 ●
福岡県 筑後市 筑後山ノ井店
福岡県 筑紫野市 ゆめタウン筑紫野店 ●
福岡県 筑紫野市 筑紫野二日市店 ●
福岡県 那珂川市 福岡那珂川店 ●
福岡県 福岡市城南区 城南片江店
福岡県 福岡市中央区 中央区今泉店 ●
福岡県 福岡市中央区 中央区清川店
福岡県 福岡市中央区 中央区西中洲店
福岡県 福岡市中央区 中央区大名店
福岡県 福岡市中央区 中央区平尾店 ●
福岡県 福岡市中央区 中央区六本松店
福岡県 福岡市西区 ハローパーク周船寺店
福岡県 福岡市西区 西区福重店
福岡県 福岡市博多区 博多区住吉店 ●
福岡県 福岡市博多区 アクロスガーデン千鳥橋店
福岡県 福岡市博多区 博多区中洲店 ●
福岡県 福岡市博多区 博多区筑紫通り店
福岡県 福岡市博多区 博多区東那珂店
福岡県 福岡市博多区 福岡空港東店
福岡県 福岡市東区 九産大前店 ●
福岡県 福岡市東区 東区二又瀬店 ●
福岡県 福岡市東区 東区名島店
福岡県 福岡市東区 福工大前店
福岡県 福岡市南区 福岡大橋駅東口店 ●
福岡県 福岡市南区 南区野間店 ●
福岡県 宗像市 宗像３号バイパス店
福岡県 柳川市 福岡柳川店 ●
福岡県 八女市 八女大島店
福岡県 行橋市 コスタ行橋店
佐賀県 伊万里市 伊万里二里町店
佐賀県 唐津市 唐津バイパス店
佐賀県 佐賀市 佐賀大和バイパス店 ●
佐賀県 佐賀市 佐賀南部バイパス店 ●
佐賀県 武雄市 佐賀武雄店 ●
佐賀県 鳥栖市 鳥栖バイパス店 ●
佐賀県 三養基郡 佐賀基山店 ●
佐賀県 三養基郡 佐賀上峰店 ●
長崎県 諌早市 諫早幸町店 ●
長崎県 大村市 長崎空港バイパス店 ●
長崎県 佐世保市 早岐ＪＲ駅前店
長崎県 佐世保市 ララプレイス佐世保店 ●
長崎県 島原市 島原柏野町店 ●
長崎県 長崎市 ミスターマックス長崎店 ●
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長崎県 長崎市 長崎浜町店 ●
長崎県 長崎市 長崎矢上店 ●
長崎県 西彼杵郡 ミスターマックス時津店 ●
熊本県 菊池郡 大津バイパス店
熊本県 熊本市北区 熊本高平店
熊本県 熊本市北区 熊本植木店
熊本県 熊本市中央区 ワンダーシティ南熊本店
熊本県 熊本市中央区 熊本上通店
熊本県 熊本市中央区 熊本新市街店
熊本県 熊本市東区 熊本戸島店 ●
熊本県 熊本市東区 熊本東バイパス店
熊本県 熊本市東区 熊本保田窪店
熊本県 熊本市南区 熊本近見町店
熊本県 合志市 熊本合志南口店
熊本県 玉名市 熊本玉名店 ●
熊本県 八代市 八代松江町店
熊本県 山鹿市 熊本山鹿店 ●
大分県 宇佐市 宇佐四日市店 ●
大分県 大分市 大分賀来店 ●
大分県 大分市 大分西春日店 ●
大分県 大分市 大分明野店 ●
大分県 大分市 日本文理大前店 ●
大分県 大分市 大分戸次店 ●
大分県 大分市 大分田尻店 ●
大分県 大分市 大分中央町店 ●
大分県 佐伯市 コスモタウン佐伯店 ●
大分県 中津市 大分中津店
大分県 日田市 大分日田店 ●
大分県 別府市 別府観光通り店
宮崎県 延岡市 延岡平原町店
宮崎県 日向市 ミスターマックス日向店
宮崎県 都城市 都城吉尾町店
宮崎県 宮崎市 宮崎新名爪店
宮崎県 宮崎市 宮崎大塚町店
宮崎県 宮崎市 宮崎南バイパス店
宮崎県 宮崎市 宮崎日の出町店
鹿児島県 姶良市 加治木店 ●
鹿児島県 出水市 鹿児島出水店 ●
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島笹貫店 ●
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島天保山店 ●
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋バイパス店 ●
鹿児島県 霧島市 ＪＳ国分店 ●
鹿児島県 薩摩川内市 鹿児島川内店 ●
沖縄県 石垣市 沖縄石垣店
沖縄県 糸満市 糸満潮平店
沖縄県 浦添市 浦添バークレーズコート店 ●
沖縄県 うるま市 沖縄石川店 ●
沖縄県 沖縄市 沖縄南インター店
沖縄県 沖縄市 沖縄美里店
沖縄県 宜野湾市 ラウンドワン宜野湾店
沖縄県 島尻郡 ラウンドワン南風原店
沖縄県 中頭郡 沖縄嘉手納店
沖縄県 中頭郡 沖縄北谷国体道路店
沖縄県 中頭郡 沖縄北谷ハンビー店 ●
沖縄県 名護市 沖縄名護店 ●
沖縄県 那覇市 那覇金城店 ●
沖縄県 那覇市 那覇天久店
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東京都 港区 港区西新橋烏森通店 ●
岐阜県 各務原市 各務原三ツ池店 ●
岐阜県 本巣郡 岐阜北方店 ●
愛知県 あま市 甚目寺店
愛知県 安城市 安城新田町店 ●
愛知県 一宮市 一宮三ツ井店 ●
愛知県 一宮市 一宮泉店 ●
愛知県 稲沢市 稲沢国府宮店 ●
愛知県 岡崎市 岡崎上地店 ●
愛知県 春日井市 春日井八田町店 ●
愛知県 小牧市 小牧常普請店 ●
愛知県 瀬戸市 瀬戸東寺山店
愛知県 知多郡 阿久比店 ●
愛知県 津島市 アクロスプラザ津島店 ●
愛知県 東海市 東海富貴ノ台店 ●
愛知県 豊橋市 豊橋下地店 ●
愛知県 豊橋市 ラウンドワン豊橋店 ●
愛知県 名古屋市熱田区 名鉄神宮前店 ●
愛知県 名古屋市天白区 天白原店 ●
愛知県 名古屋市中川区 中川区打出店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区丸の内一丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区松原三丁目店 ●
愛知県 名古屋市中区 中区新栄店 ●
愛知県 名古屋市西区 西区城西店 ●
愛知県 名古屋市西区 ヨシヅヤ名古屋名西店
愛知県 名古屋市緑区 緑区潮見が丘店 ●
愛知県 名古屋市緑区 アピタ鳴海店
愛知県 名古屋市名東区 名東区牧の原店 ●
愛知県 西春日井郡 愛知豊山店 ●
愛知県 丹羽郡 愛知扶桑店 ●
愛知県 半田市 ラウンドワン半田店 ●
愛知県 弥富市 弥富鍋平店 ●

愛知県 稲沢市 稲沢国府宮店 ●
愛知県 江南市 江南赤童子店 ●

麺屋ここいち
愛知県 一宮市 麺屋一宮末広店 ●
愛知県 北名古屋市 麺屋楽市街道中之郷店
愛知県 瀬戸市 麺屋瀬戸西本地店 ●
愛知県 名古屋市北区 麺屋北区新沼町店 ●

パスタデ・ココ

にっくい亭


