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【サーロイン販売店舗】 【リブロース販売店舗】

ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒店 北海道 長崎屋小樽店 北海道
イオンモール旭川西店 北海道 札幌南店 北海道
イオンモール盛岡店 岩手 アリオ札幌店 北海道

仙台吉成台店 宮城 千歳店 北海道
秋田東通店 秋田 青森駅前店 青森

イオンモールいわき小名浜店 福島 仙台店 宮城
浅草雷門店 東京 六本木店 東京
保谷駅前店 東京 赤坂通り店 東京

大山店 東京 池袋東口店 東京
大久保　店 東京 渋谷センター街店 東京
三軒茶屋店 東京 小川町　店 東京
門前仲町店 東京 池袋西口店 東京
学芸大学店 東京 東京八重洲地下街店 東京

王子店 東京 八王子店 東京
大塚店 東京 あけぼのばし店 東京

北千住店 東京 高円寺南口店 東京
立川北口店 東京 亀有店 東京

浅草橋駅前店 東京 三田店 東京
有楽町　店 東京 駒込店 東京

アリオ亀有店 東京 東中野店 東京
オリナス錦糸町店 東京 亀戸駅前店 東京

調布店 東京 五反田店 東京
京王高幡SC店 東京 新橋日比谷口店 東京

吉祥寺店 東京 末広町　店 東京
新宿二丁目店店 東京 イオンモールむさし村山店 東京
府中駅前店店 東京 三鷹東八道路店 東京
相模大野店 神奈川 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大井町店 東京
元住吉店 神奈川 マチノマ大森店 東京

京急久里浜店 神奈川 下北沢店 東京
上大岡店 神奈川 イオンモール東久留米店 東京

横浜西口店 神奈川 PLダイナーUENO3153店 東京
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小杉駅前店 神奈川 横須賀中央　店 神奈川

ﾐｳｨ橋本店 神奈川 綱島店 神奈川
ノースポートモール店 神奈川 藤沢店 神奈川

湘南台店 神奈川 アリオ橋本店 神奈川
アピタテラス綱島店 神奈川 湘南モールフィル店 神奈川

大宮西口店 埼玉 イオンモール座間店 神奈川
イオンモール川口前川店 埼玉 コーナン港北インター店 神奈川

アリオ川口店 埼玉 アリオ鷲宮店 埼玉
ららぽーと新三郷店 埼玉 川口駅前店 埼玉

草加新田店 埼玉 川越バイパス店 埼玉
加須店 埼玉 南行徳店 千葉



西武所沢店 埼玉 イオンモール津田沼店 千葉
プレナ幕張店 千葉 イオン新浦安店 千葉
アリオ市原店 千葉 木更津店 千葉

船橋店 千葉 市川店 千葉
成田飯仲店 千葉 イトーヨーカドー松戸店 千葉

ひたち野うしく店 茨城 神栖店 茨城
イオンモール土浦店 茨城 フレスポ藤岡店 群馬

宇都宮竹林店 栃木 松本村井店 長野
太田店 群馬 長野高田店 長野

イオンモール甲府昭和店 山梨 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡店 富山
高岡上北島店 富山 ﾌｧﾎﾞｰﾚ富山店 富山
金沢福久店 石川 イオンモール新小松店 石川

イオンモール長久手店 愛知 名古屋大須店 愛知
イオンモール名古屋茶屋店 愛知 リーフウォーク稲沢店 愛知

名古屋三井ビル店 愛知 桶狭間店 愛知
愛知大口店 愛知 愛知蒲郡店 愛知

安城今本町店 愛知 イオンモール熱田店 愛知
岡崎上和田店 愛知 岐阜茜部店 岐阜

イオンモール常滑店 愛知 静岡中島店 静岡
イオンモール東浦店 愛知 イオンモール四條畷店 大阪

袋井店 静岡 泉大津店 大阪
梅田堂山店 大阪 イオンモール堺鉄砲町店 大阪

八尾店 大阪 LABI千里店 大阪
岸和田店 大阪 ニトリモール枚方店 大阪

イオンモール神戸北店 兵庫 大阪福島店 大阪
イオンモール神戸南店 兵庫 堺東駅前店 大阪
ドン・キホーテ西宮店 兵庫 大阪羽曳野店 大阪

北大路ビブレ店 京都 アリオ八尾店 大阪
和歌山国体道路店 和歌山 イオン明石ショッピングセンター店 兵庫
ニトリ新居浜店 愛媛 加古川店 兵庫

福岡天神店 福岡 イオンモール京都五条店 京都
福岡東比恵店 福岡 ニトリ近江八幡店 滋賀

ﾅﾌｺﾂｰﾜﾝｽﾀｲﾙ宗像店 福岡 倉敷店 岡山
ホームプラザナフコ苅田店 福岡 ゆめタウン廿日市店 広島

大宰府店 福岡 THE OULETS HIROSHIMA店 広島
久留米店 福岡 東広島店 広島

ハウステンボス入国前店 長崎 イオンモール徳島店 徳島
丸亀バサラ店 香川

高知土佐道路店 高知
マリノアシティ福岡店 福岡
イオンモール福岡店 福岡

小倉南店 福岡
小倉魚町店 福岡

ホームプラザナフコ東諌早店 長崎
イオンモール宇城店 熊本

石垣島店 沖縄
蒲田店 東京都


