
《近畿地区》

▷北野エース	ピオレ姫路店

住所 〒670-0927	兵庫県姫路市駅前町188-1	ピオレ姫路1B1F

TEL 079-223-0701

▷北野エース	枚方T-SITE店

住所 〒573-0032	大阪府枚方市岡東町12-2	枚方T-SITE地下1階

TEL 072-845-6215

▷北野エース	西明石店

住所 〒673-0005	兵庫県明石市小久保2-7-20	PLICO西明石1階

TEL 078-929-7101

▷北野エース	垂水店

住所 〒655-0027	兵庫県神戸市垂水区神田町1-20	プリコ垂水東館

TEL 078-704-3070

▷北野エース	なんばパークス店

住所 〒556-0011	大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70	なんばパークス5階

TEL 06-6644-6605

▷北野エース	近鉄百貨店	上本町店

住所 〒543-8543	大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55

TEL 06-6776-7515

▷KITANO	ACE	ONEららぽーとEXPOCITY店

住所 〒565-0826	大阪府吹田市千里万博公園2-1	ららぽーとEXPOCITY1階10260号Iゾーン

TEL 06-4860-6578

《中国地区》

▷KITANO	ACE広島T-SITE店

住所 〒733-0831	広島県広島市西区扇2-1-45	広島T-SITE2号館1階

TEL 082-554-5824

▷(株)天満屋	福山店	フーズパレット

住所 〒720-0063	広島県福山市元町1-1	B1食品

TEL 084-927-2037

▷(株)天満屋	緑井店

住所 広島県広島市安佐南区緑井5丁目22-1

TEL 082-876-5106
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▷(株)ノムラストアー可部店

住所 〒731-0222	広島県広島市安佐北区可部東2丁目6-14

TEL 082-814-0016

▷ハローデイ海峡ゆめタワー前店

住所 〒750-0018	山口県下関市豊前田町3-1-33

TEL 083-229-1251

▷ハローデイ綾羅木店

住所 〒751-9847	山口県下関市古屋町1-11-1

TEL 083-251-2560

    《四国地区》

▷アクサス(株)チャーリーレインボーロード店

住所 〒761-8071	香川県高松市伏石町2103-10

TEL 087-867-8831

《九州地区》

▷北野エース	福岡パルコ店

住所 〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神2-11-1	福岡パルコ地下1階

TEL 092-235-7134

▷ボンラパス高宮店

住所 〒815-0083	福岡県福岡市南区高宮5-1-1	ピア高宮S棟

TEL 092-526-2343

▷ボンラパス百道店

住所 〒814-0001	福岡県福岡市早良区百道浜1-2-1

TEL 092-847-8500

▷ボンラパス花畑店

住所 〒811-1356	福岡県福岡市南区花畑4-9-12

TEL 092-567-8555

▷ボンラパス薬院六つ角店

住所 〒810-0023	福岡県福岡市中央区警固1-1-3

TEL 092-725-5113

▷ボンラパストレゾ店

住所 〒810-0044	福岡県福岡市中央区六本松4-2-1

TEL 092-737-5600



▷ハローデイ下曽根店

住所 〒800-0221	福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1	サニーサイドモール1階

TEL 093-471-2222

▷ハローデイ南方店

住所 〒802-0976	福岡県北九州市小倉南区南方3-1-20

TEL 093-963-6088

▷ハローデイ貫店

住所 〒800-0224	福岡県北九州市小倉南区東貫3-5-1

TEL 093-474-8661

▷ハローデイ横代店

住所 〒802-0822	福岡県北九州市小倉南区横代東町1-2-10

TEL 092-965-3700

▷ハローデイ本城店

住所 〒807-0815	福岡県北九州市八幡西区本城東4-12-7

TEL 093-963-6800

▷ハローデイ共立大前店

住所 〒807-0873	福岡県北九州市八幡西区藤原1-4-8

TEL 093-695-3911

▷ハローデイ黒崎店

住所 〒806-0035	福岡県北九州市八幡西区東曲里町1-1

TEL 093-644-3630

▷ハローデイ上津役店

住所 〒807-0075	福岡県北九州市八幡西区下上津役4-24-1

TEL 093-611-1115

▷ハローデイハローパーク大手町店

住所 〒803-0814	福岡県北九州市小倉北区大手町13-34

TEL 093-562-5522

▷ハローデイ井堀店

住所 〒803-0835	福岡県北九州市小倉北区井堀3-2-1

TEL 093-562-5522

▷ハローデイ足原店

住所 〒802-0043	福岡県北九州市小倉北区足原1-7-3

TEL 093-512-1671



▷ハローデイ西門司店

住所 〒800-0054	福岡県北九州市門司区社ノ木2-4-1

TEL 093-381-3656

▷ハローデイ門司港店

住所 〒801-0862	福岡県北九州市門司区錦町3-3

TEL 093-322-1666

▷ハローデイ若松店

住所 〒808-0035	福岡県北九州市若松区白山1-18-5

TEL 093-751-5674

▷ハローデイハローパーク周船寺店

住所 〒819-0374	福岡県福岡市西区千里418-1

TEL 092-805-8611

▷ハローデイ橋本店

住所 〒819-0031	福岡県福岡市西区橋本1-10-78

TEL 092-894-8181

▷ハローデイ姪浜店

住所 〒819-0006	福岡県福岡市西区姪浜駅南2-20-14

TEL 092-885-8628

▷ハローデイ香椎店

住所 〒813-0044	福岡県福岡市東区千早5-8-1

TEL 092-674-1351

▷ハローデイ松崎店

住所 〒813-0042	福岡県福岡市東区舞松原2-12-10

TEL 092-663-5588

▷ハローデイ千早店

住所 〒813-0044	福岡県福岡市東区千早1-47-1

TEL 092-663-5501

▷ハローデイ西新店

住所 〒814-0005	福岡県福岡市早良区祖原1-1

TEL 092-852-1221

▷ハローデイ次郎丸店

住所 〒814-0165	福岡県福岡市早良区次郎丸1-9-45

TEL 092-873-8666



▷ハローデイ徳力本店

住所 〒802-0974	福岡県北九州市小倉南区徳力3-10-1

TEL 093-961-6781

▷ハローデイ別府店

住所 〒814-0104	福岡県福岡市城南区別府4-14-21

TEL 092-833-1331

▷ハローデイ長尾店

住所 〒814-0123	福岡県福岡市城南区長尾3-28-2

TEL 092-534-3005

▷ハローデイ粕の森店

住所 〒820-0011	福岡県飯塚市柏の森72

TEL 0948-22-8611

▷ハローデイ穂波店

住所 〒820-0083	福岡県飯塚市秋松919

TEL 0948-26-0105

▷ハローデイ九工大前店

住所 〒820-0067	福岡県飯塚市川津680-5

TEL 0948-26-5550

▷ハローデイ新宮中央店

住所 〒811-0120	福岡県糟屋郡新宮町中央駅前1-5-1

TEL 092-962-0010

▷ハローデイ新宮店

住所 〒811-0121	福岡県糟屋郡新宮町美咲2-1-41

TEL 092-941-5666

▷ハローデイ春日店

住所 〒816-0846	福岡県春日市下白水南1-1

TEL 092-588-8631

▷ハローデイ井尻店

住所 〒816-0864	福岡県春日市須玖北1-32-1

TEL 092-581-5161

▷ハローデイ国分店

住所 〒839-0863	福岡県久留米市国分町980-1

TEL 0942-51-2210



▷ハローデイコスタ行橋店

住所 〒824-0038	福岡県行橋市西泉6-1-1

TEL 0930-26-5021

▷ハローデイ中尾店

住所 〒809-0032	福岡県中間市中尾2-17-5

TEL 093-243-2281

▷ハローデイ岡垣店

住所 〒811-4233	福岡県遠賀郡岡垣町野間2-16-16

TEL 093-281-1031

▷ハローデイ直方店

住所 〒822-0007	福岡県直方市下境字宮床3018-1

TEL 0949-25-7722

▷ハローデイ田川店

住所 〒826-0042	福岡県田川市川宮1715

TEL 0947-42-1805

▷ハローデイ後藤寺店

住所 〒827-0002	福岡県田川郡川崎町池尻八反坪485-1

TEL 0947-44-6545

▷ハローデイ宗像店

住所 〒811-3413	福岡県宗像市曲138-1

TEL 0940-36-8900

▷ハローデイ那珂川店

住所 〒811-1251	福岡県筑紫郡那珂川町松木1-26

TEL 092-951-2130

▷ハローデイ大佐野店

住所 〒818-0134	福岡県太宰府市大佐野5-15-20

TEL 092-928-8550

▷ハローデイ志免店

住所 〒811-2202	福岡県糟屋郡志免町志免4-21-1

TEL 092-937-7050

▷ハローデイ古賀店

住所 〒811-3100	福岡県古賀市高田土地区画整理事業9街区22

TEL 092-940-2522



▷ハローデイ南熊本店

住所 〒860-0812	熊本県熊本市中央区南熊本3-5-1

TEL 096-363-8610

▷ハローデイさくらの森店

住所 〒861-2101	熊本県熊本市東区桜木6-6-1

TEL 096-360-8680

▷ハローデイ長嶺店

住所 〒861-8037	熊本県熊本市東区長嶺西1-5-1

TEL 096-387-0812

▷ハローデイ菊南店

住所 〒861-1102	熊本県合志市須屋1936-1

TEL 096-345-5133

▷サンリブ致津店

住所 〒803-0845	福岡県北九州市小倉北区上到津4-2-1

TEL 093-651-2211

▷サンリブ折尾店

住所 〒807-0874	福岡県北九州市八幡西区大浦3-1-1

TEL 093-691-5588

▷マルショク西門司店

住所 〒800-0055	福岡県北九州市門司区東新町2-4-27

TEL 093-391-3331

▷サンリブ三ヶ森店

住所 〒807-0843	福岡県北九州市八幡西区三ケ森3-9-1

TEL 093-611-2801

▷サンリブ古賀店

住所 〒811-3101	福岡県古賀市天神2-5-1

TEL 092-943-0088

▷サンリブ苅田店

住所 〒800-0312	福岡県京都郡苅田町殿川町1-7

TEL 093-436-4100

▷サンリブ田川店

住所 〒826-0042	福岡県田川市川宮1693-1

TEL 0947-46-4300



▷サンリブ若松店

住所 〒808-0034	福岡県北九州市若松区本町3-11-1

TEL 093-752-3331

▷マルショク富野店

住所 〒802-0036	福岡県北九州市小倉北区富野2-13-1

TEL 093-513-7733

▷サンリブくりえいと宗像店

住所 〒811-4184	福岡県宗像市くりえいと1-5-1

TEL 0940-38-130

▷マルショク一枝店

住所 〒804-0021	福岡県北九州市戸畑区一枝3-2-1

TEL 093-873-3301

▷サンリブシティ小倉

住所 〒800-0255	福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1

TEL 093-932-5777

▷サンリブ朝日ヶ丘店

住所 〒803-0833	福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘3-18

TEL 093-562-3233

▷サンリブもりつね店

住所 〒802-0972	福岡県北九州市小倉南区守恒1-11-25

TEL 093-965-3390

▷マルショク山王店

住所 〒805-0017	福岡県北九州市八幡東区山王2-18-2

TEL 093-663-3966

▷マルショク今宿店

住所 〒819-0167	福岡県福岡市西区今宿3-41-31

TEL 092-806-2222

▷マルショク空港東店

住所 〒811-2232	福岡県糟屋郡志免町別府西2-21-1

TEL 092-957-8002

▷マルショク野間大池店

住所 〒815-0063	福岡県福岡市南区柳河内1-2-2

TEL 092-561-1500



▷サンリブ木の葉モール橋本店

住所 〒819-0031	福岡県福岡市西区橋本2-27-2

TEL 092-812-8020

▷北野エース	大分トキハ店

住所 〒870-8688	大分県大分市府内町2-1-4	トキハ本店B1F

TEL 096-576-7357

▷北野エース	長崎浜屋店

住所 〒850-8510	長崎県長崎市浜町7番11号	長崎浜屋地下1階

TEL 095-895-5466

▷北野エース	マルヤガーデンズ店

住所 〒892-0826	鹿児島県鹿児島市呉服町6-5	マルヤガーデンズ地下1階

TEL 099-216-8825

▷北野エース	リウボウ豊崎店

住所 〒901-0225	沖縄県豊見城市豊崎1-411

TEL 098-852-2355

▷北野エース	沖縄リウボウ店

住所 〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地1-1-1	デパートリウボウB1F

TEL 098-860-8271

▷(株)九州屋	佐賀玉屋店

住所 〒840-8580	佐賀県佐賀市中の小路2-5	佐賀玉屋南館B1F

TEL 0952-41-4885

▷もとまち	ユニオン	小倉店

住所 〒802-0002	福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1	コレット地下1階

TEL 093-512-3103

▷コープおおいた	コープ大分駅店

住所 〒870-0831	大分県大分市要町1-40	大分駅構内｢豊後庭先市場｣内

TEL 097-573-5000

▷博多阪急	阪急うまか食品蔵

住所 〒812-0012	福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1	博多阪急B1F	グロッサリー売場

TEL 092-419-5801

▷天神岩田屋本店	(株)IMC岩田屋店

住所 〒810-8680	福岡県福岡市中央区天神2-5-23	天神岩田屋本店B1F	グロッサリー売場

TEL 092-718-7580



▷大丸	福岡天神店

住所 〒810-8717	福岡県福岡市中央区天神1-4-1	博多大丸	東館B2F

TEL 092-733-6155

▷山形屋(鹿児島)

住所 〒892-8601	鹿児島県鹿児島市金生町3番1号

TEL 099-277-6111

▷川内山形屋

住所 〒895-0027	鹿児島県薩摩川内市西向田町9番6号

TEL 0996-22-4111

▷きりしま国分山形屋

住所 〒899-4332	鹿児島県霧島市国分中央3丁目7番17号

TEL 0995-45-1511

▷山形屋ストア	谷山店

住所 〒891-0113	鹿児島県鹿児島市東谷山2-42-1

TEL 099-268-6111

▷山形屋ストア	西田店

住所 〒890-0046	鹿児島県鹿児島市西田2-5-14

TEL 099-251-7311

▷山形屋ストア	城西店

住所 〒890-0041	鹿児島県鹿児島市城西3-8-5

TEL 099-251-8716

▷山形屋店(野菜・鮮魚・食肉)

住所 〒892-0828	鹿児島県鹿児島市金生町3-1

TEL 099-227-6812

▷山形屋ショッピングプラザ	明和店

住所 〒890-0024	鹿児島県鹿児島市明和町1-25-1

TEL 099-281-7511

▷山形屋ストア	紫原店

住所 〒890-0082	鹿児島県鹿児島市紫原6-6-1

TEL 099-257-0066

▷山形屋ストア	大明ヶ丘店

住所 〒892-0872	鹿児島県鹿児島市大明ヶ丘3-13-3

TEL 099-243-0218



▷山形屋ストア	武岡ハイランド店

住所 〒890-0031	鹿児島県鹿児島市武岡5-17-1

TEL 099-281-6311

▷きりしま国分山形屋	食品フロア

住所 〒899-4332	鹿児島県霧島市国分中央3-7-17

TEL 0995-45-6637

▷山形屋ストア	妙円寺店

住所 〒899-2503	鹿児島県日置市伊集院町妙円寺1-115-1

TEL 099-273-2500

▷山形屋ストア	西皇徳寺店

住所 〒891-0103	鹿児島県鹿児島市皇徳寺台4-30-1

TEL 099-264-2317

▷山形屋ショッピングストア	皇徳寺店

住所 〒891-0103	鹿児島県鹿児島市皇徳寺台2-3-1

TEL 099-275-0700

▷川内山形屋食選館店

住所 〒895-0027	鹿児島県薩摩川内市西向田町9-6

TEL 0996-2-1310

▷山形屋ショッピングプラザ	加治木店

住所 〒899-5215	鹿児島県姶良市加治木町本町349

TEL 0995-63-8611

▷山形屋ショッピングプラザ	隼人店

住所 〒899-5102	鹿児島県霧島市隼人町真孝158-1

TEL 0995-43-6555


