
築地銀だこ

■北海道

イオン千歳店 北海道千歳市栄町6-51 0123-40-9673

函館昭和店 北海道函館市昭和1丁目29-2 0138-44-7633

ホクレン新発寒店 北海道札幌市手稲区新発寒4条1丁目1-60 011-669-7709

スーパーアークス中島店 北海道室蘭市中島本町1-4-4 0143-41-0070

スーパーアークス港町店 北海道函館市港町1-2-1 0138-44-6161

イオンモール札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1 011-789-1307

イオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 0166-50-0522

イトーヨーカドー屯田店 北海道札幌市北区屯田八条3-5-1 011-790-7210

札幌東宝公楽ビル店 北海道札幌市中央区南五条西3丁目6-1 札幌東宝公楽ﾋﾞﾙ1F 011-215-0884

ビッグハウスエクストラ店 北海道札幌市豊平区平岸１条22-2-15 011-598-6672

イオン釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7 0154-39-1855

■青森県

エルムショッピングセンター店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-38-3882

■岩手県

イオン一関店 岩手県一関市山目泥田89-1 0191-33-2655

■宮城県

イオンスーパーセンター鈎取店 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-1 022-307-4566

イオンタウン仙台泉大沢店 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1 022-772-3811

イオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 022-382-1623

イオンモール新利府北館店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 022-766-4040

■秋田県

イオンモール大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177番 0187-66-3281

■山形県

イオン米沢店 山形県米沢市春日2-13-4 0238-23-3644

イオンモール三川店 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1 0235-68-1810

イオンモール山形南店 山形県山形市若宮3-7-8 023-647-4480

イオン山形北店 山形県山形市馬見ヶ崎2-12-19 023-682-7231

イオンモール天童店 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 0236-56-8170

■福島県

イオンいわき店 福島県いわき市平字三倉68-1 0246-37-7221

THEMALL郡山店 福島県郡山市長者1丁目1番56号 024-991-8131

MEGAドン・キホーテUNY会津若松店 福島県会津若松市幕内南町9-10 0242-36-5901

イオン郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原21-2 024-973-8733

■茨城県

イオン古河店 茨城県古河市旭町1-2-17 0280-30-0115

TX AVENUE守谷店 茨城県守谷市中央3-2 0297-20-0590

イオンタウン守谷店 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1 0297-47-1656

■栃木県

宇都宮駅ビルパセオ店 栃木県宇都宮市川向町1-23 宇都宮駅ﾋﾞﾙ･ﾊﾟｾｵ1階 028-627-8411

■群馬県

MEGAドン･キホーテUNY伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市三室町5330 0270-62-9622

ブレイス新田店 群馬県太田市新田市野井町438-1 0276-60-9266

■埼玉県

イオン入間店 埼玉県入間市上藤沢462-1 04-2960-2170

ビーンズ武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 048-710-6161

アリオ川口店 埼玉県川口市並木元町1-79 048-240-5076



■千葉県

イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-1 047-398-5958

イオンタウン野田七光台店 千葉県野田市七光台4-2 04-7128-1570

イオンモール船橋店 千葉県船橋市山手1-1-8 047-437-6885

ららぽーとTOKYO-BAY西館店 千葉県船橋市浜町2-1-1　ららぽーとTOKYO-BAY西館1F 047-421-7846

アリオ市原店 千葉県市原市更級4-3-2 0436-20-2105

セブンパークアリオ柏店 千葉県柏市大島田1-6-1 0471-86-7260

ユニモちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4　1F 0436-98-3359

マルハン千葉北ドライブスルー店 千葉県千葉市稲毛区長沼原町834-1 080-7364-9692

■東京都

中延店 東京都品川区中延4-6-1 03-3783-6709

マルエツかまた店 東京都大田区蒲田5-47-7 03-5713-2298

調布パルコ店 東京都調布市小島町1-38-1 042-490-3389

国立店 東京都国立市中1丁目16番地の32 042-580-4866

八王子北口店 東京都八王子市中町5-11 042-628-9221

南大沢店 東京都八王子市南大沢2-29　ﾌﾟﾗｻﾞA 042-670-1218

三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-11　丸文ﾋﾞﾙ1F 03-5779-7522

アトレ大森店 東京都大田区大森北1-6-16 03-5753-4647

森下駅前店 東京都江東区森下2-18-1　森下貸店舗 03-5669-1161

葛西店 東京都江戸川区東葛西5-2 03-5675-7331

入谷駅前店 東京都台東区下谷2-1-1 03-5824-0155

ヨドバシAKIBA店 東京都千代田区神田花岡町1-1　1F 03-5207-2425

イーアス高尾店 東京都八王子市東浅川町550-1 042-673-4900

金町駅前店 東京都葛飾区金町6-5-1-103 03-5876-6778

■神奈川県

イオン茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71 0467-59-4781

イオン東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 045-438-2521

小田原ダイナシティ店 神奈川県小田原市中里208 0465-45-0515

三和座間東原店 神奈川県座間市東原1-13-1 046-298-0830

グランツリー武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 044-433-7501

イオン久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜5-13-1 046-884-9633

ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1 0463-73-5828

■新潟県

アピタ新潟亀田店 新潟県新潟市江南区鵜ノ子4-466 025-383-5133

イオン上越店 新潟県上越市富岡3458 025-521-2529

アピタ新潟西店 新潟県新潟市西区小新5-7-21 025-201-1282

イオン長岡店 新潟県長岡市古正寺1-249-1 0258-20-5880

イオンモール新発田店 新潟県新発田市住吉町5-11-5 0254-20-0880

■富山県

イオンモールとなみ店 富山県砺波市中神一丁目174番地 0763-32-7122

■石川県

アピタ松任店 石川県白山市幸明町280 076-277-4511

イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ25番地 076-289-1280

■福井県

アピタ福井大和田店 福井県福井市大和田2-1230 0776-57-2175



■長野県

I.CITY21店 長野県東筑摩郡山形村7977 0263-97-3974

イオン中野店 長野県中野市大字一本木252-1 0269-23-3697

イオン上田店 長野県上田市常田2-12-18 0268-71-1251

イオンモール佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南11-10 0267-66-3545

MIDORI長野店 長野県長野市南千歳1-22-6 026-268-1522

■静岡県

イオンモール富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1番8号 0544-28-3113

サントムーン柿田川店 静岡県駿東郡清水町玉川61-2 055-981-8897

■愛知県

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ店 愛知県名古屋市緑区元徳重1丁目505番地 052-879-6931

ヴェルサウォーク西尾店 愛知県西尾市高畠町3丁目23-9 0563-55-3550

イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 0569-89-6927

■三重県

アピタ松阪三雲店 三重県松阪市市場庄町1266-1 0598-56-9227

イオンタウン津城山店 三重県津市久居小野辺町1130-7 059-254-0885

イオンモール東員店 三重県員弁郡東員町長深字築田510番地1 0594-86-2655

■滋賀県

フォレオ大津一里山店 滋賀県大津市一里山7-1-1 077-572-5441

■京都府

北大路ビブレ店 京都府京都市北区小山北上総町49-1 075-494-1090

洛北阪急スクエア店 京都府京都市左京区高野西開町36-2270 075-708-6119

■大阪府

JR高槻駅店 大阪府高槻市白梅町1-1 072-686-6615

イオンモール四條畷店 大阪府四條畷市砂4-3-2 072-803-2361

ニトリモール枚方店 大阪府枚方市北山1-2-1 072-860-7829

■岡山県

岡山表町店 岡山県岡山市北区表町2-2-88 086-235-1731

■広島県

イオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 082-569-8376

ゆめタウン広島店 広島県広島市南区皆実町2-8-17 082-250-8566

ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1 0829-34-0082

ゆめタウン福山店 広島県福山市入船町3-1-60 084-983-3373

■香川県

ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町608-1 087-869-7490

ゆめタウン丸亀店 香川県丸亀市新田町150 0877-58-2210

■福岡県

イオン戸畑店 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 093-873-8118

ピアウォーク店 福岡県福岡市西区小戸2-12-30　 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ2階 092-892-8617

楽市街道店 福岡県福岡市東区箱崎5丁目1番8号 092-643-8212

キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 092-263-2700

イオン福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 092-931-3740

イオンタウン黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1 093-644-5677

イオンモール福岡伊都店 福岡県福岡市西区北原1-2-1 092-807-3277



■佐賀県

モラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島710 0952-41-6230

■長崎県

させぼ五番街店 長崎県佐世保市新港町2-1 0956-37-3533

■大分県

ゆめタウン別府店 大分県別府市楠町382-7 0977-27-5080

アミュプラザおおいた店 大分県大分市金池南1-1-5 097-513-7133

■鹿児島県

アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1番 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島 B1F区画No.034 099-812-7050

■沖縄県

イオン那覇店 沖縄県那覇市金城5-10-2 098-859-5363

イオン北谷店 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3-1F 098-982-7226

イオンモール沖縄ライカム店 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 098-931-0288

サンエー具志川メインシティー店 沖縄県うるま市字江洲450-1 098-987-8566

浦添PARCO CITY店 沖縄県浦添市西洲3丁目 PARCOCITY1F 098-917-4440



銀のあん

■茨城県

イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367 029-835-5315

イオンモール水戸内原店 茨城県水戸市内原2-1 029-259-0061

■埼玉県

ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1丁目1313番　1F 049-268-0038

イオンモール羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 048-560-1127

■千葉県

イオンモール木更津店 千葉県木更津市築地1-4 0438-30-6165

■東京都

町田マルイ店 東京都町田市原町田6-1-6 042-850-8831

イオンモール日の出1F店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 042-588-8651

■神奈川県

たまプラーザテラス店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2　たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ　ｹﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ1F 045-905-0817

長津田駅店 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-1 045-989-0847

■静岡県

イオンモール浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 053-411-5601

■愛知県

大須商店街店 愛知県名古屋市中区大須2-17-20 052-209-9151

■兵庫県

イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 072-787-8815

阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町14-2 0798-68-0053

■奈良県

イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741-122 0743-54-7511

イオンモール橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 0744-21-7150

■岡山県

イオンモール倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 086-435-3530

■広島県

イオンモール広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1 082-832-3645

■愛媛県

エミフルMASAKI店 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 089-989-5133


