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ハーゲンダッツ　ジャパン株式会社

エリア 店舗名 TEL 住所
栃木県 東武宇都宮 028-636-2211 栃木県宇都宮市宮園町5-4

福田屋ショッピングプラザ　宇都宮 028-623-5111 栃木県宇都宮市今泉町237
ＦＫＤインターパーク店 028-657-5000 栃木県宇都宮市中島町939
福田屋⿅沼 028-963-0011 栃木県⿅沼市東末広町1073

群馬県 スズラン百貨店　前橋店 027-233-1111 群馬県前橋市千代田町4丁目7-3
スズラン百貨店　高崎店 027-326-1111 群馬県高崎市宮元町13-1
高崎高島屋 027-327-1111 群馬県高崎市旭町45

茨城県 ⽔⼾京成百貨店 029-231-1111 茨城県⽔⼾市泉町1丁目6-1
埼玉県 伊勢丹浦和 048-834-1111 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目15-1

ＣＯＲＫ浦和蔦屋書店 048-813-2631 埼玉県さいたま市浦和区高砂1－16－12アトレ浦和
蔦屋書店内 North Area1F

大宮高島屋 048-643-1111 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目32
そごう大宮店 048-646-2111 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目6-2
⻄武所沢店 04-2927-3057 埼玉県所沢市日吉町12-1
丸広百貨店入間店 042-963-1111 埼玉県入間市豊岡1-6-12
丸広百貨店川越店 049-224-1111 埼玉県川越市新富町2-6-1
丸広百貨店飯能店 042-973-1111 埼玉県飯能市柳町22-11
八木橋百貨店 048-523-1111 埼玉県熊谷市仲町74
なんでも酒やカクヤス　川⼝東領家店 048-227-1265 埼玉県川⼝市東領家1-1-1

千葉県 そごう千葉 043-245-2111 千葉県千葉市中央区新町1000
柏高島屋 0471-44-1111 千葉県柏市末広町3-16
船橋東武 047-425-2211 千葉県船橋市本町7丁目1-1
KAKUYASU SELECT SOCOLA 南⾏徳店 047-712-8441 千葉県市川市南⾏徳2-20-25 SOCOLA南⾏徳SC 地下1F

東京都 赤札堂　深川店 03-3641-8345 東京都江東区門前仲町2-10-1
渋谷⻄武百貨店 03-3462-3599 東京都渋谷区宇田川町20-2
東急百貨店本店 03-3477-3111 東京都渋谷区道玄坂2丁目24-1
新宿高島屋 03-5361-1111 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24-2
京王百貨店新宿店 03-3342-2111 東京都新宿区⻄新宿1丁目1-4
チケットポート新宿店 03-6327-3711 東京都新宿区新宿3-15-17　伊勢丹会館B1F
玉川高島屋 03-3709-3111 東京都世田谷区玉川３丁目17-1
ＦＵＪＩ　用賀 03-3708-2551 東京都世田谷区用賀4-11-3
浅草松屋 03-3842-1111 東京都台東区花川⼾1丁目4-1
上野松坂屋 03-3832-1111 東京都台東区上野3丁目29-5
ＦＵＪＩ　羽田 03-5735-2311 東京都大田区羽田4-13-3
東京大丸 03-3212-8011 東京都千代田区丸の内1丁目9-1
銀座松屋 03-3567-1211 東京都中央区銀座3丁目6-1
銀座三越 03-3562-1111 東京都中央区銀座4丁目6-16
チケットポート銀座店
（各種チケット販売）

03-5561-7714
（総合案内のみ）

東京都中央区銀座5-1
銀座ファイブ1Ｆ

日本橋高島屋 03-3211-4111 東京都中央区日本橋2丁目4-1
日本橋三越 03-3241-3311 東京都中央区日本橋室町1-4-1
池袋東武 03-3981-2211 東京都豊島区⻄池袋1丁目1-25
チケットポート池袋店
（各種チケット販売）

03-5957-5036（店舗直
通）

東京都豊島区南池袋1-28-2
池袋パルコ6F

池袋⻄武 03-3981-0111 東京都豊島区南池袋1丁目28-1
京王聖蹟桜ヶ丘 042-337-2111 東京都多摩市関⼾1丁目10-1
東急百貨店吉祥寺店 0422-21-5111 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1
⽴川タカシマヤ 042-525-2111 東京都⽴川市曙町2丁目39-3
なんでも酒やカクヤス　綾瀬店 03-5650-3056 東京都⾜⽴区綾瀬2-40-9
なんでも酒やカクヤス　加平店 03-5697-8121 東京都⾜⽴区加平3-8-12 島田倉庫
なんでも酒やカクヤス　⻄新井本町店 03-5837-5012 東京都⾜⽴区⻄新井本町2-22-3
なんでも酒やカクヤス　北千住店 03-5244-7341 東京都⾜⽴区千住1-13-6 ⿊川ビル1F
なんでも酒やカクヤス　竹ノ塚店 03-5856-6311 東京都⾜⽴区竹ノ塚1-37-6 ノーブルコート1F
なんでも酒やカクヤス　日暮⾥店 03-5604-8532 東京都荒川区⻄日暮⾥2-40-3 横⼭ビル1F
なんでも酒やカクヤス　町屋店 03-3809-7501 東京都荒川区町屋2-2-17 ニュートーキョー町屋第2ビル
なんでも酒やカクヤス　高島平店 03-5921-1681 東京都板橋区高島平8-6-4 浅川グレースハイツ

関東・甲信越ギフト券販売店一覧

★⼭梨県の販売店情報は現在のところございません。
★販売店情報は2023年4⽉現在のものです。必ずお電話でギフト券の在庫を確認のうえ、ご来店ください。
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なんでも酒やカクヤス　中板橋店 03-5375-2371 東京都板橋区中板橋15-5 モナークマンション中板橋1F
なんでも酒やカクヤス　板橋店 03-5248-6151 東京都板橋区板橋3-6-17 SKT板橋1F
なんでも酒やカクヤス　一之江店 03-5879-1075 東京都江⼾川区一之江8-4-3 フラットゼ セッション1F
なんでも酒やカクヤス　南葛⻄店 03-5667-3571 東京都江⼾川区南葛⻄2-3-1 プリエール南葛⻄1F
なんでも酒やカクヤス　小岩店 03-5612-3461 東京都江⼾川区北小岩2-21-19 三幸ビル1F
なんでも酒やカクヤス　蒲田駅前店 03-5710-7631 東京都大田区蒲田5-44-14 佐藤ビル1F
なんでも酒やカクヤス　⼭王店 03-5718-2470 東京都大田区⼭王3-30-8 ⼭王Aハウス1F
なんでも酒やカクヤス　⻄蒲田店 03-5711-5955 東京都大田区⻄蒲田6-32-15 ダイヤモンドマンション1F
KAKUYASU SELECT マチノマ大森店 03-5753-6711 東京都大田区大森⻄3-1-38 マチノマ大森 1F
なんでも酒やカクヤス　大森東店 03-5763-1832 東京都大田区大森東3-1-21 三澤ビル1F2F
なんでも酒やカクヤス　雪谷店 03-3748-8631 東京都大田区南雪谷2-1-11
なんでも酒やカクヤス　武蔵新田店 03-5741-2661 東京都大田区矢⼝1-5-9 サンワバートⅡビル1F
なんでも酒やカクヤス　高砂店 03-5648-3050 東京都葛飾区高砂5-43-8
なんでも酒やカクヤス　新小岩店 03-5672-2166 東京都葛飾区東新小岩1-3-4 塚原ビル1F
なんでも酒やカクヤス　お花茶屋店 03-5671-1901 東京都葛飾区白鳥1-4-2
なんでも酒やカクヤス　上十条店 03-5963-7436 東京都北区上十条4-8-20 J TOWN ROGE Ⅲ
なんでも酒やカクヤス　王子神谷店 03-5939-4700 東京都北区神谷3-32-17 
なんでも酒やカクヤス　田端新町店 03-5692-2085 東京都北区田端新町2-18-9 SAN田端1F
なんでも酒やカクヤス　浮間店 03-5916-0730 東京都北区浮間1-13-9 メゾンプリムロゼ1F
なんでも酒やカクヤス　王子店 03-3919-6688 東京都北区豊島2-4-2
なんでも酒やカクヤス　⻲⼾店 03-3637-3751 東京都江東区⻲⼾7-7-8 ジャルジンﾋﾞﾙ1F
なんでも酒やカクヤス　東雲店 03-6457-1681 東京都江東区東雲2-4-2 東雲都橋団地 103号104号
なんでも酒やカクヤス　南砂店 03-3649-3161 東京都江東区南砂3-3-6　ニトリ南砂町店
なんでも酒やカクヤス　白河店 03-5621-6080 東京都江東区白河2-5-13 ⼭崎ビル1F
なんでも酒やカクヤス　富岡２丁目店 03-5620-1728 東京都江東区富岡2-6-11 東京ベニヤビル1F
なんでも酒やカクヤス　北砂店 03-5653-7600 東京都江東区北砂7-4-7 狩野ビル1F
なんでも酒やカクヤス　⼾越銀座店 03-5749-5571 東京都品川区⼾越2-7-3 ⽯川屋ハイツ1F
なんでも酒やカクヤス　⻄小⼭店 03-5788-4531 東京都品川区小⼭5-12-10
なんでも酒やカクヤス　大井町店 03-5743-5911 東京都品川区大井1-53-6
なんでも酒やカクヤス　荏原中延店 03-5749-5961 東京都品川区中延3-13-10
なんでも酒やカクヤス　東五反田店 03-5791-1801 東京都品川区東五反田1-25-13 セブンスターマンション1F
なんでも酒やカクヤス　東品川店 03-5479-5430 東京都品川区東品川3-27-25
なんでも酒やカクヤス　代々木上原店 03-5465-2581 東京都渋谷区元代々木町12-8 佐竹ビル1F
なんでも酒やカクヤス　広尾店 03-3441-4067 東京都渋谷区広尾5-1-37
なんでも酒やカクヤス　千駄ヶ谷店 03-5770-8511 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-29-9 ⾦子ビル1F
なんでも酒やカクヤス　幡ヶ谷店 03-5358-3627 東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-3 ウエストバリフビル 1F
なんでも酒やカクヤス　下落合店 03-5988-0246 東京都新宿区下落合4-23-16
なんでも酒やカクヤス　神楽坂店 03-5225-7166 東京都新宿区岩⼾町7-1 ⽜込神楽坂駅前ビル1F
なんでも酒やカクヤス　高田馬場店 03-5155-2970 東京都新宿区高田馬場1-21-6 メゾン高田馬場1F
なんでも酒やカクヤス　四谷店 03-5366-2581 東京都新宿区四谷2-8-8 第5三和ビル1F
なんでも酒やカクヤス　新宿１丁目店 03-5360-8908 東京都新宿区新宿1-34-12 イシイビル1F
なんでも酒やカクヤス　⻄新宿店 03-5337-1521 東京都新宿区⻄新宿7-18-10 島田ビル1F
なんでも酒やカクヤス　江⼾川橋店 03-5229-6765 東京都新宿区早稲田鶴巻町544 中川ビル1F
なんでも酒やカクヤス　井草店 03-5303-5731 東京都杉並区井草3-30-12 第一森⻄ビル1F
なんでも酒やカクヤス　永福店 03-5301-2561 東京都杉並区永福1-39-16 ⽔本ビル1F
なんでも酒やカクヤス　宮前店 03-5346-0800 東京都杉並区宮前2-4-6
なんでも酒やカクヤス　高円寺店 03-5356-0990 東京都杉並区高円寺南4-52-1 
なんでも酒やカクヤス　阿佐ヶ谷店 03-5397-7551 東京都杉並区阿佐谷南3-5-3
なんでも酒やカクヤス　吉祥寺店 03-5336-3205 東京都杉並区松庵2-19-12
なんでも酒やカクヤス　方南町店 03-5305-0522 東京都杉並区和泉4-47-17 ミネグリーンハイツ1F
なんでも酒やカクヤス　⽴花店 03-5247-7348 東京都墨田区文花3-24-11
なんでも酒やカクヤス　錦糸町店 03-3626-3155 東京都墨田区大平3-13-7 錦糸町パークハイツ　１Ｆ　
なんでも酒やカクヤス　池尻店 03-5432-5275 東京都世田谷区下馬1-45-6
なんでも酒やカクヤス　三軒茶屋栄通り店 03-5431-3251 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-11
なんでも酒やカクヤス　祖師谷大蔵店 03-5727-2811 東京都世田谷区砧8-12-10 メッセンジャービル
なんでも酒やカクヤス　世田谷桜店 03-5451-3221 東京都世田谷区桜3-7-12 
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なんでも酒やカクヤス　世田谷若林店 03-5432-5721 東京都世田谷区上馬5-27-9 ユニティ上馬1F
なんでも酒やカクヤス　下北沢店 03-5432-6870 東京都世田谷区代沢5-18-1 代沢カラバッシュ1F
なんでも酒やカクヤス　等々⼒店 03-5758-8060 東京都世田谷区等々⼒4-8-4
なんでも酒やカクヤス　千歳烏⼭店 03-5384-7555 東京都世田谷区南烏⼭4-6-13 アーバンサイド烏⼭101
なんでも酒やカクヤス　用賀店 03-5491-7632 東京都世田谷区用賀3-8-1 ピアコヤマ1F
なんでも酒やカクヤス　根岸店 03-5808-3201 東京都台東区根岸5-13-13 グリーンハイツ根岸1F
なんでも酒やカクヤス　千束店 03-5808-3251 東京都台東区千束3-3-11 小川ビル1F
なんでも酒やカクヤス　浅草店 03-5806-1721 東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1F
なんでも酒やカクヤス　蔵前店 03-5833-2081 東京都台東区蔵前3-2-1 大東ビル1F
なんでも酒やカクヤス　上野店 03-5818-6085 東京都台東区台東3-17-9 ビアン御徒町1F
なんでも酒やカクヤス　築地店 03-6278-1511 東京都中央区築地7-12-7 築地FTSビル1F
なんでも酒やカクヤス　神田店 03-5205-8471 東京都中央区日本橋本⽯町4-2-11 ＪＲ新幹線高架下
なんでも酒やカクヤス　浅草橋店 03-5833-3270 東京都千代田区神田佐久間町4-1 ベラカーサ秋葉原103号
なんでも酒やカクヤス　雑司が谷店 03-5928-5135 東京都豊島区雑司が谷2-5-4 カーザ千登世1F 
なんでも酒やカクヤス　上池袋店 03-5907-5547 東京都豊島区上池袋1-27-7 日神パレス1F
なんでも酒やカクヤス　⻄池袋店 03-5952-5580 東京都豊島区⻄池袋5-13-11 ビップ⻄池袋大⿊ビル1F
なんでも酒やカクヤス　千川店 03-5986-0681 東京都豊島区要町3-24-3 KTビル1F
なんでも酒やカクヤス　中野沼袋店 03-3388-6551 東京都中野区江古田2-10-1 旭ビル1F
なんでも酒やカクヤス　新井薬師店 03-5345-7581 東京都中野区新井5-20-8
なんでも酒やカクヤス　白鷺店 03-5327-5771 東京都中野区白鷺1-9-15 アークハイツ1F
なんでも酒やカクヤス　新中野店 03-5341-3181 東京都中野区本町6-12-12 ⼭崎ビル1F
なんでも酒やカクヤス　野方南⼝店 03-5356-6941 東京都中野区野方5-30-3 柳屋ビル1F
なんでも酒やカクヤス　光が丘店 03-5910-7361 東京都練馬区高松5-6-5 グローリー高⼭1F
なんでも酒やカクヤス　⽯神井台店 03-3928-5231 東京都練馬区⽯神井台7-1-12
なんでも酒やカクヤス　中村橋店 03-5971-2721 東京都練馬区中村北3-11-1 クリオ中村橋壱番館1F
なんでも酒やカクヤス　下赤塚店 03-5968-5031 東京都練馬区田柄2-50-7 サンハイツビュー赤塚1F
なんでも酒やカクヤス　大泉学園店 03-3921-3609 東京都練馬区東大泉3-1-1 橋本ビル1F
なんでも酒やカクヤス　豊玉店 03-5984-7867 東京都練馬区豊玉上2-25-7 ゴールドパレス豊玉1F
なんでも酒やカクヤス　練馬北町店 03-5945-7261 東京都練馬区北町1-28-9 エステート北町1F
なんでも酒やカクヤス　春日店 03-5842-3528 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス1F
なんでも酒やカクヤス　巣鴨店 03-5319-0761 東京都文京区千⽯4-45-14 小林ビル 1F
なんでも酒やカクヤス　巣鴨駅前店 03-5961-5052 東京都豊島区巣鴨2-2-5
なんでも酒やカクヤス　千駄木店 03-5832-4520 東京都文京区千駄木2-43-1 1F
なんでも酒やカクヤス　白⼭店 03-5805-7051 東京都文京区白⼭5-1-18 串田ビル1F
なんでも酒やカクヤス　駒込店 03-5977-0051 東京都文京区本駒込6-14-14 イトーピア六義園1F
なんでも酒やカクヤス　芝４丁目店 03-5444-2600 東京都港区芝4-6-14 星ビル1F
なんでも酒やカクヤス　新橋３丁目店 03-6402-4585 東京都港区新橋3-16-22 ル・グラシエルBLDG.20
なんでも酒やカクヤス　白⾦店 03-5447-2521 東京都港区白⾦3-2-9 プランシェードメイツ白⾦102
なんでも酒やカクヤス　祐天寺店 03-3716-0283 東京都目⿊区五本木2-16-6
なんでも酒やカクヤス　学芸大学前店 03-3792-1003 東京都目⿊区鷹番3-24-16 リベール学芸大学1F
なんでも酒やカクヤス　都⽴大学店 03-5726-1737 東京都目⿊区中根1-2-3 粕谷ビル1F
なんでも酒やカクヤス　下目⿊店 03-5725-8631 東京都目⿊区中町1-6-3 リバティースクウェアー1F
なんでも酒やカクヤス　目⿊東⼭店 03-3711-4688 東京都目⿊区東⼭1-5-9-105 
kakuyasu class赤坂2丁目店 03-5114-5060 東京都港区赤坂2-12-7赤坂2丁目ビル
kakuyasu class六本木駅前店 03-5786-4820 東京都港区六本木6-1-8六本木グリーンビル　1F
なんでも酒やカクヤス　稲城店 042-378-5616 東京都稲城市東⻑沼1716-1
なんでも酒やカクヤス　武蔵小⾦井店 042-380-1520 東京都小⾦井市本町5-33-12 パストラル1F
なんでも酒やカクヤス　恋ヶ窪店 042-300-2380 東京都国分寺市東⼾倉1-14-26
なんでも酒やカクヤス　府中店 042-351-1571 東京都府中市府中町1-41-17
なんでも酒やカクヤス　町田店 042-710-3025 東京都町田市森野5-21-7 
なんでも酒やカクヤス　三鷹南⼝店 0422-76-7477 東京都三鷹市下連雀4-16-7 シャローム三鷹1F
なんでも酒やカクヤス　東八野崎店 0422-39-3510 東京都三鷹市野崎2-9-1
なんでも酒やカクヤス　久米川店 042-399-2270 東京都東村⼭市栄町1-6-2　リシェス久米川　2号館
なんでも酒やカクヤス　東大和店 042-566-7031 東京都東大和市中央1-12-6　セントヒルズ　１階
なんでも酒やカクヤス　八王子八日町店 042-655-6015 東京都八王子市八日町5-17　島村ビル1F
なんでも酒やカクヤス　オンラインショップ https://www.kakuyasu.co.jp
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神奈川 横浜高島屋 045-311-5111 神奈川県横浜市⻄区南幸 1丁目6-31
横浜そごう 045-465-2111 神奈川県横浜市⻄区高島2-18-1
スズキヤ　逗子駅前店　　　　　　　　　　　 046-871-3315 神奈川県逗子市逗子1-4-1
スズキヤ　⻄鎌倉店　　　　　　　　　　　　 0467-31-9090 神奈川県鎌倉市⻄鎌倉1丁目20-50
湘南東急 0466-86-0109 神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢698-10
ＦＵＪＩ　寒川 0467-75-6556 神奈川県高座郡寒川町岡田1081
ＦＵＪＩ　北久⾥浜 046-834-2215 神奈川県横須賀市根岸町3-15-7
ＦＵＪＩ　佐原 046-834-4636 神奈川県横須賀市佐原1-7-3
ＦＵＪＩ　野比 046-847-2111 神奈川県横須賀市野比1-39-8
ＦＵＪＩ　本郷台 045-894-0111 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-2
ＦＵＪＩ　橋⼾ 045-306-2311 神奈川県横浜市瀬谷区橋⼾2-36-1
ＦＵＪＩ　馬場 045-582-1811 神奈川県横浜市鶴⾒区馬場3-10-45
ＦＵＪＩ　横浜南 045-743-5111 神奈川県横浜市南区南太田1-21-6
ＦＵＪＩ　松が丘 0467-82-1411 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-13-56
ＦＵＪＩ　上野川 044-798-2111 神奈川県川崎市宮前区野川16-1
ＦＵＪＩ　五⽉台 044-986-3311 神奈川県川崎市⿇⽣区五⼒田2-4-2
ＦＵＪＩ　鵠沼 0466-37-1011 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5-2-22
ＦＵＪＩ　善⾏ 0466-84-1311 神奈川県藤沢市善⾏坂1-3-17
なんでも酒やカクヤス　本厚木店 046-297-3161 神奈川県厚木市恩名1-20-22
なんでも酒やカクヤス　伊勢原高森店 0463-94-2312 神奈川県伊勢原市高森1845 うらたビル1F
なんでも酒やカクヤス　小田原店 0465-32-3217 神奈川県小田原市寿町2-10-10
なんでも酒やカクヤス　鎌倉手広店 0467-42-8131 神奈川県鎌倉市笛田1-2-60
なんでも酒やカクヤス　新百合ヶ丘店 044-955-3150 神奈川県川崎市⿇⽣区万福寺1-10-13
なんでも酒やカクヤス　川崎本町店 044-211-4423 神奈川県川崎市川崎区本町1-4-23
なんでも酒やカクヤス　中原店 044-798-0721 神奈川県川崎市中原区下小田中6-5-24
なんでも酒やカクヤス　武蔵小杉店 044-431-0381 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-906-14 エストレリータⅡ 1F
なんでも酒やカクヤス　川崎塚越店 044-540-0500 神奈川県川崎市幸区塚越２－２１３
なんでも酒やカクヤス　相模原店 042-769-7705 神奈川県相模原市中央区千代田3-19-5
なんでも酒やカクヤス　平塚店 0463-24-4741 神奈川県平塚市東八幡3-10-5
なんでも酒やカクヤス　辻堂店 0466-35-3935 神奈川県藤沢市羽鳥1-3-50
なんでも酒やカクヤス　湘南台店 0466-44-8717 神奈川県藤沢市高倉947-4
なんでも酒やカクヤス　湘南台駅前店 0466-45-7000 神奈川県藤沢市湘南台2-7-13湘南台ウエストプラザ3番地
なんでも酒やカクヤス　湘南ライフタウン店 0466-88-9301 神奈川県藤沢市⽯川3-21-3
なんでも酒やカクヤス　湘南片瀬店 0466-22-2882 神奈川県藤沢市片瀬5-1-12
なんでも酒やカクヤス　あざみ野店 045-904-0950 神奈川県横浜市⻘葉区あざみ野4-14-1
なんでも酒やカクヤス　南本宿店 045-352-3439 神奈川県横浜市旭区南本宿35
なんでも酒やカクヤス　弥⽣台店 045-392-7904 神奈川県横浜市泉区弥⽣台36-32
なんでも酒やカクヤス　磯子店 045-774-6000 神奈川県横浜市磯子区中原2-2-16
なんでも酒やカクヤス　東神奈川店 045-317-3205 神奈川県横浜市神奈川区反町2-16-2 マックサワトビル1F
なんでも酒やカクヤス　上大岡店 045-730-4011 神奈川県横浜市港南区最⼾1-21-10 
なんでも酒やカクヤス　港北店 045-911-7660 神奈川県横浜市都筑区⽜久保1-2-58
なんでも酒やカクヤス　鶴⾒店 045-570-6086 神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町18-20 
なんでも酒やカクヤス　翁町店 045-640-3286 神奈川県横浜市中区翁町2-8-5 東⾥第1ビル1F
なんでも酒やカクヤス　桜木町店 045-250-0871 神奈川県横浜市中区花咲町2-81 第五北川ビル1F
なんでも酒やカクヤス　関内店 045-681-5851 神奈川県横浜市中区住吉町3-28住吉町新井ビルディング
なんでも酒やカクヤス　本牧店 045-625-9377 神奈川県横浜市中区本牧和田26-1
なんでも酒やカクヤス　横浜⻄⼝店 045-316-1506 神奈川県横浜市⻄区浅間町1-13-5 1F
なんでも酒やカクヤス　保土ヶ谷店 045-336-3177 神奈川県横浜市保土ヶ谷区⻄久保町102 パインエステート 101号
なんでも酒やカクヤス　吉野町店 045-250-0282 神奈川県横浜市南区吉野町2-4 アダコビル1F

⻑野県 井上百貨店 0263-33-1150 ⻑野県松本市深志2丁目3-1
ながの東急百貨店 026-226-8181 ⻑野県⻑野市南千歳1丁目1-1
ニシザワベルシャイン駒ヶ根店 0265-82-2111 ⻑野県駒ヶ根市赤穂1568

新潟県 新潟伊勢丹 025-242-1111 新潟県新潟市八千代1丁目6-1
伊勢丹三条ショップ　　※お取り寄せ 0256-35-4111 新潟県三条市荒町2-3-29


