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ギフト券販売店一覧

2018年11月現在

★販売店情報は2018年11月現在のものです。

ハーゲンダッツジャパン株式会社

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。
エリア

店舗名

TEL

住所

北海道

東急百貨店 札幌

011-212-2211

北海道札幌市中央区北４条⻄2丁目1

大丸札幌

011-828-1111

北海道札幌市中央区北５条⻄4丁目7

札幌三越
ちけっとぽーと札幌店

011-271-3311
011-214-2359（店舗直通）

北海道札幌市中央区南１条⻄3丁目8
北海道札幌市中央区南1条⻄3-3

（各種チケット販売）
中合 棒二森屋

03-5561-7714（総合案内）
0138-26-1211

札幌PARCO B2F
北海道函館市若松町17-12

0155-25-3131

北海道帯広市大通南8丁目1-1

0144-89-0211

北海道苫小牧市表町4丁目3-1-1

三越帯広(外商出張所）

※お取り寄せ

エムアイプラザ(三越）苫小牧

※お取り寄せ

帯広太平洋興発ビル1階

⻘森県

さくらの百貨店⻘森店

017-723-4311

⻘森県⻘森市新町1-13-2

さくらの百貨店⼋⼾店

0178-44-1151

⻘森県⼋⼾市三⽇町13

岩手県

パルクアベニュー・カワトク （盛岡カワトク） 019-651-1111

岩手県盛岡市菜園1丁目10-1

藤崎一関店(外商事務所）※お取り寄せ

0191-33-1166

岩手県一関市山目字中野28-1

秋田県

⻄武秋田店

018-832-5111

秋田県秋田市仲通2-6-1

藤崎秋田店(外商事務所）※お取り寄せ

018-864-3506

秋田県秋田市山王二丁目1-40

いとく

018-649-1717

秋田県大館市御成町3-7-58

藤崎本店

022-261-5111

宮城県仙台市⻘葉区一番町3-2-17

仙台三越

022-225-7111

宮城県仙台市⻘葉区一番町4-8-15

※お取り寄せ

0229-22-5127

宮城県大崎市古川駅前大通り二丁目4-41

藤崎気仙沼店(ギフトショップ）※お取り寄せ

0226-22-2460

宮城県気仙沼市神山1-5

藤崎船岡店(ギフトショップ）

0224-54-2585

宮城県柴田郡柴田町⻄船迫2丁目1-9

宮城県

大館ショッピングセンター店

藤崎古川店(ギフトショップ）

※お取り寄せ

田口ビル1階

福島県

中合福島店

024-521-5151

福島県福島市栄町5-1

うすい百貨店

024-932-0001

福島県郡山市中町13-1

栃木県

東武宇都宮

028-636-2211

栃木県宇都宮市宮園町5-4

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

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

⼾田書店 前橋本店

027-223-9011

群馬県前橋市⻄⽚⾙町4丁目16-7

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

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

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
ちけっとぽーと大宮店

048-646-2111
048-647-4001（店舗直通）

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目6-2
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-2

（各種チケット販売）
川口そごう

03-5561-7714（総合案内）
048-258-2111

ソニックシティホール1F
埼玉県川口市栄町3丁目5-1

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

丸広百貨店坂⼾店

049-288-0001

埼玉県坂⼾市薬師町28-1

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

神奈川県 横浜高島屋
ちけっとぽーと横浜店

045-311-5111
045-453-2871（店舗直通）

神奈川県横浜市⻄区南幸 1丁目6-31
神奈川県横浜市⻄区高島2-16-B1－430

（各種チケット販売）
横浜そごう

03-5561-7714（総合案内）
045-465-2111

横浜駅東口地下街ポルタ内
神奈川県横浜市⻄区高島2-18-1

京急百貨店 上大岡

045-848-1111

神奈川県横浜市港南区上大岡⻄1丁目6-1

高島屋港南台

045-833-2211

神奈川県横浜市港南区港南台3丁目1-3

スズキヤ 逗子駅前店

046-871-3315

神奈川県逗子市逗子1-4-1

伊勢丹相模原

042-740-1111

神奈川県相模原市南区相模大野4-4-3

さいか屋横須賀

0468-23-1234

神奈川県横須賀市大滝町1-10

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

さいか屋藤沢

0466-27-1111

神奈川県藤沢市藤沢555

FUJI

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 南平台

044-978-5811

神奈川県川崎市宮前区南平台3-10

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

群馬県

埼玉県

福田屋ショッピングプラザ

寒川

宇都宮
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ギフト券販売店一覧

2018年11月現在

★販売店情報は2018年11月現在のものです。

ハーゲンダッツジャパン株式会社

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。
TEL

住所

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

東急百貨店東横店

03-3477-3111

東京都渋谷区渋谷2丁目24-1

東急百貨店本店
ちけっとぽーと渋谷店

03-3477-3111
03-3477-5067（店舗直通）

東京都渋谷区道玄坂2-24-1
東京都渋谷区道玄坂2-29-1

（各種チケット販売）
新宿高島屋

03-5561-7714（総合案内）
03-5361-1111

渋谷109 2F
東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24-2

新宿伊勢丹

03-3352-1111

東京都新宿区新宿3丁目14-1

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

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
ちけっとぽーと銀座店

03-3562-1111
03-5561-7714

東京都中央区銀座4丁目6-16
東京都中央区銀座5-1

（各種チケット販売）
⽇本橋高島屋

（総合案内のみ）
03-3211-4111

銀座ファイブ1Ｆ
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
ちけっとぽーと池袋店

03-3981-2211
03-5957-5036（店舗直通）

東京都豊島区⻄池袋1丁目1-25
東京都豊島区南池袋1-28-2

（各種チケット販売）
池袋⻄武

03-5561-7714（総合案内）
03-3981-0111

池袋パルコ6F
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

町田小田急

042-727-1111

東京都町田市原町田6丁目12-20

府中伊勢丹

042-334-1111

東京都府中市宮町1丁目41-2

東急百貨店吉祥寺店
ちけっとぽーと吉祥寺店

0422-21-5111
0422-22-2348（店舗直通）

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24

（各種チケット販売）
⽴川タカシマヤ

03-5561-7714（総合案内）
042-525-2111

吉祥寺アトレ吉祥寺東館B1F
東京都⽴川市曙町2丁目39-3

伊勢丹⽴川店

042-525-1111

東京都⽴川市曙町2丁目5-1

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

高島屋フードメゾン おおたかの森

0471-44-5111

千葉県流山市⻄初⽯6-185-2

船橋東武

047-425-2211

千葉県船橋市本町7丁目1-1

新潟伊勢丹

025-242-1111

新潟県新潟市⼋千代1丁目6-1

新潟三越

025-227-1111

新潟県新潟市⻄堀通 5番町866

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

富山県

大和富山店

076-424-1111

富山県富山市⻄町 5-5

大和高岡店

0766-27-1111

富山県高岡市御旅屋町101

⽯川県

大和⾹林坊店

076-220-1111

⽯川県⾦沢市⾹林坊1-1-1

名鉄エムザ

076-260-1111

⽯川県⾦沢市武蔵町15-1

0761-20-0002

⽯川県小松市土居原町716

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

山梨県

岡島百貨店

055-232-2111

山梨県甲府市丸の内1丁目21-15

山交百貨店

055-237-0111

山梨県甲府市丸の内1丁目3-3

岐阜県

岐阜 高島屋

058-264-1101

岐阜県岐阜市⽇の出町2-25

ヤナゲン百貨店 大垣本店

0584-78-1111

岐阜県大垣市高屋町1丁目56

愛知県

名古屋三越 栄本店

052-252-1111

愛知県名古屋市中区栄3-5-1

松坂屋名古屋店

052-251-1111

愛知県名古屋市中区栄3-16-1

名鉄百貨店 本店

052-585-1111

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1

名古屋三越星ヶ丘

052-783-1111

愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-14

名鉄百貨店 一宮店

0586-46-7111

愛知県一宮市新⽣1丁目1-1

0566-75-0011

愛知県安城市三河安城本町1-29-1

近鉄百貨店 四⽇市店

059-353-5151

三重県四⽇市市諏訪栄町7-34

中部近鉄百貨店 草津店

077-564-1111

滋賀県草津市渋川1丁目1-50

JR京都伊勢丹

075-352-1111

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町

高島屋京都

075-221-8811

京都府京都市下京区四条通

洛⻄高島屋

075-332-1111

京都府京都市⻄京区

近鉄百貨店奈良店

0742-33-1111

奈良県奈良市⻄大寺東町２丁目4-1

近鉄百貨店橿原店

0744-25-1111

奈良県橿原市北⼋木町3丁目65-11

エリア

店舗名

東京都

赤札堂

千葉県

新潟県

大和小松ギフトショップ
⻑野県

松坂屋安城ギフトショップ
三重県
滋賀県
京都府

奈良県

※お取り寄せ

※お取り寄せ

河原町⻄入真町52

大原野東境谷町2丁目5-5
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★販売店情報は2018年11月現在のものです。

ハーゲンダッツジャパン株式会社

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。
エリア

店舗名

TEL

住所

静岡県

静岡伊勢丹

054-251-2211

静岡県静岡市葵区呉服町1丁目7

伊勢丹コリドー・フジ

0545-61-1881

静岡県富⼠市 蓼原町1741

遠鉄百貨店

※お取り寄せ

053-457-0001

静岡県浜松市中区砂山町320-2

杏林堂薬局 静岡千代田店

054-208-3511

静岡県静岡市葵区千代田6-29-23

杏林堂薬局 瀬名川店

054-655-8611

静岡県静岡市葵区瀬名川2-29-35

杏林堂薬局 静岡松富店

054-205-8411

静岡県静岡市葵区松富2-1-62

杏林堂薬局 静岡山崎店

054-277-0711

静岡県静岡市葵区山崎1-27-3

杏林堂薬局 静岡小⿅店

054-287-8111

静岡県静岡市駿河区小⿅228-1

杏林堂薬局 静岡登呂店

054-654-7911

静岡県静岡市駿河区登呂1-18-38

杏林堂薬局 清⽔三保店

054-334-1211

静岡県静岡市清⽔区三保111-2

杏林堂薬局 焼津与惣次店

054-656-1711

静岡県焼津市与惣次197-1

杏林堂薬局 藤枝⻘島店

054-644-2211

静岡県藤枝市下⻘島1052-1

杏林堂薬局 藤枝田沼店

054-636-7011

静岡県藤枝市田沼4-13-11

杏林堂薬局 藤枝清⾥店

054-648-1911

静岡県藤枝市清⾥1-1-1

杏林堂薬局 島田稲荷店

0547-37-2911

静岡県島田市稲荷4-10-1

杏林堂薬局 富⼠松岡店

0545-66-5511

静岡県富⼠市松岡558-1

杏林堂薬局 富⼠厚原店

0545-73-1511

静岡県富⼠市厚原1241

杏林堂薬局 名塚店

053-468-1711

静岡県浜松市中区名塚町282-1

杏林堂薬局 向宿店

053-466-2121

静岡県浜松市中区向宿2-12-30

杏林堂薬局 新津店

053-411-1711

静岡県浜松市中区新津町583

杏林堂薬局 メイワンエキチカ店

053-454-7911

静岡県浜松市中区砂山町6-1

杏林堂薬局 伝馬町店

053-454-2727

静岡県浜松市中区伝馬町313-23

杏林堂薬局 富塚店

053-471-2211

静岡県浜松市中区富塚町450-1

杏林堂薬局 城北店

053-479-3111

静岡県浜松市中区城北3-2-1

杏林堂薬局 ⻄伊場店

053-450-5471

静岡県浜松市中区⻄伊場町48-24

杏林堂薬局 南浅田店

053-442-4911

静岡県浜松市中区南浅田2-13-5

杏林堂薬局 姫街道店

053-439-8511

静岡県浜松市中区葵⻄3-6-1

杏林堂薬局 小⾖餅店

053-438-3011

静岡県浜松市中区小⾖餅4-17-15

杏林堂薬局 高丘東店

053-430-5611

静岡県浜松市中区高丘東3-15-8

杏林堂薬局 上島駅前店

053-467-5611

静岡県浜松市中区上島3-28-10

浜松ターミナルビル地下1階

杏林堂薬局 泉店

053-476-4911

静岡県浜松市中区泉4-12-1

杏林堂薬局 笠井店

053-435-6666

静岡県浜松市東区笠井町1197-22

杏林堂薬局 中郡店

053-431-0111

静岡県浜松市東区中郡町1822

杏林堂薬局 有玉北町店

053-433-5511

静岡県浜松市東区有玉北町1154-7

杏林堂薬局 有玉南町店

053-432-4011

静岡県浜松市東区有玉南町519

杏林堂薬局 和田店

053-411-5911

静岡県浜松市東区和田町220-1

杏林堂薬局 上⻄店

053-463-6811

静岡県浜松市東区上⻄町3-12

杏林堂薬局 天王店

053-466-5411

静岡県浜松市東区天王町1517-1

杏林堂薬局 ピーワンプラザ天王店

053-465-7411

静岡県浜松市東区天王町1982-3

杏林堂薬局 舞阪店

053-592-4511

静岡県浜松市⻄区舞阪町浜田321

杏林堂薬局 大平台店

053-485-9555

静岡県浜松市⻄区大平台1-33-28

杏林堂薬局 志都呂店

053-415-0711

静岡県浜松市⻄区志都呂1-1-1

杏林堂薬局 芳川店

053-427-1711

静岡県浜松市南区四本松町460-1

杏林堂薬局 ⽩羽店

053-442-8711

静岡県浜松市南区⽩羽町737

杏林堂薬局 細江店

053-523-2655

静岡県浜松市北区細江町気賀345

杏林堂薬局 引佐店

053-542-3811

静岡県浜松市北区引佐町⾦指1093-3

杏林堂薬局 初⽣店

053-438-4911

静岡県浜松市北区初⽣町1154-3

杏林堂薬局 ⻄⿅島駅前店

053-580-5211

静岡県浜松市浜北区上島2345-585

杏林堂薬局 浜北店

053-586-6055

静岡県浜松市浜北区本沢合127-1

杏林堂薬局 於呂店

053-580-5111

静岡県浜松市浜北区於呂3960

杏林堂薬局 トスコ店

053-585-1511

静岡県浜松市浜北区小松442

杏林堂薬局 新居店

053-595-3411

静岡県湖⻄市新居町中之郷2654-1

杏林堂薬局 鷲津店

053-574-0011

静岡県湖⻄市鷲津1095

杏林堂薬局 掛川花⿃園前店

0537-24-0111

静岡県掛川市南⻄郷424-1

杏林堂薬局 掛川葛ヶ丘店

0537-61-2511

静岡県掛川市葛ヶ丘3-3-1

杏林堂薬局 掛川下垂木店

0537-23-9611

静岡県掛川市下垂木2240-9

杏林堂薬局 袋井旭町店

0538-41-2711

静岡県袋井市旭町2-1-1

杏林堂薬局 袋井⻄田店

0538-44-0311

静岡県袋井市⻄田53-1

杏林堂薬局 袋井下山梨店

0538-49-5011

静岡県袋井市下山梨1952-4

杏林堂薬局 浜岡店

0537-85-8111

静岡県御前崎市池新田4359-1

杏林堂薬局 ⻄⾙塚店

0538-21-3411

静岡県磐田市⻄⾙塚3025-1

杏林堂薬局 上岡田店

0538-21-6211

静岡県磐田市中泉805

杏林堂薬局 豊田駅前店

0538-35-2411

静岡県磐田市⽴野2024-2

杏林堂薬局 豊田小⽴野店

0538-33-1411

静岡県磐田市小⽴野220

杏林堂薬局 菊川店

0537-37-0011

静岡県菊川市本所字万田1318-1
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エリア

店舗名

TEL

住所

大阪府

カーヴ・ド・ヴァン大阪店

06-6345-6544

大阪市北区堂島浜2-1-40

阪神梅田本店

06-6345-1201

大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13

大丸梅田店

06-6343-1231

大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1

阪急うめだ本店

06-6361-1381

大阪府大阪市北区角田町8-7

大丸心斎橋店

06-6271-1231

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1

大阪タカシマヤ
ちけっとぽーとなんば店

06-6631-1101
06-6644-2723（店舗直通）

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-5
大阪府大阪市中央区難波5-1-60

（各種チケット販売）
近鉄阿倍野ハルカス店

03-5561-7714（総合案内）
06-6624-1111

なんばCITY本館地下2F
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43

近鉄百貨店上本町

06-6775-1111

大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1-55

近鉄百貨店 東大阪店

06-6783-1111

大阪府東大阪市⻑堂1丁目1-1

京阪百貨店 守口店

06-6994-1313

大阪府守口市河原町8-3

泉北タカシマヤ

072-293-1101

大阪府堺市南区茶山台1丁目3-1

松坂屋高槻店

072-682-1111

大阪府高槻市紺屋町2-1

そごう神⼾
ちけっとぽーと三宮店

078-221-4181
078-331-1817（店舗直通）

兵庫県神⼾市中央区小野柄通 8丁目1-8
兵庫県神⼾市中央区三宮町1-10-1

（各種チケット販売）
大丸須磨

03-5561-7714（総合案内）
078-791-3111

神⼾交通センタービル1F B-WAVE
兵庫県神⼾市須磨区中落合2丁目2-4

兵庫県

川⻄阪急

072-757-1231

兵庫県川⻄市栄町26-1

⿃取県

大丸⿃取

0857-25-2111

⿃取県⿃取市今町2丁目151

米子しんまち天満屋

0859-35-1105

⿃取県米子市⻄福原2-1-10

島根県

一畑百貨店出雲

0853-24-4100

島根県出雲市駅北町4-1

岡山県

天満屋岡山

086-231-7111

岡山県岡山市北区表町2丁目1-1

天満屋倉敷

086-426-2111

岡山県倉敷市阿知1-7-1

広島県

そごう広島

082-225-2111

広島県広島市中区基町6-27

福屋⼋丁堀本店

082-246-6111

広島県広島市中区胡町６－２６

三越広島

082-242-3111

広島県広島市中区胡町5-1

広島アルパーク天満屋

082-501-1111

広島県広島市⻄区井口明神1-16-1

福屋広島駅前

082-568-3111

広島県広島市南区松原町9-1

天満屋福山

084-927-2123

広島県福山市元町1-1

0829-38-2500

広島県廿⽇市市宮内4丁目10-5

福屋宮内店

※お取り寄せ

山口県

井筒屋百貨店 宇部

0836-35-8100

山口県宇部市常盤町1-6-30

福屋岩国店 ※お取り寄せ

0827-24-0414

山口県岩国市⿇⾥布町2-4-23

⾹川県

三越高松

087-851-5151

⾹川県高松市内町7-1

0877-24-6718

⾹川県丸⻲市大手町3-6-5

愛媛県

いよてつ高島屋

089-948-2111

愛媛県松山市湊町5-1-1

松山三越

089-945-3111

愛媛県松山市一番町3-1-1

福岡県

天神岩田屋本館
ちけっとぽーと福岡パルコ店

092-721-1111
092-235-7223（店舗直通）

福岡県福岡市中央区天神2丁目5-35
福岡県福岡市中央区天神2-11-1

（各種チケット販売）
小倉井筒屋

03-5561-7714（総合案内）
093-522-3111

福岡PARCO5F
福岡県北九州市小倉北区船場町1-1

⿊崎井筒屋

093-643-5111

福岡県北九州市⼋幡⻄区⿊崎1丁目1-1

岩田屋久留米店

0942-35-7111

福岡県久留米市天神町1丁目1

トキハ本店

097-538-1111

大分県大分市府内町2丁目1-4

トキハわさだタウン

0975-86-1111

大分県大分市玉沢字楠本755-1

トキハ別府店

0977-23-1111

大分県別府市北浜2-9-1

佐世保 玉屋

0956-23-8181

⻑崎県佐世保市栄町2-1

宮崎山形屋

0985-31-3202

宮崎県宮崎市橘通東 3-4-12

099-227-6111

⿅児島県⿅児島市⾦⽣町3-1

大分県

⻑崎県
宮崎県

三越丸⻲

※お取り寄せ

⿅児島県 ⿅児島山形屋
山形屋ショッピングプラザ隼人店
山形屋川内店

0995-43-6555

⿅児島県霧島市隼人町真孝158-1

0996-22-4111

⿅児島県薩摩川内市⻄向田町9-6

コープかごしま

吉野店

099-243-8221

⿅児島県⿅児島市吉野2381-6

コープかごしま

玉⻯店

099-247-7731

⿅児島県⿅児島市池之上町12-12

コープかごしま

城⻄店

099-253-6166

⿅児島県⿅児島市原良1-2-3

コープかごしま

南谷山店

099-269-6611

⿅児島県⿅児島市谷山中央7-30-10

コープかごしま

⻄陵店

099-282-5005

⿅児島県⿅児島市⻄陵1-1-11

コープかごしま

宇宿店

099-284-7350

⿅児島県⿅児島市広木3-6-1

コ－プかごしま

伊集院店

0992-72-0555

⿅児島県⽇置市伊集院町徳重112

コープかごしま

かせだ店

0993-52-0512

⿅児島県南さつま市加世田村原1-4

コープかごしま

かのや店

0994-41-5671

⿅児島県⿅屋市札元2-3785-1

コ－プかごしま

しぶし店

0994-73-1008

⿅児島県志布志市志布志町安楽589-2

コープかごしま

国分店

0995-45-5517

⿅児島県霧島市国分府中町1-53-1

