
※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名

北海道 札幌市東区 北９条店 東京都 千代田区 市ヶ谷店 東京都 豊島区 東⻑崎店

函館市 函館TEXAS店 飯田橋店 目白店

函館桔梗店 末広町店 北区 ビーンズ赤羽店

⻘森県 ⻘森市 ⻘森観光通り店 中央区 東京⽇本橋店 荒川区 三河島店

弘前市 イオンタウン弘前樋の口店 新宿区 新宿店 南千住店

五所川原市 エルム店 新宿ワシントンホテル店 板橋区 大山ハッピーロード店

岩手県 盛岡市 イオンモール盛岡南店 台東区 御徒町駅前店 練馬区 桜台店

ゆっこ盛岡店 墨田区 エキア曳舟店 葛飾区 ⻲有店

盛岡駅フェザン店 菊川店 江⼾川区 イオンフードスタイル船堀店

盛岡上堂店 両国店 ⻄葛⻄店

一関市 一関店 江東区 カメイドクロック店 ⻄葛⻄南口店

宮城県 仙台市 仙台南吉成店 門前仲町店 武蔵野市 武蔵野緑町栄楽店

気仙沼市 宮城気仙沼店 品川区 荏原中延店 ⻘梅市 ⻘梅店

秋田県 秋田市 秋田ドンキホーテ店 荏原町駅前店 府中市 府中店

横手市 十文字駅前店 五反田店 分倍河原店

福島県 福島市 福島南バイパス店 ⻄五反田店 昭島市 昭島モリタウン店

郡山市 郡山桑野店 大井町店 調布市 調布店

茨城県 つくば市 つくば店 目⿊区 学芸大学店 小平市 小平駅前店

⿅嶋市 ⿅嶋店 大田区 下丸子店 武蔵村山市 イオンモールむさし村山店

神栖市 神栖店 平和島店 ⻄東京市 エミオ保谷店

潮来市 潮来店 糀谷駅前店 フレスポひばりが丘店

群馬県 館林市 館林新宿店 世田谷区 リトナード八幡山店 神奈川県 横浜市⼾塚区 トツカーナモール店

埼玉県 さいたま市 フレスポ与野店 下⾼井⼾店 横浜市港北区 菊名店

久喜市 久喜店 喜多⾒店 横浜市神奈川区 子安店

新座市 志木店 世田谷駅前店 横浜市都筑区 センター南店

千葉県 千葉市 千葉中央店 千歳船橋店 横浜市南区 吉野町店

穴川インター店 祖師谷大蔵店 横浜市保土ヶ谷区 天王町駅前店

市川市 南⾏徳店 東松原店 川崎市 ⿅島田店

本八幡店 尾山台店 川崎駅東口店

習志野市 津田沼北口店 用賀店 武蔵小杉東急スクエア店

船橋市 習志野店 豪徳寺店 横須賀市 イオン久⾥浜店

銚子市 イオン銚子店 渋谷区 広尾店 横須賀中央店

柏市 柏店 中野区 中野セントラルパーク店 大和市 エトモ中央林間店

南柏店 杉並区 東⾼円寺店 藤沢市 湘南台駅前店

富⾥市 富⾥インター店 浜田山店 新潟県 新潟市 イオン新潟東店

東京都 千代田区 岩本町店 豊島区 サンシャインシティ店 出来島店
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※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名

富山県 富山市 富山五福店 大阪府 大阪市東成区 玉造店 大阪府 泉佐野市 泉佐野店

⿊部市 ⿊部店 新緑橋店 寝屋川市 萱島店

石川県 ⾦沢市 ⾦沢⾼柳店 大阪市東淀川区 江口橋店 ⾹⾥園店

野々市市 野々市店 上新庄店 和泉市 ららぽーと和泉店

福井県 福井市 福井二の宮店 淡路店 北信太店

⻑野県 ⻑野市 ⻑野若⾥店 大阪市福島区 福島店 和泉中央店

松本市 松本駅前店 野田店 和泉納花店

静岡県 静岡市 静岡下川原店 大阪市北区 天六店 和泉府中店

浜松市 浜松中央店 梅田太融寺店 柏原市 柏原駅前店

富士市 富士店 大阪市淀川区 十三店 柏原外環店

愛知県 名古屋市 藤が丘店 新大阪店 羽曳野市 羽曳野伊賀店

⿊川店 大阪市浪速区 恵美須町店 古市店

池下店 堺市 光明池店 門真市 古川橋店

豊橋市 豊橋前田南店 堺新⾦岡店 大⽇ベアーズ店

知⽴市 知⽴店 上野芝店 大和田店

京都府 京都市 阪急桂駅前店 深井店 門真団地店

京田辺市 京田辺店 泉ヶ丘店 ⾼石市 ⾼石店

向⽇市 向⽇町店 中百舌鳥店 松原市 河内天美店

南丹市 園部店 北野田駅前店 大東市 住道駅前店

木津川市 木津川台店 豊中市 中環千⾥店 東大阪市 近畿大学前店

久世郡 イオンモール久御山店 豊中熊野店 荒本店

大阪府 大阪市中央区 道頓堀本店 池田市 阪急石橋店 ⾼井田店

⽇本橋店 吹田市 関大前店 鴻池新田店

なんば千⽇前店 千⾥丘店 石切店

上本町店 ⾼槻市 ⾼槻南店 八⼾ノ⾥店

心斎橋アメリカ村店 阪急⾼槻店 瓢箪山店

⻑堀橋店 阪急富田店 布施店

天満橋店 守口市 守口店 交野市 交野駅前店

大阪市旭区 千林店 土居店 兵庫県 神⼾市中央区 三宮駅前店

地下鉄関目店 枚方市 くずは朝⽇店 神⼾ハーバーランド店

大阪市此花区 ⻄九条店 ⾹⾥団地店 神⼾市灘区 王子公園店

大阪市住吉区 我孫子店 ⻑尾店 六甲道店

⻑居店 牧野店 神⼾市垂⽔区 ウエステ垂⽔店

大阪市城東区 蒲生店 枚方市 枚方公園前店 ティオ舞子店

大阪市生野区 寺田町店 茨木市 茨木店 ブルメール舞多聞店

大阪市⻄成区 とれび天下茶屋店 茨木豊原店 神⼾市北区 大池マックスバリュ店

玉出店 南茨木店 ⻄宮市 阪神甲子園店(Corowa甲子園内)

大阪市鶴⾒区 鶴⾒諸口店 八尾市 ＪＲ八尾駅前店 阪神今津駅前店

鶴⾒店 山本店 ⻄宮北インター店

大阪市都島区 京橋店 志紀店 伊丹市 阪急伊丹店

都島店 泉佐野市 泉佐野安松店 ⻄野バス停前店
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※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名 都道府県 市区町村 店名

兵庫県 尼崎市 ＪＲ尼崎店 岡山県 津山市 院庄店 福岡県 北九州市 北九州⿊崎店

ＪＲ尼崎南店 津山店 北九州若松店

阪神尼崎駅前店 都窪郡 早島インター店 久留⽶市 久留⽶ゆめタウン店

宝塚市 阪急仁川駅前店 広島県 広島市 井口店 ⾏橋市 ⾏橋ゆめタウン店

⻄脇市 ⻄脇店 広島可部店 大牟田市 大牟田ゆめタウン店

川⻄市 川⻄久代店 広島大町店 筑紫野市 筑紫野ゆめタウン店

淡路市 スーパーkinki志筑店 ⻄条御薗宇店 佐賀県 佐賀市 佐賀ゆめタウン店

奈良県 奈良市 ＪＲ奈良駅前店 ⻄⾵新都店 武雄市 武雄ゆめタウン店

天理市 天理嘉幡店 福山市 福山駅店 ⻑崎県 佐世保市 佐世保早岐店

天理店 福山ＳＡ店 島原市 島原新馬場店

生駒市 東生駒店 福山川口店 熊本県 熊本市 ゆめマート大江店

橿原市 橿原店 福山南本庄店 玉名市 ゆめマート玉名店

葛城市 尺土店 福山平成大学前店 菊池郡 菊陽店

⾹芝市 奈良下田店 呉市 呉ゆめタウン店 大分県 中津市 中津ゆめタウン店

大和⾼田市 大和⾼田店 呉焼山店 別府市 大分別府店

北葛城郡 ラスパ⻄大和店 三原市 三原宮浦店 宮崎県 宮崎市 宮崎⻘葉店

和歌山県 和歌山市 和歌山カーニバル店 廿⽇市市 廿⽇市ゆめタウン店 ⿅児島県 ⿅児島市 草牟田店

橋本市 橋本店 安芸郡 イオンモール広島府中店 沖縄県 那覇市 那覇メインプレイス店

御坊市 御坊店 山口県 山口市 山口ゆめタウン店 うるま市 具志川メインシティ店

新宮市 新宮店 下関市 ゆめシティ店 石川シティ店

東牟婁郡 串本店 下関⻑府店 浦添市 浦添⻄海岸パルコシティ店

有田郡 有田川店 下関椋野店 宜野湾市 宜野湾コンベンションシティ店

鳥取県 鳥取市 イオンモール鳥取北店 岩国市 岩国新港店 中頭郡 ⻄原シティ店

鳥取吉成店 防府市 防府店 大湾シティ店

鳥取千代⽔店 徳島県 徳島市 徳島沖浜店 北谷はまがわ店

⽶子市 ⽶子店 徳島田宮店 島尻郡 つかざんシティ店

倉吉市 倉吉店 吉野川市 鴨島店 宮古島市 宮古島シティ店

島根県 松江市 松江⿊田店 鳴門市 鳴門店

松江浜乃木店 板野郡 徳島ゆめタウン店

松江北店 ⾹川県 ⾼松市 ⾼松国分寺店

大田市 大田店 ⾼松上福岡店

浜田市 浜田店 丸⻲市 丸⻲店

雲南市 三刀屋店 観音寺市 ⾹川観音寺店

益田市 益田駅前店 愛媛県 宇和島市 フジグラン北宇和島店

岡山県 岡山市 岡山大安寺ラ・ムー店 大洲市 大洲インター店

岡山浜野店 伊予郡 エミフルＭＡＳＡＫＩ店

倉敷市 倉敷玉島店 ⾼知県 ⾼知市 ⾼知南川添店

倉敷⽔島店 福岡県 福岡市 ⻄新店

倉敷⽼松店 天神新天町店

笠岡市 笠岡店 六本松店

総社市 総社店 博多ゆめタウン店
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※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 店名

東京都 台東区 つけ麺工房浅草製麺所

新宿区 新宿南口店

神奈川県 川崎市 川崎藤崎店

愛知県 岡崎市 岡崎店

大阪府 大阪市旭区 城北工大前店

奈良県 生駒郡 平群店

※「センター北あいたい店」ではご利用いただけません。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 店名

東京都 千代田区 新御茶ノ⽔_萬⿓

渋谷区 恵⽐寿_大⿓軒

豊島区 大塚_幸⿓軒

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 店名

北海道 札幌市東区 本店

札幌市⻄区 二十四軒店

札幌市中央区 狸小路店

札幌市白石区 白石店

よってこや／ラーメン事業／SAPPORO餃子製造所
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※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 店名

東京都 町田市 マルシェ町田店

神奈川県 横浜市旭区 若葉台店

横浜市港南区 港南台バーズ店

上大岡ミオカ店

横浜市⻄区 ジョイナス店

横浜市⻘葉区 ⻘葉台店

横浜市都筑区 ららぽーと横浜店

横浜市保土ヶ谷区 保土ヶ谷店

※「FC 相鉄星川店」、「海游店」ではご利用いただけません。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 ブランド名

東京都 新宿区 太陽のトマト麺withチーズ

文京区 太陽のトマト麺

太陽のトマト麺

墨田区 太陽のトマト麺

太陽のトマト麺

江東区 太陽のトマト麺

豊島区 太陽のトマト麺Next_

渋谷区 太陽のトマト麺

国分寺市 太陽のトマト麺

神奈川県 横浜市緑区 太陽のトマト麺

川崎市 太陽のトマト麺

大阪府 大阪市福島区 太陽のトマト麺

※「新宿ワシントンホテル⽀店」「大塚北口⽀店」ではご利用いただけません。

一品⾹／太陽のトマト麺

⻘山オーバルビル店

福島駅前⽀店

店名

新宿ミロード店

元住吉⽀店

十⽇市場⽀店

護国寺⽀店

サンシャインシティ店

上野広小路⽀店

錦糸町本店

本所吾妻橋スカイツリー⽀店

豊洲店

ミーツ国分寺店
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※更新のタイミングにより、直近の開店・閉店が反映されていない場合がございます。

※2023年5⽉17⽇時点

都道府県 市区町村 ブランド名

岩手県 盛岡市 Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

宮城県 名取市 R Baker

気仙沼市 R Baker

茨城県 ⽔⼾市 R Baker

神栖市 Coccinelle

埼玉県 和光市 R Baker

千葉県 印⻄市 R Baker

柏市 R Baker

東京都 墨田区 R Baker

品川区 R Baker

世田谷区 YOUR　OVEN

練馬区 R Baker

⽴川市 R Baker

多摩市 R Baker

神奈川県 横浜市⻄区 R Baker

R Baker

R Baker

海⽼名市 R Baker

川崎市 R Baker

大阪府 大阪市中央区 R Baker

Coccinelle

枚方市 R Baker

THE_GROUNDS_BAKER

兵庫県 ⻄宮市 R Baker

岡山県 岡山市 R Baker

広島県 広島市 R Baker

愛媛県 松山市 R Baker

福岡県 福岡市 R Baker

※「R Baker ラゾーナ川崎店」、「R Baker 京都伊勢丹店」、「court rosarian　豊橋店」ではご利用いただけません。

R Baker

※「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉」「札幌みそぎょうざ（無⼈販売店）」はご利用対象外ブランドとなります。

※その他、特設販売所（百貨店での催事出店等）ではご利用いただけません。

大阪城公園店

岡山駅前店

BRANCH_福岡下原店

広島LECT店

松山店

MARK_IS_みなとみらい店

マルイシティ横浜店

みなとみらい店

海⽼名店

武蔵小杉店

錦糸町テルミナ店

イトーヨーカドー大井町店

祖師谷大蔵店

⽴川グリーンスプリングス店

京王聖蹟桜ヶ丘店

Emio桜台店

柏⾼島屋ステーションモール店

MORIOKA_TSUTAYA店

イオンモール盛岡店

上堂店

名取店

⽔⼾店

エキアプレミエ和光店

千葉ニュータウン店

気仙沼店

TSUTAYA⿅嶋南店

東⾹⾥店

エビスタ⻄宮店

枚方T-SITE店

上本町店

店名
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