
〒060-0061　札幌市中央区南１条３-８

電話：011-271-3311

〒980-8543 　仙台市青葉区一番町4-8-15

電話：022-225-7111

〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話：03-3241-3311

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

電話：03-3211-4111

〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

電話：03-3562-1111

〒140-0014 東京都品川区大井1-50-5

電話：03-3778-5111

〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

電話：03-5361-1111

〒158-8701 東京都世田谷区玉川3-17-1

電話：03-3709-3111

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1

電話：03-3981-0111

〒190-8554 立川市柴崎町3-2-1

電話：042-540-2111

〒105-0004 東京都港区新橋1-11-7

電話：03-6280-6474

〒220-0011 横浜市西区高島2-18-1

電話：045-465-2111

〒220-8601 横浜市西区南幸1-6-31

電話：045-311-5111

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-31-1-1

電話：045-914-1111

〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1

電話：045-848-1111

〒260-0028 千葉市中央区新町1000

電話：043-245-2111

〒277-8666 柏市末広町3-16

電話：04-7144-1111

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-6-2

電話：048-646-2111

〒330-8511 さいたま市大宮区大門町1-32

電話：048-643-1111

〒359-1198 所沢市日吉町12-1

電話：042-927-0111

札幌三越 第2火曜日

仙台三越 毎月１日

大宮髙島屋

西武所沢店

毎月１５日

毎週月・木・土曜日

第２木曜日

第２・第４木曜日

毎週火曜日

毎週木曜日

毎週土曜日

毎月５日

毎月１０日

そごう千葉店

柏髙島屋

そごう大宮店

そごう横浜店

宮城県

東京都

埼玉県

関東地方
都道府県

千葉県

神奈川県

阪急百貨店大井食品館 第３金曜日

横浜高島屋

都筑阪急

京急百貨店

月２回：不定期

日・火・木・土

新宿高島屋

玉川髙島屋

西武池袋本店

グランデュオ立川

とっとり・おかやま新橋館

不定期（水曜日は除く）

毎週金曜日

毎週木曜日

店舗名 取扱日 店舗情報

三越日本橋本店

日本橋高島屋

銀座三越

毎月１０日・２０日

毎週日・木曜日

毎月５日、毎週土曜日

北海道地方
店舗名 取扱日 店舗情報都道府県

※営業時間・営業日は百貨店等の店舗に準じます。

店舗名 取扱日 店舗情報都道府県

北海道

東北地方



〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１-７

電話：054-251-2211

月１回不定期 〒430-0927 静岡県浜松市中区旭町12-1

電話：053-457-0001

〒450-6001 名古屋市中村区名駅1-1-4

電話：052-566-1101 

〒450-8505 名古屋市中村区名駅1-2-1

電話：052-585-1111

〒464-8661 名古屋市千種区星が丘元町14-14

電話：052-783-1111

〒500-8525 岐阜市日ノ出町2-25

電話：:058-264-1101

〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13

電話：06-6345-1201

〒530-8350 大阪市北区角田町8-7

電話：06-6361-1381

〒542-8510 大阪市中央区難波5-1-5

電話：06-6631-1101

〒543-8543 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6775-1111

〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

電話：06-6624-1111

〒560-8550 豊中市新千里東町1-5-1

電話：06-6831-1221

〒569-1196 高槻市白梅町4-1

電話：072-683-0111

〒570-8558 守口市河原町8-3

電話：06-6994-1313

〒573-0032 枚方市岡東町19-19

電話：072-846-1313

〒573-1121 枚方市楠葉花園町15-1

電話：072-836-1313

〒574-0046 大東市赤井1丁目4-1

電話：072-873-1313

〒590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59

電話：072-238-1101

〒590-0115 堺市南区茶山台1-3-1

電話：:072-293-1101

〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52

電話：075-221-8811

〒606-8103 京都市左京区高野西開町36

電話：075-706-1238

〒651-8511 神戸市中央区小野柄通8-1-8

電話：078-221-4181

〒663-8204 西宮市高松町14-1

電話：0798-62-1381

〒665-0845 宝塚市栄町2-1-1

電話：0797-81-1233

〒666-0033 川西市栄町26-1

電話：072-757-1231

〒670-0912 姫路市南町1

電話：079-223-1231

〒679-4016 たつの市揖西町南山西の土井286

電話：0791-64-8883

遠鉄百貨店
新館地下１階全国銘菓

毎週金曜日

毎日（水曜日は除く）

毎週土・日曜日、祝日

第３土曜日

毎週火曜日

毎週火曜日

毎週月・金曜日

第２土曜日

川西阪急

姫路山陽百貨店

たつの西SA（上り線）

イズミヤ洛北 第1・第３金曜日

京都髙島屋

神戸阪急

西宮阪急

宝塚阪急

京阪百貨店守口店

京阪百貨店ひらかた店

京阪百貨店くずはモール店

毎週月曜日

京阪百貨店すみのどう店

堺髙島屋

毎月３０日

毎週火曜日

泉北髙島屋

毎週月曜日

毎週金曜日ＪＲ名古屋髙島屋

静岡伊勢丹

取扱日

都道府県

星ヶ丘三越 毎月１日・１０日

名鉄百貨店 本店 第４土曜日

高槻阪急

第２・第４土曜日

阪神梅田本店

阪急うめだ本店

岐阜髙島屋

毎月１５日

第４土曜日

毎日（水曜日は除く）

毎週金曜日

毎週火曜日・土曜日

毎月１０日・２０日

毎週日曜日

毎週日曜日

毎週土曜日

大阪髙島屋

近鉄百貨店上本町店

あべのハルカス近鉄本店

千里阪急

中部地方
都道府県

静岡県

岐阜県

愛知県

大阪府

京都府

近畿地方
店舗名 取扱日 店舗情報

兵庫県

店舗名 店舗情報



〒683-0812 米子市角盤町1-30

電話：0859-22-1111

〒683-8510 米子市西福原2-1-10

電話：0859-35-1111

〒720-8636 福山市元町1-1

電話：084-927-2111

〒722-0036 尾道市東御所町1-10

電話：0848-21-1500

〒720-8524 福山市入船町3-1-60

電話：084-973-0665

〒723-0015 三原市円一町1-1-7

電話：0848-62-8111

〒730-0011 広島市中区基町6-27

電話：082-225-2111

〒730-8545 広島県広島市中区胡町5-1

電話：082-242-3111

〒731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-4-5

電話：082-925-0301

〒732-0822 広島市南区松原町9-1

電話：082-568-3111

〒759-0213 宇部市黒石北3丁目4-1 

ゆめタウン宇部1階

電話：0836-39-8887

〒760-8639 高松市内町7-1

電話：087-851-5151

〒790-8587 松山市湊町5丁目1-1

電話：089-948-2111

〒802-8511 北九州市小倉北区船場町1-1

電話：093-522-3111

〒810-8544 福岡市中央区天神2-1-1

電話：092-724-3111

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1

電話：092-461-1381

〒860-8586 熊本市中央区手取本町6-1

電話：096-356-2111

〒870-8688 大分市府内町2-1-4

電話：097-538-1111

不定土曜日

山口県
山口井筒屋
宇部ショップ

毎月１日・１５日

米子髙島屋

米子しんまち天満屋

天満屋福山店

毎週火曜・金曜日

毎日（水曜日は除く）

天満屋三原ショップ

そごう広島店

広島三越

五日市福屋

鳥取県

広島県

小倉井筒屋

福岡三越

博多阪急　

不定期

福屋駅前店 第４土曜日

尾道福屋

ゆめタウン福山

不定土曜日

月２回不定期

毎週土曜日

毎週土曜日

不定期

四国地方

大分県

九州地方
都道府県 店舗名 取扱日 店舗情報

鶴屋百貨店

店舗名 取扱日 店舗情報

高松三越

伊予鉄髙島屋

毎日（水曜日は除く）

毎週土曜日

都道府県

福岡県

愛媛県

熊本県

トキハ本店

毎月１日

毎週火曜日

第１火曜日

毎月５日

第１月曜日

中国地方

香川県

店舗名 取扱日 店舗情報都道府県


