
場所 電話番号 場所 電話番号 イトーヨーカ堂での取扱店

ASBeefam ルミネ東光店 ﾙﾐﾈ東光1F 北海道 旭川市 豊岡1条5丁目-1 0166-38-6021 GreenBox 甲府昭和店 ｲｵﾝｽﾀｲﾙ甲府昭和2F 山梨県 中巨摩郡昭和町 飯喰1505-1 055-275-3355 旭川店

ASBeefam アモール店 アモール旭川店1F 北海道 旭川市 豊岡3-2-19 0166-37-7070 GreenBox 佐久平店 イオン佐久平店1F 長野県 佐久市 佐久平駅南11-10 0267-68-9033 函館店

ASBeefam 永山店 パワーズE館内 北海道 旭川市 永山12条3 0166-49-2215 GreenBox 松本店 イオンスタイル松本 長野県 松本市 中央4-1371-22 0263-50-6979 北見店

ASBeefam 音更店 北海道 河東郡音更町 木野大通り西16-1-10 0155-32-2022 GreenBox 上田店 イオン上田店2F 長野県 上田市 常田2-12-18 0268-22-0233 琴似店

ASBeefam 釧路貝塚店 コープさっぽろ釧路貝塚店 北海道 釧路市 貝塚3-2-28 0154-44-2330 GreenBox 中野店 イオン新中野店　2F 長野県 中野市 大字一本木252-1 0269-22-4664 福住店

ASBeefam 札幌二十四軒店 （コープさっぽろ二十四軒店敷地内） 北海道 札幌市西区 二十四軒3条1丁目 011-688-7016 ASBeefam 長野三輪店 イオンタウン長野三輪店 2Ｆ 長野県 長野市 三輪九丁目43-24 026-239-6020 帯広店

ASBeefam イオン元町店 イオン札幌元町シュッピングセンター2F 北海道 札幌市東区 北31条東15-1-1 011-748-1766 GreenBox 上越店 イオン上越店1F 新潟県 上越市 富岡3457 025-522-8038 屯田店

ASBeefam ソシア川沿店 コープさっぽろsocia2F 北海道 札幌市南区 川沿5-2-3 011-578-3271 GreenBox 新潟南店 イオン新潟南店2F・3F 新潟県 新潟市江南区 下早通柳田1-1-1 025-382-0121 アリオ札幌店

ASBeefam ルーシー大谷地店 コープさっぽろルーシー店2F 北海道 札幌市白石区 栄通18-5-35 011-859-5781 GreenBox 新潟青山店 イオン新潟青山店2F 新潟県 新潟市西区 青山2-5-1 025-265-0121 平店

ASBeefam 西岡店 イオン札幌西岡ショッピングセンター　2F 北海道 札幌市豊平区 西岡3条3-4-1 011-858-7211 GreenBox 新発田店 イオン新発田店2F 新潟県 新発田市 住吉町5-11-5 0254-20-1168 弘前店

ASBeefam 小樽店 イオン小樽店2F 北海道 小樽市 築港11-6 0134-21-7220 GreenBox 長岡店 イオン長岡店1F 新潟県 長岡市 古正寺1-249-1 0258-28-1872 福島店

ASBeefam 石狩緑苑台店 イオン石狩スーパーセンター 北海道 石狩市 緑苑台中央1-2 0133-75-6071 GreenBox 六日町店 イオン六日町店1F 新潟県 南魚沼市 余川3100 025-772-2880 花巻店

ASBeefam 滝川店 イオン滝川 北海道 滝川市 東町2-25-3 0125-22-8020 GreenBox かほく店 イオンかほく店　2F 石川県 かほく市 内日角夕25 076-289-0296 郡山店

ASBeefam 静内店 Karimpa　ショッピングモール内 北海道 日高郡新ひだか町 静内木場町2-1-29 0146-45-2077 GreenBox もりの里店 イオンもりの里店1F 石川県 金沢市 もりの里1-70 076-234-6122 石巻あけぼの店

ASBeefam 函館港町店 函館ポールスターショッピングセンター　B棟 北海道 函館市 港町1-2-1 0138-44-0027 GreenBox 新小松店 イオンスタイル新小松店内 石川県 小松市 清六町315 0761-58-0683 八戸沼館店

ASBeefam 函館店 北海道 函館市 川原町4-18 0138-31-1171 ASBeefam 大井川店 大井川ショッピングタウングランリバー内 静岡県 焼津市 宗高1487-1 054-664-0580 青森店

ASBeefam 新中標津店 東武サウスヒルズ 北海道 標津郡中標津町 南町3-10 0153-79-2136 GreenBox 焼津店 イオン焼津店2F 静岡県 焼津市 祢宜島555 054-623-5722 アリオ仙台泉店

ASBeefam 東武店 東武イーストモール　端野店 北海道 北見市 端野町三区572-1 0157-67-6003 GreenBox 清水店 イオン清水店1F 静岡県 静岡市清水区 上原1-6-16 054-348-2788 新潟店

ASBeefam 余市店 イオン余市店1F 北海道 余市郡余市町 黒川町12-62-1 0135-21-5225 GreenBox 袋井店 イオン袋井店1F 静岡県 袋井市 上山梨4-1-1 0538-49-1481 浦和店

ASBeefam 留萌店 イオン留萌ショッピングセンター 北海道 留萌市 南町4-73-1 0164-49-2216 ASBeefam 熱海店 マックスバリュ熱海内 静岡県 熱海市 中央町19-39 0557-86-5511 久喜店

GreenBox 浜松西店 イオン浜松西店2F 静岡県 浜松市西区 入野町6244-1 053-449-8301 上尾駅前店

ASBeefam 弘前店 イオンタウン安原ショッピングセンター 青森県 弘前市 大字泉野1-4-5 0172-89-1232 GreenBox 浜松志都呂店 イオン浜松志都呂店2F 静岡県 浜松市西区 志都呂町5605 053-449-1288 加須店

ASBeefam 十和田店 イオンスーパーセンター十和田店 青森県 十和田市 大字相坂字六日町山166-1 0176-20-1236 GreenBox 浜松市野店 イオン浜松市野店2F 静岡県 浜松市東区 天王町字諏訪1981-3 053-467-1145 草加店

GreenBox 下田店 イオン下田店　1F 青森県 上北郡おいらせ町 中野平40-1 0178-56-5715 ASBeefam 浜北店 サンストリート浜北店 静岡県 浜松市浜北区 平口2861 053-581-0880 和光店

ASBeefam 青森東店 ラ・セラ東バイパスショッピングセンター 青森県 青森市 八重田4-2-1 017-737-1220 GreenBox 富士宮店 イオン富士宮店2F 静岡県 富士宮市 浅間町1-8 0544-25-6580 春日部店

ASBeefam 青森西店 マエダガーラモール店2F 青森県 青森市 三好2-3-19 017-761-7223 GreenBox 三好店 イオン三好店2F 愛知県 みよし市 三好町青木91 0561-32-8606 大宮宮原店

GreenBox 八戸田向店 ｲｵﾝ八戸田向店 青森県 八戸市 田向3-5-1 0178-96-6775 GreenBox 木曽川店 イオン木曽川店2F 愛知県 一宮市 木曽川町黒田字南八ﾂヶ池25-1 0586-86-7018 三郷店

ASBeefam 八戸城下店 イオンタウン八戸城下店 青森県 八戸市 城下2-11-6 0178-72-3080 GreenBox 岡崎南店 イオン岡崎南店2F 愛知県 岡崎市 戸崎町ばら山1-1 0564-71-0571 アリオ川口店

GreenBox 横手店 イオン横手店1F 秋田県 横手市 安田字向田147 0182-36-3511 ASBeefam 岡崎コムタウン店 コムタウン 愛知県 岡崎市 上六名町宮前1 0564-71-6706 アリオ深谷店

GreenBox ＳＵＣ横手南店 イオンスーパーセンター横手南店 秋田県 横手市 婦気大堤字中田4-1 0182-33-5111 GreenBox 春日井店 イオン春日井店2F・3F 愛知県 春日井市 柏井町4-17 0568-57-2325 アリオ鷲宮店

GreenBox 秋田中央店 イオン秋田中央店 秋田県 秋田市 楢山川口境5-11 018-825-2550 GreenBox 小牧店 イオン小牧店2F 愛知県 小牧市 東1-126 0568-43-1215 アリオ上尾店

ASBeefam 秋田茨島店 茨島ショッピングセンター 秋田県 秋田市 茨島4-3-21 018-896-5158 GreenBox 常滑店 イオンスタイル常滑店 愛知県 常滑市 りんくう町2丁目 0569-89-2540 甲府昭和店

GreenBox 御所野店 イオン御所野店1F 秋田県 秋田市 御所野地蔵田1-1-1 018-839-5544 GreenBox 瀬戸みずの店 イオン瀬戸みずの店2F 愛知県 瀬戸市 みずの坂2-253 0561-86-8151 相模原店

GreenBox 土崎港店 イオン土崎港店2F 秋田県 秋田市 土崎港南2-3-41 018-845-0016 GreenBox 扶桑店 イオン扶桑店2F 愛知県 丹羽郡扶桑町 大字南山名字高塚5-1 0587-91-3075 藤沢店

ASBeefam 新大館店 イオンスーパーセンター大館店 秋田県 大館市 大田面238 0186-44-6525 GreenBox 東浦店 イオン東浦店2F　（子供　キッズ共和国店内） 愛知県 知多郡東浦町 大字緒川字旭13-2 0562-82-1266 茅ケ崎店

GreenBox 大曲店 イオン大曲店　2F 秋田県 大仙市 和合字坪立177 0187-63-4888 GreenBox 長久手店 イオン長久手 愛知県 長久手市 岩作他 0561-65-5610 大船店

GreenBox 一関店 イオン一関店2F 岩手県 一関市 山目字泥田89-1 0191-25-6331 GreenBox 豊橋南店 イオン豊橋南店1F 愛知県 豊橋市 野依町字落合1-12 0532-25-3431 綱島店

GreenBox 前沢店 イオン前沢店2F 岩手県 奥州市前沢区 向田2-85 0197-56-8787 GreenBox 豊川店 イオン豊川店1F 愛知県 豊川市 開運通2-31 0533-89-3347 若葉台店

ASBeefam 釜石店 イオンタウン釜石店 2F 岩手県 釜石市 港町2-51-41 0193-31-2727 GreenBox 高橋店 イオン高橋店2F 愛知県 豊田市 東山町1-5-1 0565-80-0722 上永谷店

ASBeefam 久慈店 岩手県 久慈市 長内町30地割50-2他 0194-61-1751 GreenBox 豊田店 イオンスタイル豊田 愛知県 豊田市 広路町1-1 0565-85-8390 伊勢原店

ASBeefam 矢巾店 矢巾ショッピングセンター 岩手県 紫波郡矢巾町 南矢幅第7地割143 019-698-1082 GreenBox 名古屋茶屋店 イオン名古屋茶屋店2F 愛知県 名古屋市港区 西茶屋2-11 052-655-5850 古淵店

GreenBox 盛岡店 イオン盛岡店2F（靴売場） 岩手県 盛岡市 前潟4-7-1 019-646-2250 GreenBox 守山店 イオン守山店2F 愛知県 名古屋市守山区 笹ヶ根3-1228 052-736-8523 小田原店

GreenBox 盛岡南店 イオン盛岡南店2F 岩手県 盛岡市 本宮7-1-1 019-635-5333 ASBeefam 八事店 イオン八事２F 愛知県 名古屋市昭和区 広路町石坂2-1 052-861-7038 能見台店

ASBeefam 盛岡渋民店 イオンスーパーセンター盛岡渋民店 岩手県 盛岡市玉山区 渋民鶴飼20-1 019-669-5388 GreenBox ワンダーシティ店 イオンワンダーシティー店　2F 愛知県 名古屋市西区 二方町40 052-504-3611 横浜別所店

ASBeefam 塩釜店 イオンタウン塩釜2F 宮城県 塩竈市 海岸通15-100 022-361-3227 GreenBox ナゴヤドーム前店 イオンナゴヤドーム前店　2F 愛知県 名古屋市東区 矢田南4-102-3 052-721-6811 大和鶴間店

GreenBox 気仙沼店 イオン気仙沼店2F 宮城県 気仙沼市 赤岩館下6-1外 0226-24-5316 GreenBox 新瑞橋店 イオン新瑞橋店2F 愛知県 名古屋市南区 菊住1-7-10 052-823-7177 湘南台店

GreenBox 石巻店 イオン石巻店2F 宮城県 石巻市 茜平4丁目104番地 0225-94-8651 GreenBox 熱田店 イオン熱田店2F 愛知県 名古屋市熱田区 六野1-2-11 052-883-2201 立場店

GreenBox 仙台店 イオン仙台店内 宮城県 仙台市 青葉区中央2-3-6 022-266-5812 ASBeefam 有松店 イオンタウン有松 2F 愛知県 名古屋市緑区 鳴海町字有松裏200 052-622-9211 ららぽ－と横浜店

GreenBox 仙台卸町店 イオンスタイル仙台卸町店 宮城県 仙台市 若林区卸町1-1-3 022-766-9578 GreenBox 大高店 イオン大高2F 愛知県 名古屋市緑区 南大高2丁目450番地 052-622-8005 柏店

GreenBox 仙台幸町店 イオン仙台幸町店2F 宮城県 仙台市宮城野区 幸町5-10-1 022-292-0877 GreenBox 今治新都市店 イオン今治新都市 愛媛県 今治市 にぎわい広場１-1 0898-35-5109 津田沼店

GreenBox 仙台中山店 イオン仙台中山店　2F 宮城県 仙台市泉区 南中山1-35-40 022-719-5725 GreenBox 松山店 イオン松山店2F 愛媛県 松山市 天山1-13-5 089-921-5267 姉崎店

GreenBox 多賀城店 イオン多賀城店2F 宮城県 多賀城市 町前4-1-1 022-366-2575 GreenBox 新居浜店 イオン新居浜店2F 愛媛県 新居浜市 前田町8-8 0897-32-0050 松戸店

GreenBox 古川店 イオン古川店1F 宮城県 大崎市 古川旭2-2-1 0229-24-0838 GreenBox 各務原店 イオン各務原店　2F 岐阜県 各務原市 那加萱場町3-8 070-6445-2156 船橋店

GreenBox 富谷店 イオン富谷店　1F 宮城県 富谷市 大清水1-33-1 022-358-8298 GreenBox 関店 イオン関店2F 岐阜県 関市 倉知516 0575-24-5035 八柱店

GreenBox 新名取店 イオン名取店2F 宮城県 名取市 杜せきのした5-3-1 022-784-3027 GreenBox 岐阜店 イオン岐阜店2F 岐阜県 岐阜市 正木中1-2-1 058-294-0168 流山店

GreenBox 山形北店 イオン山形北店2F 山形県 山形市 馬見ヶ崎2-12-19 023-681-4611 GreenBox 大垣店 イオン大垣店　2F 岐阜県 大垣市 外野2-100 0584-89-5602 我孫子店

GreenBox 山形南店 イオン山形南店2F 山形県 山形市 若宮3-7-8 023-645-4995 幕張店

GreenBox 酒田南店 イオン酒田南店2F 山形県 酒田市 あきほ町120-1 0234-22-7764 GreenBox 伊勢店 イオン伊勢店1F 三重県 伊勢市 楠部町乙160-2 0596-21-3235 竜ヶ崎店

ASBeefam 鶴岡南店 山形県 鶴岡市 ほなみ町9-5 0235-28-1554 GreenBox 東員店 イオン東員　2F 三重県 員弁郡東員町 大字長深字築田510番地1 0594-76-1822 八千代店

GreenBox 天童店 イオン天童店2F 山形県 天童市 芳賀タウン北四丁目一番一号 023-651-5054 ASBeefam 菰野店 イオンタウン菰野店 三重県 三重郡菰野町 大字宿野字神明田357 059-391-2250 四街道店

GreenBox 新東根店 イオン新東根店2F 山形県 東根市 さくらんぼ駅前3-7-15 0237-43-6613 GreenBox 四日市泊店 イオンタウン四日市泊 三重県 四日市市 泊小柳町4-5 059-336-6685 アリオ蘇我店

GreenBox 三川店 イオン三川店1F 山形県 東田川郡三川町 大字猪子字和田庫128-1 0235-66-4304 ASBeefam 日永カヨー店 日永カヨー 三重県 四日市市 日永4-2-41 059-349-6324 アリオ柏店

GreenBox 米沢店 イオン米沢店2F 山形県 米沢市 春日2-13-4 0238-22-4130 GreenBox 四日市北店 イオン四日市北店2F 三重県 四日市市 富州原町2-40 059-365-2821 東村山店

GreenBox 四日市尾平店 イオン四日市尾平店2F 三重県 四日市市 尾平町字天王川原1805 059-334-2443 武蔵境店

GreenBox つくば店 イオンつくば店　2F 茨城県 つくば市 稲岡66-1 029-836-0457 GreenBox 阿児店 イオン阿児店2F 三重県 志摩市 阿児町鵜方3215 0599-43-9411 たまプラ－ザ店

GreenBox 下妻店 イオン下妻店2F 茨城県 下妻市 堀篭972-1 0296-44-8778 GreenBox 松阪店 イオン松阪店2F 三重県 松阪市 船江町1392-27 0598-52-3188 多摩センタ－店

GreenBox 笠間店 イオン笠間店2F 茨城県 笠間市 赤坂8 0296-72-6291 ASBeefam アピタ松阪三雲店 アピタ松阪三雲店　2F　 三重県 松阪市 市場庄町1266-1 0598-56-6992 武蔵小杉駅前店

GreenBox 古河店 イオン古河店2F 茨城県 古河市 旭町1-2-17 0280-31-2100 GreenBox 明和店 イオン明和店2F 三重県 多気郡明和町 中村1223 070-6445-5227 昭島店

GreenBox 高萩店 イオン高萩店1F 茨城県 高萩市 安良川231 0293-22-1310 GreenBox 津店 イオン津店1F 三重県 津市 桜橋3-446 059-246-8192 溝ノ口店

ASBeefam 守谷テラス店 守谷テラス 茨城県 守谷市 久保ケ丘2-1-1 0297-20-6020 GreenBox 久居店 イオン久居店2F 三重県 津市 久居明神町風早2660 059-255-8521 新百合ケ丘店

GreenBox 常陸大宮店 イオン常陸大宮店2F 茨城県 常陸大宮市 下村田2387 0295-53-0125 ASBeefam イオンタウン津城山店 イオンタウン津城山SC 2F 三重県 津市 久居小野辺町1130-7 059-254-1192 東久留米店

ASBeefam 神栖店 茨城県 神栖市 平泉8-72 0299-95-4451 GreenBox 鈴鹿店 イオン鈴鹿ベルシティ店2F 三重県 鈴鹿市 庄野羽山4-1-2 059-379-6776 鶴見店

GreenBox 水戸内原店 イオン水戸内原店2F・3F（子供） 茨城県 水戸市 内原2丁目1番地 029-259-9201 GreenBox 近江八幡店 イオン近江八幡店2F、3F 滋賀県 近江八幡市 鷹飼町南3-7 0748-38-0800 川崎港町店

GreenBox 土浦店 イオン土浦店2F・3F 茨城県 土浦市 上高津367他 029-826-8841 ASBeefam 湖南店 イオンタウン湖南 滋賀県 湖南市 岩根字徳行4509-1 0748-69-7023 南大沢店

GreenBox 東海店 イオン東海店1F 茨城県 那珂郡東海村 舟石川駅東4-1-1 029-270-5388 GreenBox 草津店 イオン草津店　2F 滋賀県 草津市 新浜町300 077-565-8900 八王子店

GreenBox 那珂町店 イオン那珂町 茨城県 那珂市 竹ノ内3丁目6－5 029-352-2562 ASBeefam 大津京店 イオンスタイル大津京3F 滋賀県 大津市 皇子が丘3-11-1 077-572-5886 川崎店

ASBeefam たつのこまち龍ケ崎モール店 たつのこまち龍ケ崎モール 茨城県 龍ケ崎市 中里2-1-2 0297-85-6255 GreenBox 大津京店 イオンスタイル大津京2F 滋賀県 大津市 皇子が丘3-11-1 077-525-5882 拝島店

GreenBox 高崎店 イオン高崎店2F 群馬県 高崎市 棟高町1400 027-373-7710 GreenBox 長浜店 イオン長浜店2F 滋賀県 長浜市 山階町271-1 0749-65-8456 東大和店

ASBeefam 新田店 ニコモール新田1F 群馬県 太田市 新田市野井町592-13 0276-40-9280 GreenBox 亀岡店 イオン亀岡店2F 京都府 亀岡市 古世町西内坪101 0771-24-2671 国領店

GreenBox 太田店 イオン太田店　2F 群馬県 太田市 石原町81 0276-45-5761 GreenBox 久御山店 イオン久御山店2F 京都府 久世郡久御山町 森南大内156-1 075-633-5118 武蔵小金井店

ASBeefam さくら店 ザ・ビッグエクストラさくら店 栃木県 さくら市 桜野1551 028-681-5506 GreenBox 京都五条店 イオン京都五条店2F 京都府 京都市右京区 西院追分町25-1 075-314-3301 アリオ橋本店

ASBeefam 石橋店 ヨークベニマル石橋店1F 栃木県 下野市 下古山字北原3362-1 0285-51-1821 GreenBox 京都桂川店 イオン京都桂川2F 京都府 京都市南区 久世高田町376番1 075-925-9727 竹の塚店

GreenBox 佐野新都市店 イオン佐野新都市2F 栃木県 佐野市 高萩町1324-1 0283-21-6201 GreenBox 洛南店 イオン洛南店1F 京都府 京都市南区 吉祥院御池町31 075-661-3345 小岩店

GreenBox 小山店 イオン小山店2F 栃木県 小山市 中久喜1467-1 0285-21-1061 ASBeefam 北大路店 ビブレ北大路店内3F 京都府 京都市北区 小山北上総町49-1 075-494-4155 綾瀬店

ASBeefam 真岡店 ザ・ビッグエクストラ真岡店 栃木県 真岡市 台町字丸山2668-2外 0285-80-3611 GreenBox 福知山店 イオン福知山店1F 京都府 福知山市 岩井79-8 0773-22-0225 赤羽店

GreenBox 栃木店 イオン栃木店　2F 栃木県 栃木市 箱森町37-9 0282-20-0014 GreenBox 高の原店 イオン高の原ショッピングセンター3F 京都府 木津川市 相楽台1-1-1 0774-73-8208 大井町店

ASBeefam 那須塩原店 ザ・ビックエクストラ那須塩原店　1F 栃木県 那須塩原市 島方455 0287-67-1243 GreenBox 茨木店 イオン茨木店2F、3F 大阪府 茨木市 松ヶ本町8-30-3 072-623-8216 アリオ葛西店

GreenBox 今市店 イオン今市店1F 栃木県 日光市 豊田79-1 0288-22-8663 GreenBox 新茨木店 イオン新茨木店2F 大阪府 茨木市 中津町18-1 072-635-5878 木場店

GreenBox 与野店 イオン与野店2F 埼玉県 さいたま市中央区 本町西5-2-9 048-853-8166 GreenBox 高槻店 イオン高槻店2F 大阪府 高槻市 萩之庄3-47-2 072-669-5277 大森店

GreenBox 大宮店 イオン大宮店2F 埼玉県 さいたま市北区 櫛引町2-574-1 048-666-2667 ASBeefam 摂津富田店 ダイエー摂津富田 大阪府 高槻市 大畑町13-1 072-693-1710 アリオ亀有店

GreenBox 浦和美園店 イオン浦和美園2F 埼玉県 さいたま市緑区 美園五丁目50番地1 048-812-3161 GreenBox 堺鉄砲町店 イオンモール堺鉄砲町 2F 大阪府 堺市堺区 鉄砲町1番地 072-275-5189 アリオ西新井店

GreenBox イオンタウンふじみ野店 イオンタウンふじみ野店 埼玉県 ふじみ野市 福岡2-1-6 049-293-2369 GreenBox 堺北花田店 イオン堺北花田店　2F 大阪府 堺市北区 東浅香山町4-1-12 072-254-3600 アリオ北砂店

GreenBox 大井店 イオン大井店2F 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野1-2-1 049-263-2876 GreenBox 四條畷店 イオン四條畷2F、3F 大阪府 四條畷市 砂4-3-2 072-812-5122 曳舟店

GreenBox 羽生店 イオン羽生店2F 埼玉県 羽生市 川崎2-281-3 048-562-5751 GreenBox 大日店 イオン大日店2F 大阪府 守口市 大日東町1-18 06-6916-6409 小山店

GreenBox レイクタウン店 イオンレイクタウン店2F 埼玉県 越谷市 ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1-1 048-989-6981 GreenBox 南千里店 イオン南千里店2F 大阪府 吹田市 千里山西6-56-1 06-6330-4335 日立店

ASBeefam 大利根店 ピアシティ大利根 埼玉県 加須市 北下新井104-2 0480-48-7297 GreenBox 日根野店 イオン日根野店2F 大阪府 泉佐野市 日根野2496-1 072-467-2007 伊勢崎店

ASBeefam 狭山店 ｲｵﾝ狭山店2Ｆ 埼玉県 狭山市 上奥富1126-1 04-2969-5485 GreenBox りんくう泉南店 イオンりんくう泉南店2階 大阪府 泉南市 りんくう南浜3-12 072-484-2107 宇都宮店

GreenBox 北戸田店 イオン北戸田店2F 埼玉県 戸田市 美女木東1-3-1 048-424-1112 ASBeefam かみしんプラザ店 かみしんプラザ 大阪府 大阪市 東淀川区大隅1-6-12 06-6770-9553 沼津店

ASBeefam 鴻巣店 エルミこうのすショッピングモール3F 埼玉県 鴻巣市 本町1-1-2 048-540-7137 GreenBox 大阪ドームシティ店 イオン大阪ドームシティ2F・3F 大阪府 大阪市西区 千代崎3-13-1 06-6582-1707 静岡店

GreenBox 春日部店 イオン春日部店2F・3F 埼玉県 春日部市 下柳420-1 048-747-0361 GreenBox 鶴見緑地店 イオン鶴見店2階・3階 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見4-17-1 06-6911-7208 三島店

GreenBox 新座店 イオン新座店1F 埼玉県 新座市 東北2-32-12 048-486-3607 GreenBox 野田阪神店 イオン野田阪神店3階 大阪府 大阪市福島区 海老江1-1-23 06-6455-2068 知多店

GreenBox 川口前川店 イオン川口前川店 埼玉県 川口市 前川1-1-11 048-261-7478 GreenBox 喜連瓜破駅前店 イオン喜連瓜破駅前店2F 大阪府 大阪市平野区 瓜破2-1-13 06-6797-3561 安城店

GreenBox 入間店 イオン入間店2F 埼玉県 入間市 上藤沢462-1 04-2966-4716 ASBeefam 平野店 イオンタウン平野駅前店1F 大阪府 大阪市平野区 平野北1-8-2 06-4303-8851 尾張旭店

GreenBox 千葉ニュータウン店 イオン千葉ニュータウン店内2F、3F 千葉県 印西市 中央北3-1-1 0476-46-9421 GreenBox 布施駅前店 イオン布施駅前店2F 大阪府 東大阪市 長堂1-8-37 06-6788-2340 加古川店

GreenBox 新浦安店 イオン新浦安店 千葉県 浦安市 入船1-4-1 047-383-9150 GreenBox 鴻池店 イオン鴻池店2F 大阪府 東大阪市 鴻池町1-1-72 06-6744-9299 津久野店

GreenBox 鎌ヶ谷店 イオン鎌ヶ谷店　2F 千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷2-7-1 047-446-3081 GreenBox 金剛東店 イオン金剛東店3F 大阪府 富田林市 向陽台3-1-1 0721-29-3555 明石店

GreenBox 館山店 イオン館山店　1F 千葉県 館山市 八幡545-1 0470-22-7181 GreenBox 枚方店 イオン枚方店1F、3F、4F 大阪府 枚方市 岡本町7-1-203 072-844-2722 甲子園店

ASBeefam 君津店 千葉県 君津市 南子安6-7 0439-54-7051 GreenBox 和泉府中店 イオン和泉府中店2F 大阪府 和泉市 肥子町2-2-1 0725-45-4788 アリオ八尾店

GreenBox 臼井店 イオン臼井店2F 千葉県 佐倉市 王子台1-23 043-460-1302 GreenBox 伊丹昆陽店 イオン伊丹昆陽ショッピングセンター2F、3F 兵庫県 伊丹市 池尻4-1-1 072-771-1276 あべの店

GreenBox ユーカリが丘店 イオンスタイルユーカリが丘2F 千葉県 佐倉市 西ユーカリが丘6-12-3 043-312-9279 GreenBox 伊丹店 イオン伊丹店　2F・3F 兵庫県 伊丹市 藤ﾉ木1-1-1 072-781-7877 (順不同)

GreenBox ダイエーいちかわコルトンプラザ店 ダイエー市川コルトンプラザ店3F 千葉県 市川市 鬼高1-1-1 047-376-2202 GreenBox 加古川店 イオン加古川店2F、3F 兵庫県 加古川市 平岡町新在家615-1 079-424-5040

ASBeefam 市川店 ﾀﾞｲｴｰ市川店 千葉県 市川市 市川1-4-10 047-324-7554 GreenBox 加西北条店 イオン加西北条店2F 兵庫県 加西市 北条町北条308-1 0790-43-1721

GreenBox 市川妙典店 イオン市川妙典店2F 千葉県 市川市 妙典5-3-1 047-397-5139 GreenBox 社店 イオン社店1F 兵庫県 加東市 社1126-1 0795-42-3675

ASBeefam 東習志野店 イオンタウン東習志野店1F 千葉県 習志野市 東習志野6-7-8 047-455-7177 GreenBox 高砂店 イオン高砂店2F 兵庫県 高砂市 緑丘2-1-40 079-443-2622

GreenBox 津田沼店 イオン津田沼店2F・3F 千葉県 習志野市 津田沼1-23-1 047-493-9521 GreenBox 三田ウッディタウン店 イオン三田ウッディタウン店1F 兵庫県 三田市 けやき台1-6-2 079-562-6181

GreenBox 北小金店 イオン北小金店2F 千葉県 松戸市 小金1 047-342-6220 GreenBox 三木店 イオン三木店　2F 兵庫県 三木市 大村字砂163 0794-83-8135

GreenBox ダイエー新松戸店 ダイエー新松戸店 3F 千葉県 松戸市 新松戸3-2-2 047-710-6860 GreenBox 山崎店 イオン山崎店　1F 兵庫県 宍粟市 山崎町中井字城下10 0790-62-4303

ASBeefam 松戸西口店 ダイエー松戸西口店 千葉県 松戸市 根本4-2 047-712-2887 GreenBox 新洲本店 イオン洲本店2F 兵庫県 洲本市 塩屋1-1-8 0799-24-2366

GreenBox イオン成田店 イオン成田店　2F 千葉県 成田市 ｳｲﾝｸﾞ土屋24 0476-22-7391 GreenBox 小野店 イオン小野1F 兵庫県 小野市 王子町868-1 0794-64-9070

GreenBox イオン稲毛店 イオン稲毛店1F 千葉県 千葉市稲毛区 小仲台1-4-20 043-252-3110 GreenBox ダイエー板宿店 ダイエー板宿店3F 兵庫県 神戸市須磨区 前池町3-4-1 078-798-6176

GreenBox マリンピア店 イオンマリンピア店1F・4F 千葉県 千葉市美浜区 高洲3-13-1 043-277-9061 GreenBox ダイエー名谷店 ダイエー名谷店 兵庫県 神戸市須磨区 中落合2-2-2 078-795-3500

GreenBox 幕張新都心店 グランドモール内　イオン幕張新都心店　2Ｆ 千葉県 千葉市美浜区 豊砂1-1 043-299-3143 GreenBox ジェームス山店 イオンジェームス山店2F，3F 兵庫県 神戸市垂水区 青山台7-7-1 078-753-2788

GreenBox 鎌取店 イオン鎌取店3F・4F 千葉県 千葉市緑区 おゆみ野3-16 043-293-8651 GreenBox 神戸北店 イオン神戸北店2F 兵庫県 神戸市北区 上津台8-1-1 078-986-8230

GreenBox 船橋店 イオンモール船橋店2F 千葉県 船橋市 山手1-1-8 047-431-1366 ASBeefam コロワ甲子園店 コロワ甲子園 兵庫県 西宮市 甲子園高潮町3-3 0798-39-7498

GreenBox イオン銚子店 イオン銚子店2F 千葉県 銚子市 三崎町2-2660-1 0479-22-1811 GreenBox 赤穂店 イオン赤穂店1F　 兵庫県 赤穂市 中広字別所55-3 0791-45-7571

GreenBox 柏店 イオン柏店2F　（紳士靴3F） 千葉県 柏市 豊町2-5-25 04-7146-2886 GreenBox 猪名川店 イオン猪名川店内2F・3F 兵庫県 川辺郡猪名川町 白金2-1 072-765-0617

GreenBox 八千代緑ヶ丘店 イオン八千代緑ヶ丘店3F（子供4F） 千葉県 八千代市 緑ヶ丘2-1-3 047-450-2321 GreenBox 尼崎店 イオン尼崎店2F 兵庫県 尼崎市 次屋3-13-18 06-6495-1133

GreenBox 木更津店 イオン木更津店2F 千葉県 木更津市 築地1番-4 0438-53-8003 GreenBox 姫路店 イオン姫路店1F 兵庫県 姫路市 増位本町2-12-10 079-283-2280

ASBeefam 野田店 イオンノア店1F 千葉県 野田市 中根36-1 0471-20-1463 GreenBox 姫路リバーシティー店 イオン姫路リバーシティショッピングセンター1F 兵庫県 姫路市飾磨区 細江2560 079-233-8102

ASBeefam 七光台店 イオンタウン野田七光台店内 千葉県 野田市 七光台4-2 04-7120-8251 GreenBox 姫路大津店 イオン姫路大津店2F 兵庫県 姫路市大津区 大津町2-5 079-239-1351

GreenBox 久里浜店 イオン久里浜店　2F 神奈川県 横須賀市 久里浜5-13-1 046-834-9770 ASBeefam 宝塚中山店 ダイエー宝塚中山 兵庫県 宝塚市 売布東の町21-22 0797-86-0680

GreenBox 金沢八景店 イオン金沢八景店 2F 神奈川県 横浜市金沢区 泥亀1-27-1 045-781-5557 GreenBox 明石店 イオン明石店2F．3F 兵庫県 明石市 大久保町ゆりのき通り3-3-1 078-934-4670

GreenBox 東戸塚店 イオン東戸塚2Ｆ 神奈川県 横浜市戸塚区 品濃町535-1 045-822-3818 GreenBox 和歌山店 イオン和歌山店2Ｆ 和歌山県 和歌山市 中字楠谷573番地 073-453-2633

GreenBox 横浜新吉田店 イオン横浜新吉田店2F 神奈川県 横浜市港北区 新吉田東8-49-1 045-546-9606

GreenBox 東神奈川店 イオンスタイル東神奈川店 ２F 神奈川県 横浜市神奈川区 富家町1 045-402-1910 GreenBox 岡山青江店 イオン岡山青江 岡山県 岡山市 北区青江2-7-1 086-207-2337

GreenBox イオン本牧店 イオン本牧店3F 神奈川県 横浜市中区 本牧原7-1 045-622-1450 GreenBox 岡山店 イオンモール岡山 2F 岡山県 岡山市北区 下石井1-2-1 086-238-2988

GreenBox 駒岡店 イオン駒岡店2F 神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡5-6-1 045-583-6986 GreenBox イオン倉敷店 イオン倉敷店2F 岡山県 倉敷市 水江1 086-423-7732

GreenBox 海老名店 イオン海老名店1F 神奈川県 海老名市 中央2-4-1 046-232-0851 GreenBox 津山店 イオン津山店2F 岡山県 津山市 河辺1000-1 0868-26-6671

GreenBox 湘南茅ヶ崎店 ｲｵﾝ茅ヶ崎3F 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎2-7-11 0467-40-4283 GreenBox 広島府中店 イオン広島府中店　2階 広島県 安芸郡府中町 大須2-1-1 082-561-0580

GreenBox 茅ヶ崎中央店 イオン茅ヶ崎中央店2F 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎3-5-16 0467-58-1061 GreenBox 広島祇園店 イオン広島祇園店　2F 広島県 広島市安佐南区 祇園3-2-1 082-875-7620

GreenBox 厚木店 イオン厚木店1F 神奈川県 厚木市 中町1-5-10 046-295-4644 ASBeefam 広島段原店 広島段原ショッピングセンター3F 広島県 広島市南区 段原南1-3-52 082-263-4577

GreenBox 秦野店 イオン秦野店2F 神奈川県 秦野市 入船町12-1 0463-82-4191 GreenBox 宇品店 イオン宇品店2F 広島県 広島市南区 宇品東6-1-15 082-256-5770

ASBeefam 宮前平店 神奈川県 川崎市宮前区 宮前平1-10-2 044-860-1378 GreenBox 三原店 イオン三原店1F 広島県 三原市 城町2-13-1 0848-64-0341

GreenBox 新百合ヶ丘店 イオン新百合ヶ丘店3F 神奈川県 川崎市麻生区 上麻生1-19 044-959-2080 ASBeefam 防府店 イオン防府店 山口県 防府市 中央町1-3 0835-28-1899

GreenBox 相模原店 イオン相模原店2F 神奈川県 相模原市南区 古淵2-10-1 042-776-7163 GreenBox 防府店 イオン防府店2F 山口県 防府市 中央町1-3 0835-24-0234

GreenBox 橋本店 イオン橋本店1F 神奈川県 相模原市緑区 橋本6-2-1 042-771-5958 GreenBox 綾川店 イオン綾川店2F 香川県 綾歌郡綾川町 萱原822-1 087-876-8722

GreenBox 大和鶴間店 イオンモール大和店2F 神奈川県 大和市 下鶴間1-2-1 046-264-4620 GreenBox 高松店 イオン高松店2F 香川県 高松市 香西本町1-1 087-881-2301

GreenBox 大和店 イオン大和ショッピングセンター2F 神奈川県 大和市 下和田字上の原1216-1 046-279-5850 GreenBox 高知店 イオン高知店2F 高知県 高知市 秦南町1-4-8 088-822-3313

ASBeefam 矢野口店 長坂ビル　1F 東京都 稲城市 矢野口481-2 042-370-7083 GreenBox 高知旭町店 イオン高知旭町店2F 高知県 高知市 旭町3-94 088-822-3061

GreenBox 葛西店 イオン葛西店2F 東京都 江戸川区 西葛西3-9-19 03-5676-7208

GreenBox 東雲店 イオン東雲店2F 東京都 江東区 東雲1-9-10 03-5547-5161 GreenBox 熊本店 イオン熊本店 熊本県 上益城郡嘉島町 大字上島字長池2232 096-285-7872

GreenBox 南砂店 イオン南砂店2F 東京都 江東区 南砂6-7-15 03-3645-1668 GreenBox 宮崎店 イオン宮崎店 宮崎県 宮崎市 新別府町江口862-1 0985-25-8017

GreenBox 昭島店 ザ・ビッグ昭島店2F 東京都 昭島市 宮沢町1500-1 042-500-1355 GreenBox 具志川店 イオン具志川店2F 沖縄県 うるま市 字前原幸崎原303 098-973-3868

ASBeefam 砧店 サミット砧店2F 東京都 世田谷区 砧1-1-2 03-5494-7482 ASBeefam 宮古南店 イオンタウン宮古南ショッピングセンター 沖縄県 宮古島市 平良松原631 0980-74-1250

GreenBox 日の出店 イオン日の出店2F 東京都 西多摩郡日の出町 大字平井字三吉野桜木557 042-597-1488 GreenBox 北谷店 イオン北谷店1F 沖縄県 中頭郡北谷町 字美浜8-3 098-926-0820

GreenBox 西新井店 イオン西新井店2F 東京都 足立区 梅島3-32-7 03-3852-5013 GreenBox 南風原店 イオン南風原店2F 沖縄県 島尻郡南風原町 字宮平264 098-889-0225

ASBeefam マチノマ大森店 マチノマ大森 東京都 大田区 大森西3-1-38 03-6423-1485 GreenBox 那覇店 イオン那覇店1F 沖縄県 那覇市 金城5-10-2 098-859-3822

ASBeefam キテラタウン調布店 キテラタウン調布2F 東京都 調布市 菊野台1-33-3 042-490-0015 ASBeefam 名護店 イオン名護店1F 沖縄県 名護市 名護見取川原4472 0980-54-8360

GreenBox 東久留米店 イオン東久留米店３F 東京都 東久留米市 南沢5-17-62 042-462-3350

ASBeefam 東久留米店 東京都 東久留米市 前沢1-7-5 042-470-7053

ASBeefam 旭が丘店 スーパー三和　旭が丘店2F 東京都 日野市 旭が丘6-7-5 042-589-0253

ASBeefam 八王子店 東京都 八王子市 高倉町41-18 042-660-8221

GreenBox ダイエー西台店 ダイエー西台店3F 東京都 板橋区 蓮根3-8-12 03-3966-0071

GreenBox 板橋前野店 イオン板橋前野店 東京都 板橋区 前野町4丁目21-22 03-6279-8789

GreenBox 板橋店 イオン板橋店2F 東京都 板橋区 徳丸2-6-1 03-3937-1171

GreenBox 品川シーサイド店 イオン品川シーサイド店　2F 東京都 品川区 東品川4-12-5 03-3458-0503

GreenBox むさし村山店 イオンむさし村山店　2F 東京都 武蔵村山 市榎1-1-3 042-562-5320

ASBeefam 王子店 サミットストア王子店2F 東京都 北区 王子6-9-10 03-5390-7671

GreenBox 碑文谷店 イオンスタイル碑文谷 東京都 目黒区 碑文谷4-1-1 03-3711-6767

GreenBox 練馬店 ダイエー練馬店 2F 東京都 練馬区 光が丘5-1-1 03-3979-9211

ASBeefam 光が丘店 サンガーデン高松 1F 東京都 練馬区 高松5-3-15 03-5372-7541

店名 住所 店名 住所


