
店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県

トラベルゲート札幌 北海道 イオンモール成田店 千葉県 グランツリー武蔵小杉店 神奈川県 イオンモールナゴヤドーム前店 愛知県 イオンモール姫路リバーシティー店 兵庫県

さっぽろ大通店 北海道 船橋店 千葉県 マルイファミリー溝口店 神奈川県 ｍｏｚｏワンダーシティ店 愛知県 イオンモール姫路大津店 兵庫県

イオンモール札幌平岡店 北海道 ららぽーとTOKYO-BAY店 千葉県 ラゾーナ川崎店 神奈川県 イオンモール熱田店 愛知県 ならファミリー店 奈良県

イオンモール札幌苗穂店 北海道 イオンモール津田沼店 千葉県 新百合ヶ丘イトーヨーカドー店 神奈川県 イオンモール名古屋茶屋店 愛知県 イオンモール橿原店 奈良県

新札幌店 北海道 イオンモール八千代緑が丘店 千葉県 橋本アリオ店 神奈川県 ユメリア徳重店 愛知県 イオンモール大和郡山店 奈良県

イオンモール苫小牧店 北海道 流山おおたかの森ショッピングセンター店 千葉県 ららぽーと海老名店 神奈川県 イオンモール大高店 愛知県 和歌山ミオ店 和歌山県

イオンモール旭川西店 北海道 あびこショッピングプラザ店 千葉県 イオン厚木店 神奈川県 名古屋エアポートウォーク店 愛知県 イオンモール和歌山店 和歌山県

室蘭店 北海道 アトレ松戸店 千葉県 大和鶴間イトーヨーカドー店 神奈川県 イオンモール長久手店 愛知県 イオンモール鳥取北店 鳥取県

イオン帯広店 北海道 柏髙島屋店 千葉県 大船イトーヨーカドｰ店 神奈川県 ららぽーと愛知東郷店 愛知県 イオンモール日吉津店 鳥取県

イオン北見店 北海道 吉祥寺店 東京都 横須賀モアーズシティ店 神奈川県 一宮店 愛知県 出雲ゆめタウン店 島根県

函館五稜郭店 北海道 調布パルコ店 東京都 イオン秦野ショッピングセンター店 神奈川県 稲沢アピタ店 愛知県 イオンモール岡山店 岡山県

青森イトーヨーカドー店 青森県 府中ル・シーニュ店 東京都 テラスモール湘南店 神奈川県 イオンモール東浦店 愛知県 イオンモール倉敷店 岡山県

弘前ヒロロ店 青森県 ひばりが丘パルコ店 東京都 湘南藤沢店 神奈川県 津店　　 　　 三重県 トラベルゲート広島紙屋町 広島県

イオンモール盛岡南店 岩手県 武蔵小金井北口店 東京都 ラスカ茅ヶ崎店 神奈川県 四日市店 三重県 ロイヤル旅サロン広島店 広島県

トラベルゲート仙台 宮城県 トラベルゲート立川 東京都 ららぽーと湘南平塚店 神奈川県 イオンモール明和店 三重県 広島アルパーク店 広島県

イオンモール新利府南館店 宮城県 八王子北口店 東京都 小田原ダイナシティウエスト店 神奈川県 イオンモール東員店 三重県 広島ゆめタウン店 広島県

仙台泉アリオ店 宮城県 東久留米イトーヨーカドー店 東京都 イオンモール新潟南店 新潟県 イオンモール草津店 滋賀県 イオンモール広島府中店 広島県

ザ・モール仙台長町店 宮城県 町田東急ツインズ店 東京都 リバーサイド千秋長岡店 新潟県 トラベルゲート京都四条 京都府 呉ゆめタウン店 広島県

イオン秋田中央店 秋田県 上野マルイ店 東京都 イオン上越店 新潟県 京都髙島屋店 京都府 東広島ゆめタウン店 広島県

イオンモール山形南店 山形県 浅草店 東京都 富山店 富山県 京都大丸店 京都府 福山天満屋店 広島県

イオンモール天童店 山形県 赤羽イトーヨーカドー店 東京都 富山アピタ店 富山県 京都駅前店 京都府 福山ゆめタウン店 広島県

いわき店 福島県 亀有アリオ店 東京都 イオンモール高岡店 富山県 京都伏見店 京都府 山口ゆめタウン店 山口県

郡山イトーヨーカドー店 福島県 北千住マルイ店 東京都 金沢店 石川県 イオンモール北大路店 京都府 南岩国ゆめタウン店 山口県

福島イトーヨーカドー店　 福島県 パサージオ西新井店 東京都 香林坊大和店 石川県 洛北阪急スクエア店 京都府 下松ゆめタウン店 山口県

茨城県庁前店 茨城県 錦糸町テルミナ店 東京都 イオンモール白山店 石川県 イオンモール京都五条店 京都府 イオンモール徳島店 徳島県

ニューポートひたちなか店 茨城県 葛西アリオ店 東京都 イオンモール新小松店 石川県 イオンモール京都桂川店 京都府 徳島ゆめタウン店 徳島県

イーアスつくば店 茨城県 タワーホール船堀店 東京都 福井店 福井県 トラベルゲート大阪梅田 大阪府 高松店 香川県

イオンモール土浦店 茨城県 木場イトーヨーカドー店 東京都 福井エルパ店 福井県 エキマルシェ大阪店 大阪府 丸亀ゆめタウン店 香川県

イオンタウン守谷店 茨城県 ららぽーと豊洲店 東京都 イオンモール甲府昭和店 山梨県 大丸梅田店 大阪府 松山三越店 愛媛県

宇都宮店 栃木県 トラベルゲート有楽町 東京都 長野店 長野県 東梅田店 大阪府 イオンモール高知店 高知県

宇都宮アピタ店 栃木県 丸の内店 東京都 上田アリオ店 長野県 新大阪駅内店 大阪府 トラベルゲート天神 福岡県

宇都宮イトーヨーカドー店 栃木県 日本橋コレド室町店 東京都 イオンモール佐久平店 長野県 千里中央店 大阪府 イオンモール福岡店 福岡県

おやまゆうえんハーヴェストウォーク店 栃木県 日本橋髙島屋店 東京都 イオンモール松本店 長野県 くずはモール店 大阪府 ロイヤル旅サロンホテルオークラ福岡店 福岡県

高崎店 群馬県 銀座店 東京都 岐阜店 岐阜県 枚方店 大阪府 岩田屋本館店 福岡県

イオンモール高崎店 群馬県 ウエディングプラザ銀座本店 東京都 岐阜マ－サ２１店 岐阜県 イオンモール四條畷店 大阪府 博多大丸店 福岡県

前橋けやきウォーク店 群馬県 虎ノ門店 東京都 岐阜カラフルタウン店 岐阜県 みのおキューズモール店 大阪府 木の葉モール橋本店 福岡県

スマーク伊勢崎店 群馬県 玉川髙島屋ショッピングセンター店東京都 イオンモール大垣店 岐阜県 高槻店 大阪府 イオンモール筑紫野店 福岡県

イオンモール太田店 群馬県 蒲田店 東京都 イオンモール各務原店 岐阜県 イオンモール茨木店 大阪府 久留米ゆめタウン店 福岡県

熊谷店 埼玉県 大井町イトーヨーカドー店 東京都 可児プラザパティオ店 岐阜県 大阪なんば店 大阪府 ららぽーと福岡店 福岡県

東松山ピオニウォーク店 埼玉県 広尾プラザ店 東京都 静岡店 静岡県 なんば髙島屋店 大阪府 井筒屋旅行センター小倉店 福岡県

川越クレアモール店 埼玉県 渋谷ヒカリエ　シンクス店 東京都 マークイズ静岡店 静岡県 大阪天王寺店 大阪府 イオンモール八幡東店 福岡県

マルイファミリー志木店 埼玉県 ラウンジPlatinum渋谷 セルリアンタワー東急ホテル 東京都 藤枝店 静岡県 あべのキューズモール店 大阪府 佐賀ゆめタウン店 佐賀県

所沢西武店 埼玉県 三軒茶屋店 東京都 ららぽーと沼津店 静岡県 イオンモール大阪ドームシティ店 大阪府 長崎店 長崎県

宮原ステラタウン店 埼玉県 トラベルゲート新宿マルイ本館 東京都 熱海店 静岡県 大丸心斎橋店 大阪府 長崎夢彩都ゆめタウン店 長崎県

トラベルゲート大宮 埼玉県 ルミネ新宿SELECT 東京都 三島イトーヨーカドー日清プラザ店 静岡県 東大阪店 大阪府 佐世保店 長崎県

そごう大宮店 埼玉県 新宿タカシマヤ店 東京都 MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店 静岡県 八尾アリオ店 大阪府 熊本店 熊本県

モラージュ菖蒲店 埼玉県 荻窪北口店 東京都 浜松店 静岡県 金剛東エコ－ル・ロゼ店 大阪府 熊本光の森ゆめタウン店 熊本県

コクーンシティ さいたま新都心店 埼玉県 中野マルイ店 東京都 イオンモール浜松市野店 静岡県 泉北店 大阪府 はませんゆめタウン店 熊本県

イオンモール与野店 埼玉県 国会内店 東京都 ららぽーと磐田店 静岡県 イオンモール堺北花田店 大阪府 イオンモール熊本店 熊本県

浦和パルコ店 埼玉県 池袋パルコ店 東京都 イオン豊川店 愛知県 鳳アリオ店 大阪府 大分店 大分県

ララガーデン春日部店 埼玉県 池袋西武店 東京都 豊橋店 愛知県 イオン三田ウッディタウン店 兵庫県 大分トキハ会館店 大分県

イオンモール北戸田店 埼玉県 ラウンジ　Ｐｌａｔｉｎｕｍ池袋 東京都 豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店 愛知県 イオンモール伊丹店　　 兵庫県 別府ゆめタウン店 大分県

川口店 埼玉県 大泉学園ゆめりあフェンテ店 東京都 知立ギャラリエアピタ店 愛知県 トラベルゲート神戸三ノ宮 兵庫県 宮崎店 宮崎県

イオンモール川口前川店 埼玉県 光が丘ＩＭＡ店 東京都 安城南アピタ店 愛知県 神戸大丸店 兵庫県 イオンモール宮崎店 宮崎県

三郷イトーヨーカドー店 埼玉県 ららぽーと横浜店 神奈川県 イオンモール岡崎店 愛知県 西宮北口店 兵庫県 鹿児島店 鹿児島県

イオンレイクタウン店 埼玉県 そごう横浜店 神奈川県 西尾ヴェルサウォーク店 愛知県 芦屋店 兵庫県 オプシアミスミ店 鹿児島県

ペリエ千葉店 千葉県 上大岡駅前店 神奈川県 トラベルゲート名古屋栄 愛知県 西神中央店 兵庫県

そごう千葉店 千葉県 東戸塚西武Ｓ．Ｃ．店 神奈川県 名古屋ユニモール店 愛知県 明石店 兵庫県

蘇我アリオ店 千葉県 戸塚店 神奈川県 名古屋松坂屋店 愛知県 イオン明石店 兵庫県

イオンモール幕張新都心店 千葉県 ノースポート・モール店 神奈川県 名古屋金山店 愛知県 姫路みゆき通り店 兵庫県

（別紙）
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