
 

 

 

対象外店舗一覧           

 

すき家

店舗 住所
イオンモール札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂 2 条 3-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂店 

イオンモール発寒店 北海道札幌市西区発寒八条 12-1-1 

イオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町 23-2161-3 

イオンモール秋田店 秋田県秋田市御所野地蔵田 1-1-1 

イオンモール盛岡南店 岩手県盛岡市本宮 7-1-1 

イオンモール利府店 宮城県宮城郡利府町字新屋田前 22 

イオンタウン佐沼店 宮城県登米市南方町新島前 46-1 

イオン福島店 福島県福島市南矢野目西荒田 50-17 

ザ・モール郡山店 福島県郡山市長者 1-1-56 

イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津 367 ｲｵﾝﾓｰﾙ 土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 3F 

イオンモール下妻店 茨城県下妻市堀篭 972-1 

イーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園 5-19 ｲｰｱｽつくばｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 3F 

ジョイフル本田新田店 群馬県太田市新田市野井町 592-13 新田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｺ･ﾓｰﾙ 

イオンモール太田店 群馬県太田市石原町 81 ｲｵﾝﾓ-ﾙ太田 2F 

スマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町 368 

イオンモール北戸田店 埼玉県戸田市美女木東 1-3-1 

イオンモール浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区大字大門 3710 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園 3F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 

イトーヨーカドー三郷店 埼玉県三郷市ﾋﾟｱﾗｼﾃｨ 1-1-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三郷 1F 

モラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 6005-1 

小手指駅北口店 埼玉県所沢市小手指町 1-1-1 

イオンタウン上里店 埼玉県児玉郡上里町金久保蓮山 359-1 

イオン幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野 1-3 ｲｵﾝ幕張 

イオン千葉 NT 店 千葉県印西市中央北 3-2 

ニッケコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高 1-1-1 

イオンモール津田沼店 千葉県習志野市津田沼 1-23-1 ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ 1F 

イオンモール八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘 2-1-3 

イオンモール柏店 千葉県柏市豊町 2-5-25 ｲｵﾝﾓｰﾙ柏 2F 

ユニモちはら台店 千葉県市原市ちはら台西 3-4 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓ-ﾙﾕﾆﾓちはら台 2Ｆ 

新川永代橋店 東京都中央区新川 1-30-10 

御徒町駅南口店 東京都台東区上野 5-27-2 

東十条三丁目店 東京都北区東十条 3-15-12 ｼﾃｨﾊｲﾂ東十条 103 

イオン東雲店 東京都江東区東雲 1-9-10 ｲｵﾝ東雲店 2F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 

ワンザ有明店 東京都江東区有明 3-6-11TFT ﾋﾞﾙ東館 2F 

イオン品川シーサイド店 東京都品川区東品川 4-12-5 ｲｵﾝ品川ｼｰｻｲﾄﾞ地下 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 

高田馬場店 東京都新宿区高田馬場 1-28-4 工新別館ﾋﾞﾙ 

氷川台駅前店 東京都練馬区氷川台 3-40-15 氷川ｶﾞ-ﾃﾞﾝﾊｳｽ 1Ｆ 

イトーヨーカドー国領店 東京都調布市国領町 8-2-64 ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-国領店 1F 

ジョイフル本田瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 442 

モリタウン昭島店 東京都昭島市田中町 562-1 

グリナード永山店 東京都多摩市永山 1-4 ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山 1F 

武蔵中原店 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-2-1 Beans1F 

ノクティプラザ店 神奈川県川崎市高津区溝口 1-4-1 ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 2 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 

イオン金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀 1-27-1 ｲｵﾝ金沢八景地下 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 

追浜駅前店 神奈川県横須賀市追浜町 3-8 

イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町 12-1 



 

 

イオンモール新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1 

イオンモール高岡店 富山県高岡市下伏間江 383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 2F 

談合坂 SA 下り店 山梨県上野原市野田尻大野窪 710 中央道談合坂 SA 下り線 EXPASA 内 

イオンモール甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町 常永土地区画整理地内 1 街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和 3F 

アリオ上田店 長野県上田市天神 3-5-1 ｱﾘｵ上田ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 2F 

モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋 1100 

アクアウォーク大垣店 岐阜県大垣市林町 6-80-21 

イオンタウン大垣店 岐阜県大垣市三塚町丹瀬 463-1 

イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂 2-37-1 ｲｵﾝﾓ-ﾙ浜松志都呂 3Ｆ 

イオンモール浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪 1981-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ 浜松市野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F 

セントラルパーク店 愛知県名古屋市中区錦 3-15-13 先ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ地下街内 

エアポートウォーク名古屋店 愛知県西春日井郡豊山町名古屋空港内 

イオンモール桑名店 三重県桑名市新西方 1-22 ｲｵﾝﾓｰﾙ桑名ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1番街 1F 

フォレオ大津一里山店 滋賀県大津市一里山 7-1-1 

イオンモール高の原店 京都府木津川市相楽台 1-1-1 

OBP ツイン 21 店 大阪府大阪市中央区城見 2-1-61 TWIN21 2F 

関西国際空港店 大阪府泉佐野市泉州空港北 1 番地 関西国際空港 旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 2F 町家小路内  

阪神野田駅前店 大阪府大阪市福島区海老江 1-1-17 野田ｱﾌﾟﾗ 105 

イオンモール茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町 8-30-3 ｲｵﾝ茨木店 1F 

イオンモール猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金 2-1 

グリーンプラザべふ店 兵庫県加古川市別府町緑町 2 番地 

イオンモール鳥取北店 鳥取県鳥取市晩稲 348 

イオンモール日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津 1160-1 

イオン松江店 島根県松江市東朝日町 151 

ゆめタウン出雲店 島根県出雲市大塚町 650-1 

JR 岡山駅店 岡山県岡山市北区駅元町 1-1 ｻﾝﾌｪｽﾀ岡山 1F 

イオンモール津山店 岡山県津山市河辺 1000-1 

イオンモール綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原 822-1 ｲｵﾝ綾川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞセンター3F 

イオンモール高松店 香川県高松市香西本町 1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ高松 3F ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄﾄﾞﾝﾅ 

ゆめタウン丸亀店 香川県丸亀市新田町 150 

イオンモール福津店 福岡県福津市日蒔野 6-16-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ福津 3F 

イオンモール筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺 434 

イオンモール直方店 福岡県直方市湯野原 2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ直方 2F 

ゆめタウン佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北 5-14-1 ゆめﾀｳﾝ佐賀２F 

みらい長崎ココウォーク店 長崎県長崎市茂里町 1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ 3F 

イオン那覇店 沖縄県那覇市金城 5-10-2 ｲｵﾝ那覇 1F 

イオン北谷店 沖縄県中頭郡北谷町宇美浜 8-3 ｲｵﾝ北谷店 2F 

 


