
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象レストランが休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、レストランのホームページ等でご確認ください。 

 

スシロー対象店舗一覧 

北海道地方

店舗 住所

新発寒店 北海道札幌市手稲区新発寒 5 条 3-1-10 

豊平西岡店 北海道札幌市豊平区西岡三条 9-3-1 

苫小牧店 北海道苫小牧市新開町 2-2-6 

札幌白石店 北海道札幌市白石区本通 11 丁目北 1-31 

帯広店 北海道帯広市稲田町南 8 線西 12-17 

江別店 北海道江別市野幌町 55-5 

旭川永山店 北海道旭川市永山 2 条 5-2-19 

札幌清田店 北海道札幌市清田区清田 236-1 

函館美原店 北海道函館市美原 1-16-5 

札幌山の手店 北海道札幌市西区山の手 6 条 1-3-28 

札幌苗穂店 北海道札幌市東区本町二条 6 丁目 6 番 6 号 

旭川 4 条通店 北海道旭川市４条通 1 丁目 2241-5 

東北地方

店舗 住所

八戸店 青森県八戸市類家 3-2-13 

青森観光通り店 青森県青森市大字浦町字奥野 617 

弘前さくら野 SC 店 青森県弘前市大字高崎 2-17-5 

青森黒石店 青森県黒石市追子野木 1-177 

五所川原店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻 517-5 

北上店 岩手県北上市里分 7 地割 93 番地の 1 

一関中里店 岩手県一関市中里字在家 64 

盛岡高松店 岩手県盛岡市高松 2-18-3 

石巻店 宮城県石巻市恵み野 2-6-7 

あすと長町店 宮城県仙台市太白区諏訪町 1-7 

仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山 1-36-15 

仙台松森店 宮城県仙台市泉区松森字後田 62-1 

イオン多賀城店 宮城県多賀城市町前 4-2-2 

大館店 秋田県大館市字大田面 109-2 

秋田茨島店 秋田県秋田市茨島 4-3-26 

横手店 秋田県横手市条里三丁目 11 番 14 号 

山形北店 山形県山形市嶋北 2-22-10 

山形南店 山形県山形市篭田 3-9-7 

天童店 山形県天童市糠塚 3-4-54 

いわき鹿島店 福島県いわき市鹿島町久保 2-1-1 

いわき平店 福島県いわき市平谷川瀬 2 丁目 5-11 

須賀川店 福島県須賀川市北山寺町 5 
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東北地方

店舗 住所

福島旭町店 福島県福島市旭町 8 番 24号 

会津若松店 福島県会津若松市南町 2 番 36 号 

郡山桑野店 福島県郡山市桑野四丁目 1 番 16 

関東地方

店舗 住所

神栖店 茨城県神栖市平泉 527-39 

ひたちなか店 茨城県ひたちなか市東石川 1173-1 

守谷店 茨城県守谷市けやき台 4-1-5 

土浦店 茨城県土浦市千束町 4-3 

筑西玉戸店 茨城県筑西市玉戸字山ケ島 1018-45 

牛久田宮店 茨城県牛久市田宮 3-1-25 

龍ケ崎店 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘 3-1-12 

つくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森 3-1-2 

水戸東原店 茨城県水戸市東原 1-3-6 

日立諏訪店 茨城県日立市諏訪町 1-2-23 

茨城那珂店 茨城県那珂市竹ノ内 2 丁目 10 番 1 

石岡店 茨城県石岡市東石岡 1-8-5 

茨城鹿嶋店 茨城県鹿嶋市大字宮中字角内附 4776 番 1 

小山店 栃木県小山市大字横倉 1295-1 

宇都宮今泉店 栃木県宇都宮市今泉町 471-8 

宇都宮鶴田店 栃木県宇都宮市鶴田 2-22-8 

足利店 栃木県足利市花園町 49-1 

佐野大橋店 栃木県佐野市大橋町字上川原 1038-3 

栃木箱森町店 栃木県栃木市箱森町 41 番 15 号 

伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町 3093-18 

前橋日吉店 群馬県前橋市日吉町 2-25-11 

高崎南店 群馬県高崎市下之城町 287-1 

群馬吉岡店 群馬県北群馬郡吉岡町大久保 1458-1 

高崎飯塚店 群馬県高崎市飯塚町 349 

アクロスプラザ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美 1296 番 2 

和光白子店 埼玉県和光市白子 2-2-25 

草加店 埼玉県草加市松原 4-1-37 

浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園 6-8-2 

北本店 埼玉県北本市二ツ家 4-88 

滑川店 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾字蔵之前 2706-1 

大宮店 埼玉県さいたま市見沼区南中野 202 

行田店 埼玉県行田市持田 653-1 

川越店 埼玉県川越市大字小仙波 689-1 

幸手店 埼玉県幸手市上高野 824 

さいたま宮前店 埼玉県さいたま市西区宮前町 725-1 
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関東地方

店舗 住所

本庄早稲田店 埼玉県本庄市早稲田の杜 2-1-83 

三郷彦糸店 埼玉県三郷市彦糸 2-134-1 

川口芝店 埼玉県川口市芝中田 2-2-10 

朝霞台店 埼玉県朝霞市西弁財 2-5-22 

さいたま中央店 埼玉県さいたま市中央区本町西 3-8-8 

三芳店 埼玉県入間郡三芳町藤久保 651-1 

岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区南平野 3-26-10 

戸田店 埼玉県戸田市大字新曽 1248-1 

白岡店 埼玉県白岡市西 1-7-2  

春日部店 埼玉県春日部市八丁目 520-1 

浦和中尾店 埼玉県さいたま市緑区中尾 3720 クイズゲート浦和 1F 

川越インター店 埼玉県川越市広栄町 24-1 

新狭山店 埼玉県狭山市狭山 32 番 10号 

南越谷店 埼玉県越谷市南越谷 2-2-12 コアーズビル 2F 

入間上藤沢店 埼玉県入間市大字上藤沢 54-1 

上尾駅前店 埼玉県上尾市柏座 1-13-20 上尾ウエスト 2 階 

羽生店 埼玉県羽生市中岩瀬 1059-1 

所沢北原店 埼玉県所沢市北原町 1415番地 1 ヤオコーマーケットプレイス所沢店 2 階 

越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市相模町 3 丁目 191 番 1 

鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木 205-1 

川口駅前店 埼玉県川口市栄町 3-10-18 第 2 リーヴァビル 2 階 

船橋店 千葉県船橋市宮本 3-2-6 

幕張店 千葉県千葉市美浜区若葉 2-4 

柏店 千葉県柏市富里 3-1-24 

千葉寺店 千葉県千葉市中央区千葉寺町 971-7 リブレ京成 2F 

勝田台店 千葉県佐倉市井野字庚申前 1461-17 

成田店 千葉県成田市ウイング土屋 112 

若葉桜木店 千葉県千葉市若葉区若松町 2138-42 

高塚新田店 千葉県松戸市高塚新田 512-1 

花見川店 千葉県千葉市花見川区天戸町 1446-1 

木更津店 千葉県木更津市太田 2-5-11 

南行徳店 千葉県市川市新井 2-16-10 

市原店 千葉県市原市五井字下場 5636-1 

本八幡北口店 千葉県市川市八幡 2-16-6 八幡ハタビル 2F 

イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典 4-4-1 

東金店 千葉県東金市田間 589-1 

松戸八ケ崎店 千葉県松戸市八ケ崎 8 丁目 33-1 

茂原店 千葉県茂原市腰当 888-2 

旭店 千葉県旭市ニ 6017-7 

館山店 千葉県館山市大字高井字上畑作 1794 

我孫子店 千葉県我孫子市つくし野 4-5-3 
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関東地方

店舗 住所

おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央 4-35-2 

夏見台店 千葉県船橋市夏見台 2-2-60 豊聖第一ビル 

南流山店 千葉県流山市大字木 371 

千葉ニュータウン店 千葉県印西市泉野 3-1186-5 

ウニクス野田店 千葉県野田市つつみ野 1-1-3 

富里店 千葉県富里市七栄 550-6 

佐倉寺崎北店 千葉県佐倉市寺崎北 1 丁目 7-4 

四街道店 千葉県四街道市四街道 1522 

八千代高津店 千葉県八千代市高津字西海道 697-2 

白井店 千葉県白井市冨士 148-7 

海浜幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野 1-4-1 

千葉みなと店 千葉県千葉市美浜区新港 170-1 

稲毛園生店 千葉県千葉市稲毛区園生町 173-1 

君津店 千葉県君津市南子安 8-1-49 

船橋高根木戸店 千葉県船橋市習志野台 1-12-5 

鴨川店 千葉県鴨川市大字貝渚字中川間 340-1 

あすみが丘店 千葉県千葉市緑区あすみが丘 7 丁目 1 番 

松戸五香店 千葉県松戸市五香西 3 丁目 1-5 

千葉中央店 千葉県千葉市中央区富士見 2-11-1 日土地千葉ビル 2Ｆ 

ロハル津田沼店 千葉県習志野市谷津 7 丁目 7-1 Loharu 津田沼 B1F 

福生店 東京都福生市熊川 261-1 

葛飾店 東京都葛飾区奥戸 6-4-1 

光が丘店 東京都練馬区高松 4-4-43 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ・ﾄﾞﾙﾒ-ﾙⅡ2F 

田無店 東京都西東京市芝久保町 5-4-22 

南葛西店 東京都江戸川区南葛西 3-19-9 

武蔵村山店 東京都武蔵村山市神明 1-98-1 

北葛西店 東京都江戸川区北葛西 2-11-22 

日野バイパス店 東京都日野市万願寺 6-46 

南砂店 東京都江東区南砂 5-6-1 

足立保木間店 東京都足立区保木間 4-2-1 

東府中店 東京都府中市若松町 1-32-5 

多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘 3-10-7 

八王子長沼店 東京都八王子市長沼町 1076-1 

烏山店 東京都世田谷区北烏山 1-9-4 

ぐりーんうぉーく多摩店 東京都八王子市別所 2-56 

一之江店 東京都江戸川区西一之江 2-29-19 

楢原店 東京都八王子市楢原町 819-1 

調布店 東京都調布市深大寺北町 4-30-1 

町田木曽店 東京都町田市木曽西 3-1-9 

環七青井店 東京都足立区青井 6-25-9 

竹の塚ピーくんプラザ店 東京都足立区竹の塚 6-8-4 ピーくん Plaza 2F 
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関東地方

店舗 住所

立川幸町店 東京都立川市幸町 5-39-1 

町田北口店 東京都町田市森野 1-39-16 リード町田ビル 1F 

稲城百村店 東京都稲城市百村 68-1 

東村山店 東京都東村山市秋津町 2-3-45 

町田鶴間店 東京都町田市鶴間 5 丁目 19-10 

イトーヨーカドー武蔵小金井店 東京都小金井市本町 6 丁目 14-9 

羽村 SAKURA MALL 店 東京都羽村市栄町 3 丁目 3-3 

国分寺店 東京都国分寺市本町 2 丁目 2 番 1 号 cocobunji EAST B1F 

昭島店 東京都昭島市郷地町 2 丁目 36-10 

MINANO 分倍河原店 東京都府中市片町 3-22-26 MINANO 2F 

多摩センター店 東京都多摩市落合 1 丁目 39-1 マグレブ EAST ビル 4F 

練馬関町店 東京都練馬区関町北 4-33-34 

府中西原町店 東京都府中市西原町二丁目 17 番地の 1 

八王子駅前店 東京都八王子市中町 5-1 八王子中町ビル 地下 1 階 

南池袋店 東京都豊島区南池袋 1-16-18 フェイス池袋 B1 

五反田店 東京都品川区西五反田 1 丁目 3-8 五反田 PLACE ビル B1 

上野店 東京都台東区上野 6 丁目 9-9 上野オリエンタルビル B1  

大森駅前店 東京都大田区大森北 1-4-7 TK 大森ビル 2F 

荻窪店 東京都杉並区天沼 3-2-7 荻窪ルーフ 2F 

立川駅南口店 東京都立川市柴崎町 3-4-10 小川ビル 2F 

秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田 1-18-19 BiTO AKIBA ビル B1F 

立川駅北口店 東京都立川市曙町二丁目 11 番 2 号 フロム中武ビル地下 1 階 

浅草吾妻橋店 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23 番 30 号 パトリア吾妻橋 2 階 

有楽町店 東京都千代田区有楽町一丁目 11 番 1 号 ビックカメラ有楽町店内 6 階 

池袋駅東口店 東京都豊島区東池袋 1-41-4 池袋とうきゅうビル３F 

葛西駅前店 東京都江戸川区中葛西 3 丁目 34-12 37 山秀ビル 2F 

経堂店 東京都世田谷区経堂 1 丁目 23-14 オムニクス経堂ビル 2F 

新宿三丁目店 東京都新宿区新宿 3 丁目 13-3 新宿文化ビル B1F 

方南町店 東京都中野区弥生町六丁目 10 番 12 号 プライムメゾン方南町 1 階 

渋谷駅前店 東京都渋谷区宇田川町 23-5 ハイマンテンビル 6F 

浅草六区店 東京都台東区浅草 2 丁目 6-7 東京楽天地浅草ビル 3 階 

八重洲地下街店 東京都中央区八重洲 2-1 八重洲地下街南 1 号 

新宿東口店 東京都新宿区新宿 3 丁目 37 番 12 号 新宿 NOWA ビル 3階 

東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 2-48-24 

上鶴間店 神奈川県相模原市南区上鶴間 3-2-15 

瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 2-6-4 

浦賀店 神奈川県横須賀市浦賀 3-3-13 

川崎第一京浜店 神奈川県川崎市川崎区堀之内町 10-14 

川崎野川店 神奈川県川崎市宮前区南野川 1 丁目 41 番 15 号 

さがみ野店 神奈川県海老名市東柏ケ谷 5-14-6 

三浦海岸店 神奈川県三浦市南下浦町上宮田字木ノ間 1434-3 
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関東地方

店舗 住所

横浜戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 1883 

藤沢大庭店 神奈川県藤沢市大庭字丸山 5454-5 

横浜鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区梶山 1-5-14 

茅ヶ崎高田店 神奈川県茅ヶ崎市高田 1-13-32 

鎌倉店 神奈川県鎌倉市笛田 1-8-12 

港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-2-1 ルララこうほく 4F 

平塚店 神奈川県中郡大磯町高麗 3-2-35 

東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 549-2 三宅ビル 1 階 

ミューザ川崎店 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎 1F 

大和店 神奈川県大和市上和田 751 

伊勢原店 神奈川県伊勢原市下糟屋 3020 

港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台 9-29-9 

川崎水沢店 神奈川県川崎市宮前区水沢 3-13-1 

OSC 湘南シティ店 神奈川県平塚市代官町 33-1-C-101 OSC 湘南シティ 1F 

戸塚深谷店 神奈川県横浜市戸塚区深谷町字谷中 1478 

新横浜店 神奈川県横浜市港北区鳥山町 1289-1 

あざみ野ガーデンズ店 神奈川県横浜市青葉区大場町 704-64 

コースカ横須賀店 神奈川県横須賀市本町 2-1-12 

小田原店 神奈川県小田原市飯泉 969-1 

戸塚駅前店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 16-8 ＭＳ戸塚ビル 

金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区六浦 2-5-10 

新川崎スクエア店 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-3 

海老名店 神奈川県海老名市大谷 811-1 

相模原橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本 4-8-48 

相模大野モアーズ店 神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1 

相模原中央店 神奈川県相模原市中央区中央 4-2-18 

川崎ゼロゲート店 神奈川県川崎市川崎区小川町 1-1 川崎ゼロゲート 2F 

綱島店 神奈川県横浜市港北区樽町 2-4-1 

鶴見東寺尾店 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾 5-2-31 WAKE ROAD 1F 

川崎南幸町店 神奈川県川崎市幸区南幸町 3 丁目 65-1 

鶴見駅西口店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 2-2 アビバホールディングスビル 4 階 

茅ヶ崎萩園店 神奈川県茅ヶ崎市萩園 3809 番地 

ブランチ横浜南部市場店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 1-1 

長津田みなみ台店 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 5 丁目 2-27 

中部地方

店舗 住所

新潟女池店 新潟県新潟市中央区女池上山 1-6-21 

新潟小新店 新潟県新潟市西区小新大通 2-1-22 

新潟赤道店 新潟県新潟市東区上王瀬町 2-41 

リナシエ喜多町店 新潟県長岡市喜多町 2941番地 
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中部地方

店舗 住所

富山呉羽店 富山県富山市呉羽町字草田 2434 番 1 

高岡店 富山県高岡市北島 192-1 

魚津店 富山県魚津市吉島 547-1 

富山中川原店 富山県富山市中川原 409 

砺波店 富山県砺波市太郎丸一丁目 4 番 40 号 

金沢有松店 石川県金沢市有松 2-4-33 

野々市店 石川県野々市市粟田 5-439 

小松有明店 石川県小松市有明町 106 

金沢駅西店 石川県金沢市駅西新町 3 丁目 1-2 

福井若杉店 福井県福井市若杉 1-3015 

福井米松店 福井県福井市米松 1-16-38 

春江店 福井県坂井市春江町随応寺 24-6-3 

鯖江店 福井県鯖江市下河端町 23-4-1 

甲府東店 山梨県甲府市上阿原町 394-2 

甲府アルプス通り店 山梨県甲府市徳行 2-6-13 

河口湖 BELL 店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2986 

佐久平店 長野県佐久市佐久平駅東 10-1 

塩尻店 長野県塩尻市広丘吉田 1131-1 

諏訪店 長野県諏訪市大字四賀赤沼 1813 

長野川中島店 長野県長野市川中島町御厨 953-4 

上田店 長野県上田市秋和 342-5 

松本筑摩店 長野県松本市筑摩 3-29-3 

安曇野穂高店 長野県安曇野市穂高 1360-1 

長野若宮店 長野県長野市若宮 2-13-5 

伊那店 長野県伊那市山寺 261-1  

イオン飯田アップルロード店 長野県飯田市鼎一色 456 

大垣店 岐阜県大垣市築捨町 5-115 

可児店 岐阜県可児市下恵土 4008-1 

岐阜羽島店 岐阜県羽島市足近町 6-318-1 

多治見店 岐阜県多治見市太平町 4-6-1 

各務原那加店 岐阜県各務原市那加前洞新町 4-197 

岐阜市橋店 岐阜県岐阜市市橋 2-7-11 

大垣中野町店 岐阜県大垣市中野町 2-86-1 

岐阜正木店 岐阜県岐阜市正木中 3-12-5 

北方店 岐阜県本巣郡北方町高屋西部土地区画整理事業 21 街区 11 

中津川店 岐阜県中津川市茄子川字津戸井 1698-1 

岐阜石長店 岐阜県岐阜市石長町 9-3-1 

関マーゴ店 岐阜県関市倉知 817 

浜松幸店 静岡県浜松市中区幸 2-2-1 

浜松北島店 静岡県浜松市東区北島町 1520-1 

浜松西丘店 静岡県浜松市中区西丘町 201 番地 
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中部地方

店舗 住所

静岡有明店 静岡県静岡市駿河区有明町 12-12 

東静岡店 静岡県静岡市葵区長沼 1008-1 

磐田店 静岡県磐田市一言 2582-3 

富士宮店 静岡県富士宮市ひばりが丘 1145 

沼津店 静岡県沼津市西沢田 402-2 

藤枝店 静岡県藤枝市瀬戸新屋 351-24 

富士高島店 静岡県富士市高島町 70 

浜北インター店 静岡県浜松市浜北区西中瀬二丁目 18 番 12 号 

掛川店 静岡県掛川市大池 717-1 

三島梅名店 静岡県三島市梅名 394-1 

御殿場店 静岡県御殿場市茱萸沢 76-1 

浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町 10145-1 

太閤通店 愛知県名古屋市中村区太閤通 6-51 

港築盛店 愛知県名古屋市港区築盛町 16 

豊川店 愛知県豊川市大橋町 1-1 

森孝店 愛知県名古屋市守山区森孝 3-101-2 

蟹江店 愛知県海部郡蟹江町舟入 1-140 

大同店 愛知県名古屋市南区大同町 1-16-2 

日進店 愛知県日進市岩崎町大塚 28-1 

西尾店 愛知県西尾市道光寺町東縄 11-1 

豊田広久手店 愛知県豊田市広久手町 7-3 

鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字杜若 89-1 

津島店 愛知県津島市莪原町字不毛 84 番地 

江南店 愛知県江南市中奈良町熊野 320 番地 1 

扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字海道田 368-1 

一宮尾西店 愛知県一宮市篭屋 3-9-16 

一宮浅野店 愛知県一宮市浅野字大西東 63 

豊橋西口店 愛知県豊橋市西口町字土橋 1-5 

豊橋新栄店 愛知県豊橋市新栄町字新田中 84 番地 

北名古屋店 愛知県北名古屋市九之坪白山 155 

大府店 愛知県大府市中央町 1-222 

東海店 愛知県東海市大田町西ノ脇 97 

春日井春見店 愛知県春日井市春見町 52-5 

常滑店 愛知県常滑市虹の丘三丁目 180 番地 

瀬戸店 愛知県瀬戸市高根町 2-60 

岡崎竜美丘店 愛知県岡崎市東明大寺町 10-4 

豊橋磯辺店 愛知県豊橋市磯辺下地町 48-1 

豊田インター店 愛知県豊田市深田町 2-36-2 

清須古城店 愛知県清須市西枇杷島町古城 2-25-4 

小牧北外山店 愛知県小牧市掛割町 32 

知立店 愛知県知立市上重原町恩田 207 番 
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中部地方

店舗 住所

稲沢小池店 愛知県稲沢市小池 3-10-34 

豊明前後店 愛知県豊明市前後町三ツ谷 1358-4 

蒲郡店 愛知県蒲郡市竹谷町西ノ浜 35-10 

イオンタウン弥富店 愛知県弥富市五明町蒲原 1371-4 

半田店 愛知県半田市旭町 5-8-1 

三河安城店 愛知県安城市三河安城本町 2-8-8 

岡崎上和田店 愛知県岡崎市天白町字東池 15-1 

稲沢一色店 愛知県稲沢市一色下方町 207 

長久手店 愛知県長久手市熊田 205 

岡崎岩津店 愛知県岡崎市岩津町於御所 190-1 

熱田店 愛知県名古屋市熱田区新尾頭 3-4-35 

名古屋新栄店 愛知県名古屋市中区新栄 1-39-5 

志段味店 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字茂中 631-1 

天白焼山店 愛知県名古屋市天白区焼山 2 丁目 301 

高浜店 愛知県高浜市湯山町 5 丁目 15 番地 6 

名古屋茶屋が坂店 愛知県名古屋市千種区茶屋坂通 2 丁目 50 

イオン上飯田店 愛知県名古屋市北区御成通 4 丁目 1-3 

緑滝ノ水店 愛知県名古屋市緑区滝ノ水 1-602 

近畿地方

店舗 住所

松阪店 三重県松阪市京町 1 区 35-2 

津大倉店 三重県津市大倉 4-19 

伊勢御薗店 三重県伊勢市御薗町新開 928-1 

津白塚店 三重県津市栗真小川町 434-1 セノパーク津内 

桑名店 三重県桑名市大字五反田 1880-1 

鈴鹿西店 三重県鈴鹿市庄野羽山 4-20-7 

三重川越店 三重県三重郡川越町豊田 343-1 

四日市インター店 三重県四日市市高角町字中川原 2881-1 

日永カヨー店 三重県四日市市日永 4-1895-1 

鈴鹿店 三重県鈴鹿市北玉垣町 815-5 

伊賀上野店 三重県伊賀市服部町 466-1 

名張店 三重県名張市夏見 272-1 

水口店 滋賀県甲賀市水口町名坂 842-2 

大津堅田店 滋賀県大津市衣川 1-36-15 

彦根外町店 滋賀県彦根市駅東町 19-8 

守山店 滋賀県守山市播磨田町 749-4 

栗東小柿店 滋賀県栗東市小柿 3-5-14 

彦根安食店 滋賀県彦根市安食中町字鵜ノ戸 316-1 

近江八幡店 滋賀県近江八幡市東川町 214-1 

長浜店 滋賀県長浜市小堀町 405-1 
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近畿地方
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瀬田店 滋賀県大津市大江 2-23-25 

西大津店 滋賀県大津市茶が崎 4-5 

精華町店 京都府相楽郡精華町大字柘榴小字権谷 3-1 

舞鶴店 京都府舞鶴市円満寺小字三ノ丸裏 97 番 

京丹後店 京都府京丹後市峰山町新町 2001-1 

京都伏見店 京都府京都市伏見区中島樋ノ上町 53 

京都桂店 京都府京都市西京区桂西滝川町 18-1 

亀岡店 京都府亀岡市篠町浄法寺松岡 23-3 

福知山店 京都府福知山市字土 1 

城陽店 京都府城陽市久世北垣内 35-2 

山科店 京都府京都市山科区西野離宮町 12-2 

五条七本松店 京都府京都市下京区中堂寺南町 102 

京都西院店 京都府京都市右京区西院東淳和院町 1-1 アフレ西院 2Ｆ 

向日町駅前店 京都府向日市寺戸町久々相 16 

河原町蛸薬師通り店 京都府京都市中京区裏寺町通蛸薬師下ル裏寺町 599 番地 

大東店 大阪府大東市諸福 8-2-20 

池田店 大阪府池田市鉢塚 1-7-1 

豊南店 大阪府豊中市豊南町東 4-1-37 

桜塚店 大阪府豊中市中桜塚 2-10-10 

北加賀屋店 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 5-1-1 

岸部店 大阪府吹田市岸部中 3-28-14 

箕面石丸店 大阪府箕面市石丸 1-4-14 

寝屋川葛原店 大阪府寝屋川市葛原 1-22-10 

高槻唐崎店 大阪府高槻市唐崎西 1-1-7 

東大阪みくりや店 大阪府東大阪市御厨東 1-9-14 

富田林店 大阪府富田林市錦織 2393-1 

高槻辻子店 大阪府高槻市辻子 3-6-5 

東大阪花園店 大阪府東大阪市玉串町西 2-1-9 

枚方高野道店 大阪府枚方市高野道 1-20-10 フォレオ枚方 1F 

江坂店 大阪府吹田市江の木町 1-39 セーレ江坂 1F 

藤井寺店 大阪府藤井寺市沢田 2-1-28 

守口大日店 大阪府守口市大日町 3-12-55 

和泉府中店 大阪府泉大津市東豊中町 2-2-1 

枚方茄子作店 大阪府枚方市茄子作 2-14-15 

歌島店 大阪府大阪市西淀川区歌島 3-3-11 

泉北 2 号線店 大阪府堺市南区豊田 830-1 

浜寺船尾店 大阪府堺市西区浜寺船尾町東 3-398 

初芝店 大阪府堺市東区日置荘田中町 127-1 

外環八尾店 大阪府八尾市東山本新町 8-6-1 

狭山店 大阪府大阪狭山市半田 5-1229-1 

東住吉店 大阪府大阪市東住吉区矢田 2-16-20 
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辰巳橋店 大阪府大阪市西区境川 2-1-1 

東淀川 2 号店 大阪府大阪市東淀川区菅原 7-5-31 

南吹田店 大阪府吹田市穂波町 21-15 

巣本店 大阪府寝屋川市堀溝 1-7-13 

沢良宜店 大阪府茨木市高浜町 1-26 

大正店 大阪府大阪市大正区千島 3-20-3 

泉佐野店 大阪府泉佐野市南中樫井 583-3 

羽曳野店 大阪府羽曳野市野々上 2-1-13 

杭全店 大阪府大阪市東住吉区桑津 1-14-21 

和泉中央店 大阪府和泉市いぶき野 3-16-10 

堺三宝店 大阪府堺市堺区三宝町 3-173-4 

久宝寺店 大阪府東大阪市大蓮東 4-11-30 

赤川店 大阪府大阪市旭区赤川 3-3-34 

三津屋店 大阪府大阪市淀川区三津屋中 3-11-28 

関目店 大阪府大阪市城東区関目 5-5-3 

長吉長原店 大阪府大阪市平野区長吉長原 1-11-15 

鶴見店 大阪府大阪市鶴見区鶴見 4-11-66 

枚方招提店 大阪府枚方市招提北町 1-2242-1 

泉佐野鶴原店 大阪府泉佐野市鶴原 1731-3 

堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町 3 丁 1 

枚方星ヶ丘店 大阪府枚方市星丘二丁目 37 番 7 号 

ビバモール美原南インター店 大阪府堺市美原区黒山 1013 番地 

天神橋 5 丁目店 大阪府大阪市北区天神橋 5 丁目 6-24 中央天神橋第 1 ビル 1F 

難波アムザ店 大阪府大阪市中央区千日前 2 丁目 9 番 17 号 アムザ 1000 4 階 

心斎橋店 大阪府大阪市中央区南船場三丁目 10 番 11 号 A-FLAG北心斎橋 3F 

天王寺店 大阪府大阪市阿倍野区松崎町 1 丁目 2 番 8 号 都シティ大阪天王寺 2 階 

梅田茶屋町店 大阪府大阪市北区茶屋町 2-16 イースクエア茶屋町 6 階 

お初天神通り店 大阪府大阪市北区曽根崎 2 丁目 15-20 SWING うめだ 5階 

ユニバーサル・シティウォーク大阪店 大阪府大阪市此花区島屋 6 丁目 2 番 61 号 3 階 

谷上店 兵庫県神戸市北区谷上東町 8-23 

垂水名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町柄立原 2051-1 

姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区細江 2580 番地 

灘店 兵庫県神戸市灘区都通 3-1-1 

姫路北条店 兵庫県姫路市北条宮の町 403 

尼崎大庄店 兵庫県尼崎市大庄北 4-10-33 

長田駅前店 兵庫県神戸市長田区五番町 6-2-1 

三田対中店 兵庫県三田市対中町 9-10 

滝野社店 兵庫県加東市多井田新町 12-2 

姫路大津店 兵庫県姫路市大津区西土井字餅田 284-1 

尼崎東難波店 兵庫県尼崎市東難波町 2-16-14 

氷上店 兵庫県丹波市氷上町本郷 485-1 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

近畿地方

店舗 住所

高砂店 兵庫県高砂市松陽 4-640 

灘新在家店 兵庫県神戸市灘区新在家南町 1-2-2 

和田山店 兵庫県朝来市和田山町枚田岡 182-1 

播磨店 兵庫県加古郡播磨町東野添 1-15-1 

加茂店 兵庫県川西市下加茂 1-20-18 

明石藤江店 兵庫県明石市藤江 1933-1 

豊岡店 兵庫県豊岡市中陰字大工 617 1F 

神戸有野店 兵庫県神戸市北区有野町有野 2146 

三木店 兵庫県三木市別所町小林字口ハメ谷 1224 

神戸星陵台店 兵庫県神戸市垂水区星陵台 4-3-41 

加古川野口店 兵庫県加古川市野口町良野 790-1 

姫路城の西店 兵庫県姫路市岩端町 110-1 

宝塚高司店 兵庫県宝塚市高司 1-6-21 

伊丹荒牧店 兵庫県伊丹市荒牧南 2-1-21 

川西山下店 兵庫県川西市見野 3-8-24 

たつの店 兵庫県たつの市龍野町富永字小川原 161-2 

西宮鳴尾町店 兵庫県西宮市鳴尾町 2-26-17 

伊川谷店 兵庫県神戸市西区北別府 5-16-1 

尼崎昭和通店 兵庫県尼崎市昭和通 1 丁目 9-53 

三ノ宮いくたロード店 兵庫県神戸市中央区北長狭通 2 丁目 12 番 13 号 キングズコーストビル 3 階 

奈良広陵店 奈良県北葛城郡広陵町安部 218-1 

橿原店 奈良県橿原市雲梯町 247-1 

学園前店 奈良県奈良市学園大和町 2-116-1 

天理店 奈良県天理市中山町 1071 

斑鳩店 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西 7-2-8 

香芝店 奈良県香芝市上中 207 番 1 

奈良三条大路店 奈良県奈良市三条大路 4 丁目 6 番 1 号 

橋本店 和歌山県橋本市市脇 1-71-1 

和歌山栄谷店 和歌山県和歌山市栄谷 122-1 

和歌山新生店 和歌山県和歌山市新生町 11-20 

紀伊田辺店 和歌山県田辺市稲成町 46-1 

岩出店 和歌山県岩出市大町 25-2 

中国地方

店舗 住所

米子店 鳥取県米子市西福原 7-14-31 

鳥取東店 鳥取県鳥取市立川町 5-45-1 

倉吉店 鳥取県倉吉市海田西町 1-166 

出雲小山店 島根県出雲市小山町 105-1 

東岡山店 岡山県岡山市中区神下 161-1 

倉敷沖新店 岡山県倉敷市田ノ上新町 14-6 
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中国地方

店舗 住所

津山店 岡山県津山市小田中 1335-3 

岡山大供店 岡山県岡山市北区大供本町 703-1 

倉敷宮前店 岡山県倉敷市宮前 351-1 

岡山新福店 岡山県岡山市南区新福 2-10-8 

総社井手店 岡山県総社市井手 346 番地 1 

倉敷玉島店 岡山県倉敷市玉島 1700-1 

高陽店 広島県広島市安佐北区深川 5 丁目 30-38 

福山新涯店 広島県福山市新涯町 3-21-3 

広島古市店 広島県広島市安佐南区古市 1-25-24 

広島舟入店 広島県広島市中区西川口町 1-1 

廿日市店 広島県廿日市市串戸 5-1-28 

フジグラン東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇 4405 

広島長楽寺店 広島県広島市安佐南区長楽寺 1-6-7 

福山神辺店 広島県福山市神辺町大字十三軒屋字二番目 142-1 

三次十日市店 広島県三次市十日市西 6 丁目 6 番 1 号 

広島井口明神店 広島県広島市西区井口明神一丁目 1 番 2 号 

新下関店 山口県下関市秋根西町 2-4-23 

周南辻店 山口県周南市辻町 5-10 

宇部妻崎開作店 山口県宇部市妻崎開作 871 番 7 

下関椋野店 山口県下関市椋野町 1 丁目 15 番 15 号 

萩土原店 山口県萩市大字土原字土原 13-1 

山口神田店 山口県山口市神田町 8 番 12 号 

防府店 山口県防府市佐波 2 丁目 1-28 

宇部恩田店 山口県宇部市恩田町五丁目 2 番 7 号 

岩国麻里布店 山口県岩国市麻里布町 5 丁目 15 番 35 号 

四国地方

店舗 住所

徳島安宅店 徳島県徳島市大和町 2 丁目 3-22 

徳島応神店 徳島県徳島市応神町東貞方字貞光 240-1 

小松島店 徳島県小松島市大林町字森ノ本 5-2 

吉野川店 徳島県吉野川市鴨島町上下島字松元 374-3 

徳島出来島店 徳島県徳島市南出来島町 2 丁目 6 番 

徳島西新浜店 徳島県徳島市西新浜町二丁目 3 番 94 号 

高松太田店 香川県高松市太田下町字松ノ元 3029-14 

高松東山崎店 香川県高松市東山崎町 662-1 

丸亀店 香川県丸亀市柞原町 421-1 

三豊店 香川県三豊市豊中町上高野 1958 

ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町 608-1 

イオンタウン宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁 16 

綾川店 香川県綾歌郡綾川町滝宮 345-1 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 
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四国地方

店舗 住所

高松郷東店 香川県高松市郷東町字新開 575 番 1 

今治中寺店 愛媛県今治市中寺 599-1 

松山生石店 愛媛県松山市生石町 658 番地 5 

松山天山店 愛媛県松山市天山 1-10-30 

新居浜店 愛媛県新居浜市松木町 3-36 

四国中央店 愛媛県四国中央市妻鳥町 1671-1 

宇和島店 愛媛県宇和島市寄松甲 171-1 

伊予松前店 愛媛県伊予郡松前町大字東古泉字高樋 520-1 

西条店 愛媛県西条市朔日市 768-1 

松山衣山店 愛媛県松山市中央 2-31-1 

東温店 愛媛県東温市野田 2-484-1 

高知朝倉店 高知県高知市朝倉東町 51-17 

高知潮江店 高知県高知市北新田町 18-35 

高知インター店 高知県高知市高そね 13-25 

南国店 高知県南国市大埇乙 1089-1 

四万十店 高知県四万十市具同字古川 224-1 

九州地方

店舗 住所

津福バイパス店 福岡県久留米市津福今町字下牟田 574-1 

苅田店 福岡県京都郡苅田町大字二崎字ニノ坪 121-1 

筑紫野杉塚店 福岡県筑紫野市杉塚 4-333-1 

福岡野方店 福岡県福岡市西区野方 1-6-25 

若松大鳥居店 福岡県北九州市若松区大字大鳥居 147-1 

上吉田店 福岡県北九州市小倉南区沼新町 1-3-1 

宗像光岡店 福岡県宗像市光岡字古賀田 294-1 

八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町 6 番 5 号 

大牟田店 福岡県大牟田市旭町 2-28-1 

飯塚柏の森店 福岡県飯塚市柏の森 6-2 

福岡伊都店 福岡県福岡市西区西都 1-18-10 

福岡神松寺店 福岡県福岡市城南区神松寺 1-1-1 

八幡東田店 福岡県北九州市八幡東区東田 3-2-12 

志免向ヶ丘店 福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘 1-1-8 

小倉井堀店 福岡県北九州市小倉北区井堀 3-2-1 

福岡原田店 福岡県福岡市東区原田 3-5-29 

福岡親富孝通り店 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-3 リクルート天神ビル 1F 

久留米通町店 福岡県久留米市通町 1-2 

福岡箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎 4-15-41 

大野城大城店 福岡県大野城市乙金台 1-1-25 

新宮上府店 福岡県糟屋郡新宮町新宮東 1-3-1 

門司片上海岸店 福岡県北九州市門司区片上海岸 6-16 
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九州地方

店舗 住所

博多駅南店 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-7-33 

ゆめモール筑後店 福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内 10 画地 

田川夏吉店 福岡県田川市夏吉 194-93 

戸畑鞘ヶ谷店 福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町 2-10 

遠賀岡垣店 福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切字岸元 359-3 

那珂川店 福岡県那珂川市片縄二丁目 127 番 

佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫北 4-4-32 

南佐賀店 佐賀県佐賀市南佐賀 1-13-11 

佐賀鍋島店 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸 1361-1 

鳥栖古賀店 佐賀県鳥栖市古賀町字天神 335-1 

武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字富岡 12672-1 

唐津和多田店 佐賀県唐津市和多田本村 1-8-1 

吉野ヶ里店 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 2773 番地 2 

佐世保大塔店 長崎県佐世保市大塔町 1861-14 

大村幸町店 長崎県大村市幸町 25-18 

長崎道ノ尾店 長崎県長崎市赤迫 3-4-1 

させぼ五番街店 長崎県佐世保市新港町 2-1 

諫早店 長崎県諫早市小船越町 506-4 

時津店 長崎県西彼杵郡時津町日並郷字火篭 1320-103 

光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森 7-41-10 

熊本はません店 熊本県熊本市東区画図町重富 545-1 

熊本本山店 熊本県熊本市中央区世安町 28-1 

熊本新外店 熊本県熊本市東区新外 1-1-60 

熊本富合店 熊本県熊本市南区富合町清藤字壱町田 84-1 

熊本鹿子木店 熊本県熊本市北区鹿子木町字花ノ木 186 番 

日田玉川店 大分県日田市十二町 697-1 

大分わさだ店 大分県大分市大字市 1108 

大分元町店 大分県大分市大字大分 4725 

大分中津店 大分県中津市大字下池永 119-1 

コスモタウン佐伯店 大分県佐伯市鶴岡西町 2-193 

大分大在店 大分県大分市角子南 2-2-45 

大分中戸次店 大分県大分市大字中戸次 5919-1 

宮崎大工店 宮崎県宮崎市大工 2-157-3 

都城都北店 宮崎県都城市都北町 5948 

宮崎恒久店 宮崎県宮崎市大字恒久字春日田 1202 番地 1 

宮崎新別府店 宮崎県宮崎市新別府町 993-1 

都城甲斐元店 宮崎県都城市甲斐元町 12 街区 18 

延岡平原店 宮崎県延岡市平原町 5-1497-4 

高鍋菖蒲池店 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋字菖蒲池東南 4781 

日向原町店 宮崎県日向市原町 2-5-24 

鹿児島新栄店 鹿児島県鹿児島市新栄町 5-23 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

九州地方

店舗 住所

霧島隼人店 鹿児島県霧島市隼人町見次 548-1 

鹿屋寿店 鹿児島県鹿屋市寿 4-1-56 

鹿児島吉野店 鹿児島県鹿児島市川上町 2721-146 

アクロスプラザ南栄店 鹿児島県鹿児島市南栄 1-11-3 

沖縄地方

店舗 住所

浦添バークレーズコート店 沖縄県浦添市当山 2-2-4 

糸満西崎店 沖縄県糸満市西崎町 4-22-3 

那覇天久店 沖縄県那覇市字天久 1101-1 

うるまみどり町店 沖縄県うるま市みどり町 6-1-21 

北谷店 沖縄県中頭郡北谷町字伊平伊礼前原 39 番 

沖縄住吉店 沖縄県沖縄市住吉一丁目 7 番 36 号 

はにんす宜野湾店 沖縄県宜野湾市大山 7-1400-16 はにんす宜野湾内 

那覇国際通り店 沖縄県那覇市久茂地 3-3-16 サツドラ沖縄国際通り店 2F 

 


