
 

〒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） 

 

対象外店舗一覧 

 

北海道地方  
店舗 住所 
イオンモール旭川西 北海道旭川市緑町 23-2161-3 イオンモール旭川西店 1Ｆ 

三井アウトレットパーク札幌北広島 北海道北広島市大曲幸町 3-7-6 三井アウトレットパーク札幌北

広島 2F 
イオン札幌麻生 北海道札幌市北区北 39 条西 4-1-5 イオン札幌麻生店 1F 

カテプリ新さっぽろ 北海道札幌市厚別区厚別中央 2 条 5 丁目イオンカテプリ新さっ

ぽろ店 1F 
キッズコミュ アリオ札幌 北海道札幌市東区北 7 条東 9 丁目 2 番 20 アリオ札幌 2 階 

札幌ステラプレイス 北海道札幌市中央区北 5 条西 2-5ＪＲタワー札幌ステラプレイ

スイースト 6F 
千歳アウトレットモール 北海道千歳市柏台南 1-2-1 千歳アウトレットモール・レラ内 

東北地方  
イオンモール下田 青森県上北郡おいらせ町中野平 40-1 イオンモール下田内１F 
イオンモールつがる柏 青森県つがる市柏稲盛字幾世 41 イオンモールつがる柏 1F 
イオンモールつがる市立図書館 青森県つがる市柏稲盛幾世 41 
盛岡駅フェザン 岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44 盛岡フェザン 1.2F 
ララガーデン長町 宮城県仙台市太白区長町 7-20-5 ララガーデン長町 1F 

古川駅 宮城県大崎市古川駅前大通 1-7-35JR 古川駅ショッピングセンタ

ー「古川駅食品館ピボット」 
tekute ながまち 宮城県仙台市太白区長町 5 丁目 1-30tekute ながまち 
仙台パルコ２ 宮城県仙台市青葉区中央 3 丁目 7 番 5 号仙台パルコ２ 1F 
コミュシティエスパル仙台 宮城県仙台市青葉区中央一丁目 1-1 
＆TEA エスパル仙台 宮城県仙台市青葉区中央 1 丁目 1-1 エスパル仙台本館 2F 

三井アウトレットパーク仙台港 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目 7 番地の 2 三井アウトレット

パーク仙台港 2320 

仙台泉プレミアム・アウトレット 宮城県仙台市泉区寺岡 6-1 仙台泉プレミアム・アウトレット

2385 区 
仙台富沢西 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北 72-1 
大館 秋田県大館市清水 5 丁目 2-41 
エスパル郡山 福島県郡山市字燧田 195 エスパル郡山 2F 

関東地方 
あみプレミアム・アウトレット 茨城県稲敷郡阿見町よしわら四丁目 1 番地 1100 区画 
TX 守谷駅 茨城県守谷市中央 4-9ＴＸ守谷駅 1F 
イオンモール水戸内原 茨城県水戸市内原 2 丁目 1 番地イオンモール水戸内原 2F 
プレイアトレ土浦 茨城県土浦市有明町 1-30 
トナリエ宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り 1-4-6 トナリエ宇都宮 1F 
宇都宮ベルモール 栃木県宇都宮市陽東 6-2-1 ベルモール 1F 
宇都宮駅ビルパセオ 栃木県宇都宮市川向町 1-23 宇都宮駅ビルパセオ 2F 
東武宇都宮 栃木県宇都宮市宮園町 5-4 東武宇都宮百貨店 5 階 
高崎モントレー 群馬県高崎市八島町 222 番地高崎モントレー4F 
横川ＳＡ下り 群馬県安中市松井田町横川字井戸入９１７横川ＳＡ下り１階 

館林アゼリアモール 群馬県館林市楠町３４６８－１館林つつじの里 SC 内アゼリア

モール１F 
三井アウトレットパーク入間 埼玉県入間市宮寺 3169-1 三井アウトレットパーク入間 1F 
Ｅｍｉｏ狭山市 埼玉県狭山市祇園 4-55Emio 狭山市 2F 
小手指 埼玉県所沢市小手指町 1-1-1 小手指駅 1F 
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アリオ上尾 埼玉県上尾市大字壱丁目 367 番地アリオ上尾 1F 
イーサイト籠原 埼玉県熊谷市新堀 713 イーサイト籠原 2F 
上尾中央総合病院 埼玉県上尾市柏座 1-10-10 上尾中央総合病院 B 館 1F 
浦和パルコ 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 浦和パルコ B1F 

ルミネ大宮 埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮 LUMINE2 1 階(改
札内) 

草加 VARIE2 埼玉県草加市氷川町 1970 草加 VARIE2 1 階 
ららぽーと新三郷 埼玉県三郷市ららシティ 3-1-1 
イーサイト上尾 埼玉県上尾市柏座 1-1-18 イーサイト上尾 2F 
高坂ＳＡ上り 埼玉県東松山市大字田木字立野 4-5 高坂ＳＡ（上り線）内 
with U イオンモール成田 千葉県成田市ウイング土屋 24 イオンモール成田 1F 
イオンモール津田沼 千葉県習志野市津田沼 1-23-1 イオンモール津田沼店 2F 

成田空港第 1 ターミナル北ウイング 千葉県成田市成田国際空港内第 1 旅客ターミナルビル北ウィン

グ 5F 

Ｐａｓａｒ幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町 2-2651-1Ｐａｓａｒ幕張（下り

線）内 
イクスピアリ 千葉県浦安市舞浜 1-4 イクスピアリ 1F ガーデンサイト 
ペリエ千葉ストリート 2 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１ 
アトレ松戸 千葉県松戸市松戸１１８１アトレ松戸５階 

三井アウトレットパーク木更津 千葉県木更津市金田東 3 丁目 1 番 1 三井アウトレットパーク木

更津内 区画番号 13000 

成田空港第 1 ターミナル南ウイング 千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 1 成田国際空港第一旅客タ

ーミナル南ウイングﾞ 4 階 

ららぽーと TOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町 2 丁目 1 番 1 号ららぽーと TOKYO-BAY 西

館 1 階タリーズコーヒー93280 

ららぽーと柏の葉北館 千葉県柏市若柴 178-4 柏の葉キャンパス 148 街区 2 ショップ

＆オフィスららぽーと柏の葉北館 1 階 
ペリエ稲毛コムスクエア 千葉県千葉市稲毛区稲毛東 3 丁目 19 番 11 号コムスクエア 1 
セブンパークアリオ柏 千葉県柏市大島田 1 丁目 6 番地 1 セブンパーク アリオ柏 2F 
シャポー本八幡 千葉県市川市八幡 2-17-1 
柏モディ 千葉県柏市柏 1-2-26 柏モディ 2 階 

シャポー本八幡西口 千葉県市川市八幡 2-17-1 本八幡ショッピングセンター1 階 109
号 

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉一丁目 1 番 1 号ペリエ千葉 6F 
シャポー市川 千葉県市川市市川 1－1－1 シャポー市川Ｂ１Ｆ 

三井アウトレットパーク幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野 2-6-1 三井アウトレットパーク幕張

パークサイド 1F 
ららぽーと柏の葉 千葉県柏市若柴 175 ららぽーと柏の葉 3F 
ネクスト船橋 千葉県船橋市本町 1-5-1 ネクスト船橋 1 階 
ペリエ西千葉 千葉県千葉市中央区春日 2-24-4 ペリエ西千葉 1F 

PCP 丸の内 東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイ

ス丸の内 B1F 
アトレ目黒 東京都品川区上大崎 3-1-1 アトレ目黒 2F 
Ｅｍｉｏ東久留米 東京都東久留米市東本町 1 番 8 号 Emio 東久留米 2F 
武蔵小山駅 東京都品川区小山 3-4-8 駅ビル 1F 
銀座三越コミュ 東京都中央区銀座 4-6-16 銀座三越ル・プレイス内 3 階 
経堂コルティ 東京都世田谷区経堂２－１－３３経堂コルティ２階 
池袋サンシャインシティアルパ 東京都豊島区東池袋 3-1-2 サンシャインアルパ内 1 階 
グランデュオ立川 東京都立川柴崎町 3-2-1 グランデュオ立川 6F 

丸の内永楽ビルディング 東京都千代田区丸の内１－４－１丸の内永楽ビルディングＢ１

階 
小田急マルシェ町田 東京都町田市原町田６－１－１小田急マルシェ町田２階 
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ダイバーシティ東京プラザ 東京都江東区青海１-１-１ダイバーシティ東京プラザ３Ｆ 

東武浅草駅 東京都台東区花川戸 1-４-１東武鉄道浅草駅構内２Ｆコンコース

内 

東京スカイツリータウン・ソラマチ 東京都墨田区押上１－１－２東京スカイツリータウン・ソラマ

チ３Ｆ 
Ｅｍｉｏ練馬高野台 東京都練馬区高野台 1-7-27Emｉｏ高野台２階 
アトレ大森 東京都大田区大森北 1-6-16 アトレ大森 1F 
大丸東京 東京都千代田区丸の内 1-9-1 大丸東京店 4Ｆ 
江古田 東京都練馬区旭丘 1 丁目 78 番 3 号 
セレオ国分寺 東京都国分寺市南町 3-20-3 セレオ国分寺 2F 
マロニエゲート銀座２ 東京都中央区銀座 3-2-1 マロニエゲート銀座２B2F 
グランエミオ大泉学園 東京都練馬区東大泉一丁目 28－1 グランエミオ大泉学園 2Ｆ 
with U ルミネ池袋 東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 6F 

イオンスタイル板橋前野町 東京都板橋区前野町 4 丁目 21 番 22 号イオンスタイル板橋前野

町店 1F 
プライムファイブ東急プラザ銀座 東京都中央区銀座五丁目 2 番 1 号東急プラザ銀座 B1 階Ａ区画 
nonowa 武蔵境 東京都武蔵野市境南町 2 丁目 1 番 35 号 
エキュート立川 東京都立川市柴崎町 3-1-1 エキュート立川 3F 
東武曳舟駅 東京都墨田区東向島二丁目 27 番 1 号 
ルミネ北千住 東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 6F 
ルミネ池袋 東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 1F 

羽田空港第 3 ターミナル 東京都大田区羽田空港 2-6-5 羽田空港第 3 旅客ターミナルビル

2F 
Emio Style BIGBOX 高田馬場 東京都新宿区高田馬場 1-35-3BIGBOX 高田馬場 2 階 
エミオ田無 東京都西東京市田無町 4 丁目 1-1 エミオ田無 2 階 
シャポーロコ平井 東京都江戸川区平井 3-30-1 シャポーロコ平井 1F、2F 
東京ドームシティラクーア 東京都文京区春日１丁目１−１ラクーア 3F 
ルミネエスト新宿 5F 東京都新宿区新宿 3 丁目 38 番 1 号ルミネエスト新宿 5F 
町田モディ 東京都町田市原町田 6-2-6 町田モディ 3 階 

サンシャイン水族館 東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティワールドインポー

トマートビル屋上 
サンシャイン 60 展望台 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 ビル 60 階 
＆TEA ルミネ有楽町 東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町 8F 
渋谷スクランブルスクエア 東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 9 階 
南町田グランベリーパーク駅 東京都町田市鶴間 3-3-2 
東急プラザ渋谷 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2-3 渋谷フクラス 4 階 402 区画 
有明ガーデン 東京都江東区有明 2-1-8 ショッピングシティ有明ガーデン 4 階 

羽田空港第 2 ターミナル 東京都大田区羽田空港 2-6-5 羽田空港  第 2 旅客ターミナル 1F  
到着ロビー 

日比谷シャンテ 東京都千代田区有楽町 1 丁目 2-2 日比谷シャンテ B1F 
京成日暮里駅 東京都荒川区西日暮里 2-19-1 京成日暮里駅構内 2 階 
東京ガーデンシアター 東京都江東区有明 2-1-6 
アトレ竹芝 東京都港区海岸 1－10-45 
グランデュオ蒲田 東京都大田区西蒲田 7-68-1 グランデュオ蒲田西館 M2 階 

羽田空港第 2 ターミナル出発ゲート 東京都大田区羽田空港 3-4-2 羽田空港第 2 旅客ターミナル 2
階保安エリア内 

丸の内テラス 東京都千代田区丸の内 1 丁目 3 番 4 号丸の内テラス地下 1 階 
昭島モリタウン 東京都昭島市田中町 562-1 モリタウン 1 階 
東急プラザ蒲田 東京都大田区西蒲田 7-69-1 東急プラザ蒲田 3F 

東京ドームシティクリスタルアベニュー 東京都文京区後楽 1 丁目 3 番 61 号東京ドームシティ クリスタ

ルアベニュー 
アトレヴィ巣鴨 東京都豊島区巣鴨 1-16-8 アトレヴィ巣鴨 4F 
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錦糸町テルミナ 東京都墨田区江東橋 3 丁目 14 番 5 号テルミナ 4F 
アトレ亀戸 東京都江東区亀戸 5-1-1 
朝日新聞東京本社ビル 東京都中央区築地 5-3-2 朝日新聞東京本社ビル 2F コンコース内 
三鷹駅南口 東京都三鷹市下連雀 3-46-6 
ビーンズ阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐ヶ谷南３-５５-１ビーンズ阿佐ヶ谷２Ｆ 
アトレ吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 アトレ吉祥寺東館 2 階 

三井アウトレットパーク多摩南大沢 東京都八王子市南多大沢 1-600 三井アウトレットパーク多摩南

大沢 
ﾌﾞﾙｰｽｶｲﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ羽田空港第一ﾀｰﾐﾅﾙ 東京都大田区羽田空港 3-3-2 第一旅客ターミナルビル 
京急蒲田駅 東京都大田区蒲田 4 丁目 50 番 11 号 
武蔵野赤十字病院 東京都武蔵野市境南町 1-26-1 武蔵野赤十字病院内 
ルミネ立川 東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 7Ｆ 
ルミネエスト新宿 B1 東京都新宿区新宿 3 丁目 38 番 1 号ルミネエスト新宿 B1 
丸の内ＣＡＦＥ会 東京都千代田区丸の内 2-7-2JP タワー（KITTE 館）1F 
羽田エアポート 東京都大田区羽田空港 2-7-1 2 階 239 

横浜ランドマークタワー 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワ

ー3F 
湘南藤沢オーパ 神奈川県藤沢市南藤沢 22-3 藤沢オーパ 3F 
横浜ワールドポーターズ 神奈川県横浜市中区新港 2-2-1 ワールドポーターズ 2F 
古淵 神奈川県相模原市古淵 3-13-33 イトーヨーカドー古淵店 1F 
湘南モールＦＩＬＬ 神奈川県藤沢市辻堂新町 4-1-1 湘南モール FILL1F 

東急百貨店たまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-7 東急百貨店たまプラーザ店
B1F 

小田急マルシェ新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-18-1 小田急マルシェ新百合ヶ丘
2F 

トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町７００－１トレッサ横浜南棟 
アトレ川崎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎 1F 
横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２－１６－Ｂ１ 

マークイズみなとみらい 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 5 番 1 号マークイズみ

なとみらい 4 階 405 区 
新横浜プリンスペペ 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4 新横浜プリンスペペ２階 
本厚木ミロードイースト 神奈川県厚木市泉町 1-1 小田急本厚木ミロード 1（イースト） 

キッズコミュ グランツリー武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東 3 丁目 1135 番地 グランツリー

武蔵小杉 4F 
ラスカ茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市元町 1-1 ラスカ茅ヶ崎 5F 
ヨドバシ横浜 神奈川県横浜市西区北幸 1-2-7 ヨドバシ横浜 B2F 
横浜ジョイナス 神奈川県横浜市西区南幸一丁目 5 番 1 号相鉄ジョイナス 3F 
さいか屋藤沢 神奈川県藤沢市藤沢 555 さいか屋藤沢 2F 

みなとみらい東急スクエア 1 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-2 みなとみらい東急スク

エア 1 3 階 
中央林間東急スクエア 神奈川県大和市中央林間 4－12－1 中央林間東急スクエア 1F 
川崎ルフロン 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-11 川崎ルフロン 6F 
CIAL 横浜 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 シァル横浜 B1 
NEWoMan 横浜 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 2 階 
コースカベイサイドストアーズ 神奈川県横須賀市本町 2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 2F 
コースカベイサイドストアーズ BOOK ＆ CAFE 神奈川県横須賀市本町 2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 4F 
ラゾーナ川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1LAZONA 川崎 plaza１F 
ららぽーと湘南平塚 神奈川県平塚市天沼 10-1 3 階 34070 
済生会東部病院 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 3-6-1 済生会東部病院内 1F 
アリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町 1-22 アリオ橋本 1 階 
溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口 2-8-1 
武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区小杉町 3 丁目 472 東急武蔵小杉駅構内 
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宮崎台 神奈川県川崎市宮前区宮崎 2－10－12 

青葉台駅 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1-7-3 東急田園都市線青葉台駅改札

前 
新丸子 神奈川県川崎市中原区新丸子町 766 番地 
ららぽーと横浜 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4035-1 ららぽーと横浜 1F 
京急川崎駅 神奈川県川崎市川崎区砂子 1－3－1 
ウィングキッチン京急川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子 1-3-1 ウィングキッチン京急川崎 4F 

ウィング上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西 1-6-1 京急ショッピングプラザ・

ウィング上大岡 B1F 
ウィングキッチン金沢八景 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 15－1 
イトーヨーカドー大船 神奈川県鎌倉市大船 6-1-1 イトーヨーカドー大船 1 階 
丸の内 CAFE 会ららぽーと海老名 神奈川県海老名市扇町 13 番 1 号 1 階 10400 
カワサキデルタ 神奈川県川崎市幸区大宮町 1‐5 JR 川崎タワー商業棟 2 階 

中部地方  
長岡花園 新潟県長岡市花園 1 丁目 36 番地 
新発田 新潟県新発田市新栄町 3-1-31 
高田西 新潟県上越市大貫 4-4-22 
金沢大学病院 石川県金沢市宝町 13-1 金沢大学病院内 
福井ベル 福井県福井市花堂南 2-16-1 アルプラザベル 1F 
セレオ甲府 山梨県甲府市丸の内 1-1-8 
セレオ甲府 ANNEX 山梨県甲府市丸の内１丁目１－８セレオ甲府４階 
MIDORI 長野 長野県長野市南千歳 1-22-6MIDORI 長野 2F 
土岐プレミアム・アウトレット 岐阜県土岐市土岐ヶ丘 1-2 土岐プレミアムアウトレット 900 番 
土岐プレミアム・アウトレットサテライト 岐阜県土岐市土岐ヶ丘 1 丁目 2 番地 
カラフルタウン岐阜 岐阜県岐阜市柳津町丸野 3-3-6 カラフルタウン岐阜 1F 
ASTY 静岡 静岡県静岡市葵区黒金町 47 番地アスティ静岡西館内 
NEOPASA 静岡上り 静岡県静岡市葵区小瀬戸字谷川地 1544-3 

御殿場プレミアム・アウトレットイースト 静岡県御殿場市深沢 1312 御殿場プレミアム・アウトレット

2395 区 
ららぽーと沼津 静岡県沼津市東椎路字東荒 301 番地 3 他 2 階 29020 
御殿場プレミアム・アウトレットウエスト 静岡県御殿場市深沢 1312K11 区 
＆TEA 御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄﾋﾙｻｲﾄﾞ 静岡県御殿場市深沢 13122 階 4350 区 
メイワンエキマチ 静岡県浜松市中区砂山町 6-1 メイワンエキマチイースト 

イオンモール浜松志都呂 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目 37 番地 1 号イオンモール浜松

志都呂 1F 
サントムーン柿田川 静岡県駿東郡清水町玉川 61-2 サントムーン柿田川 1F 
ベイドリーム清水 静岡県静岡市清水区駒越北町 8-1 ベイドリーム清水 1 階 

イオンモール浜松市野 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店
2F 

ららぽーと磐田 静岡県磐田市高見丘 1200 
静岡パルシェ B1F 静岡県静岡市葵区黒金町 49 番地パルシェ B1F 
静岡パルシェ 5F 静岡県静岡市葵区黒金町 49 番地パルシェ 5F 
栄セントラルパーク 愛知県名古屋市中区錦 3-15-13 セントラルパーク地下街 
豊田メグリア 愛知県豊田市山之手 8-92 豊田メグリア 1F 
豊田メグリアセントレ 愛知県豊田市喜多町 1-140ＧＡＺＡビル 2F 
東海荒尾 愛知県東海市荒尾町山王前 60 アピタ東海荒尾店 1F 

大名古屋ビルヂング 愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番地 12 号大名古屋ビルヂ

ング 5 階 
イオンモール常滑 愛知県常滑市りんくう町 2 丁目 20 イオンモール常滑 2F 2035 
イオンモール常滑 BOOK＆CAFE 愛知県常滑市りんくう町 2 丁目 20 イオンモール常滑 2F 2042 
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イオンモールナゴヤドーム前 愛知県名古屋市東区矢田南 4-1002-3 イオンモールナゴヤドーム

前 2F 

タカシマヤゲートタワーモール 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 3 号タカシマヤ ゲートタ

ワーモール 5 階 
イオンスタイル豊田 愛知県豊田市広路町 1 丁目 1 イオンスタイル豊田 1F 
プライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手 1 番 
RAYARD Hisaya-odori Park 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 18 番 11 号先 
名古屋第一赤十字病院 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35 西棟 

ららぽーと名古屋みなとアクルス 愛知県名古屋市港区港明二丁目 3 番 2 号ららぽーと名古屋みな

とアクルス 1 階 1170 
テラッセ納屋橋 愛知県名古屋市中区栄 1 丁目 2 番 49 号 2F A201 

エアポートウォーク名古屋 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先 1 番 8 エアポートウォーク名

古屋 1F 
近畿地方  

くわなメディアライヴ 三重県桑名市中央町 3-79 くわなメディアライヴ 1F 
近鉄四日市 三重県四日市市諏訪栄町 7-34 近鉄百貨店四日市店 2Ｆ 
三井アウトレットパーク滋賀竜王 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山 1178-694 
滋賀医大病院 滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学医学部付属外来棟１Ｆ 
嵐電嵐山駅 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町 20-2 
河原町オーパ 京都府京都市中京区河原町通四条上ル河原町オーパ B1 

＆TEA 京都タカシマヤ 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町 52 番地京都高島屋 4
階 

阪急三番街北館 大阪府大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街 1F 
阪急百貨店うめだ本店 10Ｆスタッフカフェ 大阪府大阪市北区角田町 8-7 阪急うめだ本店 10F 
阪急百貨店うめだ本店 8Ｆ 大阪府大阪市北区角田町 8-7 阪急うめだ本店 8F 
グランフロント大阪北館１Ｆ 大阪府大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪北館１Ｆ 
グランフロント大阪北館９Ｆ 大阪府大阪市北区大深３番１号グランフロント大阪北館９Ｆ 
阪急三番街南館 大阪府大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街 南館 1F 
阪急石橋 大阪府池田市石橋 2-18-1 阪急石橋駅梅田行きホーム（改札内） 
KUZUHA MALL 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 くずはモール本館 3F 

PAUSE なんばパークス 大阪府大阪市浪速区難波中 2 丁目 10 番 70 号 PAUSE なんばパ

ークス 5F 
＆TEA グランフロント大阪南館 大阪府大阪市北区大深町 4 番 20 号グランフロント大阪 南館 B1 
阪急大阪梅田駅 3F 大阪府大阪市北区芝田 1-1-2 阪急大阪梅田駅 3 階改札内 
with U みのおキューズモール 大阪府箕面市西宿 1 丁目 17－22 みのおキューズモール 
野田阪神ウイステ 大阪府大阪市福島区海老江 1-1-23 野田阪神ウイステ 1 階 
エミル高槻 大阪府高槻市城北町 2-1-18 エミル高槻 2 階 
アル・プラザ高槻 大阪府高槻市芥川町 1-2Ｃ－0201 号 2F 
大阪ステーションシティ 大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 1-3 ノースゲートビルディング 11F 
大丸梅田 大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田 5F 
ルクア イーレ 5F 大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクイアーレ 5F 
KAIYODO 大丸心斎橋 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-7-1 本館 9 階 

オリックス本町ビル 大阪府大阪市西区西本町１丁目４－１オリックス本町ビル地下
1F 

ららぽーと EXPOCITY 大阪府吹田市千里万博公園 2-1 3 階 30620 

三井アウトレットパーク大阪鶴見 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮 2-7-70 三井アウトレットパーク大

阪鶴見 3F 
りんくうプレミアム・アウトレット 大阪府泉佐野市りんくう往来南 3-28 

伊丹空港 大阪府豊中市蛍池西町 3 丁目 555 番地大阪国際空港 4F 展望デ

ッキ北エリア  
イオンモール堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町 1 番地イオンモール堺鉄砲町 2F 
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ららぽーと和泉 大阪府和泉市あゆみ野 4-4-72 階 22200 
阪急西宮ガーデンズ 兵庫県西宮市高松町 14-2-104 阪急西宮ガーデンズ 1F 

三井アウトレットパークマリンピア神戸 兵庫県神戸市垂水区海岸通 12-2 三井アウトレットパークマリン

ピア神戸ファクトリーアウトレッツセントラル 2F 

ヤマトヤシキ加古川 兵庫県加古川市加古川町篠原 21-8 ヤマトヤシキ百貨店加古川店

１F 

TSUKASHiN 兵庫県尼崎市塚口本町 4-8-1「グンゼタウンセンターつかしん」

内 にしまち 1F 
PLiCO 六甲道 兵庫県神戸市灘区永手町 4-1-1 プリコ六甲道中央刊 2F 
阪急西宮北口 兵庫県西宮市高松町 6-20 
イオンモール神戸北 兵庫県神戸市北区上津台 8-1-1 イオンモール神戸北 1F 

イオンモール神戸南 兵庫県神戸市兵庫区中之島 2 丁目 1 番 1 号イオンモール神戸南

1F 
with U 西宮阪急 兵庫県西宮市高松町 14-1 西宮阪急 4 階 

阪急宝塚 兵庫県宝塚市栄町 2 丁目 84-1 他 G・コレクション阪急宝塚 1
階 

近鉄奈良 奈良県奈良市西大寺東町 2-4-1 近鉄百貨店 奈良店 5 階 
日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通 4-20 1F 
和歌山 MIO 和歌山県和歌山市美園町 5－61 和歌山 MIO1Ｆ 

TSUTAYA WAY 橋本 和歌山県橋本市妻 2-2-25 スーパーセンターオークワ橋本店内
1F 
中国地方  

松江 島根県松江市東朝日町 151 イオン松江 1F 
イオンモール出雲 島根県出雲市渡橋町 1066 イオンモール出雲 1F 
アリオ倉敷 岡山県倉敷市寿町 12-2 アリオ倉敷 1 階 
イオンモール岡山 岡山県岡山市北区下石井 1 丁目 2 番 1 号イオンモール岡山 6F 
＆TEA さんすて岡山 岡山県岡山市北区駅元町 1 番 1 号さんすて岡山北館 1 階 
イオンモール広島府中 広島県安芸郡府中町大須 2-1-1 イオンモール広島府中店 1F 
広島シャレオ 広島県広島市中区紙屋町 2 丁目地下街 527 号紙屋町シャレオ内 
エールエール広島駅前 広島県広島市南区松原町９－１エールエールＡ館Ｂ２Ｆ 
広島段原 広島県広島市南区段原南 1 丁目 3-52 

大垣書店 ジ アウトレット広島 広島県広島市佐伯区石内東 4 丁目 1 番 1 号 1001THE OUTLETS 
HIROSHIMA1F 
四国地方  

ゆめタウン高松 香川県高松市三条町 608-1 ゆめタウン高松 2F 
九州地方  

イオンモール直方 福岡県直方市湯野原二丁目 1 番 1 号イオンモール直方 2F 

キャナルシティ博多 福岡県福岡市博多区祇園町 9-2 キャナルシティ博多イーストビ

ル 1F 
博多マルイ 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 9 番 1 号博多マルイ 1F 
福岡空港 福岡県福岡市博多区下臼井 778-1 福岡空港 3F 
大川高木病院 福岡県大川市酒見 141-11 高木病院内 
イオンモール香椎浜 福岡県福岡市東区香椎浜 3-12-1 イオンモール香椎浜店 1F 
小倉 福岡県北九州市小倉北区船場町 4-25 紫江’ｓⅡ1F 
西鉄久留米 福岡県久留米市東町 315-2 西鉄久留米駅ビル 2F 
イオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市立明寺 434-1 イオンモール筑紫野 2F 
西鉄福岡天神駅 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 11-3 ソラリアステージ M3F 
産業医科大学病院 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 産業医科大学病院 1F 
イオンモール大牟田 福岡県大牟田市岬町 3-4 イオンモール大牟田 1F 
イオンモール福津 福岡県福津市日蒔野 6 丁目 16-1 イオンモール福津 2F 
丸の内 CAFE 会博多マルイ 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 9 番 1 号博多マルイ 2F 



 

〒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） 

鳥栖プレミアムアウトレット 佐賀県鳥栖市弥生が丘８丁目 1 番地鳥栖プレミアムアウトレッ

ト内区画 NO.430 
アミュプラザ長崎 長崎県長崎市尾上町 1-1 アミュプラザ長崎 1F 
ゆめタウンはません 熊本県熊本市南区田井島 1-2-1 ゆめタウンはません 3F 

ゆめタウン光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３−１ゆめタウン光の森南館
1F 

イオンモール熊本 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池 2232-2114 イオンモール

熊本店 2Ｆ 
ゆめタウン別府 大分県別府市楠町 382-7 ゆめタウン別府１階 
イオン都城 宮崎県都城市早鈴 1990 イオン都城ショッピングセンター1F 

イオンモール宮崎 宮崎県宮崎市新別府町江口 862-1 イオンモール宮崎 1F 区画
No.175 

イオン鹿児島鴨池 鹿児島県鹿児島市鴨池 2-26-30 イオン鹿児島鴨池１F 
イオンタウン姶良 鹿児島県姶良市西餅田 264-1 イオンタウン姶良 

沖縄地方  
イオンモール沖縄ライカム 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム 1 番地 1 階 未来屋書店内 
那覇空港 沖縄県那覇市字鏡水 150 番地 3 階 

 


