北海道

青森県
岩手県

宮城県

秋田県
山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

店舗名
（都道府県毎 かな順）
自遊空間アーバン札幌店
自遊空間旭川大町店
自遊空間旭川永山店
自遊空間岩見沢ルート１２号店
自遊空間恵庭住吉店
自遊空間菊水環状通店
自遊空間札幌厚別店
自遊空間札幌駅前南口店
自遊空間札幌川沿店
自遊空間札幌北光店
自遊空間札幌清田店
自遊空間札幌西町店
自遊空間新琴似WAO店
自遊空間手稲前田店
自遊空間苫小牧店

060-0063
070-0841
079-8413
068-0008
061-1441
003-0825
004-0004
060-0004
005-0815
007-0837
004-0842
063-0061
001-0907
006-0816
053-0006

北海道札幌市中央区南3条西4-8-2 アーバン札幌ビル2階
北海道旭川市大町一条3-14-13 みずほレストビル1・2階
北海道旭川市永山三条11-1-6
北海道岩見沢市八条東10-2-51
北海道恵庭市住吉町2-15-1
北海道札幌市白石区菊水元町五条2-3-35
北海道札幌市厚別区厚別東4条3-3-12
北海道札幌市中央区北四条西3-1-1 ａｕｎｅ札幌駅前6～8階
北海道札幌市南区川沿十五条1-1-63 ＴＳＵＴＡＹＡ2階
北海道札幌市東区北37条東8-1
北海道札幌市清田区清田2条3-6
北海道札幌市西区西町北13-1 ナムコワンダーシティー札幌内
北海道札幌市北区新琴似七条17-1 ＷＡＯ内
北海道札幌市手稲区前田六条12-1-10
北海道苫小牧市新中野町1-1-10

011-252-6750
0166-59-5655
0166-47-2338
0126-33-3344
0123-34-3600
011-879-6616
011-899-7166
011-218-7330
011-578-5252
011-741-8501
011-888-4111
011-669-4337
011-768-5871
011-686-4551
0144-38-8888

http://jiqoo.jp/shop/9931784/
http://jiqoo.jp/shop/9931790/
http://jiqoo.jp/shop/9931628/
http://jiqoo.jp/shop/9931669/
http://jiqoo.jp/shop/9931657/
http://jiqoo.jp/shop/9931618/
http://jiqoo.jp/shop/9931866/
http://jiqoo.jp/shop/9931514/
http://jiqoo.jp/shop/9931633/
http://jiqoo.jp/shop/9931835/
http://jiqoo.jp/shop/9931844/
http://jiqoo.jp/shop/9931839/
http://jiqoo.jp/shop/9931897/
http://jiqoo.jp/shop/9931779/
http://jiqoo.jp/shop/9931647/

自遊空間盛岡高松店
アイ・カフェBiVi仙台店
アイ・カフェイオン鈎取店
アイ・カフェ仙台一番町店
アイ・カフェ仙台駅西口店
アイ・カフェ仙台中山店
グランサイバーカフェバグース仙台店

020-0114
983-0852
982-0805
980-0811
980-0021
981-3213
980-0021

岩手県盛岡市高松2-18-6
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口3階
宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-2 イオン鈎取ショッピングセンター別館1階
宮城県仙台市青葉区一番町3-10-23 3階
宮城県仙台市青葉区中央3-6-1仙台TRﾋﾞﾙ7階
宮城県仙台市泉区南中山1-39-1 2階
宮城県仙台市青葉区中央2-4-5 アルボーレ仙台3階・4階

019-665-1422
022-256-8011
022-243-3301
022-216-8789
022-721-3533
022-303-8603
022-217-7051

http://jiqoo.jp/shop/9931345/
http://www.kaji-icafe.com/area/hokkaido_tohoku/bivisendai/
http://www.kaji-icafe.com/area/hokkaido_tohoku/kagitori/
http://funky-time.jp/ichibancho
http://www.kaji-icafe.com/area/hokkaido_tohoku/sendaiw/
http://funky-time.jp/nakayama
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_sendai/

自遊空間山形高堂店
グランパークホテル パネックスいわき
自遊空間いわき鹿島店
自遊空間郡山駅前店
自遊空間福島店
オアジ水戸店
サイバック那珂店
サイバック龍ヶ崎店
自遊空間総和町店
ビッグベンカフェ勝田店
自遊空間宇都宮上横田店
自遊空間宇都宮簗瀬店
自遊空間小山店
自遊空間真岡店
自遊空間伊勢崎店
自遊空間桐生店
自遊空間新前橋店
自遊空間前橋国領町店
DiCE 大宮店
アイ・カフェ蓮田店
アイ・カフェ八潮店
自遊空間アクティブ西浦和店
自遊空間朝霞台南口店
自遊空間川越店
自遊空間熊谷籠原店
自遊空間西川口駅前店
自遊空間吹上店
自遊空間南浦和駅東口店
自遊空間和光店
ハスラー習志野店
DiCE池袋店
My style六本木店
POLAN X POLAN京王八王子店
WarpZone
アイ・カフェAKIBAPLACE店
安心お宿秋葉原店
安心お宿荻窪店
安心お宿新宿店
安心お宿新橋汐留店
キャノンボール大森店
グランサイバーカフェバグース池袋店
グランサイバーカフェバグース池袋西口店
グランサイバーカフェバグース池袋東口店
グランサイバーカフェバグース渋谷センター街店
グランサイバーカフェバグース渋谷文化村通り店
グランサイバーカフェバグース新宿店
グランサイバーカフェバグース新宿西口店
グランサイバーカフェバグース新橋店
グランサイバーカフェバグース高田馬場店
グランサイバーカフェバグース町田ANNEX店
グランサイバーカフェバグース靖国通り店
グランサイバーカフェバグース六本木店
グランパーク・イン北千住
グランパーク・イン巣鴨
コミック庵ぽらん×ぽらん八王子店
コミックカフェBネット蒲田店
コミックカフェBネット吉祥寺店
サイバック中野サンプラザ店
自遊空間BIGBOX高田馬場店
自遊空間NEXT赤坂見附2号店
自遊空間NEXT蒲田西口店
自遊空間池袋西口ROSA店
自遊空間亀戸店
自遊空間神田駅北口店
自遊空間高円寺店
自遊空間五反田東口店
自遊空間新大久保店
自遊空間新小岩駅前店
自遊空間神保町店
自遊空間巣鴨駅前店
自遊空間立川南口店
自遊空間多摩センター駅前店
自遊空間戸越店
自遊空間日暮里店
自遊空間八王子駅前店
自遊空間三鷹店
自遊空間南千住店
ベリーズ渋谷センター街店
マインスペース池袋北口店

990-2464
970-8026
971-8141
963-8002
960-0103
310-0015
311-0105
301-0855
306-0231
312-0012
321-0106
321-0933
323-0827
321-4331
372-0818
376-0011
371-0844
371-0033
330-0802
349-0121
340-0834
338-0837
351-0022
350-0043
360-0841
332-0034
369-0113
336-0017
351-0112
274-0071
170-0013
106-0032
192-0046
150-0042
101-0021
101-0021
167-0043
160-0022
105-0021
143-0023
170-0013
171-0021
170-0013
150-0042
150-0043
160-0021
160-0023
105-0004
169-0075
194-0013
160-0022
106-0032
120-0036
170-0002
192-0085
144-0051
180-0004
164-0001
169-0075
107-0052
144-0051
171-0021
136-0071
101-0047
166-0002
141-0022
169-0073
124-0024
101-0052
170-0002
190-0023
206-0033
142-0041
116-0014
192-0082
181-0014
116-0003
150-0042
171-0021

山形県山形市高堂2-3
福島県いわき市平字白銀町9-1 ベルフジビル
福島県いわき市鹿島町走熊字小神山66-2
福島県郡山市駅前1-16-7 アティ8階
福島県福島市本内南中井32-1
茨城県水戸市宮町1-7-44 コムボックス310 1階
茨城県那珂市菅谷5384-4
茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-2-2
茨城県古河市小堤2015-3
茨城県ひたちなか市馬渡2565
栃木県宇都宮市上横田773-1
栃木県宇都宮市簗瀬町278
栃木県小山市神鳥谷309-69
栃木県真岡市白布ケ丘22-1
群馬県伊勢崎市連取町2013
群馬県桐生市相生町5-472-1
群馬県前橋市古市町新道382-1
群馬県前橋市国領町2-13-6
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-49 大宮カルチャーセンタービル2階
埼玉県蓮田市関山1-5-8
埼玉県八潮市大曽根680
埼玉県さいたま市桜区 田島8-2-12 ガーデンシティ西浦和2階
埼玉県朝霞市東弁財1-4-12
埼玉県川越市新富町2-1-5 川越第8YNビル2階
埼玉県熊谷市新堀1055-1
埼玉県川口市並木2-1-1 フェストビル5階
埼玉県鴻巣市下忍3990-1
埼玉県さいたま市南区南浦和2-36-12 3階・4階
埼玉県和光市丸山台1-10-4 Ｆ’ｓBOXビル3階
千葉県船橋市習志野4-17-20
東京都豊島区東池袋1-11-11 ホワイトシティビル4階
東京都港区六本木7-14-10 誠志堂ビル3階
東京都八王子市明神町4-6-13 八王子アリーナビル 3階・4階
東京都渋谷区宇田川町17-1 ブラザービル7階
東京都千代田区外神田3-15-1 AKIBA PLACE ７・8階
東京都千代田区外神田1-2-12
東京都杉並区上荻1-11-2
東京都新宿区新宿4-2−10
東京都港区東新橋2-7-8
東京都大田区山王2-4-1 大森駅前ビル5階
東京都豊島区東池袋1-22-10 ヒューマックスパビリオン4階
東京都豊島区西池袋1-33-2 西池袋一丁目店舗ビルB1階-B2階
東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうビル5階
東京都渋谷区宇田川町24-1 高木ビル7階
東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル4階
東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館4階
東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル7階
東京都港区新橋2-14-3 新橋レンガ通り会館6階
東京都新宿区高田馬場4-7-5 グランド東京会館5階
東京都町田市原町田6-21-26 原町田センタービル1階・2階
東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル3階
東京都港区六本木5-5-1 ロアビル12階
東京都足立区千住仲町40－9
東京都豊島区巣鴨1-18-4
東京都八王子市中町2-1 グランド東京ビル3階
東京都大田区西蒲田7-3-3 ドンキホーテ蒲田店5階
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール4階
東京都中野区中野4-1-1中野サンプラザ（MBF）
東京都新宿区高田馬場1-35-3 ビッグボックス高田馬場7階
東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル2階
東京都大田区西蒲田7-2-3 第二醍醐ビル3階-4階
東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館4階
東京都江東区亀戸5-2-3 さくら亀戸ビル1階
東京都千代田区内神田3-19-8 櫻井ビルディング3階
東京都杉並区高円寺北2-20-1 グリュッケンビルB1階
東京都品川区東五反田1-13-3 デュロス五反田ビル4階・5階
東京都新宿区百人町2-4-2 やまきビル3階
東京都葛飾区新小岩1-44-2 クッターナ新小岩ビル6階
東京都千代田区神田小川町3-5-3 神保町YMUビル 3～6階
東京都豊島区巣鴨1-15-1
東京都立川市柴崎町2-2-1 KSビル6階
東京都多摩市落合1-39-2 マグレブビル5階
東京都品川区戸越3-1-18 第百生命戸越ビル3階
東京都荒川区東日暮里5-51-12 田中ビル3階
東京都 八王子市東町 12-15 第五セントラルビル4階
東京都三鷹市野崎2-9-1 マインマート2階
東京都荒川区南千住4-7-1 ViVi2階
東京都渋谷区宇田川町25-3 渋谷プリンスビル3階-4階
東京都豊島区西池袋1-43-9 アミューズ池袋ビル2階-10階

023-647-2255
0246-35-5010
0246-46-3577
024-991-8702
024-552-6177
029-222-5588
029-295-4510
0297-64-0255
0280-98-2050
029-272-2720
028-684-3266
028-632-6523
0285-20-3675
0285-83-5808
0270-22-0338
0277-55-5558
027-256-7035
027-260-1002
048-782-9297
048-764-1357
048-994-0061
048-710-5001
048-485-6866
049-229-2771
048-530-7000
048-240-3298
048-547-3737
048-813-1077
048-450-1008
047-464-8313
03-5944-9202
03-3408-3811
042-644-7577
03-6427-8361
03-5298-0126
03-3257-5525
03-6856-3222
0120-083-184
03-6677-0120
03-3774-4555
03-5956-5885
03-5957-5586
03-5957-7160
03-5456-8922
03-5459-2425
03-5155-5443
03-5909-2461
03-5510-7861
03-5538-0988
042-710-6631
03-5363-6253
03-5786-2280
03-5284-2641
03-3946-5517
042-660-8991
03-5744-4131
0422-28-5330
03-5380-3739
03-5291-4323
03-5545-1221
03-6907-8118
03-5960-7651
03-5836-1484
03-5298-1381
03-5364-5892
03-5475-6733
03-5338-7655
03-5678-5502
03-3518-0086
03-5319-1175
042-522-7770
042-355-7900
03-5749-1210
03-5850-4167
042-646-9630
0422-39-5455
03-5604-1505
03-5428-4853
03-3987-7617

http://jiqoo.jp/shop/9931637/
http://www.grandpark-px.jp/iwaki/
http://jiqoo.jp/shop/9931389/
http://jiqoo.jp/shop/9931548/
http://jiqoo.jp/shop/9931766/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/oasi/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/naka/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/ryuugasaki/
http://jiqoo.jp/shop/9931871/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/bigbenkatsuta/
http://jiqoo.jp/shop/9931852/
http://jiqoo.jp/shop/9931623/
http://jiqoo.jp/shop/9931543/
http://jiqoo.jp/shop/9931864/
http://jiqoo.jp/shop/9931820/
http://jiqoo.jp/shop/9931375/
http://jiqoo.jp/shop/9931542/
http://jiqoo.jp/shop/9931846/
http://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/hasuda/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/saitama/
https://jiqoo.jp/shop/9931252/
http://jiqoo.jp/shop/9931546/
http://jiqoo.jp/shop/9931830/
http://jiqoo.jp/shop/9931768/
http://jiqoo.jp/shop/9931353/
http://jiqoo.jp/shop/9931540/
https://jiqoo.jp/shop/9931332/
http://jiqoo.jp/shop/9931888/
http://hustler.co.jp/
http://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/
http://www.mysta.jp/roppongi/
http://www.polanpolan.com/keio/
http://warpzonevrshibuya.info/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/akiba/
https://www.anshin-oyado.jp/akihabara/
https://www.anshin-oyado.jp/ogikubo/
https://www.anshin-oyado.jp/shinjuku/
https://www.anshin-oyado.jp/shiodome/
http://cannon.er-sports.com/cannon/omori.html
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_ikebukuro/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_ikebukuro_nishiguchi/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_ikebukuro_higashiguchi/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shibuya_centergai/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shibuya_bunkamura/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shinjuku/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shinjuku_nishiguchi/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shinbashi/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_takadanobaba/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_machida_annex/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_shinjuku_yasukunidori/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_roppongi/
http://kitasenju-capsule.com/
http://sugamo-capsule.com/
http://www.polanpolan.com/
http://www.bagus-99.com/shops/ccb_kamata/
http://www.bagus-99.com/shops/ccb_kitijoji/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/nakano/
http://jiqoo.jp/shop/9931547/
http://jiqoo.jp/shop/9931336/
https://jiqoo.jp/shop/9931234/
http://jiqoo.jp/shop/9931233/
http://jiqoo.jp/shop/9931792/
http://jiqoo.jp/shop/9931356/
http://jiqoo.jp/shop/9931855/
http://jiqoo.jp/shop/9931362/
http://jiqoo.jp/shop/9931872/
http://jiqoo.jp/shop/9931359/
http://jiqoo.jp/shop/9931339/
http://jiqoo.jp/shop/9931355/
http://jiqoo.jp/shop/9931898/
http://jiqoo.jp/shop/9931695/
http://jiqoo.jp/shop/9931798/
http://jiqoo.jp/shop/9931797/
http://jiqoo.jp/shop/9931348/
http://jiqoo.jp/shop/9931747/
http://jiqoo.jp/shop/9931786/
http://very-s.jp/shibuya/
https://m-trust.tokyo/

郵便番号

住所

電話番号

店舗URL

まんがねっとラウム新宿本店
メディアカフェポパイRR町田店
メディアカフェポパイ新宿店
DiCE戸塚店
DiCE横須賀中央三笠店
グランパーク・イン横浜店
自遊空間鴨居駅前店
自遊空間新横浜駅前店
神奈川県
自遊空間横浜西口店
メディアカフェポパイ中央林間店
メディアカフェポパイ本厚木店
メディアカフェポパイ横浜駅東口店
ワイプ桜木町駅前店
新潟県 自遊空間桜木インター店
富山県 アプレシオ天正寺店
石川県 自遊空間野々市店
福井県
山梨県
自遊空間あづみ野店
自遊空間湖浜店
長野県
自遊空間諏訪インター店
自遊空間松本インター店
岐阜県
自遊空間浜松萩丘店
静岡県
自遊空間富士青葉通店
コンパラ＆アイ・カフェ豊川店
コンパラ＆アイ・カフェ豊橋店
自遊空間大府店
愛知県 自遊空間刈谷店
自遊空間名古屋太閤口店
自遊空間名駅店
ホテルビスタ名古屋［錦］
三重県 自遊空間四日市インター店
アットタイム草津店
滋賀県
アットタイム彦根店
コミカプ 京都新京極店
京都府 自遊空間河原町店
自遊空間新京極よしもと店
Bb箕面船場店
アイ・カフェ天王寺アポロ店
グランサイバーカフェバグースなんば道頓堀店
大阪府 サイバック西心斎橋店
自遊空間泉大津店
自遊空間堺山本町店
メディアカフェポパイ高槻店
自遊空間明石駅前店
自遊空間神戸大蔵谷インター店
兵庫県
メディアカフェポパイ三宮駅前店
メディアカフェポパイ三ノ宮店
奈良県 自遊空間奈良三条大路店
和歌山県
鳥取県 自遊空間米子店
島根県
アイ・カフェ岡山本店
アイ・カフェ倉敷笹沖店
岡山県
アイ・カフェ東岡山店
自遊空間岡山表町店
自遊空間広島海田店
自遊空間広島本通店
広島県
自遊空間福山駅前店
フタバ＠アットカフェギガ広島駅前店
山口県 自遊空間下関店
ファンキータイム沖浜店
徳島県 ファンキータイム常三島店
ファンキータイム川内店
ひょこっと高松駅チカ店
ファンキータイム宇多津店
ファンキータイム春日店
香川県 ファンキータイム善通寺店
ファンキータイム中央通り店
ファンキータイムレインボー店
モーリーファンタジー高松東店
バンビーズ空港通店
愛媛県
バンビーズ天山店
ファンキータイム朝倉店
高知県 ファンキータイム追手筋店
ファンキータイム高須店
アイ・カフェコマーシャルモール博多店
サイバック博多駅前店
サイバック箱崎店
サイバック福岡天神店
福岡県
自遊空間黒崎店
自遊空間天神サザン通り店
自遊空間西港店
フタバ＠アットカフェ中洲gate's店
佐賀県
長崎県 自遊空間長崎時津店
サイバック下通り店
サイバック南熊本店
熊本県 自遊空間熊本インター店
自遊空間熊本清水バイパス店
自遊空間熊本十禅寺店
大分県
宮崎県
鹿児島県 サイバック天文館店
沖縄県

160-0022
194-0013
162-0022
244-0816
238-0008
220-0004
226-0003
390-0852
220-0004
242-0007
243-0018
220-0011
231-0063
950-0986
930-0955
921-8815

東京都新宿区新宿5-17-13 オリエンタルウェーブビル4階
東京都町田市原町田4-11-14 コロンブスビル7階
東京都新宿区新宿3-22-7 指田ビル地下1階
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 478-2
神奈川県横須賀市大滝町2-22 横須賀洋裁学校ビル1-3階
神奈川県横浜市西区北幸2-1-5
神奈川県横浜市緑区鴨居1-18-12
こぐまビル3階
神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-2 新横浜西武ビル6階
神奈川県横浜市西区北幸1-8-2 犬山西口ビル5階
神奈川県大和市中央林間4-14-25 ぷちMORE'S5・3階
神奈川県厚木市中町2-3-6 ダイヤプラザビル2・3階
神奈川県横浜市西区高島2-12-12 熊澤ビル地下1階
神奈川県横浜市中区花咲町1-36 14.モンテローザ桜木町ビル7階
新潟県新潟市中央区神道寺南1-16-18
富山県富山市天正寺68
石川県野々市市本町5-1-55

03-5292-3557
042-710-6188
03-5367-8909
045-869-3163
046-825-7044
045-534-8611
045-938-5572
045-470-0078
045-317-3535
046-271-5688
046-297-0369
045-440-0039
045-232-9388
025-240-1100
076-420-7322
076-248-4819

http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/shinjuku/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/rrmachida/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/shinjuku/
http://www.diskcity.co.jp/shop/totsuka/
http://www.diskcity.co.jp/shop/yokosuka2/
http://grandpark-inn.jp/yokohama/
http://www.localplace.jp/t100046257/
http://jiqoo.jp/shop/9931351/
http://jiqoo.jp/shop/9931354/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/chuorinkan/service.htm
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/honatsugi/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/h_yokohama/
http://www.wip-fe.com/sakuragicho/guide/
http://jiqoo.jp/shop/9931346/
http://www.aprecio.co.jp/shop/tenshoji/?o=
http://jiqoo.jp/shop/9931609/

399-8205
393-0034
392-0015
390-0852

長野県安曇野市豊科5462-6
長野県諏訪郡下諏訪町高浜6191-3
長野県諏訪市中洲2932
長野県松本市島立853-1

0263-71-6860
0266-26-4177
0266-57-0068
0263-47-8660

http://jiqoo.jp/shop/9931638/
http://jiqoo.jp/shop/9931667/
http://jiqoo.jp/shop/9931626/
http://jiqoo.jp/shop/9931671/

433-8121
416-0906
442-0005
440-0834
474-0057
448-0049
453-0015
450-0003
460-0003
512-1212
525-0051
522-0027
604-8046
604-8041
604-8046
562-0035
545-0052
542-0071
542-0086
595-0012
590-0983
569-0803
673-0891
651-2113
651-0094
650-0012
630-8013

静岡県浜松市中区萩丘2-26-10
静岡県富士市本市場29-1
愛知県豊川市本野ヶ原1-8
愛知県豊橋市飯村北2-29-4
愛知県大府市共和町5-66
愛知県 刈谷市中手町 2-110
愛知県名古屋市中村区椿町15-7 第二鶴八太閤ビル 4階～9階
愛知県名古屋市中村区名駅南1-25-2 名鉄レジャックビルB1階
愛知県名古屋市中区錦3-4
三重県四日市市智積町5915
滋賀県草津市木川町木川町68
滋賀県彦根市東沼波町111-1
京都府京都市中京区 新京極蛸薬師下る東側町525-1-4階
京都府京都市中京区裏寺町通蛸薬師下ル裏寺町559
京都府京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町525-1 京都吉本ビルパッサージオ3・5
階
大阪府箕面市船場東3-13-11
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 きんえいアポロビル7階
大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-19 中座くいだおれビル2階
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-12 クリスタグランドビル2・3階
大阪府泉大津市北豊中町2-18-23
大阪府堺市山本町3-85-1
大阪府高槻市高槻町18-1セントラルマーケット2F
兵庫県明石市大明石町1-6-22 ラメールビル5階
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬633-1
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル8階
兵庫県神戸市中央区北長狭通2-1-6 三陽ビル1階・B1階
奈良県奈良市三条大路4-1-21

053-416-3630
0545-60-3663
0533-89-5963
0532-64-5963
0562-43-8860
0566-63-2718
052-459-0225
052-569-5012
052-951-8333
059-326-3618
077-561-1177
0749-21-4100
075-254-7330
075-213-8420
075-256-8020
072-726-3955
06-6645-4135
06-6484-2660
06-6212-3189
0725-23-5770
072-226-0445
072-686-5210
078-919-5190
078-976-0630
078-262-5128
078-325-8677
0742-34-5999

http://jiqoo.jp/shop/9931767/
http://jiqoo.jp/shop/9931624/
http://kaji-icafe.com/area/tokai/conparatoyokawa/
http://kaji-icafe.com/area/tokai/conparatoyohashi/
http://jiqoo.jp/shop/9931789/
http://jiqoo.jp/shop/9931720/
http://jiqoo.jp/shop/9931235/
http://jiqoo.jp/shop/9931352/
https://www.hotel-vista.jp/nagoya-nishiki/
http://jiqoo.jp/shop/9931776/
http://www.at-time.com/store/kusatu/
http://www.at-time.com/store/hikone/
http://comicap.co.jp/%3Fshop%3Dkyoto
http://jiqoo.jp/shop/9931360/
https://jiqoo.jp/shop/9931772/
http://bvw.jp/ms/Bb/
http://www.kaji-icafe.com/area/kinki/tennouji/
http://www.bagus-99.com/shops/gcc_nanba_doutonbori/
http://www.kaji-icafe.com/area/kinki/nishishinsaibashi/
http://jiqoo.jp/shop/9931770/
http://jiqoo.jp/shop/9931771/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/takatsuki/
http://jiqoo.jp/shop/9931696/
http://jiqoo.jp/shop/9931363/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/sannomiya2/
http://www.media-cafe.ne.jp/tenpo/sannomiya/
http://jiqoo.jp/shop/9931697/

683-0802

鳥取県米子市東福原2-1-1 わこうビル1階

0859-35-2231

http://jiqoo.jp/shop/9931709/

700-0972
710-0834
703-8233
700-00821
736-0042
730-0035
720-0065
732-0822
759-6613
770-8070
770-0813
771-0130
760-0024
769-0202
761-0101
765-0022
761-8056
761-8071
760-0066
791-0054
790-0921
780-8063
780-0842
781-8122
812-0896
812-0011
812-0053
810-0001
806-0042
810-0001
803-0801
810-0801

岡山県岡山市北区上中野2-1-6
岡山県倉敷市笹沖1182-1
岡山県岡山市中区高屋295-3
岡山県岡山市北区中山下2-2-1 エスパス岡山6階
広島県安芸郡海田町南大正町8-6
広島県広島市中区本通9-30 ランドマークビル3階
広島県福山市東桜町1-41
広島県広島市南区松原町2-22 フタバ図書6階
山口県下関市富任町1-6-5
徳島県徳島市八万町大野128-1
徳島県徳島市中常三島3-14-20
徳島県徳島市川内町加賀須野434-1
香川県高松市兵庫町9-9 東急REIホテル2階
香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁20-19
香川県高松市春日町1674
香川県善通寺市稲木町76-2
香川県高松市上天神町228-1
香川県高松市伏石町2168-2
香川県高松市福岡町3-8-5 イオン高松東店3階
愛媛県松山市空港通6-12-1
愛媛県松山市福音寺町737-1
高知県高知市朝倉丙127-1 1階
高知県高知市追手筋1-3-1 ベルエポックビル6階
高知県高知市高須新町4-1-13
福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40 コマーシャルモール博多2階
福岡県福岡市博多区博多駅前2-3-14 6階（受付）
福岡県福岡市東区箱崎3-36-8
福岡県福岡市中央区天神3丁目2-22-2階
福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町2-31
福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル5階
福岡県北九州市小倉北区西港町30-18
福岡県福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル5階

086-242-2777
086-422-1400
086-271-5277
086-234-7855
082-824-4119
082-545-5200
084-973-7760
082-568-4792
083-258-0033
088-669-4404
088-625-1052
088-665-3377
087-811-0901
0877-49-6788
087-844-4004
087-763-5581
087-814-8022
087-868-0717
070-3100-5299
089-972-5252
089-908-7676
088-843-0939
088-871-3955
088-880-0115
092-477-5588
092-432-3189
092-643-6477
092-739-1500
093-644-0588
092-737-6870
093-562-2210
092-283-0568

http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/okayama/
http://www.kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/kurashiki/
http://www.kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/eokayama/
http://jiqoo.jp/shop/9931341/
http://jiqoo.jp/shop/9931673/
http://jiqoo.jp/shop/9931679/
http://www.localplace.jp/t100046288/
http://futaba-at-cafe.com/giga_hiroshima.html
http://jiqoo.jp/shop/9931603/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/okinohama/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/jousanjima/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/kawachi/
http://hyokotto.com/
http://www.kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/utazu/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/kasuga/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/zentsuji/
http://www.kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/chuou/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/rainbow/
http://www.fantasy.co.jp/brand/shikoku.html
http://banbees.jp/tenpo_kuukou.html
http://banbees.jp/tenpo_amayama.html
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/asakura/
http://kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/outesuji/
http://www.kaji-icafe.com/area/chugoku_shikoku/takasu/
http://www.kaji-icafe.com/area/kyushu_okinawa/cmhakata/
http://www.kaji-icafe.com/area/kyushu_okinawa/ekimae/
http://www.kaji-icafe.com/area/kyushu_okinawa/hakozaki/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/tenjin/
http://jiqoo.jp/shop/9931773/
http://jiqoo.jp/shop/9931544/
http://jiqoo.jp/shop/9931895/
http://futaba-at-cafe.com/nakasu.html

851-2106
860-0801
862-0976
861-8035
860-0085
860-0824

長崎県西彼杵郡時津町左底郷36-1
熊本県熊本市安政町1-2 カリーノ下通り6階
熊本県熊本市九品寺6-9-43
熊本県 熊本市東区御領 6-7-10
熊本県熊本市北区高平3-42-3
熊本県熊本市南区十禅寺2-8-3

095-882-0952
096-327-5350
096-274-3189
096-349-0488
096-341-5650
096-322-6722

http://jiqoo.jp/shop/9931545/
http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/shimotori/
http://www.kaji-icafe.com/area/kyushu_okinawa/mkumamoto/
http://jiqoo.jp/shop/9931654/
http://jiqoo.jp/shop/9931686/
http://jiqoo.jp/shop/9931793/

892-0825

鹿児島県鹿児島市大黒町1-1

099-219-1490

http://www.kaji-icafe.com/area/kanto/tenmonkan/

