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北海道 和幸三越札幌売店 札幌三越内　Ｂ１ 東京都 和幸シャポーロコ平井売店 シャポーロコ平井　１Ｆ
北海道 和幸パセオ札幌店 パセオ内　Ｂ１ 東京都 和幸マーヴ北綾瀬リエッタ店 マーヴ北綾瀬リエッタ内　１Ｆ
北海道 和幸丸井今井札幌売店 丸井今井札幌本店大通館内　Ｂ１ 東京都 かつ工房和幸伊勢丹新宿売店 伊勢丹新宿店内　Ｂ１
北海道 和幸イオンモール苫小牧店 イオンモール苫小牧内　１F 東京都 和幸伊勢丹立川売店 伊勢丹立川店内　Ｂ１ ●

岩手県 和幸川徳盛岡売店 川徳本店内　Ｂ１ 東京都 和幸東急渋谷売店 東急百貨店渋谷・本店内　Ｂ１
宮城県 和幸三越仙台売店 仙台三越　定禅寺通り館内　Ｂ１ 東京都 和幸セレオ八王子売店 セレオ八王子北館内　１Ｆ ●

福島県 和幸うすい郡山売店 うすい百貨店内　Ｂ１ 東京都 和幸ビーンズ赤羽店 ビーンズ赤羽内　１Ｆ ●

茨城県 和幸エクセル水戸売店 水戸エクセル内　１Ｆ 東京都 和幸丸井北千住売店 北千住マルイ「食遊館」内　Ｂ１ ●

茨城県 和幸アトレ取手売店 アトレ取手内　１Ｆ 東京都 和幸ＪＲ王子駅前店 ＪＲ王子駅高架下　１Ｆ
茨城県 和幸イオンモール水戸内原店 イオンモール水戸内原内　１Ｆ 東京都 和幸イオンモール日の出店 イオンモール日の出内　１Ｆ
群馬県 和幸イオンモール太田店 イオンモール太田内　１Ｆ 東京都 和幸nonowa武蔵小金井売店 nonowa武蔵小金井SOUTH内　１Ｆ
群馬県 和幸イオンモール高崎店 イオンモール高崎内　１Ｆ 東京都 和幸エキュート赤羽売店 エキュート赤羽内　１Ｆ
群馬県 和幸スズラン高崎売店 スズラン百貨店高崎店内　Ｂ１ 東京都 和幸東急ツインズ町田売店 町田東急ツインズイースト内　１Ｆ
埼玉県 和幸アズイースト熊谷店 ティアラ２１内　３Ｆ 東京都 和幸ＩＭＡ光が丘売店 光が丘ＩＭＡ　中央館内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸イオンモール上尾店 イオンモール上尾内　１F 東京都 和幸グランデュオ蒲田売店 グランデュオ蒲田東館内　Ｂ１
埼玉県 和幸ビーンズ戸田公園店 ビーンズ戸田公園内　２Ｆ 東京都 和幸エミオ田無駅売店 エミオ田無内　２F ●

埼玉県 和幸髙島屋大宮売店 大宮髙島屋内　Ｂ１ 神奈川県 和幸ポルタ横浜店※ 横浜ポルタ内　Ｂ１
埼玉県 和幸丸井志木売店 マルイファミリー志木内　１Ｆ ● 神奈川県 和幸アトレ川崎売店 アトレ川崎内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸伊勢丹浦和売店 伊勢丹浦和店内　Ｂ１ ● 神奈川県 和幸ステーションスクエア相模大野売店 相模大野ステーションスクエアＢ館（食品街）内　３Ｆ
埼玉県 かつ工房和幸鶴ヶ島店 　 神奈川県 和幸ミロード本厚木売店 小田急本厚木ミロード１内　Ｂ１
埼玉県 和幸丸広川越売店 丸広川越店内　Ｂ１ 神奈川県 和幸小田急藤沢売店 ＯＤＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ内　Ｂ１ 「小田急百貨店ふじさわ」

埼玉県 和幸丸広東松山売店 丸広東松山店内　Ｂ１ 神奈川県 和幸アシビシティビル藤沢売店 アシビ・シティビル内　１Ｆ
埼玉県 和幸丸広飯能売店 丸広飯能店内　１Ｆ 神奈川県 和幸 川崎アゼリア本店 川崎アゼリア内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸丸広入間売店 丸広入間店内　Ｂ１ 神奈川県 和幸ランドマークプラザ横浜店 ランドマークプラザ内　１Ｆ
埼玉県 和幸丸広上尾売店 丸広上尾店内　Ｂ１ ● 神奈川県 和幸ラスカ茅ケ崎売店 ラスカ茅ケ崎内　１Ｆ ●

埼玉県 和幸ヴァリエ草加売店 草加ヴァリエ内　１Ｆ 神奈川県 和幸丸井溝口売店 マルイファミリー溝口内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸ヴァリエ新越谷売店 新越谷ヴァリエ内　１Ｆ ● 神奈川県 和幸小田急OX狛江売店 Ｏｄａｋｙｕ－ＯＸ狛江店内　１Ｆ
埼玉県 和幸イオンモール川口前川店 イオンモール川口前川内　１Ｆ 神奈川県 かつ工房和幸あざみ野ガーデンズ店 あざみ野ガーデンズテラス棟内　１Ｆ
埼玉県 和幸丸広坂戸売店 丸広坂戸店内　１Ｆ 神奈川県 和幸ジョイナスダイヤキッチン横浜売店 ジョイナスB１「ダイヤキッチン」内 ●

埼玉県 和幸イオンモール与野店 イオンモール与野内　３Ｆ 神奈川県 和幸 川崎アゼリア売店 川崎アゼリア内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸イオンモール浦和美園店 イオンモール浦和美園内　１Ｆ 神奈川県 和幸リエール藤沢店 リエール藤沢内　２Ｆ
埼玉県 和幸ビーンズ武蔵浦和売店 ビーンズ武蔵浦和内　２Ｆ ● 神奈川県 和幸コースカベイサイドストアーズ横須賀店 コースカ ベイサイト ストアーズ内　３Ｆ
埼玉県 和幸ビーンズ西川口売店 ビーンズ西川口内　３Ｆ 神奈川県 和幸ビーンズ保土ケ谷店 ビーンズ保土ヶ谷内　３Ｆ ●

埼玉県 和幸エキア朝霞売店 EQUIA朝霞内　２Ｆ 神奈川県 和幸ウィング久里浜店 ウィング久里浜内　５Ｆ
埼玉県 和幸エミオ狭山市売店 エミオ狭山市内　２F 神奈川県 和幸京急上大岡売店 京急百貨店内　Ｂ１ ●

埼玉県 和幸トスカせんげん台店 せんげん台トスカ内　１Ｆ 神奈川県 和幸ビーンズ新杉田店 ビーンズ新杉田内　２Ｆ
埼玉県 和幸入間東町店※ 神奈川県 和幸ビーンズ武蔵中原店 ビーンズ武蔵中原内　２Ｆ
千葉県 和幸ボンベルタ成田売店 ボンベルタ成田店内　１Ｆ 神奈川県 和幸セレオ相模原売店 セレオ相模原内　３Ｆ
千葉県 和幸アトレ新浦安店 アトレ新浦安内　１Ｆ ● 神奈川県 和幸シァルプラット東神奈川売店 シァルプラット東神奈川内　２Ｆ
千葉県 和幸ペリエ千葉売店 ペリエ千葉Ｂ１　ペリチカ内 神奈川県 和幸シァル鶴見売店 シアル鶴見内　２F
千葉県 和幸シャポー市川売店 シャポーi市川内　Ｂ１ ● 神奈川県 和幸ビーンズ中山売店 ビーンズ中山内　２Ｆ
千葉県 和幸シャポー船橋売店 シャポー船橋内　１Ｆ ● 新潟県 和幸伊勢丹新潟売店 新潟伊勢丹内　Ｂ１ ●

千葉県 和幸ＪＲ下総中山駅前売店 ＪＲ下総中山駅前　１Ｆ ● 新潟県 和幸イオンモール新潟南店 イオンモール新潟南内　１Ｆ
千葉県 和幸シャポー小岩売店 シャポー小岩内　１Ｆ ● 石川県 和幸金沢エムザ売店 金沢エムザ内　Ｂ１
千葉県 和幸ペリエ検見川浜売店 ペリエ検見川浜内　１Ｆ 山梨県 和幸岡島甲府売店 岡島百貨店内　Ｂ１ ●

千葉県 和幸松戸西口店 根本グリーンコーポ内　１Ｆ 静岡県 和幸メイワン浜松売店 浜松メイワン内　Ｂ１
千葉県 和幸イオンモール津田沼売店 イオンモール津田沼内　１Ｆ 静岡県 和幸伊勢丹静岡売店 静岡伊勢丹内　Ｂ１
千葉県 和幸イオンモール千葉ニュータウン店 イオンモール千葉ニュータウン内　１Ｆ 愛知県 和幸ｅｆｆｅ藤が丘売店 藤が丘ｅｆｆｅ内　１Ｆ ●

千葉県 和幸髙島屋柏売店 柏髙島屋店内　Ｂ１ ● 愛知県 和幸三越名古屋栄売店 名古屋栄三越内　Ｂ１ ●

千葉県 和幸シャポー本八幡売店 シャポー本八幡ショッピングモール内　１Ｆ ● 京都府 和幸ゼスト御池店 ゼスト御池地下街内　Ｂ１
千葉県 和幸タカシマヤフードメゾンおおたかの森流山売店 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ１Ｆ タカシマヤフードメゾンおおたかの森店内 ● 京都府 和幸ジェイアール伊勢丹京都売店 ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本伊勢丹内　Ｂ２
千葉県 和幸ペリエ稲毛売店 ペリエ稲毛フードスクエア内　１Ｆ 兵庫県 和幸プレンティ神戸店 西神プレンティ専門店二番館　１Ｆ
千葉県 和幸イオンタウンおゆみ野店 イオンタウンおゆみ野内　１Ｆ 兵庫県 和幸ビエラ加古川店 ビエラ加古川内　１Ｆ
東京都 和幸聖路加ガーデン築地店 聖路加ガーデン内　１Ｆ 兵庫県 和幸イオンモール神戸北店 イオンモール神戸北内　１Ｆ
東京都 和幸アスタ田無売店 田無アスタ専門店街内　Ｂ１ 奈良県 和幸イオンモール橿原店 イオンモール橿原内　１Ｆ
東京都 和幸サンポップ町屋売店 サンポップマチヤ内　Ｂ１ 広島県 和幸福屋広島売店 福屋八丁堀本店内　Ｂ１ ●

東京都 和幸ビーンズ亀有店 ビーンズ亀有内　１Ｆ ● 広島県 和幸福屋広島駅前売店 福屋広島駅前店内　Ｂ１ ●

東京都 和幸アトレ吉祥寺売店 アトレ吉祥寺内　１Ｆ ● 広島県 和幸天満屋福山売店 天満屋福山店内　Ｂ１ ●

東京都 和幸京王高幡ショッピングセンター高幡不動店 京王高幡ショッピングセンター内　３Ｆ 広島県 和幸ＮＴＴクレド基町広島売店 ＮＴＴクレド基町ビル「パセーラ」内　Ｂ１ ●

東京都 和幸松屋銀座売店 松屋銀座本店内　B1
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