
⒈店頭PR実施店舗

ピーコックストア桜新町店 東京都

イオン新百合ヶ丘店 川崎市

ダイエー長沼店 千葉市

イオン春日部店 埼玉県

ＦＵＪＩ上野川店 川崎市

マルエツ東習志野店 千葉県

アリオ橋本店 相模原市

ミアクチーナ辻堂駅前店 神奈川県

アピタ長津田店 横浜市

ライフさいたま新都心店 さいたま市

相鉄ローゼン磯子店 横浜市

⒉プレゼント応募はがき付きリーフレット配布店舗

イオンマーケット株式会社 ９店舗

千葉県 １店舗
ピーコックストア豊四季店 柏市

東京都 ７店舗
ピーコックストア目白店 新宿区

ピーコックストア大島店 江東区

ピーコックストア経堂店 世田谷区

ピーコックストア桜新町店 世田谷区

ピーコックストア阿佐谷店 杉並区

ピーコックストア久我山店 杉並区

ピーコックストア東小金井店 小金井市

神奈川県 １店舗
ピーコックストア磯子店 横浜市磯子区

イオンリテール株式会社 1１店舗

埼玉県 ３店舗
イオン与野店 さいたま市中央区

イオン春日部店 春日部市

イオンレイクタウン店 越谷市

千葉県 ３店舗
イオン稲毛店 千葉市稲毛区

イオン津田沼店 習志野市

イオン柏店 柏市

東京都 １店舗
イオン板橋店 板橋区

神奈川県 ４店舗
イオン東神奈川店 横浜市神奈川区

イオン新百合ヶ丘店 川崎市麻生区

イオン大和鶴間店 大和市

イオン相模原店 相模原市南区

株式会社エコス ４店舗

千葉県 ４店舗
市川島尻店 市川市

10月20日（火）14:00 ～

10月10日（土）14:00 ～

10月11日（日）14:00 ～

10月15日（木）14:00 ～

10月17日（土）14:00 ～

10月18日（日）14:00 ～

10月2日（金）14:00 ～

10月3日（土）14:00 ～

10月4日（日）14:00 ～

10月6日（火）14:00 ～

10月8日（木）14:00 ～



みのり台店 松戸市

エコス関宿店 野田市

エコス宝珠花店 野田市

生活協同組合ユーコープ ６店舗

神奈川県 ６店舗

ユーコープ白根店 横浜市緑区

ハーモス荏田 横浜市青葉区

ユーコープ井田三舞店 川崎市中原区

相模原市

海老名市

ミアクチーナ湘南辻堂駅前店 藤沢市

９店舗

埼玉県 ４店舗

川口市

深谷市

上尾市

久喜市

千葉県 ２店舗

千葉市中央区

市原市

東京都 ３店舗

江東区

足立区

葛飾区

相模原市緑区

ユーコープ　ハーモス相模大野店

ユーコープ　ミアクチーナ上今泉店

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

イトーヨーカドー　アリオ川口

イトーヨーカドー　アリオ北砂

イトーヨーカドー　アリオ西新井

イトーヨーカドー　アリオ亀有

イトーヨーカドー　アリオ橋本

イトーヨーカドー　アリオ深谷

イトーヨーカドー　アリオ上尾

イトーヨーカドー　アリオ鷲宮

イトーヨーカドー　アリオ蘇我

イトーヨーカドー　アリオ市原



相鉄ローゼン株式会社 52店舗

東京都 ２店舗

成瀬店 町田市

薬師台店 町田市

神奈川県 50店舗

東寺尾店 横浜市鶴見区

大口店 横浜市神奈川区

オルト新子安店 横浜市神奈川区

六ッ川店 横浜市南区

笹山店 横浜市保土ヶ谷区

上星川店 横浜市保土ヶ谷区

並木店 横浜市金沢区

釜利谷店 横浜市金沢区

港南台店 横浜市港南区

左近山店 横浜市旭区

さちが丘店 横浜市旭区

ひかりが丘店 横浜市旭区

南まきが原店 横浜市旭区

白根店 横浜市旭区

希望が丘店 横浜市旭区

鶴ケ峰店 横浜市旭区

磯子店 横浜市磯子区

三ツ境店 横浜市瀬谷区

十日市場店 横浜市緑区

いずみ野駅前店 横浜市泉区

弥生台点 横浜市泉区

緑園都市店 横浜市泉区

いずみ中央店 横浜市泉区

山手台店 横浜市泉区

ひなた山店 横浜市泉区

モザイク港北店 横浜市都筑区

センター南駅前店 横浜市都筑区

塚越店 川崎市幸区

河原町店 川崎市幸区

たいら店 川崎市宮前区

柿生店 川崎市麻生区

湘南山手店 横須賀市

善行店 藤沢市

湘南台店 藤沢市

鵠沼店 藤沢市

みろく寺店 藤沢市

鎌倉深沢店 鎌倉市

富水店 小田原市

高田店 茅ヶ崎市

横山台店 相模原市中央区

南が丘店 秦野市

厚木林店 厚木市

桜ヶ丘店 大和市

大和店 大和市

海老名店 海老名市

さがみ野店 海老名市

杉久保店 海老名市

かしわ台店 海老名市

国分寺台店 綾瀬市



葉山店 葉山町

株式会社ダイエー １店舗

千葉県 １店舗

ダイエー千葉長沼店 千葉市

千葉県庁生活共同組合 ７店舗

千葉県 ７店舗
千葉県庁生協中庁舎店舗 千葉市

千葉県庁生協南庁舎店舗 千葉市

千葉県庁生協国保店舗 千葉市

千葉県庁生協保健医療大学店舗 千葉市

千葉県庁生協君津店舗 千葉県

千葉県庁生協長生店舗 千葉県

千葉県庁生協印旛店舗 千葉県

富士シティオ株式会社 51店舗

東京都 ７店舗

ＦＵＪＩ用賀店 世田谷区

ＦＵＪＩ羽田店 大田区

ＦＵＪＩ百草園店 日野市

ＦＵＪＩ矢野口駅店 稲城市

デリド市ヶ谷店 千代田区

デリド勝どき駅前店 中央区

デリドアトレヴィ大塚駅店 豊島区

神奈川県 44店舗

ＦＵＪＩ上大岡店 横浜市港南区

ＦＵＪＩ根岸橋店 横浜市磯子区

ＦＵＪＩ天神橋店 横浜市栄区

ＦＵＪＩ芹ヶ谷店 横浜市港南区

ＦＵＪＩ保土ヶ谷店 横浜市保土ヶ谷区

ＦＵＪＩ上中里店 横浜市磯子区

ＦＵＪＩ新桜ヶ丘店 横浜市保土ヶ谷区

ＦＵＪＩ上星川店 横浜市保土ヶ谷区

ＦＵＪＩ新井町店 横浜市保土ヶ谷区

ＦＵＪＩ野庭店 横浜市港南区

ＦＵＪＩ馬場店 横浜市鶴見区

ＦＵＪＩ本郷台店 横浜市栄区

ＦＵＪＩ横浜南店 横浜市南区

ＦＵＪＩ鳥山店 横浜市港北区

ＦＵＪＩ橋戸店 横浜市瀬谷区

ＦＵＪＩ伊勢町店 横浜市西区

ＦＵＪＩ菅田店 横浜市神奈川区

ＦＵＪＩ東戸塚店 横浜市戸塚区

プチマルシェFUJI山元町店 横浜市中区

フルハウス保土ヶ谷店 横浜市保土ヶ谷区

ＦＵＪＩ稲田堤店 川崎市多摩区

ＦＵＪＩ上野川店 川崎市宮前区

ＦＵＪＩ五月台店 川崎市麻生区

ＦＵＪＩ武蔵中原店 川崎市中原区

ＦＵＪＩ南平台店 川崎市宮前区

デリド武蔵小杉店 川崎市中原区



ＦＵＪＩ相模大野店 相模原市南区

ＦＵＪＩ戸室店 厚木市

ＦＵＪＩ大船店 鎌倉市

ＦＵＪＩ寒川店 寒川町

ＦＵＪＩ倉見店 寒川町

ＦＵＪＩ大曲店 寒川町

ＦＵＪＩ鶴嶺店 茅ヶ崎市

ＦＵＪＩ松が丘店 茅ヶ崎市

ＦＵＪＩ徳延店 平塚市

デリド平塚駅店 平塚市

ＦＵＪＩ善行店 藤沢市

ＦＵＪＩ鵠沼店 藤沢市

ＦＵＪＩ鵠沼藤が谷店 藤沢市

ＦＵＪＩ三崎店 三浦市

ＦＵＪＩ塚原店 南足柄市

ＦＵＪＩ北久里浜店 横須賀市

ＦＵＪＩ佐原店 横須賀市

ＦＵＪＩ野比店 横須賀市

株式会社マルエツ 280店舗

埼玉県 一部抜粋
大宮大和田店 さいたま市見沼区
草加稲荷店 草加市

千葉県 一部抜粋
蘇我南町店 千葉市中央区
東習志野店 船橋市

東京都 一部抜粋
新田店 大田区
金町店 葛飾区

神奈川県 一部抜粋
長津田駅前店 横浜市緑区
出来野店 川崎市川崎区
田名店 相模原市

茅ヶ崎店 茅ヶ崎市

http://www.maruetsu.co.jp/index.php/shop

ユニー株式会社 10店舗

埼玉県 ５店舗

アピタ岩槻店 さいたま市岩槻区

アピタ本庄店 本庄市

アピタ吹上店 鴻巣市

アピタ東松山店 東松山市

アピタ桶川店 桶川市

千葉県 ３店舗

アピタ君津店 君津市

アピタ市原店 市原市

アピタ木更津店 木更津市

他店舗情報は下記URLよりご覧ください



神奈川県 ２店舗

アピタ戸塚店 横浜市戸塚区

アピタ長津田店 横浜市緑区

株式会社ライフコーポレーション 108店舗

埼玉県 一部抜粋

新座店 新座市

千葉県 一部抜粋

佐倉店 佐倉市

東京都 一部抜粋

板橋店 板橋区

仲宿店 板橋区

ポンテポルタ千住店 足立区

東五反田店 品川区

錦糸町駅前店 墨田区

笹塚店 渋谷区

神奈川県 一部抜粋

宮内二丁目店 川崎市中原区

戸塚汲沢店 横浜市戸塚区

http://www.lifecorp.jp/CGI/store/shop.cgi?area_cd=03

他店舗情報は下記URLよりご覧ください


