
１．店頭PR実施店舗

実施日時 店舗名等　 所在地
9月29日（土）11:00～16:00 イオンモール浦和美園 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1
10月1日（月）14:00～17:00 TAIRAYA武蔵藤沢店 埼玉県入間市下藤沢353-1
10月6日（土）13:00～16:00 アリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町1-22
10月8日（月祝）11:30～14:30 ライフ宮内二丁目店 神奈川県川崎市中原区宮内2-1-1
10月12日（金）14:00～17:00 イオン稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20
10月20日（土）11:00～14:00 サミットストア横浜岡野店 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18
10月27日（土）11:00～14:00 イオンフードスタイル港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2
11月2日（金）14:00～17:00 ピーコックストア桜新町店 東京都世田谷区新町2-37-12

２．キャンペーン協力店舗

イオンマーケット株式会社

東京都（３４店舗） ピーコックストア神田妻恋坂店 千代田区
ピーコックストアトルナーレ日本橋浜町店 中央区
ピーコックストア青山店 港区
ピーコックストアグランパーク田町店 港区
ピーコックストア芝浦アイランド店 港区
ピーコックストア三田伊皿子店 港区
ピーコックストア高輪魚籃坂店 港区
ピーコックストア文京グリーンコート店 文京区
ピーコックストア竹の塚店 足立区
ピーコックストア大島店 江東区
ピーコックストア石川台店 大田区
ピーコックストア恵比寿店 渋谷区
ピーコックストア恵比寿南店 渋谷区
ピーコックストア代官山店 渋谷区
ピーコックストア自由が丘店 目黒区
ピーコックストア桜新町店 世田谷区
ピーコックストア三軒茶屋の杜店 世田谷区
ピーコックストア下北澤店 世田谷区
ピーコックストア経堂店 世田谷区
ピーコックストア目白店 新宿区
ピーコックストア高田馬場店 新宿区
ピーコックストア中野マルイ店 中野区
ピーコックストア都立家政店 中野区
ピーコックストア阿佐谷店 杉並区
ピーコックストア井荻店 杉並区
ピーコックストア久我山店 杉並区
ピーコックストア上池袋店 豊島区
ピーコックストア高島平店 板橋区
ピーコックストア高野台店 練馬区
ピーコックストア東小金井店 小金井市
ピーコックストア国立さくら通り店 国立市
ピーコックストア花小金井店 小平市
ピーコックストア国立弁天通り店 立川市
ピーコックストア玉川上水店 立川市

横浜市（３店舗） ピーコックストア磯子店 横浜市
ピーコックストア洋光台店 横浜市
ピーコックストア本郷台店 横浜市

神奈川県（１店舗） ピーコックストア藤沢トレアージュ白旗店 藤沢市
千葉県（１店舗） ピーコックストア豊四季台店 柏市



イオンリテール株式会社

東京都（１３店舗） イオン日の出店 西多摩郡
イオン板橋店 板橋区
イオン東久留米店 東久留米市
イオンむさし村山店 武蔵村山市
イオン葛西店 江戸川区
イオンスタイル品川シーサイド店 品川区
イオンスタイル多摩平の森店 日野市
イオンスタイル板橋前野町店 板橋区
イオン西新井店 足立区
イオンスタイル碑文谷店 目黒区
イオンリテールストア練馬店 練馬区
イオン東雲店 江東区
イオン南砂店 江東区

横浜市（８店舗） イオン横浜新吉田店 横浜市
イオン金沢シーサイド店 横浜市
イオン駒岡店 横浜市
イオン天王町店 横浜市
イオンスタイル東神奈川店 横浜市
イオン本牧店 横浜市
イオンリテールストア金沢八景店 横浜市
イオンリテールストア東戸塚店 横浜市

川崎市（１店舗） イオン新百合ヶ丘店 川崎市
相模原市（２店舗） イオン橋本店 相模原市

イオン相模原店 相模原市
神奈川県（１２店舗） イオン大和鶴間店 大和市

イオン茅ヶ崎中央店 茅ヶ崎市
イオン大和店 大和市　　　　　　
イオン久里浜店 横須賀市
イオン藤沢店 藤沢市
イオン秦野店 秦野市
イオン海老名店 海老名市
イオンスタイル湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市
イオン厚木店 厚木市
イオンリテールストア横須賀店 横須賀市
イオンリテールストア伊勢原店 伊勢原市
イオンスタイル座間店 座間市

千葉県（２５店舗） イオン銚子店 銚子市
イオン柏店 柏市
イオン八千代緑が丘店 八千代市
イオン津田沼店 習志野市
イオン八街店 八街市
イオン茂原店 茂原市
イオン東金店 東金市
イオン高根木戸店 船橋市
イオン臼井店 佐倉市
イオンノア店 野田市
イオン大網白里店 大網白里市
イオン鴨川店 鴨川市
イオン旭店 旭市
イオン富津店 富津市
イオン成田店 成田市
イオン千葉ニュータウン店 印西市
イオン船橋店 船橋市
イオン館山店 館山市
イオン鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市
イオンスタイル木更津店 木更津市
イオンスタイルユーカリが丘店 佐倉市
イオン北小金店 松戸市
イオン市川妙典店 市川市
イオンリテールストア新浦安店 浦安市
イオンスタイル君津店 君津市 

千葉市（６店舗） イオンマリンピア店 千葉市
イオンスタイル鎌取店 千葉市
イオンスタイル幕張新都心店 千葉市 
イオン幕張店 千葉市
イオン稲毛店 千葉市
イオンスタイル検見川浜店 千葉市

株式会社エコス

東京都（３店舗） ＴＡＩＲＡＹＡ中神店 昭島市
ＴＡＩＲＡＹＡ拝島店 昭島市
ＴＡＩＲＡＹＡ奈良橋店 東大和市

さいたま市（２店舗） ＴＡＩＲＡＹＡ浦和栄和店 さいたま市
エコス与野鈴谷店 さいたま市

埼玉県（１店舗） ＴＡＩＲＡＹＡ武蔵藤沢店 入間市
横浜市（１店舗） ＴＡＩＲＡＹＡ白楽六角橋店 横浜市

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

相模原市（１店舗） アリオ橋本 相模原市

株式会社ライフコーポレーション

川崎市（１店舗） ライフ宮内二丁目店 川崎市



株式会社サミット

東京都（８０店舗） 瑞江店 江戸川区
本一色店 江戸川区
西小岩店 江戸川区
江戸川区役所前店 江戸川区
篠崎ﾂｲﾝﾌﾟﾚｲｽ店 江戸川区
新小岩駅北口店 葛飾区
小岩駅南口店 江戸川区
五反野店 足立区
葛飾区役所前店 葛飾区
保木間店 足立区
イースト21店 江東区
両国石原店 墨田区
千駄木店 文京区
巣鴨店 豊島区
王子店 北区
滝野川紅葉橋店 北区
王子桜田通り店 北区
志村店 板橋区
石神井公園店 練馬区
環八南田中店 練馬区
笹塚店 渋谷区
中野南台店 中野区
渋谷本町店 中野区
東中野店 中野区
椎名町店 豊島区
練馬春日町店 練馬区
氷川台駅前店 練馬区
鷺宮店 中野区
東長崎店 豊島区
江原町店 中野区
久我山店 杉並区
和泉店 杉並区
西永福店 杉並区
妙法寺前店 杉並区
高井戸東店 杉並区
成田東店 杉並区
三鷹市役所前店 三鷹市
善福寺店 杉並区
武蔵野緑町店 武蔵野市
上連雀店 三鷹市
三鷹台団地店 三鷹市
東府中店 府中市
府中西原店 府中市
府中若松店 府中市
東寺方店 多摩市
小平上水本町店 小平市
ミナノ分倍河原店 府中市
羽衣いちょう通り店 立川市
富士見町店 東村山市
向台町店 西東京市
クルネ店 東久留米市
恋ヶ窪店 国分寺市
深沢不動前店 世田谷区
桜店 世田谷区
松陰神社前店 世田谷区
代沢十字路店 世田谷区
深沢坂上店 世田谷区
弦巻通り店 世田谷区
野沢龍雲寺店 世田谷区
下馬店 世田谷区
梅ヶ丘店 世田谷区
西小山店 品川区
荏原４丁目店 品川区
上北沢店 世田谷区
砧店 世田谷区
喜多見駅前店 世田谷区
祖師谷店 世田谷区
千歳台店 世田谷区
芦花公園駅前店 世田谷区
成城店 世田谷区
砧環八通り店 世田谷区
井荻駅前店 杉並区
大泉学園店 練馬区
板橋弥生町店 板橋区
石神井台店 練馬区
久が原店 大田区
大田中央店 大田区
大田千鳥町店 大田区
池上8丁目店 大田区
大森西店 大田区

横浜市（７店舗）　 新川崎店 横浜市
菊名店 横浜市
横浜岡野店 横浜市
下倉田店 横浜市
権太坂スクエア店 横浜市
井土ヶ谷店 横浜市
横浜曙町店 横浜市

川崎市（４店舗） 中野島店 川崎市
南加瀬店 川崎市
ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎店 川崎市
尻手駅前店 川崎市

神奈川県（３店舗） 綾瀬タウンヒルズ店 綾瀬市
ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南店 藤沢市
藤沢駅北口店 藤沢市

千葉県（３店舗） 松戸新田店 松戸市
馬込沢駅前店 船橋市
ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ浦安富岡店 浦安市

千葉市（１店舗） 花見川区役所前店 千葉市
さいたま市（２店舗） 太田窪店 さいたま市

東浦和店 さいたま市
埼玉県（１２店舗） 戸田公園駅店 戸田市

戸田駅店 戸田市
川口青木店 川口市
川口エルザタワー店 川口市
川口赤井店 川口市
鳩ヶ谷駅前店 川口市
霞ヶ関店 川越市
柳瀬川駅前店 志木市
朝霞台店 朝霞市
ｼｰｱｲﾊｲﾂ和光店 和光市
新座片山店 新座市
川越藤間店 川越市



生活協同組合コープみらい

千葉市（３店舗） コープみらいコープ花見川店 千葉市
コープみらいコープ東寺山店 千葉市
コープみらいコーププラザ千葉 千葉市

千葉県（８店舗） コープみらいコープ鎌ヶ谷店 鎌ヶ谷市
コープみらいコープ八千代店 八千代市
コープみらいコープ市川店 市川市
コープみらいコープ薬円台店 船橋市
コープみらいコープ東深井店 流山市
コープみらいコープ南流山店 流山市
コープみらいコープ新松戸店 松戸市
コープみらいコーププラザ東葛 松戸市

さいたま市（９店舗） コープみらいコープ上木崎店 さいたま市
コープみらいコープ東岩槻店 さいたま市
コープみらいコープ浦和東店 さいたま市
コープみらいコープ武蔵浦和店 さいたま市
コープみらいコープ南浦和店 さいたま市
コープみらいコープ大宮中川店 さいたま市
コープみらいコープ指扇店 さいたま市
コープみらいコーププラザ大宮 さいたま市
コープみらいコーププラザ浦和 さいたま市

埼玉県（２１店舗） コープみらいコープ今泉店 上尾市
コープみらいコープみずほ台店 富士見市
コープみらいコープ幸町店 志木市
コープみらいコープ早稲田店 三郷市
コープみらいコープ北本店 北本市
コープみらいコープ北越谷店 越谷市
コープみらいコープ春日部店 春日部市
コープみらいコープ深谷店 深谷市
コープみらいコープ狭山台店 狭山市
コープみらいコープ高階店 川越市
コープみらいコープ新所沢店 所沢市
コープみらいコープ熊谷店 熊谷市
コープみらいコープ武蔵藤沢店 入間市
コープみらいコープ桶川店 桶川市
コープみらいコープ二ッ宮店 上尾市
コープみらいコーププラザ所沢 所沢市
コープみらいコーププラザ川越 川越市
コープみらいコーププラザ越谷 越谷市
コープみらいコーププラザ深谷 深谷市
コープみらいコーププラザ春日部 春日部市
コープみらいコーププラザ富士見 富士見市

東京都（３８店舗） コープみらいコープ田端店 北区
コープみらいコープ白山店 文京区
コープみらいコープ戸山店 新宿区
コープみらいコープ下連雀店 三鷹市
コープみらいコープ関町店 練馬区
コープみらいコープ国分寺店 国分寺市
コープみらいコープ板橋駅前店 板橋区
コープみらいコープ日野駅前店 日野市
コープみらいコープ弁天通り店 国分寺市
コープみらいコープ西調布店 調布市
コープみらいコープ小金井ぬくい坂下店 小金井市
コープみらいコープ亀有店 葛飾区
コープみらいコープ青梅新町店 青梅市
コープみらいコープ北野台店 八王子市
コープみらいコープ小川西町店 小平市
コープみらいコープ花畑店 足立区
コープみらいコープ城山手店 八王子市
コープみらいコープ回田店 小平市
コープみらいコープときわ店 町田市
コープみらいコープ上北台店 東大和市
コープみらいコープ牟礼店 三鷹市
コープみらいコープ柴崎店 調布市
コープみらいコープ若葉台店 稲城市
コープみらいコープ東伏見店 西東京市
コープみらいコープひばりが丘店 西東京市
コープみらいコープ上井草店 杉並区
コープみらいコープ貝取店 多摩市
コープみらいコープ東村山駅前店 東村山市
コープみらいコープ花小金井店 小平市
コープみらいコープ高倉店 八王子市
コープみらいコープ中野中央店 中野区
コープみらいコープ府中寿町店　 府中市
コープみらいコープ中野鷺宮店 中野区
コープみらいコープ調布染地店 調布市
コープみらいコープ東村山秋津町店 東村山市
コープみらいコーププラザ秋葉原 千代田区
コープみらいコーププラザ新中野 中野区
コープみらいコーププラザ立川 立川市



生活協同組合ユーコープ

横浜市（１５店舗） ハーモス深谷 横浜市
片倉店　 横浜市
竹山店 横浜市
白根店 横浜市
ハーモス荏田 横浜市
東戸塚駅前店 横浜市
末吉店 横浜市
洋光台店 横浜市
神大寺店 横浜市
杉田店 横浜市
桜台店 横浜市
たまプラーザ店 横浜市
上郷店 横浜市
野庭店　　　 横浜市
新桜ヶ丘店 横浜市

川崎市（２店舗） 井田三舞店 川崎市
上麻生店 川崎市

相模原市（１店舗） 並木あおば店 相模原市
神奈川県（１６店舗） 西鎌倉店 鎌倉市

厚木戸室店 厚木市
ハーモス座間 座間市
大谷店 海老名市
秦野曽屋 秦野市
上今泉店 海老名市
湘南辻堂駅前店 藤沢市
鶴巻店 秦野市
岩戸店 横須賀市
茅ヶ崎高田店 茅ヶ崎市
旭ケ丘店 茅ヶ崎市
南林間店 大和市
柳島店 茅ヶ崎市
中原店 平塚市
湘南台店 藤沢市
長後駅前店 藤沢市

株式会社ダイエー

埼玉県（一部抜粋） グルメシティ浦和道場店 さいたま市
ダイエー草加店 草加市
ダイエー東川口店 川口市
ダイエー三芳店 入間郡

千葉県（一部抜粋） ダイエー市川大和田店 市川市
ダイエー浦安駅前店 浦安市
ダイエー新松戸店 松戸市
グルメシティ千葉中央店 千葉市
ダイエーモリシア津田沼店 習志野市

東京都（一部抜粋） ダイエー赤羽店・イオンフードスタイル 北区
ダイエー麻布十番店 港区
ダイエー板橋サンゼリゼ店 板橋区
グルメシティ稲城店 稲城市
ダイエー大島店 江東区
グルメシティ国立店 国立市
グルメシティ京王八王子店 八王子市

神奈川県（一部抜粋） ダイエー海老名店 海老名市
グルメシティ大根店 秦野市
グルメシティ金沢文庫店 横浜市
ダイエー上溝店 相模原市
ダイエー向ヶ丘店 川崎市

他店舗情報は下記URLよりご覧ください
http://www.daiei.co.jp/index.php

千葉県庁生活共同組合

千葉市（４店舗） 千葉県生活協同組合　中庁舎店舗 千葉市
千葉県生活協同組合　南庁舎店舗 千葉市
千葉県生活協同組合　国保店舗 千葉市
千葉県生活協同組合　保健医療大学店舗 千葉市

千葉県（３店舗） 千葉県生活協同組合　君津店舗 木更津市
千葉県生活協同組合　長生店舗 茂原市
千葉県生活協同組合　印旛店舗 佐倉市

http://www.daiei.co.jp/index.php


株式会社東急ストア

東京都（４１店舗） あきる野とうきゅう あきるの市
綾瀬東急ストア 足立区
荏原中延東急ストア 品川区
大岡山東急ストア 目黒区
大森とうきゅう 大田区
金町東急ストア 葛飾区
河辺とうきゅう 青梅市
蒲田東急ストア 大田区
蒲田プラザ東急ストア 大田区
上池台東急ストア 大田区
学芸大学東急ストア 目黒区
久が原東急ストア 大田区
高円寺東急ストア 杉並区
駒沢通り野沢東急ストア 世田谷区
五反田東急ストア 品川区
三軒茶屋とうきゅう 世田谷区
清水台東急ストア 目黒区
フレル・ウィズ自由が丘東急ストア 目黒区
洗足東急ストア 目黒区
高島平とうきゅう 板橋区
立川駅南口東急ストア 立川市
調布とうきゅう 調布市
つくし野東急ストア 町田市
プレッセ田園調布店 大田区
プレッセプレミアム東京ミッドナイト店 目黒区
都立大学東急ストア 目黒区
プレッセ中目黒店 目黒区
中目黒本店東急ストア 目黒区
長原東急ストア 大田区
ﾊﾟﾙﾑ武蔵小山東急ストア 品川区
東長崎東急ストア 豊島区
二子玉川ライズ東急ストア 世田谷区
不動前東急ストア 品川区
町田東急ストア 町田市
三鷹東急ストア 武蔵野市
三鷹センター東急ストア 三鷹市
南町田東急ストア 町田市
武蔵小山駅ビル東急ストア 品川区
目黒東急ストア 品川区
プレッセ目黒店 品川区
祐天寺東急ストア 目黒区

神奈川県（３店舗） 中央林間とうきゅう 大和市
鎌倉東急ストア 鎌倉市
湘南とうきゅう 藤沢市

横浜市（１８店舗） あざみ野東急ストア 横浜市
市が尾東急ストア 横浜市
江田東急ストア 横浜市
菊名東急ストア 横浜市
モレラ東戸塚東急ストア 横浜市
洋光台東急ストア 横浜市
横浜地下街東急ストア 横浜市
綱島東急ストア 横浜市
戸塚東急ストア 横浜市
仲町台東急ストア 横浜市
中山とうきゅう 横浜市
根岸東急ストア 横浜市
藤が丘東急ストア 横浜市
杉田とうきゅう 横浜市
すすき野とうきゅう 横浜市
たちばな台東急ストア 横浜市
田奈東急ストア 横浜市
たまプラーザテラス東急ストア 横浜市

川崎市（９店舗） 溝の口東急ストア 川崎市
宮崎台東急ストア 川崎市
宮前平東急ストア 川崎市
向ヶ丘遊園東急ストア 川崎市
武蔵小杉東急ストア 川崎市
梶が谷東急ストア 川崎市
フレルさぎ沼東急ストア 川崎市
新丸子東急ストア 川崎市
高津東急ストア 川崎市

相模原市（１店舗） 東林間東急ストア 相模原市
千葉県（１店舗） ららぽーと柏の葉東急ストア 柏市
埼玉県（１店舗） 北越谷東急ストア 越谷市



富士シティオ株式会社

横浜市（１９店舗） 野庭店 横浜市
芹ヶ谷店 横浜市
上大岡店 横浜市
根岸橋店 横浜市
上中里店 横浜市
橋戸店 　　 横浜市
鳥山店 　　 横浜市
馬場店 　　 横浜市
本郷台店　　 横浜市
小菅ケ谷店 横浜市
天神橋店 横浜市
新桜ヶ丘店 横浜市
保土ヶ谷店 横浜市
新井町店 横浜市
フルハウス保土ヶ谷店 横浜市
伊勢町店 　　 横浜市
横浜南店 　　 横浜市
菅田店 　　 横浜市
プチマルシェ フジ 山元町店 　　 横浜市

川崎市（６店舗） 稲田堤店 　　 川崎市
上野川店　　 川崎市
南平台店 川崎市
五月台店 　　 川崎市
武蔵中原店 　　 川崎市
デリド武蔵小杉店 　　 川崎市

神奈川県（１７店舗） 野比店　　 横須賀市
佐原店 横須賀市
北久里浜店 横須賀市
三崎店 　　 三浦市
松が丘店　　 茅ヶ崎市
鶴嶺店 茅ヶ崎市
鵠沼藤が谷店 　　　 藤沢市
鵠沼店 藤沢市
善行店 藤沢市
大船店 　　 鎌倉市
戸室店 　　 厚木市
寒川店 　　　 高座郡
倉見店 高座郡
大曲店 高座郡
徳延店 　　 平塚市
デリド平塚駅店 平塚市
塚原店 　　 南足柄市

相模原市（１店舗） 相模大野店 　　 相模原市
東京都（１０店舗） 用賀店 世田谷区

プチマルシェ フジ 九品仏駅前店 世田谷区
羽田店 　　 大田区
稲城長沼駅前店 　　 稲城市
南多摩駅前店 稲城市
矢野口駅店 稲城市
百草園店 　　 日野市
デリド湊店 　　　　 中央区
デリド勝どき駅前店 中央区
デリド アトレヴィ大塚店 　　 豊島区

株式会社マルエツ

埼玉県（一部抜粋） 大宮大和田店 さいたま市
草加稲荷店 草加市

千葉県（一部抜粋） 蘇我南町店 千葉市
東習志野店 船橋市

東京都（一部抜粋） 大泉学園店 練馬区
金町店 葛飾区

神奈川県（一部抜粋） 長津田駅前店 横浜市
出来野店 川崎市
田名店 相模原市
茅ヶ崎店 茅ヶ崎市

他店舗情報は下記URLよりご覧ください。
http://www.maruetsu.co.jp/index.php/shop

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

