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各位                           ２０１２年 ４月 １１日 

株式会社イオンファンタジー 

（証券コード４３４３） 

 

お孫さんをお持ちの方または 65歳以上の方限定 

“イクジー”会員募集開始のお知らせ 

 

株式会社イオンファンタジーでは２０１２年４月１日（日）より、お孫さまをお持ちの方また

は６５歳以上のお客さまを対象とした“イクジー会員”を募集しております。 

この取り組みは、お孫さんをお持ちの方とシニア層のサービス向上の取り組みとしてスタート

させました。また、お孫さん用の“モーリーファンタジーファンクラブ会員”とリンクさせるこ

とにより、一般的なシニア会員との差別化を図っております。 

 

１．実施開始日 ： ２０１２年４月１日（日）～ 

２．実施内容  ： ①実施店舗   全国の２７６店舗において、実施中。 

          ②入会条件   お孫さんをお持ちの方または 65歳以上の方 

    ●お孫さまとごいっしょに来店でスタンプ２個を押印します。 

    ●スタンプ５０ポイントで、メダル５０枚と交換いたします。 

 ３.キャンペーン ： ４月１３日（金）～４月１５（日）の期間に入会キャンペーン 

を実施いたします。期間中、スタンプ２倍押印いたします。            

   

＜連絡先＞ 

株式会社イオンファンタジー 

営業企画本部本部長  奥  武 

０４３－２１２－６２５７ 

 



イクジー会員実施店舗一覧 2012.4.11現在

NO 店名 郵便番号 都道府県 店  舗  所  在  地 店名（SCはｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ略）
1 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ札幌桑園店 060-0008 北海道 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地　 イオン札幌桑園店

2 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ札幌苗穂店 007-0802 北海道 札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号 イオンモール札幌苗穂

3 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ札幌平岡店 004-0873 北海道 札幌市清田区平岡３条５丁目３－１ イオンモール札幌平岡

4 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ旭川西店 070-0823 北海道 旭川市緑町２３－２１６１－３ イオンモール旭川西

5 ｱﾙﾌｧｰ21江別店 069-0812 北海道 江別市幸町35　 イオン江別店

6 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ札幌発寒店 063-0828 北海道 札幌市西区発寒８条１２丁目1-1　 イオンモール札幌発寒

7 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ札幌元町店 065-0031 北海道 札幌市東区北３１条東１５丁目１－１ イオン札幌元町店

8 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ釧路店 088-0621 北海道 釧路郡釧路町桂木1-1-7  イオン釧路店

9 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ釧路昭和店 084-0910 北海道 釧路市昭和中央 ４－１８－１ イオンモール釧路昭和

10 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ苫小牧店 053-0053 北海道 苫小牧市柳町３-１-２０ イオンモール苫小牧

11 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰつがる柏店 038-3107 青森県 つがる市柏稲盛幾世４１－１ イオンモールつがる柏

12 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ下田店 039-2112 青森県 上北郡おいらせ町中野平４０－１ イオンモール下田

13 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ酒田南店 998-0828 山形県 酒田市あきほ町１２０-１ イオン酒田南店

14 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ三川店 997-1316 山形県 東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８-１ イオンモール三川

15 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ横手※店 013-0043 秋田県 横手市安田字向田１４７ イオン横手店

16 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大曲店 014-0033 秋田県 大仙市和合字坪立１７７番地 イオンモール大曲

17 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ秋田中央店 010-0029 秋田県 秋田市楢山川口境5-11  イオン秋田中央店

18 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ横手南店 013-0063 秋田県 横手市大字婦気大堤字中田4-1　 スーパーセンター横手南

19 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ盛岡店 020-0148 岩手県 盛岡市前潟４－７－１ イオンモール盛岡

20 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ盛岡南店 020-0866 岩手県 盛岡市本宮7-1-1 イオンモール盛岡南

21 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ多賀城店 985-0845 宮城県 多賀城市町前４-１-１ イオン多賀城店

22 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ仙台中山店 981-3213 宮城県 仙台市 泉区南中山１-３５-４０ イオン仙台中山店

23 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ気仙沼店 988-0101 宮城県 気仙沼市字赤岩舘下６-１外 イオン気仙沼店

24 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ利府店 981-0100 宮城県 宮城郡 利府町 字新屋田前２２ イオンモール利府

25 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ石巻店 986-0861 宮城県 石巻市蛇田字新金沼１７０番地 イオンモール石巻

26 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ富谷店 981-3329 宮城県 黒川郡富谷町大清水1ー３３－１ イオンモール富谷

27 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ山形北店 990-0810 山形県 山形市馬見ケ崎２-１２-１９ イオン山形北店

28 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ東根店 999-3720 山形県 東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号 イオン東根店

29 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ山形南店 990-2453 山形県 山形市若宮３－７－８ イオンモール山形南

30 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ米沢店 992-0044 山形県 米沢市春日2-13-4  イオン米沢店

31 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ古川店 989-6117 宮城県 大崎市古川旭二丁目２－１ イオン古川店

32 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ新名取店 981-1294 宮城県 名取市杜せきのした　５丁目３番地の１ イオンモール新名取

33 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ相馬店 976-0036 福島県 相馬市馬場野字雨田５１ イオン相馬店

34 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ下妻店 304-0033 茨城県 下妻市堀籠９７２－１ イオンモール下妻

35 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ水戸内原※店 319-0305 茨城県 水戸市中原町字西１３５番地 イオンモール水戸内原

36 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ土浦店 300-0811 茨城県 土浦市上高津367番 イオンモール土浦

37 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ郡山ﾌｪｽﾀ店 963-0534 福島県 郡山市日和田町字小原１ イオン郡山ﾌｪｽﾀ店

38 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ白河西郷店 961-8061 福島県 西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１-１ イオン白河西郷店

39 ｱﾙﾌｧｰ21いわき店 970-8026 福島県 いわき市平字三倉68-1 イオンいわき店

40 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ福島店 960-0112 福島県 福島市南矢野目字西荒田50番地の１７ イオン福島店

41 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ小山店 323-0806 栃木県 小山市中久喜１４６７－１ イオンモール小山

42 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ今市店 321-2493 栃木県 日光市豊田字若林７９－１ イオン今市店

43 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ栃木店 328-0075 栃木県 栃木市箱森町３７番９号 イオン栃木店

44 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ佐野新都市店 327-0821 栃木県 佐野市高萩町１３２４－１ イオンモール佐野新都市

45 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ古河２Ｆ店 306-0012 茨城県 古河市旭町1-2-17　 イオン古河店

46 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ新潟東店 950-8678 新潟県 新潟市東区大形本町３－１－２ イオン新潟東店

47 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ新発田店 957-0061 新潟県 新発田市住吉町５丁目１１番５号 イオンモール新発田

48 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ新潟南　店 950-0145 新潟県 新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南　

49 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ県央店 959-1232 新潟県 燕市井土巻3-65　 イオン県央店

50 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ六日町店 949-6632 新潟県 南魚沼市余川 ３１００ イオン六日町店

51 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ小千谷店 947-0042 新潟県 小千谷市大字平沢新田字荒田３３９ イオン小千谷店

52 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ羽生※店 348-0039 埼玉県 羽生市川崎2丁目２８１番地３ イオンモール羽生

53 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ熊谷店 360-0815 埼玉県 熊谷市本石2-135　 イオン熊谷店

54 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ太田店 373-0808 群馬県 太田市石原町８１番地 イオンモール太田

55 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ伊勢崎店 372-0801 群馬県 伊勢崎市宮子町３５５６番地１ ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ伊勢崎店

56 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ高崎　店 370-3521 群馬県 高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎　

57 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ大宮店 331-0825 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2-574-1 イオン大宮店

58 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ川口前川店 333-0842 埼玉県 川口市 前川１丁目１番１１号 イオンモール川口前川

59 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ川口店 333-0834 埼玉県 川口市安行領根岸字外谷田３１８０－１ イオンモール川口

60 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ板橋店 175-0083 東京都 板橋区徳丸２丁目６番地１　 イオン板橋店

61 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ入間店 358-0013 埼玉県 入間市上藤沢４６２－１ イオン入間店

62 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ昭島店 196-0024 東京都 昭島市宮沢町５００番１号 ザ・ビッグ昭島

63 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰむさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎１丁目1番3号 イオンモールむさし村山

64 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ狭山店 350-1333 埼玉県 狭山市上奥富１１２６－１ イオン狭山店

65 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ日の出店 190-0182 東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木557番地 イオンモール日の出

66 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ大井店 356-0050 埼玉県 ふじみ野市ふじみ野1-2-1 イオン大井店

67 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ上越店 943-0187 新潟県 上越市富岡３４５８番地　アコーレ２階 イオン上越店

68 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ上越新井店 944-0007 新潟県 妙高市栗原4-7-11　 新井店

69 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ小杉店 939-0341 富山県 射水市三ヶ２６０２ アル・プラザ小杉

70 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ高岡南店 933-0813 富山県 高岡市下伏間江３８３ イオン高岡南店

71 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ高岡店 933-0062 富山県 高岡市江尻３３１－１ イオンモール高岡



イクジー会員実施店舗一覧 2012.4.11現在

NO 店名 郵便番号 都道府県 店  舗  所  在  地 店名（SCはｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ略）
72 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞかほく店 929-1198 石川県 かほく市内日角地内タ25番 イオンモールかほく

73 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ松任店 924-0841 石川県 白山市平松町１０２－１ イオン松任店

74 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ杜の里店 920-1184 石川県 金沢市もりの里１丁目７０番地 イオン杜の里店

75 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ御経塚店 921-8801 石川県 野々市市御経塚２丁目91番地　 イオン御経塚店

76 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ鯖江店 916-0038 福井県 鯖江市下河端１６字下町１６－１ アル･プラザ鯖江

77 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南松本店 390-0833 長野県 松本市双葉５－２０ イオン南松本店

78 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ飯田店 395-0002 長野県 飯田市上郷飯沼１５７５ イオン飯田店

79 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ中野店 383-0012 長野県 中野市大字一本木２５２－１ イオン中野店

80 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ上田店 386-0018 長野県 上田市常田２－１２－１８ イオン上田店

81 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ豊科店 399-8205 長野県 安曇野市豊科4272-10  イオン豊科店

82 ｱﾙﾌｧｰ21飯田アップルロード店 395-0805 長野県 飯田市鼎一色456  イオン飯田アップルロード店

83 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ北戸田店 335-0032 埼玉県 戸田市美女木東１-３-１ イオンモール北戸田

84 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ与野店 338-0004 埼玉県 さいたま市中央区本町西５丁目２－９ イオンモール与野

85 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ浦和美園店 336-0963 埼玉県 さいたま市緑区大門３７１０ イオンモール浦和美園

86 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県 越谷市東町2丁目8 イオンレイクタウン

87 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞせんげん台店 343-0041 埼玉県 越谷市千間台西3-2-12 イオンせんげん台店

88 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰｲｵﾝ成田店 286-0021 千葉県 成田市ウイング土屋２４番地 イオンモールｲｵﾝ成田

89 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ佐原東店 300-0726 茨城県 稲敷市西代１４９５ パルナ

90 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ八街店 289-1104 千葉県 八街市文違３０１ イオン八街店

91 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ銚子店 288-0815 千葉県 銚子市三崎町2丁目2660-1 イオンモール銚子

92 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ鎌取店 266-0012 千葉県 千葉市緑区おゆみ野３丁目１６番地 イオン鎌取店

93 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞおゆみ野店 266-0033 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１ イオンタウンおゆみ野

94 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ館山店 294-0047 千葉県 館山市八幡５４５－１ イオン館山店

95 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝ店 270-1385 千葉県 印西市中央北３丁目1番１ イオンモール千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝ

96 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ津田沼店 275-0016 千葉県 習志野市津田沼１丁目２３番１号 イオンモール津田沼

97 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号 イオン鎌ヶ谷店

98 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ柏店 277-0854 千葉県 柏市豊町２丁目２番２５号 イオンモール柏

99 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ八千代緑が丘店 276-0049 千葉県 八千代市緑が丘２丁目１-３ イオンモール八千代緑が丘

100 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞノア店 278-0031 千葉県 野田市中根３６－１ イオンノア店

101 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南砂店 136-0076 東京都 江東区南砂６－７－１５ イオン南砂店

102 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ品川シーサイド店 140-0002 東京都 品川区東品川４丁目１２－５ イオン品川シーサイド店

103 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ葛西店 134-0088 東京都 江戸川区西葛西３－９－１９ イオン葛西店

104 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ東雲店 135-0062 東京都 江東区東雲１丁目９-１０ イオン東雲店

105 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ東習志野店 275-0001 千葉県 習志野市東習志野６丁目７－８ イオンタウン東習志野

106 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ市川妙典３Ｆ店 272-0111 千葉県 市川市妙典5-3-1　 イオン市川妙典店

107 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ横浜新吉田店 223-0056 神奈川県 横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号 イオン横浜新吉田店

108 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ大和鶴間店 242-0001 神奈川県 大和市下鶴間一丁目２番１号 イオン大和鶴間店

109 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ久里浜店 239-0831 神奈川県 横須賀市久里浜5丁目13-1 イオン久里浜店

110 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ厚木店 243-0018 神奈川県 厚木市中町1-5-10  イオン厚木店

111 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽつきみ野３Ｆ店 242-0002 神奈川県 大和市つきみ野町1-6-1　 イオンつきみ野店

112 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ大和店 242-0023 神奈川県 大和市下和田字上ノ原1216-1 イオンモール大和

113 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ秦野店 257-0041 神奈川県 秦野市入船町１２－１ イオン秦野店

114 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県 茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号 イオン茅ヶ崎中央店

115 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ茅ヶ崎店 253-0041 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71　 イオン茅ヶ崎店

116 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ富士宮店 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１－８ イオンモール富士宮

117 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ石和店 406-0021 山梨県 笛吹市石和町松本塚ノ越221-1  イオン石和店

118 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ富士南店 416-0934 静岡県 富士市鮫島１１８－１０ イオンタウン富士南

119 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ甲府昭和店 409-3852 山梨県 中巨摩郡(ナカコマグン）昭和町常永土地区画整理地内1街区 イオンモール甲府昭和

120 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ袋井店 437-0125 静岡県 袋井市上山梨4丁目1番地の１ イオン袋井店

121 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ清水店 424-0871 静岡県 静岡市清水区上原１-６-１６ イオン清水店

122 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ浜松西店 432-8061 静岡県 浜松市西区入野町６２４４－１ イオン浜松西店

123 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ焼津店 425-0045 静岡県 焼津市祢宜島５５５ イオン焼津店

124 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ浜松志都呂店 432-8066 静岡県 浜松市西区志都呂町５６０５番地 イオンモール浜松志都呂

125 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ浜松市野店 435-0052 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

126 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ半田店 475-0837 愛知県 半田市有楽町８－７ イオン半田店

127 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ岡崎南店 444-0840 愛知県 岡崎市戸崎町字ばら山１－１ イオン岡崎南店

128 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ豊橋南店 441-8124 愛知県 豊橋市野依町字落合１－１２ イオン豊橋南店

129 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ三好　店 470-0224 愛知県 みよし市三好町青木９１番地 イオン三好　店

130 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ豊川２Ｆ店 442-0048 愛知県 豊川市開運通り2-31　 イオン豊川店

131 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ東浦店 470-2102 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区６７－８ イオンモール東浦

132 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞワンダーシティ店 452-0817 愛知県 名古屋市西区二方町40 イオンワンダーシティ店

133 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ小牧店 485-0831 愛知県 小牧市東１－１２６ イオン小牧店

134 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ守山店 463-0812 愛知県 名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８ イオン守山店

135 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ瀬戸みずの店 489-0909 愛知県 瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地 イオン瀬戸みずの店

136 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ春日井店 486-0927 愛知県 春日井市柏井町4-17　 イオン春日井店

137 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ扶桑店 480-0105 愛知県 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１ イオンモール扶桑

138 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ名古屋みなと店 455-0055 愛知県 名古屋市港区品川町２－１－６ イオンモール名古屋みなと

139 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ熱田店 456-0023 愛知県 名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号 イオンモール熱田

140 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県 名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３ イオンモールナゴヤドーム前

141 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ新瑞橋店 457-0012 愛知県 名古屋市南区菊住1丁目７－１０　 イオンモール新瑞橋

142 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大高店 459-8001 愛知県 名古屋市緑区大高町字奥平子１－１ イオンモール大高
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143 遊びのひろばｼﾞｮｲﾊﾟﾗジョイパラ店 502-0857 岐阜県 岐阜市正木中1-2-1  ﾏｰｻ２１ 北館 ３Ｆ イオン岐阜店

144 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ関店 501-3936 岐阜県 関市倉知５１６ サンサンシティ・マーゴ イオン関店

145 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ木曽川店 493-0001 愛知県 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１ イオンモール木曽川

146 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大垣　店 503-0933 岐阜県 大垣市外野２丁目１００番 イオンモール大垣　

147 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ各務原店 504-0943 岐阜県 各務原市那加萱場町３-８ イオンモール各務原

148 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南陽店 455-0873 愛知県 名古屋市港区春田野１－３３０ イオン南陽店

149 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ四日市尾平店 512-0921 三重県 四日市市尾平町字天王川原１８０５ イオン四日市尾平店

150 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ鈴鹿店 513-0834 三重県 鈴鹿市庄野羽山４－１－２ イオンモール鈴鹿

151 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ四日市北店 510-8016 三重県 四日市市富州原町２－４０ イオンモール四日市北

152 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ松阪店 515-0812 三重県 松阪市船江町１３９２－２７ マーム

153 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ阿児店 517-0501 三重県 志摩市阿児町鵜方３２１５ イオン阿児店

154 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ明和店 515-0348 三重県 多気郡明和町中村長波賀１２２３番地 イオンモール明和

155 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰララパーク店 516-0007 三重県 伊勢市小木町曽弥５３８ イオンララパーク店

156 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ新宮店 647-0052 和歌山県 新宮市橋本２丁目１４番２３号 イオン新宮店

157 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ桜井店 633-0061 奈良県 桜井市上之庄２７８－１ イオン桜井店

158 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ橿原店 634-0837 奈良県 橿原市曲川町７－２０－１ イオンモール橿原

159 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ天理店 632-0074 奈良県 天理市東井戸堂町381 イオンタウン天理

160 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ久御山店 613-0024 京都府 久世郡久御山町森南大内１５６－１ イオンモール久御山

161 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ登美ヶ丘店 630-0115 奈良県 生駒市鹿畑町３０２７番地 イオンモール登美ヶ丘

162 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ高の原店 619-0223 京都府 木津川市相楽台１－１－１ イオンモール高の原

163 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大和郡山店 639-1101 奈良県 大和郡山市下三橋　７４１ イオンモール大和郡山

164 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ北千里店 565-0874 大阪府 吹田市古江台4-2-50　 イオン北千里店

165 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ野田阪神店 553-0001 大阪府 大阪市福島区海老江１－１－２３ イオン野田阪神店

166 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南千里店 565-0851 大阪府 吹田市千里山西６－５６－１ イオン南千里店

167 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ高槻店 569-8567 大阪府 高槻市萩之庄３－４７－２ イオン高槻店

168 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ大日店 570-0016 大阪府 守口市大日東町1番１８号 イオンモール大日

169 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ茨木店 567-0033 大阪府 茨木市松ヶ本町8-30-5　 イオン茨木店

170 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ鶴見店 538-0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見４丁目17-1 イオンモール鶴見緑地

171 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ和泉府中店 594-0076 大阪府 和泉市肥子町2-2-1 イオン和泉府中店

172 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ東岸和田店 596-0825 大阪府 岸和田市土生町２－３２－７  イオン東岸和田店

173 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ金剛東店 584-0082 大阪府 富田林市向陽台３－１－１ イオン金剛東店

174 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰりんくう泉南店 590-0535 大阪府 泉南市りんくう南浜３－１ イオンモールりんくう泉南

175 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ光明池店 594-1101 大阪府 和泉市室堂町８２４－５５ イオン光明池店

176 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ東大阪店 577-0011 大阪府 東大阪市荒本北２丁目３番２２号 イオン東大阪店

177 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ鴻池店 578-0972 大阪府 東大阪市鴻池町１－１－７２　 イオン鴻池店

178 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ堺北花田店 591-8008 大阪府 堺市北区東浅香山町４－１－１２ イオンモール堺北花田

179 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ喜連瓜破駅前　店 547-0024 大阪府 大阪市平野区瓜破２-１-１３ イオン喜連瓜破駅前　店

180 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ草津店 525-0067 滋賀県 草津市新浜町３００ イオン草津店

181 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ近江八幡店 523-0898 滋賀県 近江八幡市鷹飼町南３丁目７番　 イオン近江八幡店

182 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ西大津店 520-0025 滋賀県 大津市皇子が丘３－１１－１ イオン西大津店

183 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ長浜店 526-0847 滋賀県 長浜市山階町２７１－１ イオン長浜店

184 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ洛南店 601-8327 京都府 京都市南区吉祥院御池町３１ イオン洛南店

185 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ京都五条店 615-0035 京都府 京都市右京区西院追分町２５－１ イオンモール京都五条

186 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ猪名川店 666-0257 兵庫県 川辺郡猪名川町白金２－１ イオンモール猪名川

187 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ伊丹店 664-0847 兵庫県 伊丹市藤ノ木１－１－１ イオンモール伊丹

188 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ尼崎店 661－0965 兵庫県 尼崎市次屋３－１３－１８ イオン尼崎店

189 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ神戸北店 651-1515 兵庫県 神戸市北区上津台8-1-1　 イオンモール神戸北

190 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽジェームス山店 655-0873 兵庫県 神戸市垂水区青山台7-7-1　 イオンジェームス山店

191 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 伊丹市池尻4-1-1　 イオンモール伊丹昆陽

192 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ福知山店 620-0922 京都府 福知山市岩井７９－８ イオン福知山店

193 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ三木青山店 673-0521 兵庫県 三木市志染町青山3-9　 イオン三木青山店

194 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ和田山店 669-5215 兵庫県 朝来市和田山町枚田岡７７４ イオン和田山店

195 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ山崎店 671-2545 兵庫県 宍粟市山崎町中井字城下１０ イオン山崎店

196 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ加西北条店 675-2312 兵庫県 加西市北条町北条308-1 イオンモール加西北条

197 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ明石店 674-0068 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通り2-3-1　  イオン明石２番街

198 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ加古川店 675-0101 兵庫県 加古川市平岡町新在家615-1　 イオン加古川店

199 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ姫路大津店 671-1146 兵庫県 姫路市大津区大津町２丁目５番 イオンモール姫路大津

200 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ姫路RC店 672-8064 兵庫県 姫路市飾磨区細江５２０ イオンモール姫路RC

201 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ高砂店 676-0019 兵庫県 高砂市緑丘２丁目１－４０ イオン高砂店

202 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南淡路店 656-0511 兵庫県 南あわじ市賀集八幡北 字東内３７８－１ イオン南淡路店

203 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ洲本店 656-0021 兵庫県 洲本市塩屋１－１－８ イオン洲本店

204 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ津山店 708-0842 岡山県 津山市河辺１０００－１ イオンモール津山

205 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ原尾島店 703-8235 岡山県 岡山市中区原尾島１－６－２０  天満屋ハピータウン原尾島店

206 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ岡北店 700-0804 岡山県 岡山市北区中井町２－２－７  天満屋ハピータウン岡北店

207 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ岡山店 700-0941 岡山県 岡山市北区青江２－７－１ イオン岡山店

208 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ岡南店 702-8056 岡山県 岡山市南区築港新町１－１８－５  天満屋ハピータウン岡南店

209 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰイオン倉敷店 710-0802 岡山県 倉敷市水江１番地 イオンモールイオン倉敷

210 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ水島店 712-8066 岡山県 倉敷市水島高砂町３番１１号 イオンタウン水島店

211 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ児島店 711-0921 岡山県 倉敷市児島駅前２－３５  天満屋ハピータウン児島店

212 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ玉野店 706-0011 岡山県 玉野市宇野１－３８－１  天満屋ハピータウン玉野店

213 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ三原店 723-0014 広島県 三原市城町２－１３－１ イオン三原店
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214 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ尾道店 722-0038 広島県 尾道市天満町17-23  イオン尾道店

215 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾙﾊﾟｰｸ広島店 733-0841 広島県 広島市西区井口明神 １丁目１６番１号  アルパーク天満屋

216 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ宇品店 734-0003 広島県 広島市南区宇品東６－１－１５ イオン宇品店

217 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ広島府中店 735-0021 広島県 安芸郡府中町大須２－１－１ イオンモール広島府中

218 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ広島祇園 店 731-0138 広島県 広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園 

219 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ広島祇園 店 731-0138 広島県 広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園 

220 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ光店 743-0046 山口県 光市浅江字木園１７５６－１ イオン光店

221 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ宇多津店 769-0202 香川県 綾歌郡宇多津町浜2-16　 ビブレ宇多津

222 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ高松東店 760-0066 香川県 高松市福岡町3-8-5　 イオン高松東店

223 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ高松店 761-8012 香川県 高松市香西本町１－１ イオンモール高松

224 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ綾川店 761-2304 香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２－１ イオンモール綾川

225 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ綾川店 761-2304 香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２－１ イオンモール綾川店

226 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ今治店 794-0062 愛媛県 今治市馬越町４－８－１ イオン今治店

227 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ松山店 790-0951 愛媛県 松山市天山１丁目１３番５号 イオン松山店

228 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ松山ﾚｽﾊﾟｽｼﾃｨ店 791-0211 愛媛県 東温市見奈良１１２５番地　 レスパスシティ

229 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ高知店 780-0026 高知県 高知市秦南町１丁目４－８ イオンモール高知

230 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ新居浜店 792-0007 愛媛県 新居浜市前田町８番８号 イオンモール新居浜

231 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大野城店 816-0935 福岡県 大野城市錦町4-1-1　 イオン大野城SC

232 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ香椎浜店 813-0016 福岡県 福岡市東区香椎浜３－１２－１ イオンモール香椎浜

233 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ福岡店 811-2303 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１ イオンモール福岡

234 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ筑紫野店 818-0042 福岡県 筑紫野市大字立明寺４３４－１ イオンモール筑紫野

235 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ原店 814-0022 福岡県 福岡市早良区原６丁目２７番８号 イオン原SC

236 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ福岡伊都店 819-0375 福岡県 福岡市西区徳永１１３－１ イオンモール福岡伊都

237 ｱﾙﾌｧｰ21徳力店 802-0972 福岡県 北九州市小倉南区守恒2-8-8　 イオン徳力店

238 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ若松店 808-0103 福岡県 北九州市若松区二島１-３-１ イオン若松SC

239 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ直方店 822-0008 福岡県 直方市湯野原２丁目１番１号 イオンモール直方

240 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ八幡東店 805-0071 福岡県 北九州市八幡東区東田3丁目2-102 イオンモール八幡東

241 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ岡垣店 811-4212 福岡県 遠賀郡岡垣町大字黒山３３８－１ スーパーセンター岡垣

242 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ防府店 747-0802 山口県 防府市中央町1-3　 イオン防府店

243 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽホープタウン店 683-0804 鳥取県 米子市米原2-1-1　 ホープタウン

244 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ松江店 690-0001 島根県 松江市東朝日町151  イオン松江店

245 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ出雲店 693-0004 島根県 出雲市渡橋町１０６６ イオン出雲店

246 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ米子駅前３Ｆ店 683-0043 鳥取県 米子市末広町311  イオン米子駅前店

247 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ鳥取店 680-0847 鳥取県 鳥取市 天神町 １ イオン鳥取店

248 ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ日吉津店 689-3553 鳥取県 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ イオンモール日吉津

249 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ鳥取北店 680-0904 鳥取県 鳥取市 晩稲１００番１ イオンモール鳥取北

250 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ那覇店 901-0155 沖縄県 那覇市金城５－１０－２ イオン那覇SC

251 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ北谷店 904-0115 沖縄県 中頭郡北谷町字美浜８－３ イオン北谷SC

252 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ具志川店 904-2235 沖縄県 うるま市前原幸崎原３０３番地 イオン具志川SC

253 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名護店 905-0012 沖縄県 名護市字名護見取川原４４７２ イオン名護SC

254 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ南風原店 901-1104 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平２６４ イオン南風原SC

255 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大村店 856-0836 長崎県 大村市幸町２５－２００ イオン大村SC

256 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ東長崎店 851-0134 長崎県 長崎市田中町１０２７－８ イオン東長崎SC

257 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ大塔店 857-1161 長崎県 佐世保市大塔町１４－２ イオン大塔SC

258 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ時津店 851-2102 長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５ イオン時津SC

259 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ有家店 859-2202 長崎県 南島原市有家町山川１３５－１ イオン有家店

260 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ天草店 863-0046 熊本県 天草市 亀場町食場後山下７４０ イオン天草SC

261 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ八代店 866-0013 熊本県 八代市沖町六番割３９８７－３ イオン八代店

262 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ熊本店 861-3106 熊本県 上益城郡嘉島町上島字長池２２３２ イオンモール熊本

263 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ隼人国分店 899-5117 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229  イオン隼人国分SC

264 ﾀﾞｲﾅﾚｯｸｽ姶良店 899-5421 鹿児島県 姶良市東餅田336  イオン姶良SC

265 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島市東開町７ イオンモール鹿児島

266 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ大牟田店 836-0037 福岡県 大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田

267 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ延岡店 882-0847 宮崎県 延岡市旭町２－２－１ イオン延岡SC

268 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ挾間店 879-5518 大分県 由布市挾間町北方７７番地 イオン挾間店

269 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分店 870-0125 大分県 大分市公園通り西２丁目－１ ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分

270 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ日向店 883-0064 宮崎県 日向市日知屋字古田町６１－１ イオン日向店

271 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ宮崎店 880-8577 宮崎県 宮崎市新別府町江口８６２-１ イオンモール宮崎

272 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ都城店 885-0055 宮崎県 都城市早鈴町１９５０番地 イオン都城SC

273 ﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ佐賀大和店 840-0201 佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地 イオンモール佐賀大和

274 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ佐賀店 840-2221 佐賀県 佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１ スーパーセンター佐賀

275 ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ大木店 830-0411 福岡県 三潴郡大木町蛭池1200番地 スーパーセンター大木

276 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ唐津店 847-0022 佐賀県 唐津市鏡字立神４６７１ イオン唐津SC

下記店舗が４月下旬にオープン致します。　オープン後は、２７８店舗がイクジー会員実施店舗となります。
277 モーリーファンタジー船橋店 273-0045 千葉県 船橋市山手１丁目１番地８号 イオンモール船橋

278 モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県 福津市793番地（福間駅東地区100街区１画地）　 イオンモール福津
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