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都道府県 住所

北海道 エコクラフト 札幌大通 札幌市営地下鉄大通駅構内

岩手県 リアット！ 盛岡フェザン 盛岡駅ビル　フェザン1F

宮城県 リアット！ 仙台泉セルバ 泉ショッピングプラザ　セルバ2Ｆ

埼玉県 リアット！ 八木橋 八木橋百貨店1F

埼玉県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ アコス草加 アコス草加　南館B1F

埼玉県 リアット！ ララガーデン川口 ララガーデン川口  1F

埼玉県 エコクラフト ららぽーと新三郷 ららぽーと新三郷1F

埼玉県 リアット！ ビーンズ戸田公園 ビーンズ戸田公園2F

埼玉県 リアット！ ららぽーと富士見 ららぽーと富士見1F

埼玉県 リアット！ コクーンシティ コクーンシティ　コクーン１北館1F

埼玉県 リアット！ グランエミオ所沢 グランエミオ所沢1F

千葉県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 大網 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰアミリィ1F

千葉県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ アトレ新浦安 アトレ新浦安1F

千葉県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ﾘｱｯﾄ！ ららぽーと柏の葉 ららぽーと柏の葉　1F

千葉県 リアット！ 成田空港第１ターミナル 成田国際空港第1旅客ターミナルビル　地下コンコース　ＢＣ101号室B1F

千葉県 リアット！ ペリエ稲毛海岸 ペリエ稲毛海岸1F

千葉県 リアット！ テラスモール松戸 テラスモール松戸2F

千葉県 リアット！ パティオ本八幡 パティオ本八幡1F

東京都 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ アトレ大井町 アトレ大井町4F

東京都 リアット！ アトレ大森 アトレ大森　2F

東京都 リアット！ 八重洲地下２番通り 八重洲地下2番通り

東京都 リアット！ 晴海トリトン 晴海トリトン2F

東京都 リアット！ オリナス錦糸町 オリナス錦糸町B1F

東京都 リアット！ 府中くるる 府中くるる1Ｆ

東京都 リアット！ ららぽーと立川立飛 ららぽーと立川立飛1F

東京都 リアット！ 羽田空港第２ターミナル 羽田空港第2ターミナルB1F

東京都 リアット！ サンシャインシティアルパ サンシャインシティ専門店街　アルパ1F

東京都 リアット！ 有明ガーデン ショッピングシティ有明ガーデン2F

東京都 リアット！ ソコラ武蔵小金井クロス SOCOLA 武蔵小金井クロス1F

東京都 リアット！ メトロ日本橋（12月？OPEN) メトロ東西線日本橋駅B3F

東京都 リアット！ 光が丘IMA 光が丘IMA　専門館2F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 武蔵新城 ビーンズ武蔵新城1F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ モザイクモール港北 モザイクモール港北B1F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 武蔵中原 ビーンズ武蔵中原1F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ オーロラモール東戸塚 オーロラモール東戸塚4F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 川崎モアーズ 川崎モアーズ　5F

神奈川県 リアット！ 横浜ジョイナス ジョイナス4F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ﾘｱｯﾄ！ ラゾーナ川崎プラザ ラゾーナ川崎プラザ1F

神奈川県 リアット！ 横浜西口 ジョイナスB1F

神奈川県 リアット！ トレッサ横浜 トレッサ横浜　南棟1F

神奈川県 リアット！ Ｃｏｌｅｔｔｅ・Ｍａｒｅみなとみらい Colette・Mareみなとみらい2F

神奈川県 リアット！ 新横浜プリンスぺぺ 新横浜プリンスペペB1F

神奈川県 リアット！ テラスモール湘南 テラスモール湘南1F

神奈川県 リアット！ 港南台バーズ 港南台バーズ1F

神奈川県 リアット！ マルイファミリー海老名 マルイファミリー海老名2F

神奈川県 リアット！ マルエツ井土ヶ谷 マルエツ井土ヶ谷1F

神奈川県 リアット！ シァル鶴見 シァル鶴見2F

神奈川県 リアット！ 相鉄ライフ三ツ境 相鉄ライフ三ツ境ビルA棟1F

静岡県 エコクラフト ららぽーと磐田 ららぽーと磐田1F

静岡県 リアット！ 新静岡セノバ 新静岡セノバ3Ｆ

静岡県 リアット！ サントムーン柿田川 サントムーン柿田川 本館1F

静岡県 リアット！ ららぽーと沼津 ららぽーと沼津1F

長野県 リアット！ レイクウォーク岡谷 レイクウォーク岡谷1F
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愛知県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ギャラリエアピタ知立 ギャラリエアピタ知立1F

愛知県 リアット！ 豊橋カルミア 豊橋ステーションビルカルミア2F

愛知県 リアット！ ヨシヅヤ清洲 ヨシヅヤ清洲1F

愛知県 リアット！ ｍｏｚｏワンダーシティ mozoワンダーシティ　2F

愛知県 リアット！ 松坂屋豊田 松坂屋豊田2F

三重県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 四日市近鉄 近鉄百貨店四日市1F

奈良県 リアット！ 真美ヶ丘 エコール・マミ北館1F

京都府 リアット！ 京都ファミリー 京都ファミリー2F

大阪府 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ エコールいずみ エコール・いずみ1F

大阪府 リアット！ デュー阪急山田 デュー阪急山田　2F

大阪府 リアット！ アプラたかいし アプラたかいし1F

兵庫県 リアット！ コープ神戸北町 コープDAYS神戸北町3F

兵庫県 リアット！ コープデイズ神戸西 コープDAYS神戸西1F

兵庫県 リアット！ ららぽーと甲子園 ららぽーと甲子園　2F

広島県 リアット！ 紙屋町シャレオ 紙屋町シャレオ

香川県 リアット！ ゆめタウン高松 ゆめタウン高松1F

徳島県 リアット！ アミコ徳島 アミコ専門店街1F

愛媛県 リアット！ エミフルＭＡＳＡＫＩ エミフルＭＡＳＡＫＩ　1F

福岡県 リアット！ アイムショップ小倉 セントシティ北九州B1F

福岡県 リアット！ 天神ソラリア ソラリアステージビル1F

熊本県 リアット！ サクラマチ熊本 SAKURA MACHI Kumamoto2F
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