
※営業時間は各施設にお問い合わせください。

※新型コロナウィルスの影響により営業時間等変更となる場合がございます。

店舗 催事場所 都道府県 住所

カテプリ新さっぽろ 1F サンピアザ光の広場 北海道 札幌市厚別区厚別中央2条5-7

イオンモール苫小牧 １Fウエストコート 北海道 苫小牧市柳町3-1-20

イオンモール旭川駅前 １F インフォメーション前 北海道 旭川市宮下通7-2-5

イオンモール旭川西 センターコート 北海道 旭川市緑町23-2161-3

イオン帯広 イオンクレジット受付カウンター 北海道 帯広市西4条南20丁目1番地

イオン釧路 1Fフードホールエスカレーター前 北海道 釧路郡釧路町桂木1-1-7

イオンモール下田 西コート 青森県 上北郡おいらせ町中野平40-1

ザモール仙台長町 宮城県 仙台市太白区長町7-20-3

イオンモール石巻 １F 太陽の広場 宮城県 石巻市茜平4-104

イオンモール秋田 1Ｆｾﾝﾄﾗﾙｺｰﾄ 秋田県 秋田市御所野地1-1-1

イオンモール山形南 １Fセンターコート 山形県 山形県山形市若宮3-7-8

イオンモール天童 グリーンコート 山形県 天童市芳賀タウン北4-1-1

那須ガーデンアウトレット
P001区画　ロコスタイルマート内キッチン

＆テーブル
栃木県 那須塩原市塩野崎184-7

イオンタウン守谷 無印良品前　催事スペース 茨城県 守谷市百合ヶ丘3-249-1

けやきウォーク前橋 けやきコート 群馬県 前橋市文京町二丁目1番1号

イオンモール太田 １Fコメダ珈琲前 群馬県 太田市石原町81番地

イオンモール浦和美園 1階スターバックス前 埼玉県 さいたま市緑区美園5-50-1

イオンモール上尾 1階ウエストコート横特設会場 埼玉県 上尾市愛宕3-8-1

アリオ上尾 1F 7　美のガーデン前　催事場 埼玉県 上尾市大字壱丁目367番地

ぺリエ千葉 カラー通路 千葉県 千葉市中央区新千葉1-1-1

テラスモール松戸 1F「サミットストア前」 特設会場 千葉県 松戸市八ヶ崎2-8-1

イオンモール千葉ニュータウン １F　アクシーズファム前 千葉県 印西市中央北3－2

アトレ松戸 3F青山フラワー横 千葉県 松戸市松戸1181

イオンモール八千代緑が丘 2F スターバックス前 千葉県 八千代市緑が丘2-1-3

アリオ市原
1F インフォメーション前　催事スペース

（サンシャインコート屋内）
千葉県 市原市更級4丁目3番２

ユニモちはら台 １F　エスカレーター前 千葉県 市原市ちはら台西3-4

イオンモール木更津 ノースアトリウム 千葉県 木更津市築地1番4

浅草ROX 本館1F　特設会場 東京都 台東区浅草1-25-15

アリオ西新井 1階　モールコンコース 東京都 足立区西新井栄町1-20-1

アリオ亀有 1階　インフォメーション前 東京都 葛飾区亀有3-49-3

錦糸町パルコ パルコ フードデプト 東京都 墨田区江東橋4丁目27-14

アリオ葛西 １F　ロフト前 東京都 江戸川区東葛西9-3-3

アリオ北砂 1F　リーフコート 東京都 江東区北砂2-17-1

東急スクエア五反田（レミｲ五反

田）
レミィ五反田　4Ｆ　吹き抜け広場 東京都 品川区東五反田2-1-2

グランデュオ蒲田 西館２F　イベントスペース 東京都 大田区西蒲田7-68-1

新宿ルミネエスト B1券売機横区画 東京都 新宿区新宿3-38-1

アトレ吉祥寺 1F　食料品ゾーン催事区画 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24

グランデュオ立川 G1F正面口 東京都 立川市柴崎町3-2-1

南町田グランベリー ギャザリングマーケット 東京都 町田市鶴間三丁目4-1

パルコ　ひばりが丘店 1階特設会場 東京都 西東京市ひばりが丘1-1-1

京王多摩センター 西205 東京都 多摩市落合１丁目１０－１

イオンモールむさし村山
１Fサウスコート　成城石井側エスカレー

ター下
東京都 武蔵村山市榎1-1-3

トレッサ横浜 南棟　１F　スーパーサンワ前 神奈川県 横浜市港北区師岡町700

三井アウトレットパーク横浜ベイ

サイド
1F 10360店舗前 神奈川県 横浜市金沢区白帆5-2

バレンタイン期間限定ショップ



横須賀モアーズシティ モアーズストリート 神奈川県 横須賀市若松町2-30

アリオ橋本 グランドガーデン 神奈川県 相模原市緑区大山町1番22号

CoCoLo長岡 2F Cocoloプラザ催事場 新潟県 長岡市城内町1-611番地1号

イオンモール新潟南 1F フラワーコート 新潟県 新潟市江南区下早通柳田1-1-1

イオンモール新小松 1階ヴィド・フランス前 石川県 小松市清六町315番地

アリオ上田 １Fモール通路（3コインズ前） 長野県 上田市天神3－5－1

カラフルタウン岐阜 コミュニティパーク 岐阜県 岐阜市柳津町丸野三丁目3番6号

イオンモール各務原 １F　センターコート 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8

イオンモールナゴヤドーム前 ２FAZUL前 愛知県 名古屋市東区矢田南4-102-3

イオンモール東浦 １Fセントラルコート 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字旭13-2

T-FACE B館６F　催事場 愛知県 豊田市若宮町1-57-1

イオンモール常滑 免税カウンター前 愛知県 常滑市りんくう町2-20-3

イオンモール津みなみ 1Fつどいの広場 三重県 津市高茶屋小森町145番地

ピエリ守山 ピエリコート 滋賀県 守山市今浜町2620-5

イオンモール草津 １Fイノブン横 滋賀県 草津市新浜町300番地

イオンモール久御山 1階光のコート 京都府 久世郡久御山町森南大内156-1

イオンモール京都五条 1F吹き抜けモール 京都府 京都市右京区西院追分町25-1

イオンモール高の原 2F平城コート（エスカ脇） 京都府 木津川市相楽台1丁目1番1

イオンモール四条畷 1Ｆ風のコート 大阪府 四條畷市砂4-3-2

アリオ八尾 1F インフォメーション横 大阪府 八尾市光町2-3

イオンモールりんくう泉南 1階セントラルコート 大阪府 泉南市りんくう南浜3-12

アリオ鳳 1階　グリーンコート 大阪府 堺市西区鳳南町3-199-12

イオンモール神戸北 1階すずらんコート 兵庫県 神戸市北区上津台8-1-1

ピオレ明石 ピオレ広場 兵庫県 明石市大明石町1-1-23

アリオ加古川 ビッグビジョンコート　特設会場 兵庫県 加古川市別府町緑町

ゆめタウン出雲 ゆめ広場 島根県 出雲市大塚町650-1

イオンモール倉敷 １Fメイン通路スイーツ前 岡山県 倉敷市水江1番地

Ekie広島 エキエ テーブル 広島県 広島市南区松原町1番2号

ゆめタウン呉 ゆめ広場 広島県 呉市宝町５－１０

ゆめタウン廿日市 フードマーケット 広島県 廿日市市下平良2丁目2番1号

ユメシティ下関 ゆめ広場 山口県 下関市伊倉新町三丁目1-1

イオンモール新居浜 １Fセンターコート横( SHOO-LA-RUE前) 愛媛県 新居浜市前田町8-8

イオンモール今治新都市 そよ風コート 愛媛県 今治市にぎわい広場1番地1

イオンモール八幡東 2F直営前ブリッジ 福岡県 北九州市八幡東区東田3-2-102

イオンモール福岡 メインプラザ 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1

イオンモール筑紫野 セントラルコートバレンタイン催事 福岡県 筑紫野市立明寺434-1

木の葉モール橋本 1F紅葉通路 福岡県 福岡市西区橋本2-27-2

イオンモール直方 中央エスカレーター前 福岡県 直方市湯野原2-1-1

ゆめタウン光の森 本館セントラルコート　バレンタイン催事 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7-33-1

イオンモール鹿児島 バレンタイン催事　１階花の広場 鹿児島県 鹿児島市東関町7


