■キャンペーン対象外店舗一覧
(2022/1/6時点)
※キャンペーン期間中に変更となる可能性もございます。
店舗名
CIAL 桜木町 ANNEX店
CIAL桜木町店
CIAL鶴見店
ekie広島店
GINZA SIX店
JR新大阪アルデ店
JR池袋駅 西口店
ＫＩＴＴＥ丸の内店
ＫＩＴＴＥ博多店
ＬＡＱＵＥ四条烏丸店
LINKS UMEDA 2階店
LINKS UMEDA 8階店
LINKS UMEDA 地下1階店
LUCUA 1100 2階 アトリウムガーデン店
LUCUA 1100 2階 グランマルシェ店
LUCUA 9階店
LUCUA osaka 地下2階店
MARK IS 静岡店
MIDORI松本店
MIDORI長野店
MIYASHITA PARK店
nonowa国立店
nonowa西国分寺店
nonowa東小金井店
nonowa武蔵小金井店
NU茶屋町プラス店
PLiCO神戸店
PLiCO垂水店
STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO
TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと愛知東郷店
VIA MALL アピタ江南西店
アークヒルズサウスタワー店
アークヒルズ店
アーバンドック ららぽーと豊洲3 地下1階店
アクアウォーク大垣店
アスナル金山1階店
アスナル金山3階店
アピタタウン稲沢店
アピタテラス横浜綱島店
アピタ高蔵寺店
アピタ四日市店
アピタ新潟西店
アピタ静岡店
アピタ千代田橋店
アピタ長津田店
アピタ鳴海店
あべのHoop店
あべのsolaha店
あべのキューズモール店
あまがさきキューズモール店

アミュプラザおおいた店
アミュプラザくまもと店
アミュプラザ鹿児島 プレミアム館1階店
アミュプラザ鹿児島 本館2階店
アミュプラザ長崎店
アミュプラザ博多店
アリオ亀有店
アリオ西新井店
アリオ川口店
アリオ蘇我店
アリオ八尾店
アリオ北砂店
アルビ住道店
イーアス沖縄豊崎店
イーアス春日井店
イオンモールKYOTO店
イオンモール羽生店
イオンモール下田店
イオンモール久御山店
イオンモール京都五条店
イオンモール甲府昭和1階店
イオンモール甲府昭和3階店
イオンモール高の原店
イオンモール高崎 1階店
イオンモール高崎 2階店
イオンモール春日部店
イオンモール上尾店
イオンモール盛岡店
イオンモール盛岡南店
イオンモール川口前川店
イオンモール多摩平の森店
イオンモール太田店
イオンモール長久手店
イオンモール鳥取北店
イオンモール奈良登美ヶ丘店
イオンモール日吉津店
イオン南砂店
イオン入間店
イオン板橋店
イオン北谷店
ヴィーナスフォート グランド店
ヴィーナスフォート ファミリー店
ウィング上大岡店
ヴェルサウォーク西尾店
エキマルシェ新大阪店
エキマルシェ大阪店
エトモあざみ野店
エトモ綱島店
エトモ池上店
エトモ中央林間店
ギャラリエアピタ知立店
キュービックプラザ新横浜2階店
キュービックプラザ新横浜3階店
くずはモール ダイニングストリート店

くずはモール ハナノモール店
グランエミオ所沢西口1階店
グランエミオ所沢東口2階店
グランツリー武蔵小杉店
グランデュオ立川店
グランフロント大阪店
けやきウォーク前橋店
コレド室町2店
コレド室町テラス店
サクラマチ 熊本店
さんすて岡山店
ジャズドリーム長島店
シャミネ松江店
シャミネ鳥取店
ジョイナステラス二俣川店
スターバックス リザーブ(R)ストア 銀座マロニエ通り
セブンパーク天美店
そごう千葉ジュンヌ店
ダイバーシティ東京 プラザ店
たまプラーザテラス店
テラスウォーク一宮店
テラスモール湘南店
トレッサ横浜店
なんばCITY店
なんばウォーク店
なんばパークス店
ニッケコルトンプラザ

ツムグテラス店

ニュウマン横浜店
パークプレイス大分店
パルコヤ上野店
ピオニウォーク東松山店
ピオレ姫路1階店
ピオレ姫路4階店
ピオレ明石店
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ店
フェアモール福井店
プラーレ松戸店
プライムツリー赤池店
ブランチ大津京店
プリンチ 代官山T-SITE
プレ葉ウォーク浜北店
マリエとやま店
マリノアシティ福岡・ピアウォーク店
マリンピア神戸店
ミーツ国分寺店
みなとみらい東急スクエア店
みのおキューズモール店
ミュープラット神宮前店
ミント神戸店
モザイクモール港北店
モレラ岐阜店
ラザウォーク甲斐双葉店
ラゾーナ川崎1階店
ラゾーナ川崎3階店

ララガーデン春日部店
ララガーデン川口店
ららテラス 武蔵小杉店
ららぽーとEXPOCITY店
ららぽーとTOKYO-BAY 南館店
ららぽーとTOKYO-BAY 北館店
ららぽーと愛知東郷3階店
ららぽーと横浜店
ららぽーと海老名店
ららぽーと甲子園店
ららぽーと沼津店
ららぽーと湘南平塚店
ららぽーと新三郷店
ららぽーと磐田店
ららぽーと富士見店
ららぽーと豊洲 サウスポート2階店
ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ店
ららぽーと名古屋みなとアクルス店
ららぽーと立川立飛店
ららぽーと和泉店
リーフウォーク稲沢店
リバーウォーク北九州デコシティ店
レイクウォーク岡谷店
愛宕グリーンヒルズ店
芦屋モンテメール店
羽田空港 蔦屋書店
羽田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ国際線ゲートエリア店
浦添西海岸パルコシティ店
浦和パルコ店
栄ラシック店
横須賀モアーズシティ店
横浜ジョイナス店
横浜スカイビル店
横浜ハンマーヘッド店
横浜ビブレ店
横浜ベイクォーター店
横浜ポルタ店
横浜モアーズ8階店
横浜モアーズ店
横浜ランドマークプラザ店
横浜ワールドポーターズ店
横浜市役所 ラクシス フロント店
岡山一番街店
学園都市キャンパススクェア店
関 マーゴ店
関西外国語大学 御殿山店
関西外国語大学 中宮店
関西国際空港1階サウスゲート店
関西国際空港4階ノースゲート店
関西国際空港エアサイド店
丸の内オアゾ店
丸の内パークビル店
丸の内ビル店
丸の内三菱ビル店

丸の内新東京ビル店
吉祥寺パルコ店
京急百貨店6階店
京橋 京阪モール店
京都BAL店
京都Porta ウエスト店
京都Porta店
玉川高島屋Ｓ・Ｃ店
錦糸町テルミナ2店
錦糸町パルコ店
近鉄東大阪店
金沢エムザ店
金沢百番街Rinto店
銀座 蔦屋書店
銀座EXITMELSA店
熊本駅店
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー店
五反田東急スクエア店
光が丘IMA店
広島パルコ店
港南台バーズ店
港北ノースポート・モール店
港北東急S.C.店
香林坊東急スクエア店
高崎オーパ店
阪急西宮ガーデンズ店
阪神御影クラッセ店
阪神梅田本店 9階店
阪神梅田本店 地下2階店
札幌ステラプレイス イースト2階店
札幌ステラプレイス センター1階店
札幌パセオ店
札幌パルコ店
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店
三井アウトレットパーク滋賀竜王店
三井アウトレットパーク倉敷店
三井アウトレットパーク北陸小矢部店
三井アウトレットパーク木更津店
住吉リブ店
渋谷ストリーム店
渋谷パルコ店
心斎橋パルコ店
新丸ビル店
新所沢パルコ店
新千歳空港店
新大久保駅店
神戸BAL店
神戸国際会館ＳＯＬ店
須磨大丸店
成田空港第1ターミナル第2サテライト店
成田空港第1ターミナル店
成田空港第2ターミナルサテライト店
成田空港第2ターミナル店
成田空港第2ターミナル到着ロビー南店

成田空港第2ターミナル到着ロビー北店
盛岡フェザン店
聖蹟桜ヶ丘オーパ店
西鉄久留米駅店
西鉄大橋駅店
西鉄天神高速バスターミナル店
西武東戸塚S.C.店
青葉台東急スクエア店
仙台パルコ店
川崎モアーズ店
泉中央セルバ店
泉南りんくう公園店
大丸下関店
大丸梅田店
大宮宮原ステラタウン店
大阪マルビル店
大阪高島屋 地階西ゾーン店
大名古屋ビルヂング店
大和郡山アピタ店
池袋サンシャインシティ アルパ店
池袋ショッピングパーク南館店
池袋ショッピングパーク北館店
中部国際空港出発ターミナル内店
調布パルコ店
長岡リバーサイド千秋店
津田沼パルコ店
天王寺ミオ プラザ館店
天王寺ミオ 本館3階店
天王寺ミオ 本館8階店
天神ソラリアステージ店
天神ソラリアプラザ地下1階店
天神地下街店
天満橋京阪シティモール店
東急プラザ 表参道原宿店
東急プラザ戸塚店
東京ドームシティ ミーツポート店
東京ドームシティ ラクーア店
東京ミッドタウン店
東京ミッドタウン日比谷店
東武池袋店
那須ガーデンアウトレット店
南町田グランベリーパーク店
二子玉川 蔦屋家電店
二子玉川ライズ

ドッグウッドプラザ

日産自動車テクニカルセンターD棟店
日本橋高島屋Ｓ.Ｃ.1階店
日本橋高島屋Ｓ.Ｃ.店
梅田 蔦屋書店
梅田HEP FIVE3階店
梅田HEP FIVE7階店
梅田エスト店
柏 高島屋ステーションモール 6階店
柏 高島屋ステーションモール店
八王子オクトーレ店

表参道ヒルズ店
富山総曲輪フェリオ店
府中くるる店
武蔵小杉東急スクエア店
福岡パルコ店
福岡空港国際線ターミナル店
福岡空港国内線ターミナル3階店
福岡空港国内線ターミナル南ゲートエリア店
平塚ラスカ店
名駅地下街 ユニモール店
名古屋 JRゲートタワー店
名古屋 アピタ長久手店
名古屋 タカシマヤ ゲートタワーモール店
名古屋ＪＲセントラルタワーズ店
名古屋パルコ 西館店
木の葉モール橋本店
有楽町ビル 地下1階店
有楽町ビル1階店
流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店
六本木 蔦屋書店
六本木ヒルズ ウエストウォーク ラウンジ店
六本木ヒルズ ウエストウォーク店
六本木ヒルズ ﾒﾄﾛﾊｯﾄ／ﾊﾘｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ店

