
つくるんです店頭実演販売実施中！対象店舗一覧。
詳細は店舗へお問い合わせください。店舗情報はこちらから→

店舗名 電話番号

北海道 札幌市 アリオ札幌店 011-742-1500

北海道 小樽市 イオン小樽店 0134-27-5772
青森県 青森市 生協つくだ店 017-765-3022

青森県 青森市 イトーヨーカドー青森店 017-729-2522
青森県 八戸市 ピアドゥ店 0178-73-5151

岩手県 久慈市 ユニバース久慈ＳＣ店 0194-61-1551

山形県 山形市 ヨークベニマル南館店 023-647-7040

山形県 山形市 ヤマザワ成沢店 023-689-0023

山形県 長井市 ヤマザワ長井店 0238-83-2401

山形県 東根市 ヨークベニマル東根店 0237-42-4920

山形県 南陽市 ヤマザワ南陽店 0238-50-1050

宮城県 仙台市 ザ・モール仙台長町店 022-304-1691

宮城県 仙台市 みやぎ生協柳生店 022-306-2155
宮城県 仙台市 セラビ幸町店 022-292-5210

宮城県 仙台市 イオン仙台店 022-221-0241

宮城県 仙台市 ヨークベニマル泉古内店 022-377-4555

宮城県 仙台市 みやぎ生協愛子店 022-302-8022

宮城県 栗原市 ヨークベニマル築館店 0228-21-4833

福島県 福島市 ヨークベニマル福島西店 024-557-9946
福島県 いわき市 ヨークベニマル湯本南店 0246-72-0089

福島県 会津若松市 ドン・キホーテUNY会津若松店 0242-38-2450
福島県 郡山市 ヨークベニマル荒井店 024-937-0253

福島県 郡山市 ヨークタウン八山田店 024-939-3909

福島県 郡山市 ザ・モール郡山店 024-927-5130

福島県 須賀川市 ヨークベニマル須賀川西店 0248-72-7393
茨城県 土浦市 イオン土浦店 029-826-8785

栃木県 下野市 自治医大店 0285-40-1278
群馬県 伊勢崎市 スマーク伊勢崎店 0270-61-1671

群馬県 前橋市 大利根店 027-253-4973

埼玉県 さいたま市 パトリア東大宮店 048-682-0890

埼玉県 越谷市 イオン南越谷店 048-961-3359
埼玉県 久喜市 モラージュ菖蒲店 0480-85-8870

埼玉県 所沢市 西友小手指店 04-2928-7867
埼玉県 川口市 ミエルかわぐち店 048-223-6845

埼玉県 草加市 松原団地店 048-944-5411

埼玉県 東松山市 西友東松山店 0493-27-1246

千葉県 浦安市 イオン新浦安店 047-350-8706

千葉県 浦安市 西友浦安店 047-380-3685

千葉県 習志野市 京成大久保店 047-493-4939
千葉県 成田市 成田ユアエルム店 0476-29-6255

千葉県 船橋市 西友北習志野店 047-469-7725

千葉県 木更津市 イオンモール木更津店 0438-37-9311
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東京都 葛飾区 新小岩店 03-3652-3021

東京都 港区 麻布十番店 03-5418-8141
東京都 渋谷区 恵比寿駅前店 03-3770-7800

東京都 渋谷区 広尾店 03-3449-8155
東京都 新宿区 東京オペラシティ店 03-5353-0380

東京都 新宿区 神楽坂店 03-5261-2511

東京都 新宿区 四谷三丁目店 03-5368-2170

東京都 杉並区 西友荻窪店 03-3220-1419

東京都 世田谷区 二子玉川ライズ・SC店 03-3700-6699

東京都 世田谷区 下高井戸店 03-5300-1634

東京都 世田谷区 喜多見店 03-3417-4455

東京都 世田谷区 祖師ヶ谷大蔵北口店 03-5429-3755

東京都 世田谷区 千歳船橋店 03-5799-9255
東京都 世田谷区 経堂南口店 03-5451-3592

東京都 千代田区 丸ビル店 03-5220-4555

東京都 足立区 北千住駅前店 03-3870-6353

東京都 台東区 浅草店 03-3841-2455

東京都 台東区 入谷店 03-6802-0750

東京都 大田区 蒲田店 03-3739-5905
東京都 大田区 マルエツ新糀谷店 03-5737-0661

東京都 大田区 御嶽山店 03-5499-5855
東京都 大田区 池上店 03-3754-6655

東京都 中央区 晴海トリトン店 03-3536-8210

東京都 中央区 水天宮前店 03-5614-5581

東京都 中野区 鷺ノ宮店 03-3310-5155
東京都 板橋区 上板橋店 03-3933-4155

東京都 品川区 西友大森店 03-3768-4771
東京都 品川区 武蔵小山店 03-3788-7355

東京都 品川区 大井町駅前店 03-3777-4451

東京都 目黒区 中目黒店 03-5773-0609

東京都 練馬区 氷川台店 03-5912-4755
東京都 練馬区 リヴィンオズ大泉店 03-3978-5886

東京都 練馬区 西友練馬店 03-5912-5117
東京都 国分寺市 西国分寺駅前店 042-326-7868

東京都 東久留米市 イオンモール東久留米店 042-468-5687

東京都 日野市 イオンモール多摩平の森店 042-585-0551

神奈川県 川崎市 新丸子店 044-430-5585

神奈川県 川崎市 武蔵小杉店 044-739-5020

神奈川県 横浜市 イオンスタイル東戸塚店 045-829-1055
神奈川県 横浜市 上永谷店 045-847-3955

神奈川県 横浜市 妙蓮寺店 045-439-6601

神奈川県 横浜市 モザイクモール港北店 045-914-2021

神奈川県 横浜市 横浜元町店 045-222-9555

神奈川県 横浜市 伊勢佐木町1丁目店 045-260-4140
神奈川県 横浜市 イオン金沢八景店 045-791-5321

神奈川県 横浜市 鶴見駅店 045-575-6955

神奈川県 横浜市旭区 西友鶴ヶ峰店 045-371-3069

神奈川県 横浜市旭区 横浜四季の森フォレオ店 045-953-0611

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境店 045-366-5722

神奈川県 横須賀市 横須賀モアーズシティ店 046-825-5063

神奈川県 海老名市 ショッパーズ海老名店 046-292-4120

神奈川県 鎌倉市 西友大船店 0467-41-1573

神奈川県 平塚市 ＯＳＣ湘南シティ店 0463-24-4243
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岐阜県 各務原市 イオンモール各務原店 058-216-7590

愛知県 名古屋市 イオンモールナゴヤドーム前店 052-799-6620
愛知県 名古屋市 イオンモール大高店 052-618-5125

愛知県 名古屋市 アズパーク店 052-526-5607
愛知県 みよし市 アイモール店 0561-34-7007

愛知県 江南市 アピタ江南西店 0587-50-5515

京都府 長岡京市 西友長岡店 075-952-5760

奈良県 生駒市 イオンモール奈良登美ヶ丘店 0743-71-3393

奈良県 大和郡山市 アピタ大和郡山店 0743-85-7111

奈良県 北葛城郡 リーベル王寺店 0745-34-2234

大阪府 茨木市 茨木春日丘店 072-621-6855

大阪府 高槻市 イオンフードスタイル摂津富田店 072-697-6255

大阪府 堺市 イオンモール堺鉄砲町店 072-227-6008
大阪府 吹田市 イオン吹田店 06-4860-5582

大阪府 大阪狭山市 イオン金剛店 072-368-8055

大阪府 大東市 ポップタウン住道店 072-871-0541

大阪府 池田市 ＩＫＥＤＩＡ池田店 072-750-0189

大阪府 富田林市 コノミヤ富田林店 0721-23-0555

大阪府 豊中市 イオンタウン豊中緑丘店 06-6841-0064
大阪府 門真市 イオン古川橋駅前店 06-6916-6955

和歌山県 和歌山市 イズミヤ紀伊川辺店 073-464-0017
兵庫県 神戸市 六甲道店 078-841-7439

兵庫県 神戸市 さんちか店 078-333-4655

兵庫県 伊丹市 イオンモール伊丹昆陽店 072-771-1280

兵庫県 三田市 三田フローラ店 079-569-8300
兵庫県 西宮市 イオン西宮店 0798-68-6035

兵庫県 宝塚市 イズミヤ小林店 0797-74-1271
広島県 広島市 フジグラン緑井店 082-831-8177

愛媛県 東温市 フジグラン重信店 089-968-1257

福岡県 福岡市 ゆめタウン博多店 092-260-8900

福岡県 福岡市 イオンマリナタウン店 092-895-1616
福岡県 福岡市 イオンスタイル笹丘店 092-739-5625

福岡県 福岡市 サニー姪浜店 092-895-1511
福岡県 宗像市 サンリブくりえいと宗像店 0940-35-0801

福岡県 小郡市 イオン小郡店 0942-75-6808

福岡県 筑紫野市 イオンモール筑紫野店 092-929-6226

福岡県 朝倉市 イオン甘木店 0946-21-2800

長崎県 長崎市 西友道の尾店 095-857-6681

長崎県 長崎市 長崎チトセピア店 095-842-2513
佐賀県 伊万里市 伊万里店 0955-20-4065

佐賀県 佐賀市 ゆめタウン佐賀店 0952-37-3200

熊本県 菊池郡 ゆめタウン光の森店 096-285-4242

沖縄県 うるま市 具志川メインシティ店 098-974-6300

沖縄県 島尻郡 つかざんシティ店 098-882-7766
沖縄県 那覇市 那覇メインプレイス店 098-951-3355

沖縄県 中頭郡 西原シティ店 098-882-9107

沖縄県 浦添市 ｻﾝｴｰ浦添西海岸パルコシティ店 098-871-1188

沖縄県 浦添市 経塚シティ店 098-871-3030
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