
近畿
大阪府　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

ギャレ大阪インフォメーションカウンター　　★ 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 06-6346-7600

紀伊國屋書店梅田本店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3　阪急三番街 06-6372-5821

東武トラベル大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3-13-20(ASビル1F) 06-6311-8001

新大阪センイシティー2号館1Fサービスカウンター 大阪府大阪市淀川区西宮原2-2-17 06-6394-1121

イズミヤ上新庄店サービスカウンター 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-2-36 06-6327-7751

イズミヤ淡路店サービスカウンター 大阪府大阪市東淀川区淡路4-6-20 06-6322-2032

コノミヤ赤川店 大阪府大阪市旭区赤川2丁目3番2号 06-6928-0111

イズミヤ今福店サービスカウンター 大阪府大阪市城東区今福東1-10-5 06-6934-3531

コノミヤ鴫野店 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目1番19号 06-6968-0577

コノミヤ緑橋店 大阪府大阪市東成区中本1丁目9-11 06-6978-0561

コノミヤ放出店 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目5番32号 06-6968-0561

イオンモール鶴見リーファ 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 06-6915-8600

紀伊國屋書店本町店 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビルディング1F 06-4705-4556

ちけっとぽーと　なんば店 大阪府大阪市中央区難波5-1-60(なんばCITY本館地下2階) 03-5561-7714

天王寺ミオ3Fサービスカウンター　　　　　★ 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 06-6770-1000

近商ストア針中野店 大阪府大阪市東住吉区駒川5-24-8 06-6696-2511

イズミヤ平野店サービスカウンター 大阪府大阪市平野区平野宮町1-6-2-101 06-6792-5331

京王観光大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15(西本町三井ビル1F) 06-6541-7631

イズミヤ花園店サービスカウンター 大阪府大阪市西成区花園南1-2-4 06-6657-0808

デイリーカナートイズミヤ我孫子店 大阪府大阪市住吉区我孫子東2-5-24-101 06-6692-1221

コノミヤ粉浜店 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目23番23号 06-6674-8883

近商ストア住吉店1F 大阪府大阪市住之江区粉浜西3-1-12-1 06-6678-2771

デイリーカナ－ト南港店 大阪府大阪市住之江区南港東1－6－5－101 06-6612-1061

デイリーカナ－トポートタウン店 大阪府大阪市住之江区南港中2-1-109 06-6612-4572

阪急オアシス豊中少路店 大阪府豊中市少路２－４－８ 06-6844-5172

阪急オアシス夕日丘店 大阪府豊中市夕日丘1-1-5 06-6857-7136

阪急オアシス服部緑地店 大阪府豊中市東寺内町11-23 06-6386-7117

コノミヤ箕面店 大阪府箕面市粟生間谷西2-6-3 072-728-0561

阪急オアシスときわ台店 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台３－１－２ 072-738-2962

イズミヤ千里丘店サービスカウンター 大阪府吹田市山田南1-1 06-6380-7141

阪急オアシス桃山台店 大阪府吹田市桃山台5-2-2アザール桃山台内 06-6873-0451

阪急オアシス南千里店 大阪府吹田市津雲台1-20-7 06-6871-1763

阪急オアシス北千里店 大阪府吹田市古江台4-119-6 06-6831-1147

コノミヤ高槻店 大阪府高槻市栄町1-2-3 072-695-0561

阪急オアシス富田店 大阪府高槻市牧田町7-53 072-694-1445

阪急オアシス高槻川西店 大阪府高槻市川西町１－３５１－８ 072‐686‐3255

コノミヤ守口店 大阪府守口市金田町1丁目72番28号 06-6903-5151

イズミヤ門真店サービスカウンター 大阪府門真市新橋町3-1-101 06-6908-8551

ギフト大洋 大阪府寝屋川市寿町50-17 072-833-6974

イズミヤ東寝屋川店サービスカウンター 大阪府寝屋川市大字打上221 072-822-2121

イズミヤ寝屋川店サービスカウンター 大阪府寝屋川市早子町23-1-104 072-822-2311

阪急オアシス枚方出口店 大阪府枚方市出口1-17-20 072-837-6070

コノミヤ牧野店 大阪府枚方市養父丘1丁目3番41号 072-850-0561

イズミヤ枚方店サービスカウンター 大阪府枚方市禁野本町1-871 072-898-7051

イズミヤ大東店サービスカウンター 大阪府大東市住道2-1-103 072-874-9201

イズミヤ住道店サービスカウンター 大阪府大東市大野1-3-1 072-871-2721

ポップタウン住道　1F総合案内所　　　　　★ 大阪府大東市赤井1－2－12（JR学研都市線　住道駅前） 072-871-0110

コノミヤ徳庵店 大阪府東大阪市稲田上町2丁目2番1号 06-6746-0350

コノミヤ弥刀店 大阪府東大阪市友井3丁目8番2号 06-6726-0006

近商ストア東花園店 大阪府東大阪市吉田6-1-2 0729-63-3451

コノミヤ若江岩田店 大阪府東大阪市岩田町3丁目9番1号 06-6726-0007

イズミヤ若江岩田店３Ｆ総合カウンター 大阪府東大阪市瓜生堂1-10-52 0729-63-2580

イズミヤ松原店サービスカウンター 大阪府松原市上田6-4-8 072-332-2251



近畿
近商ストア松原店Ｂ1Ｆサービスカウンター 大阪府松原市上田3-6-1(ゆめニティ松原内) 072-330-2701

近商ストア天美店 大阪府松原市天美南3-65-3 072-333-5571

イズミヤ八尾店 大阪府八尾市沼1-1-1 0729-48-3330

近商ストア恩智店 大阪府八尾市恩智中町1-105 072-941-9958

近商ストア古市店1Fサービスカウンター 大阪府羽曳野市栄町7-1(近鉄プラザ) 0729-58-1281

ハーベスはびきの店（近商ストア） 大阪府羽曳野市軽里1丁目6-19 0729-57-7741

イズミヤ古市店サービスカウンター 大阪府羽曳野市翠鳥園395-1 0729-58-2911

コノミヤ羽曳が丘店 大阪府羽曳野市羽曳が丘4丁目3番3号 0729-50-0561

イズミヤ河内長野店サービスカウンター 大阪府河内長野市喜多町663 0721-64-1227

コノミヤ南花台店 大阪府河内長野市南花台3丁目6番10号 0721-60-0561

コノミヤ美原店 大阪府堺市美原区南余部444-1 072-363-2025

近商ストア槇塚台店 大阪府堺市南区晴美台3-13-1 072-291-6070

コノミヤ狭山店 大阪府大阪狭山市大野台2丁目1番17号 072-367-5111

イズミヤ阪和堺店サービスカウンター 大阪府堺市田出井町1-1 072-229-2323

コノミヤ堺東店 大阪府堺市一条通13番23号 072-232-0561

コノミヤ泉ヶ丘店 大阪府堺市竹城台1丁1番3号 072-295-0561

コノミヤ竹城台店 大阪府堺市南区竹城台4丁目1番2号　ファミール竹城台1階 072-295-2323

泉北パンジョ2Fサービスカウンター　　　　★ 大阪府堺市茶山台1-3-1 072-293-2201

近商ストア東湊店1F 大阪府堺市春日通1-5 072-247-3081

イオンモール堺北花田プラウ 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 072-246-3000

コノミヤ中もず店 大阪府堺市新家町1番地19 072-289-0561

コノミヤ深井店 大阪府堺市中区八田北町462-1 072-281-8021

イズミヤ泉北店 大阪府堺市小阪２７０番地 072-270-7305

コノミヤ浜寺石津店 大阪府堺市浜寺石津町東4丁5番51号 072-241-0561

デイリーカナ－ト向ヶ丘店 大阪府堺市津久野町1丁目12番1号 072-271-0786

ジュエリーサロンカジモト 大阪府泉南市樽井6-12-18 0724-84-3231

オークワわくわくシティ尾崎店 大阪府阪南市下出167-1 0724-71-7000

イオンモールりんくう泉南 大阪府泉南市りんくう南浜3-12　総合サービスカウンター 072-480-6000

コノミヤ高石店 大阪府高石市綾園1丁目9番1号 072-264-0561

デイリーカナ－ト鶴山台店 大阪府和泉市鶴山台2丁目1番5号 0725-43-5335

近商ストア泉大津店 大阪府泉大津市寿町6-17 0725-22-8330

イズミヤ和泉府中店サービスカウンター 大阪府泉大津市東豊中町1-5-5 0725-44-5501

イズミヤ西岸和田店サービスカウンター 大阪府岸和田市港緑町2-1 0724-39-8170

イズミヤ泉佐野店サービスカウンター 大阪府泉佐野市南中安松774 0724-66-8211

サプライズ シオザキ 大阪府泉南郡岬町深日２２４０－６ 0724-92-6661

兵庫県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

ブティックセリザワ本店 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-8 078-331-1695

ブティックセリザワセンター街店 兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-26 078-391-4624

さんちかインフォメーション 兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 078-332-1570

みなとカード本社　　　　　　　　　　　　　　　★ 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1 078-322-2222

イオンモール神戸北 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 078-983-3200

イズミヤ西神戸店サービスカウンター 兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1 078-967-5000

イズミヤ神戸玉津店 兵庫県神戸市西区森友３丁目７－３ 078-920-1150

阪急オアシス六甲店 兵庫県神戸市灘区宮山町3-1-25 078-871-2731

阪急オアシス本山南店 兵庫県神戸市東灘区本山南町３－２－１ 078-435-6685

神戸ファッションプラザインフォメーションカウンター 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 078-846-2500

デイリーカナートイズミヤ御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町2-6-10 078-841-6006

阪急オアシス尼崎潮江店 兵庫県尼崎市潮江1-16-1 06-6495-3080

阪急オアシス武庫之荘店 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-21-1 06-6436-1895

シーパ(淡路島) 兵庫県南あわじ市湊110 0799-36-0150

フレンテ西宮1Fインフォメーション　　　 　　★ 兵庫県西宮市池田町11-1 0798-32-8550

阪急オアシスなじおプラザ店 兵庫県西宮市名塩新町8 0797-62-4741

イズミヤ昆陽店サービスカウンター 兵庫県伊丹市池尻1-1 072-779-6501

イオンモール伊丹テラス 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 072-773-7300



近畿
イズミヤ小林店サービスカウンター 兵庫県宝塚市小林5-5-47 0797-73-0101

阪急オアシス仁川店 兵庫県宝塚市に川北３－７－２０－１０２ 0798-57-3270

阪急オアシス宝塚店 兵庫県宝塚市鶴の荘1-1 0797-86-0681

イズミヤ多田店サービスカウンター 兵庫県川西市多田桜木1-8-3 072-793-3773

阪急オアシス清和台店 兵庫県川西市清和台東3-1-8 072-798-1561

阪急オアシス日生中央店 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1-2-1 0727-66-1931

トヨダ八鹿店 兵庫県養父市八鹿1634 0796-62-3314

トヨダペア店 兵庫県養父市八鹿1219 0796-63-1221

トヨダ高柳店 兵庫県養父市高柳170-1 0796-62-8102

トヨダ大屋店 兵庫県養父市夏梅341－1 0796-69-2515

トヨダ豊岡北店 兵庫県豊岡市下陰14－2 0796-24-4488

トヨダ本店 兵庫県豊岡市京町7-16 0796-22-4404

トヨダ豊岡西店 兵庫県豊岡市高屋110－1 0796-24-2319

トヨダイートバリュー出石店 兵庫県出石郡出石町町分391-24 0796-53-2501

トヨダ但東出合店 兵庫県出石郡但東町出合98-1 0796-54-0584

トヨダイートバリュー江本店 兵庫県豊岡市今森472 0796-24-9101

トヨダ豊岡東店 兵庫県豊岡市庄境115－1 0796-24-1111

阪急オアシスえるむプラザ店 兵庫県三田市すずかけ台2-3-3 079-565-1148

阪急オアシス三田駅前店 兵庫県三田市駅前町２－１　三田駅前１番館１階 079-553-8655

ウチダ 兵庫県三田市三田町33-18 079-563-4321

フローラ８８ 兵庫県三田市弥生が丘１丁目１番地の１ 079-563-1151

NEWS篠山 兵庫県篠山市吹新2-3(舞鶴自動車道丹南篠山口インターすぐ) 0795-94-3500

トヨダ山東店 兵庫県朝来市矢名瀬916－1 0796-76-2791

トヨダ糸井店 兵庫県朝来市林垣20 0796-75-2188

トヨダイートバリュー日高店 兵庫県豊岡市祢布988 0796-42-4522

トヨダ城崎店 兵庫県豊岡市湯島179 0796-32-3001

トヨダ竹野店 兵庫県豊岡市竹野1433-1 0796-47-1468

トヨダ香住店 兵庫県美方郡香美町若松564 0796-36-0521

トヨダイートバリュー香住店 兵庫県美方郡香美町882-1 0796-39-1122

東武トラベル姫路支店 兵庫県姫路市豊沢町140（新姫路ビル6F） 0792-84-2121

パーソナルギフトファミリーパーソナルギフトファミリー 兵庫県姫路市大津区天満289-1 0792-36-8662

ナンバホームセンター山崎店 兵庫県宍粟市中井173-1 0790-63-2100

ナンバホームセンター三木店 兵庫県三木市末広3-357 0794-82-7811

アスピア明石 兵庫県明石市東仲ノ町６番１号（アスピア明石４Ｆコミュニティステーション） 078-915-5200

ステーションプラザ明石東館１Ｆ 兵庫県明石市大明石町１－１－２３ 078-918-7400

カピル協同組合　かぴまーと 兵庫県加古川市加古川町篠原町21-8　カピル専門店街　地下1階 079-425-4668

シャディーサラダ館　稲美母里店 兵庫県加古郡稲美町野谷192－7 0794-95-7150

イズミヤ西脇店　サービスカウンター 兵庫県西脇市下戸田１２８－１ 0795-23-1515

ナンバホームセンター福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原1837-1 0790-22-1811

トヨダ生野店 兵庫県朝来市口銀谷317－67 0796-79-4572

トヨダアルバ店 兵庫県朝来市新井128 0796-77-0796

京都府 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

東武トラベル京都支店 京都府京都市下京区烏丸通松原上ル因幡堂町713　井筒因幡堂町ビル2階 075-365-3551

イズミヤ京都店サービスカウンター 京都府京都市南区東九条西山王町31 075-682-5031

京都府庁生活協同組合コープガイド 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮内町1(京都府庁内) 075-414-0751

京都府庁生活協同組合本庁購買店 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮内町1(京都府庁内) 075-451-6976

イズミヤ白梅町店サービスカウンター 京都府京都市北区北野下白梅町6-1 075-465-8700

カナート洛北店 京都府京都市左京区高野西開町36 075-707-0700

イズミヤ伏見店サービスカウンター 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町23 075-641-4892

近商ストア向島店 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池14番地30号 075-621-3502

イオンモール京都ハナ 京都府京都市右京区西院追分町25-1 075-326-8701

イズミヤ大久保店サービスカウンター 京都府城陽市平川室木85 0774-52-5500

ハーベス大久保店（近商ストア） 京都府宇治市広野町西裏1-46 0774-46-5885

近商ストア小倉店サービスカウンター 京都府宇治市小倉町神楽田25番地 0774-24-9281



近畿
近商ストア宇治店 京都府宇治市槇島町清水48（ベルファ宇治内） 0774-23-8510

イズミヤ八幡店 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１ 075-971-1285

イズミヤ長岡店サービスカウンター 京都府長岡京市開田4-7-1 075-953-5801

サラダ館木津店 京都府木津川市宮の内65-3 0774-72-0374

ギフト館みぞはた 京都府木津川市相楽一新堂2-1 0774-72-7800

ハーベス木津川台店（近商ストア） 京都府木津川市木津川台1‐12‐1 0774‐73‐6460

トヨダ久美浜店 京都府京丹後市久美浜町縄手東６９ 0772‐82‐5055

奈良県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

近商ストア白庭台店 奈良県生駒市白庭台3-14-1 0743-78-2045

近商ストア生駒店Ｂ1F 奈良県生駒市元町1-13-1 0743-75-0500

ハーベス松陽台店（近商ストア） 奈良県奈良市松陽台3-17-10 0742-48-0198

近商ストア学園前店B1Fサービスカウンター 奈良県奈良市学園北1-10-1(パラディ内) 0742-44-5222

サンタウンプラザすずらん館1Fインフォメーション 奈良県奈良市右京1-3-4(近鉄 高の原駅下車) 0742-71-4380

南都カードサービス本社　　　　　　　　　　 ★ 奈良県奈良市西大寺東町2-1-56（南都銀行西大寺駅前4階） 0742-33-1238

近商ストア西大寺店 奈良県奈良市西大寺国見町1-1-127 0742-45-4891

ギフト富士 奈良県桜井市外山672 0744-43-3777

有限会社もりもと商事 奈良県桜井市川合２７４－５ 0744-45-2468

ギフトユリヤ 奈良県橿原市兵部町1-6ユリヤビル 0744-22-3536

イオンモール橿原アルル 奈良県橿原市曲川町7-20-1 0744-21-2111

ギフトのワコー奈良 奈良県北葛城郡広陵町馬見北8-8-7 0745-55-9977

近商ストア真美ヶ丘1Fサービスカウンター 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-1-1(エコールマミ内) 0745-54-5000

近商ストア西大和店 奈良県北葛城郡上牧町服部台5-3-1（レインボー西大和内） 0745-79-7691

おかやす 奈良県五條市須恵２－７－３５ 07472-2-3801

丸中 奈良県五條市野原西1-6-3 0747-22-3650

近商ストア香芝店 奈良県香芝市磯壁3－40－1 0745-78-9411

ハーベス大和郡山店（近商ストア） 奈良県大和郡山市高田町92-14 0743-53-3311

イオンモール大和郡山 奈良県大和郡山市下三橋町741 0743-52-6800

滋賀県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

びわ銀カード本社　　　　　　　　　　　　　　　★ 滋賀県大津市中央4-5-4(ＢＫビル3Ｆ) 077-521-5411

イズミヤ堅田店 滋賀県大津市今堅田３丁目１１番１号 077-571-1295

趣芸京滋(もみの木ギフト) 滋賀県大津市国分1-16-37 077-533-2212

トラベル・プロダクト 滋賀県大津市月輪1丁目（アル・プラザ瀬田店4F） 077-543-4377

ギフトショップタニ 滋賀県野洲市辻345-1 077-588-0837

ヒマラヤピエリ守山店 滋賀県守山市今浜２６２０－５ 077-584-2099

イオンモール草津 滋賀県草津市新浜町300 077-599-5000

ギフトニシムラ 滋賀県長浜市錦織572 0749-72-4315

こかじ衣料 滋賀県東近江市中野町9-2 0748-22-2637

ファッションハウスポニー 滋賀県東近江市山上町3705 0748-27-0551

和歌山県　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

連専本社 和歌山県和歌山市屋形町2-10 073-422-4180

紀陽カード本社　　　　　　　　　　　　　　　　★ 和歌山県和歌山市杉之馬場2-77 073-426-7250

イズミヤ和歌山店サービスカウンター 和歌山県和歌山市新生町7-20 073-427-0550

オークワパームシティ和歌山店 和歌山県和歌山市中野字長左31番地の1 073-456-2000

（株）岸太商店ギフトきした 和歌山県御坊市御坊１２７ 0738-22-0237

オークワロマンシティ御坊店 和歌山県御坊市湯川町財部１８１ 0738-32-3200

リカー＆ギフト ヤナセ 和歌山県御坊市藤田町吉田332-5 0738-23-2527

オークワオーシティ田辺店 和歌山県田辺市東山1-5-1 0739-24-0410

連専田辺店 和歌山県田辺市湊946-3(河野ビル2F) 0739-24-7611

オークワパピリオンシティ田辺店 和歌山県田辺市稲成町新江原3165 0739-26-3700

オークワペアシティ新宮店 和歌山県新宮市字谷王子418番地の1 0735-21-2261

カメイプラザ 和歌山県橋本市市脇4-1-20 0736-32-7757

オークワ箕島店 和歌山県有田市新堂字弁天１０－３ 0737-83-6680


