※新型コロナウイルス感染防止対策の為、店舗の営業時間が変更になる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。→ https://www.stcousair.co.jp/company/news/1294
都道府県

北海道

青森
秋田
岩手
宮城
福島
栃木
群馬

茨城

千葉

埼玉

東京

店名
久世福商店 新さっぽろカテプリ店
久世福商店 イオンモール苫小牧店
久世福商店 アピア札幌店
サンクゼール・久世福商店 千歳レラ店
久世福商店 イオン釧路店
サンクゼール・久世福商店 ＥＬＭ店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール秋田店
久世福商店 イオンモール盛岡店
久世福商店 仙台クリスロード店
久世福商店 イオンモール新利府南館店
久世福商店 イオンモール名取店
サンクゼール・久世福商店 ザ・モール仙台長町店
久世福商店 イオンモールいわき小名浜店
久世福商店 宇都宮パセオ店
久世福商店 けやきウォーク前橋店
久世福商店 イオンモール太田店
サンクゼールマルシェ イオンモールつくば店
久世福商店 イーアスつくば店
THE GROCERY&WINE ファッションクルーズひたちなか店
久世福商店 イオンモール水戸内原店
サンクゼール・久世福商店 ペリエ千葉店
久世福商店 イオンモール幕張新都心店
久世福商店 セブンパークアリオ柏店
サンクゼール・久世福商店 イオンタウンユーカリが丘店
久世福商店 イトーヨーカドー大宮宮原店
久世福商店 アリオ川口店
久世福商店 イオンモール川口店
久世福商店 イオンモール浦和美園店
久世福商店 イオンレイクタウン店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール羽生店
久世福商店 ピオニウォーク東松山店
久世福商店 東急プラザ銀座店
サンクゼール・久世福商店 アリオ亀有店
久世福商店 オリナス錦糸町店
久世福商店 グランデュオ蒲田店
久世福商店 ミッテン府中店
久世福商店 セレオ国分寺店
サンクゼール イオンモール日の出店
久世福商店 イオンモール多摩平の森店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール東久留米店
久世福商店 京王聖蹟桜ヶ丘SC店

電話番号
011-802-6922
0144-61-1626
011-209-1440
0123-25-8161
0154-64-7718
0173-26-5445
018-893-4070
0196-133-888
022-748-4105
022-369-3920
022-395-6045
022-797-2262
0246-88-7879
028-650-7680
027-226-5840
0276-55-8808
029-896-6339
029-893-2985
029-229-1539
029-297-2029
043-307-7139
043-216-3936
04-7138-5525
043-309-8585
048-664-8070
048-299-4850
048-280-6010
048-711-2930
048-973-7172
048-594-9380
0493-81-5411
03-6274-6835
03-5650-3027
03-6240-4822
03-6715-9142
042-319-9528
042-359-4039
042-519-9195
042-843-3288
042-497-6639
042-337-2342

郵便番号
004-8577
053-0053
060-0005
066-8765
088-0621
037-0004
010-1413
020-0148
980-0021
981-0114
981-1227
982-0011
971-8555
321-0965
371-0801
373-0808
305-0071
305-0817
312-0005
319-0317
260-0031
261-8535
277-0922
285-0850
331-0812
332-0033
333-0834
336-8760
343-0828
348-0039
355-8606
104-0061
125-0061
130-0012
144-0051
183-0023
185-0021
190-0182
191-0062
203-0023
206-0011

住所
北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番 カテプリ B1F
北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧 1F
札幌市中央区北5条西3丁目 アピアマーケットウォーク
北海道千歳市柏台南一丁目2-1 千歳レラアウトレットモール・レラ
北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1-7 イオン釧路 １階
青森県五所川原市唐笠柳字藤巻517-1 エルムの街ショッピングセンター 1階
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田1F
岩手県盛岡市前潟4丁目-1 イオンモール盛岡 1階
宮城県仙台市青葉区中央2丁目3-22 1F
宮城県宮城郡利府町新中道３丁目１－１ イオンモール新利府 南館1階
宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 イオンモール名取2階
宮城県仙台市太白区長町7丁目20番地3号 ザ・モール仙台長町
福島県いわき市小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜 2F
栃木県宇都宮市川向町1-23 宇都宮パセオ 1F
群馬県前橋市文京町2-1-1 1F
群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階
茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階
茨城県つくば市研究学園5丁目19 イーアスつくば1F
茨城県ひたちなか市新光町35番 ファッションクルーズひたちなか 本館1F
茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原
千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 本館1F
千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール1F
千葉県柏市大島田950-1 久世福商店 セブンパークアリオ柏店
千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地3 イオンタウンユーカリが丘店1F
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1
埼玉県川口市並木元町1番79アリオ川口1F
埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンモール川口 1階
埼玉県さいたま市緑区美園5丁目50番地1 イオンモール浦和美園
埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori1階
埼玉県羽生市川崎2丁目281-3 イオンモール羽生1F
埼玉県東松山市あずま町4-3 ピオニウォーク東松山 1F
東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座B1階
東京都葛飾区亀有3丁目49番3号 アリオ亀有 アリオモール1F
東京都墨田区太平4丁目1-5 オリナスコアB1F
東京都大田区西蒲田七丁目68番１ グランデュオ蒲田西館1階
東京都府中市宮町1-41-2 フォレストサイドビル1階
東京都国分寺市南町三丁目20番3号 セレオ国分寺1階
東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番3 イオンモール日の出1F
東京都日野市多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 1F
東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 イオンモール東久留米1F
東京都多摩市関戸1-10-1京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館2階

神奈川

静岡
山梨
長野
新潟
石川
富山
岐阜

愛知

三重
奈良
京都
滋賀

大阪

久世福商店 グランツリー武蔵小杉店
THE GROCERY&WINE 新百合ヶ丘エルミロード店
久世福商店 トレッサ横浜店
久世福商店 横須賀モアーズシティ店
久世福商店 ジョイナステラス二俣川店
久世福商店 西武東戸塚S.C.店
久世福商店 ダイナシティ小田原店
久世福商店 テラスモール湘南店
サンクゼール・久世福商店 アリオ橋本店
久世福商店 ららぽーと沼津店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール富士宮店
久世福商店 静岡パルシェ店
久世福商店 イオンモール甲府昭和店
久世福商店 MIDORI長野店
サンクゼール・久世福商店 アリオ上田店
久世福商店 イオンモール松本店
久世福商店・直江津店
久世福商店 イオンモール新潟南店
久世福商店 香林坊大和店
久世福商店 イオンモール新小松店
久世福商店 イオンモール高岡店
サンクゼール・久世福商店 モレラ岐阜店
サンクゼール イオンモール各務原店
久世福商店 mozoワンダーシティ店
久世福商店 ららぽーと名古屋みなとアクルス店
久世福商店 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ店
サンクゼール イオンモール大高店
サンクゼールマルシェ イオンモールナゴヤドーム前店
サンクゼール・久世福商店 プライムツリー赤池店
久世福商店 イオンモール長久手店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール四日市北店
久世福商店 イオンモール鈴鹿店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール津南店
久世福商店 イオンモール橿原店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール大和郡山店
久世福商店 イオンモール京都桂川店
久世福商店 ピエリ守山店
久世福商店 ディアモール大阪店
久世福商店 阪急三番街店
久世福商店 天王寺ミオ店
久世福商店 エキスポシティ店
サンクゼール イオンモール 茨木店
久世福商店 くずはモール店
久世福商店 イオンモール四條畷店
久世福商店 リノアス店
久世福商店 イオンモールりんくう泉南店

044-863-9355
044-965-3041
045-633-8089
046-874-4655
045-520-3685
045-410-6993
0465-33-6688
0466-86-7039
042-703-5850
055-955-6300
0544-66-9922
054-204-1305
055-267-5511
026-217-9029
0268-71-5139
0263-87-8809
025-520-5003
025-385-7739
076-220-1066
0761-48-4320
0766-92-0315
058-201-7278
0583‐22-2739
052-505-0039
052-655-5156
052-879-3933
052-626-2929
052-799-3805
052-875-3920
0561-56-0290
059-340-3239
059-399-7411
059-253-3616
0744-24-8850
0743-55-3906
075-925-9705
077-585-0929
06-6136-3949
06-6225-7929
06-6777-1010
06-4860-6234
072-626-2039
072-845-5250
072-800-6029
072-968-9029
072-447-9029

211-0004
215-0021
222-0002
238-8533
241-0821
244-8530
250-0872
251-0041
252-0146
410-8541
418-0032
420-0851
409-3852
380-8543
386-0025
390-0811
942-0004
950-0150
920-8550
923-8565
933-0813
501-0497
504-0943
452-0817
455-8501
458-0852
459-8016
461-0048
470-0126
480-1100
510-8016
513-0834
514-0817
634-0837
639-1101
601-8211
524-0101
530-0001
530-0012
543-0055
565-0826
567-0033
573-1121
575-0001
581-0803
590-0535

神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地 グランツリー武蔵小杉1F
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード1階
神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜
神奈川県横須賀市若松町2丁目30 横須賀モアーズシティ店1F
神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 ジョイナステラス1 3F
神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1 西武東戸塚店西武館 7階
神奈川県小田原市中里208小田原ダイナシティウエストモール1F
神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番1号
神奈川県相模原市緑区大山町1番22号 アリオ橋本1F
静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3 ららぽーと沼津 1階
静岡県富士宮市浅間町1番8号 イオンモール富士宮
静岡県静岡市葵区黒金町49番地 静岡パルシェ1F
山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1F
長野県長野市南千歳1-22-6 MIDORI長野
長野県上田市天神三丁目5番1号 アリオモール1F
長野県松本市中央4丁目9番51号 イオンモール松本 1F 晴庭
新潟県上越市西本町3-8-8 直江津ショッピングセンター2F
新潟市江南区下早通柳田1-1-1 イオンモール新潟南1F
石川県金沢市香林坊1丁目1番1号 香林坊大和B1F
石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松1階
富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡 1階
岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜１F
岐阜県各務原市那加萱場町3‐8 イオンモール1F
愛知県名古屋市西区二方町40番地 mozoワンダーシティ
愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号 ららぽーと名古屋みなとアクルス1F
愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目505番地ヒルズウォーク徳重ガーデンズ1F
愛知県名古屋市緑区大高町奥平子1‐1 イオンモール大高1階
愛知県名古屋市東区矢田南四丁目102-3 イオンモール ナゴヤドーム前1F
愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池
愛知県長久手市中央土地区画整理事業地内5-10-11街区イオンモール長久手
三重県四日市市富州原町2番40号 イオンモール四日市北1F
三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目1-2 イオンモール鈴鹿1F
三重県津市高茶屋小森町145番地 イオンモール津南1階
奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 イオンモール橿原1階
奈良県大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山店1F
京都府京都市南区久世高田町376番1 イオンモール京都桂川1F
滋賀県守山市今浜町2620－5 ピエリ守山
大阪府大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街3号 ディアモール大阪
大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急三番街 北館1F
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王寺ミオプラザ中2階
大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY
大阪府茨木市松ケ本町8-30 イオンモール茨木1F
大阪府枚方市楠葉花園町15－1 くずはモール本館ミドリノモール1F
大阪府四條畷市砂四丁目3番2号 イオンモール四條畷1F
大阪府八尾市光町2丁目60番リノアスB1F
大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南 1階

和歌山

兵庫

岡山
広島
島根
愛媛
香川
徳島
高知
佐賀
福岡
長崎
大分
熊本
宮崎
鹿児島
沖縄

久世福商店 イオンモール堺鉄砲町店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール堺北花田店
久世福商店 和歌山ミオ店
サンクゼール イオンモール和歌山店
久世福商店 三宮オーパ2店
久世福商店 つかしん店
久世福商店 ららぽーと甲子園店
サンクゼールマルシェ 阪急西宮ガーデンズ店
久世福商店 イオンモール岡山店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール倉敷店
久世福商店 イオンモール広島府中店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール出雲店
久世福商店 エミフルMASAKI店
サンクゼール ゆめタウン高松店
久世福商店・久世福茶寮 イオンモール徳島店
サンクゼールワイナリー ゆめタウン徳島店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール高知店
サンクゼール・久世福商店 ゆめタウン佐賀店
久世福商店 イオンモール福岡店
サンクゼール・久世福商店 長崎ココウォーク店
久世福商店 パークプレイス大分店
久世福商店 アミュプラザおおいた店
久世福商店 イオンモール熊本店
久世福商店 イオンモール宮崎店
サンクゼール・久世福商店 イオンモール鹿児島店
久世福商店 イオンタウン姶良店
久世福商店 浦添パルコシティ店
久世福商店 イオンモール沖縄ライカム店

072-275-5679
072-275-8334
073-499-8077
073-457-3900
078-891-7739
06-6480-8528
0798-45-7000
0798-78-3139
086-206-7030
086-454-5810
082-236-7552
0853-25-8239
089-908-9229
087-899-8739
088-676-3577
088-677-9039
088-855-3639
0952-31-4339
092-410-0085
095-865-8705
097-576-8530
097-578-6646
096-285-7734
0985-72-3390
099-202-0017
0995-55-0140
098-894-3500
098-923-5810

590-0905
591-8008
640-8342
640-8451
651-0096
661-0001
663-8178
663-8204
700-0907
710-0802
735-8588
693-0004
791-3120
761-8072
770-0865
771-1202
780-0026
849-0919
811-2303
852-8104
870-0125
870-0831
861-3106
880-0834
891-0115
899-5421
901-2123
901-2300

大阪府堺市堺区鉄砲町1番 イオンモール堺鉄砲町1階
大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12 イオンモール堺北花田1階
和歌山県和歌山市友田町5-18 和歌山ミオ北館 1階
和歌山県和歌山市中573 イオンモール和歌山1F
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 三宮オーパ2
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん東町北館1F
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園 1階
兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ 東モール1F
岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山1F
岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷1F
広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中1階
島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲1F
愛媛県伊予郡松前町筒井850 エミフルMASAKI 1F
香川県高松市三条町中所608-1 ゆめタウン高松本館1F
徳島県徳島市南末広町4番1号 イオンモール徳島 1F
徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島1F
高知県高知市秦南町1丁目4-8 イオンモール高知1階
佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀 1階
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡1F
長崎県長崎市茂里町1-55 長崎ココウォーク2F
大分県大分市公園通り西2-1 イオンパークプレイス大分1F
大分県大分市要町1-14 アミュプラザおおいた1F
熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 イオンモール熊本1階
宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎1F
鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F
鹿児島県 姶良市西餅田264-1イオンタウン姶良
沖縄県浦添市西洲3-1-1浦添パルコシティ １F
沖縄県中頭郡北中城村 アワセ土地区画整理事業区地内4街区2F

