
店舗名 都道府県 郵便番号 住所 電話番号

弘前店 青森県 〒036-8084 青森県弘前市高田5-2-8 0570-053-911

MEGA秋田店 秋田県 〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町4-58 0570-039-511

MEGAﾙ･ﾊﾟｰｸ三川店 山形県 〒997-1316 山形県東田川郡三川町猪子大堰端318-1 0570-060-611

MEGAUNY会津若松店 福島県 〒965-0849 福島県会津若松市幕内南町9番10号 0570-059-911

PAWつちうらきた店 茨城県 〒300-0064 茨城県土浦市東若松町3993 0570-021-611

水戸店 茨城県 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3891-434 0570-036-011

MEGA龍ケ崎店 茨城県 〒301-0034 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町288 0570-049-211

MEGAつくば店 茨城県 〒305-0818 茨城県つくば市学園南三丁目16番地1 0570-062-111

MEGA神栖店 茨城県 〒314-0132 茨城県神栖市筒井1470-4 0570-065-811

MEGA日立店 茨城県 〒317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-2 0570-072-811

境大橋店 茨城県 〒306-0400 茨城県猿島郡境町1327-1 0570-073-711

MEGAUNY佐原東店 茨城県 〒300-0726 茨城県稲敷市西代1480 0570-087-511

宇都宮簗瀬店 栃木県 〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1590-6 0570-018-411

小山駅前店 栃木県 〒323-0023 栃木県小山市中央町3-7-1 0570-075-911

大田原店 栃木県 〒324-0046 栃木県大田原市加治屋83-27 0570-098-511

高崎店 群馬県 〒370-0007 群馬県高崎市問屋町西2-4-17 0570-020-311

太田店 群馬県 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1404-1(店舗) 群馬県太田市飯田町1404-2(事務所) 0570-030-821

ガーデン前橋店 群馬県 〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1 0570-048-611

吉岡店 群馬県 〒370-3600 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保747 0570-098-311

川口新井宿店 埼玉県 〒333-0833 埼玉県川口市大字西新井宿81-1 0570-010-911

川越店 埼玉県 〒350-0031 埼玉県川越市小仙波938-2 0570-030-411

与野店 埼玉県 〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子1-7-26 0570-031-301

MEGA春日部店 埼玉県 〒344-0048 埼玉県春日部市南中曽根895-1 0570-032-611

所沢宮本町店 埼玉県 〒359-1143 埼玉県所沢市宮本町2-25-15 0570-032-711

MEGA三郷店 埼玉県 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1-1-1 0570-035-711

MEGA北鴻巣店 埼玉県 〒365-0062 埼玉県鴻巣市箕田3111-1 0570-035-721

MEGA蓮田店 埼玉県 〒349-0111 埼玉県蓮田市東4-5-13 0570-041-911

MEGA草加店 埼玉県 〒340-0011 埼玉県草加市栄町2-8-33 0570-045-201

MEGA東松山店 埼玉県 〒355-0072 埼玉県東松山市石橋1648-1 0570-063-711

行田持田インター店 埼玉県 〒361-0056 埼玉県行田市大字持田2160-1 0570-098-711

コスメお菓子所沢トコ 埼玉県 〒359-1116 埼玉県所沢市東町5丁目22 0570-008-050

木更津店 千葉県 〒292-0807 千葉県木更津市請西南2-21-2 0570-001-461

幕張店 千葉県 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町1-7782-1 0570-004-211

千葉ニュータウン店 千葉県 〒270-1350 千葉県印西市中央北2-2 0570-032-701

MEGA四街道店 千葉県 〒284-0043 千葉県四街道市めいわ2-1-1 0570-035-601

MEGA成東店 千葉県 〒289-1326 千葉県山武市成東1808-1 0570-041-511

茂原店 千葉県 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1575-2 0570-058-701

MEGA八千代店 千葉県 〒276-0028 千葉県八千代市村上1245 0570-074-411

MEGA習志野店 千葉県 〒274-0071 千葉県船橋市習志野4丁目5-5 0570-090-311

京王堀之内店 東京都 〒192-0362 東京都八王子市松木34-11 0570-006-411

戸塚原宿店 神奈川県 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-5-11 0570-017-211

日野インター店 神奈川県 〒234-0051　 神奈川県横浜市港南区日野8-2-5 0570-080-311

MEGA_UNY座間店 神奈川県 〒252-0029 神奈川県座間市入谷西二丁目五七番1号 0570-082-311

MEGA港山下総本店 神奈川県 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下１丁目２番８号 0570-090-711

MEGA秦野店 神奈川県 〒257-0015 神奈川県秦野市平沢530-2 0570-097-211

新潟駅南店 新潟県 〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 0570-020-411

MEGA柏崎店 新潟県 〒945-0033 新潟県柏崎市東長浜町4-15 0570-036-711

MEGA上越インター店 新潟県 〒943-0173 新潟県上越市富岡683-12 0570-050-411

十日町店 新潟県 〒948-0048 新潟県十日町市丑712-1 0570-005-580

富山店 富山県 〒939-8212 富山県富山市掛尾町365-1 0570-031-411

MEGAUNY魚津店 富山県 〒937-0851 富山県魚津市住吉600番地 0570-094-411

福井大和田店 福井県 〒910-0836 福井県福井市大和田一丁目1003番地 0570-052-711

MEGAUNY福井店 福井県 〒918-8067 福井県福井市飯塚町11-111 0570-092-611

MEGA甲府店 山梨県 〒400-0043 山梨県甲府市国母六丁目5番2号 0570-091-601

MEGAUNY石和店 山梨県 〒406-0036 山梨県笛吹市石和町窪中島154番地 0570-200-162

川中島店 長野県 〒381-2221 長野県長野市川中島町御厨981 0570-027-911

南松本店 長野県 〒390-0833 長野県松本市双葉18-22 0570-028-811

MEGA長野店 長野県 〒381-0034 長野県長野市高田1758 0570-039-611

茅野店 長野県 〒391-0013 長野県茅野市宮川1199-1 0570-077-411

長野駅前店 長野県 〒380-0825 長野県長野市末広町1355-5 0570-078-511

信州中野店 長野県 〒383-0045 長野県中野市大字江部1236 0570-076-611

MEGA鵜沼店 岐阜県 〒509-0132 岐阜県各務原市鵜沼西町二丁目１６５番地 0570-038-311

MEGA岐阜瑞穂店 岐阜県 〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲里580-1 0570-049-711

MEGA関マーゴ店 岐阜県 〒501-3936 岐阜県関市倉知817 0570-079-601



UNY可児店 岐阜県 〒509-0202　 岐阜県可児市中恵土字溝向2120番1 0570-083-401

大垣インター店 岐阜県 〒503-0947 岐阜県大垣市浅草4丁目65番2 0570-089-611

MEGAUNY美濃加茂店 岐阜県 〒505-0023 岐阜県美濃加茂市野笹町2-5-65 0570-091-611

MEGAUNY岐阜店 岐阜県 〒500-8462　 岐阜県岐阜市加納神明町六丁目１番地 0570-092-811

MEGAUNY恵那店 岐阜県 〒509-7203　 岐阜県恵那市長島町正家二丁目2番地17 0570-094-711

MEGA浜松可美店 静岡県 〒432-8052 静岡県浜松市南区東若林町11-1 0570-038-411

UNY富士中央店 静岡県 〒416-0952 静岡県富士市青葉町625 0570-084-511

MEGAUNY掛川店 静岡県 〒436-0043 静岡県掛川市大池2826番地  0570-036-211

PAW中川山王店 愛知県 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-5 0570-019-711

楽市街道名古屋店 愛知県 〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明45-1 0570-022-561

MEGA新安城店 愛知県 〒446-0007 愛知県安城市東栄町3-1-12 0570-024-411

MEGA名古屋本店 愛知県 〒462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1 0570-034-211

緑店 愛知県 〒458-0025 愛知県名古屋市緑区鳥澄1丁目401 0570-037-511

一宮店 愛知県 〒491-0907 愛知県一宮市西出町３１番地 0570-037-911

MEGA豊田本店 愛知県 〒471-0864 愛知県豊田市広路町3-18 0570-047-711

MEGA春日井店 愛知県 〒486-0857 愛知県春日井市浅山町2丁目4-6 0570-060-511

MEGA千種香流店 愛知県 〒464-0003 愛知県名古屋市千種区新西1丁目2番3号 0570-069-711

MEGA名四丹後通り店 愛知県 〒457-0801 愛知県名古屋市南区丹後通5丁目25-1 0570-071-511

MEGA東海名和店 愛知県 〒476-0002 愛知県東海市名和町日向根100 0570-073-021

MEGA豊橋店 愛知県 〒441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141 0570-078-221

MEGA_UNY東海通店 愛知県 〒 455-0018 愛知県名古屋市港区港明1-10-28 0570-081-511

MEGA_UNY豊田元町店 愛知県 〒471-0842 愛知県豊田市土橋町2丁目65番地 0570-082-611

MEGA_UNY国府店 愛知県 〒442-0854 愛知県豊川市国府町桜田103番地 0570-082-811

MEGAUNY気噴店 愛知県 〒487-0014 愛知県春日井市気噴町二丁目11番地1 0570-085-311

MEGAUNY一宮大和店 愛知県 〒491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字一本松19番地 0570-085-411

MEGAUNY武豊店 愛知県 〒470-2349 愛知県知多郡武豊町字西田崎19-1 0570-087-811

MEGAUNY小牧店 愛知県 〒485-0046 愛知県小牧市堀の内三丁目15番地 0570-092-711

MEGAUNY大口店 愛知県 〒480-0145 愛知県丹羽郡大口町丸二丁目36番地 0570-093-411

MEGAUNY稲沢東店 愛知県 〒492-8651 愛知県稲沢市下津穂所1-1-1 0570-094-311

MEGAUNY豊明店 愛知県 〒470-1124 愛知県豊明市三崎町井ノ花5番地1 0570-094-811

MEGAUNY香久山店 愛知県 〒470-0122 愛知県日進市香久山五丁目1801番地 0570-046-911

鈴鹿店 三重県 〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山4-6-18 0570-033-721

MEGA四日市店 三重県 〒510-0943 三重県四日市市西日野町1608-1 0570-049-701

伊勢店 三重県 〒516-0053 三重県伊勢市中須町627-3 0570-069-511

MEGA津桜橋店 三重県 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目67番地1 0570-076-211

MEGA_UNY星川店 三重県 〒511-0912 三重県桑名市大字星川十二835 0570-082-411

MEGAUNY鈴鹿店 三重県 〒513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町3628 0570-085-511

MEGAUNY名張店 三重県 〒518-0413 三重県名張市下比奈知字黒田3100-1 0570-086-511

MEGA伊勢上地店 三重県 〒516-0051　 三重県伊勢市上地町３１１８－１ 0570-088-531

ドンキアピタ四日市店 三重県 〒510-0075 三重県四日市市安島一丁目3番31号 0570-010-038

草津店 滋賀県 〒525-0051 滋賀県草津市木川町311-1 0570-034-711

MEGA大津店 滋賀県 〒520-0022 滋賀県大津市柳が崎2-5 0570-070-611

MEGA豊郷店 滋賀県 〒529-1173 滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬701-1 0570-074-811

MEGA_UNY近江八幡店 滋賀県 〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木223-3 0570-083-411

MEGAUNY東近江店 滋賀県 〒527-0016　 滋賀県東近江市今崎町163 0570-083-811

MEGA水口店 滋賀県 〒528-0058 滋賀県甲賀市水口町北泉1-30番 0570-097-411

MEGA宇治店 京都府 〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町浮面60 0570-045-411

MEGA福知山店 京都府 〒620-0000 京都府福知山市字荒河9-19 0570-073-811

PAW石切店 大阪府 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7-3-46 0570-022-511

MEGA岸和田店 大阪府 〒596-0006 大阪府岸和田市春木若松町21-1 0570-046-211

MEGA富田林店 大阪府 〒584-0025 大阪府富田林市若松町西3-1560 0570-054-911

MEGA茨木店 大阪府 〒567-0012 大阪府茨木市東太田1-4-48 0570-059-511

MEGA深江橋店 大阪府 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北1-13-10 0570-060-411

MEGA新世界店 大阪府 〒556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-36 0570-061-311

MEGA松原店 大阪府 〒580-0013 大阪府松原市丹南3丁目2-10 0570-061-911

豊中店 大阪府 〒561-0894 大阪府豊中市勝部1丁目8-16 0570-062-611

MEGA箕面店 大阪府 〒562-0004 大阪府箕面市牧落4-1-30 0570-063-811



MEGA和泉中央店 大阪府 〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目6-17 0570-094-911

枚方店 大阪府 〒573-1162 大阪府枚方市田口4丁目50-22 0570-018-711

西宮店 兵庫県 〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町1番13号 0570-020-611

加古川店 兵庫県 〒675-0012 兵庫県加古川市野口町野口字大佛129番62 0570-024-711

姫路RIOS店 兵庫県 〒670-0821 兵庫県姫路市東郷町1454-3 0570-032-911

MEGA神戸本店 兵庫県 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-2-23 0570-045-711

MEGA姫路白浜店 兵庫県 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町丙571-58 0570-049-311

神戸西店 兵庫県 〒651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18 0570-051-311

三田店 兵庫県 〒669-1514 兵庫県三田市川除55 0570-058-411

川西店 兵庫県 〒666-0128 兵庫県川西市多田院西2-3-11 0570-072-611

MEGA神戸学園都市店 兵庫県 〒655-0009 兵庫県神戸市垂水区小束山手２丁目１－１ 0570-076-811

MEGA姫路広畑店 兵庫県 〒 671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町一丁目1-1 0570-080-611

MEGA桜井店 奈良県 〒633-0067 奈良県桜井市大字大福1039-1 0570-065-801

MEGAUNY西大和店 奈良県 〒639-0218 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-1 0570-087-311

MEGA紀の川店 和歌山県 〒649-6414 和歌山県紀の川市打田1363 0570-051-411

MEGA和歌山次郎丸店 和歌山県 〒640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸38 0570-065-311

鳥取本店 鳥取県 〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方2-9 0570-074-511

MEGA出雲店 島根県 〒693-0068 島根県出雲市姫原2丁目7-5 0570-066-411

倉敷店 岡山県 〒710-0803 岡山県倉敷市中島2737-2 0570-029-601

岡山下中野店 岡山県 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野344-106 0570-029-711

広島祗園店 広島県 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9丁目15-23 0570-025-411

宇品店 広島県 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西5-1-1 0570-047-511

広島八丁堀店 広島県 〒730-0034 広島県広島市中区新天地5-3 0570-049-911

MEGA松永店 広島県 〒729-0114 広島県福山市柳津町1-5-7 0570-040-505

宇部店 山口県 〒759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作841-3 0570-032-811

下関長府店 山口県 〒752-0926 山口県下関市ゆめタウン2-1 0570-050-331

松山店 愛媛県 〒790-0056 愛媛県松山市土居田町133-1 0570-038-711

MEGA西条玉津店 愛媛県 〒793-0001 愛媛県西条市玉津564-1 0570-053-301

楽市街道箱崎店 福岡県 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5ｰ1-8 0570-012-911

楽市楽座久留米店 福岡県 〒839-0809 福岡県久留米市東合川2-2-1 0570-015-811

黒崎店 福岡県 〒806-0042 福岡県北九州市八幡西区桜ヶ丘町1-3 0570-024-801

福岡空港南店 福岡県 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈1-13-54 0570-029-231

小倉店 福岡県 〒802-0018 福岡県北九州市小倉北区中津口2-2-16 0570-031-911

MEGA飯塚店 福岡県 〒820-0084 福岡県飯塚市椿110-1 0570-051-911

コスタ行橋店 福岡県 〒824-0038 福岡県行橋市西泉6丁目3番52号 0570-063-611

MEGA筑紫野インター店 福岡県 〒818-0052 福岡県筑紫野市武蔵3-4-1 0570-068-711

今宿店 福岡県 〒819-0367 福岡県福岡市西区西都1-15-13 0570-074-211

MEGA那珂川店 福岡県 〒811-1201 福岡県那珂川市片縄4-31 0570-074-911

八女店 福岡県 〒834-0004 福岡県八女市納楚644-1 0570-079-411

鞍手店 福岡県 〒807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山2341-1 0570-099-411

MEGA福重店 福岡県 〒819-0041  福岡県福岡市西区拾六町1丁目7-1 0570-097-511

佐賀店 佐賀県 〒849-0924 佐賀県佐賀市新中町6-11 0570-040-911

唐津店 佐賀県 〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4727-１ 0570-783-707

佐世保店 長崎県 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町616-34 0570-037-211

MEGA時津店 長崎県 〒851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1191-1 0570-057-911

MEGA大村インター店 長崎県 〒856-0813 長崎県大村市西大村本町255番 0570-069-611

MEGA菊陽店 熊本県 〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2527-2 0570-057-511

MEGA八代店 熊本県 〒866-0073 熊本県八代市本野町2050 0570-091-411

合志店 熊本県 〒861-1102 熊本県合志市須屋1936-1 0570-087-333

MEGA大分光吉ｲﾝﾀｰ店 大分県 〒870-1133 大分県大分市宮崎258番地 0570-074-311

宮崎店 宮崎県 〒880-0056 宮崎県宮崎市神宮東1-1-5 0570-042-511

MEGA都城店 宮崎県 〒885-0012 宮崎県都城市上川東四丁目5948-1 0570-061-511

MEGA延岡店 宮崎県 〒882-0864 宮崎県延岡市塩浜町1丁目1532番1 0570-079-811

MEGA宮崎橘通店 宮崎県 〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 0570-666-809

鹿児島宇宿店 鹿児島県 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-18 0570-048-511

MEGA霧島隼人店 鹿児島県 〒 899-5117 鹿児島県霧島市隼人町字見次468-4 0570-081-311

MEGA鹿屋店 鹿児島県 〒893-0012 鹿児島県鹿屋市王子町3971-1 0570-099-211

MEGA宜野湾店 沖縄県 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-7-12 0570-050-201

MEGAうるま店 沖縄県 〒904-2231 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 0570-054-511

宮古島店 沖縄県 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1283 0570-073-511

MEGA名護店 沖縄県 〒905-0019 沖縄県名護市大北5丁目24番11号 0570-077-911

石垣島店 沖縄県 〒907-0001 沖縄県石垣市大浜462-1 0570-089-811

那覇壺川店 沖縄県 〒900-0025 沖縄県那覇市壷川3-2-1 0570-098-401

MEGA豊見城店 沖縄県 〒901-0200 沖縄県豊見城市字翁長854-1 0570-550-539


