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北海道 イオンモール苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20 0144-52-5565

北海道 イオンモール札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1 011-789-1307

北海道 イオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 0166-50-0522

北海道 イオンモール札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番地 011-669-6085

北海道 イオンモール旭川駅前店 北海道旭川市宮下通7-2-5　1F 0166-29-2772

北海道 イオンカテプリ新さっぽろ店 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目7番 B2F 011-375-7706

青森県 イオンモール下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 0178-50-5610

岩手県 イオンモール盛岡南店 岩手県盛岡市本宮7-1-1 019-631-1531

岩手県 イオンモール盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1 019-908-2011

宮城県 イオンモール富谷店 宮城県富谷市大清水1-33-1 022-348-0483

宮城県 イオンモール石巻店 宮城県石巻市茜平四丁目104番地 0225-92-0125

宮城県 イオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 022-382-1623

宮城県 イオンモール新利府南館店 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1　 022-369-3679

宮城県 イオンモール新利府北館店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 022-766-4040

秋田県 イオンモール大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177番 0187-66-3281

山形県 イオンモール三川店 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1 0235-68-1810

山形県 イオンモール山形南店 山形県山形市若宮3-7-8 023-647-4480

山形県 イオンモール天童店 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 0236-56-8170

福島県 イオンモールいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 0246-38-4223

茨城県 イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367 029-835-5275

茨城県 イオンモールつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 029-839-2217

茨城県 イオンモール水戸内原店 茨城県水戸市内原2-1 029-350-1307

栃木県 イオンモール佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1 0283-20-5901

栃木県 イオンモール小山店 栃木県小山市中久喜1467-1 0285-20-5660

群馬県 イオンモール高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 027-310-9770

群馬県 イオンモール太田店 群馬県太田市石原町81番地 0276-30-1080

埼玉県 イオンモール北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 048-449-5117

埼玉県 イオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11 048-263-5488

埼玉県 イオンモール与野店 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 048-851-6840

埼玉県 イオンモール浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 048-812-6751

埼玉県 イオンモール羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 048-560-1131

埼玉県 イオンレイクタウンmori店 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1　イオンレイクタウン　B街区(MORI) 048-990-1115

埼玉県 イオンモール春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 048-718-1153

埼玉県 イオンレイクタウンkaze店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 048-934-3395

埼玉県 イオンモール上尾店 埼玉県上尾市愛宕3-8-1 048-783-3554

埼玉県 イオンモール川口店 埼玉県川口市大字安行領根岸字外谷田3180番地 048-242-3265

千葉県 イオンモール成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 0476-23-7066

千葉県 イオンモール津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1 047-403-1511

千葉県 イオンモール千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-2 0476-48-5507

千葉県 イオンモール柏店 千葉県柏市豊町2-5-25 04-7142-8421

千葉県 イオンモール銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 0479-20-2250

千葉県 イオンモール船橋店 千葉県船橋市山手1-1-8 047-437-6885

千葉県 イオンモール幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5　ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心　ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ3F 043-213-2176

千葉県 イオンモール木更津店 千葉県木更津市築地1-4 0438-30-6165

東京都 イオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3 042-590-3261

東京都 イオンモール日の出3F店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 042-588-7031

東京都 イオンモール東久留米店 東京都東久留米市南沢5-17-62 042-497-4484

東京都 イオンモール日の出1F店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 042-588-8651
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神奈川県 イオンモール大和店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 046-200-3573

神奈川県 イオンモール座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4 046-204-7526

新潟県 イオンモール新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 025-385-8170

新潟県 イオンモール新発田店 新潟県新発田市住吉町5-11-5 0254-20-0880

富山県 イオンモール高岡店 富山県高岡市下伏間江383 0766-27-0030

富山県 イオンモールとなみ店 富山県砺波市中神一丁目174番地 0763-32-7122

石川県 イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ25番地 076-289-1280

石川県 イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地 0761-58-0057

石川県 イオンモール白山店 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区 076-220-6836

山梨県 イオンモール甲府昭和1F店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 055-225-3775

長野県 イオンモール佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南11-10 0267-66-3545

長野県 イオンモール松本店 長野県松本市中央4-9-51 風庭3F 0263-87-1865

岐阜県 イオンモール各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 058-380-1061

静岡県 イオンモール富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1番8号 0544-28-3113

静岡県 イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1　3F 053-415-1390

静岡県 イオンモール浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 053-411-5601

愛知県 イオン春日井店 愛知県春日井市柏井町4-17 0568-87-7636

愛知県 イオンモール扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 0587-91-3173

愛知県 イオンモール新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 052-829-3270

愛知県 イオンモールナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 052-725-3135

愛知県 イオンモール大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1 052-629-4680

愛知県 イオンモール岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 0564-57-1850

愛知県 イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 0569-89-6927

愛知県 イオンモール木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南ハツケ池25-1 0586-64-8408

愛知県 イオンモール熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 052-746-3663

愛知県 イオンモール東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 2F 0562-38-7677

三重県 イオンモール明和店 三重県多気郡明和町中村1223 0596-55-5021

三重県 イオンモール東員店 三重県員弁郡東員町長深字築田510番地1 0594-86-2655

三重県 イオンモール鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 2F 059-375-1899

三重県 イオンモール四日市北店 三重県四日市市富州原町2-40 059-327-6688

三重県 イオンモール津南店 三重県津市高茶屋小森町145 059-253-3667

滋賀県 イオンモール草津店 滋賀県草津市新浜町300 077-561-5410

京都府 イオンモール京都五条店 京都府京都市右京区西院追分町25-1 075-326-8722

京都府 イオンモール高の原店 京都府木津川市相楽台1-1-1 0774-71-8359

京都府 イオンモール久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 075-633-5536

京都府 イオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1-14230 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO4F 075-644-9228

京都府 イオンモール京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376番1 075-924-0166

大阪府 イオンモール茨木店 大阪府茨木市松ケ本町8-30 072-631-1600

大阪府 イオンモールりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 072-480-6277

大阪府 イオンモール大日店 大阪府守口市大日東町1番18号 06-6916-1072

大阪府 イオンモール大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 06-6585-3133

大阪府 イオンモール四條畷店 大阪府四條畷市砂4-3-2 072-803-2361

兵庫県 イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 072-787-8815

奈良県 イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741 0743-85-4666

奈良県 イオンモール橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 0744-47-4330

岡山県 イオンモール岡山店 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 086-803-6082

岡山県 イオンモール倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 086-454-5727

広島県 イオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 082-569-8376



広島県 イオンモール広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ広島祇園区画357 082-832-3651

広島県 広島段原SC店 広島県広島市南区段原南1-3-52 082-568-5802

徳島県 イオンモール徳島店 徳島県徳島市南末広町4-1 088-679-9766

愛媛県 イオンモール新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8 0897-66-7751

福岡県 イオンモール直方店 福岡県直方市感田字湯ﾉ浦1715-1 0949-29-2730

福岡県 イオンモール筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1 092-918-3318

福岡県 イオンモール福津店 福岡県福津市日蒔野6-16-1 0940-38-5371

福岡県 イオンモール福岡伊都店 福岡県福岡市西区北原1-2-1 092-807-3277

福岡県 イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 2F 092-692-1561

宮崎県 イオンモール宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 0985-60-8165

鹿児島県 イオンモール鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7 099-263-1464

沖縄県 イオンモール沖縄ライカム店 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 098-931-0288


