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わん自由が丘 つう武蔵新城 わん上福岡 わん豊中駅前

わん新橋 わん南林間 わん東大宮駅前 わん江坂駅前

わんJR王子駅前　※17日・18日休業 わん中央林間 わん上尾 わん大和八木　※17日・18日休業

わん/九州魂錦糸町 わん登戸 わん大宮すずらん通り わん瓢箪山

わん三軒茶屋 わん新百合ヶ丘 わん所沢 わん鴻池新田駅前

わん門前仲町 九州魂新百合ヶ丘 わん大宮南銀通り わん/札幌弥助天王寺

わん葛西 わん相模大野 わん和光市南口 わん西宮北口

わん東陽町駅前 九州魂相模大野 わん鴻巣 わん大和西大寺　※17日・18日休業

わん豊洲IHIビル 九州魂相模原 わん大宮西口 わん阪急塚口

LOGIC豊洲 九州魂相模原 わん松原団地東口 わん阪神尼崎駅前

すりみや神田淡路町 わん/九州自慢本厚木 わん川越 わん六甲道

つう用賀 わん新丸子 わん春日部 わん川西能勢口駅前

九州魂西葛西南口 わんビナウォーク海老名 わん/千の庭和光市南口 わん明石駅前

三代目文治銀座 九州自慢川崎東口タワーリバーク わん志木 わん/九州自慢姫路

三代目文治日比谷 わん溝の口 わん熊谷 わん阪急三宮駅前

千の庭立川 わん橋本 千の庭川口 LOGIC京橋

かっこ八王子 わん川崎東口 九州魂浜松駅前　※17日・18日休業 わん兵庫大久保駅前

わん南大沢 わん川崎西口 わん清水駅前　※17日・18日休業 わん近鉄八尾

わん町田 九州魂伊勢原 わん御殿場　※17日・18日休業 わん阪急高槻

はっぴ国分寺北口 湾茅ヶ崎 わん藤駅前　※17日・18日休業 わんJR奈良駅前　※17日・18日休業

わん豊田北口 わん辻堂 わん島田駅前　※17日・18日休業 わん西院駅前

はっぴ南大沢駅前 わん藤沢 九州魂岩田　※17日・18日休業 LOGIC大阪

かっこ町田 かっこ藤沢南口 九州魂掛川　※17日・18日休業 LOGIC難波

わんBIGBOX高田馬場 わん小田原　※17日・18日休業 LOGIC静岡　　※17日・18日休業 LOGIC梅田

わん吉祥寺 九州自慢平塚※17日・18日休業 九州自慢沼津　※17日・18日休業 LOGIC裏なんば

九州魂西国分寺 千の庭川崎東口 群馬 わん高崎 dapaidang105心斎橋PARCO

わん八王子ユーロード ガンガン横丁酒場川崎仲見世通り 山梨 わん甲府　※12日・13日・17日・18日休業 dapaidang105阪急梅田三番街

九州魂京王八王子 九州魂京急川崎 わん星ヶ丘 dapaidang105EKIZO神戸三宮

わん新宿東口 千の庭本厚木 わん藤が丘駅前 dandan noodles　なんばラーメン一座

わんお台場デックス東京ビーチ 札幌弥助/天星桜木町 わん金山駅南口 dandan noodles　なんばラーメン一座

LOGICお台場 わん湘南台 わん新潟駅前 kusaka CurryROYAL阪急梅田三番街

三代目文治ダイバーシティ東京プラザ わん横須賀中央 越たんたん　※17日・18日休業 わん/札幌弥助天王寺

わん/九州魂池袋西口公園前 DUMBO PIZZA FACTORY 　　※17日・18日休業 福島 わんいわき駅前 わん金山駅南口

わん池袋東口 わん青葉台 岡山 九州魂倉敷駅前 わん新大宮

わん立川 わんたまプラーザ 宮城 わん石巻 九州魂鳥取弥生町

わん渋谷スペイン坂 わん上大岡 長野 わん上田　※17日・18日休業 LOGIC天王寺

あらた経堂 わん保土ヶ谷 わん仙台西口 LOGIC本町

わん荻窪 わん金沢文庫 わん仙台東口 九州魂住道駅前

かっこ荻窪北口 わん京急杉田 はっぴ仙台名掛丁 LOGIC京橋

わん調布北口 わん港南台 わん泉中央 Unico西梅田

わん高円寺北口 わん根岸駅前 九州魂BiVi仙台東口

わん武蔵小金井駅前 九州自慢ハマボールイアス 千の庭仙台西口 ※商業施設内などの店舗については、各施設の規則に準じます。

わん中野北口 弥助/天星桜木町 DUMBO仙台

わん千歳烏山 わん東戸塚 九州魂仙台西口

LOGIC笹塚 九州魂戸塚駅東口 わん金沢駅前

わん笹塚 わん横浜西口駅前 九州自慢金沢駅前

わん蒲田 わん大和 富山 高岡駅前　　※17日・18日休業

わん大森 わん綱島 わん大橋西口

わん阪急大井町ガーデン わん渋沢 わん香椎駅前　　※17日・18日休業

九州自慢二子玉川 わん中山 わん名鉄岐阜駅前

わん田町 わん鴨居 わん樫原神宮前　※17日・18日休業

わん五反田東口 わん白楽 山形 LOGIC山形　※17日・18日休業

わん亀戸 わんセンター南 福井 わん福井駅前　※17日・18日休業

わん新小岩 わん鶴見 ガンガン横丁酒場すすきの

わん瑞江駅南口 ガンガン横丁酒場東海大学前 わん琴似

九州魂成増南口 DUMBO PIZZA FACTORY 本厚木 わん旭川  ※17日・18日休業

わん王子 わん鎌倉小町通り わん澄川　

九州自慢赤羽東口 ニワトリマーケット青葉台店 わん麻生

はっぴ白山 わん中山 わん帯広　※17日・18日休業

わん大塚駅前 金串綱島 九州魂狸小路3丁目

CERTO目黒 わん津田沼 わん函館五稜郭　※17日・18日休業

CERTO大井町 わん千葉駅前 わん札幌北24条

CERTO代々木八幡 わん八千代緑が丘 わん水戸　※17日・18日休業

LOGIC池袋　　※17日・18日休業 わん土浦　※17日・18日休業 わん日立駅前店　※17日・18日休業

わん市川北口 わん岡山駅前　※17日・18日休業

わん蘇我東口駅前 わん倉敷駅前　　※17日・18日休業

九州魂京成船橋 わん岩国　　※17日・18日休業

わん新八柱駅前 わん下関　　※17日・18日休業

札幌弥助海浜幕張 香川 わん高松南新町　　※17日・18日休業

愛媛 わん/九州自慢松山大街道

わん福山　　※17日・18日休業

わん呉駅前　　※17日・18日休業

わん広島五日市駅前　　※17日・18日休業

わん広島駅南口　　※17日・18日休業

わん/九州自慢広島八丁堀

わん三原駅前　　※17日・18日休業

佐賀 わん佐賀駅前　　※17日・18日休業

福岡 わん黒崎コムシティー

わん米子駅前　　※17日・18日休業

わん鳥取駅前　※17日・18日休業

九州魂米子　※17日・18日休業

わん倉吉駅前　　※17日・18日休業

BEEFYS川西能勢口駅前　※17日・18日休業

わん兵庫大久保駅前　※17日・18日休業

大分 わん石山　※17日・18日休業
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