
2020/12/21更新 
都道府県 住所

北海道 マジックミシン 札幌元町 イオン札幌元町 2F

北海道 マジックミシン 札幌桑園 イオン札幌桑園 2F

北海道 マジックミシン 札幌苗穂 イオン札幌苗穂  2F

北海道 マジックミシン 札幌エスタ 札幌エスタ 2F

北海道 マジックミシン イオン石狩 イオンスーパーセンター石狩緑苑台 1F

北海道 マジックミシン スーパーセンター手稲山口 イオンスーパーセンター手稲山口 1F

北海道 マジックミシン イオンモール札幌発寒 イオンモール札幌発寒 1F

秋田県 マジックミシン スーパーセンター大館 イオンスーパーセンター大館 1F

秋田県 マジックミシン イオンモール大曲 イオンモール大曲 2F

岩手県 マジックミシン 江釣子 イオン江釣子2F

山形県 マジックミシン 三川 イオン三川2F

宮城県 マジックミシン 多賀城 イオン多賀城2F

宮城県 マジックミシン イオンスタイル仙台卸町 イオンスタイル仙台卸町1F

福島県 マジックミシン イオンモールいわき小名浜 イオンモールいわき小名浜3F

福島県 マジックミシン 郡山フェスタ イオン郡山フェスタ2F

栃木県 マジックミシン 小山 イオン小山2F

栃木県 マジックミシン 栃木 イオン栃木2F

栃木県 マジックミシン 真岡 ザ・ビッグ真岡 1F

栃木県 リアット！ イオンモール小山 イオンモール小山1F

茨城県 マジックミシン 笠間 イオン笠間2F

茨城県 マジックミシン 水戸内原 イオンスタイル水戸内原 2F

茨城県 マジックミシン イオンタウン守谷 イオンタウン守谷1F

埼玉県 マジックミシン 入間 イオン入間2F

埼玉県 マジックミシン イオンモール北戸田 イオンモール北戸田 3F

埼玉県 マジックミシン ミエルかわぐち ミエルかわぐち 1F

埼玉県 マジックミシン イオンモール羽生 イオンモール羽生2F

埼玉県 マジックミシン 上尾ショーサンプラザ ショーサンプラザB1F

埼玉県 マジックミシン 丸広上尾 丸広上尾1F

埼玉県 マジックミシン イオンレイクタウン イオンレイクタウンmori1F

埼玉県 マジックミシン レイクタウンアウトレット レイクタウンアウトレット2Ｆ

埼玉県 リアット！ イオン大宮 イオン大宮 1F

埼玉県 エコクラフト ららぽーと新三郷 ららぽーと新三郷1F

埼玉県 リアット！ イオンモール春日部 イオンモール春日部1Ｆ

千葉県 マジックミシン コルトンプラザ ニッケコルトンプラザ2F

千葉県 マジックミシン サミット馬込沢 サミット馬込沢駅前2F

千葉県 マジックミシン プラーレ松戸 プラーレ松戸6F

千葉県 マジックミシン アトレ新浦安 アトレ新浦安1F

千葉県 リフォームスタジオ アクロスモール新鎌ヶ谷 アクロスモール新鎌ヶ谷 1F

千葉県 マジックミシン イオンモール幕張新都心 イオンモール幕張新都心 グランドモール2F

千葉県 マジックミシン イオン北小金 イオン北小金3F

千葉県 マジックミシン イオンスタイル検見川浜 イオンスタイル検見川浜2F

千葉県 リアット！ イオンモール木更津 イオンモール木更津1F

千葉県 リアット！ ダイエー松戸西口 ダイエー松戸西口1F

千葉県 リアット！ ペリエ稲毛海岸 ペリエ稲毛海岸1F

千葉県 リアット！ パティオ本八幡 パティオ本八幡1F

東京都 マジックミシン 西荻窪マイロード 西荻窪マイロード1F

東京都 マジックミシン タウンセブン TOWN SEVEN6F

東京都 マジックミシン 阿佐ヶ谷ゴールドストリート 阿佐ヶ谷ゴールドストリート1F

東京都 マジックミシン ＪＲ綾瀬駅 JR綾瀬駅高架下 1F

東京都 マジックミシン 白洋舎北沢サービス 白洋ビル1F
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店舗名



都道府県 住所
東京都 マジックミシン イオンスタイル碑文谷 イオンスタイル碑文谷5F

東京都 マジックミシン イオンモールむさし村山 イオンモールむさし村山3F

東京都 マジックミシン 板橋仲宿 豊田ビル1F

東京都 マジックミシン 立川フロム中武 立川フロム中武 1階102-21F

東京都 マジックミシン サンシャインシティアルパ サンシャインシティ専門店街 アルパ1F

東京都 マジックミシン 光が丘IMA（12/7OPEN) 光が丘IMA 中央館2F

東京都 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 東雲 イオン東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

東京都 リアット！ イオンモールむさし村山 イオンモールむさし村山 1F

東京都 リアット！ アクウェルモール アクウェルモール武蔵小金井 1F

東京都 リアット！ イオンモール東久留米 イオンモール東久留米1F

東京都 リアット！ イオンモール多摩平の森 イオンモール多摩平の森GF

東京都 リアット！ 府中くるる 府中くるる1Ｆ

東京都 リアット！ フレスポひばりが丘 フレスポひばりが丘1F

東京都 リアット！ サンシャインシティアルパ サンシャインシティ専門店街 アルパ1F

東京都 リアット！ 光が丘IMA 光が丘IMA 中央館2F

東京都 リアット！ イオン西新井 イオン西新井 1F

東京都 リアット！ メトロ飯田橋 有楽町線飯田橋駅構内

東京都 リアット！ 神楽坂下 東京都新宿区神楽坂1-12

東京都 リアット！ 野方 岩本ビル1F

東京都 リアット！ 京王笹塚 京王クラウン街笹塚1Ｆ

東京都 リアット！ 東京イースト２１ 東京イースト211F

東京都 リアット！ 都営麻布十番駅 都営地下鉄大江戸線麻布十番駅 地下4階改札外コンコース

東京都 リアット！ 調布駅南口 ロイヤルプラザビル1F

東京都 リアット！ 有明ガーデン ショッピングシティ有明ガーデン2F

東京都 マジックミシン 品川シーサイド イオン品川シーサイド 3F

東京都 マジックミシン 笹塚ショッピングモールＴＷＥＮＴＹＯＮＥ 笹塚ショッピングモールTWENTYONE 2F

東京都 マジックミシン ダイエー西八王子 ダイエー西八王子 3F

東京都 マジックミシン 聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター A館1F

東京都 マジックミシン 晴海トリトン 晴海トリトン2F

東京都 マジックミシン ららぽーと豊洲 アーバンドックららぽーと豊洲１1F

東京都 マジックミシン オリナス錦糸町 オリナス錦糸町コアB1F

東京都 リアット！ 駒込 オレンジボックスビル1F

東京都 リアット！ ＴＸ秋葉原 つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ線秋葉原駅B1F

東京都 リアット！ 西早稲田 ラルジュ西早稲田1F

東京都 リアット！ 学芸大学東口 プロヴァンスG・U館1F

東京都 リアット！ 自由が丘 YG自由が丘1F

東京都 リアット！ 中村橋駅前 中村橋サンパレス1F

東京都 リアット！ 北千住西口 ジョイシティ北千住ステーションテラス1Ｆ

東京都 マジックミシン 南砂 イオン南砂2F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ 相模原 イオン相模原1F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ モザイクモール港北 モザイクモール港北B1F

神奈川県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ﾘｱｯﾄ！ ラゾーナ川崎プラザ ラゾーナ川崎プラザ1F

神奈川県 リアット！ トレッサ横浜 トレッサ横浜 南棟1F

神奈川県 リアット！ テラスモール湘南 テラスモール湘南1F

神奈川県 リアット！ 綱島 ハピネス綱島321F

神奈川県 リアット！ イオン厚木 イオン厚木1F

神奈川県 マジックミシン 秦野 イオン秦野2F

神奈川県 マジックミシン 港南台バーズ 港南台バーズ2F

神奈川県 マジックミシン 茅ヶ崎中央 イオン茅ヶ崎中央2F

神奈川県 マジックミシン ミウィ橋本 ミウィ橋本 1F

店舗名



都道府県 住所
神奈川県 マジックミシン イオン東神奈川 イオン東神奈川2F

神奈川県 マジックミシン 四季の森フォレオ 横浜四季の森フォレオ 3F

神奈川県 マジックミシン ラスカ小田原 ラスカ小田原4F

神奈川県 マジックミシン ミスターマックス湘南藤沢 ミスターマックス湘南藤沢 1F

神奈川県 マジックミシン ラゾーナ川崎プラザ ラゾーナ川崎プラザ 1F

神奈川県 マジックミシン 久里浜 イオン久里浜ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

神奈川県 マジックミシン イオン大和 イオン大和2F

新潟県 マジックミシン 新潟東 イオン新潟東2F

新潟県 マジックミシン 白根 イオン白根1F

富山県 マジックミシン イオンモールとなみ イオンモールとなみ1F

石川県 マジックミシン 杜の里 イオンもりの里1F

石川県 マジックミシン 金沢フォーラス 金沢フォーラス 3F

山梨県 マジックミシン イオンモール甲府昭和 イオンモール甲府昭和1F

静岡県 マジックミシン イオンモール富士宮 イオンモール富士宮2F

静岡県 マジックミシン 焼津 イオン焼津 2F

静岡県 マジックミシン 浜松志都呂 イオン浜松志都呂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1F

静岡県 マジックミシン ららぽーと磐田 ららぽーと磐田1F

長野県 マジックミシン 穂高 ザ・ビッグ穂高1F

長野県 マジックミシン 中野 イオン中野2F

長野県 リアット！ レイクウォーク岡谷 レイクウォーク岡谷1F

岐阜県 マジックミシン 柳津 イオン柳津 2F

岐阜県 マジックミシン イオンモール各務原 イオンモール各務原 1F

愛知県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ギャラリエアピタ知立 ギャラリエアピタ知立1F

愛知県 リアット！ ヨシヅヤ清洲 ヨシヅヤ清洲1F

愛知県 リアット！ 東浦 イオン東浦 1F

愛知県 リアット！ イオンモールナゴヤドーム前 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1F

愛知県 リアット！ イオンモール常滑 イオンモール常滑1F

愛知県 マジックミシン 小牧 イオン小牧2F

愛知県 マジックミシン 熱田 イオン熱田2F

愛知県 マジックミシン イオンモール木曽川 イオンモール木曽川2F

愛知県 マジックミシン イオンモール名古屋茶屋 イオンモール名古屋茶屋2F

愛知県 マジックミシン イオンモール長久手 イオンモール長久手2Ｆ

三重県 マジックミシン 名張 イオン名張2F

三重県 リアット！ イオンモール四日市北 イオンモール四日市北1F

三重県 リアット！ イオン津 イオン津1F

三重県 リアット！ イオンモール津南 イオンモール津南2F

三重県 マジックミシン 日永 イオン日永2F

滋賀県 マジックミシン イオンモール草津 イオンモール草津 2F

滋賀県 リアット！ イオンモール草津 イオンモール草津 1F

奈良県 マジックミシン 真美ヶ丘 エコール・マミ北館1F

奈良県 マジックミシン 桜井 イオン桜井2F

奈良県 マジックミシン 天理 イオンタウン天理 1F

奈良県 マジックミシン イオンモール大和郡山 イオンモール大和郡山1F

京都府 リアット！ 洛南 イオン洛南1F

京都府 リアット！ イオンモール京都五条 イオンモール京都五条1F

京都府 リアット！ イオンモールＫＹＯＴＯ イオンモールKYOTO1F

京都府 マジックミシン 洛南 イオン洛南2Ｆ

京都府 マジックミシン 福知山 イオン福知山2F

京都府 マジックミシン イオンモール京都五条 イオンモール京都五条2F

京都府 マジックミシン イオンモールＫＹＯＴＯ イオンモールKYOTO1F

店舗名



都道府県 住所
京都府 マジックミシン イオンモール京都桂川 イオンモール京都桂川2F

京都府 マジックミシン イオンモール高の原 イオンモール高の原 3F

大阪府 マジックミシン 鶴見 イオン鶴見 2F

大阪府 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ エコールいずみ エコール・いずみ1F

大阪府 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ﾘｱｯﾄ！ イオンモール鶴見緑地 イオンモール鶴見緑地1F

大阪府 リアット！ イオンモール四條畷 イオンモール四條畷1F

大阪府 リアット！ イオンモール堺鉄砲町 イオンモール堺鉄砲町2F

大阪府 マジックミシン 平野駅前 イオンタウン平野1F

大阪府 リアット！ 日根野 イオン日根野1F

大阪府 リアット！ イオン大日 イオン大日ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

大阪府 マジックミシン イオンりんくう泉南 イオンモールりんくう泉南2F

兵庫県 マジックミシン 三木 イオン三木2F

兵庫県 マジックミシン イオンモール加西北条 イオンモール加西 2F

兵庫県 マジックミシン 洲本 イオン洲本2F

兵庫県 ﾐｽﾀｰｸﾗﾌﾄﾏﾝ ﾘｱｯﾄ！ 猪名川 イオンモール猪名川1F

兵庫県 マジックミシン コープデイズ神戸北町 コープDAYS神戸北町2F

兵庫県 マジックミシン コープデイズ神戸西 コープDAYS神戸西2F

兵庫県 マジックミシン コープ兵庫 コープ兵庫2F

兵庫県 マジックミシン 和田山 イオン和田山2F

兵庫県 マジックミシン 阪神西宮エビスタ エビスタ西宮1F

兵庫県 マジックミシン 日生中央サピエ 日生中央サピエ1F

兵庫県 マジックミシン イオン尼崎 イオン尼崎1F

兵庫県 マジックミシン 阪急伊丹駅前 伊丹ショッピングデパート 3F

兵庫県 マジックミシン イオンモール伊丹昆陽 イオンモール伊丹昆陽2Ｆ

兵庫県 マジックミシン ラポルテ芦屋 ラポルテ東館2Ｆ

兵庫県 リアット！ コープ神戸北町 コープDAYS神戸北町3F

兵庫県 リアット！ コープデイズ神戸西 コープDAYS神戸西1F

兵庫県 リアット！ イオンモール伊丹 イオンモール伊丹1F

兵庫県 リアット！ イオンモール伊丹昆陽 イオンモール伊丹昆陽1F

岡山県 マジックミシン イオン倉敷 イオン倉敷2F

広島県 マジックミシン 広島府中 イオン広島府中 2F

広島県 マジックミシン 広島祇園 イオンモール広島祇園3F

広島県 リアット！ イオンモール広島府中 イオンモール広島府中1F

島根県 リアット！ イオンモール出雲 イオンモール出雲1F

山口県 マジックミシン シーモール下関 シーモール下関 3F

徳島県 リアット！ アミコ徳島 アミコ専門店街1F

高知県 マジックミシン イオン高知旭町 イオン高知旭町1F

愛媛県 マジックミシン フジグラン新居浜 フジグラン新居浜3F

愛媛県 マジックミシン 新居浜 イオン新居浜2F

福岡県 マジックミシン 穂波 イオン穂波2F

福岡県 マジックミシン 香椎浜 イオン香椎浜 2F

福岡県 マジックミシン イオンモール福岡 イオンモール福岡1F

福岡県 マジックミシン イオンモール八幡東 イオンモール八幡東 1F

福岡県 マジックミシン イオンモール福津 イオンモール福津2F

福岡県 マジックミシン イオンモール福岡 イオンモール福岡1F

熊本県 マジックミシン 天草 イオン天草2F

宮崎県 マジックミシン 都城 イオン都城 2F

宮崎県 リアット！ イオンモール宮崎 イオンモール宮崎1F

鹿児島県 マジックミシン イオンモール鹿児島 イオンモール鹿児島2F

鹿児島県 リアット！ 鹿児島 イオン鹿児島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1F

店舗名


