
門市(2020.8現在) 營業時間 地址 聯絡電話

魚民 三河安城站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県安城市三河安城南町1-9-5岩井ビル 1階 +81566723488

魚民 尾張一宮東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県一宮市栄4-1-2オーシマ一宮駅前ビル 2階 +81586234188

魚民 國府宮站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県稲沢市国府宮2-5-31味一ビル　2階 +81587219988

魚民 岡崎東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県岡崎市羽根町東荒子57番地 1階2階 +81564533188

魚民 刈谷北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県刈谷市桜町2-2桜町ビル 1階、2階 +81566293088

魚民 東刈谷南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県刈谷市東刈谷町1-13-2 1階 +81566252488

魚民 岩倉西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県岩倉市栄町2-74岩倉B・H・Mビル 2階 +81587662688

魚民 犬山西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県犬山市大字犬山字東古券331-2ベルファビル 2階 +81568612688

魚民 常滑東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県常滑市北条3-115-1北条3丁目店舗 2階 +81569349288

魚民 東浦站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県知多郡東浦町大字藤江字大坪58-1ピボット東浦駅前コートA 1階 +81562845788

魚民 知立站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県知立市新富2-8知立駅前ビル 2階 +81566839488

魚民 太田川東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県東海市大田町後田20-1ソラト太田川　2階 +81562328188

魚民 豐橋東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県豊橋市駅前大通1-46-1豊鉄ターミナルビル　2階 +81532530788

魚民 金山北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市中区金山2-16-23ＮＳビル 2階、3階 +81523219588

魚民 名古屋太閤通口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市中村区椿町15-2名古屋ミタニビル 7階 +81524531488

魚民 原站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市天白区原1-204ハイツ原PI 1階 +81528084788

魚民 野並站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市天白区野並3-413ワイズ企画野並ビル　1階 +81528953588

魚民 熱田神宮前西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市熱田区神宮3-7-1べんてん会館 2階 +81526827488

魚民 大曾根站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市北区大曽根3-13-16オズワンビル　1階、2階 +81529188688

魚民 伊予店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛媛県伊予市下吾川996-1 +81899826388

魚民 伊予三島店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛媛県四国中央市三島中央1-16-5伊予三島店舗 １階 +81896237088

魚民 松山大街道2丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛媛県松山市大街道2-6-8シダックスビル 2階 +81899878188

魚民 新居濱登道SUN ROAD店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛媛県新居浜市泉池町8-32コロンボ3号ビル 1階 +81897320388

魚民 筑波DATZTOWN店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県つくば市竹園1-9-2デイズタウンつくば 地下1階 +81298596388

魚民 勝田東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県ひたちなか市勝田中央7-6サンシティ勝田 1階 +81292725488

魚民 下妻店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県下妻市長塚38-1野中テナント 1階2階 +81296438288

魚民 友部南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県笠間市東平2-1-8常井ビル １階 +81296771988

魚民 日立野牛久西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県牛久市ひたち野西3-35-11パルムひたち野 1階 +81298746088

魚民 結城店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県結城市新福寺2-17-538.モンテローザ結城ビル 1階 +81296338588

魚民 古河東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県古河市本町1-1-15VAL古河東館 2階 +81280332288

魚民 取手東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県取手市取手3-4-7取手イーストビル 3階4階 +81297770088

魚民 守谷東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県守谷市中央2-16-1アワーズもりや 1階 +81297452688

魚民 水海道站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県常総市水海道宝町2860-424.モンテローザ水海道ビル1階2階 +81297220788

魚民 神栖店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県神栖市平泉265-291階 +81299927388

魚民 赤塚南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県水戸市河和田1-1フレスポ赤塚 1階 +81292514388

魚民 石岡西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県石岡市国府1-2-32桜川ビル　2階 +81299239188

魚民 下館北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県筑西市乙85番地堺屋ビル 1階 +81296254588

魚民 神立店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県土浦市神立中央5-4689-1神立中央高桑テナント 1階 +81298316788

魚民 磯原西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 茨城県北茨城市磯原町磯原2-5ニキ店舗 1階 +81293428488

魚民 岡山站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岡山県岡山市北区本町1-1相互ビル　6階 +81862221488

魚民 倉敷站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岡山県倉敷市阿知1-7-2くらしきシティプラザ西ビル 2階 +81864244188

魚民 津山大手町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岡山県津山市大手町5-10対鶴ビル １階 +81868251288

魚民 一之關站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県一関市上大槻街1-45耕栄第三ビル 2階 +81191266088

魚民 釜石店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県釜石市大町2-2-19菊池ビル 1階2階 +81193221388

魚民 久慈東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県久慈市川崎町12-8 1階 +81194613788

魚民 紫波店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県紫波郡紫波町日詰西2-1-4 +81196721088

魚民 盛岡南店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県盛岡市津志田南1-1-351階 +81196382188

魚民 KYASSEN大船渡SHOPPING
CENTER店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県大船渡市大船渡町字野々田11-10キャッセン・大船渡ショッピングセンター 1階 +81192277288

魚民 北上站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岩手県北上市大通り1-3-1北上開発ビル 地下1階 +81197636988

魚民 各務原店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岐阜県各務原市蘇原三柿野町958-2 +81583893188

魚民 高山站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岐阜県高山市花里町5-14-2駅前新トービル 1階 +81577350688

魚民 大垣南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岐阜県大垣市高屋町1-1槌谷駅前ビル 中2階3階4階 +81584759188

魚民 中津川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岐阜県中津川市太田町2-2-36山口ビル 2階 +81573657688

魚民 美濃太田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 岐阜県美濃加茂市古井町下古井3085-1第二山内ビル 1階 +81574271088

魚民 宮崎西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮崎県宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館 2階 +81985252488

魚民 都城站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮崎県都城市栄町19-9KENZOビル 1階 +81986233288

魚民 日向市西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮崎県日向市上町3-21小松ビル １階 +81982529288

魚民 仙台站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26ラ・サーミビル 6階 +81222160188

魚民 八乙女站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-5-1八乙女ビル 2階 +81227738788

魚民 長町西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県仙台市太白区長町5-2-6森民ビル 1階 +81222490988

魚民 多賀城店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県多賀城市八幡1-2-35アクロスプラザ多賀城 1階 +81223663988

魚民 古川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県大崎市古川駅前大通2-2-37森ビル 1階 +81229915188

魚民 佐沼店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-2-11１階 +81220229488

魚民 名取店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県名取市飯野坂土城堀82-1セッツウイングス 1階 +81223826788

魚民 宇治南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府宇治市宇治宇文字27-2クレセント宇治 1階 +81774224088

魚民 近鐵大久保站前店（京都） 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府宇治市広野町西裏1-16サンマルシェ大久保 1階 +81774416188

魚民 五條站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284YMC烏丸五条ビル 1階 +81753512688

魚民 京都中央口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市下京区東洞院通塩小路下ル東塩小路町849番地セレマビル 2階 +81753711388

魚民 丸太町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市中京区丸太町通室町東入常真横町191アオキ書店ビル 1階 +81752211988

魚民 中書島北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市伏見区南新地57-4クレアール南 1階 +81756029288



魚民 VIERRA TOWN Keihanna店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府相楽郡精華町光台1-4-1ビエラタウンけいはんな 1階 +81774933388

魚民 新祝園seika gardencity店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府相楽郡精華町祝園西1-9-46せいかガーデンシティ 1階 +81774956388

魚民 長岡天神西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府長岡京市天神1-1-8 1階 +81759548188

魚民 東舞鶴店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府舞鶴市字浜373-140.モンテローザ東舞鶴ビル 1階 +81773621388

魚民 福知山南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府福知山市駅前町439ビエラ福知山 1階 +81773246088

魚民 宇土PIA店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 熊本県宇土市北段原町73ショッピングセンターピア 1階 +81964228588

魚民 玉名店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 熊本県玉名市中1805-1 +81968746788

魚民 山鹿昭和町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 熊本県山鹿市昭和町102 +81968446188

魚民 八代旭中央通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 熊本県八代市旭中央通15-2八代旭中央通 1階 +81965321988

魚民 桐生北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県桐生市末広町5-19金子ビル　1階、2階 +81277440588

魚民 高崎東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県高崎市栄町14-1高崎イースト・センタービル　2階 +81273214888

魚民 高崎西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県高崎市鶴見町3-1西口サウスパークビル 1階 +81273218788

魚民 澀川店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県渋川市石原883-1（地番） +81279223588

魚民 太田南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県太田市飯田町130841.モンテローザ太田ビル 1階 +81276302388

魚民 藤岡店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県藤岡市藤岡1754-1１階 +81274229788

魚民 富岡bypass店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県富岡市黒川729-2 +81274892788

魚民 海田市北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県安芸郡海田町新町16-9山岡ビル 1階、2階 +81828242788

魚民 五日市北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県広島市佐伯区五日市駅前1-13-4五日市駅東ビル 3階 +81829210288

魚民 廣島新天地店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県広島市中区新天地6-1グランポルトビル 3階 +81822493688

魚民 廣島南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県広島市南区松原町　10-32宏和14 2階 +81822634188

魚民 大竹站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県大竹市新町1-2-2郷水ビル 1階 +81827520788

魚民 西條站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県東広島市西条栄町2-3新21ビル 1階 +81824229088

魚民 廿日市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県廿日市市駅前4-231階 +81829322988

魚民 尾道南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県尾道市東御所町2-11みやビル 1階 +81848243788

魚民 宇多津店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁20-13オークプラザ 1階 +81877410188

魚民 丸龜店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 香川県丸亀市富屋町73-3西川屋ビル 1階 +81877581688

魚民 高松站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワー　1階 +81878110288

魚民 高知追手筋1丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 高知県高知市追手筋1-3-1ベルエポックビル 3階 +81888713588

魚民 佐賀北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 佐賀県佐賀市駅前中央2-1-52階 +81952336388

魚民 LIFE GARDEN鳥栖店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 佐賀県鳥栖市轟木町1173ライフガーデン鳥栖 １階 +81942813588

魚民 浦和西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-3-2グリーンビル 2階3階 +81488220688

魚民 浦和東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2-3プリムローズビル 2階 +81488861588

魚民 東大宮東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-2-12金本ビル 2階 +81486848788

魚民 大宮東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-49FUJI BUILDING 3階 +81486421888

魚民 大宮西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-10ＯＺ ＳＡＫＵＲＡビル 3階 +81486425388

魚民 南浦和西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市南区南本町1-2-7ユーエスビル 4階 +81488644488

魚民 羽生東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県羽生市南1-2-3羽生ビル 1階 +81485633188

魚民 越谷LAKETOWN南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県越谷市レイクタウン8-11-1レイクタウンオークラビル 2階 +81489878988

魚民 大袋西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県越谷市袋山1347-6シャングリラ 2階 +81489743488

魚民 南越谷南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県越谷市南越谷1-19-3パインズビル 2階 +81489854588

魚民 加須北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県加須市中央1-7-56ニュー丸加ビル 2階 +81480633488

魚民 久喜西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県久喜市久喜中央3-1-5大島ビル 2階3階 +81480219488

魚民 Frespo籠原店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県熊谷市新堀1030-1フレスポ籠原 1階 +81485313488

魚民 北戶田東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県戸田市新曽2182ルミエール・アシハラ　2階 +81484462588

魚民 行田市南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県行田市中央11-1栗原店舗Ⅱ 1階 +81485536888

魚民 吹上南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県鴻巣市南1-12-23レアルスクエア 2階 +81485470288

魚民 三郷南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県三郷市三郷2-1-5WINDSビル 1階 +81489538088

魚民 南櫻井南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県春日部市米島1185-111小澤ビル 1階 +81487462788

魚民 狹山丘東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-3-1ソレイユ狭山ヶ丘 1階 +81429284888

魚民 東所澤站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県所沢市東所沢1-3-14増田ビル １階 +81429461788

魚民 新所澤西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県所沢市緑町 1-20-1新所沢ミナミプラザ 地下1階 +81429260188

魚民 花園inter店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県深谷市荒川714-143.モンテローザ花園インタービル 2階 +81485790188

魚民 新河岸站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川越市砂915-6新河岸Ｋビル　2階 +81492480488

魚民 南大塚北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川越市南台2-6-6シャトーサンワ １階 +81492488188

魚民 川越西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川越市脇田本町1-9ＭＫビル 4階 +81492477088

魚民 川口東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川口市栄町3-2-1川口KIKビル 3階 +81482534288

魚民 西川口西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川口市西川口1-5-22マスダビル　2階 +81482505588

魚民 東川口北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県川口市東川口2-1-1シマネビル 2階 +81482989488

魚民 東松山東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県東松山市箭弓町１－１２－１１糀屋ビル２Ｆ +81493226288

魚民 東武動物公園東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-3-37東武動物公園東口ビル 2階 +81480349188

魚民 高麗川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県日高市高麗川2-3-13サン・ラフール　1階 +81429859688

魚民 入間市南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県入間市河原町1-7入間ダイゴビル 2階 +81429650288

魚民 新白岡西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県白岡市新白岡7-10-11Sun Garden 1階 +81480912388

魚民 八潮南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県八潮市大瀬6-1-6ＢiＶi八潮 2階 +81489962788

魚民 飯能北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県飯能市仲町9-3間野ビル 3階 +81429721688

魚民 武藏嵐山東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県比企郡嵐山町むさし台2-16-10アールアイエス 1階 +81493632188

魚民 蕨東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県蕨市塚越１-２-１５マルベリービル　２階 +81484431388

魚民 伊勢市南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県伊勢市吹上1-8-39小川ビル　2階 +81596225288

魚民 桑名站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県桑名市寿町2-30-1パークホテル 2階 +81594247288

魚民 鵜方店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県志摩市阿児町鵜方字中之河内4873 1階 +81599434588

魚民 松阪南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県松阪市日野町740-337.モンテローザ松阪ビル　1階、2階 +81598222488



魚民 津東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県津市羽所町345津駅前第一ビル 2階 +81592232288

魚民 久居西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県津市久居新町3006番地ポルタひさい 北舘 1階 +81592568988

魚民 名張西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県名張市丸之内38-4グリーンズ第2名張ビル 1階、2階 +81595638788

魚民 鈴鹿市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県鈴鹿市神戸8-27-1 1階 +81593833788

魚民 白子西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県鈴鹿市白子駅前28-1白子駅前ビル 1階2階 +81593805188

魚民 寒河江店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県寒河江市本町2-2-26べにばなビル 2階 +81237861088

魚民 山形站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県山形市香澄町1-15-28ホテルニュー最上屋 地下1階 +81236259788

魚民 酒田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県酒田市幸町2-1-12ホテル・アルファーワン酒田 1階 +81234225988

魚民 上山溫泉西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県上山市矢来1-3-5イガラシビル 1階 +81236736088

魚民 新庄西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県新庄市沖の町2-26玄柳館ホテル 1階 +81233237988

魚民 村山東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県村山市楯岡五日町9-33松岡ビル 1階 +81237556988

魚民 天童東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県天童市本町1-4-39新光堂天童駅前ビル 1階、2階 +81236516288

魚民 櫻桃東根東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県東根市さくらんぼ駅前2-1-6柴田ビル 1階 +81237430688

魚民 南陽赤湯店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県南陽市郡山598-3 +81238492088

魚民 宇部新川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山口県宇部市上町1-7-91階 +81836213788

魚民 新山口新幹線口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山口県山口市小郡下郷1357-1アイスタ新山口 1階 +81839739988

魚民 萩店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山口県萩市大字土原493番1 +81838256988

魚民 柳井站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山口県柳井市中央2-16-1016.モンテローザ柳井ビル 2階 +81820222088

魚民 甲府岡島百貨店前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山梨県甲府市中央1-6-6丸忠ビル 2階 +81552251088

魚民 大月站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山梨県大月市大月1-3-15桂川舘 １階２階 +81554233688

魚民 石和店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山梨県笛吹市石和町四日市場16551階 +81552624388

魚民 韮崎站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山梨県韮崎市若宮２－１－５ライフガーデンにらさき　１Ｆ +81551226288

魚民 富士山站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1富士吉田富士急ターミナルビルQ-STA 1階 +81555238588

魚民 近江八幡北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県近江八幡市鷹飼町572近江八幡駅前テナントビル 2階 +81748314388

魚民 草津西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県草津市西大路町1-27ホテルボストンプラザ草津 地下1階 +81775658488

魚民 南草津東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県草津市野路1-14-47南草津NTビル 3階 +81775664388

魚民 長濱東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県長浜市北船町1-5長浜駅前ビルFutaAi 1階 +81749635188

魚民 姶良加治木店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島県姶良市加治木町木田2041-4-2 +81995625388

魚民 鹿兒島中央東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島県鹿児島市中央町23-21アエールタワー　1階 +81992131688

魚民 伊集院SOREYU TOWN店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島県日置市伊集院町徳重3-9-1山忠ビル 1階 +81992733688

魚民 霧島山形屋前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島県霧島市国分中央3-11-18赤塚ビル　1階 +81995476788

魚民 秋田西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県秋田市中通4-13-2アジマックス秋田駅前ビル 3階 +81188346888

魚民 角館店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県仙北市角館町下菅沢219-1 １階 +81187542488

魚民 大館有浦店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県大館市有浦2-37-2 +81186422588

魚民 大仙店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県大仙市東川字堤下86-11階 +81187627488

魚民 能代店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県能代市字芝童森5-19 １階 +81185524788

魚民 糸魚川日本海口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県糸魚川市大町1-4-28酒井書店 ２階 +81255539088

魚民 小千谷店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県小千谷市平沢2-789-2第二城川 2階 +81258823188

魚民 直江津三屋店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県上越市三ツ屋町103-1 +81255453788

魚民 新津東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県新潟市秋葉区新津本町1-6-1白鳥ビル 2階 +81250237588

魚民 新潟南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県新潟市中央区米山1-1-8イサカビル 1階 +81252442388

魚民 西新發田店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県新発田市富塚町1-16-43 +81254267088

魚民 柏崎店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県柏崎市幸町1-50ナルス柏崎SC 1階 +81257322588

魚民 京急久里濱東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横須賀市久里浜4-3-6鳥伝第一ビル １階 +81468330388

魚民 YRP野比站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横須賀市野比2-1-6野比大神ビル 1階 +81468489588

魚民 鶴峰北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-12サンクレインビル 3階 +81453719088

魚民 金澤八景站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市金沢区瀬戸17-16Ｈ＆Ｔ Ｂｌｄｇ 2階 +81457880588

魚民 港南台站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市港南区港南台4-17-4第2鈴木ビル 3階 +81458331388

魚民 綱島西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市港北区綱島西2-2-22パーク・ノヴァ綱島 2階 +81455312988

魚民 新子安ORTO MALL店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4オルトヨコハマ ビジネスセンター 2階 +81454315888

魚民 神奈川新町中央口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市神奈川区新町12-1新町第２京急ビル（shinmachi2） 3階 +81454400988

魚民 橫濱西口南幸店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市西区南幸 2-10-52.モンテローザ横浜ビル 3階 +81453205788

魚民 薊野西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-11-2フレンドリーあざみ野ビル 2階 +81459045988

魚民 市尾東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1064-2市ヶ尾駅前森正ビル 3階 +81459718088

魚民 泉野南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市泉区和泉町5735-4セイブ4 1階 +81458001288

魚民 櫻木町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市中区花咲町1-3614.モンテローザ桜木町ビル 4階 +81452624688

魚民 關內北口站前CERTE店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市中区真砂町３－３３セルテ７Ｆ +81456633088

魚民 CENTER南站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25aune港北 地下1階 +81459499388

魚民 Center北站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-1あいたいメイト　1階 +81459155788

魚民 十日市場南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市緑区十日市場町806-11階 +81459816488

魚民 中山北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県横浜市緑区中山1-26-3中山北口ビル　地下1階 +81459341688

魚民 海老名東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県海老名市中央3-1-32倉橋第2ビル 2階 +81462321088

魚民 相模野南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県海老名市東柏ヶ谷2-24-11渋谷ビル 1階2階 +81462346788

魚民 茅崎北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-1山治ビル 5階 +81467571488

魚民 愛甲石田北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県厚木市愛甲1丁目4-1ASHIKAWA-Ⅱ 2階 +81462502688

魚民 小田原東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県小田原市栄町1-2-1小田原駅前ビル 3階 +81465247288

魚民 秦野北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県秦野市大秦町1-10秦野アルファビル 2階 +81463832788

魚民 宮前平南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-15ウィステリアビル 地下1階 +81448537488

魚民 讀賣Land前南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県川崎市多摩区西生田3-9-28セント・ヴィラビル 2階 +81449652988

魚民 武藏新城南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県川崎市中原区新城1-2-27新城京浜ビル 4階 +81447774588

魚民 柿生南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-37-5第二藤屋ビル 2階 +81449897688



魚民 新百合丘北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-17-1小田急アコルデ北館 2階 +81449535588

魚民 相模大野北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県相模原市南区相模大野3-12-6ＶＩＡ 3階 +81427438788

魚民 湯河原站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-4-11緑風ビル 2階 +81465636288

魚民 新松田北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1216-13石井ビル 2階3階 +81465837488

魚民 中央林間站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県大和市中央林間４－１４－２５ぷちＭＯＲＥ'Ｓ５　２Ｆ +81462729088

魚民 南林間西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県大和市南林間1-7-12阿部ビル 2階 +81462721688

魚民 二宮北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県中郡二宮町二宮879Children・I 2階 +81463717188

魚民 長後東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県藤沢市下土棚471ミナミビル 2階 +81466410988

魚民 善行東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県藤沢市善行7-2-12小田急マルシェ善行2 2階 +81466844288

魚民 tsuji堂南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県藤沢市辻堂1-2-1中堂第一ビル 7階 +81466334388

魚民 平塚北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川県平塚市紅谷町2-24ステーションフロント平塚 2階 +81463213488

魚民 弘前站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 青森県弘前市大字駅前町7-5おおまち共同パーク 1階 +81172320488

魚民 三澤美國村店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 青森県三沢市中央町2-8-34.Sky Plaza MISAWA 1階 +81176529288

魚民 青森站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 青森県青森市新町1-1-18青森マルサビル 1階 +81177742088

魚民 八戶十三日町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 青森県八戸市十三日町25オオハシヒルズ 1階 +81178453888

魚民 伊東站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県伊東市湯川1-10-1パークロカンダ 1階 +81557378188

魚民 伊豆長岡站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県伊豆の国市南條744-1ナガスミ 2階 +81559492988

魚民 伊豆急下田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県下田市東本郷1-1-1219.モンテローザ下田ビル1階2階 +81558228288

魚民 掛川南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県掛川市南1-1-1アスティ掛川　1階 +81537210688

魚民 三島廣小路站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県三島市広小路町9-16クボタビル 1階 +81559819588

魚民 袋井站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県袋井市高尾町1-12月花園ビル 1階2階 +81538435388

魚民 熱海站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県熱海市春日町2-5松坂ビル 1階2階 +81557810288

魚民 磐田北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県磐田市中泉1-5-10ヤマタネ磐田ビル 1階2階 +81538339988

魚民 濱松南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県浜松市中区砂山町324-8第一伊藤ビル 2階 +81534563988

魚民 富士宮店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県富士宮市東阿幸地24 +81544248088

魚民 新富士店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県富士市川成島702-1 +81545608388

魚民 金澤片町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン 地下1階 +81762625088

魚民 七尾站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 石川県七尾市神明町口部6-442.モンテローザ七尾ビル 1階 +81767531188

魚民 小松西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 石川県小松市土居原町199ヴィラビル 1階 +81761210788

魚民 松任北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 石川県白山市相木町54街区37 +81762751288

魚民 旭SunmallShoppingCenter前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県旭市イ2673-1大新観光パールショップビル 1階 +81479603788

魚民 浦安站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県浦安市北栄1-17-17大盛ビル 2階 +81473505788

魚民 湖北南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県我孫子市湖北台1-18-2コホクサンハイツ 1階 +81471887488

魚民 天王台北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県我孫子市柴崎台1-10-3磯源第3ビル 2階 +81471851688

魚民 鎌谷東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町1-4-29サムズ鎌ヶ谷ビル 2階 +81474459388

魚民 館山東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県館山市北条1880-1房州第一ビル 1階、2階 +81470241288

魚民 君津南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県君津市中野1-2-2BS・Aビル 1階 +81439549488

魚民 佐原站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県香取市佐原イ74-31金田ビル 2階 +81478545688

魚民 由加利丘站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-8-6ユーカリが丘駅前ビル ２階 +81434614188

魚民 佐倉南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県佐倉市大崎台1-4-10TMK宍倉ビル 1階2階 +81434834788

魚民 四街道北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県四街道市四街道1-7-11イプシロンビル 1階 +81434222988

魚民 市原茅原台店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県市原市ちはら台南2-1-8 +81436746288

魚民 姉崎東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県市原市姉崎663金木ビル 1階 +81436630388

魚民 市川北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県市川市市川1-4-10市川ビル 地下2階 +81473240488

魚民 馬橋西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県松戸市馬橋179馬橋ステーションモール　1階 +81473476588

魚民 成田WING土屋店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県成田市ウイング土屋172GRANDEZZA １階 +81476233088

魚民 京成成田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県成田市花崎町818信水舎ビル 2階 +81476234088

魚民 西千葉南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県千葉市中央区春日2-25-1竹久ビル 2階 +81433021388

魚民 蘇我東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県千葉市中央区南町2-10-17ＳＴＣビル 3階 +81432643088

魚民 ＪＲ千葉站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県千葉市中央区富士見1-2-7千葉駅前みゆきビル 2階 +81432214188

魚民 千葉富士見2丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県千葉市中央区富士見2-4-9ラフィネビル 2階 +81432259288

魚民 鎌取南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-3-1千代ビル 2階 +81433000188

魚民 北習志野站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市習志野台2-1-1イー・エム・シービル 2階、3階 +81474668088

魚民 西船橋北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市西船4-17-10西船NEビル 2階 +81474365288

魚民 津田沼北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市前原西2-14-2安田ビル 3階 +81474754588

魚民 船橋日大前東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市坪井東3-７-1メゾングレイス １階 +81474666388

魚民 原木中山南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市本中山7-6-1小川ビル 2階 +81473347088

魚民 船橋南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県船橋市本町4-41-254.モンテローザ船橋ビル 地下1階 +81474238488

魚民 八日市場站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県匝瑳市八日市場イ67-17.モンテローザ八日市場ビル　1階 +81479700088

魚民 銚子站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県銚子市西芝町3-2協栄興産ビル 1階 +81479229788

魚民 東金東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県東金市東岩崎1-6-1篠原ビルディングⅡ 1階 +81475520988

魚民 柏葉CAMPUS東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県柏市若柴170番地2柏の葉キャンパス149街区10ノートル・レ―ヴ井上 2階 +81471351688

魚民 柏東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県柏市柏2-3-1フーサワビル 5階 +81471639688

魚民 八街南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県八街市八街ほ239-26シオンビルディングNO1 1階 +81434426188

魚民 八千代中央站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県八千代市ゆりのき台1-39東葉高速鉄道ビル 1階 +81474869788

魚民 八千代綠丘北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県八千代市緑が丘1-1-1公園都市プラザ 1階 +81474583388

魚民 茂原南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県茂原市千代田町1-10-6中山ビル 2階 +81475227188

魚民 木更津西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県木更津市富士見1-2-1アクア木更津ビルB館 2階 +81438222988

魚民 南流山南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県流山市南流山2-3-1GRAND ＲISE 2階 +81471507488

魚民 河內長野西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府河内長野市長野町5-1ノバティながの南館 1階 +81721524988

魚民 和泉大宮站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府岸和田市藤井町1-12-121階 +81724228588



魚民 高石站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府高石市綾園1-9-1アプラたかいし　2階 +81722672288

魚民 南海堺西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1リージェンシープラザ 1階 +81722283888

魚民 鳳東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市西区鳳東町1-34-12階 +81722601488

魚民 深井站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市中区深井沢町3290深井プラザ 2階 +81722709388

魚民 光明池南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-3光明池アクト 地下1階 +81722934988

魚民 天王寺阿波羅大廈店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31きんえいアポロビル 12階 +81666328788

魚民 ＪＲ森之宮南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１-２-２４ビエラ森ノ宮 2階3階 +81669429788

魚民 淀屋橋站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区北浜3-7-12京阪御堂筋ビル 地下1階 +81662261988

魚民 鶴橋中央口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市天王寺区下味原町1-18D-plus鶴橋　2階 +81643052188

魚民 柏原東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府柏原市清州1-1-10 1階2階 +81729715088

魚民 富田林南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府富田林市本町18-19ニューカナヤビル 2階 +81721249788

魚民 庄內東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府豊中市庄内東町2-1-23誠宏ビル 地下1階 +81663368288

魚民 豐中上新田店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府豊中市上新田1-67-1１階 +81668334988

魚民 箕面站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府箕面市箕面6-4-1ノブレビラ 2階 +81727229488

魚民 萱島西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府門真市上島町45-12萱島駅前ビル 1階 +81728849088

魚民 佐伯長島町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県佐伯市長島町1-15-1331.モンテローザ佐伯ビル +81972243988

魚民 日出店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県速見郡日出町3898-1020.モンテローザ日出町ビル +81977722688

魚民 稙田TRIAL店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県大分市上宗方南2-1-7メガセンタートライアル稙田店 1階 +81975888488

魚民 大在站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県大分市大字政所字宮迫3788-711.モンテローザ大在ビル　1階 +81975259388

魚民 日田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県日田市元町15-3大分共和ビル 1階 +81973247588

魚民 佐世保京町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長崎県佐世保市下京町10-7シネマ太陽京町ビル6 2階 +81956229488

魚民 大村站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長崎県大村市東本町2-1大村ショッピングセンター 1階 +81957546388

魚民 長崎站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長崎県長崎市大黒町9-28田中ビル 1階 +81958259988

魚民 諫早站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長崎県諫早市永昌東町9-27ニューウインドビル 1階 +81957233088

魚民 伊那市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県伊那市荒井3461-12加賀屋店舗 1階 +81265746388

魚民 岡谷本町3丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県岡谷市本町3-1-3シロンビル 1階 +81266248388

魚民 茅野市役所前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県茅野市塚原2-2-7SKYビル 2階 +81266822488

魚民 駒根店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県駒ヶ根市上穂北3-6ビデオスクリプトテナント 1階 +81265822788

魚民 佐久平站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県佐久市佐久平駅東21-33.モンテローザ佐久平ビル 2階 +81267679888

魚民 小諸站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県小諸市相生町2-1-11アスクプラザ 2階 +81267230288

魚民 南松本站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県松本市出川町1-1-2南松本駅店舗建物 １階 +81263266288

魚民 松本東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県松本市中央1-13-2神澤ビル 1階 +81263369688

魚民 伊那箕輪店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8240-6 +81265791088

魚民 上田城口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県上田市中央1-1-22桝林ビル 1階 +81268239288

魚民 上諏訪東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県諏訪市諏訪1-2-7元気なまちビル 1階 +81266523388

魚民 須坂站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県須坂市大字須坂字宗石1288-2長野電鉄須坂駅ビル 1階 +81262467388

魚民 長野小島田町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県長野市小島田町字田中沖1129-1ビル名なし 1階 +81262838488

魚民 飯山店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県飯山市静間字久根下197845.モンテローザ飯山ビル 1階 +81269620588

魚民 飯田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県飯田市中央通り4-47-3シノダビル 1階 +81265234988

魚民 境港店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鳥取県境港市竹内町3583-27 +81859456088

魚民 濱田南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 島根県浜田市浅井町1563MORISUビル 2階 +81855220988

魚民 秋川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都あきる野市秋川1-7-2神田秋川駅前ビル 1階 +81425506388

魚民 矢野口南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都稲城市矢野口300-1矢野口ＩＴビル ２階 +81423771588

魚民 羽村東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都羽村市五ノ神4-14-1ルミエールM 1階 +81425555988

魚民 龜有北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都葛飾区亀有5-35-3くさまビル 4階 +81336058088

魚民 堀切菖蒲園站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都葛飾区堀切4-57-11松岡ビル 2階 +81336047288

魚民 篠崎北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都江戸川区篠崎町7-29-2プラチナKODAヒルズ 2階 +81336986988

魚民 船堀北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都江戸川区船堀1-8-15永楽ビル 2階 +81338045488

魚民 潮見站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都江東区潮見2-10-22エストアルカンシェル 1階 +81356352688

魚民 品川港南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都港区港南2-6-7品川ビル 5階6階 +81354601488

魚民 泉岳寺站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都港区高輪2-19-20財界二世学院ビル 3階 +81334463288

魚民 赤坂TBS前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都港区赤坂2-14-34赤坂パロスビル 地下1階 +81332249188

魚民 赤坂見附站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都港区赤坂3-9-5マーブル赤坂ビル 5階 +81335823288

魚民 三河島站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都荒川区東日暮里3-41-8三河島NTビル 2階 +81338036188

魚民 日暮里東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都荒川区東日暮里5-51-12日暮里安永ビル 5階 +81338069788

魚民 南千住西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都荒川区南千住7-2-6満天ビル　2階 +81338058688

魚民 谷保北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都国立市富士見台1-16-8セクション7 2階 +81425710988

魚民 狛江站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都狛江市東和泉1-22-18谷田部ビル 1階 +81354974588

魚民 澀谷神南店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都渋谷区神南1-19-3ハイマンテン神南ビル 地下1階 +81334641388

魚民 幡谷站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都渋谷区西原2-31-5アールビル 2階 +81334694988

魚民 澀谷南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都渋谷区道玄坂1-3-1飯島ビル 8階 +81334761688

魚民 代代木八幡南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都渋谷区富ヶ谷1-53-5ＩＲ代々木 2階 +81354536288

魚民 昭島南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都昭島市昭和町2-1-14松葉家ビル　1階・2階 +81425443288

魚民 中神北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都昭島市中神町1180-4中神駅北口ＴＫビル 2階3階 +81425459288

魚民 歌舞伎町輝大廈店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区歌舞伎町1-15-3歌舞伎町輝ビル 6階 +81332071088

魚民 四谷站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区四谷1-4綿半野原ビル 地下1階 +81333589288

魚民 市谷站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区市谷八幡町2-1大手町建物市ヶ谷ビル 8階 +81332686088

魚民 信濃町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区信濃町34トーシン信濃町ビル 2階 +81333542588

魚民 新宿東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区新宿3-27-10武蔵野ビル 地下2階 +81333414988

魚民 飯田橋站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区揚場町1-11飯田橋中央ビル ５階 +81332670388

魚民 西永福站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都杉並区永福3-55-1佐藤ビル 地下1階 +81353766088



魚民 下井草南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都杉並区下井草3-41-2センコシビル 2階 +81333900488

魚民 上井草南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都杉並区上井草2-45-3アールコリーヌ上井草 1階、2階 +81353822488

魚民 方南町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都杉並区方南2-19-2鈴力ビルⅢ 地下1階 +81333182688

魚民 二子玉川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都世田谷区玉川3-6-5サン玉川ビル 2階、3階 +81337079488

魚民 經堂北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都世田谷区経堂2-6-3メゾン ド ガレ 1階 +81334253188

魚民 千歲船橋站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都世田谷区桜丘2-29-16鈴屋第2ビル 1階、2階 +81334399588

魚民 駒澤大學站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都世田谷区上馬3-18-7第1フジビル 3階 +81354812088

魚民 雲雀丘北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都西東京市ひばりが丘北3-3-51ＫＡＴＵＲＡ ＢＬＤ 3階 +81424250488

魚民 田無北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都西東京市田無町4-28-17田無マーブルビル 地下1階 +81424663288

魚民 河邊南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都青梅市河辺町5-29-1JR河辺駅南口ビル 2階 +81428220488

魚民 青梅新町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都青梅市新町5-4-3プライムプラザ 1階 +81428331388

魚民 青梅站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都青梅市本町131-1岸田屋ビル 1階 +81428210388

魚民 秋葉原中央通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都千代田区外神田1-13-3ヒューリック秋葉原中央通りビル 7階 +81352966788

魚民 小川町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都千代田区神田小川町2-1-2シンコー・ミュージック・プラザ　地下1階 +81332954988

魚民 神田南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都千代田区鍛冶町2-1-3保志場ビル 地下1階 +81332555788

魚民 梅島站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都足立区梅島3-1-7サンヒルズ渡辺 2階 +81356816988

魚民 六町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都足立区六町4-2-27佐藤ビル 1階 +81352424388

魚民 御徒町南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都台東区上野3-27-1十仁タワー 7階 +81338310388

魚民 淺草奧山參町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都台東区浅草2-5-10ケ－イ－浅草ビル 地下1階1階 +81338456588

魚民 大鳥居東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都大田区羽田1-2-6奉仕会館 2階 +81357054788

魚民 蒲田東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都大田区蒲田5-38-3蒲田朝日ビル 地下1階 +81337359288

魚民 雪谷大塚南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都大田区南雪谷2-12-8ミヤビビル 2階 +81337285688

魚民 銀座6丁目外堀通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中央区銀座6-5-15銀座能楽堂ビル 2階 +81335724388

魚民 勝鬨站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中央区勝どき3-3-10ＭＩハイツ 1階 +81335316188

魚民 茅場町站前永代通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2稲村ビル　地下1階 +81336394988

魚民 新中野站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区中央4-1-2KIビル 1階 +81333830688

魚民 中野北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区中野5-59-9澤仙ビル 1階2階3階 +81332287488

魚民 東中野西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区東中野4-4-1ポレポレ坐 2階 +81332274988

魚民 野方北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区野方6-3-4水口ビル 2階 +81333378588

魚民 ＪＲ町田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都町田市原町田6-7-8町田TIP'Sビル 3階 +81427200288

魚民 西調布北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都調布市上石原1-25-10アイティエーガーデン 2階 +81424807488

魚民 杜鵑丘北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都調布市東つつじケ丘1-2-4ＯＧビル 2階 +81333094688

魚民 東久留米西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都東久留米市本町1-3-9リバーウエストビルズ 3階 +81424723188

魚民 東大和市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都東大和市南街4-18-5東大和根岸ビル 1階 +81425616488

魚民 高幡不動站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都日野市高幡1000-2三井住友銀行高幡不動ビル 5階 +81425915688

魚民 京王八王子IROAD店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都八王子市旭町１３－１５ライフケアダイニングベジターブル２Ｆ +81426486188

魚民 東武練馬北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都板橋区徳丸2-3-1徳丸スクエア 2階 +81339360988

魚民 不動前站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都品川区西五反田5-9-2アスペンシティー 2階 +81334913088

魚民 大崎南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都品川区大崎1-20-8INOビル-大崎 2階 +81354873488

魚民 西府北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都府中市本宿町1-46-8西府駅エクセルポートビル 2階 +81423517588

魚民 武藏境北口skip通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都武蔵野市境1-2-4パークハウス武蔵野 地下1階 +81422360288

魚民 三鷹北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都武蔵野市中町1-17-36.モンテローザ三鷹本社ビル 2階 +81422367288

魚民 福生東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都福生市東町3-5福生駅前ビル 3階 +81425524288

魚民 本郷3丁目站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都文京区本郷2-25-10本郷秋葉ビル 5階 +81338129488

魚民 池袋東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都豊島区南池袋1-23-6KDG池袋ビル　10階 +81339804788

魚民 千川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都豊島区要町3-23-12千川マンション 1階 +81359952988

魚民 王子站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都北区岸町1-1-7扇屋ビル 2階 +81339074588

魚民 赤羽東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都北区赤羽1-2-6丸澤ビル　5階 +81339015388

魚民 田端店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都北区東田端1-12-1稲垣ハイツ 1階 +81338006988

魚民 押上站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都墨田区押上3-22K・Kビル 2階 +81336127488

魚民 東向島站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都墨田区東向島5-3-7信徳東向島ビル 2階 +81336112488

魚民 兩國站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都墨田区両国3-26-5両国ビルディング 3階 +81336343788

魚民 立川南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都立川市柴崎町3-6-6立川TSJビル 4階 +81425281988

魚民 練馬高野台北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区高野台1-5-2ヴェリテ練馬高野台 2階 +81339954688

魚民 櫻台南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区桜台4-1-3ロイヤル会館 １階２階 +81359993188

魚民 中村橋南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区中村北3-23-5シュウ・カワグチ中村橋駅前ビル 3階 +81339989388

魚民 大泉學園北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区東大泉1-30-7瀧島ビル 2階 +81339258788

魚民 練馬平和台站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区平和台4-26-8ザ・グランディール平和台Ⅰ 1階 +81353998488

魚民 練馬站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都練馬区豊玉北5-16-6レイチェ 2階 +81335571088

魚民 鳴門站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜263番地長尾ビル 1階 +81886853788

魚民 宇都宮東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-1ホテルマイステイズ宇都宮 1階 +81286339488

魚民 佐野店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県佐野市浅沼町526-11階 +81283244388

魚民 鹿沼晃望台店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県鹿沼市緑町1-103-123.モンテローザ鹿沼ビル +81289643588

魚民 小山西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県小山市中央町3-5-20カーサ・ロブレ 2階 +81285213288

魚民 真岡西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県真岡市並木町1-5-125.モンテローザ真岡ビル +81285823488

魚民 ＪＲ栃木站店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県栃木市沼和田町1-1ＪＲ栃木駅構内 1階 +81282202088

魚民 西那須野店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県那須塩原市西三島1-138-12西三島貸店舗 1階 +81287374988

魚民 今市店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県日光市今市1385-11階 +81288225088

魚民 東武日光站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県日光市松原町261-126.モンテローザ日光ビル 2階 +81288543288

魚民 矢板店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県矢板市富田145-144.モンテローザ矢板ビル 1階 +81287440988

魚民 筒井站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良県大和郡山市筒井町747-1平川ビル 2階 +81743573488



魚民 大和高田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良県大和高田市北本町14-4大和高田駅ビル 2階 +81745242288

魚民 天理站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良県天理市川原城町706 +81743627288

魚民 新高岡南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 富山県高岡市下黒田3016番地（仮） +81766231088

魚民 黒部店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 富山県黒部市前沢151928.モンテローザ黒部ビル +81765523488

魚民 小杉南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 富山県射水市三ケ2602アル・プラザ小杉 別棟 １階 +81766563988

魚民 富山南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 富山県富山市新富町1-2-3CIC（シック） 6階 +81764444388

魚民 武生站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福井県越前市府中1-11-2アル・プラザ武生 1階 +81778213088

魚民 鯖江站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福井県鯖江市旭町1-1-1ホテル・アルファーワン鯖江　1階 +81778531788

魚民 敦賀站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福井県敦賀市白銀町7-6栗田ビル 1階2階 +81770210288

魚民 ＪＲ久留米東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県久留米市中央町1-1タワーモール久留米 1階 +81942304588

魚民 古賀店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県古賀市天神4-13-1 +81929439488

魚民 行橋中央二丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県行橋市中央2-1-13金城ビル 1階、2階 +81930258288

魚民 西鐵小郡站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県小郡市祇園1-7-11井手ビル １階 +81942239788

魚民 下大利東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県大野城市東大利2-3-1サンアトラスＶ 1階 +81925821688

魚民 博多南站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県那珂川市中原3-127グランカーザ・エテシア 1階 +81929537988

魚民 姪濱北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福岡市西区姪の浜4-22-18ステイツ姪浜駅前 1階 +81928928488

魚民 天神1丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福岡市中央区天神1-12-3天神町木村家ビル 2階 +81927395388

魚民 香椎站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福岡市東区香椎駅前1-17-52ニューアイランドビル 地下1階 +81926634988

魚民 大橋東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福岡市南区大橋1-2-15大橋駅前ビル 1階 +81925532688

魚民 吉塚東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15福岡県中小企業振興センタービル 1階 +81926248688

魚民 福間東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県福津市2822番地アーバンモール福間 1階 +81940425788

魚民 黒崎站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-15-1黒崎駅ビル 4階 +81936410588

魚民 門司南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県北九州市門司区中町2-1フレスタ門司 1階 +81933724388

魚民 磐城南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県いわき市平字白銀町1-1不二家第一ビル 2階 +81246254988

魚民 郡山站東Shopping center店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県郡山市向河原町4-68郡山駅東SC 1階 +81249561488

魚民 郡山中町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県郡山市中町10-10メルフ郡山ビル 地下1階 +81249351688

魚民 二本松站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県二本松市本町2-46トキワビル 2階 +81243228488

魚民 福島東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県福島市栄町7-25斉藤胃腸科ビル 2階 +81245214288

魚民 山陽別府站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県加古川市別府町緑町3 +81794366088

魚民 加東上中店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県加東市上中3-15 +81795423688

魚民 南WOODYTOWN東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県三田市すずかけ台2-3-1えるむプラザ 2階 +81795596988

魚民 FLOWER TOWN站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県三田市武庫が丘7-2-1三田サミットホテル 2階 +81795652488

魚民 志染西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県三木市志染町広野1-73 +81794872988

魚民 篠山口西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県篠山市大沢2-9-6前川店舗 1階 +81795941588

魚民 洲本店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県洲本市栄町1-3-30１階 +81799223188

魚民 名谷北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市須磨区中落合3-1-10ＬＵＣＣＡ名谷 2階 +81787924288

魚民 阪神春日野道站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-5-10カサベラエステ三宮 1階 +81782527388

魚民 鷹取南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市長田区浪松町2-1-122階 +81787356988

魚民 岡場站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市北区藤原台北町1-1-1永遠ビル 1階 +81789831688

魚民 西鈴蘭台站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市北区南五葉1-2-23五葉ビル １階 +81785965988

魚民 阪神甲子園站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県西宮市甲子園7番町1-27甲子園アルカス 1階 +81798488188

魚民 ＪＲ西宮北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県西宮市西福町2-24エトール西ノ宮 2階 +81798648988

魚民 塚口北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県尼崎市塚口町1-12-9華道2号館 2階 +81664283188

魚民 園田南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県尼崎市東園田町9-17-14プラ・ディオ園田ビル 1階 +81649602688

魚民 山陽網干站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県姫路市網干区新在家1436-1南極21ビル 1階 +81792721288

魚民 寶塚花道店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県宝塚市栄町1-1-20ビル名無し 1階 +81797816988

魚民 寶塚南口站SUNVIOLA２番館店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県宝塚市南口2-14-2サンビオラ2番館 2階 +81797727088

魚民 豐岡站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県豊岡市大手町4-5アイティ豊岡　1階 +81796238288

魚民 PAPPIOS明石店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県明石市大明石町1-6-1パピオスあかし 3階 +81789110688

魚民 伊達紋別店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道伊達市鹿島町7-11坂下ビル 1階2階 +81142228788

魚民 札幌大通西9丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市中央区大通西9-3-33キタコーセンタービルディング 地下1階 +81112723988

魚民 札幌南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市中央区北4条西4-1-1ニュー札幌ビル 1階 +81112073688

魚民 藤野店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市南区藤野2条2-1-333.モンテローザ藤野ビル +81115935688

魚民 白石dinos店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号ディノス札幌白石ビル 2階 +81118619188

魚民 札幌北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市北区北6条西4-2-6ホテルノースゲート札幌 3階 +81117171688

魚民 東室蘭中島町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道室蘭市中島町1-12-1サンヴェール北都ビル ２階 +81143430788

魚民 帶廣平原通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道帯広市西2条南10-4銀座ビル 2階 +81155266988

魚民 登別店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道登別市富岸町2-1-1（地番） +81143860388

魚民 TEXAS函館店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道函館市梁川町9-3テキサス函館 2階 +81138313488

魚民 北廣島站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道北広島市北進町1-2-2北広島ターミナルビル 2階 +81113729288

魚民 七重濱店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道北斗市七重浜5-4-2階 +81138496188

魚民 和歌山西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 和歌山県和歌山市美園町5-1-2新橘ビル 地下1階 +81734276488


