
平素はご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

「500円ギフト券」「バラエティボックスギフト券」「電子ギフト（eGift)」「デジタルギフト」「福袋スマホ限定レギュラーシングルチケット」

につきまして、以下の店舗・売店ではギフト券をご利用いただけません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、店舗の休業等の事情により、ご利用いただけないことがございます。店舗の営業情報は「店舗情報」にてご確認ください。

◇「福袋スマホ限定レギュラーシングルチケット」を使用できない店舗

・めじろ台ロードサイド ・セレオ八王子 ・イオンフードスタイル船堀

・羽村ロードサイド ・イオンモール多摩平の森 ・アリオ北砂

・東大和イトーヨーカドー ・ららぽーと立川立飛 ・カメイドクロック

・国領イトーヨーカドー ・イーアス高尾 ・海老名サービスエリア（下り）

・イオンモールむさし村山 ・立川南口サザン

◇「500円ギフト券」「バラエティボックスギフト券」「電子ギフト」「デジタルギフト」「福袋スマホ限定レギュラーシングルチケット」

　を使用できない店舗

・不二家イオン那珂町店サーティワンコーナー ・星が見の杜グランピング場 ・サンガスタジアムby KYOCERA

・ユニバーサルスタジオジャパンアミティ ・BBQキャンバス庄内緑地A区画 ・ヨドコウ桜スタジアム

・ユニバーサルスタジオジャパンルイズ ・BBQキャンバス庄内緑地B区画 ・甲子園球場ライトスタンド

・よみうりランドGjワゴン ・舎人公園BBQ売店 ・甲子園球場レフトスタンド

・よみうりランドGjショップ ・舎人公園夕日の丘売店 ・明治神宮野球場

・よみうりランドプールWAIワゴン ・駒沢オリンピック公園2号売店 ・明治神宮野球場3塁側

・レオマの森 ・駒沢オリンピック公園3号売店 ・明治神宮野球場外野

・レオマワールド ・代々木公園1号売店 ・さいたまスーパーアリーナSHOP217

・富士急ハイランド ・代々木公園3号売店 ・さいたまスーパーアリーナSHOP235

・ぐりんぱ ・代々木公園4号売店 ・さいたまスーパーアリーナSHOP410

・ダイナランド ・パークス神代ガーデンビューロー ・さいたまスーパーアリーナSHOP434

・スパリゾートハワイアンズ ・パークス石神井 ・国立代々木競技場第一体育館渋谷口店

・さがみ湖プレジャーフォレスト ・パークス小金井 ・国立代々木競技場第一体育館原宿口店

・大磯ロングビーチ ・パークス光が丘 ・国立代々木競技場 第一体育館 南ロビー売店

・仙台うみの杜水族館 ・パークス木場1号店 ・国立代々木競技場 第一体育館 北ロビー売店

・福井県立恐竜博物館 ・パークス木場ミドリアム前 ・国立代々木競技場 第一体育館 アリーナ売店

・天王寺動物園新世界ゲート前臨時売店 ・福島競馬場 ・国立代々木競技場 第二体育館 売店

・天王寺動物園トラ舎前売店 ・東京競馬場フジビュースタンド ・国立代々木競技場 第二体育館 2号店

・千葉動物公園森のレストラン ・東京競馬場メモリアルスタンド６０ ・タングラムスキーサーカス

・水元グリーンテラス ・鳴門大塚スポーツパーク ・グランデコスノーリゾート

・野川公園売店 ・靭テニスセンター ・スキージャム勝山

・神代植物公園1号売店 ・ベルーナドーム ・スキージャム勝山バーベキューガーデン

・府中の森公園売店 ・京セラドーム大阪 ・ハンターマウンテン塩原

・城北中央公園売店 ・大阪城ホール ・マウントジーンズ那須

・河川環境楽園オアシスパーク ・ノエビアスタジアム神戸 ・たんばらスキーパーク

・小金井公園BBQ売店 ・長居スタジアム ・高鷲スノーパーク

・葛西臨海公園2号売店 ・PayPayドームホームモール ・ニセコグランヒラフ

・砧公園1号売店 ・長野Uスタジアム ・つかしん湯の華廊

・砧公園2号売店 ・舞洲アリーナ ・箕面温泉スパーガーデン

・大野極楽寺公園バーベキュー広場 ・横浜スタジアム ・ロテンガーデン
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お客様各位

ギフト券を使用できない店舗について

記



・風の湯　新石切 ・ＹＫＫ I-TＯＷＮ事業所 ・ユナイテッドシネマ浦和

・岡山みやび温泉大家族の湯 ・出雲村田製作所 ・共立女子中高

・宮沢湖温泉 喜楽里別邸 ・野村證券豊洲カフェ ・玉手山学園

・かもきみの湯 ・住友化学菊本工場 ・帝京第三高等学校

・万博おゆば ・トヨタ紡織 猿投第三食堂 ・日新高等学校

・八尾おゆば ・資生堂大阪工場 ・神戸女子短期大学

・大江戸温泉物語　汐美荘 ・ゼンリン本社 ・湘北短期大学

・大江戸温泉物語　あたみ ・ニッセイ事業所内食堂 ・東京経営短期大学

・くにたち温泉　湯楽の里 ・ベネッセコーポレーション岡山本社 ・愛知医科大学

・相模 下九沢温泉　湯楽の里 ・三菱ケミカル協和会館 ・亜細亜大学

・横須賀温泉　湯楽の里 ・ファーストリテイリング山口本社 ・植草学園大学

・昭島温泉 湯楽の里 ・武田薬品工業大阪本社 ・大谷大学

・北本温泉 湯楽の里 ・東レ・モノフィラメント本社工場 ・大阪芸術大学Art Book café

・熊谷温泉 湯楽の里 ・ジェイアール京都伊勢丹 ・大阪歯科大学牧野キャンパス

・所沢温泉 湯楽の里 ・パナソニックコネクト営業所 ・岡山理科大学岡山キャンパス

・ハーヴェスト倶楽部有馬六彩 ・パナソニック福岡 ・岡山理科大学今治キャンパス

・男鹿リゾートホテルきららか ・NEC玉川ルネッサンス ・活水女子大学東山手キャンパス

・田沢湖ローズパークホテル ・NEC府中事業所10号館 ・神奈川大学みなとみらいキャンパス7階食堂

・ホテルニュー塩原 ・おんが病院 ・神奈川大学みなとみらいキャンパス21階カフェ

・ホテル秋田御所野 ・おかがき病院 ・関西外国語大学御殿山キャンパス

・ホテル鬼怒川御苑 ・戸畑リハビリテーション病院 ・関西学院大学上ヶ原キャンパス

・ホテルグリーンプラザ軽井沢 ・美祢社会復帰促進センター ・関東学院大学

・ホテルユニバーサルポート ・喜連川社会復帰センター ・関東学院大学横浜金沢文庫キャンパス

・東京ベイ舞浜ホテル ・近畿大学奈良病院外来レストラン ・神田外語大学

・東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート ・近畿大学奈良病院職員レストラン ・環太平洋大学ハーモニー

・グランドニッコー東京ベイ舞浜 ・梓設計社員レストラン ・京都産業大学

・箱根小涌園ユネッサン ・季膳房　手賀沼 ・京都ノートルダム女子大学

・箱根小涌園ユネッサン森の湯 ・小笠原生協 ・共立女子大学

・箱根小涌園三河屋 ・利島農協 ・共立女子大学3号館

・海老名SA下り ・新島農協 ・杏林大学井の頭キャンパス

・西宮名塩ＳＡ上り ・ファーマーズマート三宅島 ・近畿大学

・広川サービスエリア ・八丈島富次郎商店 ・近畿大学広島キャンパス

・広川サービスエリア売店 ・ショッピングセンター紅屋 ・近畿大学農学部奈良キャンパス

・浜名湖サービスエリア ・丸伴商店神津島 ・久留米大学御井キャンパス

・御所南パーキングエリア ・西川商店御蔵島 ・熊本県立大学

・尼御前サービスエリア ・式根島観光協会 ・龍谷大学深草キャンパスcafé Ryukoku&

・岸和田ＳＡ下り ・札幌シネマ11 ・倉敷芸術科学大学

・香芝ＳＡ上り ・シネプレックス旭川 ・敬愛大学

・湾岸幕張PA上り ・大津セブンシネマ ・神戸女学院大学

・平和島PA上り ・ユナイテッドシネマ阿久比 ・神戸松蔭女子学院大学

・友部SA下り ・ユナイテッドシネマ稲沢 ・国際基督教大学食堂

・市川PA西行き ・ユナイテッドシネマ金沢 ・国際基督教大学D館食売店

・酒々井PA上り ・ユナイテッドシネマ春日部 ・国際基督教大学高校売店

・蓮田SA上り ・ユナイテッドシネマ豊洲 ・四天王寺大学

・ＡＣＡＦＥ ・ユナイテッドシネマ枚方 ・順天堂大学

・FamilyDining ・ユナイテッドシネマ橿原 ・上智大学2号館

・TheCellar ・ユナイテッドシネマ今治 ・城西大学坂戸キャンパス

・CAMP11Tokyo ・ユナイテッドシネマ南古谷 ・淑徳大学千葉キャンパスブックセンター

・SPLASH ・ユナイテッドシネマ岸和田 ・大同大学

・クリスタルタワーカフェテリア ・ユナイテッドシネマとしまえん ・高崎健康福祉大学5号館

・クリスタルタワー喫茶 ・ユナイテッドシネマ長崎 ・高崎健康福祉大学10号館

・ディックワールド名古屋 ・ユナイテッドシネマ新潟 ・中央大学生協理工

・センシティタワー ・ユナイテッドシネマアシコタウンあしかが ・筑波大学会館



・筑波大学医学群 ・広島文教大学 ・森ノ宮医療大学

・筑波大学第三群 ・広島工業大学 ・桃山学院大学

・帝京平成大学 ・藤田医科大学 ・立教大学池袋キャンパス

・帝京平成大学中野キャンパス ・福岡大学陽だまり ・立命館大学大阪いばらき

・東京都市大学世田谷キャンパス ・別府大学 ・立正大学品川キャンパス

・東京国際大学第二キャンパス ・法政大学スポーツ健康学部 ・麗澤大学

・獨協大学スタイルカフェ ・北海道文教大学 ・大和大学

・南山大学 ・名城大学 ・山梨学院大学

・名古屋経済大学犬山キャンパス ・明海大学浦安キャンパス ・山口東京理科大学

・日本大学芸術学部 ・明治大学生田キャンパス

・日本文理大学 ・目白大学さいたま岩槻キャンパス

◇「バラエティボックスギフト券」「電子ギフト」「デジタルギフト」「福袋スマホ限定レギュラーシングルチケット」を使用できない店舗

・海老名サービスエリア（下り） ・東京ドーム売店

・よこはま動物園ズーラシア ・東京ドーム売店Ⅱ

・東京ドームシティアトラクションズ

以　上


