■アクアチタン浴 導入店
店舗名

カプセル

チェア

住所

更新日：
電話番号

2019年4月15日(月曜日)
HP

北海道エリア
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 釧路店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ新さっぽろ店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 旭川ｱﾓｰﾙ店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲﾝﾀｰｳﾞｨﾚｯｼﾞ大曲店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｱﾘｵ札幌店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟｻﾂﾄﾞﾗｸﾛｽﾓｰﾙ新発寒店

設置

北海道釧路市鳥取大通8-7-16
北海道札幌市厚別区厚別中央二条5丁目7番2号
サンピアザ2階C-208
北海道旭川市豊岡三条2丁目ｱﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階
北海道北広島市大曲幸町6丁目1番地
ｲﾝﾀｰｳﾞｨﾚｯｼﾞ大曲 ｽｳｨｰﾄﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ2階
北海道札幌市東区北七条東9丁目2番20号ｱﾘｵ札幌 3階

0154-64-9562

https://www.phiten.com/shop/kushiro/

011-802-3199

https://www.phiten.com/shop/sunpiazza-shinsapporo/

0166-31-7557

https://www.phiten.com/shop/asahikawa-amor/

011-377-5520

https://www.phiten.com/shop/intervillage-ohmagari/

011-743-9327

https://www.phiten.com/shop/ario-sapporo/

北海道札幌市手稲区新発寒二条1丁目1番1号

011-666-1711

https://www.phiten.com/shop/satudora-crossmall-shinhassamu/

リラクゼーションサロンミラー

設置

北海道帯広市西３条南２２丁目１番地１

015-528-2022

マイシーサロン

設置

北海道釧路市鳥取大通８－４－２０

015-464-9562

東北エリア
ﾌｧｲﾃﾝｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 八戸店

設置

青森県八戸市田向二丁目4番15号ﾛｲﾔﾙﾌｫｰﾄ新井田 1号

0178-73-5136

https://www.phiten.com/shop/hachinohe/
https://www.phiten.com/shop/morioka/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 盛岡店

設置

岩手県盛岡市前九年2丁目7番2号ﾒｲﾌﾟﾙｺｰﾄ館坂

019-645-6277

Ｋａｗａｓａｋｉ Ｆ．Ｃｏｍ

設置

岩手県一関市川崎町薄衣町裏７

019-143-3702

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ ＨＵＧ

設置

岩手県盛岡市西仙北１丁目３５－４８

019-613-9393

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝｽﾀｲﾙ仙台卸町店

設置

宮城県仙台市若林区卸町1丁目1ｲｵﾝｽﾀｲﾙ仙台卸町2階

022-385-5972

https://www.phiten.com/shop/aeonstyle-sendai-oroshimachi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢店

設置

宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢2階

022-772-3230

https://www.phiten.com/shop/aeontown-sendaiizumiosawa/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ長町店

設置

設置

宮城県仙台市太白区長町7丁目20番5号ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ長町3階

Ｓｈｉｒｏ’ｓ Ａｔｅｌｉｅｒ

設置

設置

宮城県仙台市青葉区一番町3丁目４－２３ 佳月ビル4Ｆ

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 酒田店

設置

山形県酒田市新橋2丁目26-19

022-246-6631 https://www.phiten.com/shop/lalagarden-nagamachi/
（予約専用）080https://www.shiro-no-atelier.com/
0800-4636
0234-25-8265 https://www.phiten.com/shop/sakata/

設置

福島県会津若松市米代1-1-6ニヘイビル1F北

0242-36-5201

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 会津若松店
ファイテンリラクゼーションサロン

設置

福島県会津若松市鶴賀町１番１号 会津中央病院Ｂ１Ｆ

024-222-1090

ファイテンリフレッシュサロン

設置

福島県郡山市中町１３－１ うすい百貨店１０Ｆトランジット内

024-639-5600

http://hairmake-hug.com/

https://www.phiten.com/shop/aizuwakamatsu/

関東エリア
茨城県牛久市柏田町1515-3

029-871-2495

https://www.phiten.com/shop/ushiku/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 宇都宮平成通り店

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 牛久店
設置

設置

栃木県宇都宮市東簗瀬1-31-6

028-688-7777

https://www.phiten.com/shop/utsunomiya-heiseidori/

ビューティアトリエ マニパリ

設置

栃木県宇都宮市江曽島本町１２－６ 総美㈲

028-658-0747

ファイテンＩＰルーム プラスアルファ
リゼロファイテンリフレッシュサロン
ララスクエア宇都宮店
ﾌｧｲﾃﾝｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 太田店

設置

栃木県塩谷郡高根沢町宝石台３－１－３
栃木県宇都宮市駅前通り１－４－６
ララスクエア宇都宮４Ｆ
群馬県太田市飯塚町2052-1ﾆｯｹｲ第二ﾋﾞﾙ1階

028-675-4335

0276-60-1720

https://www.phiten.com/shop/ohta/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ららぽーと新三郷店

設置

埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1番1号2階(22903)

048-957-0410

https://www.phiten.com/shop/lalaport-shinmisato/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 所沢西口店

設置

埼玉県所沢市東住吉9-1ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ沖田1階

042-929-4753

設置
設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ DOM大宮店

029-678-8437

https://www.phiten.com/shop/tokorozawa-nishiguchi/

設置

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地84DOM専門店街内2階 048-631-1177
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854番地1ｽﾃﾗﾀｳﾝ2階

048-662-6022

https://www.phiten.com/shop/stellartown/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生店

設置

埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生 3階

048-560-1115

https://www.phiten.com/shop/aeonmall-hanyu/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店

設置

埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店2階

048-925-1120

https://www.phiten.com/shop/shimachuhomes-soukatoneri/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｽﾃﾗﾀｳﾝ店

設置

https://www.phiten.com/shop/dom-ohmiya/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店

設置

設置

埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1番地1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori2階

048-990-1207

https://www.phiten.com/shop/aeon-laketown/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口店

設置

設置

埼玉県川口市宮町18-9ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口1階

048-257-1025

https://www.phiten.com/shop/lalagarden-kawaguchi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部店

設置

埼玉県春日部市南1-1-1 2階 02113

048-737-6750

https://www.phiten.com/shop/lalagarden-kasukabe/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝ南行徳店

設置

千葉県市川市南行徳2-20-25ｲｵﾝ南行徳店1階

047-701-6281

https://www.phiten.com/shop/aeon-minamigyoutoku/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 松戸店

設置

千葉県松戸市千駄堀1570-1

047-374-5731

https://www.phiten.com/shop/matsudo/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾓﾘｼｱ津田沼店

設置

千葉県習志野市谷津1丁目16-1ﾓﾘｼｱ津田沼2階

047-475-7221

https://www.phiten.com/shop/morisia-tsudanuma/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｴﾎﾟｶ高根台店

設置

千葉県船橋市高根台1-2-1ｴﾎﾟｶ高根台3階

047-463-6433

https://www.phiten.com/shop/epoca-takanedai/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟららぽーとTOKYO-BAY店

設置

千葉県船橋市浜町２丁目１番１号ららぽーとTOKYO-BAY １階

047-437-9077

https://www.phiten.com/shop/lalaport-tokyo-bay/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ららぽーと柏の葉店

設置

千葉県柏市若柴175ららぽーと柏の葉2階

04-7131-1102

https://www.phiten.com/shop/lalaport-kashiwanoha/

設置

東京都豊島区巣鴨3丁目29-1

03-5907-2151

https://www.phiten.com/shop/sugamo/

設置

東京都墨田区錦糸2-5-11ﾌﾅﾀﾞ錦糸町駅前ﾋﾞﾙ1階

03-5819-3670

https://www.phiten.com/shop/kinshicho/

東京都世田谷区玉川3丁目21-6二子玉川第一ﾋﾞﾙ1階

03-5797-5691

https://www.phiten.com/shop/futakotamagawa/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 巣鴨店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 錦糸町店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 二子玉川店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 渋谷東口店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 池上店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 羽田空港店

設置
設置

東京都渋谷区渋谷2-16-5ﾏﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ渋谷1階

03-6418-5373

https://www.phiten.com/shop/shibuya-higashiguchi/

東京都大田区池上5-12-1

03-3755-5921

https://www.phiten.com/shop/ikegami/

東京都大田区羽田空港3丁目3番2号第1旅客ターミナルビル5F

03-3747-1121

https://www.phiten.com/shop/haneda-airport/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 荻窪南口店

設置

設置

東京都杉並区荻窪5-22-12戸田ﾋﾞﾙ102

03-5335-6531

https://www.phiten.com/shop/ogikubo-minamiguchi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 立川南店

設置

設置

東京都立川市柴崎町2-4-11

042-524-0370

https://www.phiten.com/shop/tachikawa-minami/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 吉祥寺中央口店

設置

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5ﾚﾝｶﾞ館3F

0422-20-9323

https://www.phiten.com/shop/kichijoji-chuoguchi/

設置

東京都練馬区練馬1丁目3-10西友練馬店パート2 1階

03-3557-0131

https://www.phiten.com/shop/seiyu-nerima/

東京都西多摩郡瑞穂町大字高根623ｻﾞ・ﾓｰﾙみずほ16 1階

042-556-1501

https://www.phiten.com/shop/the-mall-mizuho/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 西友練馬店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｻﾞ・ﾓｰﾙみずほ16店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 大森山王店

設置

ﾌｧｲﾃﾝIPｻﾛﾝ 東銀座店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ
東京御茶ノ水本店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 関内店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 相模大野店

東京都大田区山王3-1-8 大滝ビル

03-3774-7701

https://www.phiten.com/shop/ohmorisanno/

0120-385-510

https://www.phiten.com/ipsalon/salon/ginza/

03-3294-3225

https://www.phiten.com/shop/xebio-tokyo-ochanomizu/

設置

東京都中央区築地一丁目9-6ｱﾛｱ築地ﾋﾞﾙ2階
東京都千代田区神田小川町3-6
ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ東京御茶ノ水本店内 A館3階
神奈川県横浜市中区住吉町6-72ｼｬﾝﾛｰｾﾞ関内1階

045-227-8291

https://www.phiten.com/shop/kannai/

設置

神奈川県相模原市南区相模大野3-13-15第3ﾀｶﾋﾞﾙ1階

042-767-5397

https://www.phiten.com/shop/sagamiohno/

神奈川県横須賀市平成町3-21-4LIVINよこすか店2階

046-820-1125

https://www.phiten.com/shop/livin-yokosuka/

設置

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ LIVINよこすか店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 横浜西口店

設置

設置

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8第一安田ﾋﾞﾙ1階

045-317-6810

https://www.phiten.com/shop/yokohama-nishiguchi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 相模原駅ﾋﾞﾙ店

設置

設置

神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19相模原駅ﾋﾞﾙIt's1階

042-704-6301

https://www.phiten.com/shop/sagamihara-ekibiru/

設置

神奈川県横浜市青葉区青葉台2-11-15ﾐﾈﾊｲﾑ1階

045-988-2123

https://www.phiten.com/shop/aobadai/

設置

設置

神奈川県川崎市川崎区日進町1-11川崎ﾙﾌﾛﾝ5階

044-223-1226

https://www.phiten.com/shop/kawasaki-lefront/

設置

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-6-1ﾎﾃﾙ法華ｸﾗﾌﾞ藤沢1階

0466-54-3381

https://www.phiten.com/shop/hotel-hokke-club-fujisawa/

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ・ﾓｰﾙ地下2階

045-911-8831

https://www.phiten.com/shop/kouhoku-northport-mall/

設置

神奈川県平塚市天沼10-1ららぽーと湘南平塚1階 15100

0463-21-3330

https://www.phiten.com/shop/lalaport-shonan-hiratsuka/

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2 センター南駅 光ビル3F

045-949-1905

https://www.itoman.com/grand_fitness/

新潟県新潟市西区小新南1-2-20きらめきﾀｳﾝ2001

025-201-1300

https://www.phiten.com/shop/niigata-koshin/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 青葉台店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 川崎ﾙﾌﾛﾝ店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾎﾃﾙ法華ｸﾗﾌﾞ藤沢店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 港北ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ・ﾓｰﾙ店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ららぽーと湘南平塚店

設置

イトマングランドフィットネス

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 新潟小新店

設置

あいびす整骨院はり・きゅう院

設置

新潟県新潟市東区はなみずき２丁目１－３

025-383-8588

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 長野南高田店

設置

長野県長野市南高田1-7-9

026-244-9964

https://www.phiten.com/shop/nagano-minamitakada/

長野県上田市常田2-12-18ｲｵﾝ上田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1階

0268-28-6403

https://www.phiten.com/shop/aeon-ueda/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝ上田店

設置

設置

1/2

東海エリア
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ASR藤枝店

設置

静岡県藤枝市前島1-3-16

054-634-3510

中央スポーツ店

設置

静岡県菊川市赤土１１０７－２

053-773-5188

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ店

設置

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番26号先ﾕﾆﾓｰﾙ地下街

052-533-5046

https://www.phiten.com/shop/nagoya-unimall/

愛知県名古屋市中区錦2-3-4名古屋錦ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰﾋﾞﾙ1階

052-219-8380

https://www.phiten.com/shop/nagoya-marunouchi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 名古屋丸の内店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 名古屋天白店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ店

設置

設置

https://www.phiten.com/shop/asr-fujieda/

設置

愛知県名古屋市天白区平針3-1903 1F

052-809-3877

https://www.phiten.com/shop/nagoya-tenpaku/

設置

愛知県長久手市喜婦嶽 103

0561-65-0200

https://www.phiten.com/shop/nagoya-greenroad/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 知立店

設置

愛知県知立市宝三丁目3番地17

0566-84-3901

https://www.phiten.com/shop/chiryu/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝ守山店

設置

愛知県名古屋市守山区笹ヶ根三丁目1228番地ｲｵﾝ守山 1階

052-736-2180

https://www.phiten.com/shop/aeon-moriyama/

設置

愛知県愛知郡東郷町春木涼松176-37

052-838-5223

https://www.phiten.com/shop/nagoya-wago/

設置

愛知県丹羽郡扶桑町大字高木白山前405番地ｴｽﾎﾟｱｰﾙｸﾚｱ2号室

0587-91-0167

https://www.phiten.com/shop/fuso/

愛知県名古屋市港区港明2-3-2 3階 （31100）

052-654-6082

https://www.phiten.com/shop/lalaport-nagoya-minatoaquls/

岐阜県岐阜市橋本町1-10-1ACTIVE G 3階

058-266-5107

https://www.phiten.com/shop/gifueki-active-g/

岐阜県土岐市泉寺下町２－１４

057-254-4825

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 名古屋和合店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 扶桑店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟららぽーと名古屋みなとｱｸﾙｽ店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 岐阜駅ｱｸﾃｨﾌﾞＧ店

設置

Ｂ－Ｆｌｅｘおりべ接骨院

設置

設置

北陸・近畿エリア
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 金沢窪店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 小松店

設置
設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 福井四ツ井店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ草津店

設置

ﾌｧｲﾃﾝIPｻﾛﾝ 京都店

石川県金沢市窪3丁目178番地ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ1階

076-242-8040

https://www.phiten.com/shop/kanazawa-kubo/

石川県小松市向本折町ﾎ76番地2ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞMTﾃﾅﾝﾄ1階B号室

0761-46-6031

https://www.phiten.com/shop/komatsu/

設置

福井県福井市四ツ井2丁目10-25

0776-52-1120

https://www.phiten.com/shop/fukui-yotsui/

077-561-3820

https://www.phiten.com/shop/alplaza-kusatsu/

設置

設置

0120-061-510

https://www.phiten.com/ipsalon/salon/kyoto/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 梅田店

設置

設置

滋賀県草津市西渋川1丁目23-30 2F
京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地
四谷学院京都ﾋﾞﾙ1階
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ﾋﾞﾙB2-69号

06-6341-0511

https://www.phiten.com/shop/umeda/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 豊中店

設置

大阪府豊中市熊野町2-9-50

06-6850-3031

https://www.phiten.com/shop/toyonaka/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 和泉店

設置

設置

大阪府和泉市はつが野2-8-1

0725-51-2227

https://www.phiten.com/shop/izumi/

設置

大阪府茨木市別院町5-7ﾊﾔｼﾋﾞﾙ1階

072-631-6050

https://www.phiten.com/shop/ibaraki-betsuin/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 岸和田店

設置

設置

大阪府岸和田市土生町4165

0724-33-4510

https://www.phiten.com/shop/kishiwada/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 堺中百舌鳥店

設置

設置

大阪府堺市北区長曾根町5ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ1階

072-255-5104

https://www.phiten.com/shop/sakai-nakamozu/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ なんばﾊﾟｰｸｽ店

設置

大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号なんばﾊﾟｰｸｽ5階

06-4396-6577

https://www.phiten.com/shop/namba-parks/

しのはら整骨院

設置

大阪府大阪市中央区上本町西１丁目１－９

06-6777-5923

ふく整骨院

設置

大阪府大阪市北区紅梅町４－１５ ファミーユ河村１０１

06-6585-0297

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｱｽﾋﾟｱ明石店

設置

兵庫県明石市東仲ノ町6-1ｱｽﾋﾟｱ地下1階

078-919-0622

https://www.phiten.com/shop/aspia-akashi/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 三宮店

設置

設置

兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1-049号-2ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ東館B1

078-391-0510

https://www.phiten.com/shop/sannomiya/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾀｳﾝ姫路店

設置

兵庫県姫路市延末435-3ｲｵﾝﾀｳﾝ姫路1F

079-280-3813

https://www.phiten.com/shop/aeontown-himeji/

設置

奈良県奈良市角振町14-1

0742-25-5356

https://www.phiten.com/shop/nara-sanjotori/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 茨木別院店

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 奈良三条通り店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 和歌山東口店

設置

設置

奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号-253ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原2階

0744-21-1560

https://www.phiten.com/shop/aeonmall-kashihara/

設置

和歌山県和歌山市黒田2丁目2番34号

073-474-0130

https://www.phiten.com/shop/wakayama-higashiguchi/

中国・四国エリア
ﾌｧｲﾃﾝｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 鳥取店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ はるやま岡山青江店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾌｫｰｴﾙ岡山西長瀬店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ はるやま倉敷店

設置

設置

鳥取県鳥取市安長278

0857-22-0850

https://www.phiten.com/shop/tottori/

設置

岡山県岡山市北区青江1-17-21 はるやま岡山青江本店内1階

086-801-3125

https://www.phiten.com/shop/haruyama-okayamaaoe/

岡山県岡山市北区西長瀬118-1フォーエル岡山西長瀬店内

086-244-2244

https://www.phiten.com/shop/4l-okayamanishinagase/

岡山県倉敷市白楽町410-1 はるやま倉敷店内1階

086-423-2828

https://www.phiten.com/shop/haruyama-kurashiki/

設置

広島県福山市野上町二丁目1-5滝川ビル1F

084-999-2636

https://www.phiten.com/shop/fukuyama/

広島県広島市東区矢賀新町2-1-11

082-259-3488

https://www.phiten.com/shop/haruyama-hiroshimafuchu/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ゆめﾀｳﾝ呉店

設置

広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉店3階

0823-32-2480

https://www.phiten.com/shop/yumetown-kure/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ゆめﾀｳﾝ広島店

設置

広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号ゆめﾀｳﾝ広島 3F

082-250-6226

https://www.phiten.com/shop/yumetown-hiroshima/
http://yurara.net/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 福山店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ はるやま広島府中店

設置

スーパー銭湯ゆらら

設置

広島県福山市南本庄１丁目１２番２２号

084-926-2685

みなと整骨院

設置

山口県萩市御許町75-1 田虎ﾋﾞﾙ1F

083-822-0112

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 徳島藍住店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 高知店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ はるやま高知店

設置
設置

徳島県板野郡藍住町笠木中野111ﾌｨﾈｽ藍住102号

0886-60-5756

https://www.phiten.com/shop/tokushima-aizumi/

高知県高知市帯屋町1丁目8番1号

088-873-3007

https://www.phiten.com/shop/kochi/

高知県高知市高須1-16-28

088-884-3665

https://www.phiten.com/shop/haruyama-kochi/

福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉内1370

093-513-2238

https://www.phiten.com/shop/chachatown-kokura/

九州・沖縄エリア
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉店

設置

チャチャエイム

設置

福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1 チャチャタウン２Ｆ

093-521-8788

ネクストエイト IP小倉店

設置

福岡県北九州市小倉北区京町３－１１－７ 大八ビル１Ｆ

0120-31-8918

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 天神店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｸﾙﾒ駅前店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡店

設置
設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 長崎中央店

設置

福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階

092-726-9712

https://www.phiten.com/shop/tenjin/

福岡県久留米市東町39-17ﾄﾞﾐﾈｲﾄﾋﾞﾙ1階

0942-39-0578

https://www.phiten.com/shop/kurume-ekimae/

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡2階

092-931-3606

https://www.phiten.com/shop/aeonmall-fukuoka/

長崎県長崎市古川町5-20ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ菊島1階

095-811-1371

https://www.phiten.com/shop/nagasaki-chuo/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 佐世保店

設置

長崎県佐世保市島瀬町10-25ｸﾘｰｸ島瀬1階

0956-42-5008

https://www.phiten.com/shop/sasebo/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分店

設置

大分県大分市公園通り西2丁目1番ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分

097-535-7780

https://www.phiten.com/shop/parkplace-oita/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店

設置

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎 2階

0985-61-1611

https://www.phiten.com/shop/aeonmall-miyazaki/

エ・パングル

設置

宮崎県宮崎市新別府町５１３

098-522-7603

設置

鹿児島県鹿児島市金生町7-8金生町ﾋﾞﾙ1階

099-805-1935

https://www.phiten.com/shop/kagoshima-tenmonkan/

設置

沖縄県浦添市宮城4-3-3

098-943-2057

https://www.phiten.com/shop/okinawa-urasoe/

沖縄県糸満市西崎町3-374ｺｰﾎﾟﾙｰﾂﾏﾘﾝ101

098-851-3304

https://www.phiten.com/shop/okinawa-itoman/

沖縄県沖縄市明道1-23-3

098-988-5605

https://www.phiten.com/shop/okinawa-misato/

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 鹿児島天文館店
ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 沖縄浦添店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 沖縄糸満店

設置

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 沖縄美里店

設置

設置
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