
県名 駅名 店舗名 県名 駅名 店舗名 県名 駅名 店舗名

宮城県 仙台 めぐりめぐるめ 仙台 NewDays アトレ川崎北口 いわき NewDays いわき

NewDays エキュート京葉ストリート NewDays 川崎東口 湯本 NewDays 湯本

NewDays グランスタ丸の内北口 NewDays 川崎中央南改札 土浦 NewDaysミニ 土浦5号

NewDaysミニ 東ホ5C NewDays 横浜中央 石岡 NewDays 石岡

有楽町 NewDays エキュートエディション 有楽町京橋口 NewDays 横浜南口 水戸 NewDaysミニ 水戸1号

新橋 NewDays 新橋北改札内 大船 ニッポンスタンダード アトレ大船 水戸 NewDaysミニ 水戸7号

NewDays 品川中央 藤沢 NewDays 藤沢 勝田 NewDays 勝田

NewDays＋くすり エキュート品川 サウス 茅ヶ崎 NewDays 茅ヶ崎 西船橋 NewDays 西船橋

NewDays KIOSK エキュート品川 サウス 平塚 NewDays 平塚 市川 NewDays 市川1号

田町 NewDays 田町 武蔵小杉 NewDays 武蔵小杉 下総中山 NewDays 下総中山

新木場 NewDays 新木場改札内 桜木町 NewDays 桜木町 船橋 NewDays 船橋

大井町 NewDays 大井町中央口改札外 港南台 NewDays 港南台 津田沼 NewDays ペリエ津田沼

大森 NewDaysミニ 大森１号 新川崎 NewDays 新川崎 幕張本郷 NewDaysミニ 幕張本郷1号

蒲田 NewDays 蒲田 静岡県 熱海 NewDays 熱海 新検見川 NewDays 新検見川店

稲毛 NewDaysミニ 稲毛1号

NewDays エスパル仙台 NewDays KIOSK 八戸駅新幹線改札内 NewDays ペリエ千葉中央改札外

NewDays 仙台 NewDaysミニ 八戸1号 NewDays ペリエ千葉中央改札内西

NewDays 仙台7号 NewDays 新青森旬味館 NewDays ペリエ千葉中央改札内南

NewDays 仙台新幹線中央改札口 NewDaysミニ 新青森幹線コンコース 都賀 NewDays KIOSK 都賀駅改札内

NewDaysミニ 仙台5号 青森 NewDays 青森東口待合 四街道 NewDaysミニ 四街道1号

福島県 郡山 NewDays エスパル郡山 本八戸 NewDaysミニ 本八戸 佐倉 NewDaysミニ 佐倉1号

NewDays 大崎 NewDays 一ノ関6号 銚子 NewDays 銚子

BOOK EXPRESS 大崎 NewDays 一関西口 蘇我 NewDays 蘇我

五反田 NewDays 五反田 花巻 NewDays 花巻 土気 NewDays 土気

NewDays 恵比寿 NewDays 盛岡フェザン 茂原 NewDays 茂原

NewDaysミニ 恵比寿2号 NewDays 盛岡北口23号 五井 NewDays 五井

原宿 NewDays 原宿 NewDays 盛岡22号 木更津 NewDaysミニ 木更津1号

NewDays 新宿 岩手路 盛岡フェザン 舞浜 NewDays 舞浜

NewDays 新宿南口 NewDays 秋田ぽぽろーど 南船橋 NewDays 南船橋

NewDays 新宿南口中央 NewDays 秋田中央口 海浜幕張 NewDays 海浜幕張中央

BOOK COMPASS 新宿南口 成田 NewDays 成田

bookshelf 新宿ニュウマン 南流山 NewDays 南流山 新小岩 NewDays 新小岩改札外

高田馬場 NewDays 高田馬場 松戸 NewDays 松戸 小岩 NewDays KIOSK 小岩駅改札外

NewDays 池袋西口 NewDaysミニ 柏1号

NewDays 池袋北口 NewDaysミニ 柏2号 茨城県 古河 NewDays 古河

NewDays 駒込 我孫子 NewDays 我孫子 小山 NewDays Dila小山店

BOOK EXPRESS 駒込 日暮里 NewDays エキュート日暮里 NewDays 宇都宮中央

田端 NewDays 田端 NewDays エキュート上野 大連絡橋 NewDaysミニ 宇都宮15号

西日暮里 NewDays 西日暮里 NewDays 上野中央口 武蔵浦和 NewDays 武蔵浦和

高円寺 NewDays 高円寺 NewDays 上野不忍口 南浦和 NewDays 南浦和

西荻窪 NewDays 西荻窪 NewDaysミニ 上野5号 吉川 NewDays 吉川

市ケ谷 NewDays 市ヶ谷 秋葉原 NewDays メッツ秋葉原 浦和 NewDays 浦和西口

NewDays エキュート赤羽店 北千住 NewDaysミニ 北千住1号 さいたま新都心 NewDays さいたま新都心

NewDays 赤羽 亀有 NewDays 亀有 NewDays エキュート大宮

NewDaysミニ 赤羽2号 神奈川県 小田原 NewDays 小田原中央 NewDays 大宮

BOOK EXPRESS エキュート赤羽 茅野 NewDays KIOSK 茅野駅店 NewDays 大宮3号

板橋 NewDays 板橋 上諏訪 NewDaysミニ 上諏訪1号 NewDays 大宮西口

十条 NewDays 十条 塩尻 NewDays KIOSK 塩尻駅 NewDays 大宮31号

王子 NewDays 王子 佐久平 NewDays KIOSK 佐久平駅 NewDaysミニ 大宮32号

立川 NewDays 立川 長野 NewDays 長野 東大宮 NewDays 東大宮

町田 NewDays 町田 松本 NewDays 松本銘品館 蓮田 NewDays 蓮田

八王子 NewDays 八王子 軽井沢 NewDaysミニ 軽井沢 久喜 NewDays 久喜

拝島 BOOK EXPRESS ディラ拝島 上田 NewDaysミニ 上田1号 戸田 NewDays 戸田

石和温泉 NewDays 石和温泉 南与野 NewDays 南与野

甲府 NewDays 甲府 川口 NewDays 川口中央

東川口 NewDays 東川口

長岡 NewDaysミニ 長岡2F1号

NewDays 新潟在来線改札内

NewDaysミニ 新潟2F3号

NewDays KIOSK 新潟万代口

東京都

宮城県 仙台

12/16(水)以降、各店舗納品次第販売開始

12/18(金)以降、各店舗納品次第販売開始

福島県

TVアニメ「鬼滅の刃」桔梗信玄餅 取扱店舗一覧
※取扱店舗は変更になる可能性がございます。

※各店舗納品され次第販売予定ですが、納品時間については未定となっております。納品に関する店舗へのお問い合わせはご遠慮いただけますようお願い申し上げます。

東京都

東京

品川

川崎

横浜

12/15(火)以降、各店舗納品次第販売開始

宇都宮

新潟

12/21(月)以降、各店舗納品次第販売開始

新宿

12/20(日)以降、各店舗納品次第販売開始

神奈川県

池袋

大崎

駒込

赤羽

長野県

新潟県

東京都

栃木県

盛岡

秋田県 秋田

12/19(土)以降、各店舗納品次第販売開始

東京都

上野

茨城県

恵比寿

千葉県

千葉

千葉県
柏

埼玉県

大宮

12/19(土)各店舗準備次第販売開始

山梨県

青森県

八戸

新青森

岩手県

一ノ関


