
ハニーズの店舗（一部除く）では、バーコード決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ」で

お支払いいただけます。

ご利用の際は、お会計時に「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）で」とお伝えください。

※ご利用には、事前のお支払い設定が必要です。

ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）取り扱い店舗（2020年11月1日時点）

所在地 店舗名

北海道 ハニーズ江別店

ハニーズ上磯店

ハニーズ札幌元町店

ハニーズ札幌桑園店

ハニーズ札幌苗穂店

ハニーズ滝川店

ハニーズ釧路店

ハニーズ平岡店

ハニーズイオンモール苫小牧店

ハニーズ三笠店

ハニーズ旭川西店

ハニーズ石狩店

ハニーズ琴似店

ハニーズ手稲山口店

ハニーズ発寒店

ハニーズ名寄店

ハニーズ北見店

ハニーズ札幌西岡店

ハニーズ帯広イオン店

ハニーズ江別イオン店

ハニーズ釧路イオン店

ハニーズ札幌藻岩店

ハニーズ千歳イオン店

ハニーズイオン静内店

ハニーズイオン札幌麻生店

ハニーズ旭川アモール店

ハニーズ室蘭店

ハニーズ函館港町店

ハニーズ東釧路店

ハニーズアルティモール東神楽店

ハニーズ恵み野店

ハニーズ函館店

ハニーズ帯広西店

シネマクラブ 帯広店

ハニーズ苫小牧店

ハニーズ札幌西町店



所在地 店舗名

北海道 ハニーズ厚別店

ハニーズ東札幌店

ハニーズ中標津店

ハニーズ小樽店

ハニーズ新さっぽろデュオ２店

ハニーズ札幌４プラ店

青森県 ハニーズ十和田店

ハニーズ弘前樋之口店

ハニーズイオンモールつがる柏店

ハニーズ青森西店

シネマクラブ 八戸沼館店

ハニーズＩＹ弘前店

ハニーズ弘前店

ハニーズ青森ラビナ店

ハニーズ八戸店

ハニーズサンロード青森店

岩手県 ハニーズ一関店

ハニーズ盛岡渋民店

ハニーズ釜石店

ハニーズ盛岡南店

ハニーズ一関イオン店

ハニーズ前沢店

ハニーズ水沢店

ハニーズ盛岡サンサ店

ハニーズ北上店

ハニーズイトーヨーカドー花巻店

ハニーズｄ.ストア  盛岡フェザン店

クロスオーバー 北上ツインモール店

宮城県 ハニーズ石巻店

ハニーズ涌谷店

ハニーズ栗原店

ハニーズ古川店

ハニーズ塩釜店

ハニーズ佐沼店

ハニーズイオンモール名取店

ハニーズ利府店

ハニーズ富谷店

ハニーズイオンモール石巻店

ハニーズイオン仙台店

ハニーズ気仙沼店

ハニーズ多賀城店



所在地 店舗名

宮城県 ハニーズイオンスタイル仙台卸町店

ハニーズイオン仙台中山店

ハニーズ鈎取店

ハニーズ仙台市名坂店

ハニーズ仙台長町店

ハニーズ大河原店

秋田県 ハニーズ五城目店

ハニーズ大館東店

ハニーズ由利本荘店

ハニーズ湯沢店

ハニーズ秋田南店

ハニーズ大曲店

ハニーズ横手店

ハニーズ中仙店

ハニーズ能代店

ハニーズ秋田中央イオン店

ハニーズ鹿角店

ハニーズ秋田アルス店

山形県 ハニーズ酒田店

ハニーズイオンモール天童店

ハニーズ三川店

ハニーズ山形南店

ハニーズ東根店

ハニーズ南陽店

ハニーズ米沢イオン店

ハニーズ米沢店

ハニーズ新庄店

ハニーズ山形嶋店

ハニーズ鶴岡店

福島県 ハニーズ鏡石店

ハニーズイオンタウン郡山店

ハニーズ須賀川店

ハニーズイオンモールいわき小名浜店

ハニーズ日和田店

ハニーズ福島店

ハニーズ白河店

ハニーズ相馬店

ハニーズ中岡店

ハニーズ伊達店

ハニーズ門田店

ハニーズ南相馬店



所在地 店舗名

福島県 ハニーズエブリア店

ハニーハウス エブリア店

ハニーズいわき駅前店

茨城県 ハニーズ水戸南店

ハニーズ守谷店

ハニーズイオンモールつくば店

ハニーズｄ.ストア  イオンモール水戸内原店

ハニーズ下妻店

ハニーズ古河店

ハニーズ茨城東海店

ハニーズ常陸大宮店

ハニーズイオンモール土浦店

ハニーズ土浦店

ハニーズ石岡北店

ハニーズロゼオ水戸店

ハニーズ神栖店

ハニーズ水戸店

ハニーズ勝田店

シネマクラブ 日立駅前店

ハニーズ竜ヶ崎サプラ店

ハニーズイーアスつくば店

ハニーズ佐原東店

ハニーズひたちなか店

ハニーズ笠間店

ハニーズアトレ取手店

ハニーズ日立滑川店

栃木県 ハニーズ真岡店

ハニーズさくら店

ハニーズ那須塩原店

ハニーズイオンモール小山店

ハニーズ今市店

ハニーズ栃木店

ハニーズ佐野新都市店

ハニーズ上三川店

シネマクラブ 足利店

ハニーズおやまゆうえん店

ハニーズアシコタウンあしかが店

ハニーズビバモール鹿沼店

ハニーズ西那須野店

ハニーズFKD宇都宮店

ハニーズ宇都宮東店



所在地 店舗名

栃木県 ハニーズ足利店

ハニーズ宇都宮駅前店

群馬県 ハニーズイオンモール高崎店

ハニーズ伊勢崎店

ハニーズ新田店

ハニーズ桐生マーケットシティ店

ハニーズ倉賀野店

ハニーズ高崎飯塚町店

ハニーズベイシア渋川店

ハニーズけやきウォーク前橋店

ハニーズ館林店

ハニーズ伊勢崎スマーク店

ハニーズ大間々店

埼玉県 ハニーズベニバナウォーク桶川店

ハニーズイオンタウン上里店

ハニーズイオンモール川口前川店

ハニーズイオンモール春日部店

ハニーズ大井店

ハニーズ大宮店

ハニーズ狭山店

ハニーズイオンモール与野店

ハニーズ浦和美園店

ハニーズ入間イオン店

ハニーズ北戸田店

シネマクラブ 新座店

ハニーズｄ.ストア  越谷レイクタウン店

ハニーズ大宮ダイエー店

ハニーズ籠原店

ハニーズ若葉店

ハニーズＰＡＰＡ上尾店

ハニーズ川口駅前店

ハニーズ三郷駅前店

ハニーズ川越マイン店

ハニーズ八潮店

ハニーズ南浦和店

ハニーズ所沢山口店

ハニーズ埼玉三芳店

ハニーズベイシアひだかモール店

ハニーズ草加舎人店

ハニーズマルイファミリー志木店

ハニーズ草加マルイ店



所在地 店舗名

埼玉県 ハニーズ東松山店

ハニーズ熊谷ティアラ店

ハニーズ菖蒲店

ハニーズ秩父店

ハニーズ蓮田店

ハニーズ北鴻巣店

ハニーズ西友東松山店

ハニーズ本川越店

ハニーズ入間店

ハニーズ飯能ペペ店

ハニーズ三郷ＩＹ店

ハニーズアリオ鷲宮店

ハニーズアリオ深谷店

ハニーズアリオ川口店

ハニーズアリオ上尾店

ハニーズ熊谷アズ店

ハニーズ鴻巣駅前店

ハニーズ上尾ショーサンプラザ店

ハニーズ川口元郷店

千葉県 ハニーズイオンタウン木更津店

ハニーズ館山店

ハニーズイオンタウンユーカリが丘店

ハニーズイオンタウン成田富里店

ハニーズイオンタウンおゆみ野店

ハニーズイオンモール千葉ニュータウン店

ハニーズイオンモール木更津店

ハニーズ稲毛イオン店

ハニーズ鎌取店

ハニーズイオンモール八千代緑が丘店

ハニーズイオンモール柏店

ハニーズイオン幕張店

ハニーズ市川妙典イオン店

ハニーズ八街店

ハニーズ銚子店

ハニーズ野田ノア店

ハニーズイオンモール船橋店

ハニーズ新松戸店

ハニーズダイエー松戸西口店

ハニーズ南柏店

ハニーズ新習志野店

ハニーズ柏マルイ店



所在地 店舗名

千葉県 ハニーズ木更津店

ハニーズシャポー船橋店

ハニーズアクロスモール新鎌ヶ谷店

ハニーズ柏店

ハニーズ八千代台店

ハニーズ千葉中央店

ハニーズ四街道店

ハニーズ我孫子店

ハニーズ流山店

ハニーズアリオ蘇我店

ハニーズアリオ市原店

ハニーズ茂原店

ハニーズ八千代村上店

ハニーズ東金店

ハニーズ稲毛マリンピア店

ハニーズ津田沼店

ハニーズちはら台店

ハニーズ旭店

東京都 ハニーズイオンモール多摩平の森店

ハニーズイオンモール日の出店

ハニーズイオンモールむさし村山店

ハニーズイオン板橋店

ハニーズイオン葛西店

ハニーズ聖蹟桜ヶ丘店

ハニーズ東大島店

ハニーズ三鷹店

ハニーズ豊洲店

ハニーズ立川ケヤキモール店

ハニーズ葛西店

ハニーズ仙川店

ハニーズ五反田店

ハニーズ八王子別所店

ハニーズ多摩境店

ハニーズ八王子楢原店

ハニーズ稲城店

ハニーズクルネ店

ハニーズ上野ＡＢＡＢ店

ハニーズ落合南長崎店

ハニーズ国立店

ハニーズポンテポルタ千住店

ハニーズ京王高幡店



所在地 店舗名

東京都 ハニーズゆめりあフェンテ店

ハニーズままともプラザ町田店

ハニーズ多摩センター店

ハニーズＳＯＣＯＬＡ武蔵小金井店

ハニーズ笹塚２１店

ｼｪﾘｰｺｰﾄ ﾊﾞｲ ﾊﾆｰｽﾞ 池袋マルイ店

ハニーズあきる野店

ハニーズ高島平店

ハニーズ京王八王子店

ハニーズ町田店

ハニーズ東急プラザ蒲田店

ハニーズ浅草店

ハニーズビーンズﾞ阿佐ヶ谷店

シネマクラブ 八王子オクトーレ店

ハニーズ府中くるる店

ハニーズイーアス高尾店

ハニーズ瑞穂店

ハニーズ青戸店

ハニーズ国領店

ハニーズ大井町店

ハニーズアリオ北砂店

ハニーズｄ.ストア  アリオ西新井店

ハニーズ西新井店

ハニーズ永山店

ハニーズ新宿サブナード店

ハニーズ昭島モリタウン店

ハニーズ赤羽店

シネマクラブ 府中フォーリス店

ハニーズ田無店

ハニーズ荻窪店

ハニーズｄ.ストア  セレオ国分寺店

ハニーズアトレ亀戸店

神奈川県 ハニーズファクトリー 横浜ワールドポーターズ店

ハニーズイオンモール座間店

ハニーズイオン金沢八景店

ハニーズ海老名店

ハニーズ東神奈川店

ハニーズ茅ヶ崎店

ハニーズ茅ヶ崎中央店

ハニーズ古淵店

ハニーズ秦野店



所在地 店舗名

神奈川県 ハニーズ大和イオン店

ハニーズ新百合ヶ丘店

コルザ バイ ハニーズ横浜ビブレ店

ハニーズ港南台店

ハニーズ綾瀬店

ハニーズ西橋本店

ハニーズ伊勢原店

ハニーズ南橋本店

ハニーズ鶴ヶ峰店

ハニーズ小田急相模原店

ハニーズ小田原シティーモール店

ハニーズ川崎大師店

ハニーズ愛川店

ハニーズ上大岡店

ハニーズ中央林間東急スクエア店

ハニーズ戸塚店

ハニーズ杉田店

ハニーズアピタ長津田店

ハニーズ港北東急店

ハニーズ青葉台店

ハニーズ横須賀モアーズ店

ハニーズノースポート・モール店

ハニーズ藤沢店

クロスオーバー 相模大野店

ハニーズ本厚木店

ハニーズｄ.ストア  川崎ルフロン店

ハニーズ川崎ＩＹ店

ハニーズ湘南台店

ハニーズ能見台店

ハニーズ伊勢原ＩＹ店

ハニーズイトーヨーカドー大船店

ハニーズ立場店

ハニーズＩＹ大和鶴間店

ハニーズ平塚ユーユー本館店

ハニーズ相鉄ライフ三ツ境店

ハニーズ久里浜店

ハニーズ西武東戸塚S.C.店

ハニーズコレットマーレ店

ハニーズ溝の口ノクティ店

ハニーズシァル鶴見店

ハニーズアトレ川崎店



所在地 店舗名

新潟県 ハニーズ長岡店

ハニーズ新潟東店

ハニーズイオンモール新発田店

ハニーズ小千谷店

ハニーズ十日町店

ハニーズ六日町店

ハニーズ中条店

ハニーズイオンモール新潟南店

ハニーズ県央イオン店

ハニーズイオン新潟西店

ハニーズイオン白根店

ハニーズ水原店

ハニーズ新井店

ハニーズ新津店

ハニーズ佐渡店

ハニーズ上越高田店

ハニーズ長岡アクロスプラザ店

ハニーズ上越アコーレ店

ハニーズ新潟西店

シネマクラブ 新潟亀田店

ハニーズ柏崎店

ハニーズ新潟デッキィ店

ハニーズ新潟ココロ店

ハニーズ村上店

富山県 ハニーズイオンモールとなみ店

ハニーズ魚津店

ハニーズグリーンモール山室店

ハニーズ富山東店

ハニーズ富山ファボーレ店

ハニーズ富山店

石川県 ハニーズ金沢示野店

ハニーズイオンモール新小松店

ハニーズもりの里店

ハニーズ加賀の里イオン店

ハニーズイオンモールかほく店

ハニーズ御経塚店

ハニーズ七尾ナッピィモール店

ハニーズ金沢店

ハニーズ金沢アピタ店

ハニーズ能登鹿島店

福井県 ハニーズ越前シピィ店



所在地 店舗名

福井県 ハニーズアルプラザアミ春江店

ハニーズ敦賀店

ハニーズｄ.ストア  アピタ福井大和田店

ハニーズ福井飯塚店

ハニーズ福井駅前店

ハニーズ福井店

山梨県 ハニーズ山梨中央店

ハニーズイオンモール甲府昭和店

ハニーズラザウォーク甲斐双葉店

ハニーズ甲府東店

ハニーズ田富店

ハニーズ河口湖ベル店

ハニーズセレオ甲府店

長野県 ハニーズイオンタウン長野三輪店

ハニーズｄ.ストア  イオンモール松本店

ハニーズ佐久平店

ハニーズ飯田店

ハニーズ豊科店

ハニーズ南松本店

ハニーズ新中野店

ハニーズイオン上田店

ハニーズ諏訪店

ハニーズ佐久インター店

ハニーズケーズタウン若里店

ハニーズ安曇野店

ハニーズ長野店

ハニーズ長野東店

ハニーズ伊那店

ハニーズベルシャイン駒ケ根店

ハニーズ茅野店

ハニーズアリオ上田店

ハニーズ塩尻店

岐阜県 ハニーズイオンモール大垣店

ハニーズイオンモール各務原店

ハニーズ土岐店

ハニーズ多治見店

ハニーズ関店

ハニーズ可児御嵩店

ハニーズルビットタウン高山店

ハニーズ岐阜店

ハニーズモレラ岐阜店



所在地 店舗名

静岡県 ハニーズ浜松葵店

ハニーズ浜岡店

ハニーズ焼津店

ハニーズイオンモール浜松志都呂店

ハニーズ浜松市野店

ハニーズ富士宮店

ハニーズイオン清水店

ハニーズ袋井店

ハニーズプレ葉ウォーク浜北店

ハニーズアピタ磐田店

ハニーズアピタ静岡店

ハニーズアピタ島田店

ハニーズ静岡東急スクエア店

ハニーズ浜松メイワン店

ハニーズ静岡パルシェ店

クロスオーバー イーラｄｅ沼津店

ハニーズベイドリーム清水店

ハニーズ沼津イシバシプラザ店

ハニーズ伊東店

愛知県 ハニーズ有松店

ハニーズ弥富店

ハニーズ名西店

ｼｪﾘｰｺｰﾄ ﾊﾞｲ ﾊﾆｰｽﾞ イオンモール東浦店

ハニーズイオンモール名古屋茶屋店

ハニーズイオンモール木曽川店

ハニーズ名古屋東店

ハニーズメイトピア店

ハニーズ豊橋南店

ハニーズ春日井店

ハニーズ豊川店

ハニーズ扶桑店

ハニーズ小牧店

ハニーズ岡崎店

ハニーズ半田イオン店

ｼｪﾘｰｺｰﾄ ﾊﾞｲ ﾊﾆｰｽﾞ イオンモールナゴヤドーム前店

ハニーズイオンスタイル豊田店

ハニーズイオン守山店

ハニーズイオン八事店

ハニーズイオンモール大高店

ハニーズ高蔵寺店

ハニーズ栄オアシス２１店



所在地 店舗名

愛知県 ハニーズ瀬戸店

ハニーズ岡崎ウイングタウン店

ハニーズ大府リソラ店

ハニーズ知立店

ハニーズリーフウォーク稲沢店

ハニーズヴェルサウォーク西尾店

ハニーズアピタ向山店

ハニーズ犬山店

ハニーズ清洲店

ハニーズ太平通り店

ハニーズ津島北テラス店

ハニーズ蟹江店

ハニーズプライムツリーアカイケ店

ハニーズ名古屋西店

シネマクラブ 名古屋西店

ハニーズ豊橋カルミア店

ハニーズ豊田高橋店

ハニーズ蒲郡店

ハニーズ豊田メグリア本店店

三重県 ハニーズ伊勢店

ハニーズ鈴鹿イオンタウン店

ハニーズイオンタウン四日市泊店

ハニーズイオンモール津南店

ハニーズイオンモール東員店

ハニーズ桑名店

ハニーズ四日市北店

ハニーズ阿児店

ハニーズ松阪店

ハニーズ津ラッツ店

ハニーズ名張店

ハニーズ松阪三雲店

ハニークラブ四日市アピタ店

シネマクラブ 鈴鹿ハンター店

滋賀県 ハニーズイオンタウン湖南店

ハニーズ長浜店

ハニーズイオンスタイル大津京店

ハニーズイオン近江八幡店

ハニーズフェリエ南草津店

ハニーズ大津テラス店

ハニーズ草津アルプラザ店

ハニーズ水口店



所在地 店舗名

滋賀県 ハニーズ大津堅田店

ハニーズ彦根店

ハニーズ大津一里山店

ハニーズ八日市店

京都府 ハニーズ亀岡イオン店

ハニーズイオンモール高の原店

ハニーズ久御山店

ハニーズイオン洛南店

ハニーズ北大路店

ハニーズｄ.ストア  河原町オーパ店

ハニーズ舞鶴店

ハニーズ福知山店

ハニーズ新京極店

ハニーズ醍醐店

ハニーズ城陽店

ハニーズアルプラザ亀岡店

ハニーズアルプラザ京田辺店

ハニーズモモテラス店

ハニーズ京都ファミリー店

ハニーズ京都アバンティ店

ハニーズ洛北店

ハニーズ峰山店

ハニーズ御池店

ハニーズ舞鶴らぽーる店

大阪府 ハニーズイオンタウン小阪店

ハニーズイオンモール堺鉄砲町店

ハニーズイオン藤井寺店

ハニーズイオン吹田店

ハニーズイオン金剛店

ハニーズ東大阪店

ハニーズ高槻北店

ハニーズイオンモール茨木店

ハニーズキレウリワリ店

ハニーズｄ.ストア  イオンモール大日店

ハニーズ枚方ビオルネ店

ハニーズイオンモール日根野店

ハニーズ和泉府中店

ハニーズイオンモール大阪ドームシティ店

ハニーズ池田駅前ダイエー店

ハニーズ上新庄店

ハニーズ金岡店



所在地 店舗名

大阪府 ハニーズ住之江店

ハニーズ泉ヶ丘店

ハニーズ中もず店

ハニーズ堺プラットプラット店

ハニーズ河内長野店

ハニーズ千里中央店

ハニーズ都島ベルファ店

ハニーズ寝屋川アドバンス店

ハニーズ古市店

ハニーズニトリモール枚方店

ハニーズビバモール寝屋川店

ハニーズ寝屋川店

ハニークラブ高槻店

ハニーズ深江橋店

ハニーズアルプラザ茨木店

ハニーズ茨木ロサヴィア店

ハニーズみのおキューズモール店

ハニーズもりのみやキューズモール店

ハニーズ枚方イズミヤ店

ハニーズカナートモール和泉府中店

ハニーズりんくうシークル店

ハニーズウイステ野田店

ハニーズ東大阪フッセ店

ハニーズ上本町ユフラ店

ハニーズアリオ鳳店

ハニーズ住道ポップタウン店

ハニーズ河内松原店

ハニーズ交野店

ハニーズ高石アプラ店

ハニーズ岸和田店

ハニーズ庄内店

ハニーズ天保山店

ハニーズコア古川橋店

ハニーズおおとりウイングス店

ハニーズＡＴＣ店

兵庫県 ハニーズ三宮オーパ２店

ハニーズイオンモール神戸南店

ハニーズイオン三田店

ハニーズ姫路南店

ハニーズ三木店

ハニーズ姫路東店



所在地 店舗名

兵庫県 ハニーズ加古川東店

ハニーズ三田ウッディダウン店

ハニーズ姫路大津店

ハニーズ赤穂店

ハニーズイオンモール加西北条店

ハニーズｄ.ストア  伊丹昆陽店

ハニーズ和田山店

ハニーズイオン小野店

ハニーズアスパ高砂店

ハニーズイオンスタイル洲本店

ハニーズｄ.ストア  明石ビブレ店

ハニーズ西宮マルナカ店

ハニーズ宝塚中山ダイエー店

ハニーズ丹波篠山店

ハニーズ神戸舞多聞店

ハニーズ西神南店

ハニーズ逆瀬川アピア店

ハニーズ板宿店

ハニーズ三宮さんプラザ店

ハニーズ阪神尼崎店

ハニーズ豊岡アイティ店

ハニーズ姫路広畑店

ハニーズコロア甲子園店

ハニーズたつの店

ハニーズゆめタウン姫路店

ハニーズあまがさきキューズモール店

ハニーズ東急プラザ新長田店

ハニーズ神戸玉津店

ハニーズカナート西神戸店

ハニーズイズミヤ川西多田店

ハニーズエコールリラ藤原台店

ハニーズつかしん店

ハニーズ明石駅前店

ハニーズ神戸北町店

ハニーズ淡路店

ハニーズ加古川べふ店

ハニーズ川西アステ店

ハニーズフレンテ西宮店

ハニーズ丹波ゆめタウン店

ハニーズやしろ店

奈良県 ハニーズ大安寺店



所在地 店舗名

奈良県 ハニーズ天理店

ハニーズ奈良五條店

ハニーズ奈良登美ヶ丘店

ハニーズ学園前店

ハニーズトナリエ大和高田店

ハニーズ大和郡山店

ハニーズ真美ケ丘店

ハニーズラスパ西大和店

ハニーズミ・ナーラ店

和歌山県 ハニーズ新宮イオン店

ハニーズ紀伊田辺店

ハニーズ南紀店

ハニーズ和歌山中之島店

ハニーズ箕島店

ハニーズ和歌山セントラルシティ店

ハニーズ和歌山パームシティ店

鳥取県 ハニーズ米子店

ハニーズイオンモール日吉津店

ハニーズ倉吉店

ハニーズ米子ホープタウン店

ハニーズ鳥取店

ハニーズイオン松江店

ハニーズ松江キャスパル店

ハニーズ浜田店

ハニーズ益田ゆめタウン店

ハニーズ出雲ゆめタウン店

岡山県 ハニーズ倉敷店

ハニーズイオンモール津山店

ハニーズイオンタウン水島店

ハニーズ笠岡店

ハニーズマルナカ新倉敷店

ハニーズ岡山シネマタウン店

ハニーズ原尾島店

ハニーズ高梁ポルカ店

ハニーズ玉野メルカ店

ハニーズ倉敷ゆめタウン店

ハニーズアリオ倉敷店

ハニーズOkanaka津高店

広島県 ハニーズｄ.ストア  イオンモール広島府中店

ハニーズ三原店

ハニーズマルナカ可部店



所在地 店舗名

広島県 ハニーズ東広島店

ハニーズ三原フジグラン店

ハニーズ呉ポポロ店

ハニーズ三次店

ハニーズ安芸フジグラン店

ハニーズ神辺店

ハニーズ高陽店

ハニーズ大竹店

ハニーズ東広島ゆめタウン店

ハニーズ広島学園店

ハニーズ広島ゆめタウン店

ハニーズゆめタウン福山店

ハニーズゆめタウン廿日市店

ハニーズｄ.ストア  広島ＬＥＣＴ店

ハニーズ広島アクア店

ハニーズフジグラン広島店

山口県 ハニーズ防府店

ハニーズ宇部店

ハニーズ山口フジグラン店

ハニーズ萩店

ハニーズ下松店

ハニーズ新南陽店

ハニーズ柳井ゆめタウン店

ハニーズ南岩国ゆめタウン店

ハニーズ新下関ゆめシティ店

ハニーズゆめタウン長府店

ハニーズゆめタウン山口店

ハニーズゆめタウン徳山店

ハニーズあじす店

ハニーズおのだサンパーク店

徳島県 ハニーズイオンモール徳島店

ハニーズ徳島石井店

ハニーズ徳島ゆめタウン店

ハニーズ阿南店

香川県 ハニーズイオンモール高松店

ハニーズイオンモール綾川店

ハニーズイオン高松東店

ハニーズ宇多津店

ハニーズ高松十川店

ハニーズフジグラン丸亀店

ハニーズ三豊ゆめタウン店



所在地 店舗名

香川県 ハニーズ丸亀ゆめタウン店

ハニーズゆめタウン高松店

愛媛県 ハニーズ新居浜店

ハニーズイオンモール今治新都市店

ハニーズイオンスタイル松山店

ハニーズ大洲店

ハニーズ西条店

ハニーズ川之江店

ハニーズ衣山店

ハニーズフジグラン重信店

ハニーズフジグラン今治店

高知県 ハニーズ高知イオン店

ハニーズいの店

ハニーズ宿毛店

ハニーズ高知葛島店

ハニーズフジグラン野市店

ハニーズフジグラン高知店

福岡県 ハニーズ中間店

ハニーズイオンマリナタウン店

ハニーズイオンタウン黒崎店

ハニーズイオンモール大牟田店

ハニーズｄ.ストア  イオンモール福津店

ハニーズイオンモール福岡店

ハニーズイオンモール直方店

ハニーズイオンモール八幡東店

ハニーズ福岡東店

ハニーズ志摩店

ハニーズ若松イオン店

ｼｪﾘｰｺｰﾄ ﾊﾞｲ ﾊﾆｰｽﾞ イオンモール香椎浜店

ハニーズ大木店

ハニーズ穂波店

ハニーズ大野城イオン店

ハニーズ小郡店

ハニーズ小倉チャチャタウン店

ハニーズ博多フォレオ店

ハニーズ小倉サニーサイドモール店

ハニーズ八女店

ハニーズ大牟田ゆめタウン店

ハニーズ行橋ゆめタウン店

ハニーズ博多ゆめタウン店

ハニーズ久留米店



所在地 店舗名

福岡県 ハニーズゆめタウン大川店

ハニーズゆめタウン筑紫野店

ハニーズ春日店

ハニーズ宗像店

ハニーズ小倉サンリブシティ店

ハニーズ古賀サンリブ店

ハニーズマークイズ福岡ももち店

ハニーズ小倉リバーウォーク店

ハニーズノース天神店

ハニーズトリアス店

佐賀県 ハニーズ佐賀大和店

ハニーズ唐津店

ハニーズ佐賀ゆめタウン店

ハニーズ武雄ゆめタウン店

ハニーズ佐賀店

長崎県 ハニーズ大塔店

ハニーズ佐世保店

ハニーズイオン有家店

ハニーズイオン東長崎店

ハニーズ時津店

ハニーズ長崎夢彩都店

ハニーズ長崎チトセピア店

熊本県 ハニーズイオンモール宇城店

ハニーズ天草イオン店

ハニーズ八代店

ハニーズ錦店

ハニーズゆめマート東山鹿店

ハニーズ熊本サンピアン店

ハニーズ光の森店

ハニーズゆめタウン八代店

ハニーズゆめタウンはません店

ハニーズ宇土シティモール店

ハニーズあらおシティモール店

大分県 ハニーズ三光店

ハニーズｄ.ストア  パークプレイス大分店

ハニーズコスモタウン佐伯店

ハニーズミスターマックス宇佐店

ハニーズ中津ゆめタウン店

ハニーズ別府ゆめタウン店

ハニーズ大分明野店

宮崎県 ハニーズイオン南宮崎店



所在地 店舗名

宮崎県 ハニーズ日向店

ハニーズイオンモール都城駅前店

ハニーズ延岡店

ハニーズ日南ｻﾋﾟｱ店

鹿児島県 ハニーズイオンタウン姶良店

ハニーズｄ.ストア イオンモール鹿児島店

ハニーズフレスポ国分店

ハニーズ川内プラッセ店

ハニーズ鹿屋プラッセ店

ハニーズ伊集院店

ハニーズ谷山エヌシティ店

ハニーズフレスポジャングルパーク店

ハニーズ出水プラッセ店

沖縄県 ハニーズイオンタウン南城大里店

ハニーズ那覇店

ハニーズ名護店

ハニーズ南風原店

ハニーズ石垣やいま店

ハニーズイオンタウン読谷店

ハニーズ具志川イオン店

ハニーズイオンタウンとよみ店

ハニーズ北谷イオン店

ハニーズ浦添店

ハニーズ宮古かねひで店

ハニーズ経塚シティ店

ハニーズ西原シティ店

ハニーズハンビータウン店

ハニーズ那覇メインプレイス店


