お詫びと回収のお知らせ
お客様各位
平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、一部の店舗で販売致しました「S E L E C Tオニオンコンソメ７ｇ×3袋入」
（賞味期限：2017年10月23日）の中身が「S E L E C Tクリーミーポタージュ１５ｇ×３袋入」に
入れ替わっていることが、製造者である「株式会社北海大和」
より連絡がありました。
中身の「S E L E C Tクリーミーポタージュ１５ｇ×３袋入」に表示されるべき
「乳成分」が「S E L E C Tオニオンコンソメ７ｇ×3袋入」には、表示されていないため
該当商品がお手元にございましたら、
「乳成分」にアレルギー反応を示されるお客様は
お召し上がりにならないようお願い申し上げます。
多大なご迷惑をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。

【対象商品】
商品名 :ＳＥＬE C T オニオンコンソメ７ｇ×3袋入
JANコード : 4932816714368
賞味期限 : 2017年10月23日 ( パッケージ底面記載 )

【対象店舗】

対象商品
賞味期限 2017年10月23日

4 5 0 店 舗（ 別 紙 参 照 ）

2月1日
（水）
より、製造者である
「株式会社北海大和」が自主回収を行います。
該当商品がお手元にあり、
ご返金をご希望されるお客様には
大変お手数をおかけ致しますが、下記お問合せにご連絡頂きますようお願い申し上げます。

お問合せ先
株式会社北海大和 お客様相談室

フリーダイヤル(無料) : 0120-434-332
受付時間：9：00〜18：00

株式会社 大創産業・HP

ＳＥＬＥＣＴオニオンコンソメ７ｇ×3袋入り 中身違い店舗一覧
都道府県名
店舗名
北海道
ザ・ダイソートライアル上磯店
ザ・ダイソー南小樽店
ザ・ダイソー札幌ルーシー店
ザ・ダイソー札幌東光ストア円山店
ザ・ダイソー旭川ルミネ東光店
ザ・ダイソーコープさっぽろ星置店
ザ・ダイソーホクレンショップ４９条店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ札幌元町店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ旭川永山生協シーナ店
ザ・ファミリーダイソーぴあざフクハラ西帯広店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ旭川忠和店
ザ・ダイソーフレスポ中標津店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ函館桔梗店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ江別幸町店
ザ・ダイソー札幌西野店
ザ・ダイソー コープさっぽろ白糠店
ザ・ダイソー琴似５５８８店
ザ・ダイソー函館亀田本町店
ザ・ダイソーコープさっぽろほくと店
ザ・ダイソーイオンタウン江別店
ザ・ダイソーザ・ビッグ釧路春採ＳＣ店
ザ・ダイソー札幌真駒内店
ザ・ダイソーマックスバリュ平岸店
ザ・ダイソーコープ札幌美幌店
ザ・ダイソーコープさっぽろしがイースト店
青森県
ザ・ダイソー青森浪館店
ザ・ダイソーイオンモールつがる柏店
ザ・ダイソーマエダむつ本店
ザ・ダイソーイオン十和田店
岩手県
ザ・ダイソー素材発信館ｂｙ１００エンツインモール北上店
ザ・ダイソー盛岡みたけ店
ザ・ダイソー盛岡南ＳＣサンサ店
ザ・ダイソー銀河モール花巻ＳＣ店
ザ・ダイソーフレスポ一関店
宮城県
１００円ＳＨＯＰダイソー仙台中央通店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ塩釜店
ザ・ダイソーイオンタウン矢本店
ザ・ダイソー仙台マーブルロード店
ザ・ダイソー仙台鈎取ＳＣ店
ザ・ダイソーヤマザワ吉岡ＳＣ店
ザ・ダイソー仙台ＴＲビル店
ザ・ダイソーイオンタウン名取店
ザ・ダイソー仙台愛子店
ザ・ダイソー塩釜泉沢店
ザ・ダイソーみやぎ生協利府店
ザ・ダイソー仙台柳生店
秋田県
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ秋田能代店
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソー生活雑貨館いとく鹿角店
ザ・ダイソー秋田市民市場店
山形県
ザ・ダイソーヨークベニマル大野目店
ザ・ダイソーヤマザワ南陽ショッピングプラザ店
ザ・ダイソーヤマザワ新庄宮内店
ザ・ダイソー 米沢成島店
ザ・ダイソー山形寒河江店
ザ・ダイソー山形久保田店
ザ・ダイソー山形東根店
ザ・ダイソーヤマザワ上山店
福島県
ザ・ダイソー郡山島店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ会津若松店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマいわき平店
ザ・ダイソーいわき四倉店
ザ．ダイソーいわき湯本店
ザ・ダイソーいわき錦町店
ザ・ダイソーリオンドール船引店
茨城県
ザ・ダイソーバル古河駅ビル店
ザ・ダイソー牛久栄町店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ茨城鹿嶋店
ザ・ダイソー神栖平泉店
ザ・ダイソーヨークタウン水戸赤塚店
ザ・ダイソーヨークタウン坂東店
ザ・ダイソーヨークタウンひたちなか店
ザ・ダイソーリボンとりで店
栃木県
ザ・ダイソーベイシアスーパーモール今市店
ザ・ダイソー宇都宮細谷ＳＣア・ミューズ店
ザ・ダイソーアピタ宇都宮店
ザ・ダイソーヤオコー足利大前店
ザ・ダイソーインターパーク宇都宮店
ザ・ダイソーララスクエア宇都宮店
ザ・ダイソーとりせん栃木店
ザ・ダイソー宇都宮越戸ショッピングセンター店
ザ・ダイソー宇都宮大曽シティーカルナ店
ザ・ダイソーヨークタウン栃木大平町店
群馬県
ザ・ダイソーヤオコー前橋六供町店
ザ・ダイソーニコモール新田店
ザ・ダイソーヤオコー中之条店
埼玉県
ザ・ダイソーヤオコーみどりが丘店
ザ・ダイソーコモディイイダ川口東口店
ザ・ダイソーヤオコー川越山田店
ザ・ダイソー所沢プロペ通店
ザ・ダイソー上尾ショーサンプラザ店
ザ・ダイソー谷塚駅前店
ザ・ダイソーライブタワー武蔵浦和店
ザ・ダイソー浦和文蔵店
ザ・ダイソーモールプラザ草加店
ザ・ダイソーミエルかわぐち店
ザ・ダイソーヨークマート日進店
ザ・ダイソーラクーン大宮東口店

都道府県名
店舗名
千葉県
ザ・ダイソーイオン高根木戸店
ザ・ダイソー千葉駅前店
ザ・ダイソーギガ船橋店Ｂ１
ザ・ダイソーイオンタウンユーカリが丘店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ千葉都町店
ザ・ダイソーくすりの福太郎白井店
ザ・ダイソーイオン長浦店
ザ・ダイソー検見川浜フェリア店
ザ・ダイソーフレスポ稲毛店
ザ・ダイソー館山マーケットプレイス店
ザ・ダイソーカスミ東金押堀店
ザ・ダイソーオウル五香店
ザ・ダイソーフィールズ南柏店
ザ・ダイソーセブンタウン常盤平店
ザ・ダイソーダイエー市川店
ザ・ダイソー千葉ＥＸビル店
東京都
ザ・ダイソー新小岩ルミエール店
ザ・ダイソー聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ店
ザ・ダイソー平井店
ザ・ダイソー東急ストア綾瀬店
ザ・ダイソーＭＥＧＡドン・キホーテ立川店
ザ・ダイソー立川フロム中武店
ザ・ダイソー京王リトナード八幡山店
ザ・ダイソーエキュート立川店
ザ・ダイソーアリオ西新井店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ北千住店
ザ・ダイソーダイエー成増店
ザ・ダイソー大森駅前店
ザ・ダイソーアルカキット錦糸町店
ザ・ダイソー経堂店
ザ・ダイソー原宿（２Ｆ）店
ザ・ダイソー西荻南店
ザ・ダイソーＬａＬａガーデン赤羽（５階）店
ザ・ダイソーマルエツ足立入谷店
ザ・ダイソーパルム武蔵小山店
ザ・ダイソー上池台東急ストア店
ザ・ダイソー浅草ＲＯＸ店
ザ・ダイソー足立ひとつや店（２Ｆ）
ザ・ダイソーイコット多摩センター店
ザ・ダイソーららぽーと豊洲店
ザ・ダイソーライフ瑞江店
ザ・ダイソーコピオ楢原店
ザ・ダイソーコモディイイダ小菅店
ザ・ダイソーＦＯＯＤ ＯＮＥ森野店
ザ・ダイソー東京国分寺北町店
ザ・ダイソーＭＩＮＡＮＯ分倍河原店
ザ・ダイソーヴィナシス金町店
ザ・ダイソーザ・マーケットプレイス八王子店
ザ・ダイソー晴海トリトン店
ザ・ダイソーＯＡＫｐｌａｚａ大泉学園店
ザ・ダイソー大崎ニューシティ店
ダイソービズ竹橋パレスサイドビル店
ザ・ダイソービズ霞が関コモンゲート店
ザ・ダイソーレシピ下北沢店
ザ・ダイソー小岩駅南口店
ザ・ダイソー小岩サンロード店
ザ・ダイソービズ富国生命ビル店
ザ・ダイソー町田東急ツインズ店
ザ・ダイソー新宿サブナード店
ザ・ダイソーミーナ町田店
ザ・ダイソー富士見台駅前店
ザ・ダイソーベルクスモール足立花畑店
ザ・ダイソー渋谷センター街店
神奈川県 ザ・ダイソー横浜セルテ店
ザ・ダイソー東戸塚西口プラザ店
ザ・ダイソードン・キホーテ二俣川店
ザ・ダイソー横浜駅前西口店
ザ・ダイソー日吉東急店
ザ・ダイソーアピタ金沢文庫店
ザ・ダイソーイトーヨーカドー武蔵小杉駅前店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソートモズ武蔵新城店
ザ・ダイソークスリのカツマタ和田町店
ザ・ダイソー茅ヶ崎店
ザ・ダイソーフジ上野川店
ザ・ダイソーＯｈ！ｐｌａｚａ大船店
ザ・ダイソー横浜伊勢佐木町店（３Ｆ－４Ｆ）
ザ・ダイソー川崎麻生店
ザ・ダイソー三浦海岸店
ザ・ダイソー伊勢原エムアイプラザ店
ザ・ダイソー平塚河内店
ザ・ダイソートレアージュ白旗店
ザ・ダイソーヴィスポ横須賀店
ザ・ダイソー藤沢川名店
ザ・ダイソーアクロス東神奈川店
ザ・ダイソーイトーヨーカドー湘南台店
ザ・ダイソーヨークマート東逗子店
ザ・ダイソーマークイズみなとみらい店
ザ・ダイソーコレットマーレみなとみらい店
ザ・ダイソー三浦ケープＳＣ店
ザ・ダイソー新川崎スクエア店
ザ・ダイソー青葉台東急スクエア店
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ＳＥＬＥＣＴオニオンコンソメ７ｇ×3袋入り 中身違い店舗一覧
都道府県名
店舗名
新潟県
ザ・ダイソーイオン中条店
ザ・ダイソーコメリ三条店
ザ・ダイソー十日町妻有ショッピングセンター店
ダイソー＆アオヤマ１００ＹＥＮＰＬＡＺＡ長岡Ｅプラザ店
ザ・ダイソー新潟県庁前店
ザ・ダイソーマーケットシティ河渡店
ザ・ダイソーアピタ新潟西店
ザ・ダイソー長岡マーケットモール店
ザ・ダイソーひらせい新崎店
ザ・ダイソーＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店上越ウイングマーケットセンター店
富山県
ザ・ダイソー富山フューチャーシティファボーレ店
ザ・ダイソー富山上市店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ富山田中店
ザ・ダイソー高岡きづ店
ザ・ダイソーたかおか四屋店
ザ・ダイソーイオンモールとなみ店
石川県
ザ・ダイソー津幡南店
ザ・ダイソーヤスサキ輪島店
福井県
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソー富士屋武生店
山梨県
ザ・ダイソー富士山駅ビル店
ザ・ダイソー双葉響が丘店
ザ・ダイソーアピタ田富店
長野県
ザ・ダイソーアピタ高森店
ザ・ダイソーマーケットシティ中野店
ザ・ダイソーオギノ茅野店
ザ・ダイソー上田秋和店
ザ・ダイソーアルピア梓川店
ザ・ダイソーライフガーデン岡谷店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ千曲更埴店
岐阜県
ザ・ダイソーマックスバリュ岐南店
ザ・ダイソー瑞浪店
静岡県
ザ・ダイソー静岡高松店
ザ・ダイソー袋井葵町店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ沼津本店
ザ・ダイソー焼津インター店
ザ・ダイソーイオンタウン富士南店
ザ・ダイソーしずてつストア草薙店
ザ・ダイソーベイドリーム清水店
ザ・ダイソー下田とうきゅう店
ザ・ダイソー静岡千代田店
愛知県
ザ・ダイソー安城南店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ幡豆ポートタウン店
ザ・ダイソーパワードーム半田店
ザ・ダイソー名古屋今池店
ザ・ダイソー名古屋栄スカイル店
ザ・ダイソーサンマルシェ高蔵寺店
ザ・ダイソー桶狭間店
ザ・ダイソー愛知三好店
ザ・ダイソーアピタタウン稲沢店
ザ・ダイソー一宮駅店
ザ・ダイソー岡崎岩津店
三重県
ザ・ダイソーイオンタウン四日市泊店
ザ・ダイソー伊勢神久店
ザ・ダイソー津高茶屋店
ザ・ダイソー四日市ときわ店
ザ・ダイソーアピタ松阪三雲店
ザ・ダイソージョイシティオークワ上野店
ザ・ビッグ エクスプレス夏見橋店
ザ・ダイソーアピタ鈴鹿店
ザ・ダイソーイオンタウン津城山店
ザ・ダイソー志摩ショッピングセンター店
ザ・ダイソー四日市スターアイランド店
ザ・ダイソードン・キホーテ四日市店
ザ・ダイソーイオンタウン菰野店
滋賀県
ザ・ダイソー平和堂守山店
ザ・ダイソー平和堂石山店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ長浜店
ザ・ダイソーアルプラザ栗東店
ザ・ダイソーアルプラザ瀬田店
ザ・ダイソーマックスバリュ東近江ＳＣ店
ザ・ダイソーイズミヤ堅田店
ザ・ダイソーアルプラザ長浜店
京都府
ザ・ダイソー京都ファミリー店
ザ・ダイソー福知山店
ザ・ダイソーソフィアモール八幡欽明台店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ城陽店
ザ・ダイソーレインボー小倉店
ザ・ダイソー三条御前店
ザ・ダイソー丹後大宮店
ザ・ダイソー京都西陣店
ザ・ダイソーイオンモール京都桂川店
ザ・ダイソー長岡天神店
ザ・ダイソー京都新堀川店

都道府県名
店舗名
大阪府
ザ・ダイソーかみしんプラザ店
ザ・ダイソーコア古川橋店
ザ・ダイソー関大前店
ザ・ダイソーホームセンターコーナン御幣島店
ザ・ダイソー八尾恩智店
ザ・ダイソー なんばなんさん通店
ザ・ダイソー 新大阪店
ザ・ダイソー イズミヤ東寝屋川店
ザ・ダイソーイオンモールりんくう泉南店
ザ・ダイソーせんばセンタービル１０号館店
ザ・ダイソー住之江オスカードリーム店
ザ・ダイソー堺福田店
ザ・ダイソーベルヒル北野田店
ザ・ダイソー京阪シティモール店
ザ・ダイソー万代高槻緑町店
ザ・ダイソーＮＥＸ－Ｔ１よどやばし店
ザ・ダイソー心斎橋店１Ｆ
ザ・ダイソーせんちゅうパル店
ザ・ダイソーららぽーと和泉店
ザ・ダイソー枚方くずは店
ザ・ダイソー梅田ＯＰＡ店
ザ・ダイソー交野私部店
ザ・ダイソーなんば戎橋店
兵庫県
ザ・ダイソー姫路みゆき通り店
ザ・ダイソーウェルブ六甲道店
ザ・ダイソーフレンテ西宮店
ザ・ダイソー三田ウッディタウン店
ザ・ダイソーいたみこや店
ザ・ダイソー三宮センター街店
ザ・ダイソーつかしん店
ザ・ダイソーボンマルシェ姫路店
ザ・ダイソー 神戸東山店
ザ・ダイソー東加古川店
ザ・ダイソーマックスバリュ市川店
ザ・ダイソー神河ＳＣ店
ザ・ダイソーＪＲ兵庫駅前店
ザ・ダイソー明舞団地店
ザ・ダイソーイオン南淡路店
ザ・ダイソー関西スーパー大開店
ザ・ダイソー神戸板宿店
奈良県
ザ・ダイソー近鉄奈良駅前店
ザ・ダイソー吉野大淀店
和歌山県 ザ・ダイソーＷＡＹオーシティ前田辺店
ザ・ダイソー和歌山中之島店
ザ・ダイソーグルメシティ田辺店
ザ・ダイソーオークワ田辺店
ザ・ダイソーオークワ新宮仲之町店
ザ・ダイソー和歌山海南店
ザ・ダイソー和歌山西ノ庄店
鳥取県
ザ・ダイソートスク本店
ザ・ダイソーイオンモール日吉津店
ザ・ダイソーイオン津ノ井店
ザ・ダイソー米子米原店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ鳥取安長店
島根県
ザ・ダイソーゆめタウン斐川店
ザ・ダイソーゆめタウン浜田店
ザ・ダイソー出雲渡橋店
ザ・ダイソー松江上乃木店
ザ・１００円ＳＨＯＰサンクス仁多店
ザ・ダイソー松江春日店
ザ・ダイソーゆめタウン益田店
岡山県
ザ・ダイソーゆめタウン倉敷店
ザ．雑貨百円館ザ．ダイソーポルカ高梁店
ザ・ダイソーわたなべ生鮮館玉野店
ザ・ダイソー岡山表町店
ザ・ダイソーゆめタウン久世店
ザ・ダイソーゆめマート美作店
ザ・ダイソー岡山久米店
広島県
ザ・ダイソー広島本通店
ザ・ダイソー広島えびす通り店
ザ・ダイソーフジ竹原店
ザ・ダイソー五日市八幡店
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソーサンリブ可部店
ザ・ダイソーコーナン広島祇園店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーゆめタウン吉田店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ福山伊勢丘店
ザ・ダイソーフジ熊野店
ザ・ダイソーアルパーク広島店
ザ・ダイソー横川駅前店
ザ・ダイソーイオン高屋店
ザ・ダイソーイオンモール広島祇園店
ザ・ダイソーフォレオ広島東店
ザ・ダイソーゆめタウンみゆき店
ザ・ダイソー西条寺家店
ザ・ダイソーゆめマート己斐店
ザ・ダイソーゆめタウン学園店
ザ・ダイソー鷹野橋店
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山口県
ザ・ダイソーゆめタウン宇部店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーゆめタウン新南陽店
ザ・ダイソー下松末武店
ザ・ダイソー 宇部恩田店
ザ・ダイソーイオンタウン防府店
ザ・ダイソーイオンタウン平生店
ザ・ダイソーフレスタモールＣＡＺＬ岩国店
ザ・ダイソーザ・ビッグ安岡店
徳島県
ザ・ダイソーイオンタウン上板店
ザ・ダイソーイオンタウン北島店
ザ・ダイソーキョーエイ三加茂店
ザ・ダイソーフレスポ阿波池田店
ザ・ダイソーチューオー二軒屋店
ザ・ダイソーハローズ鳴門店
香川県
ザ・ダイソーイオンタウン多度津店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ高松松島店
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソー小豆島店
ザ・ダイソー東かがわ店
ザ・ダイソーゆめタウン高松店
愛媛県
ザ・ダイソーフジグラン重信店
ザ・ダイソーフジ新居浜駅前店
ザ・ダイソーフジ安城寺店
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソー松山内宮店
ザ・ダイソーマックスバリュ今治阿方店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ松山衣山店
ザ・ダイソーセブンスター三津店
ザ・ダイソー松山湊町店
高知県
ザ・ダイソーフジグラン葛島店
ザ・ダイソー高知万々店
ザ・ダイソー室戸店
ザ・ダイソーフジ宿毛店
ザ・ダイソーフジグラン四万十店
ザ・ダイソー高知十津店
ザ・ダイソースマイル安芸店
ザ・ダイソーイオンモール高知店
福岡県
ザ・ダイソーイオン城野店
ザ・ダイソー博多バスターミナル店
ザ・ダイソーイオンショッパーズ福岡店
ザ・ダイソーゆめマート門司店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ筑紫野店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ福岡小田部店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ福岡前原店
がちゃぽん戸畑店
ザ・ダイソー大牟田北店
ザ・ダイソーパセオ野間大池店
ザ・ダイソーえきマチ１丁目香椎店
佐賀県
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソーゆめタウン武雄店
ザ・ダイソー鳥栖蔵上店
長崎県
ザ・ダイソー長崎新大工町店
ザ・ダイソー長崎浜の町店
ザ・１００円ＳＨＯＰダイソーエレナ相浦店
ザ・ダイソーエレナ高来店
ザ・ダイソーエレナ福田店
ザ・ダイソーエレナ深堀店
ザ・ダイソー五島シティーモール店
ザ・ダイソーミスターマックス長崎時津店
ザ・ダイソーイオン東長崎店
ザ・ダイソー対馬美津島店
ザ・ダイソー壱岐柳田店
熊本県
ザ・ダイソーイオン熊本中央店
ザ・ダイソー天草空港通り店
ザ・ダイソー エムズシティ水俣店
ザ・ダイソーサンリブシティくまなんライフ館店
ザ・ダイソー人吉レックス店
ザ・ダイソー熊本玉名岱明店
ザ・ダイソー熊本帯山店
ザ・ダイソーゆめタウンサンピアン店
ザ・ダイソーゆめタウン八代店
ザ・ダイソーイオンタウン熊本田崎店
大分県
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソーアンドアオヤマ中津店
ザ・ダイソーイオンモール三光ＳＣ店
宮崎県
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ都城蓑原店
ザ・ダイソー日向原町店
ザ・ダイソー うきのじょうフェニックスガーデン店
ザ・ダイソーイオン宮崎店
鹿児島県 ザ・ダイソー鹿児島天文館店
ザ・ダイソー鹿児島串木野店
ザ・ダイソーＡコープいしき店
ザ・ダイソーＡコープ西いずみ店
ザ・ダイソー奄美グリーンストア入舟店
ザ・ダイソーＯＰＳＩＡミスミ店
ザ・ダイソー鹿屋寿店
ザ・ダイソーイオンモール鹿児島店
ザ・ダイソーＡコープ薩摩川内店

都道府県名
店舗名
沖縄県
ザ・ダイソーイオン具志川ショッピングセンター店
ザ・ダイソーはにんす宜野湾店
ザ・生活百円館ザ・ダイソーリウボウストア首里店
ザ・１００ＹＥＮＰＬＡＺＡダイソー＆アオヤマ那覇小禄店
ザ・ダイソーイオン名護店
ザ・ダイソー石川赤崎店
ザ・ダイソーあがり浜ＳＣ店
ザ・ダイソーイオンタウン知花店
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