
レッドブルチンチロリンキャンペーン開催店舗
ミライザカ
No. 都道府県 店名
1 岩手県 盛岡駅前店
2 宮城県 仙台駅西口プレイビル店
3 秋田県 秋田駅前店
4 福島県 いわき駅前店
5 茨城県 水戸OPA店
6 茨城県 勝田駅東口店
7 栃木県 宇都宮駅西口店
8 栃木県 小山東口店
9 埼玉県 久喜駅前店
10 千葉県 松戸西口駅前店
11 東京都 高幡不動店
12 東京都 新宿東口店
13 東京都 府中並木通り店
14 東京都 千歳烏山北口店
15 東京都 北千住店
16 東京都 金町北口駅前店
17 東京都 ＪＲ新大久保駅前店
18 東京都 石神井公園店
19 東京都 練馬店
20 東京都 吉祥寺南口店
21 東京都 池袋西口ロマンス通り店
22 東京都 神楽坂店
23 東京都 高田馬場駅前店
24 東京都 赤羽東口店
25 東京都 青山外苑前店
26 東京都 銀座５丁目店
27 東京都 目黒東口駅前店
28 東京都 新橋銀座口ガード下店
29 東京都 渋谷道玄坂店



30 神奈川県 ＪＲ横浜西口駅前店
31 神奈川県 横浜西口鶴屋町前店
32 神奈川県 向ヶ丘遊園南口店
33 新潟県 新潟駅前東大通り店
34 富山県 富山駅前店
35 愛知県 豊橋店
36 愛知県 名駅４丁目店
37 滋賀県 南草津駅前店
38 滋賀県 瀬田駅前店
39 滋賀県 草津東口店
40 大阪府 谷町４丁目店
41 大阪府 本町店
42 大阪府 梅田茶屋町店
43 大阪府 淀屋橋店
44 大阪府 梅田お初天神通り店
45 大阪府 京橋ＯＢＰツイン２１－１Ｆ店
46 大阪府 京阪京橋駅前店
47 兵庫県 三宮店
48 和歌山県 ＪＲ和歌山駅前店
49 岡山県 岡山錦町店
50 広島県 八丁堀店
51 広島県 呉中通り店
52 広島県 広島 本通り店
53 広島県 広島駅南口店
54 広島県 広島西条駅前店
55 広島県 福山店
56 山口県 湯田温泉店
57 山口県 ルルサス防府店
58 愛媛県 松山大街道店
59 福岡県 JR香椎駅前店
60 福岡県 博多口駅前店
61 福岡県 九大学研都市駅前店



62 福岡県 西鉄久留米
63 佐賀県 佐賀南口駅前店
64 長崎県 長崎駅前店
65 長崎県 佐世保夜店公園店
66 長崎県 長崎銅座店
67 熊本県 熊本下通りアーケード街店
68 熊本県 八代店
69 沖縄県 久茂地店



鳥メロ
70 埼玉県 川越クレアモール店
71 東京都 明大前店
72 東京都 笹塚店
73 東京都 分倍河原駅前店
74 東京都 新宿南口店
75 東京都 錦糸町南口駅前店
76 東京都 神田西口駅前店
77 東京都 高円寺北口店
78 東京都 王子店
79 東京都 赤羽東口駅前店
80 東京都 学芸大学西口店
81 東京都 豊洲IHIビル店
82 東京都 新橋銀座口ガード下店
83 東京都 外苑前スタジアム通り店
84 東京都 大鳥居駅前店
85 神奈川県 ＪＲ橋本店
86 神奈川県 京急杉田店
87 神奈川県 藤沢南口店
88 神奈川県 上大岡店
89 神奈川県 桜木町野毛店
90 神奈川県 伊勢原駅南口店
91 新潟県 新潟駅前東大通り店
92 長野県 松本駅前店
93 長野県 長野善光寺口店
94 岐阜県 名鉄岐阜駅前店
95 静岡県 沼津南口店
96 静岡県 静岡南口店
97 静岡県 浜松有楽街店
98 愛知県 豊橋東口駅前店
99 愛知県 塩釜口駅前店
100 愛知県 栄広小路店



101 愛知県 名駅４丁目店
102 愛知県 刈谷駅前店
103 三重県 近鉄四日市駅前店
104 滋賀県 近江八幡駅前店
105 京都府 四条烏丸店
106 京都府 伏見桃山店
107 大阪府 梅田茶屋町店
108 大阪府 大正駅前店
109 大阪府 梅田お初天神通り店
110 兵庫県 JR尼崎南口店
111 和歌山県 JR和歌山駅前店
112 鳥取県 米子駅前店
113 広島県 広島駅南口店
114 広島県 広島西条駅前店
115 広島県 広島駅新幹線口店
116 広島県 福山店
117 山口県 徳山店
118 香川県 高松南新町店
119 愛媛県 松山大街道店
120 愛媛県 今治ドンドビ店
121 福岡県 JR香椎駅前店
122 福岡県 天神西通り店
123 福岡県 西鉄久留米一番街店
124 長崎県 佐世保京町店

こだわりのれん街
125 東京都 仙川駅前店
126 東京都 大井町東口駅前店


