
ファミリーマート　ティーニータイズ取扱い店舗リスト　　　都道府県や店舗名で検索をしてご利用下さい

都道府県 店舗名 住所

北海道 江別白樺通 北海道江別市野幌町８１－１０

北海道 札幌篠路１条 北海道札幌市北区篠路１条１０－１－１０

北海道 札幌北３２条西４丁目 北海道札幌市北区北３２条西４丁目３－２５

北海道 月形皆楽公園 北海道樺戸郡月形町字階楽町１５１６番１

北海道 赤平 北海道赤平市字赤平５４０－１

北海道 札幌北３３条東１０丁目 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

北海道 札幌北３６条東２０丁目 北海道札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号

北海道 野幌駅前 北海道江別市野幌町３５番地の１６

北海道 札幌北８条東１７丁目 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

北海道 札幌北４０条東８丁目 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号

北海道 江別大麻新町 北海道江別市大麻新町２３番地１号

北海道 札幌北２２条西５丁目 北海道札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号

北海道 江別向ヶ丘 北海道江別市向ヶ丘２０番地の１４

北海道 札幌東雁来６条 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号

北海道 札幌北２１条東１３丁目 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

北海道 岩見沢大和 北海道岩見沢市大和一条七丁目４番地５

北海道 岩見沢４条東 北海道岩見沢市四条東１８丁目４１番地１

北海道 滝川大町２丁目 北海道滝川市大町二丁目２６３番

北海道 札幌伏古８条 北海道札幌市東区伏古８条３丁目１－３６

北海道 札幌麻生町５丁目 北海道札幌市北区麻生町５丁目７－２３

北海道 札幌北２３条西３丁目 北海道札幌市北区北２３条西３丁目１－１７

北海道 札幌新琴似３条 北海道札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号

北海道 石狩花川北１条 北海道石狩市花川北１条６丁目６－１

北海道 新十津川 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番５８

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ新道東駅前 北海道札幌市東区北３４条東１６丁目１番１号

北海道 札幌北４９条東 北海道札幌市東区北４９条東５丁目１番１号

北海道 札幌北２４条駅前 北海道札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号

北海道 札幌新川３条１６丁目 北海道札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号

北海道 札幌宮の森中央 北海道札幌市中央区宮の森３条１ー６４

北海道 札幌北４条東１丁目 北海道札幌市中央区北四条東１丁目２番３号

北海道 小樽稲穂２丁目 北海道小樽市稲穂２―１８―１

北海道 小樽長橋５丁目 北海道小樽市長橋５丁目２２番２７号

北海道 札幌狸小路１丁目 北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１

北海道 札幌西野６条 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

北海道 札幌富丘３条 北海道札幌市手稲区富丘３条５丁目４－１

北海道 札幌円山裏参道 北海道札幌市中央区南二条西二十四丁目１番３０号

北海道 札幌北１条東１１丁目 北海道札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７

北海道 札幌南１２条 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

北海道 札幌南１条西５丁目 北海道札幌市中央区南１条西５丁目１－１

北海道 札幌北６条西７丁目 北海道札幌市北区北６条西７丁目５－２２

北海道 札幌琴似１条４丁目 北海道札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号

北海道 小樽色内１丁目 北海道小樽市色内１丁目３番１３号

北海道 札幌南７条西７丁目 北海道札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

北海道 札幌南６条西９丁目 北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１

北海道 札幌稲穂２条 北海道札幌市手稲区稲穂２条７丁目７番８号

北海道 札幌西宮の沢１条 北海道札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目２番２５号

北海道 札幌南８条西１８丁目 北海道札幌市中央区南８条西１８丁目３番１８号

北海道 札幌発寒３条 北海道札幌市西区発寒３条５丁目８番１７号

北海道 東札幌 北海道札幌市白石区東札幌２条２

北海道 定山渓 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

北海道 恵庭京町 北海道恵庭市京町８４－２

北海道 札幌澄川４条 北海道札幌市南区澄川４条１－１－５

北海道 札幌美しが丘３条 北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２

北海道 札幌厚別東５条 北海道札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

北海道 札幌南３１条西８丁目 北海道札幌市南区南３１条西８丁目２－１

北海道 札幌厚別中央４条 北海道札幌市厚別区厚別中央４条５丁目１‐１５

北海道 札幌月寒東３条１７丁目 北海道札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号



都道府県 店舗名 住所

北海道 札幌厚別南３丁目 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

北海道 札幌平岸４条 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号

北海道 札幌豊平６条 北海道札幌市豊平区豊平六条三丁目６番３０号

北海道 札幌栄通 北海道札幌市白石区栄通１丁目１－３６

北海道 札幌大谷地西１丁目 北海道札幌市厚別区大谷地西１丁目３－１４

北海道 福住３条６丁目 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５

北海道 北広島大曲工業団地 北海道北広島市大曲工業団地２丁目３－５

北海道 札幌白石本通３丁目 北海道札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

北海道 札幌常盤３条 北海道札幌市南区常盤三条１丁目４番１号

北海道 札幌石山１条 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

北海道 札幌美しが丘 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

北海道 札幌菊水元町２条 北海道札幌市白石区菊水元町２条４丁目５－１２

北海道 札幌川沿４条 北海道札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号

北海道 室蘭東翔高校前 北海道室蘭市高砂町４－３４－１２

北海道 苫小牧沼ノ端 北海道苫小牧市字沼ノ端２２番４２

北海道 北斗七重浜 北海道北斗市七重浜４丁目３６－３

北海道 室蘭東町 北海道室蘭市東町一丁目２９番４号

北海道 室蘭中島 北海道室蘭市中島町１－１８－７

北海道 室蘭白鳥台５丁目 北海道室蘭市白鳥台５－１－９

北海道 函館花園 北海道函館市花園町２４番７号

北海道 伊達梅本 北海道伊達市梅本町４番地２９

北海道 五稜郭公園電停前 北海道函館市本町２６番１７号

北海道 函館東雲 北海道函館市東雲町１９番８号

北海道 函館美原１丁目 北海道函館市美原一丁目３８番４号

北海道 苫小牧日新５丁目 北海道苫小牧市日新町五丁目３番３号

北海道 千歳勇舞７丁目 北海道千歳市勇舞７丁目５－５

北海道 苫小牧東病院前 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

北海道 登別幌別２丁目 北海道登別市幌別町２丁目２６番地３

北海道 千歳本町２丁目 北海道千歳市本町２丁目１９番地１

北海道 千歳新富３丁目 北海道千歳市新富３丁目１１番７号

北海道 函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町５１３‐１

北海道 函館神山１丁目 北海道函館市神山１丁目１番２５号

北海道 函館高丘町 北海道函館市高丘町２７番２３号

北海道 函館赤川１丁目 北海道函館市赤川１丁目３１－１

北海道 札幌宮の森３条 北海道札幌市中央区宮の森　三条６丁目２－８

北海道 札幌円山西町 北海道札幌市中央区円山西町７丁目２ー１

北海道 東札幌６条 北海道札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

北海道 千歳あずさ５丁目 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

北海道 月寒東５条 北海道札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３

北海道 江別緑町東 北海道江別市緑町東１丁目６９番１

北海道 岩見沢東２丁目 北海道岩見沢市４条東２－１－５

北海道 函館金堀町 北海道函館市金堀町８番７号

北海道 北斗久根別 北海道北斗市東浜２丁目１４－８

北海道 函館港町 北海道函館市港町３丁目２番５号

青森県 青森新城山田 青森県青森市大字新城字山田５８７－４３

青森県 青森新城平岡 青森県青森市大字新城字平岡２６１－７

青森県 青森篠田三丁目 青森県青森市篠田三丁目８番１３号

青森県 青森八重田二丁目 青森県青森市八重田二丁目１４－８

青森県 青森松原一丁目 青森県青森市松原一丁目１４－１５

青森県 青森勝田二丁目 青森県青森市勝田二丁目２番１５号

青森県 十和田元町東 青森県十和田市元町東四丁目１番２号

青森県 みちのく天間林 青森県上北郡七戸町字後平７３８－２

青森県 十和田西三番町 青森県十和田市西三番町２３番３号

青森県 北白山台 青森県八戸市北白山台一丁目６－２

青森県 八戸三日町 青森県八戸市大字三日町４－１

青森県 八戸青葉二丁目 青森県八戸市青葉二丁目２１番６号

青森県 八戸類家四丁目 青森県八戸市類家四丁目１番１号

岩手県 一戸奥中山 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚７２－１



都道府県 店舗名 住所

岩手県 一戸砂森 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森１０１番地２

岩手県 久慈旭町 岩手県久慈市旭町第８地割１７

岩手県 洋野種市 岩手県九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１

岩手県 二戸米沢 岩手県二戸市米沢字下村１３６番１

岩手県 久慈長内町 岩手県久慈市長内町第２７地割２９－１

岩手県 盛岡下ノ橋町 岩手県盛岡市下ノ橋町６－１

岩手県 盛岡西松園 岩手県盛岡市西松園１丁目１番１５

岩手県 岩手沼宮内バイパス 岩手県岩手郡岩手町大字五日市　第１２地割５０番地１２

岩手県 盛岡肴町 岩手県盛岡市肴町５－９

岩手県 西根大更 岩手県八幡平市大更第１６地割４－８９

岩手県 滝沢鵜飼 岩手県滝沢市下高柳５番４６

岩手県 盛岡三ツ割 岩手県盛岡市三ツ割四丁目１番４３号

岩手県 盛岡西青山二丁目 岩手県盛岡市西青山二丁目１番１３号

岩手県 矢巾中央 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第７地割１９８－２

岩手県 盛岡みたけ三丁目 岩手県盛岡市みたけ三丁目４－１８

岩手県 矢巾町上矢次 岩手県紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３

岩手県 盛岡みたけ五丁目 岩手県盛岡市みたけ五丁目１７番３３号

岩手県 紫波日詰西 岩手県紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３

岩手県 盛岡名須川町 岩手県盛岡市名須川町２０－１７

岩手県 遠野バイパス 岩手県遠野市早瀬町４丁目４－５

岩手県 花巻南温泉峡口 岩手県花巻市湯口字蟹沢１３－２

岩手県 宮古根市 岩手県宮古市根市第２地割３５番２９

岩手県 釜石松原二丁目 岩手県釜石市松原町二丁目１番２号

岩手県 北上黒沢尻一丁目 岩手県北上市黒沢尻１丁目１３番３号

岩手県 胆沢病院前 岩手県奥州市水沢区桜屋敷５１６－１

岩手県 水沢佐倉河 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７

岩手県 水沢公園大通り 岩手県奥州市水沢区中上野町１１番３５号

岩手県 平泉南 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋渡５７－２

岩手県 一関工業団地 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢６４番地１５６

岩手県 胆沢南都田 岩手県奥州市胆沢南都田字宇南田２１２番１

岩手県 江刺愛宕 岩手県奥州市江刺愛宕字橋本２３２番１

宮城県 佐々木桃生町 宮城県石巻市桃生町中津山字下四軒５８－１

宮城県 本吉バイパス 宮城県気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１

宮城県 石巻中里七丁目 宮城県石巻市中里七丁目２番１４号

宮城県 宮城小野駅前 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３

宮城県 石巻日赤病院前 宮城県石巻市わかば二丁目１０－２

宮城県 石巻大街道西 宮城県石巻市大街道西一丁目１－７

宮城県 石巻流留 宮城県石巻市流留字一番囲６１－１

宮城県 南佐沼 宮城県登米市迫町佐沼字南元丁５７番２

宮城県 渡波栄田 宮城県石巻市渡波字栄田９４番

宮城県 気仙沼松岩 宮城県気仙沼市松崎片浜１０６番５１０

宮城県 佐沼北方 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２

宮城県 石巻泉町 宮城県石巻市泉町一丁目１５番６４

宮城県 石巻新蛇田 宮城県石巻市のぞみ野二丁目１番地１

宮城県 松島海岸通り 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂３２番４

宮城県 ウッディ南光台 宮城県仙台市泉区南光台２－６－４５

宮城県 仙台将監五丁目 宮城県仙台市泉区将監五丁目１番３０号

宮城県 泉七北田 宮城県仙台市泉区七北田字町５２－１９

宮城県 泉丸田沢 宮城県仙台市泉区上谷刈字古堤４８－９

宮城県 大崎三本木 宮城県大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

宮城県 古川中央 宮城県大崎市古川駅前大通四丁目４番１６号

宮城県 八乙女中央 宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０

宮城県 北仙台駅前 宮城県仙台市青葉区昭和町６番８号

宮城県 仙台南町通 宮城県仙台市青葉区中央三丁目４番７号

宮城県 仙台愛宕上杉通 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目１０番１１号

宮城県 仙台広瀬通駅 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１０番２０号

宮城県 栗生四丁目 宮城県仙台市青葉区栗生４－１３－６

宮城県 多賀城栄 宮城県多賀城市栄一丁目７番地４０



都道府県 店舗名 住所

宮城県 黒川鶴巣 宮城県黒川郡大和町鶴巣鳥屋字檀ノ輿５５－５

宮城県 仙台木町通 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目６番３６号

宮城県 宮町四丁目 宮城県仙台市青葉区宮町四丁目６－２１

宮城県 北根黒松 宮城県仙台市青葉区北根黒松１－１

宮城県 仙台国見ケ丘 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘五丁目１－１０

宮城県 仙台駅前 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

宮城県 角田幸町 宮城県角田市角田字幸町５６番地

宮城県 白石沢端 宮城県白石市字沢端１７番１

宮城県 仙台西の平 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号

宮城県 白石駅前 宮城県白石市字沢目５６－１

宮城県 名取植松一丁目 宮城県名取市植松１丁目３番１号

宮城県 長町六丁目 宮城県仙台市太白区長町六丁目７番７号

宮城県 中田七丁目 宮城県仙台市太白区中田７－８－１６

宮城県 村田南 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字千塚１番地１

宮城県 角田中島下 宮城県角田市角田字中島下６２２他１筆

宮城県 仙台八木山 宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４

宮城県 名取美田園二丁目 宮城県名取市美田園二丁目１番地の６

宮城県 亘理鳥の海 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋５１番地１０

宮城県 名取田高 宮城県名取市田高字原５７５番地

宮城県 名取熊野堂 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下５２－１他１筆

宮城県 丸森大内 宮城県伊具郡丸森町大内字七夕西２５番１

宮城県 亘理公園前 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南１０２番地

宮城県 船岡中央 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目１２－１

宮城県 幸町二丁目 宮城県仙台市宮城野区幸町２－１１－３０

宮城県 遠見塚二丁目 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３

宮城県 仙台荒井西 宮城県仙台市若林区なないろの里二丁目１番地の５

宮城県 新田東 宮城県仙台市宮城野区新田東１丁目１７番地の２

宮城県 プラスＣＯＯＰ鶴ケ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目１番１５

宮城県 安養寺二丁目 宮城県仙台市宮城野区安養寺２丁目５－１６

宮城県 多賀城八幡 宮城県多賀城市八幡四丁目７番５８号

宮城県 気仙沼四反田 宮城県気仙沼市四反田２３－１１

秋田県 秋田大館餌釣 秋田県大館市餌釣字前田３７９番地

秋田県 鹿角市役所前 秋田県鹿角市花輪字小深田２９８番地

秋田県 阿仁前田 秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

秋田県 秋田広面板橋添 秋田県秋田市広面字板橋添３０７

秋田県 能代上町 秋田県能代市上町８番１４号

秋田県 潟上追分 秋田県潟上市天王字長沼１０－７

秋田県 秋田中通六丁目 秋田県秋田市中通六丁目３番２０号

秋田県 秋田八橋本町 秋田県秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

秋田県 秋田山王臨海町 秋田県秋田市山王臨海町４番２８号

秋田県 秋田寺内イサノ 秋田県秋田市寺内字イサノ２７番地１

秋田県 秋田下新城中野 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

秋田県 能代大町 秋田県能代市大町７番３５号

秋田県 秋田添川 秋田県秋田市添川字境内川原１－１

秋田県 大仙大花町 秋田県大仙市大花町２２番１号

秋田県 大仙北楢岡 秋田県大仙市北楢岡字嶋５８－１

秋田県 角館下新町 秋田県仙北市角館町下新町２４－８

秋田県 由利本荘東鮎川 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣３２８番地

秋田県 由利本荘中梵天 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３

秋田県 十文字西原 秋田県横手市十文字町西原一番町１０１番

秋田県 横手前郷東 秋田県横手市前郷字上在家３２番１

山形県 新庄常葉町 山形県新庄市常葉町２－３６

山形県 天童北久野本 山形県天童市北久野本１－３－３

山形県 新庄十日町 山形県新庄市十日町２７６８－７

山形県 東根猪野沢 山形県東根市大字猪野沢１－４

山形県 河北町西里 山形県西村山郡河北町西里７３４－１

山形県 鶴岡大西町 山形県鶴岡市大西町２６番４８号

山形県 酒田新橋一丁目 山形県酒田市新橋１丁目５番７



都道府県 店舗名 住所

山形県 酒田宮海 山形県酒田市宮海字中砂畑２７番の６

山形県 寒河江中央二丁目 山形県寒河江市中央二丁目１０番７号

山形県 寒河江新山町 山形県寒河江市新山町１－１１

山形県 鶴岡大宝寺 山形県鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５

山形県 八幡町北仁田 山形県酒田市北仁田字上曽田５６－１

山形県 東根神町 山形県東根市神町北一丁目２番７号

山形県 鶴岡市立荘内病院 山形県鶴岡市泉町４番２０号鶴岡市立荘内病院内１Ｆ

山形県 本間美術館前 山形県酒田市幸町２－９－４３

山形県 鶴岡城南町 山形県鶴岡市城南町２－２８

山形県 山形北町四丁目 山形県山形市北町四丁目９番７号

山形県 山形成沢団地 山形県山形市成沢西二丁目８－２１

山形県 山形銅町二丁目 山形県山形市銅町２丁目２２－３５

山形県 南陽川樋 山形県南陽市川樋１５４７番地の１

山形県 高畠駅前 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２

山形県 山形寿町 山形県山形市寿町１３－１０

山形県 山形春日町 山形県山形市春日町２－１

山形県 山形砂塚 山形県山形市砂塚１０３１－４

山形県 米沢万世町片子 山形県米沢市万世町片子３２２番３

山形県 高畠糠野目 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目２４７番地

山形県 山形南栄町二丁目 山形県山形市南栄町２丁目１７－２

山形県 プラス全農ふれあい広場もとさわ 山形県山形市大字長谷堂字御手作４４５０番地

山形県 山形嶋 山形県山形市嶋南３－６－１３

福島県 目黒新地町 福島県相馬郡新地町小川字海道下１０

福島県 道の駅安達 福島県二本松市下川崎字上平３３－１

福島県 福島駅西 福島県福島市三河南町１番１５号

福島県 福島飯坂温泉駅前 福島県福島市飯坂町字十綱下３４

福島県 福島北裡通 福島県福島市仲間町９番２４号

福島県 保原泉町 福島県伊達市保原町字泉町９２－１

福島県 福島成川 福島県福島市成川字西谷地２－１

福島県 大玉大山 福島県安達郡大玉村大山字宮下１３０

福島県 福島飯坂町平野 福島県福島市飯坂町平野字檀ノ脇８番地２

福島県 福島大森北 福島県福島市大森字島ノ内７９－１

福島県 南福島駅北 福島県福島市伏拝字田中１－１０

福島県 福島北五老内町 福島県福島市北五老内町５－２０

福島県 福島大森下町 福島県福島市大森字下町１１番地

福島県 福島郷野目 福島県福島市郷野目字上６番地の１

福島県 福島駅西口 福島県福島市太田町３０番１５号

福島県 福島黒岩 福島県福島市黒岩字浜井場１０－１７

福島県 船引東部台 福島県田村市船引町東部台３－７

福島県 原ノ町駅前 福島県南相馬市原町区　旭町四丁目６－３

福島県 道の駅安達下り線 福島県二本松市米沢字下川原田１０５－２

福島県 会津柳津町 福島県河沼郡柳津町大字細八字下平３０

福島県 郡山ゆうしん安積 福島県郡山市安積町日出山４－１８４

福島県 郡山八山田 福島県郡山市八山田２－１９３

福島県 会津門田町 福島県会津若松市幕内南町１０－３６

福島県 長沼町志茂 福島県須賀川市志茂字駒込１７０－１

福島県 郡山大槻笹ノ台 福島県郡山市大槻町字笹ノ台６９－１

福島県 郡山安積町笹川 福島県郡山市安積町笹川字境橋５８－１

福島県 須賀川茶畑 福島県須賀川市茶畑町１２－１

福島県 郡山鶴見坦二丁目 福島県郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

福島県 郡山台新二丁目 福島県郡山市台新二丁目１０－１７

福島県 南会津田島 福島県南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２街区５画地

福島県 郡山大島西公園 福島県郡山市並木三丁目３－１

福島県 坂下町川尻 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１

福島県 会津南花畑 福島県会津若松市南花畑７－６５

福島県 須賀川海道下 福島県須賀川市下宿町５６

福島県 郡山針生北 福島県郡山市大槻町字針生北５５－３

福島県 郡山安積町長久保 福島県郡山市安積町長久保１丁目１７－６



都道府県 店舗名 住所

福島県 鏡石境 福島県岩瀬郡鏡石町境４９５番地

福島県 会津鶴賀 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３

福島県 郡山富久山福原 福島県郡山市富久山町福原字東苗内３６－５

福島県 会津神指 福島県会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４８２－１

福島県 いわき郷ケ丘 福島県いわき市郷ケ丘２－２９－４

福島県 いわき平梅香町 福島県いわき市平字梅香町８－６

福島県 いわき永崎海岸 福島県いわき市永崎字橋出５－５

福島県 いわき鹿島久保 福島県いわき市鹿島町久保二丁目１０番６

福島県 石川町双里 福島県石川郡石川町大字双里字谷津前１７　他５筆　（地番）

福島県 いわき小名浜道珍 福島県いわき市小名浜字道珍２番地

福島県 矢吹曙町 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８

福島県 いわき常磐古内 福島県いわき市常磐下船尾町古内１０４番地の１

福島県 いわき内郷御厩町 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１

福島県 いわき後田町 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

福島県 いわき北白土 福島県いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ

福島県 白河東 福島県白河市東深仁井田字原田向５６－４

福島県 いわき四倉上仁井田 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

福島県 白河中田 福島県白河市中田４０番１

福島県 白河真船 福島県白河市真舟４－１

福島県 いわき佐糠町 福島県いわき市佐糠町東１丁目１８－６

福島県 いわき平谷川瀬 福島県いわき市平谷川瀬一丁目１２－１９

福島県 いわき常磐上湯長谷町 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２

福島県 棚倉町近津 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字南駒石９３番４

福島県 いわき常磐下船尾 福島県いわき市常磐下船尾町歌川５８－２９

茨城県 下館八丁台 茨城県筑西市中館字中道西２６７他

茨城県 古河横山町 茨城県古河市横山町３丁目１－２

茨城県 古河下大野 茨城県古河市下大野字高谷２９１５－８

茨城県 古河小堤 茨城県古河市小堤１６７番地１

茨城県 筑西布川 茨城県筑西市布川１２１２－１他１筆

茨城県 古河仁連 茨城県古河市仁連３－１

茨城県 古河駅前 茨城県古河市東１丁目１－６

茨城県 下妻下木戸 茨城県下妻市下木戸２６５－２　他１筆

茨城県 古河東二丁目 茨城県古河市東二丁目２０番６５号

茨城県 古河坂間 茨城県古河市大字坂間９１－５

茨城県 下妻南原 茨城県下妻市南原１８－１他３筆

茨城県 笠間近森 茨城県笠間市笠間１８２３－２

茨城県 水戸吉沼町 茨城県水戸市吉沼町７６０－１

茨城県 水戸河和田 茨城県水戸市河和田２丁目１７７７－３

茨城県 水戸吉沢町 茨城県水戸市吉沢町３５２番８３

茨城県 水戸千波町西 茨城県水戸市千波町２１６１－１

茨城県 笠間旭町 茨城県笠間市旭町６０１－３

茨城県 水戸堀町 茨城県水戸市堀町１１６１－４

茨城県 水戸笠原 茨城県水戸市笠原町４１４－１０

茨城県 水戸駅南口 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４

茨城県 水戸平須町 茨城県水戸市平須町字南山２番地３６

茨城県 常陸大宮上小瀬 茨城県常陸大宮市上小瀬１４１５－１

茨城県 水戸加倉井 茨城県水戸市加倉井町６５２－１

茨城県 茨城上石崎 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎４６５０－２

茨城県 水戸酒門 茨城県水戸市酒門町１００２－１

茨城県 水戸小吹 茨城県水戸市小吹町２８５０番地２

茨城県 ひたちなか高場 茨城県ひたちなか市高場２４７６－１３

茨城県 ひたちなか田彦 茨城県ひたちなか市田彦１３９６－１

茨城県 ひたちなか昭和通り 茨城県ひたちなか市中根３３２５－１

茨城県 日立滑川二丁目 茨城県日立市滑川町二丁目３－３０

茨城県 東海駅東 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

茨城県 ひたちなか市毛 茨城県ひたちなか市市毛９５７－９

茨城県 東海駅西 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西二丁目１６番２３号

茨城県 ひたちなか枝川 茨城県ひたちなか市枝川１７９４番地１１



都道府県 店舗名 住所

茨城県 日立小木津 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号

茨城県 日立末広町 茨城県日立市末広町３－１－２０

茨城県 ひたちなか向野 茨城県ひたちなか市馬渡２９１１番地３

茨城県 那珂竹ノ内 茨城県那珂市竹ノ内２丁目１－１

茨城県 那珂瓜連 茨城県那珂市瓜連１３９２－１

茨城県 ひたちなか西大島 茨城県ひたちなか市西大島三丁目１番７号

茨城県 常陸太田里美 茨城県常陸太田市折橋町７６６‐３

茨城県 北茨城関南 茨城県北茨城市関南町神岡上１６－１

茨城県 ひたちなか勝倉 茨城県ひたちなか市大字勝倉２９８９－１７

茨城県 土浦おおつ野 茨城県土浦市おおつ野１－１－１

茨城県 美野里羽鳥 茨城県小美玉市羽鳥２４８７－１

茨城県 土浦大手町 茨城県土浦市大手町１６番１７号

茨城県 行方玉造 茨城県行方市玉造甲５６１番地１

茨城県 土浦木田余西台 茨城県土浦市木田余西台２９０９－１他６筆

茨城県 鉾田飯名 茨城県鉾田市飯名３３２－１

茨城県 小美玉田木谷 茨城県小美玉市田木谷１１１－１

茨城県 土浦大志戸 茨城県土浦市大志戸字二本松１７３９番他５筆

茨城県 鉾田中央 茨城県鉾田市鉾田２４８４－６

茨城県 土浦神立駅前 茨城県土浦市神立中央一丁目１１－４３

茨城県 土浦小松 茨城県土浦市小松二丁目１３－１

茨城県 土浦大町 茨城県土浦市大町７－２５

茨城県 阿見実穀 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀字横町１３１７－５

茨城県 牛久中央二丁目 茨城県牛久市中央２－１６－１２

茨城県 ひたち野うしく東 茨城県牛久市ひたち野東３４１－１

茨城県 潮来川尾 茨城県潮来市築地字川尾１３４２番地２

茨城県 神栖土合本町 茨城県神栖市土合本町５丁目９８０９番２４

茨城県 稲敷伊佐津 茨城県稲敷市伊佐津字狸穴４７６他２筆

茨城県 神栖知手 茨城県神栖市知手字知手２９７５‐５３

茨城県 牛久駅前 茨城県牛久市中央５丁目２３－１

茨城県 牛久警察署前 茨城県牛久市下根町４８９－３

茨城県 美浦郷中 茨城県稲敷郡美浦村郷中２７８４－６

茨城県 守谷御所ヶ丘 茨城県守谷市御所ヶ丘４－１０－１

茨城県 下妻箕輪 茨城県下妻市下妻字箕輪丙６５３－１

茨城県 坂東辺田 茨城県坂東市辺田１４０２－９０

茨城県 龍ケ崎久保台 茨城県龍ケ崎市久保台四丁目１番８

茨城県 龍ヶ崎川原代 茨城県龍ヶ崎市川原代町６１４７番１

茨城県 龍ヶ崎北方 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８　他８筆

茨城県 つくば天久保一丁目 茨城県つくば市天久保１丁目１８番地６

茨城県 つくばみどりの 茨城県つくば市花島新田字北原１０－６（みどりの中央Ｂ２４ー１）

茨城県 龍ヶ崎平台 茨城県龍ケ崎市平台３－１

茨城県 取手山王 茨城県取手市山王字前畑１９１番１　他３筆

茨城県 竜ヶ崎警察署前 茨城県龍ケ崎市光順田２８３１番１

茨城県 つくばみらい高岡 茨城県つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

茨城県 つくば谷田部中央 茨城県つくば市谷田部２１４０番１

茨城県 つくば竹園 茨城県つくば市竹園１丁目８番７

茨城県 つくば長高野 茨城県つくば市長高野６５４－１

茨城県 つくば葛城 茨城県つくば市研究学園７－４３－８

茨城県 常総新石下 茨城県常総市新石下３９８５番２

茨城県 守谷みずき野 茨城県守谷市みずき野５－乙７４－１２

茨城県 大洗磯浜 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２５３－５５

栃木県 足利今福町 栃木県足利市今福町９０７番地１

栃木県 栃木藤岡 栃木県栃木市大字藤岡字荒立２１９－２

栃木県 南河内祇園 栃木県下野市祇園５－１６－６

栃木県 栃木尻内町 栃木県栃木市尻内町１５５

栃木県 ベツイ　栃木今泉 栃木県栃木市今泉町一丁目４－２６

栃木県 ベツイ栃木大塚 栃木県栃木市大塚町３０３番地６

栃木県 鹿沼幸町 栃木県鹿沼市幸町一丁目６番２６号

栃木県 佐野富岡 栃木県佐野市富岡町１６４０番地



都道府県 店舗名 住所

栃木県 鹿沼千渡 栃木県鹿沼市千渡１４１４番地１

栃木県 栃木大皆川町 栃木県栃木市大皆川町２７５番地１

栃木県 国分寺川中子 栃木県下野市川中子３３２９－４９２

栃木県 栃木箱森町 栃木県栃木市箱森町２６番４０号

栃木県 石橋工業団地 栃木県下野市下石橋４３２－３

栃木県 真岡小林 栃木県真岡市小林１４２７番地１

栃木県 鹿沼村井 栃木県鹿沼市上殿町３５２番地１８

栃木県 真岡亀山 栃木県真岡市上高間木１－２３－１

栃木県 栃木城内町 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号

栃木県 真岡荒町三丁目 栃木県真岡市荒町３丁目４８番３

栃木県 佐野新都市 栃木県佐野市高萩町１３４１－５

栃木県 小山南乙女 栃木県小山市南乙女二丁目１番地２

栃木県 小山中久喜 栃木県小山市大字中久喜１１１３番４

栃木県 小山黒本 栃木県小山市大字黒本１２７－１

栃木県 小山稲葉郷 栃木県小山市大字稲葉郷６３番地６

栃木県 小山羽川 栃木県小山市大字三拝川岸３１番地２２

栃木県 小山田間 栃木県小山市大字田間６９１番４　他８筆

栃木県 小山雨ヶ谷 栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１

栃木県 市貝下赤羽 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字向山２２２７番１

栃木県 宇都宮簗瀬中央 栃木県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

栃木県 宇都宮平出町 栃木県宇都宮市平出町３８６１番地１

栃木県 宇都宮田野町 栃木県宇都宮市田野町１６０番地６

栃木県 宇都宮竹林西 栃木県宇都宮市竹林町３８０番１

栃木県 宇都宮今泉町 栃木県宇都宮市元今泉三丁目２５番１０

栃木県 宇都宮元今泉七丁目 栃木県宇都宮市元今泉七丁目１－２０

栃木県 宇都宮西川田駅前 栃木県宇都宮市西川田本町二丁目１２９５番１１他７筆

栃木県 宇都宮駒生 栃木県宇都宮市駒生町２４４２－７

栃木県 宇都宮辰街道 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４

栃木県 宇都宮大寛 栃木県宇都宮市大寛２丁目２－７

栃木県 宇都宮細谷一丁目 栃木県宇都宮市細谷一丁目６番３５号

栃木県 宇都宮上戸祭町 栃木県宇都宮市上戸祭町３３６番１

栃木県 宇都宮江曽島 栃木県宇都宮市江曽島町１１４４－１０

栃木県 塩谷中央 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑１２０７６

栃木県 高根沢宝積寺 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２２４１－２９

栃木県 大田原本町 栃木県大田原市本町２丁目２８２９－１

栃木県 大田原佐久山 栃木県大田原市佐久山３６１９番地１

栃木県 さくら馬場 栃木県さくら市馬場１２２６番地２

栃木県 さくら北草川 栃木県さくら市北草川二丁目２０番地８

栃木県 さくら箱森新田 栃木県さくら市箱森新田字菖蒲沢６７５－２

栃木県 高根沢石末 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末３２４２番地２

栃木県 日光中央町 栃木県日光市中央町７番地１４

栃木県 那須塩原豊浦 栃木県那須塩原市豊浦字豊浦１６番地９９

栃木県 那須塩原住吉町 栃木県那須塩原市住吉町４６－４

栃木県 日光倉ヶ崎 栃木県日光市倉ケ崎字南原３９番１

栃木県 日光轟 栃木県日光市轟字合羽山２４番１

栃木県 大田原中田原 栃木県大田原市中田原６４９番　他５筆

栃木県 那須塩原大原間 栃木県那須塩原市大原間字前表１４５番１

栃木県 日光松原 栃木県日光市松原町２６７－１　他２筆

栃木県 さくら東原 栃木県さくら市氏家４５０６番地７

栃木県 さくら櫻野 栃木県さくら市櫻野４９６番地

栃木県 那須西三島五丁目 栃木県那須塩原市西三島五丁目１７９番地９

栃木県 御幸ヶ原 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町１１８－１

群馬県 前橋六供 群馬県前橋市六供町７５６番地１

群馬県 富岡下高尾 群馬県富岡市下高尾４７８－１２

群馬県 富岡下高瀬 群馬県富岡市下高瀬２９９‐１

群馬県 前橋下小出町 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９

群馬県 前橋茂木町 群馬県前橋市茂木町１１３‐１

群馬県 沼田白沢 群馬県沼田市白沢町上古語父１７９－１



都道府県 店舗名 住所

群馬県 前橋総社町高井 群馬県前橋市総社町高井２３５番１

群馬県 前橋下石倉町 群馬県前橋市下石倉町２２－９

群馬県 藤岡七丁目 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４

群馬県 前橋大渡町 群馬県前橋市大渡町一丁目７－５

群馬県 高崎飯塚町北 群馬県高崎市飯塚町２４６

群馬県 高崎浜川町 群馬県高崎市浜川町２００３番地１

群馬県 高崎下小鳥町 群馬県高崎市下小鳥町１３２５番地４

群馬県 沼田西倉内町 群馬県沼田市西倉内町５０６番地１

群馬県 高崎飯塚町 群馬県高崎市飯塚町字東金井４４８番１他

群馬県 前橋富田町 群馬県前橋市富田町１１４１番２

群馬県 高崎問屋西一丁目 群馬県高崎市問屋町西一丁目３番地１３

群馬県 伊香保 群馬県渋川市伊香保町伊香保１７４－７

群馬県 渋川石原 群馬県渋川市石原１７９４－１

群馬県 日野屋伊勢崎茂呂 群馬県伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１

群馬県 太田村田町 群馬県太田市新田村田町７９８－６

群馬県 伊勢崎連取町 群馬県伊勢崎市連取町４０４－１

群馬県 太田新井町 群馬県太田市新井町５５８－２

群馬県 日野屋矢島 群馬県邑楽郡明和町大字矢島２３１－１他

群馬県 日野屋伊勢崎末広町 群馬県伊勢崎市末広町１３７番１

群馬県 伊勢崎宮子町 群馬県伊勢崎市宮子町８８９－１

群馬県 伊勢崎流通団地 群馬県伊勢崎市三室町６２２０－２

群馬県 太田内ヶ島町 群馬県太田市内ケ島町８６６－１

群馬県 太田藤阿久町 群馬県太田市藤阿久町９７７－１

群馬県 藪塚大原 群馬県太田市大原１０４－４

群馬県 伊勢崎今泉町一丁目 群馬県伊勢崎市今泉町一丁目１２１７番地２

群馬県 日野屋大泉朝日三丁目 群馬県邑楽郡大泉町朝日三丁目１－１５

群馬県 館林赤生田 群馬県館林市赤生田町字子神２１１９番１他１筆

群馬県 みどり大間々 群馬県みどり市大間々町大間々３３番６

群馬県 太田木崎町 群馬県太田市新田木崎町１１４８番１他１筆

群馬県 邑楽赤堀 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀５２６－１０

群馬県 伊勢崎西久保町 群馬県伊勢崎市西久保町三丁目７５５‐３

群馬県 伊勢崎国定町一丁目 群馬県伊勢崎市国定町一丁目１２２３－１

群馬県 桐生新宿三丁目 群馬県桐生市新宿三丁目１３－２７

群馬県 太田飯塚町 群馬県太田市飯塚町６０－１

群馬県 太田鳥山 群馬県太田市鳥山中町１５８３－３

群馬県 日野屋東五丁目 群馬県桐生市東５丁目５番３２号

群馬県 伊勢崎連取元町 群馬県伊勢崎市連取町１５４１番地

群馬県 館林本町四丁目 群馬県館林市本町４丁目１７番２

群馬県 伊勢崎波志江町 群馬県伊勢崎市波志江町１６１３－３

群馬県 太田上田中 群馬県太田市新田上田中町３４９－１８

埼玉県 上尾壱丁目 埼玉県上尾市大字壱丁目４０２－１５

埼玉県 日進駅南口 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１１１２　柳田ビル１Ｆ

埼玉県 上尾小敷谷東 埼玉県上尾市大字小敷谷９１８番地１

埼玉県 鴻巣富士見 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目１番２７号

埼玉県 桶川下日出谷 埼玉県桶川市大字下日出谷２８１－２

埼玉県 上尾平方領々家 埼玉県上尾市大字平方領々家４９７－１

埼玉県 行田持田 埼玉県行田市大字持田字東谷２４４番１

埼玉県 上尾菅谷四丁目 埼玉県上尾市菅谷４丁目３５番２

埼玉県 上尾上平公園南 埼玉県上尾市大字上尾村５８２－５

埼玉県 鴻巣加美 埼玉県鴻巣市加美１丁目３－４７

埼玉県 上尾富士見二丁目 埼玉県上尾市富士見二丁目２０番３３号

埼玉県 下羽生 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３

埼玉県 上尾愛宕二丁目 埼玉県上尾市愛宕２－２１－６

埼玉県 北本中丸 埼玉県北本市中丸８丁目３１１番地

埼玉県 上尾中妻五丁目 埼玉県上尾市中妻５丁目２３－４

埼玉県 羽生上岩瀬 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１

埼玉県 鴻巣御成橋 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２

埼玉県 さいたま盆栽町 埼玉県さいたま市北区盆栽町５２７番２０



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 上尾藤波 埼玉県上尾市藤波３丁目２７３番１

埼玉県 上尾水上公園 埼玉県上尾市大字上尾下１０３３―５

埼玉県 加須不動岡 埼玉県加須市不動岡１１４９番地

埼玉県 さいたま櫛引町二丁目 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１

埼玉県 さいたま別所町 埼玉県さいたま市北区別所町８１－３１

埼玉県 北本石戸一丁目 埼玉県北本市石戸１丁目２３５番１

埼玉県 加須久下 埼玉県加須市久下四丁目８番地２

埼玉県 ＴＫＳ下栢間 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間字上在来９１５

埼玉県 ロータス蓮田駅前 埼玉県蓮田市本町１－２８

埼玉県 春日部駅西口 埼玉県春日部市中央１－１－１３

埼玉県 杉戸清地 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５

埼玉県 春日部大場 埼玉県春日部市大場８７０

埼玉県 宮代本田 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

埼玉県 伊奈南 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８－１

埼玉県 白岡上野田 埼玉県白岡市上野田１２８７番地２

埼玉県 春日部永沼 埼玉県春日部市永沼６３４番地２

埼玉県 岩槻釣上 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３

埼玉県 鷲宮東大輪 埼玉県久喜市東大輪南前１２９－１

埼玉県 白岡駅東口 埼玉県白岡市小久喜７４０番地１

埼玉県 蓮田南新宿 埼玉県蓮田市大字南新宿字宿１０００番１

埼玉県 春日部新方袋 埼玉県春日部市新方袋５３９番地

埼玉県 栗橋間鎌 埼玉県久喜市間鎌１３５

埼玉県 岩槻本宿 埼玉県さいたま市岩槻区本宿９４－２

埼玉県 蓮田閏戸 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３

埼玉県 春日部一ノ割 埼玉県春日部市一ノ割２丁目６－３０

埼玉県 春日部小渕南 埼玉県春日部市小渕６６０番地

埼玉県 伊奈学園前 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１

埼玉県 杉戸椿 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿３６０

埼玉県 杉戸高野台駅西口 埼玉県北葛飾郡　杉戸町高野台西１丁目３－１

埼玉県 杉戸高野台南 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野１６５１－１

埼玉県 鷲宮上新井 埼玉県久喜市鷲宮字上新井７０８－１

埼玉県 春日部不動院野 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番１

埼玉県 春日部増富 埼玉県春日部市増富６０６－１

埼玉県 春日部緑町 埼玉県春日部市緑町３－１－４８

埼玉県 久喜上早見 埼玉県久喜市上早見４８９番１１

埼玉県 春日部上蛭田 埼玉県春日部市上蛭田中通２７６－１

埼玉県 三郷高州 埼玉県三郷市高州１－９９－１

埼玉県 三郷鷹野 埼玉県三郷市鷹野３－１５４

埼玉県 草加駅東口 埼玉県草加市高砂２丁目６－５

埼玉県 中浦和駅前 埼玉県さいたま市南区関１－１－９

埼玉県 越谷西方 埼玉県越谷市西方２９４２番地１

埼玉県 越谷砂原 埼玉県越谷市砂原１０１２番地３

埼玉県 大宮すずらん通り 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地

埼玉県 越谷相模町 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１

埼玉県 越谷大里 埼玉県越谷市大里７１３番地１

埼玉県 越谷大沢四丁目 埼玉県越谷市大沢四丁目１９番５７号

埼玉県 八潮緑町三丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２

埼玉県 草加新里町 埼玉県草加市新里町４１９番地

埼玉県 八潮二丁目 埼玉県八潮市八潮２丁目４番地１

埼玉県 越谷南荻島北 埼玉県越谷市大字南荻島３４２番地１

埼玉県 越谷東大沢 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４

埼玉県 三郷駅南 埼玉県三郷市三郷１丁目５－１

埼玉県 谷塚駅東口 埼玉県草加市谷塚一丁目１番１６号　日下部ビル

埼玉県 三郷駅前 埼玉県三郷市早稲田１－１－１　加藤ビル１Ｆ

埼玉県 越谷南荻島 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井１２４８－１

埼玉県 南越谷一丁目南 埼玉県越谷市南越谷一丁目６番７６号

埼玉県 三郷みなみ 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１

埼玉県 浦和芝原 埼玉県さいたま市緑区大間木３丁目１番地２



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 さいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１１４０

埼玉県 さいたま宮前町 埼玉県さいたま市西区宮前町１３３９

埼玉県 さいたま原山二丁目 埼玉県さいたま市緑区原山２－３１

埼玉県 さいたま新中里 埼玉県さいたま市中央区新中里３－１１－９

埼玉県 ＴＫＳ東大門 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１－５

埼玉県 浦和美園駅前 埼玉県さいたま市緑区美園四丁目６番地１

埼玉県 さいたま櫛引町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目１５４番２

埼玉県 大和田駅前 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目１３５７番１

埼玉県 さいたま堀崎町 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４５４番地１

埼玉県 浦和美園南 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目４５番地１９

埼玉県 ＴＫＳさいど 埼玉県さいたま市緑区道祖土２丁目１０番１５号

埼玉県 さいたま円阿弥六丁目 埼玉県さいたま市中央区円阿弥６丁目１番１３号

埼玉県 東浦和駅前 埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目１－２

埼玉県 さいたま丸ケ崎南 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１

埼玉県 さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５８４番１

埼玉県 東浦和三丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和三丁目４番地４０

埼玉県 大宮三橋中央通り 埼玉県さいたま市大宮区上小町４９６－１

埼玉県 大宮桜木町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－８－３

埼玉県 さいたま見沼 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１

埼玉県 大宮仲町二丁目 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目７５番１

埼玉県 さいたま島根 埼玉県さいたま市西区大字島根２８９番地１

埼玉県 西浦和駅前 埼玉県さいたま市桜区田島５－２５－１

埼玉県 戸田公園駅前 埼玉県戸田市本町４－１１－１３

埼玉県 戸田駅西口 埼玉県戸田市新曽柳原３３６

埼玉県 さいたま中浦和 埼玉県さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１

埼玉県 さいたま西堀五丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀５丁目４－２５

埼玉県 浦和大谷口 埼玉県さいたま市南区大谷口１７４７－１

埼玉県 北浦和駅東口 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１丁目２番１６号

埼玉県 さいたま沼影二丁目 埼玉県さいたま市南区沼影２丁目１番２７号

埼玉県 さいたま根岸五丁目 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目１６番５号

埼玉県 南浦和東口駅前 埼玉県さいたま市南区南浦和２丁目３８番２５号

埼玉県 戸田本町一丁目 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号

埼玉県 北戸田駅前 埼玉県戸田市大字新曽２２２０番地の１北戸田ファーストゲートタワー１０３

埼玉県 北浦和東口駅前 埼玉県さいたま市浦和区北浦和三丁目２番２号　内藤ビル１階

埼玉県 浦和領家一丁目 埼玉県さいたま市浦和区領家一丁目１８番１４号１階

埼玉県 さいたま西堀 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

埼玉県 戸田新曽つつじ通り 埼玉県戸田市大字新曽１６８７番１

埼玉県 南浦和三丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階

埼玉県 戸田新曽 埼玉県戸田市大字新曽１８５２番地５

埼玉県 さいたま神田 埼玉県さいたま市桜区大字神田２４８番地１

埼玉県 大宮駅前 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目４－１

埼玉県 さいたま町谷四丁目 埼玉県さいたま市桜区町谷４丁目２９番１２

埼玉県 浦和駒場 埼玉県さいたま市浦和区駒場２－５－２

埼玉県 さいたま道場 埼玉県さいたま市桜区道場三丁目２０番３号

埼玉県 さいたま西堀九丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀９－８

埼玉県 さいたま白幡 埼玉県さいたま市南区白幡２－３－１

埼玉県 南浦和 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３５－１０

埼玉県 川口花山下 埼玉県川口市大字安行字大元６３６－３

埼玉県 吉川平沼一丁目 埼玉県吉川市平沼一丁目４番地３

埼玉県 浦和常盤 埼玉県さいたま市浦和区常盤一丁目１番１５号

埼玉県 西川口東口 埼玉県川口市並木３－９－１

埼玉県 蕨駅東口 埼玉県川口市芝新町３－１

埼玉県 川口南鳩ヶ谷 埼玉県川口市南鳩ケ谷３丁目１７番２１号

埼玉県 川口神戸 埼玉県川口市神戸３８番地１

埼玉県 川口栄町二丁目 埼玉県川口市栄町二丁目１２番２５号

埼玉県 蕨南町四丁目 埼玉県蕨市南町四丁目１２番５号エスポワール南１階

埼玉県 川口芝新町 埼玉県川口市芝新町５－７　須賀第８ビル

埼玉県 川口道合西 埼玉県川口市道合２７８番地１



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 プラス上青木 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５

埼玉県 プラスカスミ八潮大原 埼玉県八潮市大字大原５３６

埼玉県 川口朝日 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４

埼玉県 西川口四丁目 埼玉県川口市西川口４－１０－１５

埼玉県 川口道合 埼玉県川口市道合９２０

埼玉県 プラスカスミ白岡駅西口 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１

埼玉県 川口並木三丁目 埼玉県川口市並木三丁目２－１６

埼玉県 川口末広 埼玉県川口市末広一丁目３－９

埼玉県 川口駅東口 埼玉県川口市栄町３－５－９

埼玉県 川口ＳＬ青葉通り 埼玉県川口市幸町三丁目１番２０

埼玉県 川口戸塚 埼玉県川口市戸塚１丁目１８－２

埼玉県 川口安行 埼玉県川口市安行出羽５丁目１－２３

埼玉県 西川口一丁目 埼玉県川口市西川口１丁目１８－１８

埼玉県 東所沢駅前 埼玉県所沢市東所沢１－３－２

埼玉県 航空公園駅東口 埼玉県所沢市並木２－４－１

埼玉県 所沢くすのき台 埼玉県所沢市くすのき台２丁目１３－３

埼玉県 所沢けやき通り 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２

埼玉県 入間木蓮寺 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

埼玉県 所沢松葉町 埼玉県所沢市松葉町３０－２０

埼玉県 所沢寿町 埼玉県所沢市寿町２－１８

埼玉県 東所沢和田 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目２３番８

埼玉県 川口朝日三丁目 埼玉県川口市朝日３丁目４－１４

埼玉県 所沢新町 埼玉県所沢市所沢新町２４３８－１

埼玉県 所沢日吉町 埼玉県所沢市日吉町９－２４

埼玉県 西所沢駅前 埼玉県所沢市西所沢１－１３－８

埼玉県 入間仏子 埼玉県入間市大字仏子８３９－１

埼玉県 所沢けやき台一丁目 埼玉県所沢市けやき台１丁目７番地３

埼玉県 所沢旭町 埼玉県所沢市旭町１２番９号

埼玉県 所沢東町 埼玉県所沢市東町１２－１

埼玉県 入間野田 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番

埼玉県 所沢ニュータウン 埼玉県所沢市中新井５丁目８－１３

埼玉県 所沢久米東 埼玉県所沢市大字久米２１８９番１

埼玉県 東所沢駅南 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目１番地２

埼玉県 入間扇町屋 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８

埼玉県 柳瀬川駅前 埼玉県志木市館２－６－１１

埼玉県 塩味朝霞溝沼 埼玉県朝霞市大字溝沼１０６０－１

埼玉県 北朝霞駅東 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１０

埼玉県 所沢宮本町二丁目 埼玉県所沢市宮本町２丁目２０番１０号

埼玉県 朝霞根岸台四丁目 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号

埼玉県 富士見羽沢三丁目 埼玉県富士見市羽沢３丁目９番５０号

埼玉県 新座野寺二丁目 埼玉県新座市野寺２丁目１９番２５号

埼玉県 三芳藤久保 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２

埼玉県 新座石神一丁目 埼玉県新座市石神１丁目４－３８

埼玉県 朝霞東弁財 埼玉県朝霞市東弁財２丁目６－１１

埼玉県 新座東北一丁目 埼玉県新座市東北１丁目３－８

埼玉県 朝霞本町一丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目１９ー３６

埼玉県 新座馬場 埼玉県新座市馬場３丁目１－３２

埼玉県 朝霞東弁財一丁目 埼玉県朝霞市東弁財１丁目８番４６号

埼玉県 東みずほ台 埼玉県富士見市東みずほ台１丁目１－１

埼玉県 和光南口 埼玉県和光市本町３－２３　ヤワラビル１Ｆ

埼玉県 みずほ台駅前 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２

埼玉県 朝霞宮戸 埼玉県朝霞市宮戸二丁目１－１５

埼玉県 小坂旭町 埼玉県川越市旭町３－９－４４

埼玉県 川越府川高畑 埼玉県川越市大字府川１２０１－２

埼玉県 志木幸町四丁目 埼玉県志木市幸町４丁目１番４号

埼玉県 川越上寺山西 埼玉県川越市大字上寺山５２０－２

埼玉県 川越笠幡 埼玉県川越市大字笠幡４３番地４

埼玉県 川越熊野町 埼玉県川越市熊野町１９番地１



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 ふじみ野清見 埼玉県ふじみ野市清見３丁目１－２

埼玉県 日進駅北口 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１９１４－８

埼玉県 ふじみ野二丁目 埼玉県ふじみ野市ふじみ野二丁目２７番３号

埼玉県 ドラッグエース広瀬東 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

埼玉県 所沢緑町二丁目 埼玉県所沢市緑町２丁目１３－１０

埼玉県 川越安比奈親水公園前 埼玉県川越市大字的場１８７―１

埼玉県 鶴ヶ島駅西 埼玉県川越市大字天沼新田１４０番６

埼玉県 川越砂新田 埼玉県川越市砂新田２丁目１８－１０

埼玉県 川越かし野台 埼玉県川越市かし野台２丁目１９－１

埼玉県 川越三番町 埼玉県川越市脇田町１７－４

埼玉県 かわつる三芳野 埼玉県川越市川鶴３－１２－１

埼玉県 川越鴨田 埼玉県川越市大字鴨田６６９－６

埼玉県 ドラッグエース川越的場 埼玉県川越市的場新町１６－１

埼玉県 川越神明町 埼玉県川越市神明町４４

埼玉県 川越八幡通り 埼玉県川越市通町２４ー９

埼玉県 川越山田東 埼玉県川越市山田１８１４－３

埼玉県 川越グリーンパーク 埼玉県川越市大字古谷上５９４５－１

埼玉県 川越豊田本 埼玉県川越市豊田本２９７－１

埼玉県 川越砂新田東 埼玉県川越市砂新田１２３－１

埼玉県 本川越駅前 埼玉県川越市新富町１丁目１８－６

埼玉県 熊谷肥塚 埼玉県熊谷市中央３－７２

埼玉県 ながおかや寄居 埼玉県大里郡寄居町寄居１６１３－１

埼玉県 肥塚南 埼玉県熊谷市肥塚２－１６０３－３

埼玉県 秩父皆野 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野３６－７

埼玉県 寄居 埼玉県大里郡寄居町寄居六供３９２番

埼玉県 嵐山 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１

埼玉県 深谷日赤病院前 埼玉県深谷市上柴町西二丁目２２番１６

埼玉県 熊谷石原 埼玉県熊谷市石原２丁目１番１

埼玉県 江南成沢 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

埼玉県 秩父本町 埼玉県秩父市本町１－１

埼玉県 熊谷万平町 埼玉県熊谷市万平町１丁目２６１８－２

埼玉県 熊谷拾六間 埼玉県熊谷市籠原南二丁目３０１番地

埼玉県 熊谷村岡 埼玉県熊谷市村岡５２７番地１

埼玉県 ヤマキ東方 埼玉県深谷市東方３２８９－１

埼玉県 秩父中宮地 埼玉県秩父市中宮地町８番４号

埼玉県 入曽 埼玉県狭山市水野字月見野４３４－１９

埼玉県 狭山台南 埼玉県狭山市狭山台４－１８－６

埼玉県 狭山富士見通り 埼玉県狭山市中央４丁目１５－６

埼玉県 飯能上畑 埼玉県飯能市大字上畑２４５番１

埼玉県 坂戸石井 埼玉県坂戸市大字石井２３７７－３

埼玉県 鶴ヶ島富士見四丁目 埼玉県鶴ヶ島市富士見４丁目２－１３

埼玉県 狭山東三ツ木 埼玉県狭山市大字東三ツ木字東原４５６－１

埼玉県 坂戸青木 埼玉県坂戸市大字青木７６４－１

埼玉県 坂戸花影町 埼玉県坂戸市花影町２３－４

埼玉県 入間川病院前 埼玉県狭山市富士見１丁目１８番３号

埼玉県 新狭山二丁目 埼玉県狭山市新狭山２丁目１６番２

埼玉県 日高高萩 埼玉県日高市大字高萩２２７８番２

埼玉県 狭山祇園 埼玉県狭山市祇園９－１４

埼玉県 飯能日高団地 埼玉県日高市横手１丁目１６－１

埼玉県 柏原ニュータウン 埼玉県狭山市柏原３１６１番１０４

埼玉県 飯能加治小学校前 埼玉県飯能市大字川寺４７９番地１

埼玉県 坂戸駅南けやき通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折町１丁目１５－６

埼玉県 狭山笹井 埼玉県狭山市大字笹井２７１２番地の１

埼玉県 日高上鹿山 埼玉県日高市大字上鹿山６５８番地１

埼玉県 入曽駅前 埼玉県狭山市南入曽５６７－１

埼玉県 鳩山石坂 埼玉県比企郡鳩山町大字石坂９４１番１３

埼玉県 狭山広瀬 埼玉県狭山市広瀬１丁目８－１

埼玉県 飯能青木 埼玉県飯能市大字青木６６－１



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 坂戸南町 埼玉県坂戸市南町１７－１６

埼玉県 若葉駅東口 埼玉県鶴ヶ島市富士見１丁目１－１

埼玉県 大宮桜木町 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１０－１

埼玉県 ビッグサン南越谷駅前 埼玉県越谷市南越谷１丁目２５－１

埼玉県 宮原駅西口 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５０９番地　佐藤ビル１階

埼玉県 志木駅南口 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号

埼玉県 朝霞本町二丁目 埼玉県朝霞市本町２－２５－３７

千葉県 野田七光台 千葉県野田市七光台３９７番１

千葉県 本八幡駅南口 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

千葉県 浦安駅前 千葉県浦安市当代島１－１－２５板徳ビル１Ｆ

千葉県 浦安東野一丁目 千葉県浦安市東野１－３－１

千葉県 浦安北栄四丁目 千葉県浦安市北栄４－１７－４７

千葉県 浦安富士見三丁目 千葉県浦安市富士見３－１－２

千葉県 市川湊新田二丁目 千葉県市川市湊新田２－９－１２

千葉県 白井堀込 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号

千葉県 市川大洲 千葉県市川市大洲２－８－３２

千葉県 柏松葉町七丁目 千葉県柏市松葉町７丁目１４－１

千葉県 市川二俣 千葉県市川市二俣一丁目６番１２号

千葉県 市川南大野二丁目 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号

千葉県 ヤックスドラッグ浦安東野 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

千葉県 市川入船 千葉県市川市入船１４番１

千葉県 妙典駅西口 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん

千葉県 市川駅西 千葉県市川市市川南１－９－２３

千葉県 松戸駅前 千葉県松戸市松戸１１７５－１

千葉県 浦安北栄 千葉県浦安市北栄４－２８－１１

千葉県 我孫子新木 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１

千葉県 市川南八幡 千葉県市川市南八幡４丁目３番５号

千葉県 市川高谷一丁目 千葉県市川市高谷一丁目３番１１号

千葉県 浦安富士見一丁目 千葉県浦安市富士見一丁目５番１号

千葉県 アトレ新浦安 千葉県浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０

千葉県 南行徳一丁目 千葉県市川市南行徳１丁目１３－１１

千葉県 船橋本町一丁目 千葉県船橋市本町１－１３－１０

千葉県 船橋習志野台四丁目 千葉県船橋市習志野台４－１４－１

千葉県 船橋坪井町 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号

千葉県 船橋法典駅前 千葉県船橋市藤原２－１－１

千葉県 原木中山駅北 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０

千葉県 船橋金杉 千葉県船橋市金杉３丁目１番４号

千葉県 中山競馬場前 千葉県船橋市古作二丁目１番５号

千葉県 前原駅前 千葉県船橋市前原東４丁目１８番１号

千葉県 船橋本中山 千葉県船橋市本中山５丁目２番４０号

千葉県 船橋本町五丁目 千葉県船橋市本町５丁目９番３号

千葉県 船橋海神二丁目 千葉県船橋市海神２丁目１７番２９号

千葉県 船橋芝山四丁目 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

千葉県 船橋印内三丁目 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号

千葉県 二和向台駅前 千葉県船橋市二和東５－２５－３６

千葉県 西船橋駅北口 千葉県船橋市西船４丁目２９－８

千葉県 船橋咲が丘 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５

千葉県 船橋南本町 千葉県船橋市南本町１０－１３

千葉県 津田沼駅北口 千葉県船橋市前原西２－１３－１０

千葉県 おおくぼ津田沼 千葉県習志野市谷津１－１４－１

千葉県 千葉宇那谷町 千葉県千葉市花見川区宇那谷町１６９７－４　他

千葉県 幕張本郷三丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－１０－１８

千葉県 習志野鷺沼 千葉県習志野市鷺沼１－６－３

千葉県 谷津一番館 千葉県習志野市谷津３－１２－３６

千葉県 津田沼南口 千葉県習志野市谷津７丁目７番９号

千葉県 千葉検見川五丁目 千葉県千葉市花見川区検見川町５丁目１－１

千葉県 印西中央北 千葉県印西市中央北一丁目３番１

千葉県 千葉幸町二丁目 千葉県千葉市美浜区幸町２－２１－１



都道府県 店舗名 住所

千葉県 習志野本大久保 千葉県習志野市本大久保３丁目７－７

千葉県 日大生産工学部前 千葉県習志野市大久保３－１２－１５

千葉県 千葉幸町一丁目 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号

千葉県 八千代大和田新田 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１

千葉県 印西木下 千葉県印西市木下南２－１０－２

千葉県 千葉長作町 千葉県千葉市花見川区長作町１３１０番地１

千葉県 大久保一丁目 千葉県習志野市大久保一丁目２７番３

千葉県 印西内野 千葉県印西市内野二丁目９番

千葉県 千葉ニュータウン中央東 千葉県印西市草深１１０１－１

千葉県 花見川畑町 千葉県千葉市花見川区畑町５８７－１

千葉県 千葉柏井町 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１

千葉県 幕張本郷 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３

千葉県 八千代大和田新田東 千葉県八千代市大和田新田４３１番地９

千葉県 田丸屋習志野 千葉県習志野市藤崎３丁目２番２号

千葉県 稲毛山王 千葉県千葉市稲毛区山王町１５１－３

千葉県 千葉祐光一丁目 千葉県千葉市中央区祐光１丁目１－６

千葉県 千葉小倉町 千葉県千葉市若葉区小倉町７８１番１

千葉県 登戸小学校前 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目３－４

千葉県 本千葉駅東口 千葉県千葉市中央区長洲一丁目２５番４号

千葉県 千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町５１５番１２

千葉県 稲毛小仲台九丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台九丁目８０６番１

千葉県 千葉稲丘町 千葉県千葉市稲毛区稲丘町３５番２

千葉県 千葉轟町一丁目 千葉県千葉市稲毛区轟町１丁目５番１号

千葉県 稲毛園生町南 千葉県千葉市稲毛区園生町４８７番７０

千葉県 稲毛穴川一丁目 千葉県千葉市稲毛区穴川一丁目７番１号

千葉県 稲毛東三丁目 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１５－５

千葉県 千葉天台 千葉県千葉市稲毛区天台５丁目２３－１７

千葉県 多田屋稲毛 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

千葉県 千葉駅東口 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１－１

千葉県 馬橋西口 千葉県松戸市西馬橋幸町３５

千葉県 キタハラ常盤平 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５

千葉県 松戸新田駅前 千葉県松戸市松戸新田４５６－２２

千葉県 二十世紀が丘 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町４１番

千葉県 松戸松飛台 千葉県松戸市松飛台１７２番２

千葉県 おおたかの森 千葉県流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１、２、３

千葉県 古ヶ崎二丁目 千葉県松戸市古ケ崎２丁目３２３０番２

千葉県 松戸六高台二丁目 千葉県松戸市六高台２丁目５２番地の１

千葉県 松戸紙敷 千葉県松戸市紙敷９３５番地の１

千葉県 南流山二丁目 千葉県流山市南流山二丁目１５番１

千葉県 運河駅東口 千葉県流山市東深井３７４番１

千葉県 松戸駅西口 千葉県松戸市本町１－１２

千葉県 流山駒木 千葉県流山市駒木５２１－１７

千葉県 松戸岩瀬 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１

千葉県 常盤平六丁目 千葉県松戸市常盤平六丁目２番地９号

千葉県 松戸栄町 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１

千葉県 南流山一丁目 千葉県流山市南流山一丁目１５番１

千葉県 牧の原二丁目 千葉県松戸市牧の原２－４８－１

千葉県 北松戸駅前 千葉県松戸市上本郷８９７ー１

千葉県 松戸西 千葉県松戸市本町２０－１２

千葉県 松戸新田西 千葉県松戸市松戸新田２９５番２

千葉県 松戸大金平 千葉県松戸市大金平５－３７３－１

千葉県 八柱桜通り 千葉県松戸市常盤平陣屋前８－１１

千葉県 我孫子湖北台 千葉県我孫子市湖北台７－１３－５８

千葉県 柏大津ヶ丘 千葉県柏市大津ケ丘１－２９－３

千葉県 鎌ヶ谷東初富 千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目３－６

千葉県 柏の葉五丁目 千葉県柏市柏の葉５－４－１７

千葉県 野田中野台 千葉県野田市中野台１０４番１

千葉県 柏五丁目 千葉県柏市柏五丁目１番１号



都道府県 店舗名 住所

千葉県 柏名戸ヶ谷 千葉県柏市名戸ケ谷１１７０－１

千葉県 柏新富町 千葉県柏市豊四季４８９－１

千葉県 北柏台 千葉県柏市北柏台５番２

千葉県 薬ヒグチ柏 千葉県柏市柏二丁目３番１号　オークプラザ２　１階

千葉県 柏たなか 千葉県柏市小青田１丁目７－６

千葉県 我孫子駅前 千葉県我孫子市我孫子一丁目１４番２８号

千葉県 柏大井 千葉県柏市大井４９９

千葉県 柏藤ヶ谷 千葉県柏市藤ケ谷１７９５－１７

千葉県 野田梅郷南 千葉県野田市山崎字西新田２２３５番１

千葉県 我孫子駅北口 千葉県我孫子市我孫子１丁目９番１２号

千葉県 柏中央一丁目 千葉県柏市中央１－５－９

千葉県 柏駅末広町 千葉県柏市末広町５－１ベルウッドビル１Ｆ

千葉県 佐倉臼井台 千葉県佐倉市臼井台１６８２－１　他３筆

千葉県 八街駅南口 千葉県八街市八街ほ２２３－４

千葉県 千葉弁天二丁目 千葉県千葉市中央区弁天２－１－１０

千葉県 香取野田 千葉県香取市野田２４７

千葉県 佐倉井野 千葉県佐倉市井野１５３１－３

千葉県 臼井駅北口 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１

千葉県 佐倉大崎台 千葉県佐倉市大崎台１丁目１６番１

千葉県 成田西三里塚 千葉県成田市西三里塚２４５番７

千葉県 佐倉並木町 千葉県佐倉市並木町３０番２外

千葉県 香取木内 千葉県香取市木内１２１４－１

千葉県 佐倉生谷 千葉県佐倉市生谷１３３２－１２

千葉県 土屋八日市場駅前 千葉県匝瑳市八日市場イ－１１１－５

千葉県 おゆみ野中央七丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央７丁目３７－１

千葉県 横芝町 千葉県山武郡横芝光町横芝１５１９－１

千葉県 大原深堀 千葉県いすみ市深堀３６０－３

千葉県 長生一松海岸 千葉県長生郡長生村驚５７７

千葉県 茂原高師町 千葉県茂原市高師町３－３

千葉県 おゆみ野一丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１

千葉県 大松屋茂原 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６

千葉県 旭川端 千葉県旭市イ２６１６番地３

千葉県 東金道庭 千葉県東金市道庭８５０番１

千葉県 千葉平川町 千葉県千葉市緑区平川町２３３０番地１

千葉県 大網白里駒込 千葉県大網白里市大網白里都市計画事業大網駅東土地区画整理事業施行地区内１街区７号

千葉県 松尾はにわ道 千葉県山武市松尾町五反田２２２８

千葉県 東総干潟 千葉県旭市米込１８２８－１０

千葉県 東金家之子 千葉県東金市家之子４８１－２

千葉県 君津北 千葉県君津市北子安字東山９０３－１７

千葉県 市原ちはら台東三丁目 千葉県市原市ちはら台東３丁目５－５

千葉県 市原辰巳台西二丁目 千葉県市原市辰巳台西２丁目４－２

千葉県 木更津朝日三丁目 千葉県木更津市朝日３－１－１

千葉県 富津大堀中央 千葉県富津市大堀１２番地

千葉県 木更津駅前 千葉県木更津市大和１丁目１番１５号木更津カイセイビル

千葉県 大松屋京葉 千葉県市原市五井西四丁目１番１

千葉県 木更津久津間 千葉県木更津市久津間９８０番１

千葉県 市原新生 千葉県市原市新生５５７－１番地

千葉県 鴨川横渚 千葉県鴨川市横渚２８７番地１

千葉県 君津杢師 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外

千葉県 木更津駅東口 千葉県木更津市東中央一丁目２番地４第一木更津駅前ビル１Ｆ

千葉県 君津下湯江 千葉県君津市下湯江１１２８

千葉県 袖ヶ浦蔵波 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１

千葉県 市原五井西六丁目 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

千葉県 市原八幡宿東通り 千葉県市原市菊間３０９－１

千葉県 市原五井更級通り 千葉県市原市更級１丁目１－１

千葉県 成田 千葉県成田市花崎町８２８－１２８

千葉県 流山セントラルパーク駅前 千葉県流山市前平井１４５番１

千葉県 ちはら台駅 千葉県市原市ちはら台西１丁目１



都道府県 店舗名 住所

千葉県 京成船橋駅前 千葉県船橋市本町４丁目４５－２３

千葉県 京成谷津駅前 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２

千葉県 京成幕張本郷駅 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３

千葉県 東松戸駅 千葉県松戸市東松戸二丁目１５８番地

千葉県 市川妙典駅 千葉県市川市富浜１丁目２－１０

千葉県 真砂一丁目 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番３号

千葉県 柏駅西口 千葉県柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル

千葉県 新八柱駅前 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１

千葉県 船橋夏見台 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号

千葉県 八千代緑ヶ丘駅南 千葉県八千代市大和田新田９８８番１

東京都 大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１

東京都 葛西ターミナル前 東京都江戸川区臨海町５－２－２

東京都 船堀一丁目 東京都江戸川区船堀１－８－１５

東京都 サクマ西葛西 東京都江戸川区西葛西六丁目２３番１２号

東京都 サクマ西葛西駅 東京都江戸川区西葛西６丁目１４

東京都 南葛西四丁目 東京都江戸川区南葛西４丁目６－８

東京都 北葛西船堀通り 東京都江戸川区北葛西２丁目２３番１３

東京都 葛飾鎌倉三丁目 東京都葛飾区鎌倉３丁目１８－７

東京都 東小岩六丁目 東京都江戸川区東小岩６丁目２６－２

東京都 コクミンドラッグ小岩駅前 東京都江戸川区西小岩１丁目２３－１３　植草ビル

東京都 一之江通り 東京都江戸川区一之江７丁目２８番１号

東京都 新堀一丁目 東京都江戸川区新堀一丁目４２－１４

東京都 小岩サンロード 東京都江戸川区南小岩八丁目１４番２２号

東京都 江東橋三丁目 東京都墨田区江東橋３－８－１４

東京都 両国駅西口 東京都墨田区両国２－２１－５

東京都 大島五丁目 東京都江東区大島５－３２－１２

東京都 江東橋一丁目 東京都墨田区江東橋一丁目１３番５号

東京都 錦糸町 東京都墨田区江東橋４－２９－１３　第２鈴勘ビル

東京都 ＴＫＤ森下一丁目 東京都江東区森下１丁目５－５

東京都 東陽町駅前 東京都江東区東陽４丁目１－２

東京都 奥戸五丁目 東京都葛飾区奥戸５－１－１

東京都 高砂五丁目 東京都葛飾区高砂５丁目３７－９

東京都 東堀切一丁目 東京都葛飾区東堀切１丁目１２番２号

東京都 お花茶屋二丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目３番２号

東京都 東立石四丁目 東京都葛飾区東立石４－１６－１１

東京都 京島一丁目 東京都墨田区京島１丁目４７－１７　グランロイヤル曳舟

東京都 金町六丁目 東京都葛飾区金町６丁目２－１

東京都 青戸四丁目 東京都葛飾区青戸４丁目７番１７号

東京都 西新小岩一丁目 東京都葛飾区西新小岩１丁目－９－７

東京都 曳舟病院前 東京都墨田区東向島２丁目３０－１１

東京都 亀有北口 東京都葛飾区亀有５ー４５ー１

東京都 堀切 東京都葛飾区堀切四丁目５８番１８号ニュー美藤マンション

東京都 葛飾たつみ橋 東京都葛飾区東新小岩１丁目４－５

東京都 金町南口 東京都葛飾区金町６丁目４－２ラヴィクレ－ル１－１

東京都 亀有五丁目 東京都葛飾区亀有５丁目２７番８号起ビル１階

東京都 立石駅前 東京都葛飾区立石１－２２－４

東京都 西水元五丁目 東京都葛飾区西水元５丁目－１－１２

東京都 東日本橋二丁目 東京都中央区東日本橋二丁目１５番５号ＶＯＲＴ東日本橋１階

東京都 外神田一丁目 東京都千代田区外神田１丁目７番－５

東京都 水天宮前 東京都中央区日本橋人形町２－１－１２

東京都 常盤台北口 東京都板橋区常盤台１－４－８

東京都 小竹向原 東京都板橋区小茂根１－９－２

東京都 銀座みゆき通り 東京都中央区銀座５丁目９－１３

東京都 門前仲町駅前 東京都江東区門前仲町１－７－１２木屋源ビル

東京都 木場二丁目 東京都江東区木場２－１９

東京都 勝どき五丁目 東京都中央区勝どき５丁目１０－６

東京都 九段南二丁目 東京都千代田区九段南２－４－１６

東京都 深川門前仲町 東京都江東区富岡１－２３－１６



都道府県 店舗名 住所

東京都 中央月島三丁目 東京都中央区月島三丁目１２番４号

東京都 加藤根岸 東京都台東区根岸３－１０－２

東京都 ワタナベ南千住 東京都荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１

東京都 入谷二丁目 東京都台東区入谷２－１－８

東京都 台東一丁目 東京都台東区台東１－１－５

東京都 台東入谷駅前 東京都台東区入谷一丁目６番６号上野ロイヤルハイツ１階

東京都 台東駒形一丁目 東京都台東区駒形一丁目６番３号

東京都 上野駅入谷口 東京都台東区上野７－７－７早稲田ビルヂング

東京都 神田和泉町 東京都千代田区神田和泉町１－４－７

東京都 日暮里 東京都荒川区西日暮里二丁目１７番５号

東京都 蔵前 東京都台東区蔵前２－１７－１

東京都 都営浅草橋駅前 東京都台東区柳橋１丁目２３番４号

東京都 北大塚二丁目 東京都豊島区北大塚二丁目８－１１

東京都 台東松が谷 東京都台東区松が谷二丁目７－７

東京都 鴬谷 東京都台東区根岸一丁目１番１６号

東京都 仲御徒町 東京都台東区上野５－２４－１１

東京都 東十条 東京都北区東十条５－７－１

東京都 日暮里駅前 東京都荒川区東日暮里５丁目５２－２

東京都 南千住四丁目 東京都荒川区南千住４丁目９－１

東京都 西浅草一丁目 東京都台東区西浅草１丁目８－１３

東京都 東向島五丁目 東京都墨田区東向島５丁目４－６

東京都 東墨田二丁目 東京都墨田区東墨田２－１－１３

東京都 御茶ノ水駅前 東京都千代田区神田駿河台２－１

東京都 文京白山駅前 東京都文京区白山１丁目３３－８

東京都 千駄木五丁目 東京都文京区千駄木５丁目４２－２

東京都 西神田二丁目 東京都千代田区西神田２丁目８－１

東京都 田口屋西新井大師 東京都足立区西新井１－８－２

東京都 大島八丁目 東京都江東区大島８－４０－４

東京都 牛田関屋駅前 東京都足立区千住曙町２－７

東京都 赤羽岩淵町 東京都北区岩淵町１４－２

東京都 西伊興四丁目 東京都足立区西伊興４－７－１９

東京都 西新井二丁目 東京都足立区西新井２丁目２０番５号

東京都 堀之内一丁目 東京都足立区堀之内１－１７－１９

東京都 東保木間二丁目 東京都足立区東保木間２丁目４－４

東京都 板橋向原三丁目 東京都板橋区向原３－７－７

東京都 島根二丁目 東京都足立区島根２丁目１３－１１

東京都 入谷三丁目 東京都足立区入谷３丁目３番１号

東京都 新田三丁目 東京都足立区新田３丁目１７番６号

東京都 綾瀬駅東口 東京都足立区綾瀬３丁目１－１６

東京都 大田池上仲通り 東京都大田区池上３丁目３９－１１　プレミール高橋

東京都 北千住駅東口 東京都足立区千住旭町４０－２１

東京都 大谷田三丁目 東京都足立区大谷田３－６－１５

東京都 西新井駅東口 東京都足立区梅島３丁目３２番６号

東京都 島根四丁目 東京都足立区島根４－１３ー３

東京都 足立五反野 東京都足立区弘道１丁目１４－２

東京都 足立五反野駅前 東京都足立区足立三丁目３３番２

東京都 足立鹿浜 東京都足立区鹿浜５－２１－２０

東京都 足立平野 東京都足立区平野３－３－６

東京都 滝野川 東京都北区滝野川３－５５－１４

東京都 東京成徳学園前 東京都北区王子５－２３－８

東京都 町屋一丁目 東京都荒川区町屋１－９－１０

東京都 浮間一丁目 東京都北区浮間１丁目－７－１８９

東京都 町屋二丁目 東京都荒川区町屋２丁目２－２１第二小田ビル

東京都 王子神谷駅前 東京都北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル

東京都 浮間中央通り 東京都北区浮間４－５－８

東京都 十条仲原三丁目 東京都北区十条仲原３－８－３

東京都 北区赤羽西四丁目 東京都北区赤羽西四丁目２２－１４

東京都 王子明治通り 東京都北区王子１丁目２３－１２



都道府県 店舗名 住所

東京都 赤羽駅西口 東京都北区赤羽西１丁目６－１

東京都 東池袋一丁目 東京都豊島区東池袋１－２６－４

東京都 池袋北口 東京都豊島区西池袋１－４３－７

東京都 サンシャイン西 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号

東京都 中野白鷺 東京都中野区白鷺一丁目２４番５号

東京都 東池袋春日通り 東京都豊島区東池袋３－２３－２２パークタワー池袋イーストプレイス

東京都 中池袋公園前 東京都豊島区東池袋１－１５－１０

東京都 駒込六丁目 東京都豊島区駒込６－３４－１

東京都 豊島千早一丁目 東京都豊島区千早１丁目１２ー１２

東京都 千川駅北 東京都豊島区要町３丁目３８－４

東京都 大塚駅前 東京都豊島区北大塚１丁目１６－７

東京都 東池袋三丁目 東京都豊島区東池袋３－１２－１２

東京都 豊島要町 東京都豊島区要町１丁目１１－１

東京都 四谷二丁目 東京都新宿区四谷２丁目１－３四谷東急ビル

東京都 中野本町六丁目 東京都中野区本町６－１３－８

東京都 東新宿明治通り 東京都新宿区新宿６－２９ー５

東京都 東五軒町 東京都新宿区東五軒町５－１９

東京都 神楽坂三丁目 東京都新宿区神楽坂三丁目２番地２０

東京都 新宿四丁目交差点前 東京都新宿区新宿４－２－１６

東京都 歌舞伎町北 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号

東京都 豊島高田一丁目 東京都豊島区高田１丁目１６‐１

東京都 中野中央五丁目 東京都中野区中央五丁目１８番３号

東京都 中落合三丁目目白通り 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル

東京都 目白駅前 東京都新宿区下落合３－１８－１

東京都 新宿大久保二丁目 東京都新宿区大久保２丁目２９－２３

東京都 恵比寿駅東 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３

東京都 東新宿駅西 東京都新宿区大久保１丁目８番２号

東京都 大久保駅前 東京都新宿区百人町１－１９－１４

東京都 銀座中央通り 東京都港区新橋一丁目７番１号

東京都 広尾駅前 東京都港区南麻布５丁目１０－２６

東京都 赤坂三丁目 東京都港区赤坂３丁目１４－９清水ビル１階

東京都 下目黒六丁目 東京都目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル

東京都 白金台三丁目 東京都港区白金台三丁目１６－１１

東京都 京成四ツ木駅 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先

東京都 京成高砂駅 東京都葛飾区高砂５丁目２８－１

東京都 葛飾立石六丁目 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

東京都 トモニー国分寺駅 東京都国分寺市本町２－１－２３

東京都 歌舞伎町広場前 東京都新宿区歌舞伎町１－２１－７ヒューマックスパビリオン新宿アネックス

東京都 赤羽一丁目 東京都北区赤羽１丁目１０－２　高野ビル

東京都 青物横丁 東京都品川区南品川２－１７－２２

東京都 武蔵小山パルム 東京都品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル

東京都 戸越銀座東 東京都品川区戸越１－１９－１５

東京都 五反田駅前 東京都品川区西五反田２丁目６－８

東京都 小浦蒲田駅西 東京都大田区西蒲田８－４－１２

東京都 大田梅屋敷 東京都大田区大森中２－２４－１

東京都 糀谷駅南 東京都大田区西糀谷４－２８－１８

東京都 蒲田南口駅前 東京都大田区蒲田５－１３－３１

東京都 羽田六丁目 東京都大田区羽田６丁目２番１

東京都 小浦大森駅東 東京都大田区大森北１丁目２－１

東京都 西六郷三丁目 東京都大田区西六郷三丁目３番１号

東京都 雑色駅広場前 東京都大田区仲六郷２丁目４２－７

東京都 大田南六郷三丁目 東京都大田区南六郷３丁目１２番１０号

東京都 大田大森西一丁目 東京都大田区大森西一丁目１９－１４

東京都 四葉二丁目 東京都板橋区四葉２－１０－４

東京都 大田梅屋敷駅前 東京都大田区蒲田二丁目７－１９

東京都 大森西二丁目 東京都大田区大森西２丁目２７－８

東京都 鵜の木多摩堤通り 東京都大田区鵜の木２丁目２番　５号

東京都 大田南馬込五丁目 東京都大田区南馬込５－１６－２０



都道府県 店舗名 住所

東京都 かわだ多摩川二丁目 東京都大田区多摩川２丁目１５－１６

東京都 大田新蒲田二丁目 東京都大田区新蒲田二丁目５番１４号

東京都 大田久が原五丁目 東京都大田区久が原５丁目２番１号

東京都 かわだ多摩川 東京都大田区多摩川１丁目２３－１　ＭＳフォルム多摩川

東京都 雪谷大塚 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３

東京都 道玄坂中央 東京都渋谷区道玄坂２丁目１１－１Ｇ　ＳＱＵＡＲＥ

東京都 荻窪五丁目 東京都杉並区荻窪五丁目２０番１０号　ミカワヤビル

東京都 渋谷宇田川交番前 東京都渋谷区宇田川町３２－１５

東京都 笹塚二丁目 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

東京都 北青山一丁目 東京都港区北青山１丁目４－１　ランジェ青山

東京都 参宮橋駅前 東京都渋谷区代々木４丁目２－３

東京都 経堂駅前 東京都世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

東京都 渋谷文化学園大前 東京都渋谷区代々木３丁目２４－３

東京都 碑文谷一丁目 東京都目黒区碑文谷１丁目２５番２１号

東京都 代々木駅前 東京都渋谷区代々木１丁目３８－５

東京都 幡ヶ谷駅南 東京都渋谷区西原２丁目３１－５

東京都 さんみせ大谷口 東京都板橋区大谷口上町４９－６

東京都 成増駅前 東京都板橋区成増２丁目１２番６

東京都 大山駅北 東京都板橋区大山東町１９－５

東京都 大山駅南 東京都板橋区大山町５－１１

東京都 坂下一丁目 東京都板橋区坂下１－１０－２０

東京都 板橋坂下三丁目 東京都板橋区坂下３丁目２２－５

東京都 板橋三丁目 東京都板橋区板橋３－１４

東京都 成増駅南 東京都板橋区成増２丁目１４－５

東京都 板橋高島平団地前 東京都板橋区高島平１丁目７２番２０

東京都 板橋成増一丁目 東京都板橋区成増１－１６－１５

東京都 志村駅前通り 東京都板橋区志村３－１６－１１

東京都 板橋赤塚二丁目 東京都板橋区赤塚２丁目－３２－１２

東京都 板橋一丁目 東京都板橋区板橋１－２７

東京都 下赤塚 東京都板橋区板橋区赤塚１－８－６

東京都 常盤台二丁目 東京都板橋区常盤台２－５－２３

東京都 板橋南ときわ台 東京都板橋区南常盤台１－３０－８

東京都 春日町一丁目 東京都練馬区春日町１丁目１７番２０

東京都 田柄一丁目 東京都練馬区田柄１丁目８－７

東京都 練馬北町 東京都練馬区北町５－１１－１６

東京都 練馬高松五丁目 東京都練馬区高松五丁目８番３５号

東京都 世田谷下馬一丁目 東京都世田谷区下馬１丁目１９－１４

東京都 練馬一丁目 東京都練馬区練馬一丁目２１番５号

東京都 西大泉四丁目 東京都練馬区西大泉四丁目２２番１号

東京都 練馬高松一丁目 東京都練馬区高松１丁目１２－１

東京都 石神井町二丁目 東京都練馬区石神井町２－３１－１７

東京都 練馬土支田二丁目 東京都練馬区土支田２丁目１５－１２

東京都 東武練馬駅南口 東京都練馬区北町２－３８－７

東京都 石神井公園北口 東京都練馬区石神井町２－８－１６

東京都 練馬富士見台 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号

東京都 平和台駅前 東京都練馬区北町六丁目３２－３

東京都 大泉長久保通り 東京都練馬区大泉学園町８丁目９－２８

東京都 江古田千川通り 東京都練馬区豊玉上１－２０－１

東京都 東中野駅北 東京都中野区東中野四丁目１０番２０号

東京都 豊玉北六丁目 東京都練馬区豊玉北６丁目２４－１４

東京都 新井薬師前駅南 東京都中野区上高田３丁目１９－１１　モナミビル

東京都 薬ヒグチ鍋横 東京都中野区本町四丁目４３番１１号鍋横ビル１階

東京都 薬ヒグチ中野新橋駅前 東京都中野区弥生町２－２６－９

東京都 中野五丁目 東京都中野区中野５丁目６７－６　ビジネスハイツ中野

東京都 薬ヒグチ中野坂上西 東京都中野区中央二丁目２番９号　第三戸谷ビル

東京都 江古田栄町 東京都練馬区栄町２７－８

東京都 鷺ノ宮駅南 東京都中野区白鷺１丁目３１番地２０号

東京都 新江古田駅前 東京都練馬区豊玉北１－６－１４



都道府県 店舗名 住所

東京都 野方駅北口 東京都中野区野方６－３－４

東京都 中野通り 東京都中野区新井２－１－１５

東京都 丸萬上石神井 東京都練馬区上石神井２－２３－２３

東京都 阿佐谷南三丁目 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

東京都 成田西二丁目 東京都杉並区成田西二丁目１３－２４

東京都 松庵一丁目 東京都杉並区松庵１丁目１６－１９

東京都 杉並人見街道 東京都杉並区高井戸西２丁目１７‐１７

東京都 杉並成田東三丁目 東京都杉並区成田東三丁目１番２号

東京都 杉並阿佐谷中杉通り 東京都杉並区阿佐谷北一丁目４２番１０号

東京都 堀ノ内三丁目水道通り 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号

東京都 東高円寺駅前 東京都杉並区和田３－５６－１３

東京都 上石神井駅前 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３

東京都 高円寺南 東京都杉並区高円寺南４丁目４４番８号

東京都 阿佐谷北四丁目 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

東京都 駒沢二丁目 東京都世田谷区駒沢２丁目１７－９

東京都 玉川三丁目 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１

東京都 池尻二丁目 東京都世田谷区池尻２－３４－１　井上ビル

東京都 桜新町駅前 東京都世田谷区桜新町２丁目１０－１

東京都 芦花公園駅北 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

東京都 永福町駅南 東京都杉並区永福２丁目５０－１５

東京都 サンズ経堂すずらん通り 東京都世田谷区宮坂３丁目１８－３

東京都 サンズ東府中駅前 東京都府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル

東京都 祖師ヶ谷大蔵駅西 東京都世田谷区祖師谷３丁目３２－５

東京都 上北沢四丁目 東京都世田谷区上北沢４－１４－９

東京都 浜中保谷 東京都西東京市東町６－６－５

東京都 中川小金井北 東京都小金井市本町５－１５－９

東京都 高円寺駅東 東京都杉並区高円寺南４－５０

東京都 吉祥寺八幡通り 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５

東京都 練馬中央通り 東京都練馬区豊玉北５－２２－７

東京都 保谷柳沢 東京都西東京市柳沢３－１－４

東京都 石神井台七丁目 東京都練馬区石神井台７－２３－７

東京都 立川駅南口 東京都立川市柴崎町３丁目３－７

東京都 吉祥寺公園通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－５－１

東京都 関町庚申通り 東京都練馬区石神井台７丁目２７番１４

東京都 西東京西原町 東京都西東京市西原町４－２３６３－１

東京都 吉祥寺通り 東京都武蔵野市吉祥寺　南町１丁目１１番１０号

東京都 ひばりヶ丘駅北 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号

東京都 保谷駅北口 東京都西東京市下保谷四丁目１３番２０号

東京都 東伏見四丁目 東京都西東京市東伏見四丁目４番５号

東京都 西東京柳沢二丁目 東京都西東京市柳沢二丁目１１番２１号

東京都 練馬駅前 東京都練馬区練馬１丁目６－１　ライオンズステーション

東京都 武蔵小金井本町 東京都小金井市本町六丁目１３番１４号

東京都 西東京新町五丁目 東京都西東京市新町五丁目１７番２０号

東京都 小金井東八通り 東京都小金井市前原町１丁目３－９

東京都 小金井浅間山通り 東京都小金井市前原町４丁目１番６号

東京都 柳沢南口 東京都西東京市柳沢六丁目１－１

東京都 柳沢北口 東京都西東京市保谷町３－１２－１５

東京都 丸萬小平南口 東京都小平市美園町１－１２－５

東京都 久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目４－２３

東京都 丸萬清瀬竹丘 東京都清瀬市竹丘二丁目１４―５

東京都 東村山廻田町 東京都東村山市廻田町１丁目１６番地

東京都 東村山久米川町 東京都東村山市久米川町一丁目３８番２２号

東京都 花小金井四丁目 東京都小平市花小金井４丁目１３－９

東京都 東大和向原 東京都東大和市向原六丁目１２０１番１０他２筆

東京都 清瀬中清戸 東京都清瀬市中清戸３丁目３４７番３

東京都 小平上水本町 東京都小平市上水本町２丁目１４番３４号

東京都 東村山本町 東京都東村山市本町四丁目６番地２

東京都 小平大沼町二丁目 東京都小平市大沼町二丁目４８番１３号



都道府県 店舗名 住所

東京都 東大和桜が丘二丁目 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３

東京都 東久留米本町 東京都東久留米市本町３－２－５

東京都 海田押立町 東京都府中市押立町１－３－２２

東京都 国分寺府中街道 東京都国分寺市東恋ケ窪４丁目２４－５

東京都 府中けやき並木通り 東京都府中市宮西町１－２－１

東京都 海田大門三丁目 東京都青梅市大門三丁目１－９

東京都 国分寺光町 東京都国分寺市光町三丁目１３番地１４

東京都 新川吉祥寺通り 東京都三鷹市新川２－４－２

東京都 府中小金井街道 東京都府中市府中町三丁目２３番４

東京都 八王子アイロード 東京都八王子市旭町１３番１３号

東京都 国分寺本町三丁目 東京都国分寺市本町３－８－１２

東京都 国分寺東恋ヶ窪 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６ー４６

東京都 是政五丁目 東京都府中市是政５－６－６

東京都 府中東芝南門通り 東京都府中市美好町２丁目１８－１０

東京都 栄屋石川台 東京都大田区東雪谷２－１４－３

東京都 調布小島町 東京都調布市小島町１－３１－９

東京都 京王稲城駅前 東京都稲城市百村１６１３－３

東京都 和泉多摩川駅前 東京都狛江市東和泉４－３－４

東京都 調布緑ヶ丘 東京都調布市緑ヶ丘２－５７

東京都 府中東八通り 東京都府中市新町２－４８－１．２

東京都 稲城長沼駅前 東京都稲城市東長沼５３２ジョイビル１Ｆ

東京都 三鷹野崎 東京都三鷹市野崎３丁目－４－３

東京都 調布若葉町 東京都調布市若葉町３－８－４

東京都 調布染地二丁目 東京都調布市染地二丁目３４番地１８

東京都 あきる野秋留 東京都あきる野市秋留三丁目３番５

東京都 小平小川西町 東京都小平市小川西町３－２６－１

東京都 稲城平尾 東京都稲城市平尾１丁目３４－９

東京都 町田山崎町 東京都町田市山崎町字十六号２１７９番４

東京都 喜多見 東京都狛江市岩戸北２－２０－４

東京都 三鷹中央通り南 東京都三鷹市下連雀３丁目３０－１２

東京都 狛江岩戸南四丁目 東京都狛江市岩戸南四丁目２２番８号

東京都 稲城いちょう並木通 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１

東京都 狛江慈恵医大前 東京都狛江市中和泉５－３１－２０

東京都 秋川駅前 東京都あきる野市秋川２－１－１

東京都 新滝山街道 東京都八王子市梅坪町２６７－１

東京都 昭島中神町 東京都昭島市中神町１２９４－１

東京都 日野甲州街道 東京都日野市大字日野１４７７－１

東京都 国立駅北 東京都国分寺市光町１丁目４３－１

東京都 ＪＲ八王子駅北口 東京都八王子市東町１１－２

東京都 美堀町四丁目 東京都昭島市美堀町４丁目－１－１

東京都 玉川上水駅前 東京都立川市幸町六丁目３７－１

東京都 立川四中前 東京都立川市幸町５－５０－８

東京都 玉川上水駅南口 東京都立川市柏町４－６２－４

東京都 立川富士見通り 東京都立川市富士見町３丁目４－１２

東京都 日野三沢 東京都日野市三沢一丁目１０番２　他１筆

東京都 立川砂川九番 東京都立川市幸町４丁目３８番１

東京都 昭島緑町 東京都昭島市緑町２丁目１－１７

東京都 西国立駅前 東京都立川市羽衣町２丁目４３－１

東京都 柚木国分寺南町 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

東京都 八王子陣馬街道 東京都八王子市横川町５３４－１

東京都 京王堀之内駅前 東京都八王子市堀之内３丁目２７

東京都 八王子千人町 東京都八王子市千人町４丁目１３－１８

東京都 西八王子駅北口 東京都八王子市千人町２丁目２０－６

東京都 多摩落合二丁目 東京都多摩市落合二丁目１０番地３号

東京都 八王子別所 東京都八王子市別所１－１１－２１

東京都 八王子高尾町 東京都八王子市高尾町１８１９番１

東京都 八王子明神町 東京都八王子市明神町二丁目１６番９号

東京都 西調布駅前 東京都調布市上石原２－３３－２ＮＫビル１階



都道府県 店舗名 住所

東京都 八王子めじろ台二丁目 東京都八王子市めじろ台２丁目６５番１２

東京都 八王子東中野 東京都八王子市東中野５６５番１　シーズ１４ミネギシ

東京都 小田急町田北口 東京都町田市森野１－１９－１６

東京都 聖蹟桜ヶ丘 東京都多摩市関戸４－２３－１

東京都 町田三輪町 東京都町田市三輪町３０５番５

東京都 町田本町田 東京都町田市本町田４３９４－１

東京都 町田多摩境 東京都町田市小山ヶ丘５丁目１－４

東京都 町田図師 東京都町田市図師町１８９６－６

東京都 町田高ヶ坂 東京都町田市高ケ坂５７９－１

東京都 秀栄多摩ニュータウン通り 東京都多摩市貝取１５０６

東京都 金森町田街道 東京都町田市金森二丁目９４３番地１号

東京都 秀栄町田小川 東京都町田市小川１２７３

東京都 秀栄相原町 東京都町田市相原町字武蔵岡３６２１番１

東京都 町田金森 東京都町田市金森二丁目６８７番２

東京都 秀栄玉川学園南 東京都町田市玉川学園７丁目４番６号

東京都 町田小山ヶ丘三丁目 東京都町田市小山ヶ丘三丁目２２番１６号

東京都 町田中町三丁目 東京都町田市中町三丁目１４－７

東京都 中神駅前 東京都昭島市朝日町１丁目６－１原茂ビル

東京都 清瀬駅前 東京都清瀬市元町１－２－７

東京都 日の出平井 東京都西多摩郡日の出町平井７２５－１

東京都 羽村羽加美 東京都羽村市羽加美３－８－３

東京都 青梅河辺町六丁目 東京都青梅市河辺町６－２０－３

東京都 東青梅五丁目 東京都青梅市東青梅５丁目１２－３

東京都 福生山王橋通り 東京都福生市大字熊川字武蔵野１３８９番１２

東京都 瑞穂東松原 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１１－８

東京都 羽村神明台 東京都羽村市神明台四丁目１番地３

東京都 瑞穂駒形 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木１３５３番地

東京都 羽村動物公園西 東京都羽村市富士見平１丁目７－１６

東京都 瑞穂栗原 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４

東京都 サンズ京急蒲田駅西口 東京都大田区蒲田４丁目１５－３　ＡＴＴビル

東京都 麻布十番商店街通り 東京都港区麻布十番２丁目２－４

東京都 立川若葉町 東京都立川市若葉町４丁目２１－３

東京都 久米川辻 東京都東村山市久米川町５－３－２

東京都 日野四谷橋 東京都日野市落川２０１６－１

東京都 東村山八坂駅前 東京都東村山市栄町３丁目２６－１

神奈川県 相鉄三ツ境駅 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境４相鉄三ツ境駅

神奈川県 相鉄いずみ野駅 神奈川県横浜市泉区和泉町５７３６

神奈川県 横浜片倉町 神奈川県横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

神奈川県 相鉄さがみ野駅 神奈川県海老名市東柏ケ谷２丁目３０－３１

神奈川県 相鉄二俣川駅 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７

神奈川県 はまりん新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００

神奈川県 はまりん戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２－１

神奈川県 新百合ケ丘駅前 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

神奈川県 かさいゴム通り 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－４５－２

神奈川県 鶴見中央三丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１０

神奈川県 鶴見駅東口 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３１－２

神奈川県 横浜神大寺三丁目 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３－３３－９

神奈川県 鶴見宮ノ下 神奈川県横浜市鶴見区下末吉５丁目１９番３９号

神奈川県 横浜片倉一丁目 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２８－１

神奈川県 鶴見橋 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目６番２０号

神奈川県 横浜反町一丁目 神奈川県横浜市神奈川区反町１－８－１

神奈川県 鶴見上末吉 神奈川県横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号

神奈川県 東神奈川東口 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

神奈川県 横浜大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３３－３

神奈川県 鶴見みかど 神奈川県横浜市鶴見区佃野町１０－９

神奈川県 横浜駒岡三丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡三丁目１８－１０

神奈川県 横浜矢向一丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向１－１１－１５

神奈川県 鶴見西口 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町８－２０



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 鶴見東口 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３２番地１号

神奈川県 横浜東高校前 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目２６番１１

神奈川県 横浜子安通三丁目 神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目２９８番地１

神奈川県 磯子丸山二丁目 神奈川県横浜市磯子区丸山２－１－５

神奈川県 和田屋吉浜町 神奈川県横浜市中区吉浜町１－１２

神奈川県 磯子滝頭三丁目 神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目１番４２号

神奈川県 観音二丁目 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目１番１４号

神奈川県 根岸駅北 神奈川県横浜市磯子区東町１１－１０

神奈川県 横浜常盤町 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町

神奈川県 横浜岡野一丁目 神奈川県横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンタービル

神奈川県 横浜高島二丁目 神奈川県横浜市西区高島２－１４－１５　裕善ビル

神奈川県 小浦新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田４丁目１－１

神奈川県 小浦杉田駅前 神奈川県横浜市磯子区杉田２－１－１

神奈川県 横浜戸部中央 神奈川県横浜市西区中央一丁目２１番５号セントラルハイツ１Ｆ

神奈川県 横浜洋光台 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目１６番１６号

神奈川県 横浜万国橋 神奈川県横浜市中区海岸通五丁目２５番地２－１１号

神奈川県 港南中央通 神奈川県横浜市港南区港南中央通８－４１

神奈川県 サンズ戸塚深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷１７１７－１

神奈川県 本郷小学校前 神奈川県横浜市栄区中野町６－１

神奈川県 戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６番地１戸塚西口共同ビルＤ１０４

神奈川県 井土ケ谷中町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１５７

神奈川県 横浜舞岡町 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町７６９－１

神奈川県 港南台三丁目 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２３－３３

神奈川県 六ッ川西 神奈川県横浜市南区六ツ川２丁目１５９－２

神奈川県 横浜公田町 神奈川県横浜市栄区公田町１６３８番地４８

神奈川県 横浜戸塚小前 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４５

神奈川県 港南下永谷六丁目 神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目２番８号

神奈川県 上大岡駅前 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目１６番２５号上大岡ファースト

神奈川県 井土ヶ谷駅前 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１

神奈川県 鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－１－２０

神奈川県 登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３４６２－６

神奈川県 宮前平駅前 神奈川県川崎市宮前区宮前平２－１５－３

神奈川県 柿生駅北口 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３９－３０

神奈川県 向ケ丘遊園南口 神奈川県川崎市多摩区登戸２６９２－１

神奈川県 向ヶ丘遊園駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸２７３７－１

神奈川県 生田駅東 神奈川県川崎市多摩区生田７－３－１

神奈川県 多摩区役所北 神奈川県川崎市多摩区登戸１７６４－１（住居表示）

神奈川県 百合ヶ丘駅南口 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１－２８

神奈川県 登戸新町 神奈川県川崎市多摩区登戸新町３７５番地

神奈川県 東有馬二丁目 神奈川県川崎市宮前区東有馬２－４１－４０

神奈川県 川崎鷺沼 神奈川県川崎市宮前区鷺沼二丁目６番地４

神奈川県 中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町５９

神奈川県 溝の口栄橋 神奈川県川崎市高津区溝口２丁目６番３０号

神奈川県 武蔵中原駅前 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３－１

神奈川県 上丸子天神町 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町４５－２

神奈川県 津田山駅北 神奈川県川崎市高津区下作延６丁目１５－１

神奈川県 木月三丁目 神奈川県川崎市中原区木月３丁目１７－１５　クリフトンコート

神奈川県 矢向二丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向２－１３－９

神奈川県 川崎苅宿 神奈川県川崎市中原区苅宿１５番５号

神奈川県 武蔵新城南口 神奈川県川崎市中原区新城１－２－２４

神奈川県 川崎第三京浜入口 神奈川県川崎市高津区末長４丁目９番１１号

神奈川県 ＭＧ川崎昭和 神奈川県川崎市川崎区昭和２－１４－１４

神奈川県 なわてや八丁畷 神奈川県川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

神奈川県 ニック北加瀬三丁目 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－１６－１

神奈川県 鶴ヶ峰本町 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７

神奈川県 東古市場 神奈川県川崎市幸区東古市場９９－６

神奈川県 川崎宮内三丁目 神奈川県川崎市中原区宮内３丁目１０－７

神奈川県 堰三丁目 神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１０番４号



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 小向西町一丁目 神奈川県川崎市幸区小向西町１丁目１０番地

神奈川県 中幸町三丁目 神奈川県川崎市幸区中幸町３丁目３番２

神奈川県 武蔵小杉Ｔプレイス 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１

神奈川県 南加瀬三丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬３丁目１１－２１

神奈川県 大島三丁目 神奈川県川崎市川崎区大島３丁目１７－１２

神奈川県 川崎南幸町 神奈川県川崎市幸区南幸町一丁目７番地５

神奈川県 横須賀汐入駅前 神奈川県横須賀市本町３丁目３１

神奈川県 川崎藤崎 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－４－７

神奈川県 神明町二丁目 神奈川県川崎市幸区神明町２丁目４３番地

神奈川県 矢向 神奈川県横浜市鶴見区矢向５－７－３０

神奈川県 川崎中瀬 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目２－１６

神奈川県 川崎田町 神奈川県川崎市川崎区田町一丁目３－１２

神奈川県 川崎小川町 神奈川県川崎市川崎区小川町２－７アイヴィタワー１Ｆ

神奈川県 川崎浜町二丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町２－１５－４

神奈川県 川崎大師駅前二丁目 神奈川県川崎市川崎区大師駅前二丁目１１番１３

神奈川県 鹿島田駅前 神奈川県川崎市幸区新塚越２０１

神奈川県 川崎貝塚一丁目 神奈川県川崎市川崎区貝塚１丁目１番１号

神奈川県 今宿東町 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６５９－１

神奈川県 藤が丘駅南口 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－５－５

神奈川県 菊名駅東口 神奈川県横浜市港北区菊名４－３－２１

神奈川県 新横浜駅西 神奈川県横浜市港北区篠原町３２３６－１

神奈川県 青葉すみよし台 神奈川県横浜市青葉区すみよし台３７－１

神奈川県 中川駅前 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０

神奈川県 荏田南三丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田南三丁目１－４８

神奈川県 日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町三丁目４３－１

神奈川県 港北篠原町 神奈川県横浜市港北区篠原町２８６８－６

神奈川県 新横浜中央通り 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１２－２２

神奈川県 日吉駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１－２

神奈川県 樽町二丁目 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５

神奈川県 あざみ野二丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－８

神奈川県 青葉台駅南 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１－９　青葉台由樹ビル

神奈川県 新栄町 神奈川県横浜市都筑区新栄町１３

神奈川県 横浜菊名 神奈川県横浜市港北区菊名６－１２－１２

神奈川県 横浜青葉台駅前 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－１８

神奈川県 横浜折本町 神奈川県横浜市都筑区折本町３２８番地３

神奈川県 川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町２３５１－２

神奈川県 妙蓮寺駅前 神奈川県横浜市港北区菊名１－３－１２

神奈川県 緑園都市駅西口 神奈川県横浜市泉区緑園３－１－１

神奈川県 弥生台駅前 神奈川県横浜市泉区弥生台１４－１

神奈川県 横浜和泉町 神奈川県横浜市泉区和泉中央北四丁目１３番地１号

神奈川県 日野南六丁目 神奈川県横浜市港南区日野南六丁目４３－９

神奈川県 鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１

神奈川県 中山駅北 神奈川県横浜市緑区中山一丁目５番３号

神奈川県 センター北駅前 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ

神奈川県 川崎新作二丁目 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３

神奈川県 中白根 神奈川県横浜市旭区中白根３丁目１－１

神奈川県 十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１

神奈川県 白山二丁目 神奈川県横浜市緑区白山２－３８－１６

神奈川県 瀬谷中央 神奈川県横浜市瀬谷区中央７番地３５

神奈川県 シティテラス横濱和田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－１８

神奈川県 日限山四丁目 神奈川県横浜市港南区日限山４丁目１－８

神奈川県 二俣川北口 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地１７

神奈川県 三ツ境駅南口 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境８－４

神奈川県 横浜野庭 神奈川県横浜市港南区野庭町１２６６

神奈川県 横浜天王町 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町２丁目３６－５　第一増田ビル

神奈川県 中沢二丁目 神奈川県横浜市旭区中沢２－１－８

神奈川県 横浜上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町３６４７番地１

神奈川県 瀬谷卸本町 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 緑つくし野 神奈川県横浜市緑区長津田町４２３２－１

神奈川県 二俣川南口 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目２２

神奈川県 瀬谷阿久和西四丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１

神奈川県 横浜中山町 神奈川県横浜市緑区中山一丁目９番６号

神奈川県 細谷古淵 神奈川県相模原市南区古淵１－３４－１３

神奈川県 西橋本二丁目 神奈川県相模原市緑区西橋本２－２７－１

神奈川県 さがみ夢大通り 神奈川県相模原市中央区相模原７－１－２５

神奈川県 相模原下九沢 神奈川県相模原市緑区下九沢２９１７番１

神奈川県 津久井太井 神奈川県相模原市緑区太井２３０番１

神奈川県 橋本駅南口 神奈川県相模原市緑区橋本２－２－４

神奈川県 愛川中津 神奈川県愛甲郡愛川町中津１６４９－１

神奈川県 麻溝台四丁目 神奈川県相模原市南区麻溝台四丁目７－３８

神奈川県 田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７９１－１

神奈川県 相模原中央五丁目 神奈川県相模原市中央区中央５－８－３

神奈川県 橋本七丁目 神奈川県相模原市緑区橋本７－５－２１

神奈川県 清新六丁目 神奈川県相模原市中央区清新６－１８－１５

神奈川県 相模原若松三丁目 神奈川県相模原市南区若松３丁目３２番９号

神奈川県 相模原横山三丁目 神奈川県相模原市中央区横山三丁目２４－１７

神奈川県 橋本三丁目 神奈川県相模原市緑区橋本３－１９－１７

神奈川県 愛川角田 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９

神奈川県 相模原鹿沼台二丁目 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目１２番９号淵野辺南口駅前ビル

神奈川県 相模原鵜野森 神奈川県相模原市南区鵜野森３丁目７－１３

神奈川県 相模原西橋本 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目１番３号

神奈川県 相模原古淵 神奈川県相模原市南区古淵２丁目３－２

神奈川県 相模原麻溝小前 神奈川県相模原市南区当麻１３６４番１

神奈川県 相模原横山台 神奈川県相模原市中央区横山台一丁目２９番１０号

神奈川県 大野台二丁目 神奈川県相模原市南区大野台２－５－３

神奈川県 座間ひばりが丘 神奈川県座間市ひばりが丘４－５－５

神奈川県 相模大野駅前 神奈川県相模原市南区相模大野７－１－１０

神奈川県 座間一丁目 神奈川県座間市座間１－３３４７－３

神奈川県 大和代官二丁目 神奈川県大和市代官２－１７－４

神奈川県 綾瀬落合北 神奈川県綾瀬市落合北五丁目３番１号

神奈川県 綾瀬寺尾西 神奈川県綾瀬市寺尾西３－６－１

神奈川県 座間相模が丘五丁目 神奈川県座間市相模が丘５丁目２９－５１

神奈川県 綾瀬寺尾本町 神奈川県綾瀬市寺尾本町１丁目２１－８

神奈川県 座間相模が丘一丁目 神奈川県座間市相模が丘一丁目１２－１５

神奈川県 座間相模が丘二丁目 神奈川県座間市相模が丘２－３０－１３

神奈川県 綾瀬大上一丁目 神奈川県綾瀬市大上一丁目２番８号

神奈川県 海老名社家 神奈川県海老名市社家２０７番２

神奈川県 相模大野南口 神奈川県相模原市南区相模大野八丁目２番６号

神奈川県 さがみ野 神奈川県海老名市東柏ケ谷３丁目１３番６号

神奈川県 座間栗原中央 神奈川県座間市栗原中央４丁目２８番２６号

神奈川県 座間郵便局前 神奈川県座間市相模が丘一丁目９－２２

神奈川県 海老名上河内 神奈川県海老名市上河内字永池３１３番１

神奈川県 海老名東柏ヶ谷 神奈川県海老名市東柏ヶ谷一丁目１４番３２

神奈川県 大和西鶴間 神奈川県大和市西鶴間８丁目１－５

神奈川県 大和草柳三丁目 神奈川県大和市草柳３丁目２２－１

神奈川県 大和深見西 神奈川県大和市深見西２丁目２－２

神奈川県 南林間駅前 神奈川県大和市南林間１丁目７－１４

神奈川県 サンズ相模台五丁目 神奈川県相模原市南区相模台５－１１－７

神奈川県 平塚テクノロード 神奈川県平塚市中堂４番２３号

神奈川県 厚木栄町二丁目 神奈川県厚木市栄町２丁目１－１６

神奈川県 伊勢原高森三丁目 神奈川県伊勢原市高森３丁目１－５９

神奈川県 厚木長谷南 神奈川県厚木市長谷６番３４

神奈川県 平塚袖ケ浜 神奈川県平塚市袖ケ浜５１－７　６２－２８（地番）

神奈川県 寒川宮山 神奈川県高座郡寒川町宮山２０８８－４

神奈川県 平塚山下 神奈川県平塚市山下１４－１

神奈川県 平塚紅谷町 神奈川県平塚市紅谷町２－１４



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 平塚御殿 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６

神奈川県 厚木飯山 神奈川県厚木市飯山３０８８－１

神奈川県 平塚真土 神奈川県平塚市西真土一丁目８－５

神奈川県 厚木三田東 神奈川県厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆

神奈川県 平塚四之宮 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

神奈川県 本厚木駅南口ロータリー前 神奈川県厚木市泉町２－１１

神奈川県 厚木妻田北 神奈川県厚木市妻田北３丁目９番２４号

神奈川県 伊勢原下糟屋 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１

神奈川県 かしわや南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢２０－２０

神奈川県 大船駅東口 神奈川県鎌倉市大船１ー１０ー１８

神奈川県 湘南台駅西口 神奈川県藤沢市湘南台２－２－６

神奈川県 大船駅北 神奈川県横浜市栄区笠間１丁目５－１

神奈川県 泉かまくらみち 神奈川県横浜市泉区和泉中央南１丁目２１－１０

神奈川県 六会日大駅前 神奈川県藤沢市亀井野２－１－１

神奈川県 湘南台駅東口 神奈川県藤沢市湘南台１－４－１小田急マルシェ１Ｆ

神奈川県 藤沢稲荷 神奈川県藤沢市稲荷１－９－２９

神奈川県 藤沢円行 神奈川県藤沢市円行２－１－２

神奈川県 藤沢長後 神奈川県藤沢市長後９５４－３

神奈川県 湘南ライフタウン 神奈川県藤沢市大庭５３４９－９

神奈川県 鎌倉二の鳥居 神奈川県鎌倉市小町２－１５－１

神奈川県 藤沢柄沢 神奈川県藤沢市柄沢二丁目７番地２７

神奈川県 藤沢藤が岡 神奈川県藤沢市藤が岡１－１１－４

神奈川県 藤沢遊行通り 神奈川県藤沢市藤沢２２５－２

神奈川県 茅ヶ崎高田四丁目 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

神奈川県 藤沢石川五丁目 神奈川県藤沢市石川五丁目９－１９

神奈川県 羽鳥五丁目 神奈川県藤沢市羽鳥５－８－３４

神奈川県 藤沢舟地蔵 神奈川県藤沢市大庭５１３８－３

神奈川県 鶴巻温泉駅前 神奈川県秦野市鶴巻北２－２－１－１０１

神奈川県 秦野鶴巻 神奈川県秦野市鶴巻北２丁目５－３４

神奈川県 大井町上大井 神奈川県足柄上郡大井町上大井６６－１

神奈川県 鴨宮巡礼街道 神奈川県小田原市鴨宮３４５－８

神奈川県 秦野運動公園東 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

神奈川県 開成延沢 神奈川県足柄上郡開成町延沢６１５－１

神奈川県 大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷１２５５番１

神奈川県 足柄西大井 神奈川県足柄上郡大井町西大井７９１番地３

神奈川県 小田原たじま 神奈川県小田原市田島１１番地１

神奈川県 秦野南矢名 神奈川県秦野市南矢名２２８８番地の１

神奈川県 秦野曽屋 神奈川県秦野市曽屋１３３７－１

神奈川県 湘南港が丘 神奈川県横須賀市港が丘１－１

神奈川県 横須賀中央 神奈川県横須賀市大滝町２－１２

神奈川県 京急久里浜駅前 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル

神奈川県 横須賀三春町 神奈川県横須賀市三春町１－２１

神奈川県 松山釜利谷 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

神奈川県 横須賀武四丁目 神奈川県横須賀市武四丁目３６番７号

神奈川県 リドレ横須賀中央 神奈川県横須賀市大滝町２丁目６

神奈川県 横須賀根岸町 神奈川県横須賀市根岸町３－２－８

神奈川県 葉山町 神奈川県三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１

神奈川県 横須賀長坂 神奈川県横須賀市長坂３－１１－１１

神奈川県 六浦四丁目 神奈川県横浜市金沢区六浦４－４－１９

神奈川県 久里浜港前 神奈川県横須賀市久里浜８－１７－４

神奈川県 油屋横浜八景島 神奈川県横浜市金沢区柴町３４５－５

神奈川県 松山横須賀あわた 神奈川県横須賀市粟田２丁目４－９

神奈川県 横須賀追浜 神奈川県横須賀市浦郷町４－８－１１

神奈川県 横浜富岡西七丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡西７丁目３－５

神奈川県 さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘９９－８

神奈川県 都筑ふれあいの丘駅前 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷

神奈川県 川崎登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸２８５－１

神奈川県 田園都市鷺沼 神奈川県川崎市宮前区土橋３－４－１



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 市が尾駅前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－１０

神奈川県 横浜神之木町 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－４４

新潟県 新潟河渡本町 新潟県新潟市東区河渡本町２２番６６号

新潟県 新潟十番町 新潟県新潟市中央区上大川前通十番町１９１４番地

新潟県 豊栄かぶとやま 新潟県新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２

新潟県 新発田しんえい町 新潟県新発田市新栄町１丁目９番２号

新潟県 新潟関屋昭和町 新潟県新潟市中央区関屋昭和町１丁目１１

新潟県 女池上山四丁目 新潟県新潟市中央区女池上山四丁目５－１１

新潟県 新津さつき野 新潟県新潟市秋葉区さつき野２丁目１０番３６号

新潟県 新潟五十嵐中島 新潟県新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号

新潟県 新潟立仏 新潟県新潟市西区立仏４７４番地１

新潟県 横越茜ヶ丘 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘７－１５

新潟県 亀田大月 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新潟県 五泉論瀬 新潟県五泉市論瀬５７５３－１

新潟県 新津善道町 新潟県新潟市秋葉区善道町２丁目７番２２号

新潟県 新津朝日 新潟県新潟市秋葉区朝日２６０番地８

新潟県 新潟小針南 新潟県新潟市西区小針南６１－１

新潟県 新潟上新栄町 新潟県新潟市西区上新栄町５８２４－３５７

新潟県 新潟平島 新潟県新潟市西区平島１－６－４

新潟県 新潟寺尾北 新潟県新潟市西区上新栄町三丁目１番１５号

新潟県 新潟善久 新潟県新潟市西区善久字新川向４５０－８

新潟県 加茂旭町 新潟県加茂市旭町１６－７

新潟県 三条鶴田 新潟県三条市鶴田四丁目４番３３号

新潟県 燕大曲 新潟県燕市大曲３６３８番１

新潟県 見附市野坪 新潟県見附市市野坪町８３－２

新潟県 長岡高見町 新潟県長岡市高見町３００７番地１

新潟県 燕笈ケ島南 新潟県燕市笈ケ島字一ノ山８５６番地１

新潟県 柏崎鯨波 新潟県柏崎市大字鯨波乙１２０３番地２

新潟県 メルシー川治 新潟県十日町市北新田１－４

新潟県 上越南新町 新潟県上越市南新町３番４６号

新潟県 長岡新町二丁目 新潟県長岡市新町二丁目１番６号

新潟県 六日町駅東 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

新潟県 阿賀野川ＳＡ下り 新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜字中峰４６５９

新潟県 新潟寺山二丁目 新潟県新潟市東区寺山二丁目２１－２

富山県 富山千歳町 富山県富山市千歳町１丁目６番１５号

富山県 上市中央 富山県中新川郡上市町横法音寺８２番地１

富山県 滑川中川原 富山県滑川市中川原２９５番１

富山県 上市駅前 富山県中新川郡上市町法音寺字八枚田４４番１

富山県 立山二ツ塚 富山県中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１

富山県 富山千代田町 富山県富山市千代田町８番３６号

富山県 富山下坂倉 富山県富山市婦中町下坂倉１１４番地１

富山県 射水新開発 富山県射水市新開発３８３番地１

富山県 富山総曲輪 富山県富山市総曲輪３丁目１－１１

富山県 伏木古府 富山県高岡市伏木古府二丁目４番２０号

富山県 高岡みずほ町 富山県高岡市瑞穂町２番４号

富山県 高岡中曽根 富山県高岡市中曽根２８９５番地

富山県 砺波秋元 富山県砺波市秋元１９２－１

富山県 砺波新富町 富山県砺波市新富町５番３９号

富山県 高岡赤丸 富山県高岡市福岡町赤丸５１６番１

富山県 高岡大坪三丁目 富山県高岡市大坪町三丁目６番３号

富山県 氷見漁港前 富山県氷見市比美町１９番２３号

石川県 能登柳田 石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地

石川県 羽咋四柳 石川県羽咋市四柳町そ３５番地１

石川県 志賀町土田 石川県羽咋郡志賀町矢田四２９番地２

石川県 珠洲野々江 石川県珠洲市野々江町ワの部６６番地１

石川県 七尾駅前 石川県七尾市御祓町ホ６番１３

石川県 鹿島バイパス 石川県鹿島郡中能登町最勝講る４９番

石川県 窪四丁目 石川県金沢市窪４－４４７



都道府県 店舗名 住所

石川県 金沢大桑 石川県金沢市大桑二丁目４２番地

石川県 金沢二万堂 石川県金沢市西泉一丁目１番地２

石川県 津幡北中条 石川県河北郡津幡町北中条４丁目８３

石川県 金沢泉野 石川県金沢市泉野町５丁目６番１４号

石川県 金沢上堤町 石川県金沢市上堤町１－１５金沢上堤町ビル１Ｆ

石川県 コメヤ薬局御経塚 石川県野々市市御経塚３丁目１２８

石川県 内灘向粟崎 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

石川県 金沢涌波 石川県金沢市涌波１丁目６番２７号

石川県 金沢伏見新町 石川県金沢市伏見新町３３７番

石川県 金沢山科一丁目 石川県金沢市山科一丁目６番５７号

石川県 能美徳久 石川県能美市徳久町子１３７番地

石川県 金沢新保本 石川県金沢市新保本５丁目１１３番地

石川県 野々市郷二丁目 石川県野々市市郷二丁目１２５番地

石川県 金沢西念二丁目 石川県金沢市西念２丁目２７－１７

石川県 金沢千木町 石川県金沢市千木町ル５５

石川県 金沢松村 石川県金沢市松村３－５４３

石川県 金沢金石東 石川県金沢市金石東３丁目２番５号

石川県 千代野ニュータウン 石川県白山市北安田西一丁目１１０

石川県 白山安養寺 石川県白山市安養寺町ロ３８番地１

石川県 白山村井 石川県白山市村井町４４番地１

福井県 福井北四ツ居 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

福井県 福井高柳一丁目 福井県福井市高柳１丁目９１２番地

福井県 勝山元町一丁目 福井県勝山市元町一丁目９番１２号６

福井県 坂井三国東尋坊 福井県坂井市三国町宿第４８号１４番地１

福井県 福井高柳 福井県福井市高柳町３丁目３２０９番地

福井県 丸岡北 福井県坂井市丸岡町長畝７５字１６番１

福井県 福井高木町 福井県福井市高木町第４号８番地

福井県 金津花乃杜 福井県あわら市花乃杜一丁目３０－４８

福井県 福井駅前 福井県福井市中央１丁目２番１号

福井県 勝山南 福井県勝山市猪野７０４番

福井県 福井木田一丁目 福井県福井市木田一丁目３４０４番１

福井県 武生広瀬 福井県越前市広瀬町１４２－１－１

福井県 村国四丁目 福井県越前市村国４丁目１９

福井県 二の宮四丁目 福井県福井市二の宮四丁目３６０１

福井県 丹生朝日 福井県丹生郡越前町朝日５－１１３－１

福井県 清水志津が丘 福井県福井市山内町第１１号１１番地１５

福井県 敦賀中央町二丁目 福井県敦賀市中央町二丁目３番２号

福井県 武生家久 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１

福井県 福井若杉浜三丁目 福井県福井市若杉浜三丁目７０４番地

福井県 鯖江大倉町 福井県鯖江市大倉町第１７号１番１

福井県 鯖江ただす 福井県鯖江市糺町３２４番

福井県 福井西谷 福井県福井市西谷２丁目６０１

福井県 水落二丁目 福井県鯖江市水落町２丁目３０番－２８号

福井県 越前芝原 福井県越前市芝原５丁目４番２１

福井県 鯖江北野町 福井県鯖江市北野町１２－５

福井県 鯖江河和田 福井県鯖江市片山町第１号１０番地１

福井県 福井舟橋新一丁目 福井県福井市舟橋新１丁目１３０２番地

福井県 敦賀櫛林 福井県敦賀市櫛林７号２－１

福井県 小浜東市場 福井県小浜市東市場３４－１２－４

福井県 小浜駅前 福井県小浜市駅前町１３番１号

山梨県 山梨市駅前 山梨県山梨市上神内川１７２０番地

山梨県 かぶとや赤富士通り 山梨県富士吉田市上吉田東一丁目１番３号

山梨県 敷島松島団地 山梨県甲斐市中下条８５０－１

山梨県 石和窪中島 山梨県笛吹市石和町窪中島９７－１

山梨県 南アルプス野牛島 山梨県南アルプス市野牛島１８２８－１

山梨県 田富東花輪 山梨県中央市東花輪１７８３－１

山梨県 甲府大里 山梨県甲府市大里町５３０７

山梨県 甲州塩山 山梨県甲州市塩山　西広門田３５３番１



都道府県 店舗名 住所

山梨県 西桂小沼 山梨県南都留郡西桂町小沼８９２番１

山梨県 田富布施 山梨県中央市布施２３２７－１

山梨県 塩山小屋敷 山梨県甲州市塩山小屋敷１６５１

山梨県 甲府平和通り南 山梨県甲府市中町字大カサ４７０番２

山梨県 北河口湖 山梨県南都留郡　富士河口湖町河口３０８６

山梨県 甲府中小河原 山梨県甲府市中小河原町５９１

長野県 長野大豆島 長野県長野市大字大豆島５２７６－２

長野県 長野若槻大通り 長野県長野市徳間１丁目２７－２３

長野県 長野駅東口 長野県長野市長野駅周辺第二土地区画整理事業３０街区１画地１

長野県 中野一本木公園南 長野県中野市大字中野１８４６番２他１筆

長野県 長野居町 長野県長野市居町３７番地

長野県 長野大通り 長野県長野市大字鶴賀字鍋屋田１４２０－９

長野県 長野駅前 長野県長野市南長野末広町１３６２番地

長野県 長野下氷鉋 長野県長野市下氷鉋一丁目１３７７番地１

長野県 長野伊勢宮一丁目 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号

長野県 長野若里 長野県長野市若里六丁目３番１号

長野県 長野里島 長野県長野市里島９８番地１

長野県 佐久小田井 長野県佐久市小田井８６４－１

長野県 佐久取出町 長野県佐久市取出町２０７－１９

長野県 佐久猿久保 長野県佐久市猿久保字前原７７８番１

長野県 上田三好町 長野県上田市御所１９６－１１

長野県 佐久平駅前 長野県佐久市大字長土呂３２４番地２

長野県 佐久根岸 長野県佐久市根岸１１５番地１

長野県 松本並柳 長野県松本市並柳一丁目５番１９号

長野県 塩尻宗賀 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

長野県 松本平田西 長野県松本市野溝東１丁目１６番８号

長野県 安曇野明科 長野県安曇野市明科中川手３５２１番地１

長野県 岡谷湊湖畔 長野県岡谷市湊五丁目１番７号

長野県 松本桐 長野県松本市桐１丁目２番１号

長野県 松本駅東口 長野県松本市深志一丁目２番３１号

長野県 松本合庁前 長野県松本市大字島立字北原１０５７番地７

長野県 安曇野吉野 長野県安曇野市豊科４２０４番１

長野県 塩尻桔梗町 長野県塩尻市大門桔梗町６番２２号

長野県 松本堀米 長野県松本市大字島立字道端１９０番地

長野県 ちの本田 長野県茅野市ちの２６７４番地

長野県 松本元町 長野県松本市元町２丁目１－２５

長野県 塩尻郷原 長野県塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７

長野県 諏訪中洲 長野県諏訪市中洲３０８１－１

長野県 茅野本町東 長野県茅野市本町東７－５５

長野県 飯田中村 長野県飯田市中村１５４０－１

長野県 諏訪湖南 長野県諏訪市湖南１３３３‐１

長野県 箕輪バイパス 長野県上伊那郡南箕輪村３９６０－１

長野県 信州天竜峡 長野県飯田市下瀬３８７番１

長野県 飯田松尾 長野県飯田市松尾明７７５５番地３

長野県 諏訪中洲福島 長野県諏訪市大字中洲５４０３番地１

長野県 伊那富士塚 長野県伊那市荒井４５５７番地４

岐阜県 名鉄岐阜駅イクト 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

岐阜県 土岐口北町 岐阜県土岐市土岐口北町一丁目１１番地

岐阜県 多治見明和五丁目 岐阜県多治見市明和町５丁目６８番地の１

岐阜県 瑞浪小田 岐阜県瑞浪市南小田町一丁目２番地

岐阜県 土岐泉西山町 岐阜県土岐市泉西山町１丁目２０番

岐阜県 恵那大崎 岐阜県恵那市長島町中野神田２５７－３

岐阜県 各務原大伊木 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町一丁目２７６番地２

岐阜県 可児矢戸 岐阜県可児市矢戸１２８番地３

岐阜県 各務原市役所南 岐阜県各務原市那加住吉町１丁目２番１

岐阜県 各務原六軒 岐阜県各務原市蘇原六軒町４丁目１０番地１１

岐阜県 可児柿田 岐阜県可児市柿田８０８－１

岐阜県 岐阜上土居 岐阜県岐阜市上土居２丁目１６番１２号



都道府県 店舗名 住所

岐阜県 岐阜本巣北方 岐阜県本巣郡北方町柱本南３丁目７１

岐阜県 岐阜旦島 岐阜県岐阜市旦島六丁目

岐阜県 瑞穂本田北 岐阜県瑞穂市本田１８０－１　　

岐阜県 羽島竹鼻町 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１

岐阜県 岐阜駅前 岐阜県岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

岐阜県 ぎふ加納新本町 岐阜県岐阜市加納新本町四丁目１６番地

岐阜県 柳津丸野 岐阜県岐阜市柳津町丸野四丁目５２番地

岐阜県 関桜町 岐阜県関市東貸上５３番地の５

岐阜県 郡上大和 岐阜県郡上市大和町徳永７２８番地２

岐阜県 下呂市役所前 岐阜県下呂市森９７１番地３９

岐阜県 関祭場 岐阜県関市倉知４０９番地１

岐阜県 神戸町横井 岐阜県安八郡神戸町大字横井５４１番地の１

岐阜県 海津平田町 岐阜県海津市平田町三郷６０４番地

岐阜県 不破府中 岐阜県不破郡垂井町府中４５９番地

岐阜県 大垣牧野 岐阜県大垣市牧野町一丁目３番地

岐阜県 池田下八幡 岐阜県揖斐郡池田町八幡１００２番地の１

岐阜県 大垣西之川 岐阜県大垣市西之川町１－２９４－１

岐阜県 大垣中野町 岐阜県大垣市中野町２－１－６

岐阜県 大垣静里町 岐阜県大垣市静里町１４４０－１

岐阜県 岐阜駅北口 岐阜県岐阜市吉野町６丁目６

岐阜県 垂井宮代 岐阜県不破郡垂井町字馬出瀬１５８９－１

岐阜県 大垣坂下町 岐阜県大垣市坂下町１３番地１

岐阜県 揖斐池田町 岐阜県揖斐郡池田町六之井字深池１４９５番地１

岐阜県 付知尾ヶ平 岐阜県中津川市付知町４９５６番地の５５

静岡県 丸文熱海 静岡県熱海市銀座町５－１１

静岡県 熱海駅前 静岡県熱海市田原本町８－６

静岡県 三島駅南口 静岡県三島市一番町１２－６

静岡県 函南畑毛 静岡県田方郡函南町畑毛１６‐３

静岡県 長泉鮎壺 静岡県駿東郡長泉町下土狩１２０７－１

静岡県 熱海春日町 静岡県熱海市春日町１０番１号

静岡県 韮山中條 静岡県伊豆の国市中條４０６－１

静岡県 三島梅名 静岡県三島市梅名２８５－１

静岡県 函南塚本 静岡県田方郡函南町塚本５８５番地の１

静岡県 三島柳郷地 静岡県三島市柳郷地１４番地

静岡県 長泉中土狩 静岡県駿東郡長泉町中土狩１００５番地の１

静岡県 南伊豆下賀茂 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７

静岡県 伊東川奈 静岡県伊東市川奈字一本松１２５９番６２

静岡県 伊豆の国四日町 静岡県伊豆の国市四日町字四五六５１８番１

静岡県 長泉鮎壺北 静岡県駿東郡長泉町下土狩１０２６番地１

静岡県 宇東川東町 静岡県富士市宇東川東町９－２９

静岡県 富士厚原 静岡県富士市厚原１３５９－１

静岡県 沼津下香貫 静岡県沼津市下香貫２９７３－６

静岡県 富士天間高屋 静岡県富士市天間字沢向６００番１他１３筆

静岡県 沼津岡一色南 静岡県沼津市岡一色４４－１

静岡県 大渕久保町 静岡県富士市大渕字八ヶ久保１４８番４　　他１９筆

静岡県 御殿場川島田南 静岡県御殿場市川島田１０５８

静岡県 裾野深良 静岡県裾野市深良字社口前２６３３－４　他１０筆

静岡県 富士今泉 静岡県富士市今泉八丁目１７番１７号

静岡県 御殿場永原 静岡県御殿場市萩原１５４０－１

静岡県 沼津新沢田町 静岡県沼津市新沢田町１８７－２

静岡県 裾野御宿 静岡県裾野市御宿６８２番地の３０

静岡県 富士まつもと 静岡県富士市松本７番地１

静岡県 御殿場駒門 静岡県御殿場市駒門１４４番地１

静岡県 富士松岡 静岡県富士市松岡５７２番１

静岡県 裾野深良バイパス 静岡県裾野市深良字山梨７９５番１

静岡県 清水三保 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８

静岡県 清水石川 静岡県静岡市清水区石川新町７番１号

静岡県 富士宮田中町 静岡県富士宮市田中町２７２－１



都道府県 店舗名 住所

静岡県 富士宮万野原 静岡県富士宮市万野原新田東原３０４５－１

静岡県 富士宮野中 静岡県富士宮市野中８４３－１　８４４－１　９５２－１

静岡県 富士宮矢立町 静岡県富士宮市矢立町９０３－２

静岡県 富士宮芝川 静岡県富士宮市長貫１１０５番地４

静岡県 清水楠新田東 静岡県静岡市清水区楠新田２２８番地２

静岡県 清水東大曲町 静岡県静岡市清水区東大曲町２番１号

静岡県 清水興津駅前 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４

静岡県 清水草薙駅前 静岡県静岡市清水区草薙一丁目２番２１号

静岡県 清水下野中 静岡県静岡市清水区下野中２２番１０号

静岡県 富士宮神田川町 静岡県富士宮市神田川町１７番１４

静岡県 富士宮宮町 静岡県富士宮市西町９０７番１

静岡県 富士宮小泉 静岡県富士宮市小泉２０５

静岡県 静岡池田街道 静岡県静岡市駿河区池田１２６番１

静岡県 静岡玄南通り 静岡県静岡市葵区両替町２丁目５－４　両替町プラザビル１－Ａ

静岡県 静岡新足久保 静岡県静岡市葵区足久保口組１３６番地の１

静岡県 静岡有明西 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３番３

静岡県 静岡長田 静岡県静岡市駿河区丸子新田３８２番１

静岡県 静岡昭府町 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

静岡県 静岡手越原 静岡県静岡市駿河区手越原６６番地の１

静岡県 静岡登呂六丁目 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号

静岡県 静岡二番町 静岡県静岡市葵区二番町８－１８

静岡県 静岡大岩本町 静岡県静岡市葵区大岩本町２５番１３号

静岡県 焼津道原 静岡県焼津市道原８９５‐２

静岡県 藤枝岡部 静岡県藤枝市岡部町内谷９２４－２

静岡県 藤枝蓮華寺池 静岡県藤枝市若王子１丁目５－７

静岡県 焼津下小田 静岡県焼津市南部土地区画整理事業区域２６６街区　符号１２

静岡県 藤枝高洲 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

静岡県 藤枝田中 静岡県藤枝市郡７３７－５

静岡県 藤枝駅南通り 静岡県藤枝市前島３丁目１番１１号

静岡県 島田ひがし町 静岡県島田市東町４１番地１

静岡県 藤枝青南町 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１

静岡県 焼津大覚寺 静岡県焼津市大覚寺２丁目１１番地の７

静岡県 袋井愛野駅南 静岡県袋井市愛野南一丁目１番地の７

静岡県 小笠赤土 静岡県菊川市赤土１１７０番地の４

静岡県 掛川鳥居 静岡県掛川市大池字三十五ノ坪９３１番１

静岡県 菊川上平川 静岡県菊川市上平川５６４番１

静岡県 磐田駅前 静岡県磐田市中泉６２７－１

静岡県 浜松小池町 静岡県浜松市東区小池町６５

静岡県 袋井月見の里 静岡県袋井市上山梨３丁目１８－１

静岡県 掛川富部 静岡県掛川市富部９４７

静岡県 掛川西町 静岡県掛川市掛川６０８－１

静岡県 浜北新原本村 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５

静岡県 浜松市野 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

静岡県 浜北こばやし 静岡県浜松市浜北区小林１５５３番地の１３

静岡県 磐田富士見 静岡県磐田市富士見町三丁目１番２３

静岡県 西貝塚南 静岡県磐田市西貝塚字六通５５９番地４

静岡県 浜松小池南 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１

静岡県 浜松有玉北 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

静岡県 浜北貴布祢 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１５－１

静岡県 浜北宮口 静岡県浜松市浜北区宮口７８２－７

静岡県 浜松旭町 静岡県浜松市中区旭町９番地の１ダイワロイネットホテル浜松１階

静岡県 浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

静岡県 浜松桜台 静岡県浜松市西区大山町１６９番地の１

静岡県 浜松志都呂 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

静岡県 浜松高丘西 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６

静岡県 浜松入野 静岡県浜松市西区入野町７３５－４

静岡県 静岡千代一丁目 静岡県静岡市葵区千代一丁目８番１５号

愛知県 岡崎細川町 愛知県岡崎市細川町字長原５２番地５９



都道府県 店舗名 住所

愛知県 岡崎両町 愛知県岡崎市両町２‐１７

愛知県 豊橋緑ヶ丘 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１

愛知県 豊川小坂井町 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地

愛知県 豊川四ツ谷町 愛知県豊川市四ツ谷町三丁目６９番１

愛知県 豊橋石巻本町東 愛知県豊橋市石巻本町字東木ノ根５３番

愛知県 豊川本野ケ原二丁目 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１

愛知県 御津下佐脇 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６

愛知県 豊川平尾 愛知県豊川市平尾町神田９３番地

愛知県 豊川御津 愛知県豊川市御津町西方樋田２３番地１

愛知県 豊橋旭 愛知県豊橋市旭町１００

愛知県 豊川中条町 愛知県豊川市中条町観音堂７番１

愛知県 豊川市田町 愛知県豊川市市田町新屋前２６番１

愛知県 豊川御津大草 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

愛知県 豊橋大岩 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９

愛知県 新城一鍬田 愛知県新城市一鍬田字北畑１８番２

愛知県 豊橋東岩田二丁目 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３

愛知県 豊川牛久保駅通 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１

愛知県 豊橋東脇 愛知県豊橋市東脇一丁目１３番地の８

愛知県 豊橋西橋良 愛知県豊橋市西橋良町２４番地

愛知県 豊橋大清水 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３

愛知県 豊橋東松山 愛知県豊橋市東松山町１０１番地

愛知県 豊橋西幸町 愛知県豊橋市西幸町字古並２５８番地１０

愛知県 豊橋西口町 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番１

愛知県 豊橋中浜 愛知県豊橋市中浜町４７番地

愛知県 豊橋植田 愛知県豊橋市植田町字西新切１３番

愛知県 豊橋杉山町 愛知県豊橋市杉山町字向山下７９番地

愛知県 豊橋細谷町 愛知県豊橋市細谷町字中尾１５９番地３

愛知県 豊橋佐藤四丁目 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１

愛知県 豊橋吉川 愛知県豊橋市吉川町１５６－２

愛知県 豊橋上伝馬町 愛知県豊橋市上伝馬町７１

愛知県 豊橋西部団地前 愛知県豊橋市　豊橋柳生川南部土地区画整理事業１４街区７画地

愛知県 豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字二本松２番１

愛知県 豊橋上野東 愛知県豊橋市上野町字上ノ山６５番５

愛知県 豊橋向山才ノ神 愛知県豊橋市向山町字水車１８番２

愛知県 岡崎河原町 愛知県岡崎市河原町５番地８

愛知県 岡崎島坂 愛知県岡崎市島坂町字河原１番地５

愛知県 矢作小河原 愛知県岡崎市矢作町字小河原９９番地１

愛知県 岡崎美合 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

愛知県 岡崎竜美台二丁目 愛知県岡崎市竜美台二丁目８番地４

愛知県 岡崎江口二丁目 愛知県岡崎市江口二丁目３番地５

愛知県 岡崎向山町 愛知県岡崎市向山町１－２２

愛知県 岡崎針崎 愛知県岡崎市針崎町春咲４６－１

愛知県 岡崎元欠町 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１

愛知県 岡崎鴨田本町 愛知県岡崎市鴨田本町１８番１

愛知県 幸田六栗 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１

愛知県 幸田大正 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原３－２

愛知県 西尾住崎 愛知県西尾市永吉四丁目１３番

愛知県 西尾伊藤町 愛知県西尾市伊藤５丁目１番１７

愛知県 大塚海岸 愛知県蒲郡市大塚町勝川１２０番１

愛知県 西尾駅南口 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６

愛知県 幸田坂崎 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３

愛知県 安城篠目童子 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３

愛知県 碧南三度山 愛知県碧南市立山町一丁目２６番地９

愛知県 安城東栄町 愛知県安城市東栄町３－８１６－１

愛知県 安城住吉町 愛知県安城市住吉町３丁目２－１３

愛知県 碧南縄手町 愛知県碧南市縄手町５－１２７－２

愛知県 知立弘法 愛知県知立市弘法一丁目１０番地１

愛知県 刈谷一ツ木七丁目 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５



都道府県 店舗名 住所

愛知県 知立牛田町 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１

愛知県 高浜二池町 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８

愛知県 刈谷広小路四丁目 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地

愛知県 刈谷駅北口 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地

愛知県 刈谷東陽町 愛知県刈谷市東陽町３丁目４６－５

愛知県 知立東海道 愛知県知立市山町小林２８－３

愛知県 知立八ツ田 愛知県知立市八ツ田町川畔５２－１

愛知県 刈谷一ツ木町 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２

愛知県 安城更生病院前 愛知県安城市安城町祥南１－７

愛知県 岡崎羽根西新町 愛知県岡崎市羽根西新町３‐１２

愛知県 知立本町 愛知県知立市本町本７４－１

愛知県 知立新池 愛知県知立市新池二丁目１２１番地

愛知県 大清水 愛知県豊田市大清水町大清水１８７－１

愛知県 豊田荒井町 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１

愛知県 三好あざぶ 愛知県みよし市莇生町原３３番地

愛知県 豊田京町 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４

愛知県 豊田運動公園前 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

愛知県 豊田秋葉 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１

愛知県 豊田若宮 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１

愛知県 豊田丸山南 愛知県豊田市丸山町９丁目８１番

愛知県 藤岡飯野 愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２他８筆

愛知県 御立 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３

愛知県 豊田豊栄町 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１

愛知県 豊田若林西町 愛知県豊田市若林西町長根５３－５

愛知県 大府中央一丁目 愛知県大府市中央町一丁目２２０番地

愛知県 大府北山町 愛知県大府市北山町１丁目６５

愛知県 豊明新栄町 愛知県豊明市新栄町四丁目１４１番地

愛知県 豊明ほら貝 愛知県豊明市前後町螺貝１３８８‐１１

愛知県 半田生見町 愛知県半田市東生見町１５－１０

愛知県 東海富貴ノ台 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２

愛知県 東海名和町 愛知県東海市名和町東岨５０－１

愛知県 東海上野台 愛知県東海市富木島町東山２７－５

愛知県 半田やなべ高山 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４

愛知県 東浦南ヶ丘 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

愛知県 武豊石川橋 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１

愛知県 阿久比横松 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２

愛知県 南知多豊浜 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１

愛知県 半田大池町 愛知県半田市乙川中部区画整理地内２１街区９

愛知県 阿久比福住 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２

愛知県 瀬戸北山 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１

愛知県 みよし保田ケ池 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１

愛知県 瀬戸幡野町 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２

愛知県 瀬戸中水野 愛知県瀬戸市中水野町１丁目５０２番地２

愛知県 瀬戸福元 愛知県瀬戸市福元町１５

愛知県 日進岩崎 愛知県日進市岩崎町岩根９８－１他３筆

愛知県 千種本山 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

愛知県 千種仲田二丁目 愛知県名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号

愛知県 梅森坂三丁目 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地

愛知県 名東山の手 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１

愛知県 名東極楽 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１

愛知県 名東本通三丁目 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４

愛知県 名東猪高台 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番

愛知県 名古屋港知多 愛知県名古屋市港区知多二丁目２０９番地１

愛知県 楠一丁目 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１

愛知県 守山向台二丁目 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地

愛知県 守山瀬古一丁目 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地２

愛知県 刈谷野田 愛知県刈谷市野田町石仏１９番地１

愛知県 中あじま三丁目 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地



都道府県 店舗名 住所

愛知県 新守西 愛知県名古屋市守山区新守西１６０３番地

愛知県 平安一丁目 愛知県名古屋市北区平安一丁目２番２１号

愛知県 守山本地ヶ原 愛知県名古屋市守山区白山３－９０３

愛知県 黒川 愛知県名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地

愛知県 名城公園北 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号

愛知県 名北新沼町 愛知県名古屋市北区新沼町１４４番地

愛知県 貴生町 愛知県名古屋市西区貴生町５３番地１

愛知県 豊山中之町 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３

愛知県 名西康生通 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

愛知県 上名古屋四丁目 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

愛知県 砂原町 愛知県名古屋市西区砂原町４４５番

愛知県 如意三丁目 愛知県名古屋市北区如意３－９８

愛知県 中小田井二丁目 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目３１８番地

愛知県 名古屋大須観音 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

愛知県 名古屋東新町 愛知県名古屋市中区栄四丁目６番１５号

愛知県 錦長島町 愛知県名古屋市中区錦二丁目１０番１８号

愛知県 名古屋広小路伏見 愛知県名古屋市中区栄一丁目３番３号

愛知県 上前津 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

愛知県 上前津二丁目 愛知県名古屋市中区上前津二丁目３０６番３０７番－１

愛知県 伏見通大須 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

愛知県 泉楽通 愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地

愛知県 名古屋大磯通 愛知県名古屋市南区曽池町三丁目１番地

愛知県 港明正一丁目 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２

愛知県 港陽一丁目 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番

愛知県 稲永 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号

愛知県 港十一屋 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目４４３番１

愛知県 粕畠三丁目 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９

愛知県 港正徳町 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番

愛知県 打出二丁目 愛知県名古屋市中川区打出２－１２

愛知県 一色新町 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地

愛知県 中村大宮町 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番

愛知県 中川中野本町 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１

愛知県 大治北間島 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地

愛知県 助光二丁目 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

愛知県 中川野田 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３

愛知県 中川江松 愛知県名古屋市中川区江松５丁目１７３番地

愛知県 中村並木 愛知県名古屋市中村区並木２丁目２７９

愛知県 中川万場 愛知県名古屋市中川区万場５丁目１６０６番１

愛知県 中川玉川町 愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３

愛知県 中村向島 愛知県名古屋市中村区向島町１丁目３６番２

愛知県 千成西 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番

愛知県 西中島二丁目 愛知県名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地

愛知県 宮崎通五丁目 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号

愛知県 瑞穂田光町 愛知県名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地

愛知県 昭和石仏町 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地

愛知県 昭和檀渓通四丁目 愛知県名古屋市昭和区檀渓通四丁目４２番地

愛知県 瑞穂通二丁目 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目１１

愛知県 内田橋 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号

愛知県 熱田花表町 愛知県名古屋市熱田区花表町２１－５

愛知県 熱田桜田町 愛知県名古屋市熱田区桜田町２０番２７号

愛知県 元八事 愛知県名古屋市天白区元八事４－１０３

愛知県 緑区緑高校前 愛知県名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７

愛知県 緑浦里三丁目 愛知県名古屋市緑区浦里三丁目２３５番地

愛知県 植田南一丁目 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

愛知県 大高緑地公園 愛知県名古屋市緑区左京山３０３８番地

愛知県 天白元八事 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地

愛知県 緑鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２

愛知県 緑黒沢台一丁目 愛知県名古屋市緑区黒沢台一丁目１８０３番地



都道府県 店舗名 住所

愛知県 天白高坂 愛知県名古屋市天白区島田黒石３０１

愛知県 名鉄鳴海駅 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田１番地の３

愛知県 緑徳重 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地

愛知県 天白焼山 愛知県名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地

愛知県 緑花台 愛知県名古屋市緑区緑花台７０８

愛知県 緑潮見が丘 愛知県名古屋市緑区潮見が丘１‐７９・８０・８１

愛知県 大高折戸 愛知県名古屋市緑区大高町字神戸１３－１

愛知県 天白植田東 愛知県名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地

愛知県 緑敷田 愛知県名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地

愛知県 春日井大手橋西 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２

愛知県 春日井宮町西 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６

愛知県 味美町 愛知県春日井市味美町２丁目４８

愛知県 如意申町一丁目 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２

愛知県 春日井関田町 愛知県春日井市貴船町１６７番

愛知県 犬山羽黒栄 愛知県犬山市羽黒栄二丁目３２番地２

愛知県 小牧大草東上 愛知県小牧市大字大草字東上２７１８番地６

愛知県 犬山南 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地

愛知県 小牧高根 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６

愛知県 犬山善師野 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９

愛知県 小牧岩崎一丁目 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１

愛知県 小牧中央三丁目 愛知県小牧市中央３丁目２５０

愛知県 一宮平和二丁目 愛知県一宮市平和二丁目１９番１５号

愛知県 一宮黒田 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１

愛知県 一宮明地 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１

愛知県 一宮大和町焼野 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

愛知県 一宮浅井 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

愛知県 一宮開明 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

愛知県 津島宮川 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１

愛知県 津島唐臼 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３

愛知県 岩倉新柳町 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地

愛知県 あま桂 愛知県あま市七宝町桂下り戸２４番地１

愛知県 津島市民病院前 愛知県津島市橘町３丁目３９－１　２

愛知県 北名古屋鹿田国門地 愛知県北名古屋市鹿田国門地３９番地２

愛知県 稲沢天池北 愛知県稲沢市天池牧作町６８番地２

愛知県 稲沢前田 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３

愛知県 近鉄伏屋駅 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１

愛知県 栄長島町通 愛知県名古屋市中区栄二丁目７番１号

愛知県 大平駒場 愛知県岡崎市大平町字駒場２９番地２

愛知県 錦一丁目 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８－２２　名古屋ＡＴビル

三重県 四日市生桑南 三重県四日市市生桑町８１５－１

三重県 四日市笹川通り 三重県四日市市笹川二丁目１０７番地

三重県 四日市日永 三重県四日市市日永東三丁目１番２６号

三重県 四日市十志町 三重県四日市市十志町１２５番地１

三重県 四日市西阿倉川 三重県四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１

三重県 桑名参宮通 三重県桑名市参宮通５７番地１０

三重県 桑名大山田 三重県桑名市野田一丁目７番地１

三重県 陽だまりの丘中央 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１１０３番地

三重県 桑名市民会館前 三重県桑名市新築町９番地１

三重県 桑名赤尾 三重県桑名市大字赤尾４５１－４

三重県 東員町笹尾 三重県員弁郡東員町大字山田３０８１－１

三重県 桑名安永 三重県桑名市大字安永１３４３－１

三重県 菰野町福村 三重県三重郡菰野町大字福村字南起３６番地４

三重県 鈴鹿一ノ宮 三重県鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８

三重県 菰野福村 三重県三重郡菰野町大字福村字高木８９７

三重県 鈴鹿寺家 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

三重県 鈴鹿山本町 三重県鈴鹿市山本町１３－５

三重県 菰野町千草 三重県三重郡菰野町大字千草８１５５－２

三重県 津駅前 三重県津市栄町３－１４２－１



都道府県 店舗名 住所

三重県 久居庄田 三重県津市庄田町２３５２番地の１

三重県 津久居北口 三重県津市久居北口町５０４番地７

三重県 津藤方 三重県津市藤方字米垣内１２３２

三重県 津岩田町 三重県津市岩田７６番地

三重県 津岩田 三重県津市半田３４４８－１

三重県 名張西原町 三重県名張市西原町２４３６番地１

三重県 ゆめが丘西口 三重県伊賀市四十九町１６５８－６

三重県 亀山栄町 三重県亀山市栄町１５０６－４６

三重県 嬉野下之庄町 三重県松阪市嬉野下之庄町１０番地４

三重県 勢和多気 三重県多気郡多気町丹生４５０４番地４

三重県 みくも中道 三重県松阪市中道町５３７番地３

三重県 松阪中道町 三重県松阪市中道町字中大坪３４９－１

三重県 明和大淀 三重県多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１

三重県 明和町 三重県多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

三重県 みくも 三重県松阪市市場庄町字塔田１１６４番１

三重県 熊野有馬 三重県熊野市有馬町５０１４番地

三重県 伊勢船江二丁目 三重県伊勢市船江二丁目４番３号

三重県 鳥羽松尾町 三重県鳥羽市松尾町２番地

三重県 伊勢内宮前 三重県伊勢市宇治浦田一丁目９－１１

三重県 伊勢御薗町 三重県伊勢市御薗町長屋２９５７番地１

三重県 伊勢本町 三重県伊勢市本町５－１９

三重県 志摩浜島町 三重県志摩市浜島町浜島伯母谷１０４６－２

三重県 おばた湯田 三重県伊勢市小俣町湯田５２番地１

三重県 近鉄名張駅 三重県名張市平尾２９６１

三重県 近鉄桑名駅改札内橋上 三重県桑名市大字東方９７

三重県 近鉄四日市駅改札内 三重県四日市市安島１丁目

三重県 四日市上海老町 三重県四日市市上海老町１９０１－４

滋賀県 大津京駅前 滋賀県大津市皇子が丘２－１０－２７

滋賀県 湖南夏見 滋賀県湖南市夏見４１８番地２

滋賀県 草津西大路 滋賀県草津市西大路町２番２９号

滋賀県 甲西三雲 滋賀県湖南市三雲１０７２

滋賀県 守山洲本町 滋賀県守山市洲本町１３４３番地１

滋賀県 国道小柿 滋賀県栗東市小柿３丁目１番１０号

滋賀県 湖南岩根 滋賀県湖南市岩根中央２丁目１０

滋賀県 湖南下田口 滋賀県湖南市下田３９５４－２

滋賀県 守山金森町 滋賀県守山市金森町字赤塚９７３番地

滋賀県 貴生川駅前 滋賀県甲賀市水口町貴生川２丁目１番

滋賀県 大将軍一丁目 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号

滋賀県 大津唐崎一丁目 滋賀県大津市唐崎一丁目６４４番地

滋賀県 長浜豊公園前 滋賀県長浜市公園町８－５７

滋賀県 栗東御園 滋賀県栗東市御園１８１６

滋賀県 栗東安養寺一丁目 滋賀県栗東市安養寺１丁目６－１９

滋賀県 大津西の庄 滋賀県大津市西の庄１２－８

滋賀県 大津高砂 滋賀県大津市高砂町１番１号

滋賀県 市立長浜病院前 滋賀県長浜市大戌亥町高座１１５０

滋賀県 長浜柳町 滋賀県長浜市八幡中山町字柳町２８４番地４

滋賀県 彦根高宮町 滋賀県彦根市高宮町２１５１－３

滋賀県 彦根松原 滋賀県彦根市松原町３６４２番地

滋賀県 近江八幡六枚橋 滋賀県近江八幡市上田町１４４番１

京都府 四条高倉 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町６２

京都府 大宮高辻 京都府京都市下京区高辻大宮町１０３ヤギコービル

京都府 五条新町 京都府京都市下京区新町通五条下ル蛭子町１０７

京都府 東山清水坂 京都府京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２番地１８

京都府 ヤスイカドノ五条 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２

京都府 かどの七条 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１

京都府 四条河原町 京都府京都市中京区下大阪町３４９－６

京都府 河原町蛸薬師 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９５

京都府 御池西洞院 京都府京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８



都道府県 店舗名 住所

京都府 太秦丸太町 京都府京都市右京区太秦開日町１－１

京都府 嵯峨野宮ノ元町 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町２番１

京都府 西院南 京都府京都市右京区西院三蔵町２０番１

京都府 烏丸押小路 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

京都府 伏見桃山東 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５

京都府 伏見舞台町 京都府京都市伏見区舞台町４９番地

京都府 西大路駅前 京都府京都市南区唐橋西平垣町１番６　１Ｆ

京都府 横大路下三栖 京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町２２番

京都府 京都深草フチ町 京都府京都市伏見区深草フチ町１番

京都府 伏見桃山駅前 京都府京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

京都府 伏見片原町 京都府京都市伏見区片原町２９３番２

京都府 伏見中書島 京都府京都市伏見区表町５８９－１

京都府 吉祥院嶋 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町１６番

京都府 亀岡下矢田 京都府亀岡市下矢田町大末２番地１０

京都府 下津林芝ノ宮町 京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

京都府 綾部駅前通 京都府綾部市駅前通３９番地の２

京都府 福知山広峯町 京都府福知山市広峯町６番地

京都府 樫原江ノ本町 京都府京都市西京区樫原江ノ本町１０番地

京都府 南丹八木町 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４１－１

京都府 与謝野町岩滝 京都府与謝郡与謝野町字男山２１７－１

京都府 桂西滝川町 京都府京都市西京区桂西滝川町１９番地

京都府 洛西中山 京都府京都市西京区大枝東新林町２丁目８

京都府 京丹波蒲生 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野２０９－３

京都府 峰中前 京都府京丹後市峰山町荒山小字辻３２０番

京都府 亀岡追分町 京都府亀岡市追分町藪ノ下１１番５

京都府 南丹園部内林町 京都府南丹市園部町内林町東畑３０－４

京都府 梶友西向日駅前 京都府向日市上植野町南開２４－３０

京都府 木津大谷 京都府木津川市木津八後３５番地１

京都府 京都久御山佐古 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１

京都府 木津川台駅前 京都府木津川市吐師宮ノ前４９－６

京都府 今里彦林 京都府長岡京市今里彦林４

京都府 京田辺三山木 京都府京田辺市三山木中央八丁目１０番地１４号

京都府 ＪＲ宇治駅南口 京都府宇治市宇治妙楽１８２番１２トキジンビル１Ｆ

大阪府 枚方東山二丁目 大阪府枚方市東山二丁目４６番地１

大阪府 高槻芝生住宅前 大阪府高槻市芝生町３丁目２２番１１号

大阪府 高槻古曽部 大阪府高槻市古曽部町二丁目２１番３６号

大阪府 枚方デパートメントビル 大阪府枚方市岡本町２－２２

大阪府 枚方岡東町 大阪府枚方市岡東町１７－３６

大阪府 島本江川 大阪府三島郡島本町江川１－２－１５

大阪府 関西外大前 大阪府枚方市中宮東之町２１－９

大阪府 高槻宮田町二丁目 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号

大阪府 富田駅前 大阪府高槻市富田町１－１３－１

大阪府 枚方星丘 大阪府枚方市星丘４丁目１７－１５

大阪府 交野私部 大阪府交野市私部二丁目２２番２号

大阪府 高槻南庄所町 大阪府高槻市南庄所町１７－８

大阪府 高槻川西町一丁目 大阪府高槻市川西町１丁目２２－２７

大阪府 枚方尊延寺 大阪府枚方市尊延寺六丁目２１－１

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ長尾 大阪府枚方市長尾谷町２丁目１２－１

大阪府 枚方市役所前 大阪府枚方市岡東町８－６

大阪府 枚方招提北町 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１

大阪府 阪急高槻市駅前 大阪府高槻市城北町２丁目４番８号　高槻南阪急ビル

大阪府 枚方東香里 大阪府枚方市東香里２丁目２９－７

大阪府 摂津鶴野 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号

大阪府 摂津鳥飼 大阪府摂津市鳥飼西二丁目４０番１５号

大阪府 茨木玉櫛二丁目 大阪府茨木市玉櫛２丁目２９－２７

大阪府 摂津東別府三丁目 大阪府摂津市東別府三丁目８番１１号

大阪府 茨木中総持寺町 大阪府茨木市中総持寺町４番２号

大阪府 阪急総持寺駅前 大阪府茨木市総持寺駅前町６－１



都道府県 店舗名 住所

大阪府 茨木三島中学校南 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号

大阪府 ＪＲ総持寺駅南 大阪府茨木市庄一丁目２４番２１号

大阪府 茨木南春日丘 大阪府茨木市南春日丘１－６－３４

大阪府 彩都西駅前 大阪府茨木市彩都やまぶき一丁目１番４６号

大阪府 茨木彩都やまぶき 大阪府茨木市彩都やまぶき三丁目１番１８号

大阪府 豊中駅西口 大阪府豊中市玉井町１－１０－４

大阪府 池田旭丘一丁目 大阪府池田市旭丘１丁目９番２５号

大阪府 豊中原田南 大阪府豊中市原田南１丁目７－２２

大阪府 豊中少路 大阪府豊中市少路２丁目３－２０

大阪府 曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１丁目２番７号

大阪府 豊中東泉丘 大阪府豊中市東泉丘１丁目７番地１号

大阪府 豊中本町 大阪府豊中市本町３－１－４７

大阪府 庄内駅前 大阪府豊中市庄内西町２－２２－８

大阪府 西淀川御幣島 大阪府大阪市西淀川区御幣島１－１２－２９

大阪府 豊中長興寺 大阪府豊中市長興寺南１－３－８

大阪府 豊中島江町 大阪府豊中市島江町１－２－１８

大阪府 豊中上新田 大阪府豊中市上新田２－２４－４７

大阪府 神崎川駅西 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２

大阪府 池田駅南 大阪府池田市満寿美町１－８－１０１

大阪府 豊中中桜塚 大阪府豊中市中桜塚３－３－６

大阪府 豊中小曽根 大阪府豊中市小曽根４－３－１

大阪府 稲穂姫島通 大阪府大阪市西淀川区姫島３丁目１３－４７

大阪府 庄内東町四丁目 大阪府豊中市庄内東町４丁目２－２５

大阪府 庄内駅東 大阪府豊中市庄内東町２丁目１－３

大阪府 吹田大橋 大阪府吹田市西御旅町１－８

大阪府 武岡小松四丁目 大阪府大阪市東淀川区小松４－１１－１０

大阪府 箕面如意谷 大阪府箕面市如意谷１－８－５４

大阪府 東淀川大桐一丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐１－１－２４

大阪府 佐井寺南が丘 大阪府吹田市佐井寺南が丘９－６

大阪府 菅原七丁目 大阪府大阪市東淀川区菅原７－５－４１

大阪府 箕面小野原東 大阪府箕面市小野原東５－８－１２

大阪府 箕面新稲 大阪府箕面市新稲５－１－２８

大阪府 豊新二丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新２－４－３０

大阪府 小浦下新庄駅前 大阪府大阪市東淀川区下新庄４－１０－１０

大阪府 吹田上山手町 大阪府吹田市上山手町２７－８

大阪府 吹田垂水町一丁目 大阪府吹田市垂水町１－７－６

大阪府 吹田山手町四丁目 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６

大阪府 豊新三丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新３－２６－１６

大阪府 箕面牧落三丁目 大阪府箕面市牧落３丁目２０－３７

大阪府 箕面西宿 大阪府箕面市西宿１－６－７

大阪府 箕面森町 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

大阪府 山田西四丁目 大阪府吹田市山田西４－２－６

大阪府 岸部中 大阪府吹田市岸部中１－１３－１１

大阪府 箕面粟生外院 大阪府箕面市粟生外院二丁目１７－８

大阪府 井高野駅前 大阪府大阪市東淀川区北江口四丁目７番４号

大阪府 吹田豊津町 大阪府吹田市豊津町５３－１

大阪府 ひょうたん山北 大阪府東大阪市本町６－１７

大阪府 吹田青葉丘 大阪府吹田市青葉丘南１－３３

大阪府 門真新橋 大阪府門真市新橋町５－５

大阪府 西三荘 大阪府守口市橋波東之町１ー３ー８

大阪府 守口八雲東町 大阪府守口市八雲東町一丁目２１番２８号

大阪府 大和田駅前 大阪府門真市常称寺町１９－１８

大阪府 門真栄町 大阪府門真市栄町２０－１０

大阪府 関目高殿駅西 大阪府大阪市旭区高殿４－２１－２０

大阪府 大宮五丁目 大阪府大阪市旭区大宮５丁目３－１９

大阪府 新森七丁目 大阪府大阪市旭区新森７丁目５－３５

大阪府 大阪工大前 大阪府大阪市旭区中宮５丁目４－３４

大阪府 高殿七丁目 大阪府大阪市旭区高殿７丁目１－２０



都道府県 店舗名 住所

大阪府 門真大倉町 大阪府門真市大倉町８－２６

大阪府 守口金田町一丁目 大阪府守口市金田町１丁目３－１２

大阪府 守口南寺方東通 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号

大阪府 鶴見安田二丁目 大阪府大阪市鶴見区安田二丁目４番１４号

大阪府 鶴見二丁目 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－１０－１

大阪府 中宮 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９

大阪府 古川橋駅南 大阪府門真市末広町７－５　樋口ビル

大阪府 新森二丁目 大阪府大阪市旭区新森２－２４－２２

大阪府 桃山台駅 大阪府吹田市桃山台５－１－Ｃ２０－Ｂ１０１

大阪府 新高一丁目 大阪府大阪市淀川区新高１－８－４０

大阪府 十三本町 大阪府大阪市淀川区十三本町１－９－２１

大阪府 東三国六丁目 大阪府大阪市淀川区東三国６－１１－８

大阪府 新北野三丁目 大阪府大阪市淀川区新北野３－６－１４

大阪府 淀川区役所前 大阪府大阪市淀川区十三東２－３－１６

大阪府 安治川口駅西 大阪府大阪市此花区島屋４－２－３

大阪府 野中北 大阪府大阪市淀川区野中北２－５－３３

大阪府 西中島七丁目 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目５－２０

大阪府 島屋三丁目 大阪府大阪市此花区島屋３－５－２１

大阪府 西淀川柏里 大阪府大阪市西淀川区柏里２－８－１

大阪府 島屋一丁目 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１－１９

大阪府 加島駅東口 大阪府大阪市淀川区加島３丁目中１－３

大阪府 西淀川佃三丁目 大阪府大阪市西淀川区佃３丁目１９－３０

大阪府 花岡十三元今里 大阪府大阪市淀川区十三元今里３－４－１６

大阪府 十三本町二丁目 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２

大阪府 西三国四丁目 大阪府大阪市淀川区西三国４－７－２

大阪府 西宮原一丁目 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－２８新大阪テラサキ第３ビル

大阪府 日本橋二丁目 大阪府大阪市中央区日本橋二丁目１８番１２号

大阪府 島之内二丁目 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９

大阪府 北浜一丁目 大阪府大阪市中央区北浜１－３－６

大阪府 上本町六丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３

大阪府 千日前通なんば 大阪府大阪市中央区難波３－４－１６　ＥＣＳ第３２ビル

大阪府 黒門市場東 大阪府大阪市中央区日本橋２－１－２４

大阪府 大昌千日前 大阪府大阪市中央区千日前２－８－１

大阪府 久太郎町三丁目 大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目２－１１　船場エクセルビル

大阪府 スバル森小路 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１

大阪府 守口大庭 大阪府守口市大庭町１－１－３

大阪府 天六北 大阪府大阪市北区本庄東１－８－１７

大阪府 茶屋町北 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３０

大阪府 西梅田 大阪府大阪市北区梅田２丁目１－１８

大阪府 関目一丁目 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７

大阪府 天満三丁目 大阪府大阪市北区天満三丁目１０番４号

大阪府 関目駅前 大阪府大阪市城東区成育５－２３－１２

大阪府 高倉町二丁目 大阪府大阪市都島区高倉町２－５－１

大阪府 菱江一丁目 大阪府東大阪市菱江１丁目２９番１８号

大阪府 大今里一丁目 大阪府大阪市東成区大今里１－２２－１５

大阪府 善源寺町二丁目 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号

大阪府 薬ヒグチ谷町二丁目 大阪府大阪市中央区谷町２丁目３－１２　マルイト谷町ビル

大阪府 薬ヒグチＪＲ京橋駅東 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目４－２０

大阪府 東中浜六丁目 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

大阪府 新喜多東 大阪府大阪市城東区新喜多東２丁目１番１号

大阪府 関目三丁目 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９

大阪府 東成しんみちロード 大阪府大阪市東成区大今里３丁目５番８号

大阪府 大正千島一丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３番８７号

大阪府 千鳥橋駅前 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目５番６号

大阪府 四ツ橋南堀江 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１１－６

大阪府 伝法駅前 大阪府大阪市此花区伝法３丁目１４－２

大阪府 南堀江四丁目 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号

大阪府 波除二丁目 大阪府大阪市港区波除２－６－９



都道府県 店舗名 住所

大阪府 大正駅北 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０

大阪府 新町二丁目 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８

大阪府 朝潮橋駅前 大阪府大阪市港区池島１丁目１－１９

大阪府 平野瓜破 大阪府大阪市平野区瓜破西二丁目５番１３号

大阪府 加美正覚寺 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７

大阪府 松崎町 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１４番１２号

大阪府 あべの橋駅前 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目２－２８

大阪府 桑津五丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

大阪府 加美東四丁目 大阪府大阪市平野区加美東４丁目１番２６号

大阪府 文の里二丁目 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里

大阪府 阿倍野王子町 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－５－１５

大阪府 平野 大阪府大阪市平野区平野市町３‐７‐２１

大阪府 桑津一丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

大阪府 喜連西六丁目 大阪府大阪市平野区喜連西六丁目２番７５号

大阪府 平野南一丁目 大阪府大阪市平野区平野南一丁目５ー３１

大阪府 阪南町五丁目 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

大阪府 阿倍野筋二丁目 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９　ＡＩＴビル

大阪府 長居東三丁目 大阪府大阪市住吉区長居東３－４－１１

大阪府 新今宮駅前 大阪府大阪市西成区花園北１－１－８

大阪府 ＭＹＳ八尾中田 大阪府八尾市中田一丁目６２番地

大阪府 ＭＹＳ堺神石市之町 大阪府堺市堺区神石市之町１４－４０

大阪府 住吉苅田五丁目 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１３－７　西武マンション

大阪府 ＭＹＳ我孫子前駅西 大阪府大阪市住吉区遠里小野四丁目１０－１２

大阪府 我孫子道駅前 大阪府大阪市住吉区清水丘２－３３－１５

大阪府 長居駅西 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目９－１４

大阪府 地下鉄あびこ駅南 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１－１１

大阪府 浪速元町三丁目 大阪府大阪市浪速区元町３丁目１０番２３号

大阪府 難波中二丁目 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目５－８

大阪府 日本橋四丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８

大阪府 新今宮駅北 大阪府大阪市浪速区恵美須西３－２－２２

大阪府 ＭＹＳ西住之江二丁目 大阪府大阪市住之江区西住之江２－８－１９

大阪府 山王動物園前 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

大阪府 大東新田西町 大阪府大東市新田西町６－２２

大阪府 大東野崎 大阪府大東市北条１丁目６番１０号

大阪府 寝屋川三井南 大阪府寝屋川市三井南町２３－１７

大阪府 大東寺川 大阪府大東市寺川４－１－９

大阪府 寝屋川高柳二丁目 大阪府寝屋川市高柳２丁目１５－２６

大阪府 幾野四丁目 大阪府交野市幾野４－１８－５

大阪府 寝屋川寿町 大阪府寝屋川市寿町２１番１７号

大阪府 四條畷岡山東 大阪府四條畷市岡山東一丁目１番１３号

大阪府 寝屋川池田本町 大阪府寝屋川市池田本町１８－３１

大阪府 寝屋川初町 大阪府寝屋川市初町２０－７

大阪府 寝屋川下木田 大阪府寝屋川市下木田町１４番２２号

大阪府 四条畷駅前 大阪府大東市学園町３番４号

大阪府 大東赤井 大阪府大東市赤井１丁目３－２２

大阪府 東大阪西堤学園町 大阪府東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号

大阪府 東大阪横小路 大阪府東大阪市横小路町５丁目６番３４号

大阪府 俊徳道 大阪府東大阪市横沼町３－３－１

大阪府 高井田元町 大阪府東大阪市高井田元町１丁目１８－１５

大阪府 小阪駅前 大阪府東大阪市小阪１－１－１２

大阪府 東大阪衣摺 大阪府東大阪市衣摺２丁目１４番６号

大阪府 中新開二丁目 大阪府東大阪市中新開２－１１－７

大阪府 東大阪長田中 大阪府東大阪市長田中１丁目１－９

大阪府 東大阪南荘町 大阪府東大阪市南荘町３－２０

大阪府 東大阪御厨栄町 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目５番１７号

大阪府 東大阪玉串町西 大阪府東大阪市玉串町西３丁目３番３０号

大阪府 近鉄八戸ノ里駅前 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１

大阪府 八戸ノ里駅東 大阪府東大阪市小阪３丁目６－１３



都道府県 店舗名 住所

大阪府 東大阪旭町 大阪府東大阪市旭町２２－１７

大阪府 国分駅西口 大阪府柏原市国分西１－１－１７

大阪府 八尾山城町 大阪府八尾市山城町二丁目３番２１号

大阪府 柏原田辺一丁目 大阪府柏原市田辺１丁目３番２号

大阪府 松原三宅 大阪府松原市三宅中７丁目２－３０

大阪府 松原阿保三丁目 大阪府松原市阿保三丁目１番１９号

大阪府 藤井寺北岡 大阪府藤井寺市北岡１－５－５

大阪府 羽曳野誉田 大阪府羽曳野市誉田７－８９０－２

大阪府 藤井寺野中五丁目 大阪府藤井寺市野中五丁目６－５３

大阪府 八尾高安町 大阪府八尾市高安町南七丁目３番

大阪府 曙川東一丁目 大阪府八尾市曙川東一丁目５７

大阪府 柏原平野 大阪府柏原市平野１丁目８番１５号

大阪府 ＪＲ久宝寺駅前 大阪府八尾市龍華町２丁目１番１　坂本ビル３階

大阪府 堺菩提町 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４

大阪府 天美我堂三丁目 大阪府松原市天美我堂３丁目１２４番４

大阪府 近鉄八尾駅前 大阪府八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号

大阪府 松原丹南四丁目 大阪府松原市丹南４－１７６－１

大阪府 八尾緑ケ丘一丁目 大阪府八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６

大阪府 八尾太田新町 大阪府八尾市太田新町１－３４３

大阪府 松原新堂四丁目 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１

大阪府 京屋宿院 大阪府堺市堺区宿院町東３－１－１

大阪府 堺新金岡 大阪府堺市北区新金岡町五丁１番２号

大阪府 堺南花田 大阪府堺市北区南花田町３０

大阪府 堺北野田駅前 大阪府堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号

大阪府 京屋長曽根 大阪府堺市北区長曽根町３００１－３

大阪府 ＪＲ堺市駅前 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６

大阪府 堺榎元町 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

大阪府 堺上 大阪府堺市西区上９７－４

大阪府 堺錦綾町 大阪府堺市堺区錦綾町２－３－１６

大阪府 堺鳳東町 大阪府堺市西区鳳東町２丁１６２－１

大阪府 堺西野 大阪府堺市東区西野４７９番１

大阪府 堺高松 大阪府堺市東区高松７０－４

大阪府 ＪＲ鳳駅前 大阪府堺市西区鳳東町１丁７番地３０

大阪府 堺金岡町 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１

大阪府 フェニックス通り 大阪府堺市堺区住吉橋町１丁１番１９号

大阪府 堺初芝駅前 大阪府堺市東区日置荘西町１丁２１番１９号

大阪府 堺中長尾町 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

大阪府 堺草部 大阪府堺市西区草部２５７－１

大阪府 狭山今熊 大阪府大阪狭山市今熊１－５９－１

大阪府 堺泉北竹城台 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

大阪府 河内長野市町 大阪府河内長野市市町１１３５－１　１１３６－１

大阪府 河南一須賀 大阪府南河内郡河南町大字一須賀１１４－１

大阪府 堺大庭寺 大阪府堺市南区大庭寺７９３－１

大阪府 泉ヶ丘駅前 大阪府堺市南区茶山台１－２－３

大阪府 富田林小金台 大阪府富田林市小金台１丁目４－３０

大阪府 河内長野南貴望ヶ丘 大阪府河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６

大阪府 泉北晴美台三丁 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３

大阪府 富田林津々山台 大阪府富田林市津々山台５－５－８

大阪府 泉佐野高松東 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３

大阪府 鳥取南 大阪府阪南市鳥取４７４－２

大阪府 貝塚駅前 大阪府貝塚市海塚一丁目１番８号

大阪府 貝塚東山 大阪府貝塚市東山６丁目９－２５

大阪府 泉佐野俵屋 大阪府泉佐野市市場西１丁目３６６番１

大阪府 阪南尾崎町五丁目 大阪府阪南市尾崎町５丁目１４－８

大阪府 熊取五門 大阪府泉南郡熊取町五門西１丁目１－１４

大阪府 熊取駅前 大阪府泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８

大阪府 泉大津尾井千原 大阪府泉大津市尾井千原町１２４番地の４

大阪府 泉大津東港町 大阪府泉大津市東港町１５－１８



都道府県 店舗名 住所

大阪府 伏屋町三丁目 大阪府和泉市伏屋町３－７－２６

大阪府 土生町二丁目 大阪府岸和田市土生町二丁目１６番３５号

大阪府 和泉光明台 大阪府和泉市三林町８１９－６

大阪府 東大阪三島 大阪府東大阪市三島１－１２－１６

大阪府 堺大野芝町 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１

大阪府 吉井町二丁目 大阪府岸和田市吉井町二丁目１９番２７号

大阪府 浜寺石津町 大阪府堺市西区浜寺石津町西３－４－１９

大阪府 富田林中野町 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７－１

大阪府 近鉄阿部野橋駅西改札内 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

大阪府 近鉄上本町駅地下中央改札内 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

大阪府 近鉄阿部野橋駅地下中改札内 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

大阪府 近鉄河内天美駅前 大阪府松原市天美　南３丁目１５－４５

大阪府 近鉄針中野駅 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８

大阪府 近鉄若江岩田駅 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５

大阪府 近鉄河内松原駅 大阪府松原市上田３丁目５－１

大阪府 なかもず駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２－１０１

兵庫県 日高町岩中 兵庫県豊岡市日高町岩中６６９－１

兵庫県 福崎辻川西 兵庫県神崎郡福崎町西田原１２９５－１

兵庫県 豊岡千代田町 兵庫県豊岡市千代田町１０番１８号

兵庫県 中町森本 兵庫県多可郡多可町中区森本２１５番地１

兵庫県 尼崎南塚口町 兵庫県尼崎市南塚口町三丁目１１番７号

兵庫県 尼崎元浜町 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地

兵庫県 近松公園 兵庫県尼崎市上坂部３－２８－２２

兵庫県 尼崎塚口本町 兵庫県尼崎市塚口本町７丁目１２－８

兵庫県 尼崎武庫之荘駅前 兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目２番４号

兵庫県 阪急伊丹駅前 兵庫県伊丹市中央１－５－２１

兵庫県 ＪＲ伊丹駅前通 兵庫県伊丹市伊丹１－８－２１

兵庫県 西長洲 兵庫県尼崎市西長洲町１－７－２４

兵庫県 ＪＲ立花駅前 兵庫県尼崎市立花町４丁目２－１

兵庫県 尼崎南警察署前 兵庫県尼崎市昭和通二丁目８番８

兵庫県 ＪＲ尼崎駅西 兵庫県尼崎市長洲西通１丁目１１－１６

兵庫県 伊丹森本 兵庫県伊丹市森本四丁目６４番

兵庫県 立花東 兵庫県尼崎市三反田町一丁目１３番１

兵庫県 伊丹緑ヶ丘 兵庫県伊丹市緑ケ丘六丁目６６番１

兵庫県 西難波町 兵庫県尼崎市西難波町二丁目８番８号

兵庫県 尼崎下坂部 兵庫県尼崎市下坂部四丁目７番２１

兵庫県 伊丹野間二丁目 兵庫県伊丹市野間二丁目９番５号

兵庫県 伊丹瑞原 兵庫県伊丹市瑞原３丁目５７番

兵庫県 福田東鳴尾町一丁目 兵庫県西宮市東鳴尾町１－９－１８

兵庫県 川西鼓が滝 兵庫県川西市鼓が滝二丁目１番３２号

兵庫県 上大市四丁目 兵庫県西宮市上大市四丁目７番１７号

兵庫県 猪名川パークタウン 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４

兵庫県 ＪＲ西宮駅南 兵庫県西宮市池田町９－７

兵庫県 西宮久保町 兵庫県西宮市久保町７－２１

兵庫県 西宮獅子ヶ口 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１番３９号

兵庫県 宝塚警察署前 兵庫県宝塚市旭町２丁目１０番１８号

兵庫県 宝塚美幸町 兵庫県宝塚市美幸町１０－４５

兵庫県 川西久代 兵庫県川西市久代３－２２－１４

兵庫県 西宮今津港町 兵庫県西宮市今津港町３番２７号

兵庫県 西宮瓦木 兵庫県西宮市上甲子園３－５－３０

兵庫県 阪急門戸厄神駅前 兵庫県西宮市下大市東町９番３号

兵庫県 小林四丁目 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

兵庫県 兵庫駅北 兵庫県神戸市兵庫区駅前通一丁目２番１号

兵庫県 深江本町一丁目 兵庫県神戸市東灘区深江本町１丁目３番１０号

兵庫県 神鉄花山駅前 兵庫県神戸市北区幸陽町１－３－４

兵庫県 柳屋ひよどり台 兵庫県神戸市北区ひよどり台３丁目１１－１２

兵庫県 下沢通 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目２番１３号

兵庫県 柳筋北 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通二丁目８番１２号



都道府県 店舗名 住所

兵庫県 神戸湊町 兵庫県神戸市兵庫区湊町２丁目４番１０－２号

兵庫県 西鈴蘭台 兵庫県神戸市北区北五葉１丁目１３

兵庫県 東灘本庄町 兵庫県神戸市東灘区本庄町１－３－１２

兵庫県 摂津本山南 兵庫県神戸市東灘区田中町１丁目１番１５号

兵庫県 鈴蘭台駅前 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町一丁目１２番１２号

兵庫県 神戸花隈 兵庫県神戸市中央区花隈町２０－８

兵庫県 三宮センイ街 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

兵庫県 六甲道駅前 兵庫県神戸市灘区永手町４丁目１番１号プリコ六甲道東館

兵庫県 柳屋生田新道 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目７番４号

兵庫県 湊川駅前 兵庫県神戸市兵庫区上沢通１丁目１－１

兵庫県 垂水泉が丘二丁目 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号

兵庫県 神戸枝吉 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目２５５番地

兵庫県 神戸垂水星陵台 兵庫県神戸市垂水区星陵台４丁目３番４０号

兵庫県 神戸垂水塩屋 兵庫県神戸市垂水区塩屋町８丁目８番５３号

兵庫県 高速長田駅前 兵庫県神戸市長田区四番町８丁目３　長田セントラルビル１階

兵庫県 志筑 兵庫県淡路市志筑３１１１番１３

兵庫県 東浦久留麻 兵庫県淡路市久留麻２０４７－１

兵庫県 須磨浦通 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通５丁目６番２８号

兵庫県 神戸池上 兵庫県神戸市西区池上４丁目２３－３

兵庫県 垂水海岸通 兵庫県神戸市垂水区海岸通８－１９

兵庫県 新長田駅北 兵庫県神戸市長田区松野通一丁目５番１４号

兵庫県 西明石駅前 兵庫県明石市小久保２－１－９　ラ・コンテ西明石

兵庫県 明石魚住 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１４－７

兵庫県 高砂伊保 兵庫県高砂市伊保四丁目３８２

兵庫県 加古川一色 兵庫県加古川市平岡町一色西２丁目１９９番地

兵庫県 明石大道町一丁目 兵庫県明石市大道町一丁目１番２１号

兵庫県 明石大久保中央 兵庫県明石市大久保町大窪字田上２４７番１

兵庫県 明石土山北 兵庫県明石市魚住町清水２２６０－１

兵庫県 東神吉町 兵庫県加古川市東神吉町神吉１０２４番１

兵庫県 加古川東ランプ 兵庫県加古川市平岡町新在家９２９番２

兵庫県 野口町坂元 兵庫県加古川市野口町坂元１０１７番

兵庫県 ＪＲ大久保駅北 兵庫県明石市大久保町　駅前１丁目１３－２８　小川ビル

兵庫県 加古川野口町 兵庫県加古川市野口町野口１１９番３

兵庫県 三木広野 兵庫県三木市志染町広野５丁目７３番１

兵庫県 加古川福沢 兵庫県加古川市野口町水足４－２

兵庫県 小野黒川 兵庫県小野市黒川町１３７４－１

兵庫県 加古川尾上町 兵庫県加古川市尾上町今福４１９番１

兵庫県 米田町 兵庫県高砂市米田町米田１０１４番

兵庫県 姫路東郷町 兵庫県姫路市野里１５番地１１

兵庫県 姫路高浜 兵庫県姫路市広畑区高浜町２丁目２５

兵庫県 姫路壱丁町 兵庫県姫路市坂田町１５４

兵庫県 たつの山津屋 兵庫県たつの市揖保川町山津屋７０番１

兵庫県 新宮平野 兵庫県たつの市新宮町平野９９－１０８

兵庫県 豊富ランプ 兵庫県姫路市砥堀字丁田１８２‐１

兵庫県 広峰 兵庫県姫路市城北新町二丁目１９－２７

兵庫県 加古川新野辺 兵庫県加古川市別府町新野辺３０３０番地

兵庫県 うかいや阿成 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木６４９番地

兵庫県 姫路みゆき通 兵庫県姫路市駅前町３４１番地福富ビル

兵庫県 浜の宮駅前 兵庫県加古川市尾上町口里８１４番地の３２

兵庫県 神屋町南 兵庫県姫路市神屋町三丁目３７番５

兵庫県 姫路実法寺 兵庫県姫路市実法寺９０番１

兵庫県 山陽網干駅北 兵庫県姫路市網干区垣内中町３３番地の１

兵庫県 姫路大手前 兵庫県姫路市白銀町６７番地

兵庫県 大久保町 兵庫県明石市大久保町大久保町４５３番地の１

兵庫県 西鹿沢 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢１３６番地３

兵庫県 相生文化会館前 兵庫県相生市相生６丁目１番３

兵庫県 姫路国分寺 兵庫県姫路市御国野町国分寺１５９番地１

兵庫県 姫路仁豊野 兵庫県姫路市仁豊野４６３番１



都道府県 店舗名 住所

兵庫県 西夢前台五丁目 兵庫県姫路市広畑区西夢前台五丁目３６番１２

兵庫県 姫路飾磨今在家 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０６８番地１４

兵庫県 宝塚高司 兵庫県宝塚市高司二丁目１７番４０号

奈良県 猿沢池 奈良県奈良市橋本町６番地

奈良県 奈良藤ノ木台 奈良県奈良市中町２２９番地の１

奈良県 三郷立野南 奈良県生駒郡三郷町立野南２丁目１１番３号

奈良県 奈良宝来 奈良県奈良市宝来３丁目１番２号

奈良県 奈良学園大和町 奈良県奈良市学園大和町六丁目７０６番地４

奈良県 北郡山 奈良県大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

奈良県 奈良紀寺町 奈良県奈良市紀寺町６８２番１

奈良県 橿原四条 奈良県橿原市四条町２８４番１

奈良県 奈良西大寺本町 奈良県奈良市西大寺本町５－１３

奈良県 郡山杉町 奈良県大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４

奈良県 斑鳩法隆寺南 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南２丁目１番１２号

奈良県 大和郡山外川町 奈良県大和郡山市外川町５３番１

奈良県 生駒東松ヶ丘 奈良県生駒市東松ヶ丘４番１１－１０１号

奈良県 生駒上町 奈良県生駒市上町９２番地

奈良県 近鉄筒井駅前 奈良県大和郡山市筒井町６３５番地１

奈良県 天理柳本 奈良県天理市柳本町７００番地４

奈良県 河合町池部 奈良県北葛城郡河合町池部二丁目４番５号

奈良県 葛城八川 奈良県葛城市八川９３番地１

奈良県 磯城三宅 奈良県磯城郡三宅町大字屏風４１６番地の５

奈良県 大西天理東 奈良県天理市布留町１０３－１

奈良県 橿原神宮前駅西口 奈良県橿原市久米町５６８番地

奈良県 高取清水谷 奈良県高市郡高取町大字清水谷７番地１

奈良県 天理九条町 奈良県天理市九条町６１７－１

奈良県 エムズドラッグ大和高田 奈良県大和高田市市場７９６－２

奈良県 桜井市役所南 奈良県桜井市大字粟殿１５８番２

奈良県 近鉄桜井駅前 奈良県桜井市桜井１９０－２

奈良県 中登美ヶ丘六丁目 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目

奈良県 近鉄橿原神宮前駅 奈良県橿原市久米町６１８

和歌山県 和歌山南出島 和歌山県和歌山市南出島７５番地１

和歌山県 和歌山小雑賀 和歌山県和歌山市小雑賀５７２番地１

和歌山県 和歌山古屋 和歌山県和歌山市古屋２１３－５

和歌山県 和歌山秋月 和歌山県和歌山市秋月４６９－２

和歌山県 岩出川尻 和歌山県岩出市川尻１７３番１

和歌山県 和歌山県庁正門前 和歌山県和歌山市小松原通１－１－３６

和歌山県 和歌山里 和歌山県和歌山市里５３番１

和歌山県 和歌山直川 和歌山県和歌山市直川５５０－１

和歌山県 橋本古佐田 和歌山県橋本市古佐田２丁目６番４号

和歌山県 高野山 和歌山県伊都郡高野町高野山２８８番地

和歌山県 打田上野 和歌山県紀の川市打田１３５５－１

和歌山県 串本町桟橋 和歌山県東牟婁郡串本町串本１９０８番地１

和歌山県 有田宮原 和歌山県有田市宮原町須谷５４５－１

和歌山県 有田辻堂 和歌山県有田市辻堂６３番地

和歌山県 田辺下万呂 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０

和歌山県 有田箕島 和歌山県有田市箕島７３０－４

和歌山県 有田川熊井 和歌山県有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１

和歌山県 海南日方 和歌山県海南市日方字新濱１２７４－８８

和歌山県 有田川水尻 和歌山県有田郡有田川町大字水尻７－３

和歌山県 日高美浜町 和歌山県日高郡美浜町大字田井４２６－２

和歌山県 白浜湯崎 和歌山県西牟婁郡白浜町１９０３

和歌山県 海南重根 和歌山県海南市重根西１丁目１－１８

鳥取県 吉成一丁目 鳥取県鳥取市吉成一丁目７番６０号

鳥取県 米子旗ヶ崎 鳥取県米子市旗ヶ崎三丁目４５０番１

鳥取県 倉吉清谷 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地

鳥取県 鳥取湖山 鳥取県鳥取市湖山町東一丁目２６４番地１

鳥取県 倉吉駅前通り 鳥取県倉吉市山根６２０番１



都道府県 店舗名 住所

鳥取県 倉吉宮川 鳥取県倉吉市宮川町ニ丁目４５番地

鳥取県 はわい長瀬 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬７６１番地１０

鳥取県 伯耆溝口 鳥取県西伯郡伯耆町溝口１５３番地１

鳥取県 岩美町大谷 鳥取県岩美郡岩美町大谷１５６５番地２

鳥取県 新開三丁目 鳥取県米子市新開三丁目２番８号

鳥取県 湯梨浜町 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島１５７番１

鳥取県 鳥取国府 鳥取県鳥取市国府町分上１丁目１０２

鳥取県 境港元町 鳥取県境港市元町１９１５番地５

鳥取県 鳥取伏野 鳥取県鳥取市伏野字溝河２４９１番３

島根県 道の駅本庄 島根県松江市野原町４０１－８

島根県 松江春日 島根県松江市春日町２５番地１

島根県 いずも神門 島根県出雲市神門町７９７番地

島根県 松江矢田 島根県松江市矢田町１９４－２

島根県 浜山公園入口 島根県出雲市浜町５０５番地３

島根県 松江下東川津 島根県松江市下東川津町１６１番地１

島根県 松江東朝日町 島根県松江市東朝日町８８番地５

島根県 浜乃木一丁目 島根県松江市浜乃木一丁目１４番１０号

島根県 松江古志原 島根県松江市古志原五丁目１４番４０

島根県 松江東津田 島根県松江市東朝日町２５０番地２

島根県 松江西浜佐陀 島根県松江市西浜佐陀町１０２４番地

島根県 浜乃木六丁目 島根県松江市浜乃木六丁目２９－２

島根県 松江乃白 島根県松江市乃白町２５６番地１

島根県 松江西津田 島根県松江市西津田３－１３－９

岡山県 岡山庭瀬 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山県 花尻あかね町 岡山県岡山市北区花尻あかね町１２番地１０５

岡山県 岡大前 岡山県岡山市北区津島新野一丁目６番３２号

岡山県 岡山下足守 岡山県岡山市北区下足守１９２１－５

岡山県 総社東 岡山県総社市井手７８８番地２

岡山県 岡山今七丁目 岡山県岡山市北区今７－６－７

岡山県 野田一丁目 岡山県岡山市北区野田１丁目１０－２

岡山県 笠岡美の浜 岡山県笠岡市横島５２９番地１

岡山県 岡山駅前 岡山県岡山市北区駅前町２－１－１０１

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ井原 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

岡山県 鴨方町本庄 岡山県浅口市鴨方町本庄６４０－１２

岡山県 岡山西大寺松崎 岡山県岡山市東区西大寺松崎１５６番地の５

岡山県 岡山片岡 岡山県岡山市南区片岡１２０番地１

岡山県 岡山青江六丁目 岡山県岡山市南区青江６－５－４

岡山県 岡山藤田南 岡山県岡山市南区藤田２２７－９

岡山県 岡山国富 岡山県岡山市中区国富字中相６２５番１

岡山県 岡山目黒町 岡山県岡山市東区目黒町２５－３

岡山県 岡山藤原西町 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

岡山県 倉敷鶴の浦 岡山県倉敷市鶴の浦３丁目４番１１号

岡山県 倉敷児島小川 岡山県倉敷市児島小川９丁目８番３号

岡山県 新倉敷北 岡山県倉敷市玉島爪崎字西壱丁目２１２番地２

岡山県 倉敷玉島 岡山県倉敷市玉島８３８番地１

岡山県 倉敷宮前 岡山県倉敷市宮前４４３番地１

岡山県 倉敷下庄 岡山県倉敷市下庄３２６－７

岡山県 倉敷笹沖 岡山県倉敷市笹沖８－６

岡山県 倉敷浜ノ茶屋 岡山県倉敷市浜ノ茶屋１丁目７番１６号

岡山県 真備町 岡山県倉敷市真備町尾崎９６６－１

広島県 福山東深津町 広島県福山市東深津町２丁目９－５１

広島県 因島因北 広島県尾道市因島中庄町宝大地７０１番１

広島県 新涯中央 広島県福山市新涯町３－３０－２

広島県 府中目崎 広島県府中市目崎町３１２番地２

広島県 福山曙六丁目 広島県福山市曙町六丁目１番５号

広島県 尾道高須町 広島県尾道市高須町５９３－４

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県福山市松永町６丁目８－１８

広島県 福山引野町 広島県福山市引野町４丁目１３－１２



都道府県 店舗名 住所

広島県 Ａコープ西城 広島県庄原市西城町大佐７５０－１

広島県 安芸瀬野駅前 広島県広島市安芸区瀬野二丁目８２４番１

広島県 安芸鶴江 広島県安芸郡府中町鶴江二丁目１７－３

広島県 矢野ニュータウン 広島県広島市安芸区矢野南１－１７－３

広島県 広島東部流通団地 広島県広島市安芸区矢野新町２－２－２

広島県 西条下見 広島県東広島市西条町下見４４４５－２

広島県 黒瀬兼広 広島県東広島市黒瀬町兼広８６０‐１

広島県 西条三永一丁目 広島県東広島市三永一丁目２－１４

広島県 広古新開七丁目 広島県呉市広古新開七丁目３４番２８号

広島県 八本松駅前 広島県東広島市八本松町飯田１６８

広島県 呉伏原 広島県呉市伏原１－１３－８

広島県 三原港町 広島県三原市港町三丁目２番１号

広島県 江田島江南 広島県江田島市江田島町江南二丁目３番１号

広島県 広本町三丁目 広島県呉市広本町３丁目２１－２６

広島県 郷原野路の里 広島県呉市郷原野路の里一丁目１７番５号

広島県 西条三升原 広島県東広島市西条町大字大沢９７番８

広島県 中野東一丁目 広島県広島市安芸区中野東１丁目２２番２５号

広島県 音戸の瀬戸 広島県呉市音戸町北隠渡一丁目２番８号

広島県 広島白島 広島県広島市中区東白島町１５－６

広島県 緑井三丁目 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７

広島県 広島観音新町 広島県広島市西区観音新町３丁目７－３３

広島県 広島西白島 広島県広島市中区西白島町１５－１

広島県 広島松原町 広島県広島市南区松原町５番１号

広島県 吉島西二丁目 広島県広島市中区吉島西２－１７－２４－２

広島県 紙屋町東 広島県広島市中区基町１２－３　ＣＯＩ広島紙屋町ビル

広島県 東雲本町 広島県広島市南区東雲本町１丁目５－６

広島県 西条東 広島県東広島市西条町大字西条東７９５－５

広島県 八本松東三丁目 広島県東広島市八本松東３丁目１番１９号

広島県 Ａシティー 広島県広島市安佐南区大塚西６－１３－１

広島県 府中町新地 広島県安芸郡府中町新地３番９４号

広島県 宇品西 広島県広島市南区宇品西５丁目１１番１号ー１０２

広島県 広島大町東 広島県広島市安佐南区大町東３丁目８番３６号

広島県 広島井口 広島県広島市西区井口五丁目３番地３１号

広島県 五日市コイン通り 広島県広島市佐伯区五日市５－１６－２６

広島県 廿日市津田 広島県廿日市市津田３９１－２

広島県 宮内串戸駅前 広島県廿日市市串戸４丁目１４番１４

広島県 海老園 広島県広島市佐伯区海老園２丁目７番３８号

広島県 曙四丁目 広島県広島市東区曙４－１－３２

広島県 三吉町四丁目 広島県福山市三吉町４丁目１２番１４号

山口県 光虹ヶ浜 山口県光市虹ケ浜３丁目２４番１２号

山口県 柳井古開作 山口県柳井市古開作６５５－１

山口県 防府鋳物師町 山口県防府市鋳物師町１４９１番１

山口県 防府車塚町 山口県防府市車塚町９番３５号

山口県 防府西浦 山口県防府市大字西浦字江ノ尻２２３１－１

山口県 山口嘉川 山口県山口市嘉川５０５７番４

山口県 周南徳山 山口県周南市大字徳山７８５８番地の１８

山口県 田布施麻郷 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３４３２－５

山口県 山口東山二丁目 山口県山口市東山２丁目４番２号

山口県 小郡前田町 山口県山口市小郡前田町１番１０号

山口県 周南楠木一丁目 山口県周南市楠木１丁目７番２０号

山口県 下関富任町 山口県下関市富任町五丁目１５番４２号

山口県 周南下上 山口県周南市大字下上１５０９番地の１

山口県 防府八王子 山口県防府市八王子１丁目１１－９

山口県 周南周陽町 山口県周南市周陽１丁目１０－２５

山口県 宇部東梶返 山口県宇部市東梶返四丁目９番５２号

山口県 下関王喜 山口県下関市王喜本町４丁目３番１４号

山口県 下関伊倉 山口県下関市川中豊町一丁目１番２４番

山口県 下関長府 山口県下関市長府江下町２番２号



都道府県 店舗名 住所

山口県 下関彦島迫町 山口県下関市彦島迫町１丁目１１番５号

山口県 下関小月茶屋 山口県下関市小月茶屋二丁目７番１０号

山口県 宇部南小羽山町 山口県宇部市南小羽山町一丁目９番４２号

山口県 宇部寿町 山口県宇部市寿町三丁目６番７号

徳島県 徳島佐那河内 徳島県名東郡佐那河内村下字中辺２９番地５

徳島県 鳴門黒崎 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２２３番地

徳島県 徳島大原町 徳島県徳島市大原町千代ヶ丸１２８－１

徳島県 北島工業団地 徳島県板野郡北島町北村字鍋井６４－１

徳島県 藍住町奥野 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊２４４‐４

徳島県 吉野町西条 徳島県阿波市吉野町西条字中小路１８－２

徳島県 西須賀 徳島県徳島市西須賀町中開３４番１

徳島県 鴨島上下島 徳島県吉野川市鴨島町鴨島字本郷２２５番地５

徳島県 徳島佐古一番町 徳島県徳島市佐古一番町４番１号

徳島県 脇町拝原 徳島県美馬市脇町字拝原２０３１番

徳島県 住吉三丁目 徳島県徳島市住吉三丁目１番５号

徳島県 阿南富岡 徳島県阿南市富岡町南向１５－１

徳島県 徳島北矢三町 徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号

徳島県 市場町 徳島県阿波市市場町山野上字白坂２４９－１１

徳島県 川島町三ツ島 徳島県吉野川市川島町三ツ島字北新田５６４－１

徳島県 徳島沖浜三丁目 徳島県徳島市沖浜３丁目２８番地１

香川県 高松西春日 香川県高松市西春日町字大畑１６８８番地１

香川県 高松西ハゼ町 香川県高松市西ハゼ町２６２

香川県 古高松 香川県高松市高松町２１４８番１

香川県 木太町八区 香川県高松市木太町３８４３－１

香川県 高松桜町 香川県高松市桜町１丁目９－１５

香川県 高松牟礼町 香川県高松市牟礼町牟礼３７２０－５６６

香川県 国分寺福家 香川県高松市国分寺町福家甲２９３７－１

香川県 高瀬町下麻 香川県三豊市高瀬町下麻８６４－１

香川県 まんのう町炭所 香川県仲多度郡まんのう町炭所西１４５６－５

香川県 丸亀土器町東 香川県丸亀市土器町東六丁目４７－１

香川県 観音寺高屋町 香川県観音寺市高屋町５６９番地１

香川県 三野町大見 香川県三豊市三野町大見甲３８４９番地１

愛媛県 新居浜宮西 愛媛県新居浜市宮西町５番４８号

愛媛県 川之江町 愛媛県四国中央市川之江町２５２８－９

愛媛県 西条加茂川 愛媛県西条市中野甲４６５－１

愛媛県 新居浜坂井町 愛媛県新居浜市坂井町２丁目２番３０号

愛媛県 新居浜松原町 愛媛県新居浜市松原町１０番１１

愛媛県 松山衣山 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地

愛媛県 松山磯河内 愛媛県松山市磯河内甲８番地１

愛媛県 松前恵久美 愛媛県伊予郡松前町大字恵久美６２０－１

愛媛県 道後北代 愛媛県松山市道後北代１２７１番３

愛媛県 松山高井 愛媛県松山市高井町６７３－４

愛媛県 松山東石井 愛媛県松山市東石井３丁目８番８号

愛媛県 松前役場前 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

愛媛県 松山来住町 愛媛県松山市来住町１２９９番１

愛媛県 Ａコープいよ 愛媛県伊予市市場１２７－１

愛媛県 松山フライブルク通り 愛媛県松山市生石町１２４番地

愛媛県 全農ふれっしゅ広場 愛媛県東温市北野田３４５

愛媛県 松山生石 愛媛県松山市南吉田町１８２８番地３

愛媛県 松山小村町 愛媛県松山市小村町３２９番地１

愛媛県 野村 愛媛県西予市野村町野村１１号６５番地１

愛媛県 大洲徳森 愛媛県大洲市徳森２２４５番８

愛媛県 八幡浜昭和通 愛媛県八幡浜市字下浜田１３５５番２７

愛媛県 宇和島桝形 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

愛媛県 宇和島吉田魚棚 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０番地２

愛媛県 内子城廻 愛媛県喜多郡内子町城廻５６０番１

高知県 宿毛バイパス 高知県宿毛市駅東町３丁目１０９番地１０９番

高知県 四万十大橋通 高知県四万十市中村大橋通６丁目２街区９号



都道府県 店舗名 住所

高知県 高須新町 高知県高知市高須新町１－１－４３

高知県 安芸矢ノ丸 高知県安芸市矢ノ丸２丁目１番２号

高知県 野市大谷 高知県香南市野市町大谷中ノ坪８９２番

高知県 高知介良バイパス 高知県高知市介良乙１１２７番１

高知県 よさこい咲都 高知県高知市栄田町二丁目４番１２号

高知県 高知日の出町 高知県高知市日の出町２－２

高知県 高知南はりまや町 高知県高知市南はりまや町１－２－６

高知県 高知大橋通り 高知県高知市帯屋町２丁目４番１２号

高知県 高知南河ノ瀬 高知県高知市南河ノ瀬町５５‐２

高知県 高知帯屋町 高知県高知市帯屋町一丁目９番１２号

高知県 高知神田 高知県高知市神田４１１－１

福岡県 豊前市役所前 福岡県豊前市大字吉木１００７番１１

福岡県 門司泉ヶ丘 福岡県北九州市門司区泉ヶ丘４番２０号

福岡県 小倉下曽根一丁目 福岡県北九州市小倉南区下曽根一丁目２番２７号

福岡県 行橋行事 福岡県行橋市行事四丁目１９番２０号

福岡県 苅田若久町二丁目 福岡県京都郡苅田町若久町二丁目１７番３

福岡県 小倉津田バイパス 福岡県北九州市小倉南区津田１－９－４３

福岡県 平尾台入口 福岡県北九州市小倉南区大字木下１２２４－１

福岡県 レトロ門司港駅前 福岡県北九州市門司区港町７－８門司郵船ビル１Ｆ

福岡県 小倉志井六丁目 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号

福岡県 北九大西 福岡県北九州市小倉南区北方４丁目３番１２号

福岡県 小倉駅北口 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

福岡県 八幡本城東 福岡県北九州市八幡西区本城東３丁目２９９－１・２９９－２・３００

福岡県 海老津駅前 福岡県遠賀郡岡垣町海老津２丁目２番５号

福岡県 若松高須東三丁目 福岡県北九州市若松区高須東三丁目５番５号

福岡県 八幡香月西 福岡県北九州市八幡西区香月西三丁目９番２５号

福岡県 八幡学研台 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１丁目３番１号

福岡県 八幡上香月一丁目 福岡県北九州市八幡西区上香月１丁目７番２０号

福岡県 福岡寺塚 福岡県福岡市南区寺塚２丁目７番１

福岡県 篠栗庄 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲７４番地９

福岡県 博多榎田二丁目 福岡県福岡市博多区榎田２丁目８番１０号

福岡県 福津上西郷 福岡県福津市日蒔野五丁目２０番地の３

福岡県 嘉麻平 福岡県嘉麻市平１６３２番地１

福岡県 福岡香住ヶ丘 福岡県福岡市東区香住ヶ丘七丁目５－６０

福岡県 松崎二丁目 福岡県福岡市東区松崎２丁目４－４２

福岡県 天神三丁目 福岡県福岡市中央区天神３丁目２－１８

福岡県 博多住吉四丁目 福岡県福岡市博多区住吉四丁目１５番８号

福岡県 福岡唐人町 福岡県福岡市中央区唐人町１－５－１

福岡県 福岡鳥飼三丁目 福岡県福岡市中央区鳥飼３丁目４－２４

福岡県 筑紫通比恵町 福岡県福岡市博多区比恵町１７－２４

福岡県 博多祇園 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２

福岡県 福岡天神 福岡県福岡市中央区天神３丁目３－５

福岡県 志免寿町 福岡県糟屋郡志免町志免４丁目７番１０号

福岡県 博多東住吉 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号

福岡県 室見駅前 福岡県福岡市早良区室見５丁目１３－２８

福岡県 福岡堤二丁目 福岡県福岡市城南区堤２丁目９番２７

福岡県 福岡高宮通り 福岡県福岡市南区野間一丁目２８番７号

福岡県 福岡城南区役所前 福岡県福岡市城南区鳥飼六丁目１１番１６号

福岡県 福岡早良脇山 福岡県福岡市早良区大字脇山字野田前３０３－１

福岡県 ドラッグ大賀野芥 福岡県福岡市早良区野芥７丁目４８－７

福岡県 福岡田村五丁目 福岡県福岡市早良区田村５丁目５－１７

福岡県 福岡柳瀬一丁目 福岡県福岡市南区柳瀬１丁目３－３

福岡県 前原末永 福岡県糸島市末永字数蔵町５０７番１

福岡県 朝倉一木 福岡県朝倉市一木８６０番３

福岡県 福岡拾六町 福岡県福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

福岡県 筑紫野塔原東 福岡県筑紫野市塔原東三丁目２番１０号

福岡県 春日小倉二丁目 福岡県春日市小倉二丁目１３４－１

福岡県 筑紫野美しが丘南 福岡県筑紫野市美しが丘南７丁目６番地３



都道府県 店舗名 住所

福岡県 筑紫野紫 福岡県筑紫野市紫３ー７９－１

福岡県 春日下白水 福岡県春日市下白水南６丁目２

福岡県 春日フォレストシティ 福岡県春日市星見ヶ丘６丁目１０２番地

福岡県 大野城駅前 福岡県大野城市白木原１丁目１５番１５号

福岡県 春日原駅前 福岡県春日市春日原北町３丁目５８－１　春日原テルミナ

福岡県 那珂川ミリカ北 福岡県那珂川市仲１丁目２０番地

福岡県 朝倉甘木菩提寺 福岡県朝倉市菩提寺２３４－１外５筆（地番）

福岡県 久留米西田工業団地 福岡県久留米市梅満町２８９番地１

福岡県 柳川中央 福岡県柳川市三橋町　今古賀１５５－１

福岡県 大牟田橘 福岡県大牟田市大字白銀４８０番地１

福岡県 大牟田沖田町 福岡県大牟田市沖田町４４４－２

福岡県 久留米城島 福岡県久留米市城島町　城島２９４－１外６筆（地番）

福岡県 博多駅前四丁目 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目９－１２

福岡県 ＪＲ門司駅 福岡県北九州市門司区中町２－１

福岡県 ＪＲ八幡駅 福岡県北九州市八幡東区西本町３丁目６－１

福岡県 八幡西三ケ森 福岡県北九州市八幡西区三ヶ森１丁目２－１０

福岡県 小倉駅新幹線口 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

福岡県 銘品蔵黒崎駅 福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－１

福岡県 博多駅南２丁目 福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１９－１５

福岡県 博多吉塚７丁目 福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１２－３８

福岡県 ドラッグイレブン志免 福岡県糟屋郡志免町南里４－１３－１

福岡県 博多駅筑紫口 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１２

福岡県 天神西通り 福岡県福岡市中央区大名２丁目１－２

福岡県 ドラッグイレブン別府 福岡県福岡市城南区別府５丁目７番

福岡県 西区愛宕１丁目 福岡県福岡市西区愛宕１丁目１－１

福岡県 糸島波多江駅北１丁目 福岡県糸島市波多江駅北１丁目６－１０

福岡県 福岡井尻六ツ角 福岡県福岡市南区横手２丁目３４番５号

福岡県 久留米東合川２丁目 福岡県久留米市東合川２丁目６番２０号

佐賀県 鳥栖あさひ新町 佐賀県鳥栖市あさひ新町８２１番２８

佐賀県 切木 佐賀県唐津市肥前町万賀里川９４－２

佐賀県 唐津バイパス干居 佐賀県唐津市浜玉町　横田下９４７

佐賀県 基山宮浦 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦９７－１２

佐賀県 佐賀駅北 佐賀県佐賀市駅前中央２丁目１番５号

佐賀県 鹿島高津原 佐賀県鹿島市大字高津原四本松５０４１番

佐賀県 武雄温泉駅前通り 佐賀県武雄市武雄町大字富岡２１８番地

佐賀県 みやき西島 佐賀県三養基郡みやき町大字西島１３２０－１

佐賀県 佐賀諸富 佐賀県佐賀市諸富町　大字山領８０６－６

佐賀県 神埼日の隈 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

佐賀県 佐賀鍋島四丁目 佐賀県佐賀市鍋島４丁目１－３

佐賀県 伊万里立花 佐賀県伊万里市立花町字小敷山２４０４番１２０

佐賀県 西有田大木 佐賀県西松浦郡有田町大木宿乙２１１４番３

長崎県 対馬厳原大手橋 長崎県対馬市厳原町大手橋１０４０番地

長崎県 壱岐芦辺 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８番地１

長崎県 壱岐郷ノ浦東 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

長崎県 時津新開 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷１４３９－５

長崎県 長崎清水町 長崎県長崎市清水町１５－５

長崎県 長崎駅前 長崎県長崎市大黒町７‐１４

長崎県 時津左底 長崎県西彼杵郡時津町左底郷風林防１０７７－２

長崎県 長崎新戸町 長崎県長崎市新戸町３丁目１７番２２号

長崎県 長崎樺島町 長崎県長崎市樺島町１番７

長崎県 やなぎや御厨 長崎県松浦市御厨町里免４６４－５

長崎県 佐世保三浦町 長崎県佐世保市三浦町２－１

長崎県 西海樫浦 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２４６２番２４６３番１・２４６４番１（地番）

長崎県 川棚百津 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷字数石９３－１

長崎県 佐世保小島町 長崎県佐世保市小島町４７７番１

長崎県 島原アリーナ 長崎県島原市中安徳町４３２０他

長崎県 諫早栄田 長崎県諫早市栄田町２１－１２

長崎県 国立長崎医療センター前 長崎県大村市久原２丁目１０８０－１



都道府県 店舗名 住所

長崎県 西諫早ニュータウン 長崎県諫早市貝津町１５３１－１

長崎県 島原街道森山町 長崎県諫早市森山町本村６５５－１

長崎県 大村松並二丁目 長崎県大村市松並２丁目１２２２－１

長崎県 諫早栗面バイパス 長崎県諫早市栗面町８４３－１

熊本県 合志豊岡 熊本県合志市豊岡２０００－２１５９

熊本県 小国宮原 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

熊本県 南小国きよら 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１

熊本県 熊本龍田町弓削 熊本県熊本市北区弓削三丁目２４番１０号

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ植木 熊本県熊本市北区植木町舞尾５４５－２

熊本県 阿蘇乙姫 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１

熊本県 永江団地 熊本県合志市幾久富字下沖野１８６６番７０４

熊本県 熊本段山本町 熊本県熊本市中央区段山本町５－２１

熊本県 熊本薄場三丁目 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

熊本県 天草有明 熊本県天草市有明町大島子字沖ノ田２８８６番３

熊本県 熊本九品寺一丁目 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目７－２３

熊本県 ゆのまえ 熊本県球磨郡湯前町字下牧原９７５番地２

熊本県 八代袋町 熊本県八代市袋町１番３７号

熊本県 サンロード木上 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

熊本県 熊本新市街 熊本県熊本市中央区新市街６－１３

熊本県 熊本秋津新町 熊本県熊本市東区秋津新町２－１４

熊本県 宇城豊福 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１

熊本県 熊本駅白川口 熊本県熊本市西区春日３丁目１５－３０

大分県 中津大貞 大分県中津市大字大貞字３７１－７７

大分県 中津宮夫 大分県中津市大字宮夫６２番地１

大分県 杵築清水 大分県杵築市大字杵築字清水８７０

大分県 賀来 大分県大分市大字賀来３５９１

大分県 大分寒田 大分県大分市大字宮崎１４９６－１

大分県 竹田玉来 大分県竹田市大字玉来８４５－１

大分県 大分明治北 大分県大分市大字小池原１番地１

大分県 佐伯新女島 大分県佐伯市新女島６７７１番地１

大分県 三重原 大分県豊後大野市三重町芦刈４８１－１７

大分県 野津原 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１

大分県 大在プラザ 大分県大分市大字政所字村田２１０３－３－２

大分県 別府荘園 大分県別府市荘園２－１

大分県 別府浜町 大分県別府市浜町５２４６－１１

大分県 別府若草町 大分県別府市若草町５番１０号

大分県 由布挾間 大分県由布市挾間町挾間５１４－１

大分県 寺崎町一丁目 大分県大分市寺崎町１－２－９

大分県 大分横瀬 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５

大分県 大分県立病院西口 大分県大分市豊饒三丁目１１番２号

大分県 大分下戸次 大分県大分市大字下戸次１５３８－２

大分県 大分新栄町 大分県大分市新栄町１１番３０号

大分県 六坊北町 大分県大分市六坊北町４番１９号

大分県 臼杵野津町 大分県臼杵市野津町大字宮原３６９６番地

大分県 杵築山香 大分県杵築市山香町　大字広瀬４８１－１

大分県 ＪＲ別府駅 大分県別府市駅前町１２－１３

大分県 別府石垣西 大分県別府市石垣西７丁目４－１５

宮崎県 西都右松 宮崎県西都市右松３丁目２１

宮崎県 西都穂北 宮崎県西都市大字南方字土木手３４００番２

宮崎県 宮崎中央通 宮崎県宮崎市中央通４番１２号

宮崎県 高松橋 宮崎県宮崎市鶴島三丁目１６８番地２

宮崎県 大塚宮田 宮崎県宮崎市大塚町宮田２８５３

宮崎県 佐土原下那珂 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂８０９６番

宮崎県 宮崎橘通 宮崎県宮崎市橘通西三丁目３番２３号

宮崎県 小林三松中前 宮崎県小林市堤３１３７番地１１

宮崎県 早水公園前 宮崎県都城市早水町３９０１番地１

宮崎県 蓑原 宮崎県都城市久保原町９街区１１号

宮崎県 都北町 宮崎県都城市都北町６４１５番地



都道府県 店舗名 住所

宮崎県 高千穂武道館前 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３５２番１

鹿児島県 中山バイパス 鹿児島県鹿児島市東谷山６－３２－１４

鹿児島県 紫原中央 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目１６－７

鹿児島県 吉野菖蒲谷 鹿児島県鹿児島市吉野町３３５５－２３

鹿児島県 和田二丁目 鹿児島県鹿児島市和田二丁目２４－１

鹿児島県 卸本町 鹿児島県鹿児島市卸本町７ー２

鹿児島県 紫原三丁目 鹿児島県鹿児島市紫原三丁目３３番８号

鹿児島県 桜ヶ丘五丁目 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘五丁目３４番５

鹿児島県 坂之上 鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目１３番２０号　

鹿児島県 小松原二丁目 鹿児島県鹿児島市小松原二丁目２２番１号　

鹿児島県 加世田竹田神社前 鹿児島県南さつま市加世田武田１５３７２番９

鹿児島県 与次郎一丁目 鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目７番２５号

鹿児島県 けいだ樋之口 鹿児島県鹿児島市樋之口町１２－２６

鹿児島県 上本町 鹿児島県鹿児島市上本町１７番２０号

鹿児島県 上之園町 鹿児島県鹿児島市上之園町１４番１号

鹿児島県 花棚 鹿児島県鹿児島市吉野二丁目２８番１４号

鹿児島県 星ヶ峯二丁目 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯２－５１－１０

鹿児島県 坂元 鹿児島県鹿児島市坂元町２３－５

鹿児島県 鹿大法文学部前 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目５７－２０

鹿児島県 小野二丁目 鹿児島県鹿児島市小野二丁目２番２８号

鹿児島県 玉里町 鹿児島県鹿児島市玉里町２番７号

鹿児島県 西陵四丁目 鹿児島県鹿児島市西陵四丁目２１番３号

鹿児島県 徳永麓 鹿児島県霧島市溝辺町麓５５９

鹿児島県 さつま旭町 鹿児島県薩摩郡さつま町旭町１番７

鹿児島県 重富麓 鹿児島県姶良市大字平松字小新開５４７０－１

鹿児島県 はとや新町 鹿児島県霧島市国分向花１４４－１

鹿児島県 はとや松永 鹿児島県霧島市隼人町松永一丁目２１５番地

鹿児島県 溝辺有川 鹿児島県霧島市溝辺町有川８４０番地

鹿児島県 国分中央四丁目 鹿児島県霧島市国分中央四丁目１３番２７号

鹿児島県 はとや日当山 鹿児島県霧島市隼人町東郷一丁目２７７－２

鹿児島県 東郷斧渕 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕８１６８－１

鹿児島県 天狗屋勝目 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４１８１番１

鹿児島県 阿久根港町 鹿児島県阿久根市港町９８番地

鹿児島県 鹿屋札元一丁目 鹿児島県鹿屋市札元一丁目３８３９－９

鹿児島県 志布志天神 鹿児島県志布志市志布志町帖７０６７番１

鹿児島県 名瀬港町 鹿児島県奄美市名瀬港町１１－１

鹿児島県 名瀬大熊 鹿児島県奄美市名瀬朝日町４－１

鹿児島県 名瀬朝仁 鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町２９－４

鹿児島県 亀津北 鹿児島県大島郡徳之島町亀津１２６－１

沖縄県 前島二丁目 沖縄県那覇市前島２－１２－１２

沖縄県 ひめゆり通り 沖縄県那覇市壺屋２－７－５

沖縄県 那覇国際高校前 沖縄県那覇市安謝１－１－２

沖縄県 那覇高校前 沖縄県那覇市泉崎２丁目１－５

沖縄県 久茂地美栄橋 沖縄県那覇市久茂地三丁目１７番６号

沖縄県 久米西武門 沖縄県那覇市久米２丁目３３番９号

沖縄県 ソルヴィータ松山 沖縄県那覇市松山２丁目１７番１７号

沖縄県 奥武山 沖縄県那覇市奥武山町４６

沖縄県 那覇東バイパス 沖縄県那覇市字国場３３３番地１

沖縄県 小禄南 沖縄県那覇市字小禄２－２－２

沖縄県 那覇西高校前 沖縄県那覇市金城２－２－９

沖縄県 小禄南小学校前 沖縄県那覇市小禄４丁目１６番１号

沖縄県 西崎沖水前 沖縄県糸満市西崎１－２７－７

沖縄県 豊見城渡橋名 沖縄県豊見城市字渡嘉敷２９３－１

沖縄県 南風原翔南 沖縄県島尻郡南風原町喜屋武６０６番地

沖縄県 西崎六丁目 沖縄県糸満市西崎６丁目６番３号

沖縄県 南風原喜屋武 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武１８４－２

沖縄県 豊見城名嘉地 沖縄県豊見城市字名嘉地２５９番地２４

沖縄県 西崎工業団地前 沖縄県糸満市西崎町４丁目２２番６



都道府県 店舗名 住所

沖縄県 与那原嶺井入口 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

沖縄県 宮古鏡原 沖縄県宮古島市平良字西里１４６８－９

沖縄県 宮古文教通り 沖縄県宮古島市平良西里７１３‐３

沖縄県 宮古工業高校前 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８９０－１０

沖縄県 宮古松原南 沖縄県宮古島市平良字松原５４８番地５

沖縄県 石垣八重山支庁前 沖縄県石垣市字真栄里４６９－１

沖縄県 石垣市役所前 沖縄県石垣市字石垣２７０－８

沖縄県 石垣シード 沖縄県石垣市大川５３３番地７

沖縄県 石垣八島 沖縄県石垣市字登野城５３０－３

沖縄県 ＲＥＸＡ　ＲＹＵＢＯ 沖縄県那覇市松尾１丁目１番２号

沖縄県 那覇市立病院 沖縄県那覇市古島２丁目３１番地１

沖縄県 沖縄知花 沖縄県沖縄市知花五丁目１６番１６号

沖縄県 宜野湾野嵩 沖縄県宜野湾市野嵩１－２９－１７

沖縄県 西原中学校前 沖縄県中頭郡西原町小波津３番地

沖縄県 宮城一丁目 沖縄県浦添市宮城１丁目３６番１１号

沖縄県 大名団地前 沖縄県浦添市字経塚３６０番地

沖縄県 パイプライン嘉数 沖縄県宜野湾市嘉数４丁目２６番１２号

沖縄県 浦添学園通り 沖縄県浦添市城間４丁目２５－２０

沖縄県 松本 沖縄県沖縄市松本８８５－１

沖縄県 松本五丁目 沖縄県沖縄市松本５丁目１９番１０号

沖縄県 沖縄池原三丁目 沖縄県沖縄市池原３丁目３番１４号

沖縄県 比屋根 沖縄県沖縄市比屋根１－２－１５

沖縄県 アワセベイストリート 沖縄県沖縄市泡瀬五丁目１番４

沖縄県 沖縄与儀 沖縄県沖縄市与儀三丁目１７番１号

沖縄県 読谷伊良皆 沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆１３５－１

沖縄県 勝連平安名 沖縄県うるま市勝連平安名１３６３－３番地

沖縄県 具志川昆布 沖縄県うるま市字昆布９４１－１

沖縄県 読谷座喜味 沖縄県中頭郡読谷村座喜味５６９

沖縄県 大原団地前 沖縄県うるま市字赤道１５４番地２

沖縄県 具志川仲嶺 沖縄県うるま市字仲嶺２７２－１

沖縄県 うるま喜屋武 沖縄県うるま市字喜屋武４８５番２

沖縄県 名護宇茂佐 沖縄県名護市宇茂佐２８３番地の３

沖縄県 石川白浜 沖縄県うるま市石川白浜２丁目８番２６号

沖縄県 名護郵便局前 沖縄県名護市東江４丁目４－１２

沖縄県 大宜味津波 沖縄県国頭郡大宜味村字津波１６７－１


