
ミニストップ　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

青森県 売市２丁目店　　　　　　　　　 青森県八戸市売市二丁目１番９号

青森県 名川店　　　　　　　　　　　　 青森県三戸郡南部町大字虎渡字西山３－１

青森県 八戸ニュータウン中央店　　　　 青森県八戸市南白山台２丁目６番１７号

青森県 下長８丁目店　　　　　　　　　 青森県八戸市下長八丁目２２番１２号

青森県 八太郎蓮沼店　　　　　　　　　 青森県八戸市八太郎５丁目１－３１

青森県 十和田中央店　　　　　　　　　 青森県十和田市稲生町１７－２１

青森県 八戸高専前店　　　　　　　　　 青森県八戸市大字田面木字美濃助平１８番１

青森県 八戸小中野店　　　　　　　　　 青森県八戸市小中野四丁目６番１６号

青森県 弘前高田店　　　　　　　　　　 青森県弘前市大字高田一丁目７番地

青森県 十和田北里大学店　　　　　　　 青森県十和田市東二十三番町２７番５号

青森県 青森油川岡田店　　　　　　　　 青森県青森市大字油川字岡田３０番地

青森県 浅虫温泉店　　　　　　　　　　 青森県青森市大字浅虫字坂本９番地６８

青森県 八戸田向店　　　　　　　　　　 青森県八戸市田向二丁目４番１号

岩手県 北上上江釣子店　　　　　　　　 岩手県北上市上江釣子１６地割１５４番１

岩手県 久慈田屋町店　　　　　　　　　 岩手県久慈市田屋町１－３８－２

岩手県 種市中野店　　　　　　　　　　 岩手県九戸郡洋野町中野第１３地割１９－５

岩手県 いわて銀河鉄道一戸駅店　　　　 岩手県二戸郡一戸町西法寺字稲荷１０番地１

岩手県 久慈大川目店　　　　　　　　　 岩手県久慈市大川目町第１地割１１４番地２２

岩手県 折爪ＳＡ上り店　　　　　　　　 岩手県九戸郡軽米町山内第四地割駒板１１１－６２－１

岩手県 奥州水沢真城店　　　　　　　　 岩手県奥州市水沢区真城字杉山下３番地１

岩手県 北上本通り店　　　　　　　　　 岩手県北上市本通り一丁目７番２０号

宮城県 登米米山店　　　　　　　　　　 宮城県登米市米山町西野字新四軒見通３３番２

宮城県 石巻新千刈店　　　　　　　　　 宮城県石巻市渡波字新千刈４３番１

宮城県 気仙沼警察署前店　　　　　　　 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢７７番１

宮城県 南三陸さんさん商店街店　　　　 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町５１番地Ｃ棟Ｃ－５

宮城県 利府加瀬店　　　　　　　　　　 宮城県宮城郡利府町加瀬字野中沢１１８－１

宮城県 中田町石森店　　　　　　　　　 宮城県登米市中田町石森字古舘８２番１

宮城県 宮城築館店　　　　　　　　　　 宮城県栗原市築館宮野中央二丁目２－６

宮城県 宮城亘理店　　　　　　　　　　 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字堂田１９７－１

宮城県 南光台東店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区南光台東１丁目５４－１７

宮城県 石巻南境店　　　　　　　　　　 宮城県石巻市美園三丁目１番地４

宮城県 気仙沼本吉店　　　　　　　　　 宮城県気仙沼市本吉町後田１０番地１

宮城県 石巻大橋３丁目店　　　　　　　 宮城県石巻市大橋三丁目２番２

宮城県 大河原町金ケ瀬店　　　　　　　 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原９４番１

宮城県 仙台芋沢店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区芋沢字大竹中２４－４

宮城県 柴田東船迫店　　　　　　　　　 宮城県柴田郡柴田町東船迫２丁目１－２

宮城県 名取インター店　　　　　　　　 宮城県名取市小塚原字西中塚７－１

宮城県 仙台新港店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目４番地の１１

宮城県 仙台中田６丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区中田六丁目７番２５号

宮城県 多賀城城南店　　　　　　　　　 宮城県多賀城市城南１丁目１１番３８号

宮城県 仙台長嶺店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区長嶺８番６号

宮城県 多賀城高崎店　　　　　　　　　 宮城県多賀城市高崎１丁目１－３

宮城県 仙台新田東店　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区新田東５丁目１５番地の２

宮城県 宮城柴田剣崎店　　　　　　　　 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水５８番

宮城県 仙台泉七北田店　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区市名坂字町５３番

福島県 福島南矢野目店　　　　　　　　 福島県福島市南矢野目字中谷地３０－７

福島県 西郷熊倉店　　　　　　　　　　 福島県西白河郡西郷村大字真船字壱里塚２－４

福島県 三春上舞木店　　　　　　　　　 福島県田村郡三春町大字上舞木字戸ノ内４８－３

福島県 三春町バイパス店　　　　　　　 福島県田村郡三春町大字貝山字岩田６１－１

福島県 石川町野木沢店　　　　　　　　 福島県石川郡石川町大字中野字矢ノ内５７－３

福島県 郡山富田店　　　　　　　　　　 福島県郡山市富田東五丁目１３２番地

福島県 福島二本松店　　　　　　　　　 福島県二本松市向作田６３番－１

福島県 白河西大沼店　　　　　　　　　 福島県白河市字西大沼１番９

福島県 福島庭坂店　　　　　　　　　　 福島県福島市町庭坂字笠松２２－１

福島県 福島黒岩店　　　　　　　　　　 福島県福島市黒岩字田部屋２１番１

福島県 本宮高木店　　　　　　　　　　 福島県本宮市高木字平内５－１

福島県 郡山久留米店　　　　　　　　　 福島県郡山市久留米６丁目８６番の１



都道府県 店舗名 住所

福島県 小野新町店　　　　　　　　　　 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通２９番地１

福島県 いわき鹿島店　　　　　　　　　 福島県いわき市鹿島町下矢田字仲沖３７番

福島県 郡山麓山店　　　　　　　　　　 福島県郡山市麓山二丁目１２番２５

福島県 国見あつかしの郷店　　　　　　 福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二１８番１

福島県 伊達梁川土橋店　　　　　　　　 福島県伊達市梁川町字西土橋１８３－１

福島県 アクアマリンふくしま前店　　　 福島県いわき市小名浜定西３２８

福島県 いわき泉町５丁目店　　　　　　 福島県いわき市泉町５－６－１３

福島県 須賀川岩渕店　　　　　　　　　 福島県須賀川市大字岩渕字舘下１０６番

福島県 矢吹中畑店　　　　　　　　　　 福島県西白河郡矢吹町中畑１４０番２

福島県 福島八木田店　　　　　　　　　 福島県福島市八木田字井戸上１０３番

福島県 フレスポ郡山店　　　　　　　　 福島県郡山市南二丁目１９番地

福島県 福島桑折町店　　　　　　　　　 福島県伊達郡桑折町字本町４２－１

福島県 郡山喜久田店　　　　　　　　　 福島県郡山市喜久田町字遠北原７－３６

福島県 福島梁川店　　　　　　　　　　 福島県伊達市梁川町広瀬町３０番地

福島県 小名浜相子島店　　　　　　　　 福島県いわき市小名浜相子島字石田５８－２

福島県 いわき泉黒須野店　　　　　　　 福島県いわき市泉町黒須野字早稲田８０－１７１

福島県 須賀川上北町店　　　　　　　　 福島県須賀川市上北町３９番１

福島県 塙大町店　　　　　　　　　　　 福島県東白川郡塙町大字塙字大町二丁目２１番地３

福島県 郡山八山田店　　　　　　　　　 福島県郡山市八山田２丁目１７７－２

福島県 原町本町店　　　　　　　　　　 福島県南相馬市原町区本町１丁目７３番地１

福島県 いわき植田駅前店　　　　　　　 福島県いわき市植田町中央３丁目３－１

福島県 会津門田町中野店　　　　　　　 福島県会津若松市門田町大字中野字大道西２０番１

福島県 会津南町店　　　　　　　　　　 福島県会津若松市南町２番５３号

茨城県 竜ヶ崎北方店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市北方町字西台１５５８－２

茨城県 河内金江津店　　　　　　　　　 茨城県稲敷郡河内町金江津４３２８－１

茨城県 水戸見川３丁目店　　　　　　　 茨城県水戸市見川３－６５５－５

茨城県 つくば栗原店　　　　　　　　　 茨城県つくば市栗原字台坪３４８１－４

茨城県 新水戸駅前通り店　　　　　　　 茨城県水戸市元吉田町字一本松３１５－２７

茨城県 土浦宍塚店　　　　　　　　　　 茨城県土浦市大字宍塚３１９－４

茨城県 古河大山店　　　　　　　　　　 茨城県古河市大字大山１６５０

茨城県 日立鮎川店　　　　　　　　　　 茨城県日立市鮎川町５丁目１０－１０

茨城県 那珂堤店　　　　　　　　　　　 茨城県那珂市堤字鉄砲西２０３番３

茨城県 ひたちなか青葉店　　　　　　　 茨城県ひたちなか市青葉町９番の３

茨城県 土浦神立中央店　　　　　　　　 茨城県土浦市神立中央５丁目４５３８番３

茨城県 牛久ひたち野西店　　　　　　　 茨城県牛久市ひたち野西２－２３－１１

茨城県 茨城町長岡店　　　　　　　　　 茨城県東茨城郡茨城町長岡３３１７番８４

茨城県 鉾田店　　　　　　　　　　　　 茨城県鉾田市鉾田５６６番地１

茨城県 北茨城上桜井店　　　　　　　　 茨城県北茨城市中郷町上桜井２１８３－２

茨城県 土浦大畑店　　　　　　　　　　 茨城県土浦市大畑字笠師前８７６－７

茨城県 鉾田谷口店　　　　　　　　　　 茨城県鉾田市徳宿２３３６番６

茨城県 日立多賀町１丁目店　　　　　　 茨城県日立市多賀町１丁目８番３２号

茨城県 龍ケ崎寺後店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市寺後３６２０

茨城県 つくば研究学園店　　　　　　　 茨城県つくば市学園の森２丁目１

茨城県 神栖賀店　　　　　　　　　　　 茨城県神栖市賀２１０８ー１９２

茨城県 つくば酒丸店　　　　　　　　　 茨城県つくば市中東１６８番地１

茨城県 日立諏訪店　　　　　　　　　　 茨城県日立市諏訪町１丁目２番２０号

茨城県 つくば市天久保店　　　　　　　 茨城県つくば市天久保三丁目３番３

茨城県 つくば高野台店　　　　　　　　 茨城県つくば市高野台３丁目１７－１

茨城県 水戸駅南店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市城南３－１－５

茨城県 日立水木町店　　　　　　　　　 茨城県日立市水木町２－４１－６

茨城県 新利根中山店　　　　　　　　　 茨城県稲敷市中山１９６９

茨城県 北茨城インター店　　　　　　　 茨城県北茨城市華川町臼場字塙前１７４－５

茨城県 水戸水府店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市水府町１５６２－２

茨城県 つくば今鹿島店　　　　　　　　 茨城県つくば市今鹿島字細田西４２４９番１

茨城県 阿見君島店　　　　　　　　　　 茨城県稲敷郡阿見町大字君島１３９０－１４

茨城県 友部湯崎店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市湯崎１２４３番３３６

茨城県 東海二軒茶屋店　　　　　　　　 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字往還西８６６番１０

茨城県 水戸日赤病院前店　　　　　　　 茨城県水戸市城東１丁目９番１１号



都道府県 店舗名 住所

茨城県 茨城町小鶴店　　　　　　　　　 茨城県東茨城郡茨城町小鶴字石原１２番３

茨城県 勝田駅西口店　　　　　　　　　 茨城県ひたちなか市勝田本町２－４

茨城県 龍ケ崎緑町店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市緑町２６－１

茨城県 水戸浜田町店　　　　　　　　　 茨城県水戸市浜田町字宿後５７番地２

茨城県 つくばみどりの店　　　　　　　 茨城県つくば市みどりのＡ５１街区３４区画

茨城県 鹿島神宮駅前店　　　　　　　　 茨城県鹿嶋市宮下４丁目６－２

茨城県 新取手店　　　　　　　　　　　 茨城県取手市寺田字佃４７１８－１５

茨城県 古河西牛谷店　　　　　　　　　 茨城県古河市西牛谷４６２

栃木県 下野大沢駅前店　　　　　　　　 栃木県日光市土沢５５７番地１３５

栃木県 足利堀込店　　　　　　　　　　 栃木県足利市堀込町２７３５－１

栃木県 鹿沼万町店　　　　　　　　　　 栃木県鹿沼市万町５００２番地２

栃木県 那須塩原二つ室店　　　　　　　 栃木県那須塩原市二つ室３５番９

栃木県 宇都宮大学陽東キャンパス店　　 栃木県宇都宮市陽東７丁目１番３６号

栃木県 小山出井店　　　　　　　　　　 栃木県小山市大字出井８０５－２２

栃木県 小山東城南店　　　　　　　　　 栃木県小山市東城南３丁目２１番４

栃木県 那須塩原唐杉店　　　　　　　　 栃木県那須塩原市唐杉字古屋敷２３９－４

栃木県 宇都宮川俣店　　　　　　　　　 栃木県宇都宮市川俣町字十三塚５９－２５

栃木県 宇都宮平松本町店　　　　　　　 栃木県宇都宮市平松本町３２７－６

群馬県 沼田バイパス店　　　　　　　　 群馬県沼田市薄根町３４００－２８

群馬県 大胡樋越店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市樋越町７１９－１

群馬県 前橋荒牧店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市荒牧町２－５１－１９

群馬県 高崎上並榎店　　　　　　　　　 群馬県高崎市上並榎町２４８－１

群馬県 前橋六供店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市六供町１３８０－１

群馬県 沼田北小前店　　　　　　　　　 群馬県沼田市高橋場町２０７２番地１１

群馬県 笠懸阿左美店　　　　　　　　　 群馬県みどり市笠懸町阿左美２５９５番地２

群馬県 高崎ハナミズキ通り店　　　　　 群馬県高崎市上並榎町４８番地

群馬県 高崎大八木店　　　　　　　　　 群馬県高崎市大八木町５６２番１

群馬県 沼田天狗プラザ店　　　　　　　 群馬県沼田市材木町１９５－１

群馬県 伊勢崎除ヶ町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市除ヶ町２４７番１

群馬県 邑楽町中野店　　　　　　　　　 群馬県邑楽郡邑楽町中野４４９６－１

群馬県 高崎片岡町店　　　　　　　　　 群馬県高崎市片岡町二丁目２－２

群馬県 太田細谷町店　　　　　　　　　 群馬県太田市細谷町２８１－１

群馬県 伊勢崎境百々店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市境百々２５５

群馬県 渋川四ツ角店　　　　　　　　　 群馬県渋川市渋川２１４０－１

群馬県 太田南矢島町店　　　　　　　　 群馬県太田市南矢島町６４２－３

埼玉県 志木中宗岡店　　　　　　　　　 埼玉県志木市中宗岡４丁目７－２

埼玉県 吹上富士見店　　　　　　　　　 埼玉県鴻巣市吹上富士見４－３－１

埼玉県 新座栗原店　　　　　　　　　　 埼玉県新座市栗原５－８－８

埼玉県 行田長野店　　　　　　　　　　 埼玉県行田市長野５－８－１

埼玉県 新座新堀店　　　　　　　　　　 埼玉県新座市新堀１丁目１３番２号

埼玉県 さいたま奈良町店　　　　　　　 埼玉県さいたま市北区奈良町９２－１１

埼玉県 行田真名板店　　　　　　　　　 埼玉県行田市大字真名板２００６－１

埼玉県 桶川小針領家店　　　　　　　　 埼玉県桶川市大字小針領家２－１

埼玉県 春日部増戸店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市増戸字中耕地８７１番１

埼玉県 北浦和西口店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目１番１４の１

埼玉県 三郷彦音店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市彦音２丁目２２－１

埼玉県 東松山六反町店　　　　　　　　 埼玉県東松山市六反町１５－１０

埼玉県 所沢上新井店　　　　　　　　　 埼玉県所沢市上新井２丁目６１－７

埼玉県 さいたま新中里４丁目店　　　　 埼玉県さいたま市中央区新中里４丁目１８－１４

埼玉県 八潮伊勢野店　　　　　　　　　 埼玉県八潮市大字伊勢野２１７－１

埼玉県 さいたま吉野町店　　　　　　　 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２４８－１２

埼玉県 八潮柳之宮店　　　　　　　　　 埼玉県八潮市緑町４丁目１１番地１

埼玉県 志木市中宗岡１丁目店　　　　　 埼玉県志木市中宗岡１丁目５－２１

埼玉県 さいたま新都心合同庁舎店　　　 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１さいたま新都心合同庁舎１号館１Ｆ

埼玉県 春日部豊春店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市上蛭田４３９番地１３

埼玉県 草加松原店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市栄町３丁目１番３９号

埼玉県 谷塚駅前店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市谷塚町６５０

埼玉県 宮原２丁目店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市北区宮原町２－１２６－２



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 和光オリンピック通り店　　　　 埼玉県和光市下新倉３－２２－４５

埼玉県 大宮内野本郷店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市西区内野本郷５６２－１

埼玉県 行田城西店　　　　　　　　　　 埼玉県行田市城西２丁目１－５６

埼玉県 浦和木崎店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区木崎５－３７－１２

埼玉県 大宮西口店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４－１０

埼玉県 庄和町米崎店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市米崎２６９－２

埼玉県 大宮東口店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－５９

埼玉県 川口江戸店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市江戸２丁目１６－２２

埼玉県 さいたま宮本店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市緑区宮本１丁目１９－３

埼玉県 川口赤井店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市赤井１丁目１５番２５号

埼玉県 所沢美原町店　　　　　　　　　 埼玉県所沢市美原町１丁目２９１２－１

埼玉県 熊谷上之店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市上之３８８５番地１

埼玉県 所沢糀谷店　　　　　　　　　　 埼玉県所沢市糀谷１７６７－１

埼玉県 東浦和店　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市緑区大間木１６０２－１

埼玉県 吉見下細谷店　　　　　　　　　 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷１２５４番

埼玉県 上里三軒西店　　　　　　　　　 埼玉県児玉郡上里町大字七本木１２５７番５

埼玉県 鉄道博物館前店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目２８３番１

埼玉県 春日部藤の花店　　　　　　　　 埼玉県春日部市牛島９６６－６

埼玉県 東松山上野本店　　　　　　　　 埼玉県東松山市大字上野本１８７１番２

埼玉県 富士見鶴瀬西店　　　　　　　　 埼玉県富士見市鶴瀬西２－８－３１

埼玉県 三郷彦成店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市彦成２丁目３２４

埼玉県 草加青柳３丁目店　　　　　　　 埼玉県草加市青柳３丁目１２－１２

埼玉県 蓮田東３丁目店　　　　　　　　 埼玉県蓮田市東３丁目５番４１号

埼玉県 三郷幸房店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市中央５丁目３５番地６

埼玉県 熊谷市中奈良店　　　　　　　　 埼玉県熊谷市中奈良１０６２－２

埼玉県 北浦和東口店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３丁目４－１４

埼玉県 深谷小前田店　　　　　　　　　 埼玉県深谷市小前田字新田２８９９番地１

埼玉県 大宮銀座通り店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92番地1 

千葉県 木更津朝日店　　　　　　　　　 千葉県木更津市朝日２－７－２１

千葉県 印西　小林店　　　　　　　　　 千葉県印西市小林３６３９

千葉県 海神３丁目店　　　　　　　　　 千葉県船橋市海神３丁目２４－２１フレアサポート　１階

千葉県 船橋夏見台店　　　　　　　　　 千葉県船橋市夏見台４丁目８－２０

千葉県 高洲２丁目店　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１３

千葉県 君津大井戸店　　　　　　　　　 千葉県君津市大井戸字天王前９５５－２

千葉県 印西草深店　　　　　　　　　　 千葉県印西市草深２１５８番３

千葉県 千葉仁戸名店　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区仁戸名町９３番５

千葉県 夷隅大原店　　　　　　　　　　 千葉県いすみ市大原９２３５

千葉県 木更津潮見店　　　　　　　　　 千葉県木更津市潮見４ー１３ー１

千葉県 メイプルイン幕張店　　　　　　 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－１２－１

千葉県 船橋駿河台店　　　　　　　　　 千葉県船橋市駿河台１－２－２

千葉県 千葉星久喜店　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区星久喜町９０４番

千葉県 富里根木名店　　　　　　　　　 千葉県富里市大和字額谷６９６番３

千葉県 千葉ニュータウン南山店　　　　 千葉県白井市南山２丁目１１番３号

千葉県 日吉台２丁目店　　　　　　　　 千葉県富里市日吉台２丁目２０－９

千葉県 袖ヶ浦神納店　　　　　　　　　 千葉県袖ヶ浦市神納１１５１番４

千葉県 市原君塚店　　　　　　　　　　 千葉県市原市君塚５丁目２６番２３

千葉県 柏手賀の杜入口店　　　　　　　 千葉県柏市若白毛１２６１番３

千葉県 木更津請西南店　　　　　　　　 千葉県木更津市請西南３丁目１番１号

千葉県 富里獅子穴店　　　　　　　　　 千葉県富里市七栄６４６番６５１

千葉県 柏明原２丁目店　　　　　　　　 千葉県柏市明原２ー９－３８

千葉県 富里市両国店　　　　　　　　　 千葉県富里市十倉４８８番地１

千葉県 四街道御成街道店　　　　　　　 千葉県四街道市吉岡１８２７－４

千葉県 木更津文京店　　　　　　　　　 千葉県木更津市文京３丁目１番２５号

千葉県 新船橋駅店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市山手１丁目３－２

千葉県 茂原北インター店　　　　　　　 千葉県茂原市大沢字切懸１３８８－１

千葉県 野田中野台店　　　　　　　　　 千葉県野田市中野台字西高野５２４番８

千葉県 白井冨士店　　　　　　　　　　 千葉県白井市冨士１４７番地の１１

千葉県 柏大井店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市大井９０番



都道府県 店舗名 住所

千葉県 千葉幸町店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区幸町２－１９－３０

千葉県 姉ヶ崎迎田店　　　　　　　　　 千葉県市原市迎田４３

千葉県 千葉三角町店　　　　　　　　　 千葉県千葉市花見川区三角町６７９番１

千葉県 木更津富士見店　　　　　　　　 千葉県木更津市富士見３－１－７

千葉県 千葉ニュータウン原山店　　　　 千葉県印西市高花１丁目２６番

千葉県 野田堤台店　　　　　　　　　　 千葉県野田市堤台１３２－１

千葉県 前原西６丁目店　　　　　　　　 千葉県船橋市前原西６丁目４番２９号

千葉県 四街道物井店　　　　　　　　　 千葉県四街道市物井５９０

千葉県 船橋滝台店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市滝台２丁目６番２６号

千葉県 佐倉ユーカリが丘店　　　　　　 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１番地１

千葉県 木更津中里１丁目店　　　　　　 千葉県木更津市中里１丁目８番１号

千葉県 東金北之幸谷店　　　　　　　　 千葉県東金市不動堂飛地８６７番１２

千葉県 浦安猫実２丁目店　　　　　　　 千葉県浦安市猫実二丁目１１番２０号

千葉県 松戸千駄堀店　　　　　　　　　 千葉県松戸市千駄堀１６０５

千葉県 幕張ベイパーク店　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番地３５

東京都 杉並和泉町店　　　　　　　　　 東京都杉並区和泉２－２１－３７

東京都 経堂店　　　　　　　　　　　　 東京都世田谷区経堂５－３１－５

東京都 葛西店　　　　　　　　　　　　 東京都江戸川区東葛西６－１４－３

東京都 町田小川店　　　　　　　　　　 東京都町田市小川六丁目１３番７号

東京都 狛江和泉本町店　　　　　　　　 東京都狛江市和泉本町１－８－６

東京都 調布仙川店　　　　　　　　　　 東京都調布市仙川町３－３－４

東京都 南大塚２丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区南大塚二丁目２６番１５号

東京都 南水元４丁目店　　　　　　　　 東京都葛飾区南水元４丁目２６番２９号

東京都 新川１丁目店　　　　　　　　　 東京都中央区新川１丁目２５番１２号

東京都 昭島緑町３丁目店　　　　　　　 東京都昭島市緑町３－４－１７

東京都 東村山野口町店　　　　　　　　 東京都東村山市野口町１丁目２４－３１

東京都 和泉多摩川駅前店　　　　　　　 東京都狛江市元和泉１丁目２４番１号

東京都 神田神保町１丁目店　　　　　　 東京都千代田区神田神保町１丁目２番地５

東京都 国分寺戸倉店　　　　　　　　　 東京都国分寺市戸倉３丁目４４－８

東京都 小平たかの街道店　　　　　　　 東京都小平市小川町１丁目９７３番１

東京都 東久留米前沢店　　　　　　　　 東京都東久留米市前沢１丁目９番２０号

東京都 八王子小比企町店　　　　　　　 東京都八王子市小比企町３５００番４

東京都 調布駅小島町店　　　　　　　　 東京都調布市小島町１丁目３６－１６グレーシア調布１Ｆ

東京都 国分寺東戸倉店　　　　　　　　 東京都国分寺市東戸倉２丁目３６番２

東京都 江戸川南小岩６丁目店　　　　　 東京都江戸川区南小岩６丁目７番１５号

東京都 上池袋店　　　　　　　　　　　 東京都豊島区上池袋４－３－５

東京都 下谷店　　　　　　　　　　　　 東京都台東区下谷２－２３－８

東京都 東十条店　　　　　　　　　　　 東京都北区東十条１－１１－４

東京都 大島１丁目店　　　　　　　　　 東京都江東区大島１－３４－１５

東京都 上井草店　　　　　　　　　　　 東京都杉並区上井草２－１－１

東京都 小金井東町店　　　　　　　　　 東京都小金井市東町４－３７－２４

東京都 野塩橋店　　　　　　　　　　　 東京都清瀬市野塩５－２５９－１

東京都 杉並成田西店　　　　　　　　　 東京都杉並区成田西３－２－７グリーンパレス１Ｆ

東京都 南大沢店　　　　　　　　　　　 東京都八王子市南大沢２－２２６－１

東京都 北大塚１丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区北大塚１－１８－１１

東京都 西八王子南口店　　　　　　　　 東京都八王子市散田町３－１－４

東京都 狛江岩戸北店　　　　　　　　　 東京都狛江市岩戸北４－１７－９

東京都 北新宿４丁目店　　　　　　　　 東京都新宿区北新宿４－１２－４

東京都 文京後楽店　　　　　　　　　　 東京都文京区後楽２丁目２３番７号

東京都 日本橋馬喰町２丁目店　　　　　 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目２－６

東京都 千駄ヶ谷駅前店　　　　　　　　 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－８ダヴィンチ千駄ヶ谷１０１

東京都 新橋１丁目店　　　　　　　　　 東京都港区新橋１丁目１８－１

東京都 西池袋５丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区西池袋５丁目５－２１

東京都 練馬北町２丁目店　　　　　　　 東京都練馬区北町２－３５－４

東京都 町田根岸店　　　　　　　　　　 東京都町田市根岸町１００１番地２６

東京都 小金井梶野町店　　　　　　　　 東京都小金井市梶野町４丁目１９－２０

東京都 江戸川千葉街道店　　　　　　　 東京都江戸川区中央３－２－７

東京都 堀切８丁目店　　　　　　　　　 東京都葛飾区堀切８－２３－２５



都道府県 店舗名 住所

東京都 駒沢１丁目店　　　　　　　　　 東京都世田谷区駒沢１－２－２５

東京都 練馬谷原１丁目店　　　　　　　 東京都練馬区谷原１丁目４－２９

東京都 武蔵野緑町店　　　　　　　　　 東京都武蔵野市緑町２－１－１

東京都 芝久保２丁目店　　　　　　　　 東京都西東京市芝久保町２丁目２２番３２

東京都 神宮前１丁目店　　　　　　　　 東京都渋谷区神宮前１丁目８－８

東京都 羽村双葉町店　　　　　　　　　 東京都羽村市双葉町２丁目９－１５

東京都 多摩センター駅前店　　　　　　 東京都多摩市落合１丁目３９番２号マグレブビル２階

東京都 町田街道旭店　　　　　　　　　 東京都町田市旭町１丁目２０番地１５

東京都 西尾久２丁目店　　　　　　　　 東京都荒川区西尾久２－３０－１３

東京都 宝町駅前店　　　　　　　　　　 東京都中央区京橋２－１３－１０

東京都 新小岩４丁目店　　　　　　　　 東京都葛飾区新小岩４丁目３３番１１号

神奈川県 中田町萩丸店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市泉区中田西３－２７－４５

神奈川県 阪東橋店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市南区高根町３－１８－１８

神奈川県 藤沢宮前店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市宮前３７５－１４

神奈川県 新栄町店　　　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－３

神奈川県 大船店　　　　　　　　　　　　 神奈川県鎌倉市小袋谷１－３－２

神奈川県 衣笠駅前店　　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市衣笠栄町２丁目２０番

神奈川県 泉新橋店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市泉区新橋町８６３

神奈川県 横須賀野比店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市野比１丁目４番７号

神奈川県 座間座架依橋店　　　　　　　　 神奈川県座間市座間１丁目２９９２番地

神奈川県 本牧店　　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市中区本牧原１８－４

神奈川県 城山原宿南店　　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区原宿南２－２－１

神奈川県 虹ヶ丘店　　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘２丁目３番３０号

神奈川県 川崎井田店　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町３０番１２号

神奈川県 藤沢大平店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市菖蒲沢８９４－２

神奈川県 横浜入管店　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０－７

神奈川県 相模原上鶴間本町店　　　　　　 神奈川県相模原市南区上鶴間本町２丁目１４番１８号

神奈川県 海老名大谷店　　　　　　　　　 神奈川県海老名市大谷南５丁目１３－５

神奈川県 相模原橋本台店　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本台１－４－１

神奈川県 相模原矢部店　　　　　　　　　 神奈川県相模原市中央区矢部２丁目２５－９

神奈川県 大和代官２丁目店　　　　　　　 神奈川県大和市代官２丁目６番６

神奈川県 厚木妻田北４丁目店　　　　　　 神奈川県厚木市妻田北４丁目１－１

神奈川県 小田原曽我原店　　　　　　　　 神奈川県小田原市曽我原５４３－３

神奈川県 小田原東インター店　　　　　　 神奈川県小田原市飯泉４８４番１

神奈川県 北加瀬店　　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－１９－７

神奈川県 黄金橋店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市中区末吉町１－２１

神奈川県 湘南台３丁目店　　　　　　　　 神奈川県藤沢市湘南台３－１５－５

神奈川県 久里浜４丁目店　　　　　　　　 神奈川県横須賀市久里浜４丁目１７番１号

神奈川県 西浦賀店　　　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市西浦賀４丁目６番１

神奈川県 二俣川店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４５－８１

神奈川県 三浦海岸店　　　　　　　　　　 神奈川県三浦市南下浦町上宮田１０９７－３

神奈川県 田名葛輪店　　　　　　　　　　 神奈川県相模原市中央区田名２８４３－３

神奈川県 茅ヶ崎本村店　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市本村５丁目２－５

神奈川県 たまプラーザ店　　　　　　　　 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２丁目１４番地７号たまプラーザＴ＆Ｔビル１階

神奈川県 京急川崎駅西口店　　　　　　　 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２０－１１

神奈川県 厚木旭町店　　　　　　　　　　 神奈川県厚木市旭町４丁目７－１

神奈川県 茅ヶ崎駅前店　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市元町１８番２

神奈川県 横須賀長坂店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市長坂４丁目２－７

神奈川県 橋本東店　　　　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区東橋本２－１９－７

神奈川県 横須賀浦賀店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市浦賀７丁目１５番４１号

神奈川県 茅ヶ崎堤店　　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市堤８１６－１

神奈川県 横須賀東浦賀店　　　　　　　　 神奈川県横須賀市東浦賀２丁目２番１号

神奈川県 相模原星が丘店　　　　　　　　 神奈川県相模原市中央区星が丘２丁目１－１

神奈川県 横須賀米が浜店　　　　　　　　 神奈川県横須賀市米が浜通１丁目１７番１

神奈川県 相模原橋本１丁目店　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本一丁目７番６号

神奈川県 横須賀森崎店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市森崎１丁目１９番２２号

神奈川県 葉山御用邸前店　　　　　　　　 神奈川県三浦郡葉山町下山口１４９４－１７

神奈川県 中原下新城３丁目店　　　　　　 神奈川県川崎市中原区下新城３丁目１５－２０



都道府県 店舗名 住所

神奈川県 青葉たちばな台店　　　　　　　 神奈川県横浜市青葉区たちばな台２丁目１４ー１４

神奈川県 海老名本郷店　　　　　　　　　 神奈川県海老名市本郷４０３７番２

神奈川県 武蔵小杉店　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目１５０１番地１セントア武蔵小杉Ａ棟１０３Ｂ

福井県 大飯運動公園前店　　　　　　　 福井県大飯郡おおい町成和字２号１番１１２－１

福井県 若狭美浜店　　　　　　　　　　 福井県三方郡美浜町久々子第７２号１番地の４

岐阜県 鵜沼西町店　　　　　　　　　　 岐阜県各務原市鵜沼西町１－６３２－１

岐阜県 草道島店　　　　　　　　　　　 岐阜県大垣市草道島町南出口４８８－３

岐阜県 堀津町店　　　　　　　　　　　 岐阜県羽島市堀津町１０７９番地１

岐阜県 那加日新店　　　　　　　　　　 岐阜県各務原市那加日新町５－１１

岐阜県 岐阜敷島町店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市敷島町９丁目１４－１

岐阜県 岐南町三宅店　　　　　　　　　 岐阜県羽島郡岐南町三宅１丁目２２１番

岐阜県 高富東深瀬店　　　　　　　　　 岐阜県山県市東深瀬１７５－３

岐阜県 北方町芝原中町店　　　　　　　 岐阜県本巣郡北方町芝原中町３丁目１９番

岐阜県 大垣青野町店　　　　　　　　　 岐阜県大垣市青野町９５０番１

岐阜県 岐阜梅林公園前店　　　　　　　 岐阜県岐阜市殿町６丁目６１２番

岐阜県 岐阜西鏡島店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市鏡島西２丁目１１番１５号

岐阜県 関東田原店　　　　　　　　　　 岐阜県関市東田原１５１番地３

岐阜県 神戸町前田店　　　　　　　　　 岐阜県安八郡神戸町大字前田１２９番地の２

岐阜県 各務原前渡東町店　　　　　　　 岐阜県各務原市前渡東町３丁目３５８番地

岐阜県 瑞穂宝江店　　　　　　　　　　 岐阜県瑞穂市宝江２４８番５

岐阜県 多治見上野町店　　　　　　　　 岐阜県多治見市上野町５丁目２８番地の２

岐阜県 岐阜鷺山店　　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市下土居３丁目４番５号

岐阜県 大垣羽衣町店　　　　　　　　　 岐阜県大垣市羽衣町５丁目７

岐阜県 各務原新栄町２丁目店　　　　　 岐阜県各務原市蘇原新栄町２丁目９２番地１

岐阜県 美濃インター店　　　　　　　　 岐阜県美濃市中央九丁目１９番地

静岡県 富士川木島店　　　　　　　　　 静岡県富士市木島１７２－１

静岡県 清水町湯川店　　　　　　　　　 静岡県駿東郡清水町湯川４４－１

静岡県 富士津田町店　　　　　　　　　 静岡県富士市津田町１４６番地

静岡県 静岡南安倍店　　　　　　　　　 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目５－１６

静岡県 熱海梅園店　　　　　　　　　　 静岡県熱海市梅園町１８１５番１５

静岡県 沼津西沢田店　　　　　　　　　 静岡県沼津市西沢田６２０番１

静岡県 富士広見店　　　　　　　　　　 静岡県富士市広見本町２番１号

静岡県 富士宮島店　　　　　　　　　　 静岡県富士市宮島１８３－１

静岡県 富士入山瀬店　　　　　　　　　 静岡県富士市入山瀬２－２－５

静岡県 藤枝水守店　　　　　　　　　　 静岡県藤枝市水守１丁目２番地１４号

静岡県 藤枝谷稲葉インター前店　　　　 静岡県藤枝市堀之内１丁目２番２

静岡県 函南町塚本店　　　　　　　　　 静岡県田方郡函南町塚本３９８番３

静岡県 川根町店　　　　　　　　　　　 静岡県島田市川根町家山１３３１－７

静岡県 三ケ日都筑店　　　　　　　　　 静岡県浜松市北区三ケ日町都筑２１７４－１

静岡県 菊川堀之内店　　　　　　　　　 静岡県菊川市堀之内８０－６

静岡県 金谷町店　　　　　　　　　　　 静岡県島田市島８６６－１

静岡県 浜松佐鳴台１丁目店　　　　　　 静岡県浜松市中区佐鳴台１丁目３番２２号

静岡県 大仁神島店　　　　　　　　　　 静岡県伊豆の国市中島４０－７

静岡県 富士厚原店　　　　　　　　　　 静岡県富士市厚原字横道下１２４４－１

静岡県 御殿場新橋店　　　　　　　　　 静岡県御殿場市新橋８４２－２

静岡県 富士錦町店　　　　　　　　　　 静岡県富士市錦町１－１２－１８

静岡県 伊東富戸店　　　　　　　　　　 静岡県伊東市富戸１０２０－４８８

静岡県 富士宮市役所前店　　　　　　　 静岡県富士宮市弓沢町１９８

静岡県 三島梅名店　　　　　　　　　　 静岡県三島市梅名４４７－１４

静岡県 富士中島店　　　　　　　　　　 静岡県富士市中島１０５－１

静岡県 富士宮杉田店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市杉田１０４９－１

静岡県 大仁駅前通店　　　　　　　　　 静岡県伊豆の国市大仁４１５－２

静岡県 富士宮大岩店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市大岩１６７７番７

静岡県 富士石坂店　　　　　　　　　　 静岡県富士市石坂７９－２

静岡県 清水高橋店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区高橋３丁目４番６号

静岡県 静岡豊田店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区豊田一丁目９番３１号

静岡県 富士岩本店　　　　　　　　　　 静岡県富士市岩本８１９－１

静岡県 修善寺大平店　　　　　　　　　 静岡県伊豆市大平７００番地の１



都道府県 店舗名 住所

静岡県 御殿場東山店　　　　　　　　　 静岡県御殿場市東山４６２番地３

静岡県 御殿場はぎわら店　　　　　　　 静岡県御殿場市萩原５７６番地３

静岡県 駿河湾沼津ＳＡ上り店　　　　　 静岡県沼津市根古屋９９８－２７新東名高速道路ＮＥＯＰＡＳＡ駿河湾沼津上り線内

静岡県 裾野伊豆島田店　　　　　　　　 静岡県裾野市伊豆島田８３３番８

静岡県 函南町仁田店　　　　　　　　　 静岡県田方郡函南町仁田１４９番地の１

静岡県 富士横割１丁目店　　　　　　　 静岡県富士市横割１丁目１９番１３号

静岡県 静岡豊原町店　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区豊原町８番１０号

静岡県 静岡がんセンター店　　　　　　 静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７番地静岡県立静岡がんセンター１階

静岡県 富士宮青木店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市外神１１７６－１

静岡県 静岡山崎店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市葵区山崎一丁目２２番地１

静岡県 伊東湯川店　　　　　　　　　　 静岡県伊東市湯川四丁目７番１号

静岡県 富士若松町店　　　　　　　　　 静岡県富士市大淵６６番地の２

静岡県 浜松北島町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市東区北島町７５２番地

静岡県 浜松鶴見町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市南区鶴見町２３６番地の１

静岡県 浜松天王町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市東区天王町１６５８番

愛知県 川井町店　　　　　　　　　　　 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

愛知県 稲沢小池店　　　　　　　　　　 愛知県稲沢市小池２丁目２１－１１

愛知県 蒲郡緑町店　　　　　　　　　　 愛知県蒲郡市緑町６－１０

愛知県 小牧原新田店　　　　　　　　　 愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前１２５０－３

愛知県 豊田本新町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市本新町８丁目９５－２

愛知県 吉良上横須賀店　　　　　　　　 愛知県西尾市吉良町上横須賀雑役免１１２－３

愛知県 日進折戸町店　　　　　　　　　 愛知県日進市折戸町孫三ヶ入８４番３

愛知県 名古屋金城町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市北区金城町四丁目２３番

愛知県 幸田大草店　　　　　　　　　　 愛知県額田郡幸田町大字大草字赤石４４番地１

愛知県 蒲郡八百富町店　　　　　　　　 愛知県蒲郡市八百富町１２番１９号

愛知県 豊田保見町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市保見町権堂坊１０９番地２

愛知県 一宮競輪場前店　　　　　　　　 愛知県一宮市泉３丁目２番５号

愛知県 豊橋杉山町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市杉山町字外張６５番３

愛知県 三河安城東町店　　　　　　　　 愛知県安城市三河安城東町二丁目４番地８

愛知県 知多浦浜店　　　　　　　　　　 愛知県知多市八幡字浦浜１番１４

愛知県 長久手岩作店　　　　　　　　　 愛知県長久手市岩作宮前１２６番地

愛知県 岡崎牧平町店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市牧平町字荒井野３１番地１

愛知県 大和町店　　　　　　　　　　　 愛知県一宮市大和町妙興寺字地蔵恵７８

愛知県 細川町店　　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市細川町字雨戸３３番地６

愛知県 吉良吉田店　　　　　　　　　　 愛知県西尾市吉良町吉田松木田９３

愛知県 七宝下之森店　　　　　　　　　 愛知県あま市七宝町下之森七反田４４－２

愛知県 大府横根町店　　　　　　　　　 愛知県大府市横根町名高山９５番１

愛知県 田原神戸町店　　　　　　　　　 愛知県田原市神戸町天白７８－２

愛知県 瀬戸品野町店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市品野町一丁目１９８番１４

愛知県 豊田野見山町店　　　　　　　　 愛知県豊田市野見山町３丁目８８番地９２

愛知県 常滑インター店　　　　　　　　 愛知県常滑市飛香台１丁目３－６

愛知県 豊田四郷町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市四郷町森前１７０番地４

愛知県 名古屋駅西店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区椿町１６番１６号名古屋大和ビル１Ｆ

愛知県 豊橋東幸町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市東幸町字東明８２番地１４

愛知県 豊田上野町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市上野町５丁目３番地２

愛知県 知立広見店　　　　　　　　　　 愛知県知立市広見１丁目９３番地

愛知県 豊橋神ノ輪町店　　　　　　　　 愛知県豊橋市神ノ輪町５６番地３

愛知県 知立西中町店　　　　　　　　　 愛知県知立市西中町跡落１３７番地

愛知県 名鉄常滑駅前店　　　　　　　　 愛知県常滑市鯉江本町５丁目１４０番地

三重県 菰野店　　　　　　　　　　　　 三重県三重郡菰野町大字菰野１３９２－２

三重県 石薬師店　　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市石薬師町２４３４－１

三重県 四日市天カ須賀店　　　　　　　 三重県四日市市天カ須賀４ー３－２

三重県 伊勢円座町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市円座町１８５４番地４

三重県 菰野町庁舎前店　　　　　　　　 三重県三重郡菰野町大字潤田１１８７－１

三重県 香良洲店　　　　　　　　　　　 三重県津市香良洲町２８４６－１

三重県 津大古曽店　　　　　　　　　　 三重県津市一身田大古曽６８７番地３

三重県 伊勢明野店　　　　　　　　　　 三重県伊勢市村松町字明野４０５０

三重県 四日市垂坂店　　　　　　　　　 三重県四日市市垂坂町２０２５



都道府県 店舗名 住所

三重県 四日市大井手店　　　　　　　　 三重県四日市市大井手二丁目４番１７号

三重県 四日市水沢町店　　　　　　　　 三重県四日市市水沢町４０４８－２

三重県 名四川越店　　　　　　　　　　 三重県三重郡川越町大字当新田字中通５２０－１

三重県 嬉野ふるさと会館前店　　　　　 三重県松阪市嬉野権現前町３９０－５

三重県 津安濃店　　　　　　　　　　　 三重県津市安濃町曽根５６６－２

三重県 四日市浜田町店　　　　　　　　 三重県四日市市浜田町９番３号

三重県 名張富貴ヶ丘店　　　　　　　　 三重県名張市蔵持町芝出１２１６番地１

三重県 伊勢上地町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市上地町４８２２－２

滋賀県 大津大門通店　　　　　　　　　 滋賀県大津市大門通１６番５２号

滋賀県 大津大萱店　　　　　　　　　　 滋賀県大津市大萱六丁目５番１号

京都府 東舞鶴インター店　　　　　　　 京都府舞鶴市大字堂奥小字一ノ谷３０３－１４

京都府 亀岡大井町土田店　　　　　　　 京都府亀岡市大井町土田３丁目５番３号

京都府 亀岡運動公園前店　　　　　　　 京都府亀岡市曽我部町穴太大塚５４番

京都府 太秦一ノ井町店　　　　　　　　 京都府京都市右京区太秦一ノ井町１番地

京都府 イオンモール京都桂川店　　　　 京都府京都市南区久世高田町３７６番１

京都府 京都東寺前店　　　　　　　　　 京都府京都市南区西九条比永城町１１９番地

京都府 京都嵯峨明星町店　　　　　　　 京都府京都市右京区嵯峨明星町１７番６

京都府 与謝野町岩滝店　　　　　　　　 京都府与謝郡与謝野町字岩滝２３９６番１

大阪府 豊崎５丁目店　　　　　　　　　 大阪府大阪市北区豊崎５丁目６番１０号商業ビル１階

大阪府 八王寺１丁目店　　　　　　　　 大阪府池田市八王寺１－５－１０

大阪府 長尾谷町１丁目店　　　　　　　 大阪府枚方市長尾谷町１丁目１０１番地の１

大阪府 藤井寺４丁目店　　　　　　　　 大阪府藤井寺市藤井寺４丁目１９－１５

大阪府 御堂筋本町店　　　　　　　　　 大阪府大阪市中央区安土町３丁目４番１０号

大阪府 堺津久野町店　　　　　　　　　 大阪府堺市西区津久野町３丁８番２２

大阪府 堺片蔵店　　　　　　　　　　　 大阪府堺市南区片蔵１４４９番２８６

大阪府 堺福田店　　　　　　　　　　　 大阪府堺市中区福田８６６番地の１

大阪府 豊中新千里南町店　　　　　　　 大阪府豊中市新千里南町２丁目７－５

大阪府 高殿５丁目店　　　　　　　　　 大阪府大阪市旭区高殿５丁目１１番２２号

大阪府 大阪狭山東野店　　　　　　　　 大阪府大阪狭山市東野西３丁目７００番１

大阪府 枚方山之上西町店　　　　　　　 大阪府枚方市山之上西町３４－２２

大阪府 四條畷田原台店　　　　　　　　 大阪府四條畷市田原台８丁目３番１号

大阪府 吹田南金田店　　　　　　　　　 大阪府吹田市南金田一丁目１３－９

大阪府 大阪諸口５丁目店　　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区諸口５丁目浜１４番２号

大阪府 平野瓜破西店　　　　　　　　　 大阪府大阪市平野区瓜破西二丁目８番４号

大阪府 門真上野口町店　　　　　　　　 大阪府門真市上野口町９番４号

大阪府 高槻柳川町店　　　　　　　　　 大阪府高槻市柳川町２丁目２１番２号

大阪府 長田東１丁目店　　　　　　　　 大阪府東大阪市長田東１丁目２番１５号

大阪府 柏里２丁目店　　　　　　　　　 大阪府大阪市西淀川区柏里２丁目１２番３号

大阪府 大今里西２丁目店　　　　　　　 大阪府大阪市東成区大今里西２丁目７－８

大阪府 高井田本通店　　　　　　　　　 大阪府東大阪市高井田本通７丁目７番２２号

大阪府 摂津鳥飼本町店　　　　　　　　 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目９番９号

大阪府 東淀川豊里４丁目店　　　　　　 大阪府大阪市東淀川区豊里４丁目１１番１９号

大阪府 都島友渕町店　　　　　　　　　 大阪府大阪市都島区友渕町２丁目１１番１３号

兵庫県 市島町上竹田店　　　　　　　　 兵庫県丹波市市島町上竹田字中日巻１１２２－１

兵庫県 中山寺駅前店　　　　　　　　　 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２３－１０１号

兵庫県 篠山細工所店　　　　　　　　　 兵庫県篠山市細工所３７番１

兵庫県 日高西芝店　　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市日高町西芝２２４－１

兵庫県 和田山桑原店　　　　　　　　　 兵庫県朝来市和田山町桑原５２０番１

兵庫県 豊岡木内店　　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市木内５２番

兵庫県 豊岡戸牧店　　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市戸牧２１３番地の７

兵庫県 尼崎武庫之荘店　　　　　　　　 兵庫県尼崎市武庫之荘７丁目１番２７号

兵庫県 神戸大津和店　　　　　　　　　 兵庫県神戸市西区大津和２丁目６番４

兵庫県 神戸藤原台南町店　　　　　　　 兵庫県神戸市北区藤原台南町３丁目１８番３号

兵庫県 尼崎武庫の里店　　　　　　　　 兵庫県尼崎市武庫の里１丁目１１－１

兵庫県 和田山枚田店　　　　　　　　　 兵庫県朝来市和田山町枚田７６８

兵庫県 明石清水店　　　　　　　　　　 兵庫県明石市魚住町清水２０５９－２

兵庫県 尼崎口田中店　　　　　　　　　 兵庫県尼崎市口田中１丁目２０番３０号

兵庫県 伊丹鴻池店　　　　　　　　　　 兵庫県伊丹市鴻池３丁目３番１６号
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兵庫県 神戸大原店　　　　　　　　　　 兵庫県神戸市北区大原１丁目２０番

兵庫県 明石魚住町店　　　　　　　　　 兵庫県明石市魚住町清水４６３番２

兵庫県 豊岡正法寺店　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市正法寺５９９－１

兵庫県 明石鷹匠町店　　　　　　　　　 兵庫県明石市鷹匠町２番２４号

奈良県 桜井芝店　　　　　　　　　　　 奈良県桜井市大字芝３７８－６

奈良県 奈良登美ヶ丘駅前店　　　　　　 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目３番－３

奈良県 広陵町みささぎ台店　　　　　　 奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台５番５０号

奈良県 真菅オカモト酒店　　　　　　　 奈良県橿原市中曽司町１９１－３

奈良県 天理備前町店　　　　　　　　　 奈良県天理市備前町２７番地１

奈良県 桜井三輪店　　　　　　　　　　 奈良県桜井市大字三輪１３５番地

徳島県 脇町店　　　　　　　　　　　　 徳島県美馬市脇町大字脇町４７１－１

徳島県 三加茂中庄店　　　　　　　　　 徳島県三好郡東みよし町中庄１２２８番地

徳島県 美馬青石橋店　　　　　　　　　 徳島県美馬市美馬町中通１３７番地１

徳島県 阿波久原店　　　　　　　　　　 徳島県阿波市阿波町久原１００番地８

徳島県 山川町湯立店　　　　　　　　　 徳島県吉野川市山川町湯立２７２番地２

徳島県 徳島川内町榎瀬店　　　　　　　 徳島県徳島市川内町榎瀬７２０番地８

香川県 花の宮２丁目店　　　　　　　　 香川県高松市花ノ宮町２－５－１

香川県 円座店　　　　　　　　　　　　 香川県高松市円座町字西村２１１番地１

香川県 香川町店　　　　　　　　　　　 香川県高松市香川町川東下２４１－１

香川県 久米池店　　　　　　　　　　　 香川県高松市新田町甲２０９４番地１

香川県 高松駅前店　　　　　　　　　　 香川県高松市西の丸町６番地１

香川県 造田宮西店　　　　　　　　　　 香川県さぬき市造田宮西字石井８３８番１

香川県 多度津店　　　　　　　　　　　 香川県仲多度郡多度津町東新町３４６番地１

香川県 小村町店　　　　　　　　　　　 香川県高松市小村町２４０番地５

香川県 観音寺池之尻店　　　　　　　　 香川県観音寺市池之尻町１２００番地１

香川県 三豊豊中町店　　　　　　　　　 香川県三豊市豊中町笠田笠岡２１２３番地１

香川県 坂出高屋町店　　　　　　　　　 香川県坂出市高屋町１１４３番地１

香川県 高松元山町店　　　　　　　　　 香川県高松市元山町９８８番地９

香川県 観音寺木之郷店　　　　　　　　 香川県観音寺市木之郷町字前田７６７番地３

愛媛県 東予周布店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市周布１０４８

愛媛県 西条高田店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市高田６６８番地１

福岡県 浮羽中千足店　　　　　　　　　 福岡県うきは市浮羽町朝田４０８

福岡県 甘木小田店　　　　　　　　　　 福岡県朝倉市小田１１１９－１

福岡県 月隈店　　　　　　　　　　　　 福岡県福岡市博多区浦田１丁目２－２０

福岡県 上須恵店　　　　　　　　　　　 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠８０５－１

福岡県 上白水店　　　　　　　　　　　 福岡県春日市上白水一丁目六番地

福岡県 志免東３丁目店　　　　　　　　 福岡県糟屋郡志免町志免東３丁目１番１号

福岡県 福岡多の津５丁目店　　　　　　 福岡県福岡市東区多の津５丁目４８－２５

福岡県 八女鈍土羅店　　　　　　　　　 福岡県八女市大字馬場３１－１

福岡県 八女本店　　　　　　　　　　　 福岡県八女市大字本１２３２－１

福岡県 夜須四三嶋店　　　　　　　　　 福岡県朝倉郡筑前町四三嶋字下の前１６３３－１

福岡県 須恵植木店　　　　　　　　　　 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字坂本１７１７－１

福岡県 大木町横溝店　　　　　　　　　 福岡県三潴郡大木町大字横溝５０番５

福岡県 庄内有安店　　　　　　　　　　 福岡県飯塚市有安１０１６

福岡県 太宰府坂本店　　　　　　　　　 福岡県太宰府市坂本２丁目９－８

福岡県 篠栗尾仲店　　　　　　　　　　 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５９１－１

福岡県 大野城山田店　　　　　　　　　 福岡県大野城市山田１丁目１番３６号

福岡県 中間徳若店　　　　　　　　　　 福岡県中間市東中間１丁目１－１

福岡県 飯塚横田店　　　　　　　　　　 福岡県飯塚市横田４４番地１

福岡県 神屋町サンパレス前店　　　　　 福岡県福岡市博多区神屋町９ー２１

福岡県 新飯塚店　　　　　　　　　　　 福岡県飯塚市新飯塚２１－２４

福岡県 春日大和町店　　　　　　　　　 福岡県春日市大和町３丁目２７番

福岡県 八幡陣原店　　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡西区陣原３丁目１－２６

福岡県 福岡大岳店　　　　　　　　　　 福岡県福岡市東区大岳１丁目１１－１

福岡県 苅田京町店　　　　　　　　　　 福岡県京都郡苅田町京町１丁目９番６号

福岡県 久留米田主丸店　　　　　　　　 福岡県久留米市田主丸町秋成８５１－１

福岡県 福岡長尾３丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市城南区長尾３ー２３－３

福岡県 福岡今宿１丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市西区今宿１丁目９－３



都道府県 店舗名 住所

福岡県 福岡愛宕４丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市西区愛宕４丁目１４－１

福岡県 鞍手道中店　　　　　　　　　　 福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２７７３－１

福岡県 博多板付４丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番３１号

福岡県 福岡土井２丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市東区土井２丁目４９－１

福岡県 八幡竹下町店　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡東区竹下町１０番２３号

福岡県 福岡屋形原店　　　　　　　　　 福岡県福岡市南区屋形原１丁目２番３７号

福岡県 岡垣百合ヶ丘店　　　　　　　　 福岡県遠賀郡岡垣町東松原２丁目４－４

福岡県 北野町今山店　　　　　　　　　 福岡県久留米市北野町今山８１６番１

福岡県 博多吉塚３丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目５番５２号

福岡県 福岡有田店　　　　　　　　　　 福岡県福岡市早良区有田２丁目１６番１５号

福岡県 大川向島店　　　　　　　　　　 福岡県大川市大字向島１５５２番４

福岡県 田川香春町店　　　　　　　　　 福岡県田川郡香春町大字中津原１８８２番地１

福岡県 福岡八田１丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市東区八田１丁目１２番１４号

福岡県 福岡香椎６丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市東区香椎６丁目２番２１号

福岡県 大川市下木佐木店　　　　　　　 福岡県大川市大字下木佐木３６番地１

福岡県 宮若本城店　　　　　　　　　　 福岡県宮若市本城７１３番

福岡県 飯塚下三緒店　　　　　　　　　 福岡県飯塚市下三緒７５番４

福岡県 筑後野町北店　　　　　　　　　 福岡県筑後市大字野町６１１番地１

福岡県 朝倉インター店　　　　　　　　 福岡県朝倉市多々連４１１－１

佐賀県 北茂安町店　　　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町白壁２２５０

佐賀県 中津隈店　　　　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈５１－３

佐賀県 佐賀本庄町店　　　　　　　　　 佐賀県佐賀市本庄町大字末次３９３－１

佐賀県 佐賀大財２丁目店　　　　　　　 佐賀県佐賀市大財２丁目９－２１

佐賀県 多久古賀宿店　　　　　　　　　 佐賀県多久市東多久町大字別府３４００－１

佐賀県 吉野ヶ里鳥ノ隈店　　　　　　　 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田１２５２－１

佐賀県 鳥栖藤木町店　　　　　　　　　 佐賀県鳥栖市藤木町３番１９

佐賀県 佐賀田代２丁目店　　　　　　　 佐賀県佐賀市田代２丁目６番１５号

大分県 日田下井手町店　　　　　　　　 大分県日田市下井手町６１番

大分県 日田光岡店　　　　　　　　　　 大分県日田市大字友田１３５６番１


