
ミニストップ　ビーニーブーズ・マイリトルポニー取扱い店舗リスト　　　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 三戸川守田店　　　　　　　　　 青森県三戸郡三戸町大字川守田字西張渡３０－２

青森県 むつ横迎町店　　　　　　　　　 青森県むつ市横迎町１－５－９

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 弘前土手町店　　　　　　　　　 青森県弘前市大字土手町３８番地

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 むつ金曲２丁目店　　　　　　　 青森県むつ市金曲２丁目１２番１号

青森県 松島団地店　　　　　　　　　　 青森県五所川原市大字漆川字袖掛１５９－６

青森県 階上店　　　　　　　　　　　　 青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠３３－１３８

青森県 八戸工業大学前店　　　　　　　 青森県八戸市妙字大開５－２２７

青森県 八戸鮫町西子沢店　　　　　　　 青森県八戸市大字鮫町字西子沢１５番地６５

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

青森県 むつ旭町店　　　　　　　　　　 青森県むつ市旭町５番９号

青森県 むつ市役所店　　　　　　　　　 青森県むつ市中央一丁目８番３１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

岩手県 平泉正法店　　　　　　　　　　 岩手県西磐井郡平泉町平泉字正法１番１

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 石巻新立野店　　　　　　　　　 宮城県石巻市のぞみ野三丁目１番地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 仙台薬師堂駅前店　　　　　　　 宮城県仙台市若林区大和町１丁目１番１０号ＳＳグロリエ１Ｆ

宮城県 片平店　　　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区片平１－４－１５

宮城県 西中田七丁目店　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区西中田七丁目２７－１

宮城県 多賀城八幡３丁目店　　　　　　 宮城県多賀城市八幡３丁目３－７

宮城県 七ヶ浜遠山店　　　　　　　　　 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山５丁目３番９４

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 利府塩釜インター店　　　　　　 宮城県宮城郡利府町加瀬字十三本塚１２３－１

宮城県 石巻新下沼店　　　　　　　　　 宮城県石巻市蛇田字新下沼２５－１

宮城県 宮城田尻店　　　　　　　　　　 宮城県大崎市田尻沼部字道祖神８３番１

宮城県 仙台長町１丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区長町１丁目２番１２号

宮城県 仙台郷六店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区郷六字舘３９－１１

宮城県 宮城船岡中央店　　　　　　　　 宮城県柴田郡柴田町船岡中央三丁目１８番１０号

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 仙台榴ヶ岡店　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡１０５番地の１０

宮城県 石巻渡波店　　　　　　　　　　 宮城県石巻市新成一丁目２１番地１５

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 仙台北中山店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区南中山５丁目４－３５

宮城県 名取せきのした店　　　　　　　 宮城県名取市杜せきのした２丁目４番地１号

宮城県 仙台東インター店　　　　　　　 宮城県仙台市若林区六丁の目東町７－１０

宮城県 仙台卸町中央店　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区萩野町三丁目８番２２



都道府県 店舗名 住所

宮城県 白石半沢屋敷前店　　　　　　　 宮城県白石市字半沢屋敷前２３番１

宮城県 仙台泉大沢店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区北高森３３番１

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 仙台山田店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区山田新町９２番４

宮城県 仙台中央３丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３番３号

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 石巻サンプラザホテル店　　　　 宮城県石巻市立町一丁目７－２３

宮城県 仙台田子店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区田子２丁目４１番１８号

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 仙台富沢西店　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区富沢駅西土地区画整理事業３６－２街区３画地

宮城県 長町店　　　　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区長町３－６－１

宮城県 みずほ台店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区みずほ台１０番地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 利府中インター店　　　　　　　 宮城県宮城郡利府町春日字山崎１８番４

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 仙台泉福岡店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区福岡字阿弥陀前１４番１

宮城県 仙台南町通り店　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目２番地１

宮城県 仙台坪沼店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区坪沼字相ノ原６６

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 仙台上飯田店　　　　　　　　　 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目９－６０

宮城県 仙台六丁の目店　　　　　　　　 宮城県仙台市若林区六丁の目中町２７番４０号

宮城県 仙台落合店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区落合二丁目１６番２２号

宮城県 東北電力前店　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２－１２　ＧＭビル

宮城県 仙台東七番丁店　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０６番地の２２

宮城県 仙台南中山店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区南中山２丁目１－１７

宮城県 塩釜魚市場前店　　　　　　　　 宮城県塩釜市新浜町二丁目３－１３

宮城県 東仙台駅前店　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区東仙台２丁目１５番１１号

宮城県 村田沼辺店　　　　　　　　　　 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字二丁町２６番１

宮城県 白石羽山店　　　　　　　　　　 宮城県白石市白川犬卒都婆字羽山１４－１

宮城県 仙台川平店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区川平三丁目４０番４

宮城県 石巻大街道北店　　　　　　　　 宮城県石巻市大街道北二丁目２番２０号

宮城県 塩釜長沢町店　　　　　　　　　 宮城県塩釜市長沢町１番１号

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 宮城鹿島台店　　　　　　　　　 宮城県大崎市鹿島台平渡字杉ヶ崎３２番２

宮城県 仙台富沢駅東口店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区大野田四丁目１９番地の４

宮城県 塩釜玉川店　　　　　　　　　　 宮城県塩釜市玉川３丁目８番１９号

宮城県 仙台泉松森店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区松森字前田１番地の４

宮城県 仙台八木山緑町店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区八木山緑町７番３２号

宮城県 宮城もみじヶ丘１丁目店　　　　 宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘１丁目２５番地の２

宮城県 角田梶賀店　　　　　　　　　　 宮城県角田市梶賀字一里壇１５１番７

宮城県 名取愛島郷店　　　　　　　　　 宮城県名取市愛島郷一丁目２番地２

宮城県 仙台高松２丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区高松２丁目１１番７２号

福島県 福島駐屯地店　　　　　　　　　 福島県福島市荒井字原宿１

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 白河桜岡店　　　　　　　　　　 福島県白河市大桜岡前１１３ー１

福島県 福島北沢又店　　　　　　　　　 福島県福島市南沢又字上番匠田７番地の１

福島県 泉崎北平山店　　　　　　　　　 福島県西白河郡泉崎村大字北平山字滝田下８０番

福島県 福島笹木野店　　　　　　　　　 福島県福島市笹木野字下台３７－２

福島県 福島大笹生インター店　　　　　 福島県福島市大笹生字細柳４－１

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 西郷小田倉店　　　　　　　　　 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返３１４－５

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 原町大木戸店　　　　　　　　　 福島県南相馬市原町区大字大木戸字松島３３６－８



都道府県 店舗名 住所

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 福島西インター店　　　　　　　 福島県福島市上名倉字猫田２－１

福島県 船引店　　　　　　　　　　　　 福島県田村市船引町船引舘柄前９３番

福島県 鏡石パーキングエリア店　　　　 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内１０－１０

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 福島鎌田店　　　　　　　　　　 福島県福島市鎌田字中家３２－３

福島県 小名浜岡小名店　　　　　　　　 福島県いわき市小名浜岡小名２丁目４番６

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 福島新浜店　　　　　　　　　　 福島県福島市新浜町２－９

福島県 本宮高木店　　　　　　　　　　 福島県本宮市高木字平内５－１

福島県 矢吹大町店　　　　　　　　　　 福島県西白河郡矢吹町大町２２４－１

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

福島県 伊達上台店　　　　　　　　　　 福島県伊達市上台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 白河厚生病院前店　　　　　　　 福島県白河市豊地弥次郎８１番地１

福島県 福島瀬上店　　　　　　　　　　 福島県福島市瀬上町字象ケ鼻６番地

福島県 本宮市本宮店　　　　　　　　　 福島県本宮市本宮字欠下４－１

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 伊達保原高子店　　　　　　　　 福島県伊達市保原町上保原字大久保２２－５

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 原町石神店　　　　　　　　　　 福島県南相馬市原町区石神字坂下１５５－１

福島県 郡山安子島店　　　　　　　　　 福島県郡山市熱海町安子島字出シ３５－１０

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 郡山亀田店　　　　　　　　　　 福島県郡山市字下亀田９番５

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 二本松向原店　　　　　　　　　 福島県二本松市向原９８－９

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　　　　　　　　　 福島県郡山市東原二丁目１２６番地

福島県 郡山希望ヶ丘店　　　　　　　　 福島県郡山市富田町字下小次郎木４１番４

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 相馬沖ノ内店　　　　　　　　　 福島県相馬市沖ノ内１丁目１５番７

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 いわき玉川店　　　　　　　　　 福島県いわき市小名浜玉川町南２５番１

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 いわき錦町店　　　　　　　　　 福島県いわき市錦町竹ノ花１２－１６

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 竜ヶ崎大徳町店　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市大徳町５１９－１

茨城県 五霞原宿台店　　　　　　　　　 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－１８－１３

茨城県 神栖日川店　　　　　　　　　　 茨城県神栖市日川字日向２３５

茨城県 茎崎高見原店　　　　　　　　　 茨城県つくば市高見原５丁目４－１

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 ひたちなか東石川店　　　　　　 茨城県ひたちなか市東石川２ー１１－６

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



都道府県 店舗名 住所

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 ひたちなか武田店　　　　　　　 茨城県ひたちなか市大字武田字一本松９２４－２－４

茨城県 水海道坂手町店　　　　　　　　 茨城県常総市坂手町５５４７番４

茨城県 水戸常磐町店　　　　　　　　　 茨城県水戸市常磐町２丁目２番３２号

茨城県 坂東逆井店　　　　　　　　　　 茨城県坂東市逆井字大砂５８８７番６

茨城県 笠間鯉淵店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市鯉淵６６７９番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 茨城町海老沢店　　　　　　　　 茨城県東茨城郡茨城町海老沢１５１番地１

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 ひたちなか稲田店　　　　　　　 茨城県ひたちなか市稲田字仲通り３３１番２

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 古河仁連店　　　　　　　　　　 茨城県古河市仁連８２６－５

茨城県 神栖知手中央店　　　　　　　　 茨城県神栖市知手中央１丁目７番３１号

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 筑西直井店　　　　　　　　　　 茨城県筑西市直井字直井９６１番４

茨城県 水戸見川２丁目店　　　　　　　 茨城県水戸市見川２丁目２１番６

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 神栖波崎店　　　　　　　　　　 茨城県神栖市波崎７６８２－３

茨城県 龍ケ崎白羽店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市白羽１丁目７－３７

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 水戸金町店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市金町２丁目６番２１号

茨城県 ひたちなか長砂店　　　　　　　 茨城県ひたちなか市長砂字宿屋敷２３番

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 東海船場店　　　　　　　　　　 茨城県那珂郡東海村大字船場字石伏５８３番地１

茨城県 筑西菅谷店　　　　　　　　　　 茨城県筑西市菅谷字菅谷１５６６番

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 常総杉山店　　　　　　　　　　 茨城県常総市杉山１８３３番１

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 つくば稲岡店　　　　　　　　　 茨城県つくば市稲岡７９３－１５

茨城県 石岡北店　　　　　　　　　　　 茨城県石岡市正上内３０－１３

茨城県 日立水木町店　　　　　　　　　 茨城県日立市水木町２－４１－６

茨城県 日立多賀店　　　　　　　　　　 茨城県日立市東多賀町５－７－１２

茨城県 鹿嶋宮津台店　　　　　　　　　 茨城県鹿嶋市宮津台４７２６－２０

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 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 下妻店　　　　　　　　　　　　 茨城県下妻市本宿町２－６０

茨城県 守谷中央店　　　　　　　　　　 茨城県守谷市中央一丁目２番地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 岩瀬羽黒駅入口店　　　　　　　 茨城県桜川市友部字関田９７３－１

茨城県 友部湯崎店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市湯崎１２４３番３３６

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

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 かすみがうら稲吉南店　　　　　 茨城県かすみがうら市稲吉南３－１－４４

茨城県 牛久ひたち野東店　　　　　　　 茨城県牛久市ひたち野東１丁目２５－１０

茨城県 龍ケ崎緑町店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市緑町２６－１

茨城県 神栖鰐川店　　　　　　　　　　 茨城県神栖市鰐川３００番１９３

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 笠間美原店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市美原３丁目１番１４号

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



都道府県 店舗名 住所

茨城県 つくば西大橋店　　　　　　　　 茨城県つくば市西大橋字大境５８１ー１

茨城県 古河女沼店　　　　　　　　　　 茨城県古河市女沼１５２１－１

茨城県 水戸笠原店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市笠原町１７５０番地４

茨城県 水戸内原店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市内原町１４０４番６

茨城県 石岡鹿の子店　　　　　　　　　 茨城県石岡市鹿の子１丁目１４－２５

茨城県 つくば春風台店　　　　　　　　 茨城県つくば市上野４６６（春風台Ａ２６街区１－１）

茨城県 笠間下郷店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市下郷字篠後９９２ー９１

茨城県 新取手店　　　　　　　　　　　 茨城県取手市寺田字佃４７１８－１５

茨城県 茨城大学前店　　　　　　　　　 茨城県水戸市袴塚３－１０－３２

茨城県 古河西牛谷店　　　　　　　　　 茨城県古河市西牛谷４６２

茨城県 土浦白鳥店　　　　　　　　　　 茨城県土浦市白鳥町１０９６番４０

茨城県 ひたちなか笹野町店　　　　　　 茨城県ひたちなか市笹野町二丁目１０－３

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 栃木インター店　　　　　　　　 栃木県栃木市吹上町字中井ノ内１１８６番１

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 鹿沼東町２丁目店　　　　　　　 栃木県鹿沼市東町２丁目２－４２

栃木県 宇都宮平松本町南店　　　　　　 栃木県宇都宮市平松本町１１２５番１４

栃木県 鹿沼樅山店　　　　　　　　　　 栃木県鹿沼市樅山町字郷中５４８

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 大田原富士見店　　　　　　　　 栃木県大田原市富士見１丁目１７６７－１５

栃木県 下野下古山店　　　　　　　　　 栃木県下野市文教１丁目１－１１

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 那須塩原東三島店　　　　　　　 栃木県那須塩原市東三島６丁目３９６番３０

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 小山城東２丁目店　　　　　　　 栃木県小山市城東２丁目３５番１５

栃木県 下野小金井店　　　　　　　　　 栃木県下野市小金井１丁目３４番１

栃木県 宇都宮平松本町店　　　　　　　 栃木県宇都宮市平松本町３２７－６

栃木県 宇都宮五代店　　　　　　　　　 栃木県宇都宮市五代３丁目１５番１８号

群馬県 尾島粕川店　　　　　　　　　　 群馬県太田市粕川町３２７－９

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 館林近藤町店　　　　　　　　　 群馬県館林市近藤町５７１番１

群馬県 館林赤土町店　　　　　　　　　 群馬県館林市赤土町１３７番地１

群馬県 伊勢崎今井店　　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市赤堀今井町２丁目１２８０番地１

群馬県 前橋交通公園前店　　　　　　　 群馬県前橋市西片貝町５丁目６－２

群馬県 前橋大友町店　　　　　　　　　 群馬県前橋市大友町２丁目２７番４

群馬県 高崎矢中店　　　　　　　　　　 群馬県高崎市矢中町３１１番地１

群馬県 新前橋南店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市古市町一丁目６２番地４

群馬県 高崎菅谷町店　　　　　　　　　 群馬県高崎市菅谷町７４６－１

群馬県 高崎岩押町店　　　　　　　　　 群馬県高崎市岩押町１２０－５

群馬県 伊勢崎太田町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市太田町９７４－１

群馬県 伊勢崎豊城町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市豊城町１９６０－６

群馬県 太田内ケ島南店　　　　　　　　 群馬県太田市内ケ島町７１６番地１

群馬県 前橋荒子町店　　　　　　　　　 群馬県前橋市荒子町１５５１

群馬県 新田上田中町店　　　　　　　　 群馬県太田市新田上田中町６０１－１

群馬県 前橋荒牧店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市荒牧町２－５１－１９

群馬県 藪塚大原店　　　　　　　　　　 群馬県太田市大原町４３７－３

群馬県 太田浜町店　　　　　　　　　　 群馬県太田市浜町１９－２０

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 高崎中居店　　　　　　　　　　 群馬県高崎市中居町１丁目５番地３８

群馬県 前橋鶴光路店　　　　　　　　　 群馬県前橋市鶴光路町３４１－４

群馬県 前橋本町店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市本町３丁目１５－１



都道府県 店舗名 住所

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 前橋上泉町店　　　　　　　　　 群馬県前橋市上泉町１０１２－１

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 伊勢崎市場町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市市場町二丁目８４４－２

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 藤岡中栗須店　　　　　　　　　 群馬県藤岡市中栗須２８１－４

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２１３６－７４

群馬県 太田南矢島町店　　　　　　　　 群馬県太田市南矢島町６４２－３

群馬県 伊勢崎田中町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市田中町８５－１

埼玉県 せんげん台駅前店　　　　　　　 埼玉県越谷市千間台西１－１０－１９

埼玉県 八潮８丁目店　　　　　　　　　 埼玉県八潮市八潮８－２２－８

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 草加青柳店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市青柳７－６３－１３

埼玉県 岩槻徳力店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市岩槻区徳力７１７－５

埼玉県 新座栗原店　　　　　　　　　　 埼玉県新座市栗原５－８－８

埼玉県 川越上戸店　　　　　　　　　　 埼玉県川越市上戸２５３－１

埼玉県 八潮木曽根店　　　　　　　　　 埼玉県八潮市大字木曽根１３０８番地１

埼玉県 本庄若泉店　　　　　　　　　　 埼玉県本庄市若泉１－１１－２３

埼玉県 春日部前田店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市大字小渕３８０－１

埼玉県 深谷矢島店　　　　　　　　　　 埼玉県深谷市矢島３４３

埼玉県 さいたま上小店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区上小町９８７

埼玉県 伊奈中央店　　　　　　　　　　 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１００３４－１

埼玉県 幸手下川崎店　　　　　　　　　 埼玉県幸手市大字下川崎１４番地１

埼玉県 三郷小谷堀店　　　　　　　　　 埼玉県三郷市大字小谷堀３４７－１

埼玉県 小川角山店　　　　　　　　　　 埼玉県比企郡小川町大字角山７７８番３

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 三郷谷中店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市谷中６３－１

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 春日部大枝店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市大枝字屋敷前４９８番２

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 草加青柳２丁目店　　　　　　　 埼玉県草加市青柳２－１６－１

埼玉県 イオンレイクタウン店　　　　　 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２イオンレイクタウンＫＡＺＥ　Ｃ１０２

埼玉県 小川町南店　　　　　　　　　　 埼玉県比企郡小川町大字小川３５８番１

埼玉県 鶴ヶ島脚折４丁目店　　　　　　 埼玉県鶴ヶ島市脚折町４丁目１４－１

埼玉県 さいたま岩槻諏訪店　　　　　　 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪４丁目１－３

埼玉県 鴻巣松原店　　　　　　　　　　 埼玉県鴻巣市松原１丁目５８０－１

埼玉県 深谷桜ヶ丘店　　　　　　　　　 埼玉県深谷市桜ヶ丘１０８

埼玉県 越谷駅西口店　　　　　　　　　 埼玉県越谷市赤山本町５－５

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 南越谷ラクーン店　　　　　　　 埼玉県越谷市南越谷１－１５－１　１階

埼玉県 熊谷久下店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市久下４丁目１０６

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 越谷大道店　　　　　　　　　　 埼玉県越谷市大字大道８４９番

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 深谷畠山店　　　　　　　　　　 埼玉県深谷市畠山１８０９－１

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 ふじみ野駅西口店　　　　　　　 埼玉県富士見市ふじみ野西１丁目２０番地１

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



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 さいたま岩槻飯塚店　　　　　　 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１０３４番地３

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 土呂駅前店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市北区土呂町１－１８－６

埼玉県 入間市駅前店　　　　　　　　　 埼玉県入間市河原町１

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

埼玉県 伊奈本町店　　　　　　　　　　 埼玉県北足立郡伊奈町本町２丁目５３番１

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 和光下新倉店　　　　　　　　　 埼玉県和光市丸山台３－１５－１２－１０３

埼玉県 吉川店　　　　　　　　　　　　 埼玉県吉川市吉川１－２２－５

埼玉県 久喜本町店　　　　　　　　　　 埼玉県久喜市本町４－１０－１７

埼玉県 行田城西店　　　　　　　　　　 埼玉県行田市城西２丁目１－５６

埼玉県 羽生西店　　　　　　　　　　　 埼玉県羽生市西３－２－７

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 川口長蔵店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市長蔵２－１５－１２

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 熊谷小島店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市小島７３２－１

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 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 蓮田黒浜店　　　　　　　　　　 埼玉県蓮田市大字黒浜字椿山２８０８－１５

埼玉県 所沢糀谷店　　　　　　　　　　 埼玉県所沢市糀谷１７６７－１

埼玉県 川口西立野店　　　　　　　　　 埼玉県川口市大字西立野８０５－２

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 埼玉平成高校前店　　　　　　　 埼玉県入間郡毛呂山町大字市場３２３

埼玉県 岡部榛沢店　　　　　　　　　　 埼玉県深谷市榛沢新田字万年橋１１６１－１

埼玉県 鴻巣寺谷店　　　　　　　　　　 埼玉県鴻巣市寺谷８３２－１

埼玉県 川口新堀店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市新堀町１０番２４号

埼玉県 川越石田店　　　　　　　　　　 埼玉県川越市大字石田１６２番地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 嵐山川島店　　　　　　　　　　 埼玉県比企郡嵐山町大字川島１６０３番１

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 北本朝日店　　　　　　　　　　 埼玉県北本市朝日２丁目３０４－２

埼玉県 滑川月輪店　　　　　　　　　　 埼玉県比企郡滑川町大字月輪１５１９番８

埼玉県 さいたま上大久保店　　　　　　 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保字東７００番

埼玉県 熊谷池上店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市池上６６３番２

埼玉県 春日部藤の花店　　　　　　　　 埼玉県春日部市牛島９６６－６

埼玉県 杉戸高野台東店　　　　　　　　 埼玉県北葛飾郡杉戸町茨島７５４－１

埼玉県 入間豊岡４丁目店　　　　　　　 埼玉県入間市豊岡４丁目８３８番１

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 越谷レイクタウン東店　　　　　 埼玉県越谷市東町３丁目９－２

埼玉県 川口上青木店　　　　　　　　　 埼玉県川口市上青木１－５－１

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 川島町中山店　　　　　　　　　 埼玉県比企郡川島町中山１１４４－１

埼玉県 三郷彦成店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市彦成２丁目３２４

埼玉県 戸田笹目４丁目店　　　　　　　 埼玉県戸田市笹目４丁目２１－１

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 蕨中央２丁目店　　　　　　　　 埼玉県蕨市中央２丁目５番５号

埼玉県 草加瀬崎店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市瀬崎２丁目４６－６

埼玉県 富士見鶴瀬東店　　　　　　　　 埼玉県富士見市鶴瀬東１丁目２－２１

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 新白岡駅東口店　　　　　　　　 埼玉県白岡市新白岡４丁目９番地１

埼玉県 上尾原市南店　　　　　　　　　 埼玉県上尾市原市１－３５



都道府県 店舗名 住所

埼玉県 東川口３丁目店　　　　　　　　 埼玉県川口市東川口３丁目２番１号

埼玉県 春日部医療センター店　　　　　 埼玉県春日部市中央６丁目７番１

埼玉県 草加小山２丁目店　　　　　　　 埼玉県草加市小山２丁目１番２３号

埼玉県 熊谷市中奈良店　　　　　　　　 埼玉県熊谷市中奈良１０６２－２

埼玉県 日高南平沢店　　　　　　　　　 埼玉県日高市大字南平沢２１１番地１

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 さいたま見沼島町店　　　　　　 埼玉県さいたま市見沼区島町４３２番地

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 穴川店　　　　　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区穴川３－５－４

千葉県 木更津朝日店　　　　　　　　　 千葉県木更津市朝日２－７－２１

千葉県 八千代高津店　　　　　　　　　 千葉県八千代市高津６９７－１

千葉県 塚田駅前店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１１

千葉県 稲毛東３丁目店　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１７－１０

千葉県 成田北須賀土井商店　　　　　　 千葉県成田市船形１５６２－１０

千葉県 イオンタワー店　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１

千葉県 君津北子安店　　　　　　　　　 千葉県君津市北子安５－１－２

千葉県 船橋山野町店　　　　　　　　　 千葉県船橋市山野町４０－３

千葉県 印西　小林店　　　　　　　　　 千葉県印西市小林３６３９

千葉県 季美の森店　　　　　　　　　　 千葉県東金市山田１１３３－１２２

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 千葉今井店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区今井３丁目１７番１４号

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 神崎町郡店　　　　　　　　　　 千葉県香取郡神崎町郡１５１－２

千葉県 木更津畑沢南店　　　　　　　　 千葉県木更津市畑沢南４丁目１番１８

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 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 柏逆井店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市逆井１３００－３

千葉県 市原犬成店　　　　　　　　　　 千葉県市原市犬成１０６１番

千葉県 八千代米本店　　　　　　　　　 千葉県八千代市米本２４３１番地８

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 四街道下志津新田店　　　　　　 千葉県四街道市下志津新田２５３７－１

千葉県 成田吉倉店　　　　　　　　　　 千葉県成田市吉倉２８０

千葉県 千葉轟町店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区轟町２－２－９

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 茂原鷲巣店　　　　　　　　　　 千葉県茂原市鷲巣７０２番地４

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 成田赤十字病院店　　　　　　　 千葉県成田市飯田町９０番１　成田赤十字病院内

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 千葉横戸町店　　　　　　　　　 千葉県千葉市花見川区横戸町１１３２－１－２

千葉県 佐倉インター店　　　　　　　　 千葉県佐倉市小篠塚１１５３番９

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 我孫子古戸店　　　　　　　　　 千葉県我孫子市古戸１７７－２３

千葉県 千葉ニュータウン白井店　　　　 千葉県白井市谷田８４７－１

千葉県 千葉桜木６丁目店　　　　　　　 千葉県千葉市若葉区桜木６丁目１９－６０

千葉県 富里獅子穴店　　　　　　　　　 千葉県富里市七栄６４６番６５１

千葉県 木更津請西３丁目店　　　　　　 千葉県木更津市請西３丁目１０番９号

千葉県 柏明原２丁目店　　　　　　　　 千葉県柏市明原２ー９－３８

千葉県 柏名戸ヶ谷店　　　　　　　　　 千葉県柏市名戸ヶ谷７４２番地１１

千葉県 木更津羽鳥野店　　　　　　　　 千葉県木更津市羽鳥野２丁目１番１

千葉県 千葉真砂店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区真砂二丁目２４番１号



都道府県 店舗名 住所

千葉県 八街おおぎ店　　　　　　　　　 千葉県八街市大木６７３番地４５

千葉県 イオンＴアネックス店　　　　　 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目４番

千葉県 習志野第一病院前店　　　　　　 千葉県習志野市津田沼５丁目１４番３号

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 柏しこだ店　　　　　　　　　　 千葉県柏市篠籠田１３７４番１

千葉県 新船橋駅店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市山手１丁目３－２

千葉県 東松戸駅東口店　　　　　　　　 千葉県松戸市東松戸１丁目２番地の１６

千葉県 木更津金田インター店　　　　　 千葉県木更津市中島字船倉１５４０番

千葉県 松戸駅前店　　　　　　　　　　 千葉県松戸市根本４６５番地の１

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 千葉市神明町店　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区神明町２４番地１６

千葉県 袖ヶ浦福王台３丁目店　　　　　 千葉県袖ケ浦市福王台３丁目１番５

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 茂原ＪＤＩ前店　　　　　　　　 千葉県茂原市下永吉４４５－１

千葉県 成田空港第１ターミナル店　　　 千葉県成田市三里塚御料牧場１番地１成田空港第１ターミナル

千葉県 白井冨士店　　　　　　　　　　 千葉県白井市冨士１４７番地の１１

千葉県 手賀沼公園前店　　　　　　　　 千葉県我孫子市白山１丁目６番５号

千葉県 東習志野５丁目店　　　　　　　 千葉県習志野市東習志野五丁目３０－３

千葉県 柏大井店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市大井９０番

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 市川北方店　　　　　　　　　　 千葉県市川市北方２－２８－１５

千葉県 野田市駅前店　　　　　　　　　 千葉県野田市大字野田字弁天谷津１２８－１

千葉県 東菅野５丁目店　　　　　　　　 千葉県市川市東菅野５－８－２３

千葉県 川間駅前店　　　　　　　　　　 千葉県野田市尾崎８４０－３

千葉県 姉ヶ崎迎田店　　　　　　　　　 千葉県市原市迎田４３

千葉県 東菅野２丁目店　　　　　　　　 千葉県市川市東菅野２－１３－２１

千葉県 松戸金ヶ作店　　　　　　　　　 千葉県松戸市金ケ作９５－１３

千葉県 下矢切栄町店　　　　　　　　　 千葉県松戸市下矢切６８－２

千葉県 松戸小金原店　　　　　　　　　 千葉県松戸市小金原５丁目２９－２

千葉県 市原能満店　　　　　　　　　　 千葉県市原市能満３４６－１

千葉県 船橋三咲町店　　　　　　　　　 千葉県船橋市三咲町１３２－１６

千葉県 市原白塚店　　　　　　　　　　 千葉県市原市千種３丁目５番１

千葉県 君津笹店　　　　　　　　　　　 千葉県君津市笹１７６５－１

千葉県 大栄町吉岡店　　　　　　　　　 千葉県成田市吉岡１１２５－１５５

千葉県 藤崎６丁目店　　　　　　　　　 千葉県習志野市藤崎６－１６－６

千葉県 船橋米ヶ崎店　　　　　　　　　 千葉県船橋市米ヶ崎町４０６－１

千葉県 柏酒井根店　　　　　　　　　　 千葉県柏市酒井根２丁目３７番７号

千葉県 京成稲毛駅前店　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区稲毛３丁目１番１５号

千葉県 夷隅弥正店　　　　　　　　　　 千葉県いすみ市弥正１３７－１

千葉県 馬橋東口店　　　　　　　　　　 千葉県松戸市馬橋１７９６ー１

千葉県 茂原粟生野店　　　　　　　　　 千葉県茂原市粟生野３０２７

千葉県 白井河原子店　　　　　　　　　 千葉県白井市河原子２２４－１

千葉県 あすみが丘東店　　　　　　　　 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２－１－１

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 君津三直店　　　　　　　　　　 千葉県君津市三直５３０番１

千葉県 千葉長洲店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区長洲１丁目１０番２０号

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 柏増尾店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市増尾１０２５－１

千葉県 八千代緑ヶ丘店　　　　　　　　 千葉県八千代市大和田新田１０８８－１０

千葉県 流山平和台店　　　　　　　　　 千葉県流山市流山９丁目５００番地の３７

千葉県 市川富浜店　　　　　　　　　　 千葉県市川市富浜２－１７－８

千葉県 四街道栗山店　　　　　　　　　 千葉県四街道市栗山９４７－２

千葉県 稲毛駅東口店　　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区小仲台２－２－９

千葉県 木更津小浜店　　　　　　　　　 千葉県木更津市小浜１２番地５

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 千葉北高校前店　　　　　　　　 千葉県千葉市花見川区犢橋町２１９２番３



都道府県 店舗名 住所

千葉県 野田堤台店　　　　　　　　　　 千葉県野田市堤台１３２－１

千葉県 市川東高校前店　　　　　　　　 千葉県市川市北方町４丁目２１５９－１

千葉県 成田土屋店　　　　　　　　　　 千葉県成田市土屋５９８番４

千葉県 千葉幕張西店　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区幕張西２丁目６－１

千葉県 市原今津朝山店　　　　　　　　 千葉県市原市今津朝山３２５番５

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 千葉検見川２丁目店　　　　　　 千葉県千葉市花見川区検見川町２丁目２０４番１

千葉県 プレナ幕張店　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区ひび野２－４

千葉県 市原田尾店　　　　　　　　　　 千葉県市原市田尾字沼田２７８番１

千葉県 船橋豊富店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市豊富町６５８番１

千葉県 千葉都公園前店　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区都町２丁目２ー１０

千葉県 前原西４丁目店　　　　　　　　 千葉県船橋市前原西４丁目１８－１８

千葉県 千葉千種町店　　　　　　　　　 千葉県千葉市花見川区千種町３４６－１０

千葉県 四街道市大日店　　　　　　　　 千葉県四街道市大日緑ヶ丘４６６－４７

千葉県 前原東３丁目店　　　　　　　　 千葉県船橋市前原東３丁目１０－９

千葉県 千葉新港店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区新港１６７番地

千葉県 金ヶ作並木前店　　　　　　　　 千葉県松戸市金ヶ作２７４番地の７３

千葉県 市原潤井戸店　　　　　　　　　 千葉県市原市潤井戸６０４番地４

千葉県 富津佐貫店　　　　　　　　　　 千葉県富津市佐貫字熊野脇２１３番地１

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 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 ＱＶＣスクエア店　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区ひび野２丁目１番地１

千葉県 ＶＺＯＮＥ我孫子店　　　　　　 千葉県我孫子市柴崎４６番１

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 流山市野谷店　　　　　　　　　 千葉県流山市おおたかの森西２丁目１－２

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 青戸５丁目店 東京都葛飾区青戸５－７－３

東京都 女子大前店　　　　　　　　　　 東京都武蔵野市吉祥寺東町２－４５－１４

東京都 杉並和泉町店　　　　　　　　　 東京都杉並区和泉２－２１－３７

東京都 業平橋店　　　　　　　　　　　 東京都墨田区押上２－２－１

東京都 北千住店　　　　　　　　　　　 東京都足立区千住３－５６

東京都 経堂店　　　　　　　　　　　　 東京都世田谷区経堂５－３１－５

東京都 池上６丁目店　　　　　　　　　 東京都大田区池上６－５

東京都 上板橋店　　　　　　　　　　　 東京都板橋区上板橋２－３７

東京都 大田中央店　　　　　　　　　　 東京都大田区中央４－３３

東京都 篠崎町１丁目店　　　　　　　　 東京都江戸川区篠崎町１－６－２８

東京都 中野５丁目店　　　　　　　　　 東京都中野区中野５－１－１

東京都 千早町４丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区千早町４－１－３

東京都 要町３丁目店　　　　　　　　　 東京都豊島区要町３－４６－１２

東京都 成城通店　　　　　　　　　　　 東京都世田谷区上祖師谷４－６－７

東京都 高井戸東３丁目店　　　　　　　 東京都杉並区高井戸東３－２８－２６

東京都 青梅今寺店　　　　　　　　　　 東京都青梅市新町１丁目４１番地－１４

東京都 赤羽東口店　　　　　　　　　　 東京都北区赤羽１－６－７　ＪＰＴ赤羽ビル

東京都 葛西店　　　　　　　　　　　　 東京都江戸川区東葛西６－１４－３

東京都 中板橋駅前店　　　　　　　　　 東京都板橋区弥生町３０－６

東京都 吉祥寺本町店　　　　　　　　　 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３３－２４

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 町田和光学園前店　　　　　　　 東京都町田市真光寺町１３３９－５

東京都 志茂駅前店　　　　　　　　　　 東京都北区志茂３－１４－１

東京都 東四つ木店　　　　　　　　　　 東京都葛飾区東四つ木４丁目４７番６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 渋谷桜丘店　　　　　　　　　　 東京都渋谷区桜丘町６番６号

東京都 新宿歌舞伎町店　　　　　　　　 東京都新宿区歌舞伎町２－２２－１

東京都 調布仙川店　　　　　　　　　　 東京都調布市仙川町３－３－４

東京都 越中島通り店　　　　　　　　　 東京都江東区越中島３－６－１５　ターミナル棟



都道府県 店舗名 住所

東京都 日本橋本石町店　　　　　　　　 東京都中央区日本橋本石町３－２－４共同ビル日銀前１Ｆ

東京都 潮見駅前店　　　　　　　　　　 東京都江東区潮見２丁目６番１

東京都 亀戸９丁目店　　　　　　　　　 東京都江東区亀戸９丁目１１－１

東京都 元浅草３丁目店　　　　　　　　 東京都台東区元浅草３丁目２２－８

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 広尾１丁目店　　　　　　　　　 東京都渋谷区広尾１丁目１４－１５

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 東上野２丁目店　　　　　　　　 東京都台東区東上野２丁目１番１１号

東京都 板橋中丸店　　　　　　　　　　 東京都板橋区中丸町１１番２号

東京都 国立府中インター店　　　　　　 東京都国立市泉１丁目６－２

東京都 大泉学園店　　　　　　　　　　 東京都練馬区大泉学園町１－３１－８

東京都 九段南１丁目店　　　　　　　　 東京都千代田区九段南１丁目５－５

東京都 永福町駅前店　　　　　　　　　 東京都杉並区和泉３－５－４

東京都 大鳥居駅前店　　　　　　　　　 東京都大田区西糀谷３－３７－１３

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 品川シーサイド店　　　　　　　 東京都品川区東品川４－１２－１ＪＴサウスタワー

東京都 東向島５丁目店　　　　　　　　 東京都墨田区東向島５丁目１８－１

東京都 荒川１丁目店　　　　　　　　　 東京都荒川区荒川１丁目１８－１４

東京都 国分寺南町２丁目店　　　　　　 東京都国分寺市南町２－１７－１

東京都 石神井町５丁目店　　　　　　　 東京都練馬区石神井町５丁目１４－９

東京都 鹿浜４丁目店　　　　　　　　　 東京都足立区鹿浜４丁目２８－２

東京都 歌舞伎町２丁目店　　　　　　　 東京都新宿区歌舞伎町２－３０－１３

東京都 八王子子安町店　　　　　　　　 東京都八王子市子安町２丁目５番１６

東京都 元八王子２丁目店　　　　　　　 東京都八王子市元八王子町２丁目１１５１番４

東京都 白金６丁目店　　　　　　　　　 東京都港区白金６－６－２

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 洗足池店　　　　　　　　　　　 東京都大田区上池台２－２６－１１

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 多摩平３丁目店　　　　　　　　 東京都日野市多摩平３丁目１３番１

東京都 板橋区役所前店　　　　　　　　 東京都板橋区板橋３丁目９番地７号板橋センタービルデイング１Ｆ

東京都 北品川５丁目店　　　　　　　　 東京都品川区北品川５－９－１１大崎ＭＴビル１階

東京都 府中四谷店　　　　　　　　　　 東京都府中市四谷５丁目１０－１２

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 中葛西７丁目店　　　　　　　　 東京都江戸川区中葛西７丁目３－８

東京都 小平小川店　　　　　　　　　　 東京都小平市小川町２丁目１８１２番３

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 南花畑２丁目店　　　　　　　　 東京都足立区南花畑二丁目１４番１６号

東京都 高砂駅南口店　　　　　　　　　 東京都葛飾区高砂３丁目９番９号　レジデンス高砂１階

東京都 国分寺日吉店　　　　　　　　　 東京都国分寺市日吉町３丁目２番２

東京都 中央１丁目店　　　　　　　　　 東京都江戸川区中央１丁目１８－１６

東京都 宝町２丁目店　　　　　　　　　 東京都葛飾区宝町２丁目２２番１７号

東京都 町田小川２丁目店　　　　　　　 東京都町田市小川２丁目２７－１

東京都 新宿花園通り店　　　　　　　　 東京都新宿区新宿１－３０－１６ルネ新宿御苑タワー１階

東京都 八王子明神町店　　　　　　　　 東京都八王子市明神町２丁目１－１３

東京都 上野池之端店　　　　　　　　　 東京都台東区池之端１丁目４番２２号

東京都 築地２丁目店　　　　　　　　　 東京都中央区築地２－１１－１３アーバンネット築地第１ビル

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 浅草駅北口店　　　　　　　　　 東京都台東区花川戸１丁目９番１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 足立梅島１丁目店　　　　　　　 東京都足立区梅島１丁目１１番１０号グランデユオガーデン深水

東京都 足立竹の塚７丁目店　　　　　　 東京都足立区竹の塚７丁目１－１５

東京都 国立さくら通り店　　　　　　　 東京都国立市富士見台２丁目３番６

東京都 府中天神町２丁目店　　　　　　 東京都府中市天神町２丁目２３番１

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 志村坂上駅前店　　　　　　　　 東京都板橋区志村一丁目１４番１４号

東京都 東大和芋窪店　　　　　　　　　 東京都東大和市芋窪３丁目１５８２－１

東京都 武蔵村山大南店　　　　　　　　 東京都武蔵村山市大南１丁目１４１ー１４

東京都 板橋日大病院前店　　　　　　　 東京都板橋区大谷口上町２５－１



都道府県 店舗名 住所

東京都 足立綾瀬１丁目店　　　　　　　 東京都足立区綾瀬一丁目３４番７号　綾瀬プルミエ１階

東京都 三鷹駅北口店　　　　　　　　　 東京都武蔵野市中町１丁目１７－４

東京都 下丸子１丁目店　　　　　　　　 東京都大田区下丸子一丁目１２番６号

東京都 京浜トラックターミナル店　　　 東京都大田区平和島２－１－１

東京都 亀有駅東店　　　　　　　　　　 東京都葛飾区亀有三丁目４４－９

東京都 杉並消防署前店　　　　　　　　 東京都杉並区成田東五丁目３５－１４

東京都 ヴィラフォンテーヌグランド有明 東京都江東区有明２丁目１－５

東京都 上池袋店　　　　　　　　　　　 東京都豊島区上池袋４－３－５

東京都 橋場店　　　　　　　　　　　　 東京都台東区橋場１－３２－６

東京都 西尾久店　　　　　　　　　　　 東京都荒川区西尾久７－２５－１

東京都 新大塚店　　　　　　　　　　　 東京都文京区大塚６－１０－６

東京都 大原店　　　　　　　　　　　　 東京都世田谷区大原２－２３－１５

東京都 大島１丁目店　　　　　　　　　 東京都江東区大島１－３４－１５

東京都 堀切菖蒲園店　　　　　　　　　 東京都葛飾区堀切３－６－１

東京都 上井草店　　　　　　　　　　　 東京都杉並区上井草２－１－１

東京都 江東橋店　　　　　　　　　　　 東京都墨田区江東橋２－２－８

東京都 小金井東町店　　　　　　　　　 東京都小金井市東町４－３７－２４

東京都 高円寺南２丁目店　　　　　　　 東京都杉並区高円寺南２－１４－１３

東京都 江戸川橋店　　　　　　　　　　 東京都文京区関口１－１３－１２

東京都 武蔵境２丁目店　　　　　　　　 東京都武蔵野市境２－２１－１３

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 板橋本町駅前店　　　　　　　　 東京都板橋区大和町１７－８プリマヴェ－ラ１Ｆ

東京都 府中宮町店　　　　　　　　　　 東京都府中市宮町１－２７－１

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 立川砂川町店　　　　　　　　　 東京都立川市砂川町５－５４－１

東京都 東日本橋３丁目店　　　　　　　 東京都中央区東日本橋３－７－１

東京都 茗荷谷店　　　　　　　　　　　 東京都文京区春日２丁目１０番１６号

東京都 狛江岩戸北店　　　　　　　　　 東京都狛江市岩戸北４－１７－９

東京都 神田錦町３丁目店　　　　　　　 東京都千代田区神田錦町３－５－１

東京都 神田錦町１丁目店　　　　　　　 東京都千代田区神田錦町１－１

東京都 浅草橋１丁目店　　　　　　　　 東京都台東区浅草橋１丁目２７番５号

東京都 台東３丁目店　　　　　　　　　 東京都台東区台東３丁目１８番４号

東京都 金町駅北口店　　　　　　　　　 東京都葛飾区東金町１丁目３７番２号

東京都 北府中駅前店　　　　　　　　　 東京都府中市晴見町２－１７－１

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 豊玉南２丁目店　　　　　　　　 東京都練馬区豊玉南２丁目１６番１５

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 練馬上石神井３丁目店　　　　　 東京都練馬区上石神井３丁目１５－６

東京都 代々木２丁目店　　　　　　　　 東京都渋谷区代々木２－１６－２

東京都 町田忠生店　　　　　　　　　　 東京都町田市忠生２－１－１

東京都 江戸川中央３丁目店　　　　　　 東京都江戸川区中央３－２２－７

東京都 北砂６丁目店　　　　　　　　　 東京都江東区北砂６－２７－２１

東京都 青葉台２丁目店　　　　　　　　 東京都目黒区青葉台２丁目２１－６

東京都 西水元２丁目店　　　　　　　　 東京都葛飾区西水元２－２１－１６

東京都 新宿左門町店　　　　　　　　　 東京都新宿区左門町２０番地

東京都 千駄ヶ谷３丁目店　　　　　　　 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目１６－５

東京都 調布多摩川１丁目店　　　　　　 東京都調布市多摩川１丁目５２－１

東京都 南青山４丁目店　　　　　　　　 東京都港区南青山４丁目２６－１６

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 神宮前２丁目店　　　　　　　　 東京都渋谷区神宮前２－１２－２

東京都 吾妻橋３丁目店　　　　　　　　 東京都墨田区吾妻橋３－１－３

東京都 渋谷本町６丁目店　　　　　　　 東京都渋谷区本町６－３５－４

東京都 町田根岸店　　　　　　　　　　 東京都町田市根岸町１００１番地２６

東京都 日本橋蛎殻町店　　　　　　　　 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２８－５

東京都 飯田橋駅西口店　　　　　　　　 東京都千代田区富士見２－１１－９

東京都 江戸川千葉街道店　　　　　　　 東京都江戸川区中央３－２－７
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東京都 堀切８丁目店　　　　　　　　　 東京都葛飾区堀切８－２３－２５

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 町田小山ヶ丘店　　　　　　　　 東京都町田市小山ヶ丘１丁目３－１

東京都 神田鍛冶町店　　　　　　　　　 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番８号　神田鍛冶町ビル

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 杉並和田店　　　　　　　　　　 東京都杉並区和田１－１０－１２

東京都 葛飾スポーツセンター前店　　　 東京都葛飾区奥戸七丁目７－１

東京都 新大久保駅東口店　　　　　　　 東京都新宿区大久保２－３２－４

東京都 三鷹下連雀店　　　　　　　　　 東京都三鷹市下連雀７丁目４－２８

東京都 羽村市役所前店　　　　　　　　 東京都羽村市緑ヶ丘５－３－１

東京都 板橋四葉店　　　　　　　　　　 東京都板橋区四葉２丁目７番の１０

東京都 中野鍋横店　　　　　　　　　　 東京都中野区本町４－４４－２３

東京都 足立鹿浜店　　　　　　　　　　 東京都足立区鹿浜５丁目１５－１０

東京都 町田旭町店　　　　　　　　　　 東京都町田市旭町１丁目２５－１６

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 武蔵村山学園店　　　　　　　　 東京都武蔵村山市学園３丁目４０番３

東京都 南台５丁目店　　　　　　　　　 東京都中野区南台５丁目２１－４

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 西小岩５丁目店　　　　　　　　 東京都江戸川区西小岩５ー１９－２

東京都 東和２丁目店　　　　　　　　　 東京都足立区東和２－２－１

東京都 江東千石店　　　　　　　　　　 東京都江東区千石１－８－４

東京都 福通越中島店　　　　　　　　　 東京都江東区越中島３－６－１５

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 関町南２丁目店　　　　　　　　 東京都練馬区関町南２－４－１４

東京都 日野本町４丁目店　　　　　　　 東京都日野市日野本町４丁目２６ー５

東京都 西新宿山手通り店　　　　　　　 東京都新宿区西新宿３－１９－１

東京都 宝町駅前店　　　　　　　　　　 東京都中央区京橋２－１３－１０

東京都 町田山崎団地店　　　　　　　　 東京都町田市山崎町１３１４番１

東京都 四谷３丁目店　　　　　　　　　 東京都新宿区四谷三丁目２－２

東京都 江東枝川１丁目店　　　　　　　 東京都江東区枝川一丁目９番６号

東京都 町田市役所店　　　　　　　　　 東京都町田市森野２丁目２番２２号町田市役所内

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

東京都 シティタワーズ東京ベイ店　　　 東京都江東区有明２丁目１ー１シティタワーズ東京ベイＷＥＳＴ　ＴＯＷＥＲ　２階

神奈川県 相模原協同病院店     神奈川県相模原市緑区橋本台4-3-1　相模原協同病院内

神奈川県 花月園店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市鶴見区生麦５丁目１４－７

神奈川県 川崎大師前店　　　　　　　　　 神奈川県川崎市川崎区大師本町１－１５

神奈川県 上大岡店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市港南区大久保１－１－５

神奈川県 三ッ沢下町店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市神奈川区松本町６－４５－１

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 松本町３丁目店　　　　　　　　 神奈川県横浜市神奈川区松本町３－２４－１

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 平塚南原店　　　　　　　　　　 神奈川県平塚市南原２－１－２０

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 泉中田東店　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市泉区中田東３丁目２２番１１号

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 広台太田店　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町５－１

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 平塚御殿店　　　　　　　　　　 神奈川県平塚市御殿１丁目２６－２９

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 新横浜１丁目店　　　　　　　　 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目２３－６

神奈川県 藤沢大平店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市菖蒲沢８９４－２



都道府県 店舗名 住所

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 藤沢城南店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市城南２－２－３

神奈川県 藤沢石川１丁目店　　　　　　　 神奈川県藤沢市石川１丁目１４ー１４

神奈川県 藤沢獺郷店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市獺郷１２３４－１

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 川崎日航ホテル店　　　　　　　 神奈川県川崎市川崎区日進町１番地

神奈川県 横須賀内川店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市内川２丁目５番３５号

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 小田原飯泉店　　　　　　　　　 神奈川県小田原市飯泉８５７－１

神奈川県 鎌倉十二所店　　　　　　　　　 神奈川県鎌倉市十二所９３１番地

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 鎌倉手広店　　　　　　　　　　 神奈川県鎌倉市手広２丁目２６番１７号

神奈川県 武蔵新城駅前店　　　　　　　　 神奈川県川崎市中原区上新城２丁目８－７

神奈川県 寒川倉見店　　　　　　　　　　 神奈川県高座郡寒川町倉見７７４番地１

神奈川県 青葉荏田町店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市青葉区荏田町４９０－１

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 星川駅北口店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町６番地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 綱島店　　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市港北区綱島東２－１－５

神奈川県 吉野町店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市南区山王町３－２３－２

神奈川県 大口入江町店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市神奈川区入江２－１１

神奈川県 木月新矢上橋店　　　　　　　　 神奈川県川崎市中原区木月４丁目３３番１号

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 豊田本郷店　　　　　　　　　　 神奈川県平塚市豊田本郷１７４５－１１

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 南幸町店　　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市幸区南幸町１－３１－１

神奈川県 能見台６丁目店　　　　　　　　 神奈川県横浜市金沢区能見台６丁目２番地４

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 大和上草柳店　　　　　　　　　 神奈川県大和市上草柳１７０－５

神奈川県 よこはま吉田町店　　　　　　　 神奈川県横浜市中区吉田町６５

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 藤沢石川店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市石川４丁目８番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 ベイスターズ通り店　　　　　　 神奈川県横浜市中区弁天通２丁目２１

神奈川県 百合ヶ丘店　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市麻生区高石１丁目２２－８

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 川崎ドラゴン店　　　　　　　　 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－７－１

神奈川県 綾瀬並塚店　　　　　　　　　　 神奈川県綾瀬市上土棚中３丁目４番６号

神奈川県 小田原下大井店　　　　　　　　 神奈川県小田原市下大井４８７番１

神奈川県 横須賀山科台店　　　　　　　　 神奈川県横須賀市山科台１－６

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 大和下鶴間店　　　　　　　　　 神奈川県大和市下鶴間１７８５－１０

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 三浦池代店　　　　　　　　　　 神奈川県三浦市南下浦町上宮田２０５３番地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 都筑荏田南４丁目店　　　　　　 神奈川県横浜市都筑区荏田南４丁目１０－２１

神奈川県 港北日吉本町店　　　　　　　　 神奈川県横浜市港北区日吉本町２丁目４４番２７

神奈川県 相模原橋本４丁目店　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本４丁目１７番１号



都道府県 店舗名 住所

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

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 平塚中原２丁目店　　　　　　　 神奈川県平塚市中原二丁目６番６１号

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

神奈川県 横浜戸塚下郷店　　　　　　　　 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５５２－１

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 小浜伏原店　　　　　　　　　　 福井県小浜市伏原２８－１－１

福井県 敦賀金山店　　　　　　　　　　 福井県敦賀市金山７８－１２－１

福井県 小浜木崎店　　　　　　　　　　 福井県小浜市多田９号１番地

福井県 敦賀古田刈店　　　　　　　　　 福井県敦賀市古田刈３－４－２

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 鹿野店　　　　　　　　　　　　 岐阜県海津市海津町鹿野１２７０－１

岐阜県 下米田町店　　　　　　　　　　 岐阜県美濃加茂市下米田町今３１９番４

岐阜県 川合大橋店　　　　　　　　　　 岐阜県可児市川合北１丁目５番地

岐阜県 寺島町店　　　　　　　　　　　 岐阜県各務原市蘇原寺島町２－１０１

岐阜県 正木町店　　　　　　　　　　　 岐阜県羽島市正木町曲利１０５４－１

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 西可児店　　　　　　　　　　　 岐阜県可児市長坂１丁目２２０

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 岐阜下磯店　　　　　　　　　　 岐阜県揖斐郡大野町大字下磯字宮前２０４－２

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 養老石畑店　　　　　　　　　　 岐阜県養老郡養老町石畑字野白４２８番

岐阜県 高富東深瀬店　　　　　　　　　 岐阜県山県市東深瀬１７５－３

岐阜県 垂井町店　　　　　　　　　　　 岐阜県不破郡垂井町宮代字天満田１０８８－１５

岐阜県 池田町八幡店　　　　　　　　　 岐阜県揖斐郡池田町八幡字土佐街道１３２２－１

岐阜県 岐阜水海道店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市水海道４丁目２５番１２号

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 富加町大平賀店　　　　　　　　 岐阜県加茂郡富加町大平賀２３３番

岐阜県 関稲口店　　　　　　　　　　　 岐阜県関市稲口５２４番１

岐阜県 多治見錦町店　　　　　　　　　 岐阜県多治見市錦町１丁目１５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 岐南町徳田店　　　　　　　　　 岐阜県羽島郡岐南町徳田３丁目３０３番地

岐阜県 可児くくり店　　　　　　　　　 岐阜県可児市久々利８３２番地１

岐阜県 羽島尾濃大橋店　　　　　　　　 岐阜県羽島市正木町森１４丁目３０番地１

岐阜県 御嵩古屋敷店　　　　　　　　　 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字中屋敷７５０番２

岐阜県 養老船附店　　　　　　　　　　 岐阜県養老郡養老町船附６１５番地

岐阜県 坂祝町店　　　　　　　　　　　 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５１６番７

岐阜県 富加町羽生店　　　　　　　　　 岐阜県加茂郡富加町羽生２１３７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 岐阜則武新田店　　　　　　　　 岐阜県岐阜市則武東四丁目３番６号

岐阜県 可児塩河店　　　　　　　　　　 岐阜県可児市塩河２７５６番地１

岐阜県 岐阜西川手店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市西川手６丁目２１番地

岐阜県 瑞穂只越店　　　　　　　　　　 岐阜県瑞穂市只越９１４－１

岐阜県 土岐泉定林寺店　　　　　　　　 岐阜県土岐市泉町定林寺９６２番地の５３

岐阜県 関東田原店　　　　　　　　　　 岐阜県関市東田原１５１番地３

岐阜県 岐阜東栄町店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市東栄町３丁目２１番地

岐阜県 神戸町店　　　　　　　　　　　 岐阜県安八郡神戸町大字新屋敷字宮元１３１ー１

岐阜県 養老押越店　　　　　　　　　　 岐阜県養老郡養老町押越１０１９ー１

岐阜県 大垣波須店　　　　　　　　　　 岐阜県大垣市波須２丁目５１番１

岐阜県 岐阜大洞団地店　　　　　　　　 岐阜県岐阜市芥見南山３丁目４番７

岐阜県 羽島竹鼻町店　　　　　　　　　 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内９丁目６番１



都道府県 店舗名 住所

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 神戸町北一色店　　　　　　　　 岐阜県安八郡神戸町大字北一色５８８番３０

岐阜県 岐阜北野南店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市北野南２７８番１

岐阜県 可児瀬田店　　　　　　　　　　 岐阜県可児市瀬田字四ツ辻１７１４－１

岐阜県 岐阜一日市場店　　　　　　　　 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１８４番１

岐阜県 土岐口南町店　　　　　　　　　 岐阜県土岐市土岐口南町４丁目３６番

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 養老一色店　　　　　　　　　　 岐阜県養老郡養老町一色１３４２番地１５

岐阜県 大野町稲富店　　　　　　　　　 岐阜県揖斐郡大野町大字稲富１１２７番１

岐阜県 笠原向島店　　　　　　　　　　 岐阜県多治見市笠原町２４５５番地の１００

岐阜県 多治見旭ヶ丘店　　　　　　　　 岐阜県多治見市旭ヶ丘１０丁目６番地２３

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 池田町本郷店　　　　　　　　　 岐阜県揖斐郡池田町本郷９２５番地の１

岐阜県 土岐下石町店　　　　　　　　　 岐阜県土岐市下石町２１０１番２

岐阜県 可児広見５丁目店　　　　　　　 岐阜県可児市広見５丁目３８番

岐阜県 本巣軽海店　　　　　　　　　　 岐阜県本巣市軽海１３２３番地１

岐阜県 岐阜大学店　　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市柳戸１番１

岐阜県 岐阜西荘店　　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市西荘三丁目５番１号

岐阜県 岐阜加納上本町店　　　　　　　 岐阜県岐阜市加納上本町四丁目１９－１

岐阜県 北方町高屋白木店　　　　　　　 岐阜県本巣郡北方町高屋白木一丁目６２－１

岐阜県 美濃加茂深田町店　　　　　　　 岐阜県美濃加茂市深田町３丁目１１番１号

岐阜県 羽島福寿町店　　　　　　　　　 岐阜県羽島市福寿町千代田６３

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

静岡県 富士川木島店　　　　　　　　　 静岡県富士市木島１７２－１

静岡県 中伊豆八幡店　　　　　　　　　 静岡県伊豆市八幡２６８－４

静岡県 韮山南條店　　　　　　　　　　 静岡県伊豆の国市南條１４９番地の５

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 三島北沢店　　　　　　　　　　 静岡県三島市北沢６７－１０

静岡県 清水草薙一里山店　　　　　　　 静岡県静岡市清水区草薙一里山１６－７

静岡県 焼津大住店　　　　　　　　　　 静岡県焼津市大住１０９１－１

静岡県 静岡中田店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区中田４丁目１０－３５

静岡県 静岡下川原店　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区下川原南９番２３号

静岡県 富士津田町店　　　　　　　　　 静岡県富士市津田町１４６番地

静岡県 日本平ＰＡ下り店　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区国吉田字西原坪東名高速道路下り線日本平ＰＡ内

静岡県 清水押切店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区押切９８４番１３

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 富士宮宮原店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市宮原３３３番１６

静岡県 静岡中村町店　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区中村町２１５番

静岡県 島田中央店　　　　　　　　　　 静岡県島田市新町通５番の５

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 清水南矢部店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区南矢部字宅地通５６２－２

静岡県 駿河湾沼津ＳＡ下り店　　　　　 静岡県沼津市根古屋９１９－１新東名高速道路ＮＥＯＰＡＳＡ駿河湾沼津下り線内

静岡県 沼津内浦店　　　　　　　　　　 静岡県沼津市内浦小海９１－１０

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 富士田子の浦店　　　　　　　　 静岡県富士市中丸１６１番地の１

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 中川根町店　　　　　　　　　　 静岡県榛原郡川根本町徳山３５５－３

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



都道府県 店舗名 住所

静岡県 浜松三方原店　　　　　　　　　 静岡県浜松市北区三方原町２２７３

静岡県 磐田平松店　　　　　　　　　　 静岡県磐田市平松５３４－１２

静岡県 浜松入野町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市西区入野町１６１０２番地７

静岡県 浜松元浜町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市中区元浜町６９－３

静岡県 オーギヤ磐田店　　　　　　　　 静岡県磐田市上万能２６２番１

静岡県 吉田町川尻北店　　　　　　　　 静岡県榛原郡吉田町川尻９１４番１

静岡県 浜松増楽店　　　　　　　　　　 静岡県浜松市南区増楽町１８０３番地の６

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 清水町柿田店　　　　　　　　　 静岡県駿東郡清水町柿田１４７－４

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 静岡谷田店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区谷田３２－３

静岡県 三島梅名店　　　　　　　　　　 静岡県三島市梅名４４７－１４

静岡県 富士中里店　　　　　　　　　　 静岡県富士市中里８８－１

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 清水鶴舞町店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区鶴舞町７－１８

静岡県 大仁駅前通店　　　　　　　　　 静岡県伊豆の国市大仁４１５－２

静岡県 静岡西島店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区西島５４６番１

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 沼津きせがわ店　　　　　　　　 静岡県沼津市大岡９０番１

静岡県 藤枝駅北店　　　　　　　　　　 静岡県藤枝市青木２丁目３４番２３号

静岡県 島田野田店　　　　　　　　　　 静岡県島田市野田１０４７番地１

静岡県 富士青葉町店　　　　　　　　　 静岡県富士市青葉町９５番

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 富士岩渕店　　　　　　　　　　 静岡県富士市岩渕７７７番２

静岡県 沼津リコー通り店　　　　　　　 静岡県沼津市北高島町４番８号

静岡県 清水下野西店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区下野西６番４４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

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 富士今泉店　　　　　　　　　　 静岡県富士市今泉４丁目５番１１号

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 沼津千本街道店　　　　　　　　 静岡県沼津市原字東畑１５０－１０

静岡県 富士総合運動公園店　　　　　　 静岡県富士市中野字西三ツ倉４１３番５

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 長泉町竹原店　　　　　　　　　 静岡県駿東郡長泉町竹原３３５番１

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 富士弥生店　　　　　　　　　　 静岡県富士市弥生２３－５

静岡県 沼津根古屋店　　　　　　　　　 静岡県沼津市根古屋１５４－２

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 焼津祢宜島店　　　　　　　　　 静岡県焼津市祢宜島１３０－３

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 静岡宮川店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区宮川４０番地の１

静岡県 浜松鹿谷町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市中区鹿谷町２１－９

静岡県 浜松北寺島町店　　　　　　　　 静岡県浜松市中区北寺島町２０８番地６

静岡県 菊川半済店　　　　　　　　　　 静岡県菊川市半済６６５

静岡県 浜松北島町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市東区北島町７５２番地



都道府県 店舗名 住所

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 浜松曳馬店　　　　　　　　　　 静岡県浜松市中区曳馬６－１４－３９

静岡県 掛川大渕店　　　　　　　　　　 静岡県掛川市大渕３６５４番地の１

静岡県 牧之原細江店　　　　　　　　　 静岡県牧之原市細江２４５１－２

静岡県 牧之原インター店　　　　　　　 静岡県牧之原市東萩間２６２７番

静岡県 湖西岡崎店　　　　　　　　　　 静岡県湖西市岡崎５００－３

静岡県 浜松天王町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市東区天王町１６５８番

静岡県 浜松西丘町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市中区西丘町３５９番２

静岡県 磐田西高前店　　　　　　　　　 静岡県磐田市中泉２８５５番１

静岡県 袋井楽園店　　　　　　　　　　 静岡県袋井市川井１１９０－１

静岡県 牧之原細江南店　　　　　　　　 静岡県牧之原市細江１６１ー３９

静岡県 浜松白羽町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市南区白羽町１９－１

静岡県 浜松於呂店　　　　　　　　　　 静岡県浜松市浜北区於呂１９５８－１

愛知県 名古屋戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田明正一丁目９３０番地

愛知県 港東通り店　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市南区北頭町３－７

愛知県 神宮西駅前店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市熱田区旗屋町４０１－１

愛知県 ＪＲ刈谷駅前店　　　　　　　　 愛知県刈谷市中山町２－１０－２

愛知県 川井町店　　　　　　　　　　　 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

愛知県 末広町店　　　　　　　　　　　 愛知県刈谷市末広町１－１４－１７

愛知県 高棚町店　　　　　　　　　　　 愛知県安城市高棚町大道７４番地１

愛知県 上野台店　　　　　　　　　　　 愛知県東海市富木島町大清水２４番地

愛知県 安城東栄町店　　　　　　　　　 愛知県安城市東栄町三丁目８０９番地７

愛知県 小川御林店　　　　　　　　　　 愛知県安城市小川町金政７４－１

愛知県 大池店　　　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市羽根町字大池１０４

愛知県 大宝店　　　　　　　　　　　　 愛知県海部郡飛島村大宝６丁目１番１

愛知県 長須賀店　　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区長須賀３－１２０１

愛知県 東阿知和店　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市東阿知和町字屋下１０２番地１

愛知県 井田南店　　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市井田南町１０－１

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 豊田西岡町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市西岡町長土井１０番地

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 阿久比福住店　　　　　　　　　 愛知県知多郡阿久比町福住字中峯４５－４

愛知県 岡崎洞町店　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市洞町字宮ノ腰２１－４

愛知県 安城和泉町店　　　　　　　　　 愛知県安城市和泉町字庄司作４－２３

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 祖父江桜方店　　　　　　　　　 愛知県稲沢市祖父江町桜方上切８－１

愛知県 刈谷板倉町店　　　　　　　　　 愛知県刈谷市板倉町２丁目３番地１

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 名古屋金山１丁目店　　　　　　 愛知県名古屋市中区金山一丁目１３－１０

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 津島昭和町店　　　　　　　　　 愛知県津島市昭和町一丁目３０番

愛知県 稲沢旗屋町店　　　　　　　　　 愛知県稲沢市赤池旗屋町６２番１

愛知県 瀬戸赤重東店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市赤重町８番１

愛知県 名古屋城南町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市守山区城南町１５番２２号

愛知県 名駅２丁目店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２１番１４号

愛知県 豊田上丘町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市上丘町海老池４番地２

愛知県 豊川本野ヶ原店　　　　　　　　 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目１９番１

愛知県 豊明栄町店　　　　　　　　　　 愛知県豊明市栄町梶田１４番地１２

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 安城碧海桜井店　　　　　　　　 愛知県安城市桜井町中新田９７番１

愛知県 半田宮本町店　　　　　　　　　 愛知県半田市宮本町三丁目２１７番２１

愛知県 江南高屋町店　　　　　　　　　 愛知県江南市高屋町八幡８番２号

愛知県 名古屋荒子店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区荒子２丁目２３

愛知県 七宝下田店　　　　　　　　　　 愛知県あま市七宝町下田堂中３番地２

愛知県 清須西内堀店　　　　　　　　　 愛知県清須市清洲２６１１－１

愛知県 高浜神明町店　　　　　　　　　 愛知県高浜市神明町６丁目６番地６２



都道府県 店舗名 住所

愛知県 田原保美町店　　　　　　　　　 愛知県田原市保美町仲新古６９番地２

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 豊田柿本町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市柿本町八丁目２２番地１

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 刈谷丸田町店　　　　　　　　　 愛知県刈谷市丸田町４丁目５番地１

愛知県 名古屋小塚店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区小塚町６２－１

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 名古屋福江町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目６番２２号

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 豊橋牛川町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市牛川町字西側６６番地１たれいあマンション１階

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 春日井西本町店　　　　　　　　 愛知県春日井市西本町３丁目１３１番地

愛知県 長久手下山店　　　　　　　　　 愛知県長久手市下山２番地１

愛知県 市立半田病院店　　　　　　　　 愛知県半田市東洋町２丁目２９番地

愛知県 一社駅前店　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市名東区高社２－１１３

愛知県 中村日赤前店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区鳥居通三丁目２６番地

愛知県 西日置店　　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区西日置１－３－８

愛知県 中央道十四山店　　　　　　　　 愛知県弥富市竹田６丁目９９番地

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 音貝店　　　　　　　　　　　　 愛知県愛知郡東郷町涼松１丁目８番地８

愛知県 本野町店　　　　　　　　　　　 愛知県豊川市本野町北貝津３６番地

愛知県 吉根店　　　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市守山区桔梗平１丁目２５０７番地

愛知県 熱池町店　　　　　　　　　　　 愛知県西尾市熱池町古新田３－３

愛知県 町方新田店　　　　　　　　　　 愛知県愛西市町方町松川１７９－２

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 一宮串作店　　　　　　　　　　 愛知県一宮市萩原町串作東沖３１番地

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 豊橋技科大前店　　　　　　　　 愛知県豊橋市天伯町字東天伯６０－６

愛知県 豊橋北山町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市北山町１－１

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 津島神尾町店　　　　　　　　　 愛知県津島市神尾町字東之割５２－２

愛知県 天白半ノ木店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市天白区一本松二丁目１１１２番

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 刈谷今川町店　　　　　　　　　 愛知県刈谷市今川町山ノ神１５８－１

愛知県 幸田深溝店　　　　　　　　　　 愛知県額田郡幸田町大字深溝字西金ヶ崎１８－１

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 安城城ヶ入町店　　　　　　　　 愛知県安城市城ヶ入町本割１－１

愛知県 岡崎美合町店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市美合町字地蔵野４－３

愛知県 名古屋猪之越町店　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区猪之越町１丁目３番１８号

愛知県 豊田石飛店　　　　　　　　　　 愛知県豊田市石飛町高堤３１８－２

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 木曽川町門間店　　　　　　　　 愛知県一宮市木曽川町門間字沼４７番３

愛知県 名古屋豊田３丁目店　　　　　　 愛知県名古屋市南区豊田三丁目１７番１３号

愛知県 岡崎下和田店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市下和田町字神宮司１９－１

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 瀬戸陶原町店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市陶原町二丁目１７番２

愛知県 一宮西インター店　　　　　　　 愛知県一宮市大和町毛受字浜田１４

愛知県 豊田浄水町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市浄水町伊保原６７６番地

愛知県 豊橋前田南町店　　　　　　　　 愛知県豊橋市前田南町２丁目８－３

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 三好松葉池浦店　　　　　　　　 愛知県みよし市明知町立山２７番地３

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 名古屋供米田店　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区供米田１丁目６０２

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 安城新田町店　　　　　　　　　 愛知県安城市新田町宮町５番５

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 名古屋稲上町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区稲上町３丁目１３番



都道府県 店舗名 住所

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 名古屋ガーデンふ頭店　　　　　 愛知県名古屋市港区入船１丁目８番２１号

愛知県 知多日長店　　　　　　　　　　 愛知県知多市日長東田２丁目３０番１

愛知県 名古屋新川店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市港区新川町三丁目地先

愛知県 豊田岩滝町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市岩滝町高入５１番地８

愛知県 岡崎矢作南店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市大和町字荒田３７番地１

愛知県 名古屋西茶屋店　　　　　　　　 愛知県名古屋市港区西茶屋三丁目５６番

愛知県 名古屋若鶴町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市北区若鶴町３１５番地２

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 瀬戸原山町店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市原山町１３０番地３

愛知県 一宮三条店　　　　　　　　　　 愛知県一宮市三条字北平４２番地１

愛知県 名古屋梅森坂２丁目店　　　　　 愛知県名古屋市名東区梅森坂２丁目１０１番地

愛知県 東郷諸輪店　　　　　　　　　　 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字中木戸西１７０番地６

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

愛知県 名古屋菊井町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市西区那古野二丁目１０番１８号ＯＫＢアヴェニール菊井町

三重県 麻生田店　　　　　　　　　　　 三重県いなべ市北勢町麻生田字中道１４６６－１

三重県 国府店　　　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市国府町３６９４－１

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

三重県 高野尾店　　　　　　　　　　　 三重県津市高野尾町字西豊久野１８９０－８０

三重県 石薬師店　　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市石薬師町２４３４－１

三重県 四日市高角店　　　　　　　　　 三重県四日市市高角町７０２－１

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 伊勢黒瀬町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市黒瀬町５１１－１

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 四日市堂ケ山店　　　　　　　　 三重県四日市市堂ケ山町１９２５番地１０

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 多気相可店　　　　　　　　　　 三重県多気郡多気町相可１５０８番地１

三重県 津白塚店　　　　　　　　　　　 三重県津市栗真小川町７５０

三重県 香良洲店　　　　　　　　　　　 三重県津市香良洲町２８４６－１

三重県 伊勢小俣店　　　　　　　　　　 三重県伊勢市小俣町相合４６３－１

三重県 亀山関木崎店　　　　　　　　　 三重県亀山市関町木崎８０番地の１０

三重県 名阪関インター店　　　　　　　 三重県亀山市関町萩原９２

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 桑名はりま店　　　　　　　　　 三重県桑名市播磨３１６６番地

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

三重県 松阪松ヶ崎駅前店　　　　　　　 三重県松阪市塚本町１５０－１

三重県 桑名多度柚井店　　　　　　　　 三重県桑名市多度町柚井２０５番地

三重県 いなべ阿下喜店　　　　　　　　 三重県いなべ市北勢町阿下喜１８７４番地

三重県 いなべ松之木店　　　　　　　　 三重県いなべ市員弁町松之木１５９ー１

三重県 多気町店　　　　　　　　　　　 三重県多気郡多気町相可１００９ー４

三重県 伊勢小俣町本町店　　　　　　　 三重県伊勢市小俣町本町３４１－６２

三重県 津野田店　　　　　　　　　　　 三重県津市野田１３６１番地１

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 桑名星見ヶ丘店　　　　　　　　 三重県桑名市星見ケ丘３－１０３

三重県 田村店　　　　　　　　　　　　 三重県亀山市田村町１１２５－５

三重県 鈴鹿庄野町店　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市庄野町８３５番地

三重県 鈴鹿西条店　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市西条４丁目４７番

三重県 菰野町川北店　　　　　　　　　 三重県三重郡菰野町大字川北字岡１９８１番地の１８

三重県 上野平野店　　　　　　　　　　 三重県伊賀市平野西町５３

三重県 四日市河原田店　　　　　　　　 三重県四日市市河原田町１２８６－２

三重県 四日市泊小柳店　　　　　　　　 三重県四日市市泊小柳町３番３２号

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 松阪上ノ庄店　　　　　　　　　 三重県松阪市上ノ庄町２１５３－１

三重県 河芸上野店　　　　　　　　　　 三重県津市河芸町上野６９９番地の１

三重県 玉城玉川店　　　　　　　　　　 三重県度会郡玉城町玉川６５４－１

三重県 鈴鹿野町店　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市野町中三丁目１番１０号

三重県 亀山井田川店　　　　　　　　　 三重県亀山市井田川町谷山６６０－２
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三重県 いなべ大泉店　　　　　　　　　 三重県いなべ市員弁町大泉２５４０番

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 伊勢辻久留店　　　　　　　　　 三重県伊勢市辻久留三丁目５番６６号

三重県 四日市蒔田２丁目店　　　　　　 三重県四日市市蒔田２丁目１４番６号

三重県 鈴鹿平田店　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市大池一丁目１番８号

三重県 鈴鹿安塚店　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市安塚町６６４－２

三重県 津長岡店　　　　　　　　　　　 三重県津市河辺町２６０９番地３

三重県 松阪丹生寺町店　　　　　　　　 三重県松阪市丹生寺町１５８６番地

三重県 伊勢上地町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市上地町４８２２－２

三重県 菰野町小島店　　　　　　　　　 三重県三重郡菰野町大字小島４６３０番

三重県 四日市和無田町店　　　　　　　 三重県四日市市和無田町８０９－２

三重県 四日市赤水町店　　　　　　　　 三重県四日市市赤水町１３７７番地２

滋賀県 大津石山寺３丁目店　　　　　　 滋賀県大津市石山寺三丁目２５番１号

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 大津唐崎店　　　　　　　　　　 滋賀県大津市唐崎一丁目２番２５号

京都府 伏見横大路店　　　　　　　　　 京都府京都市伏見区横大路六反畑９－１

京都府 七条高倉店　　　　　　　　　　 京都府京都市下京区七条通間之町東入材木町４８４

京都府 中舞鶴余部店　　　　　　　　　 京都府舞鶴市余部下小字余部下１１８３－５

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 綾部井倉店　　　　　　　　　　 京都府綾部市井倉町西田５番２

京都府 東舞鶴勘尻店　　　　　　　　　 京都府舞鶴市字森小字勘尻２１５番地

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 東舞鶴鹿原店　　　　　　　　　 京都府舞鶴市鹿原１３－１

京都府 福知山インター店　　　　　　　 京都府福知山市字土師１７７６番地２９０

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 太秦帷子ノ辻駅前店　　　　　　 京都府京都市右京区太秦帷子ノ辻町２３番地１

京都府 京都静市店　　　　　　　　　　 京都府京都市左京区静市市原町６３１番

京都府 向日寺戸町店　　　　　　　　　 京都府向日市寺戸町西野辺７番

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 千本丸太町店　　　　　　　　　 京都府京都市中京区聚楽廻東町３－１

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 三段池公園前店　　　　　　　　 京都府福知山市字猪崎溝田６９０

京都府 瑞穂町和田店　　　　　　　　　 京都府船井郡京丹波町和田垣内３０－２

京都府 七本松花屋町店　　　　　　　　 京都府京都市下京区西七条東八反田町２０

京都府 福知山羽合店　　　　　　　　　 京都府福知山市字篠尾１３７番６

京都府 白川通上高野店　　　　　　　　 京都府京都市左京区上高野大湯手町１番地１

京都府 東舞鶴三本木店　　　　　　　　 京都府舞鶴市字森１４６番地９

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 園部町宮町店　　　　　　　　　 京都府南丹市園部町宮町西９番１１

京都府 京都原谷店　　　　　　　　　　 京都府京都市北区大北山原谷乾町２０２番地の５

京都府 京都水族館前店　　　　　　　　 京都府京都市下京区大宮通木津屋橋上る上之町４３９番地１

京都府 久御山町田井店　　　　　　　　 京都府久世郡久御山町田井新荒見７０－１

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 西中島４丁目店　　　　　　　　 大阪府大阪市淀川区西中島４－７－３

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 夕陽ケ丘店加賀徳酒店　　　　　 大阪府大阪市浪速区下寺２－６－２６

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 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 堺美木多上店　　　　　　　　　 大阪府堺市南区美木多上１０２３番１

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 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 枚方村野高見台店　　　　　　　 大阪府枚方市村野高見台１０番３号

大阪府 寝屋川菅相塚町店　　　　　　　 大阪府寝屋川市菅相塚町３番１２号

大阪府 枚方出口６丁目店　　　　　　　 大阪府枚方市出口６丁目１０－３０
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大阪府 寝屋川中木田町店　　　　　　　 大阪府寝屋川市中木田町２番１号

大阪府 寝屋川三井南町店　　　　　　　 大阪府寝屋川市三井南町１７番５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 岸和田摩湯町店　　　　　　　　 大阪府岸和田市摩湯町３３１番１

大阪府 和泉池田下町店　　　　　　　　 大阪府和泉市池田下町１４７５番１

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 寝屋川上神田店　　　　　　　　 大阪府寝屋川市上神田１丁目３０番１１号

大阪府 ランドポート高槻店　　　　　　 大阪府高槻市芝生町１丁目５２－１

大阪府 岸和田尾生町店　　　　　　　　 大阪府岸和田市尾生町５３７番１

大阪府 東三国店　　　　　　　　　　　 大阪府大阪市淀川区東三国５丁目４番１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 御領１丁目店　　　　　　　　　 大阪府大東市御領１－２０２－１

大阪府 芥川町３丁目店　　　　　　　　 大阪府高槻市芥川町３丁目１２番４号

大阪府 岸和田星和台店　　　　　　　　 大阪府岸和田市上松町４５７番地の１

大阪府 茨木春日店　　　　　　　　　　 大阪府茨木市春日４丁目４番２２号

大阪府 大蓮東３丁目店　　　　　　　　 大阪府東大阪市大蓮東三丁目１３番６号

大阪府 福島野田２丁目店　　　　　　　 大阪府大阪市福島区野田２丁目１番７２号

大阪府 豊中少路店　　　　　　　　　　 大阪府豊中市少路２丁目１０番１０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 吹田佐井寺１丁目店　　　　　　 大阪府吹田市佐井寺１丁目２９番２９号

大阪府 八尾太田店　　　　　　　　　　 大阪府八尾市太田二丁目９０番

大阪府 大阪今津北５丁目店　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区今津北５丁目１番２２号

大阪府 東大阪衣摺店　　　　　　　　　 大阪府東大阪市衣摺６丁目１３番９号

大阪府 門真柳田町店　　　　　　　　　 大阪府門真市柳田町２６－８

大阪府 堺北野田店　　　　　　　　　　 大阪府堺市東区北野田５５２番２

大阪府 枚方ベガス店　　　　　　　　　 大阪府枚方市招提大谷２丁目２５番１号

大阪府 大阪浜２丁目店　　　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区浜２丁目２番５６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 東大阪若江北町店　　　　　　　 大阪府東大阪市若江北町三丁目５番１５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

大阪府 南船場店　　　　　　　　　　　 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１４－３

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　　　　　　　　　 兵庫県丹波篠山市細工所３７番地の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 西宮中前田町店　　　　　　　　 兵庫県西宮市中前田町７番５号

兵庫県 三田けやき台店　　　　　　　　 兵庫県三田市けやき台６丁目３番

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 ＩＳＭ淡河ＰＡ下り店　　　　　 兵庫県神戸市北区淡河町神田８３５－１

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 神戸玉津町店　　　　　　　　　 兵庫県神戸市西区玉津町今津６４６番１

兵庫県 福山通運阪神店　　　　　　　　 兵庫県尼崎市西長洲町３丁目２－１

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 明石大久保町店　　　　　　　　 兵庫県明石市大久保町茜３丁目１１番１１号

兵庫県 神戸星が丘店　　　　　　　　　 兵庫県神戸市垂水区星が丘３丁目４番８の１

兵庫県 明石ゆりのき通店　　　　　　　 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２丁目４番２

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 明石二見町店　　　　　　　　　 兵庫県明石市二見町西二見１３２７番地の１

兵庫県 明石清水店　　　　　　　　　　 兵庫県明石市魚住町清水２０５９－２

兵庫県 神戸住吉店　　　　　　　　　　 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目１６番３号

兵庫県 山南町村森店　　　　　　　　　 兵庫県丹波市山南町村森７００－１

兵庫県 養父上野店　　　　　　　　　　 兵庫県養父市上野１０００

兵庫県 川西見野２丁目店　　　　　　　 兵庫県川西市見野２丁目１９番１７号
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兵庫県 尼崎東難波４丁目店　　　　　　 兵庫県尼崎市東難波町４丁目１７番２２号

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

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 神戸舞子坂店　　　　　　　　　 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１丁目２番７号

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 神戸森友店　　　　　　　　　　 兵庫県神戸市西区森友２丁目２２番

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 Ｋ－ＰＯＷＥＲＳ橿原醍醐町店　 奈良県橿原市高殿町５９８－１

奈良県 桜井大福店　　　　　　　　　　 奈良県桜井市大字大福９１９－１

徳島県 脇町店　　　　　　　　　　　　 徳島県美馬市脇町大字脇町４７１－１

徳島県 北島町江尻店　　　　　　　　　 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池３３番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 阿波山川店　　　　　　　　　　 徳島県吉野川市山川町堤外２０番地の１

徳島県 鴨島知恵島店　　　　　　　　　 徳島県吉野川市鴨島町知恵島４６１番地の７

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 徳島竜王店　　　　　　　　　　 徳島県徳島市国府町竜王６番地２０

徳島県 徳島応神店　　　　　　　　　　 徳島県徳島市応神町西貞方字仁徳１６９番１

徳島県 阿波市場町店　　　　　　　　　 徳島県阿波市市場町香美字秋葉本８６ー６

徳島県 北島新喜来店　　　　　　　　　 徳島県板野郡北島町新喜来字砂原３５番２

徳島県 徳島北沖洲店　　　　　　　　　 徳島県徳島市北沖洲三丁目６番３５号

徳島県 徳島末広店　　　　　　　　　　 徳島県徳島市末広二丁目１番３９－１号

徳島県 徳島川内町富吉店　　　　　　　 徳島県徳島市川内町富吉２３６番１

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 檀紙店　　　　　　　　　　　　 香川県高松市檀紙町２０６０－１

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 丸亀城西店　　　　　　　　　　 香川県丸亀市城西町２－１９４

香川県 香川町店　　　　　　　　　　　 香川県高松市香川町川東下２４１－１

香川県 県立図書館前店　　　　　　　　 香川県高松市上林町４９９－１

香川県 久米池店　　　　　　　　　　　 香川県高松市新田町甲２０９４番地１

香川県 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 丸亀飯山店　　　　　　　　　　 香川県丸亀市飯山町下法軍寺２８－１

香川県 牟礼町原店　　　　　　　　　　 香川県高松市牟礼町原１１５６

香川県 丸亀飯野店　　　　　　　　　　 香川県丸亀市飯野町東二字中代甲２３０

香川県 さぬき志度店　　　　　　　　　 香川県さぬき市末１５１４

香川県 三木平木店　　　　　　　　　　 香川県木田郡三木町大字平木５０番１

香川県 高松牟礼町店　　　　　　　　　 香川県高松市牟礼町牟礼２１０６番地１

香川県 高松多肥下町店　　　　　　　　 香川県高松市多肥下町１５４７番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 高松築地町店　　　　　　　　　 香川県高松市築地町２番地８

香川県 宇多津町店　　　　　　　　　　 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６７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 高松大池南店　　　　　　　　　 香川県高松市木太町５０９３番地６

香川県 綾川陶店　　　　　　　　　　　 香川県綾歌郡綾川町陶１０９２番６

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

香川県 高松木太町店　　　　　　　　　 香川県高松市木太町字東原５５５番地３

愛媛県 東予周布店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市周布１０４８

愛媛県 丹原今井店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市丹原町今井３６１－１

愛媛県 四国中央妻鳥町店　　　　　　　 愛媛県四国中央市妻鳥町５４２番地



都道府県 店舗名 住所

愛媛県 新居浜松原町店　　　　　　　　 愛媛県新居浜市松原町１番３１号

愛媛県 新居浜喜光地町店　　　　　　　 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目４番３０号

愛媛県 四国中央金生町店　　　　　　　 愛媛県四国中央市金生町下分９８番地１

福岡県 大手門３丁目店　　　　　　　　 福岡県福岡市中央区大手門３－４－３

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 小郡二森店　　　　　　　　　　 福岡県小郡市二森字上栄尾２６６－１

福岡県 筑紫野原店　　　　　　　　　　 福岡県筑紫野市大字原４０８－１

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 八女山内店　　　　　　　　　　 福岡県八女市山内７３３－１

福岡県 博多榎田２丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市博多区榎田２丁目１番７０号

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　　　　　　　　　　　 福岡県八女市本１２３３番地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 飯塚東伊川店　　　　　　　　　 福岡県飯塚市伊川５４７－１

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 筑後久富店　　　　　　　　　　 福岡県筑後市大字久富１２５１番３０号

福岡県 大刀洗下高橋店　　　　　　　　 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋３４６９－１

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 門司ウエストコースト店　　　　 福岡県北九州市門司区大里本町３－１０－２９

福岡県 博多駅前３丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１５－１０アクタス博多Ｖタワー１Ｆ

福岡県 福岡大橋１丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市南区大橋１丁目９－１０

福岡県 宮若倉久店　　　　　　　　　　 福岡県宮若市倉久字下春田１９１８

福岡県 行橋行事店　　　　　　　　　　 福岡県行橋市行事２丁目５－１３

福岡県 大刀洗本郷店　　　　　　　　　 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４４０５－１

福岡県 門司港レトロ店　　　　　　　　 福岡県北九州市門司区浜町３－３０

福岡県 鞍手木月店　　　　　　　　　　 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月１９８９

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 久留米荒木店　　　　　　　　　 福岡県久留米市荒木町白口１８５７－３

福岡県 ＩＳＭ鞍手ＰＡ下り店　　　　　 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１３０８

福岡県 柳川三橋店　　　　　　　　　　 福岡県柳川市三橋町棚町字舞前４９７－４

福岡県 久留米津福今町店　　　　　　　 福岡県久留米市津福今町３６１－７

福岡県 福岡渡辺通３丁目店　　　　　　 福岡県福岡市中央区渡辺通３丁目６－１５

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 イオンモール筑紫野店　　　　　 福岡県筑紫野市立明寺４３４番地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５号

福岡県 鞍手中山店　　　　　　　　　　 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２１０３－１０

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

福岡県 福岡香椎浜４丁目店　　　　　　 福岡県福岡市東区香椎浜４丁目１１－１

福岡県 八幡穴生店　　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡西区陣原２丁目１６－７

福岡県 中間蓮花寺店　　　　　　　　　 福岡県中間市蓮花寺２丁目１３－１

福岡県 福岡馬出４丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市東区馬出４丁目９－１

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 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 糸島篠原西店　　　　　　　　　 福岡県糸島市篠原西１丁目１６－１

福岡県 大野城仲畑２丁目店　　　　　　 福岡県大野城市仲畑２丁目１３－４２



都道府県 店舗名 住所

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 飯塚菰田西店　　　　　　　　　 福岡県飯塚市菰田西二丁目８番２０号

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 戸畑天籟寺店　　　　　　　　　 福岡県北九州市戸畑区天籟寺１丁目４番１５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 小倉徳吉西店　　　　　　　　　 福岡県北九州市小倉南区徳吉西３丁目６番９号

福岡県 福津日蒔野店　　　　　　　　　 福岡県福津市日蒔野６丁目２９番１０

福岡県 福岡大楠２丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市南区大楠２丁目１１番１８号

福岡県 田川川宮店　　　　　　　　　　 福岡県田川市川宮８２０－４

福岡県 福岡福重２丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市西区福重二丁目１３番１９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 田川番田町店　　　　　　　　　 福岡県田川市番田町７番３７

福岡県 久留米荘島町店　　　　　　　　 福岡県久留米市荘島町１２番５

福岡県 小倉三郎丸店　　　　　　　　　 福岡県北九州市小倉北区三郎丸３丁目１５番１７号

福岡県 那珂川道善店　　　　　　　　　 福岡県那珂川市道善５ー２

福岡県 朝倉水町店　　　　　　　　　　 福岡県朝倉市甘木３２番１

福岡県 桂川寿命店　　　　　　　　　　 福岡県嘉穂郡桂川町寿命６２番１

福岡県 嘉麻大隈店　　　　　　　　　　 福岡県嘉麻市大隈町１０５６番１

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 大野城御笠川２丁目店　　　　　 福岡県大野城市御笠川２丁目９番１３号

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 八幡八枝店　　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡西区八枝３丁目８番１２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 若松花野路店　　　　　　　　　 福岡県北九州市若松区花野路１丁目１番３号

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

福岡県 田川川崎田原店　　　　　　　　 福岡県田川郡川崎町大字田原１１４７番地１号

福岡県 メガフェイス飯塚店　　　　　　 福岡県飯塚市若菜１９５－１

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 神埼千代田町店　　　　　　　　 佐賀県神埼市千代田町直鳥８１４

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 みやき原古賀店　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀１９０２－２

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 佐賀江北町店　　　　　　　　　 佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３６６－１

佐賀県 佐賀高木瀬店　　　　　　　　　 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１８２１－１

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 日田本庄町店　　　　　　　　　 大分県日田市本庄町４番９号

大分県 日田光岡店　　　　　　　　　　 大分県日田市大字友田１３５６番１


