
店舗名称 住所

岩見沢４条東 北海道 岩見沢市四条東１８丁目４１番地１

江別緑町東 北海道 江別市緑町東１丁目６９番１

札幌厚別西４条 北海道 札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５

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

札幌稲穂１条 北海道 札幌市手稲区稲穂１条３丁目３番２２号

札幌南２条西５丁目 北海道 札幌市中央区南二条西５丁目２６番地５

札幌北２２条東１８丁目 北海道 札幌市東区北２２条東１８丁目１番１５号

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

札幌美園３条 北海道 札幌市豊平区美園３条２丁目１－１６

札幌平岸３条８丁目 北海道 札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

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

室蘭中島 北海道 室蘭市中島町１－１８－７

石狩花川北１条 北海道 石狩市花川北１条６丁目６－１

函館昭和 北海道 函館市昭和２丁目４ー１４

函館上湯川町 北海道 函館市上湯川町３１番２号

店舗名称 住所

大畑 青森県 むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１

五所川原川山 青森県 五所川原市大字川山字千本１１３２番地６

弘前城東中央三丁目 青森県 弘前市城東中央３丁目５－１

五戸浅水 青森県 三戸郡五戸町大字浅水字十海塚５番地１

三戸町斗内 青森県 三戸郡三戸町大字斗内字荒巻４１－３

三沢基地前 青森県 三沢市平畑１丁目１－２７

横浜町 青森県 上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１

東北町上野 青森県 上北郡東北町大字上野字下田２８３番３

青森奥野四丁目 青森県 青森市奥野四丁目１８番１５号

青森戸山 青森県 青森市駒込字蛍沢２５８－１２

青森ジャスマック 青森県 青森市本町二丁目７－２１

八戸根城二丁目 青森県 八戸市根城２丁目２６－１０

八戸根城五丁目 青森県 八戸市根城五丁目１－１２

八戸湊橋 青森県 八戸市小中野八丁目８番１５号

八戸青葉二丁目 青森県 八戸市青葉二丁目２１番６号

八戸十六日町 青森県 八戸市大字十六日町２５－１

八戸商業通り 青森県 八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

八戸湊高台 青森県 八戸市湊高台六丁目１２番１７号

平川大光寺 青森県 平川市大字大光寺字三早稲田５２－１

店舗名称 住所

遠野中央 岩手県 遠野市上組町８番１３号

水沢佐倉河 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７

奥州いさわ 岩手県 奥州市胆沢若柳字壱本松７９番地２

花巻南温泉峡口 岩手県 花巻市湯口字蟹沢１３－２

紫波八幡 岩手県 紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６

盛岡みたけ五丁目 岩手県 盛岡市みたけ五丁目１７番３３号

盛岡上田四丁目 岩手県 盛岡市上田四丁目３０－１

盛岡駅西通 岩手県 盛岡市盛岡駅西通一丁目２６番５号

盛岡フェザン 岩手県 盛岡市盛岡駅前通１－４４盛岡フェザンＢＦ

盛岡本宮 岩手県 盛岡市本宮３丁目４２－３３

一戸砂森 岩手県 二戸郡一戸町一戸字砂森１０２番５

店舗名称 住所

小牛田バイパス 宮城県 遠田郡美里町北浦字天神南３５番地

宮城小野田 宮城県 加美郡加美町字川原田１番地の１０

蔵王宮 宮城県 刈田郡蔵王町宮字井戸井前４１－１

宮城蔵王町 宮城県 刈田郡蔵王町宮字古川４４番１

岩沼たけくま 宮城県 岩沼市たけくま１丁目３１番１３号

岩沼吹上一丁目 宮城県 岩沼市吹上１－１５－５０

気仙沼鹿折 宮城県 気仙沼市中みなと町１番２０号

気仙沼田中前 宮城県 気仙沼市田中前２－２－１

岩手県

宮城県

お取扱い店舗一覧

北海道・東北地方
北海道

青森県

北海道・東北 関東・甲信越 中部

近畿 中国・四国 九州・沖縄



大和鶴巣大平 宮城県 黒川郡大和町鶴巣大平字窪川４２番地

船岡中央 宮城県 柴田郡柴田町船岡中央二丁目１２－１

船岡東四丁目 宮城県 柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号

大河原見城前 宮城県 柴田郡大河原町大谷字見城前４９番地１

石巻須江 宮城県 石巻市須江字寺前１５番４

河北 宮城県 石巻市大森字的場１７番４号

小鶴二丁目 宮城県 仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８

仙台港インター 宮城県 仙台市宮城野区中野５丁目５－１

仙台国見ケ丘 宮城県 仙台市青葉区国見ケ丘五丁目１－１０

青葉春日町 宮城県 仙台市青葉区春日町４－１５

小松島二丁目 宮城県 仙台市青葉区小松島二丁目２番１３号

北仙台駅前 宮城県 仙台市青葉区昭和町６番８号

あすと長町三丁目 宮城県 仙台市太白区あすと長町三丁目２番２９号

南仙台駅西口 宮城県 仙台市太白区西中田４－１１－６

泉崎一丁目 宮城県 仙台市太白区泉崎一丁目３４番８号

茂庭 宮城県 仙台市太白区茂庭一丁目５番地の５

多賀城栄 宮城県 多賀城市栄一丁目７番地４０

多賀城育英高校前 宮城県 多賀城市高橋５－５－３

古川大江向 宮城県 大崎市古川稲葉字大江向１２５

登米迫森 宮城県 登米市迫町森字平柳１４番１

米山町 宮城県 登米市米山町西野字片平小路１３０

矢本赤井 宮城県 東松島市赤井字新川前１６－１０

白石駅前 宮城県 白石市字沢目５６－１

富谷明石台 宮城県 富谷市明石台三丁目１番地２８

名取高舘吉田 宮城県 名取市高舘吉田字野来２９－１

名取大手町五丁目 宮城県 名取市大手町５－１７－１２

名取美田園七丁目 宮城県 名取市美田園七丁目２番４号

店舗名称 住所

秋田北インター通り 秋田県 秋田市外旭川字小谷地４１－１

外旭川 秋田県 秋田市外旭川八幡田１－１－５

秋田広面鍋沼 秋田県 秋田市広面字鍋沼２７番地６

秋田勝平 秋田県 秋田市新屋天秤野７１ー１

秋田添川 秋田県 秋田市添川字境内川原１－１

秋田土崎港相染町 秋田県 秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２

協和船岡 秋田県 大仙市協和船岡字合貝４４番地５

大仙大花町 秋田県 大仙市大花町２２番１号

店舗名称 住所

寒河江八鍬 山形県 寒河江市大字八鍬１４２番６

寒河江中央二丁目 山形県 寒河江市中央二丁目１０番７号

山形大森 山形県 山形市大字大森９５９－３

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

山形南栄町二丁目 山形県 山形市南栄町２丁目１７－２

山形北町四丁目 山形県 山形市北町四丁目９番７号

山形篭田一丁目 山形県 山形市篭田一丁目３番３１号

酒田新橋一丁目 山形県 酒田市新橋１丁目５番７

寒河江柴橋 山形県 西村山郡大江町左沢字木ノ沢２１３２－１

鶴岡大山 山形県 鶴岡市大山字近田３６番地１

鶴岡文下 山形県 鶴岡市文下字広野３６番地１

天童中里 山形県 天童市中里５－１－１

東根神町 山形県 東根市神町北一丁目２番７号

高畠駅前 山形県 東置賜郡高畠町福沢南１１－２

店舗名称 住所

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）

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

郡山桑野三丁目 福島県 郡山市桑野３丁目１２－４５

郡山鶴見坦二丁目 福島県 郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

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

郡山曲田 福島県 郡山市富田東四丁目４１番地

郡山緑町 福島県 郡山市緑町１－１

原町金沢 福島県 南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

福島松川美郷 福島県 福島市松川町美郷３－７－１

吾妻ＰＡ下り 福島県 福島市上野寺字和喜２５－８

福島医王寺前 福島県 福島市飯坂町平野字東原４８番地２

秋田県

山形県

福島県



店舗名称 住所

つくば葛城 茨城県 つくば市研究学園７－４３－８

つくば上郷 茨城県 つくば市上郷６１９－２　

ひたちなか馬渡 茨城県 ひたちなか市大字馬渡３３００番地１

稲敷江戸崎 茨城県 稲敷市犬塚１６１７－１６９

下妻箕輪 茨城県 下妻市下妻字箕輪丙６５３－１

下妻下木戸 茨城県 下妻市下木戸２６５－２　他１筆

しもつま鬼怒 茨城県 下妻市大字鬼怒２１３－１

下妻南原 茨城県 下妻市南原１８－１他３筆

下妻本城町 茨城県 下妻市本城町２－２８

笠間近森 茨城県 笠間市笠間１８２３－２

古河横山町 茨城県 古河市横山町３丁目１－２

桜川白井 茨城県 桜川市真壁町白井６４１番地１

桜川塙世 茨城県 桜川市真壁町塙世１５－１

取手藤代南三丁目 茨城県 取手市藤代南３丁目１０－１

取手白山 茨城県 取手市白山５丁目１８番１号

小美玉中延 茨城県 小美玉市中延６３５番地

小美玉田木谷 茨城県 小美玉市田木谷１１１－１

常総吉野 茨城県 常総市上蛇町８４３７‐２

常総新石下 茨城県 常総市新石下３９８５番２

常陸太田大森町 茨城県 常陸太田市大森町１１５２－３

神栖平泉 茨城県 神栖市平泉東ニ丁目１１番４

水戸笠原北 茨城県 水戸市笠原町１０４０－１

水戸元吉田町 茨城県 水戸市元吉田町１６２８番地１

水戸酒門 茨城県 水戸市酒門町１００２－１

水戸平須町 茨城県 水戸市平須町字南山２番地３６

水戸末広町二丁目 茨城県 水戸市末広町２丁目２番３号

下館八丁台 茨城県 筑西市八丁台３５

土浦神立駅前 茨城県 土浦市神立中央一丁目１１－４３

土浦大志戸 茨城県 土浦市大志戸字二本松１７３９番他５筆

土浦都和 茨城県 土浦市都和一丁目４２２８－１８

茨城鳥羽田 茨城県 東茨城郡茨城町大字鳥羽田３２７番地６

那珂横堀 茨城県 那珂市横堀字坊ノ内１５７９番地７

那珂菅谷中央 茨城県 那珂市菅谷２２９２－１

那珂飯田五差路 茨城県 那珂市飯田２５７１－２０

鉾田中央 茨城県 鉾田市鉾田２４８４－６

店舗名称 住所

さくら箱森新田 329-1301 栃木県さくら市箱森新田字菖蒲沢６７５－２

宇都宮東簗瀬一丁目 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆

宇都宮辰街道 321-0901 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４

宇都宮簗瀬中央 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

ワンダーグー下野 329-0502 栃木県下野市下古山２８８８－４

佐野小見町 327-0316 栃木県佐野市小見町３３２－１

佐野石塚町 327-0103 栃木県佐野市石塚町２４２４－１

小山出井北 323-0808 栃木県小山市大字出井１２５２番地１０

小山美しが丘 329-0207 栃木県小山市美しが丘三丁目３５－１

足利助戸東山町 326-0042 栃木県足利市助戸東山町９１５番２

那須塩原上厚崎 325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３４４－１１

今市荊沢 321-2336 栃木県日光市荊沢５９９－１２６

日光倉ヶ崎 321-2412 栃木県日光市倉ケ崎字南原３９番１

店舗名称 住所

館林富士見町 374-0027 群馬県館林市富士見町８番１３号

高崎駅西口 370-0849 群馬県高崎市八島町２４－２

日野屋玉村下新田 370-1132 群馬県佐波郡　玉村町下新田４６８番地１

渋川諏訪ノ木 377-0007 群馬県渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１

前橋元総社町 371-0846 群馬県前橋市元総社町１１９７－１

前橋田口町 371-0048 群馬県前橋市田口町２９１‐１

日野屋千代田町 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４

日野屋矢島 370-0712 群馬県邑楽郡明和町矢島２３１－１

店舗名称 住所

北浦和駅西口 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和四丁目１番５号ＨＹビル１階

さいたま松本 埼玉県 さいたま市南区松本１－１－１７

さいたま辻八丁目 埼玉県 さいたま市南区辻８－２２－２１

大宮本郷町 埼玉県 さいたま市北区本郷町６４９

羽生上岩瀬 埼玉県 羽生市大字上岩瀬６４７番地１

Ｐａｓａｒ羽生 埼玉県 羽生市弥勒字三新田８２４東北自動車道羽生ＰＡ（下り線）

栗橋間鎌 埼玉県 久喜市間鎌１３５

久喜インター 埼玉県 久喜市江面１７１５－７

狭山 埼玉県 狭山市狭山２４ー３１

関東・甲信越地方

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県



狭山赤坂 埼玉県 狭山市大字上赤坂６１９番地２

肥塚南 埼玉県 熊谷市肥塚２－１６０３－３

熊谷平戸 埼玉県 熊谷市平戸１９７１－１

戸田氷川町 埼玉県 戸田市氷川町３丁目６６６２

幸手駅東口 埼玉県 幸手市中一丁目１番２１号

鴻巣御成橋 埼玉県 鴻巣市滝馬室１１１４番地２

志木中宗岡 埼玉県 志木市中宗岡２－１９－２７

春日部緑町 埼玉県 春日部市緑町３－１－４８

所沢北野天神通り 埼玉県 所沢市北野南１－１５－１

所沢緑町二丁目 埼玉県 所沢市緑町２丁目１３－１０

上尾日産通り 埼玉県 上尾市大字壱丁目５１－２

川越小仙波 埼玉県 川越市大字小仙波字下町７４９－８

鶴ヶ島駅西 埼玉県 川越市大字天沼新田１４０番６

ドラッグエース川越的場 埼玉県 川越市的場新町１６－１

川口駅東口 埼玉県 川口市栄町３－５－９

草加二丁目 埼玉県 草加市草加二丁目１０－１

宮代和戸 埼玉県 南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号

飯能日高団地 埼玉県 日高市横手１丁目１６－１

入間豊岡 埼玉県 入間市豊岡１丁目４番１３号

プラスカスミ白岡駅西口 埼玉県 白岡市小久喜１１１８－１

八潮大原 埼玉県 八潮市八潮７－３３－５

滑川羽尾 埼玉県 比企郡滑川町大字羽尾３２７－１

川島正直 埼玉県 比企郡川島町大字正直５９‐１

杉戸椿 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字椿３６０

和光白子四丁目 埼玉県 和光市白子４－３－８

蕨錦町一丁目 埼玉県 蕨市錦町一丁目２番５号

店舗名称 住所

東総干潟 千葉県 旭市米込１８２８－１０

印西牧の原駅 千葉県 印西市原１丁目２１９１

浦安若潮通り 千葉県 浦安市鉄鋼通り２丁目１番８号

浦安東野一丁目 千葉県 浦安市東野１－３－１

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

アトレ新浦安 千葉県 浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０

浦安富士見一丁目 千葉県 浦安市富士見一丁目５番１号

道野辺中央 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

君津西 千葉県 君津市人見９８３番地１

佐倉井野 千葉県 佐倉市井野１５３１－３

佐倉生谷 千葉県 佐倉市生谷１３３２－１２

市川駅北 千葉県 市川市市川１－１３－３２

市川真間 千葉県 市川市真間１－１２－４

市川東菅野 千葉県 市川市東菅野三丁目２９番３号

谷津一番館 千葉県 習志野市谷津３－１２－３６

京成谷津駅前 千葉県 習志野市谷津４丁目６－２２

松戸六高台九丁目 千葉県 松戸市六高台９丁目８７

京成成田駅前 千葉県 成田市花崎町８１４番地５６かわいビル１Ｆ

新検見川駅前 千葉県 千葉市花見川区花園一丁目８番２０号

幕張町 千葉県 千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３

Ｐａｓａｒ幕張上り 千葉県 千葉市花見川区幕張町２－２６２１

千葉金親町 千葉県 千葉市若葉区金親町２４３－５

千葉みなと駅南口 千葉県 千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号

千葉越智町 千葉県 千葉市緑区越智町７４７－３１

船橋駿河台 千葉県 船橋市駿河台２－９－３０

船橋本中山 千葉県 船橋市本中山５丁目２番４０号

東金山田インター 千葉県 東金市山田１２１５番地２

東金道庭 千葉県 東金市道庭８５０番１

東金南上宿 千葉県 東金市南上宿８番３

柏大室 千葉県 柏市花野井７５０番１他

柏南増尾七丁目 千葉県 柏市南増尾７丁目４番２８号

勝田台駅上りホーム 千葉県 八千代市勝田台１－８－１

八千代大和田 千葉県 八千代市大和田１０４１－１

八千代台南 千葉県 八千代市八千代台南２丁目２番１号

富津青木 千葉県 富津市青木２丁目８番地の９

茂原千代田町 千葉県 茂原市千代田町二丁目４番６

木更津金田東 千葉県 木更津市金田東１丁目３９－２

店舗名称 住所

あきる野インター 東京都 あきる野市牛沼１３１番１

あきる野檜原街道 東京都 あきる野市小中野３７８

羽村小作坂上 東京都 羽村市小作台５丁目２０－８

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

西新小岩一丁目 東京都 葛飾区西新小岩１丁目－９－７

京成四ツ木駅 東京都 葛飾区東四つ木４丁目１４－１先

江戸川松江一丁目 東京都 江戸川区松江１丁目２４－９

千葉県

東京都



西葛西駅前 東京都 江戸川区西葛西６－１５－１２

サクマ西葛西 東京都 江戸川区西葛西六丁目２３番１２号

大島中央銀座 東京都 江東区大島５丁目１１－２

辰巳一丁目 東京都 江東区辰巳１－４－１１

東陽二丁目 東京都 江東区東陽２丁目４－４６

麻布十番 東京都 港区麻布十番３丁目１０－１３

六本木ヒルズ 東京都 港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワーＢ１階

西日暮里一丁目 東京都 荒川区西日暮里１－６０－８

下連雀 東京都 三鷹市下連雀１－８－１５

新川吉祥寺通り 東京都 三鷹市新川２－４－２

秀栄三鷹杏林前 東京都 三鷹市新川６－９－６

渋谷桜丘町 東京都 渋谷区桜丘町２４－１橋本ビル

幡ヶ谷三丁目 東京都 渋谷区幡ヶ谷三丁目１９番２号

昭島田中町 東京都 昭島市田中町一丁目２１－２

昭島小荷田 東京都 昭島市拝島町３－２－２

歌舞伎町北 東京都 新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号

新宿三丁目 東京都 新宿区新宿３－２１－７　東新ビル

神楽坂下 東京都 新宿区神楽坂２－１０カグラヒルズ

神楽坂三丁目 東京都 新宿区神楽坂三丁目２番地２０

Ｋ２新宿駅西 東京都 新宿区西新宿一丁目１８番２　新宿第１０大京ビル

西新宿地下歩道 東京都 新宿区西新宿一丁目８番１号

下井草駅南口 東京都 杉並区下井草２－４４－４

高円寺中通 東京都 杉並区高円寺北４－１７－１２

杉並清水早稲田通り 東京都 杉並区清水３丁目２９－１８

西荻窪駅南 東京都 杉並区西荻南３丁目９－１０

鎌田水神橋 東京都 世田谷区鎌田３－３４－９

上北沢駅前南口 東京都 世田谷区上北沢３－１８－８

世田谷新町三丁目 東京都 世田谷区新町３－２２－１

小浦世田谷梅丘 東京都 世田谷区梅丘１丁目２－１０

日の出平井 東京都 西多摩郡日の出町平井７２５－１

エミオ田無 東京都 西東京市田無町４－１－３

八洋青梅新町五丁目 東京都 青梅市新町５－２８－７

一番町 東京都 千代田区一番町１３－３

綾瀬二丁目 東京都 足立区綾瀬２－１８－１０

綾瀬駅前 東京都 足立区綾瀬３－２－１

北千住駅東口 東京都 足立区千住旭町４０－２１

西新井駅東口 東京都 足立区梅島３丁目３２番６号

多摩センター駅南 東京都 多摩市鶴牧１－２６－２

サンリオピューロランド前 東京都 多摩市落合一丁目３２番３号

入谷 東京都 台東区下谷２丁目１－１０

台東三筋一丁目 東京都 台東区三筋１丁目９－３

台東松が谷 東京都 台東区松が谷二丁目７－７

台東吉原 東京都 台東区千束４丁目２４－１１

谷中 東京都 台東区谷中３－２４－４　Ｋ－ハウス１

入谷二丁目 東京都 台東区入谷２－１－８

羽田二丁目 東京都 大田区羽田２丁目１０－２

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

大田大森南 東京都 大田区大森南２－３－１６

平和島旧東海道 東京都 大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

雪谷大塚 東京都 大田区南雪谷２丁目２－１３

大田北糀谷一丁目 東京都 大田区北糀谷１丁目５番２０号

宝町 東京都 中央区京橋二丁目９番２号

かぶと町永代通り 東京都 中央区日本橋兜町１番１３号先

小伝馬町大門通り 東京都 中央区日本橋小伝馬町１３－７

日本橋人形町三丁目 東京都 中央区日本橋人形町３－４－１５

中野江古田の杜 東京都 中野区江古田三丁目１４番１号プライムメゾン江古田の杜ウエスト１階

中野富士見町駅前 東京都 中野区弥生町５丁目２７番７号

原町田四丁目 東京都 町田市原町田４－１０－１８

小田急町田駅南口 東京都 町田市原町田六丁目１１番７号

町田三輪町 東京都 町田市三輪町３０５番５

国領八丁目 東京都 調布市国領町８－１０

滝山中央通り 東京都 東久留米市前沢五丁目２４番１２号

東村山美住町一丁目 東京都 東村山市美住町一丁目１１番５８

東村山駅東口 東京都 東村山市本町２－３

日野市立病院前 東京都 日野市多摩平三丁目２番１

八王子甲州街道 東京都 八王子市高倉町１－２

秀栄高尾駅北口 東京都 八王子市高尾町１５８３－１

八王子大楽寺町 東京都 八王子市大楽寺町４８４－１

八王子楢原町 東京都 八王子市楢原町４４５番１

板橋帝京大学 東京都 板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ

上板橋三丁目 東京都 板橋区上板橋３丁目２３－７

成増駅南 東京都 板橋区成増２丁目１４－５

板橋大谷口 東京都 板橋区大谷口北町９

東五反田郵便局東 東京都 品川区東五反田１－１８－３



東品川三丁目 東京都 品川区東品川３丁目２１－１０

府中宮町 東京都 府中市宮町１－２０－１９

福生志茂 東京都 福生市志茂５８番地２

福生多摩橋通り 東京都 福生市大字福生２１５

西巣鴨三丁目 東京都 豊島区西巣鴨三丁目１５番

豊島池袋三丁目 東京都 豊島区池袋３丁目３７番－１２

サンシャインＣＰＨ 東京都 豊島区東池袋３丁目１－５サンシャインシティプリンスホテル内１階

サンシャイン西 東京都 豊島区東池袋三丁目３番２号

大塚駅南口 東京都 豊島区南大塚２丁目４５－８

目白駅西 東京都 豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

押上駅 東京都 墨田区押上１丁目１

京成曳舟駅構内 東京都 墨田区京島１丁目３９－１　京成曳舟駅

南山堂錦糸公園前 東京都 墨田区太平３丁目４番８号ＫＯＩＫＥ　ＢＬＤ．　１階２階

学芸大学駅南 東京都 目黒区碑文谷６丁目１－２６

大鳥神社前 東京都 目黒区目黒３丁目１０－１３

西武立川駅南口 東京都 立川市西砂町１丁目２２番３１

立川富士見通り 東京都 立川市富士見町３丁目４－１２

トモニー江古田駅 東京都 練馬区旭丘１丁目７８－７

上石神井駅前 東京都 練馬区上石神井１丁目１３－１３

関町庚申通り 東京都 練馬区石神井台７丁目２７番１４

中村南 東京都 練馬区中村南２－５－１

練馬土支田二丁目 東京都 練馬区土支田２丁目１５－１２

練馬東大泉四丁目 東京都 練馬区東大泉４丁目９番１０号

店舗名称 住所

湘南港が丘 神奈川県 横須賀市港が丘１－１

横須賀三春町 神奈川県 横須賀市三春町１－２１

ミナワ船越 神奈川県 横須賀市船越町７－１６

横須賀汐入駅前 神奈川県 横須賀市本町３丁目３１

横浜上白根 神奈川県 横浜市旭区上白根二丁目４番１２号

横浜希望ヶ丘 神奈川県 横浜市旭区南希望が丘６７

戸塚下倉田町 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

横浜菊名 神奈川県 横浜市港北区菊名６－１２－１２

横浜綱島東 神奈川県 横浜市港北区綱島東２丁目６－４０

日吉六丁目 神奈川県 横浜市港北区日吉６－１１－３３

大口駅東口 神奈川県 横浜市神奈川区神之木町１－３２

横浜片倉町 神奈川県 横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

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

三ツ境駅南口 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境８－４

瀬谷中央 神奈川県 横浜市瀬谷区中央７番地３５

市ヶ尾駅北口 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町１１７０－６内野ビル

たまプラーザ 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘２－１４－３

いずみ踊場駅前 神奈川県 横浜市泉区中田南１丁目１－３０

緑園都市駅西口 神奈川県 横浜市泉区緑園３－１－１

いずみ中央駅前 神奈川県 横浜市泉区和泉中央南５－４－１

横浜本牧通り 神奈川県 横浜市中区本牧宮原７－５

鶴見区役所通り 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目５番１

矢向 神奈川県 横浜市鶴見区矢向５－７－３０

横浜都筑池辺町 神奈川県 横浜市都筑区池辺町４３３７番地

大岡三丁目 神奈川県 横浜市南区大岡３丁目２－２５

和田屋万世町 神奈川県 横浜市南区万世町１－７

新井町 神奈川県 横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１

竹山団地 神奈川県 横浜市緑区竹山１－１９－２

中山駅北 神奈川県 横浜市緑区中山一丁目５番３号

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

鎌倉津 神奈川県 鎌倉市津６７０－３

茅ヶ崎堤坂下 神奈川県 茅ヶ崎市堤２３０９－１　他（地番）

厚木旭町 神奈川県 厚木市旭町２－１－１４

厚木栄町二丁目 神奈川県 厚木市栄町２丁目１－１６

サンズ上依知南 神奈川県 厚木市上依知１２９６－１

厚木飯山 神奈川県 厚木市飯山南三丁目１番１９号

寒川一之宮 神奈川県 高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１

寒川一之宮南 神奈川県 高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号

寒川宮山 神奈川県 高座郡寒川町宮山２０８８－４

座間郵便局前 神奈川県 座間市相模が丘一丁目９－２２

小田原小八幡 神奈川県 小田原市小八幡７６７－５

小田原新屋 神奈川県 小田原市新屋４５－２

小田原中村原 神奈川県 小田原市中村原３９８－１

小田原東町 神奈川県 小田原市東町一丁目７番９号

秦野中央 神奈川県 秦野市曽屋７－１

東海大学駅前 神奈川県 秦野市南矢名１－１３－１５

逗子インター 神奈川県 逗子市沼間６－６－３

ますや古市場 神奈川県 川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

山中屋高津駅前 神奈川県 川崎市高津区溝口４－５－５

神奈川県



川崎新作五丁目 神奈川県 川崎市高津区新作５丁目４番７号

東扇島１７番地 神奈川県 川崎市川崎区東扇島１７番地６

柿生駅北口 神奈川県 川崎市麻生区上麻生５－３９－３０

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

相模原中央五丁目 神奈川県 相模原市中央区中央５－８－３

淵野辺駅南口 神奈川県 相模原市中央区淵野辺４丁目１６番３０号

相模原淵野辺四丁目 神奈川県 相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号

相模原公園入口 神奈川県 相模原市南区麻溝台７１２－１

作の口小学校前 神奈川県 相模原市緑区下九沢４６８番１

橋本五丁目 神奈川県 相模原市緑区橋本五丁目６－１８

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

大和深見西２４６ 神奈川県 大和市深見西六丁目１－２

藤沢円行 神奈川県 藤沢市円行２－１－２

藤沢藤が岡 神奈川県 藤沢市藤が岡１－１１－４

湘南江ノ島 神奈川県 藤沢市片瀬海岸１－１１－９

南足柄和田河原南 神奈川県 南足柄市和田河原１３１７番１

店舗名称 住所

燕吉田本所 新潟県 燕市吉田本所１１７番地４

見附市野坪 新潟県 見附市市野坪町８３－２

三条塚野目 新潟県 三条市塚野目二丁目５番１２号

上越五貫野 新潟県 上越市大字下五貫野２４８番５

横越うぐいす団地 新潟県 新潟市江南区うぐいす１丁目１番１号

新潟嘉瀬 新潟県 新潟市江南区嘉瀬１５１５番地

亀田大月 新潟県 新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新潟上新栄町 新潟県 新潟市西区上新栄町５８２４－３５７

新潟平島 新潟県 新潟市西区平島１－６－４

新潟プラーカ２ 新潟県 新潟市中央区笹口１丁目２－１

新潟女池神明 新潟県 新潟市中央区女池神明３丁目６－８

新潟西白根 新潟県 新潟市南区西白根２５７番地１

津南町下船渡 新潟県 中魚沼郡津南町大字下船渡戊３９９番１１

長岡上岩井 新潟県 長岡市上岩井６４４５番地

長岡赤十字病院 新潟県 長岡市千秋２丁目２９７番地１

Ａコープ麓 新潟県 南魚沼市麓１０８番地４

店舗名称 住所

甲斐双葉塩崎 山梨県 甲斐市下今井３４

甲府大里 山梨県 甲府市大里町５３０７

南アルプス小笠原 山梨県 南アルプス市小笠原３４４－１

サンプラザホテル富士山中湖 山梨県 南都留郡山中湖村山中１４４１－１

西桂富士みち 山梨県 南都留郡西桂町小沼　２７３０－１

店舗名称 住所

安曇野インター 長野県 安曇野市豊科南穂高１１１番地２３

伊那ごんべい 長野県 伊那市中の原８２２８番地３１５

伊那上川手 長野県 伊那市美篶５７８２番地１

茅野神之原西 長野県 茅野市玉川２２９６番地６

ジェイ・クエスト佐久平 長野県 佐久市佐久平駅南１８－１

佐久望月 長野県 佐久市望月３３５－１

松本駅前 長野県 松本市中央１丁目４－２０日本生命松本駅前ビル

北松本 長野県 松本市白板２－１－９

ＪＡ小野たのめ 長野県 上伊那郡辰野町大字小野１２９０－３０

箕輪木下原町 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３７８９番地２

ＪＡ伊北インター 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２

小布施中松 長野県 上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６

諏訪南インター 長野県 諏訪郡富士見町富士見２６４－６

信州上山田温泉 長野県 千曲市上山田温泉一丁目３１番地１

長野吉田 長野県 長野市吉田１丁目６－１３

長野吉田四丁目 長野県 長野市吉田四丁目１４番１２号

長野芹田 長野県 長野市大字稲葉１１番地４

長野高田 長野県 長野市大字高田９６１番地１

長野大豆島 長野県 長野市大字大豆島５２７６－２

長野北長池 長野県 長野市大字北長池１４４７－１

長野若槻大通り 長野県 長野市徳間１丁目２７－２３

長野アップルライン 長野県 長野市豊野町浅野１４８８番地

長野屋島 長野県 長野市北長池２７１－６

飯田松尾 長野県 飯田市松尾明７７５５番地３

飯田上殿岡 長野県 飯田市上殿岡５８２番地１

長野県

新潟県

山梨県



店舗名称 住所

滑川中川原 富山県 滑川市中川原２９５番１

高岡駅南一丁目 富山県 高岡市駅南１丁目１１１８

高岡姫野 富山県 高岡市放生津１０番４

射水作道 富山県 射水市作道３６５番２

射水黒河 富山県 射水市中老田新６２５番地

立山二ツ塚 富山県 中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１

富山八尾新田 富山県 富山市八尾町新田１１９番１

富山八尾町 富山県 富山市八尾町妙川寺２１－１

店舗名称 住所

加賀作見 石川県 加賀市作見町ニ５７番地１

薬コメヤ金沢武蔵 石川県 金沢市下堤町３５番地１

金沢上堤町 石川県 金沢市上堤町１－１５ＪＲＥ金沢上堤町ビル１Ｆ

金沢増泉三丁目 石川県 金沢市増泉３丁目１５番１９号

七尾田鶴浜 石川県 七尾市田鶴浜町り７４番地２

小松額見町 石川県 小松市額見町工業団地４番４

コメヤ薬局御経塚 石川県 野々市市御経塚３丁目１２８

店舗名称 住所

越前大虫 福井県 越前市上太田町第５０号４番地の１

御油田 福井県 坂井市坂井町御油田２４－１－１

三国駅北口 福井県 坂井市三国町北本町１丁目１－２０

鯖江下野田 福井県 鯖江市下野田町３２字西岡１０番１

大飯うみんぴあ前 福井県 大飯郡おおい町尾内３５号３０番地２

河野北前船主通り 福井県 南条郡南越前町河野１字北ノ町８９番

福井花月 福井県 福井市花月４丁目５０４番地

福井県立武道館口 福井県 福井市三ツ屋１丁目５０１番

二の宮四丁目 福井県 福井市二の宮四丁目３６０１

店舗名称 住所

安八森部 岐阜県 安八郡安八町森部１６６０－１

安八南条 岐阜県 安八郡安八町南条７６４番地の１

岐南町下印食 岐阜県 羽島郡岐南町下印食二丁目５１番

岐南 岐阜県 羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２

可児下切北 岐阜県 可児市下切３２９４番地１

新岐関大橋 岐阜県 岐阜市溝口中１４１番地１

岐阜鶴田町 岐阜県 岐阜市鶴田町二丁目１番地

岐阜又丸 岐阜県 岐阜市又丸柳町１８－２

岐阜柳津本郷 岐阜県 岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１

高鷲インター 岐阜県 郡上市高鷲町大鷲９７０番地

恵那大井 岐阜県 恵那市大井町６９６－３７

高山江名子 岐阜県 高山市江名子町４８７番地１３

国府広瀬 岐阜県 高山市国府町広瀬町１６３８番地１

高山総和町 岐阜県 高山市総和町２－６０－１

瑞穂十九条 岐阜県 瑞穂市十九条２５４番地１

瑞浪寺河戸 岐阜県 瑞浪市寺河戸町１２０１－２

瑞浪小田 岐阜県 瑞浪市南小田町一丁目２番地

恵那加子母 岐阜県 中津川市加子母４５３２番地の１１

美濃加茂田島一丁目 岐阜県 美濃加茂市田島町一丁目１３番地

本巣天神前 岐阜県 本巣市政田字天神前１０４３番地１

店舗名称 住所

沼津アントレ 静岡県 沼津市大手町１丁目１－１

焼津下小田 静岡県 焼津市下小田６６４－２

焼津浜当目 静岡県 焼津市浜当目２－５－１３

吉田下川原 静岡県 榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地

静岡千代一丁目 静岡県 静岡市葵区千代一丁目８番１５号

静岡二番町 静岡県 静岡市葵区二番町８－１８

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

静岡丸子東海道 静岡県 静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６３１６番１

静岡長田 静岡県 静岡市駿河区丸子新田３８２番１

静岡富士見台 静岡県 静岡市駿河区富士見台一丁目４番８７号

蒲原バイパス 静岡県 静岡市清水区蒲原５３４２番地の１

興津中町 静岡県 静岡市清水区興津中町１３７０－１

清水興津駅前 静岡県 静岡市清水区興津中町２３８番４

袋井山科上 静岡県 袋井市山科２５０７番地の６

藤枝岡部 静岡県 藤枝市岡部町内谷９２４－２

藤枝高洲 静岡県 藤枝市高洲６１番地の６

藤枝小石川三丁目 静岡県 藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝藪田西インター 静岡県 藤枝市上藪田１３１番７

浜松篠原 静岡県 浜松市西区篠原町２１９７２番地

岐阜県

静岡県

中部地方

富山県

石川県

福井県



白糸の滝 静岡県 富士宮市上井出３０９－９

富士増川新町 静岡県 富士市増川新町１２７番地

牧之原坂部 静岡県 牧之原市坂部５８０－１

店舗名称 住所

甚目寺平島 愛知県 あま市下萱津平島１４番地

美和高校前 愛知県 あま市篠田藤東７番２

三好姥子 愛知県 みよし市三好町姥子９番地７

東郷三ツ池三丁目 愛知県 愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

安城東栄町 愛知県 安城市東栄町３－８１６－１

稲沢一色下方 愛知県 稲沢市一色下方町２９８番地

稲沢横地 愛知県 稲沢市横地四丁目６４番地

岡崎元欠町 愛知県 岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎へごし町 愛知県 岡崎市舳越町字宮前４６番地１

大治東條 愛知県 海部郡大治町大字東條字砂島１３番地

蒲郡大塚 愛知県 蒲郡市大塚町西島３７番地２

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

岩倉川井町 愛知県 岩倉市川井町北穴田８７番地

春日井高山町 愛知県 春日井市高山町２丁目１２－８

朝宮公園前 愛知県 春日井市大手田酉町一丁目１番地６

春日井鳥居松八丁目 愛知県 春日井市鳥居松町八丁目３４番地１

味美町 愛知県 春日井市味美町２丁目４８

小牧上末東 愛知県 小牧市大字上末字東山３５９０－１

常滑長峰 愛知県 常滑市字古道東割４２－２２

瀬戸南山町 愛知県 瀬戸市　南山町　２－６４

パルティせと 愛知県 瀬戸市栄町４５番地

春日西牧 愛知県 清須市春日西牧前７２番地１

清洲上条 愛知県 清須市上条二丁目６番地の１

西尾永楽町 愛知県 西尾市永楽町三丁目２８番地

西尾住崎 愛知県 西尾市永吉四丁目１３番

西尾下矢田町 愛知県 西尾市下矢田町久多良解３７番地

吉良青鳥 愛知県 西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２

西尾駅南口 愛知県 西尾市住吉町４丁目１８－６

西尾蔵屋敷 愛知県 西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地

大府駅東口 愛知県 大府市中央町３丁目６２

大府追分 愛知県 大府市追分町六丁目４００番地

武豊向陽 愛知県 知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１

佐布里城山下 愛知県 知多市佐布里字脇之田前３２番地９

知立新林町 愛知県 知立市新林町平草４２番１４

津知屋横須賀 愛知県 東海市横須賀町一ノ割３－１

日進浅田町 愛知県 日進市浅田町東前田３７番地３

豊橋下地 愛知県 豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋朝丘 愛知県 豊橋市朝丘町９１番地

豊橋東脇 愛知県 豊橋市東脇一丁目１３番地の８

豊川諏訪二丁目 愛知県 豊川市諏訪２ー５７

豊川本野ケ原二丁目 愛知県 豊川市本野ケ原２丁目１１

豊田高原町 愛知県 豊田市高原町四丁目８番地４

豊田若林西町 愛知県 豊田市若林西町長根５３－５

豊田上郷二丁目 愛知県 豊田市上郷町二丁目１６番地１５

豊田浄水駅前 愛知県 豊田市浄水町原山３２７ー１

豊田東保見町 愛知県 豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田緑ヶ丘 愛知県 豊田市緑ヶ丘五丁目１５番３

北名古屋九之坪 愛知県 北名古屋市九之坪長堀１２７番地

辰巳町 愛知県 名古屋市港区辰巳町４番８号

港宝神 愛知県 名古屋市港区宝神５丁目３００３

守山本地ヶ原 愛知県 名古屋市守山区白山３－９０３

星ヶ丘ターミナル 愛知県 名古屋市千種区井上町８０番地

千種本山 愛知県 名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

千種向陽 愛知県 名古屋市千種区向陽一丁目３番１号

丸の内七間町通 愛知県 名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号

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

たちばな 愛知県 名古屋市中区富士見町５０６番地１

中川住宅西 愛知県 名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

近鉄伏屋駅 愛知県 名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１

近鉄名古屋駅１番ホーム前 愛知県 名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内

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

名古屋池場 愛知県 名古屋市天白区池場３丁目１８１３

八事弥生が岡 愛知県 名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

谷口大曽根北 愛知県 名古屋市東区矢田一丁目１３－３３

南三条 愛知県 名古屋市南区三条２丁目６番２号

熱田金山南 愛知県 名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番６号

喜惣治二丁目 愛知県 名古屋市北区喜惣治二丁目２３

名古屋上飯田 愛知県 名古屋市北区上飯田南町三丁目７８番地

中丸町二丁目 愛知県 名古屋市北区中丸町二丁目５７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

柳原二丁目 愛知県 名古屋市北区柳原二丁目１５番６号

名東牧の原 愛知県 名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番他

緑浦里 愛知県 名古屋市緑区浦里３丁目８６番地

緑徳重 愛知県 名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地

下瀬木 愛知県 名古屋市緑区森の里一丁目２２９番地

弥富子宝 愛知県 弥富市子宝二丁目９６番地３



店舗名称 住所

大安町門前 三重県 いなべ市大安町門前１３６２番地

東員城山 三重県 員弁郡東員町城山一丁目３９

桑名明竜町 三重県 桑名市大字東汰上１０８０番地４

近鉄桑名駅改札外橋上 三重県 桑名市大字東方９７

菰野町千草 三重県 三重郡菰野町大字千草８１５５－２

近鉄四日市駅改札内 三重県 四日市市安島１丁目

近鉄四日市駅前ふれあいモール 三重県 四日市市安島１丁目１－５６

近鉄四日市駅前 三重県 四日市市安島１丁目３１－１

四日市あかつき台北 三重県 四日市市山城町字高見８８２番地の５０

ＥＸＰＡＳＡ御在所下り 三重県 四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２

四日市堀木一丁目 三重県 四日市市堀木一丁目１番２６号

志摩鵜方駅西 三重県 志摩市阿児町鵜方４０３５番地

嬉野中川新町 三重県 松阪市嬉野中川新町二丁目１８２番

御浜町三軒屋 三重県 南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

鈴鹿神戸七丁目 三重県 鈴鹿市神戸７－１６－２２

近鉄白子駅改札外橋上 三重県 鈴鹿市白子駅前２２－１

鈴鹿白子町 三重県 鈴鹿市白子町８１３４番地

末広町 三重県 鈴鹿市末広東１－３２

店舗名称 住所

愛知川東円堂 滋賀県 愛知郡愛荘町東円堂２５７７

栗東下鈎 滋賀県 栗東市下鈎３７番地１

安曇川西万木 滋賀県 高島市安曇川町西万木

野洲川橋 滋賀県 野洲市野洲２１４番

店舗名称 住所

河原町仏光寺 京都府 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８

烏丸六角 京都府 京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町２５４

伏見向島本丸 京都府 京都市伏見区向島本丸町２番地

京都深草フチ町 京都府 京都市伏見区深草フチ町１番

竹田駅前 京都府 京都市伏見区竹田内畑町１６０

千本鞍馬口 京都府 京都市北区紫野十二坊町３１

店舗名称 住所

茨木春日三丁目 大阪府 茨木市春日三丁目１番４１号

阪急総持寺駅前 大阪府 茨木市総持寺駅前町６－１

貝塚半田 大阪府 貝塚市半田１丁目２－１１

岸和田岡山町 大阪府 岸和田市岡山町１０１番地

久米田駅前 大阪府 岸和田市大町３７１－５

岸和田並松 大阪府 岸和田市並松町２９番３０号

高石加茂三丁目 大阪府 高石市加茂３丁目３番１１号

京屋三国ヶ丘駅前 大阪府 堺市堺区向陵中町２丁５－１４

南海湊駅前 大阪府 堺市堺区出島町二丁４番９号

堺大野芝町 大阪府 堺市中区大野芝町１８３－１

島本江川 大阪府 三島郡島本町江川１－２－１５

四條畷岡山 大阪府 四條畷市岡山１－１３－１

守口市駅東 大阪府 守口市河原町２－４

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

摂津鳥飼上四丁目 大阪府 摂津市鳥飼上４丁目７－４１

摂津鳥飼中一丁目 大阪府 摂津市鳥飼中１丁目３６番２０号

小浦忠岡北 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡北２丁目８－１８

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

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

阿倍野元町 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野元町１４番７号

長居西二丁目 大阪府 大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

南港口 大阪府 大阪市住之江区南港東１－５－１１

深江橋駅東 大阪府 大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

九条 大阪府 大阪市西区九条１－１３－１２

玉出西二丁目 大阪府 大阪市西成区玉出西２丁目１６番３０号

西成松二丁目 大阪府 大阪市西成区松２－８－２６

山王 大阪府 大阪市西成区太子１－２－１

天下茶屋三丁目 大阪府 大阪市西成区天下茶屋３丁目２８－１６

大正駅北 大阪府 大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０

泉尾一丁目 大阪府 大阪市大正区泉尾１－４－４

心斎橋清水通 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋１丁目４－１０

東心斎橋 大阪府 大阪市中央区東心斎橋１－５－１

戎橋 大阪府 大阪市中央区道頓堀１－９－１

内本町 大阪府 大阪市中央区内本町１－３－５

ナンバプラザホテル 大阪府 大阪市中央区難波千日前１－２０

日本橋一丁目 大阪府 大阪市中央区日本橋１－５－１０　ＪＯＬＬＹビル１Ｆ

天王寺公園エントランス 大阪府 大阪市天王寺区茶臼山町５－５５

滋賀県

京都府

大阪府

近畿地方

三重県



天王寺駅北口 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町４－１０

高倉町二丁目 大阪府 大阪市都島区高倉町２－５－１

薬ヒグチ京橋 大阪府 大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル

桑津五丁目 大阪府 大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

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

東淀川瑞光 大阪府 大阪市東淀川区瑞光２－９－２７

平野区役所東 大阪府 大阪市平野区背戸口５丁目６－２９　小谷ビル１階

曽根崎新地一丁目 大阪府 大阪市北区曽根崎新地１丁目３－１６

薬ヒグチ天神橋二丁目 大阪府 大阪市北区天神橋二丁目北－１－２３

阪急南方駅前 大阪府 大阪市淀川区西中島３－１５－１１

戎本町 大阪府 大阪市浪速区戎本町１－６－２３

近鉄若江岩田駅 大阪府 東大阪市岩田町４丁目４５０番５

東鴻池 大阪府 東大阪市東鴻池町１丁目２－４５

東大阪日下町 大阪府 東大阪市日下町五丁目１番４３号

法善寺駅東 大阪府 柏原市法善寺４－９－１１

八尾光町 大阪府 八尾市光町１丁目５８番地

近商ストアハーベス山本 大阪府 八尾市山本町南１丁目９番２４号

八尾太田新町 大阪府 八尾市太田新町１－３４３

八尾木北六丁目 大阪府 八尾市八尾木北六丁目１６５番地

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

枚方西禁野 大阪府 枚方市西禁野一丁目２－１

ＪＲ長尾駅前 大阪府 枚方市長尾元町５－２０－２１

枚方田口山 大阪府 枚方市田口山二丁目３２番８号

箕面森町 大阪府 箕面市森町中１丁目１－４３

門真三ツ島三丁目 大阪府 門真市三ツ島３丁目９番１３号

店舗名称 住所

高砂伊保 兵庫県 高砂市伊保四丁目３８２

みなと元町駅前 兵庫県 神戸市中央区元町通５丁目１－１

センタープラザ東 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－９－１－１０９センタープラザ東館

兵庫駅前 兵庫県 神戸市兵庫区駅南通５－１－１

滝山町 兵庫県 神戸市兵庫区滝山町７番６２

福崎辻川西 兵庫県 神崎郡福崎町西田原１２９５－１

阪急門戸厄神駅前 兵庫県 西宮市下大市東町９番３号

西脇和布 兵庫県 西脇市和布町１８９－４

赤穂ちくさ川 兵庫県 赤穂市有年原２８９－１１

姫路高浜 兵庫県 姫路市広畑区高浜町２丁目２５

姫路広畑 兵庫県 姫路市広畑区正門通４丁目７

明石小久保二丁目 兵庫県 明石市小久保二丁目１１番地４

店舗名称 住所

葛城八川 奈良県 葛城市八川９３番地１

北郡山 奈良県 大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

エムズドラッグ大和高田 奈良県 大和高田市市場７９６－２

天理勾田町 奈良県 天理市勾田町８０－１

奈良三条檜町 奈良県 奈良市三条桧町６３５番地５

近鉄高の原駅改札内橋上 奈良県 奈良市朱雀３丁目１２－３

奈良藤ノ木台 奈良県 奈良市中町２２９番地の１

奈良中町 奈良県 奈良市中町２５７１番地の３

奈良白毫寺 奈良県 奈良市白毫寺町５０４－２

奈良恋の窪 奈良県 奈良市恋の窪３丁目７－６

広陵町平尾 奈良県 北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１

店舗名称 住所

岩出川尻 和歌山県 岩出市川尻１７３番１

橋本東インター前 和歌山県 橋本市隅田町垂井６３０番

和歌山市役所 和歌山県 和歌山市七番丁２３番地

和歌山島橋南ノ丁 和歌山県 和歌山市島橋南ノ丁１番２１号

和歌山県

兵庫県

奈良県



店舗名称 住所

鳥取古海 鳥取県 鳥取市古海６６１番５

鳥取湖山西 鳥取県 鳥取市湖山町西１丁目７３９番

鳥取鉄工センター 鳥取県 鳥取市南栄町１１番２

末広温泉町 鳥取県 鳥取市末広温泉町６２４番地

鳥取立川町 鳥取県 鳥取市立川町三丁目４０４番地

米子旗ヶ崎 鳥取県 米子市旗ヶ崎３丁目２－１３

米子糀町 鳥取県 米子市糀町１丁目１６３番１

店舗名称 住所

岡山藤原西町 703-8244 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

御津矢原 岡山県 岡山市北区御津矢原２８２番１

岡山中山下北 岡山県 岡山市北区中山下１丁目１０－１０新田ビル

岡山東花尻 岡山県 岡山市北区東花尻２０番地１

岡山東島田 岡山県 岡山市北区東島田町１－７－１７

長船服部 岡山県 瀬戸内市長船町服部２７２番地２

水玉ブリッジライン 岡山県 倉敷市連島町鶴新田１７２６番地１

店舗名称 住所

上安一丁目 広島県 広島市安佐南区上安１丁目２０

南観音町 広島県 広島市西区南観音町２０－１

広島東雲 広島県 広島市南区東雲二丁目１１番２３号

黒瀬兼広 広島県 東広島市黒瀬町兼広８６０‐１

西条西中郷 広島県 東広島市西条町田口１２４３番地１

廿日市阿品台 広島県 廿日市市阿品台山の手１－６

地御前 広島県 廿日市市地御前２４６番地４

尾道古浜町 広島県 尾道市古浜町２５番２号

瀬戸田 広島県 尾道市瀬戸田町鹿田原１番６

府中目崎 広島県 府中市目崎町３１２番地２

沖野上一丁目 広島県 福山市沖野上一丁目１－１０

福山金江町 広島県 福山市金江町金見２５２２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺 広島県 福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

福山赤坂 広島県 福山市赤坂町大字赤坂１２７６番１０

福山坪生 広島県 福山市坪生町５－２７－８

福山木之庄 広島県 福山市木之庄町２丁目１－５

店舗名称 住所

下関伊倉 751-0853 山口県下関市川中豊町一丁目１番２４番

下関彦島 山口県 下関市彦島西山町２丁目１番１５号

下関彦島迫町 山口県 下関市彦島迫町１丁目１１番５号

山口泉都町 山口県 山口市泉都町９番２号

大内御堀 山口県 山口市大内御堀３５２３番４

柳井古開作 山口県 柳井市古開作６５５－１

店舗名称 住所

阿南富岡 徳島県 阿南市富岡町南向１５－１

店舗名称 住所

宇多津駅東 香川県 綾歌郡宇多津町浜八番丁１２０番１

高松太田 香川県 高松市太田上町１１１４番地

高松鶴市町 香川県 高松市鶴市町５１９－１

高松伏石町 香川県 高松市伏石町２０４７－１１

店舗名称 住所

松前恵久美 愛媛県 伊予郡松前町大字恵久美６２０－１

伊予農高通り 愛媛県 伊予市下吾川１１１８番地１

今治国分 愛媛県 今治市国分二丁目甲２３７番２

鷹子駅北 愛媛県 松山市鷹子町５５２番２

松山生石 愛媛県 松山市南吉田町１８２８番地３

西条小松新屋敷 愛媛県 西条市小松町新屋敷甲４９９番地

大洲若宮 愛媛県 大洲市若宮６３１番地

大洲徳森 愛媛県 大洲市徳森２２４５番８

全農ふれっしゅ広場 愛媛県 東温市北野田３４５

店舗名称 住所

高知一ツ橋 高知県 高知市一ツ橋町１丁目６５

高知介良バイパス 高知県 高知市介良乙１１２７番１

高知介良通 高知県 高知市介良乙１６１６番地

高知神田 高知県 高知市神田４１１－１

高知東秦泉寺 高知県 高知市東秦泉寺４７番地１

高知日の出町 高知県 高知市日の出町２－２

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

中国・四国地方

鳥取県

岡山県

広島県



店舗名称 住所

鞍手小牧 福岡県 鞍手郡鞍手町大字小牧字居尻５３７番１

桂川土師 福岡県 嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地

久留米東合川２丁目 福岡県 久留米市東合川２丁目６－８

糸島加布里 福岡県 糸島市加布里一丁目４番１２号

志摩可也小学校前 福岡県 糸島市志摩初７７－６

ＪＲ赤間駅 福岡県 宗像市赤間駅前１丁目１－１

春日小倉二丁目 福岡県 春日市小倉二丁目１３４－１

志免南里一丁目 福岡県 糟屋郡志免町南里１丁目３－３１

筑紫野塔原東 福岡県 筑紫野市塔原東三丁目２番１０号

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

西区愛宕１丁目 福岡県 福岡市西区愛宕１丁目１－１

福岡拾六町 福岡県 福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

今泉一丁目 福岡県 福岡市中央区今泉１丁目１３－９

福岡天神 福岡県 福岡市中央区天神３丁目３－５

福岡唐人町 福岡県 福岡市中央区唐人町１－５－１

清水三丁目 福岡県 福岡市南区清水三丁目２－１０

柏原四丁目 福岡県 福岡市南区柏原４丁目２－２８

ドラッグイレブン神屋町 福岡県 福岡市博多区神屋町２番１号

博多西月隈二丁目 福岡県 福岡市博多区西月隈２丁目１番３８号

博多駅前 福岡県 福岡市博多区博多駅前１丁目１５－２０

博多駅南１丁目 福岡県 福岡市博多区博多駅南１丁目３－１

博多駅南三丁目 福岡県 福岡市博多区博多駅南３丁目８番１号

小倉中井五丁目 福岡県 北九州市小倉北区中井五丁目７番３５号

小倉朝日ヶ丘 福岡県 北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６－１４

八幡西黒崎２丁目 福岡県 北九州市八幡西区黒崎２丁目１－１

八幡西陣原１丁目 福岡県 北九州市八幡西区陣原１丁目１６－４１

八幡三条 福岡県 北九州市八幡東区祝町二丁目１０番８号

店舗名称 住所

佐賀兵庫瓦町 佐賀県 佐賀市兵庫町瓦町４１３番７

基山長野 佐賀県 三養基郡基山町長野１０４５－１

店舗名称 住所

佐世保吉岡町 長崎県 佐世保市吉岡町１７７６－１３

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）

西彼杵高校前 長崎県 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字チシャノ木ノ下１６６３ー１

店舗名称 住所

阿蘇乙姫 熊本県 阿蘇市乙姫１９５２番１

菊陽津久礼 熊本県 菊池郡　菊陽町大字津久礼２４８２－２

サンロードシティ 熊本県 球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

サンロード相良 熊本県 球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

サンロード駅 熊本県 球磨郡多良木町大字多良木１５９１－１

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

サンロード熊本良町 熊本県 熊本市南区良町３丁目１４－２３

植木豊田 熊本県 熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

合志豊岡 熊本県 合志市豊岡２０００－２１５９

益城宮園 熊本県 上益城郡益城町大字宮園７２１‐７

本渡亀川 熊本県 天草市亀場町亀川１６０６－１

天草本渡北 熊本県 天草市北原町１番１号

八代竹原 熊本県 八代市竹原町２０７０

店舗名称 住所

杵築山香 大分県 杵築市山香町　大字広瀬４８１－１

大分三ケ田町 大分県 大分市三ケ田町一丁目３番１１号

寺崎町一丁目 大分県 大分市寺崎町１－２－９

大分下戸次 大分県 大分市大字下戸次１５３８－２

大分県立病院西口 大分県 大分市豊饒三丁目１１番２号

豊後高田本町 大分県 豊後高田市本町１２２３番１

店舗名称 住所

延岡出北 宮崎県 延岡市出北三丁目３１番１号

大淀二丁目 宮崎県 宮崎市大淀二丁目８４番地１

宮崎霧島二丁目 宮崎県 宮崎市霧島二丁目８６番

都北町 宮崎県 都城市都北町６４１５番地

日南油津 宮崎県 日南市木山一丁目３番２５号

店舗名称 住所

蒲生久徳 鹿児島県 姶良市蒲生町上久徳２５６３番

名瀬平田 鹿児島県 奄美市名瀬平田町１０４８－１

中種子野間 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間１６８５７番地７

大分県

宮崎県

鹿児島県

九州・沖縄地方

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



川内原田町 鹿児島県 薩摩川内市原田町１９－１

喜入旧市 鹿児島県 鹿児島市喜入町６０７４番５

大明ヶ丘 鹿児島県 鹿児島市吉野町１７２８番４

吉田宮之浦 鹿児島県 鹿児島市宮之浦町１５０２－１１

上之園町 鹿児島県 鹿児島市上之園町１４番１号

西陵四丁目 鹿児島県 鹿児島市西陵四丁目２１番３号

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

吹上町中原 鹿児島県 日置市吹上町中原２９５１番地

東市来 鹿児島県 日置市東市来町湯田３１７９

店舗名称 住所

沖縄ももやま通り 沖縄県 沖縄市山内三丁目９番１号

宮古下里南 沖縄県 宮古島市平良字下里１２７２－１

石垣新栄 沖縄県 石垣市字新栄町７９番１２

石垣ゆいロード 沖縄県 石垣市字石垣３５番

石垣大浜南 沖縄県 石垣市字大浜４１７‐１

オーケイ嘉手納 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納４７７

中城南上原 沖縄県 中頭郡中城村字南上原７５６番１

北谷上勢頭 沖縄県 中頭郡北谷町字上勢頭８１２番地の２

与那原嶺井入口 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

泊北岸 沖縄県 那覇市泊３－１５－２

名護大南四丁目 沖縄県 名護市大南４丁目１－１１号

沖縄県




