
店舗名称 住所

岩見沢１０条東 068-0010 北海道岩見沢市１０条東１丁目１－１

岩見沢４条西 068-0024 北海道岩見沢市４条西９丁目１２番地

岩見沢東２丁目 068-0004 北海道岩見沢市４条東２－１－５

岩見沢美園１条 068-0811 北海道岩見沢市美園１条３丁目２番地２９

恵庭京町 061-1444 北海道恵庭市京町８４－２

江別緑町東 067-0003 北海道江別市緑町東１丁目６９番１

札幌厚別南３丁目 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

札幌美しが丘３条 004-0813 北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２

札幌南２条西４丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西４丁目１１

北星学園女子高前 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２

札幌南５条東 060-0055 北海道札幌市中央区南５条東２丁目１

札幌東雁来６条 007-0826 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号

札幌北２３条東８丁目 065-0023 北海道札幌市東区北２３条東８丁目２番６号

札幌北８条東１７丁目 065-0008 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

真駒内駐屯地 005-0008 北海道札幌市南区真駒内１７番地　陸上自衛隊真駒内駐屯地西厚生センター内

みすまい 061-2263 北海道札幌市南区簾舞３条６－１－２８

東札幌 003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２

札幌南郷１５丁目 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号

札幌中の島 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

札幌平岸３条８丁目 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

室蘭中島 050-0074 北海道室蘭市中島町１－１８－７

室蘭東町 050-0083 北海道室蘭市東町一丁目２９番４号

小樽色内１丁目 047-0031 北海道小樽市色内１丁目３番１３号

千歳あずさ５丁目 066-0076 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

千歳春日３丁目 066-0065 北海道千歳市春日町３丁目１－５

千歳新富３丁目 066-0037 北海道千歳市新富３丁目１１番７号

千歳本町２丁目 066-0047 北海道千歳市本町２丁目１９番地１

千歳末広２丁目 066-0027 北海道千歳市末広２丁目１番１５号

千歳勇舞７丁目 066-0078 北海道千歳市勇舞７丁目５－５

滝川大町４丁目 073-0022 北海道滝川市大町４丁目１－９

滝川大町２丁目 073-0022 北海道滝川市大町二丁目２６３番

登別栄町 059-0033 北海道登別市栄町１－１５－１

中登別 059-0463 北海道登別市中登別町１７０番地

苫小牧山手町１丁目 053-0851 北海道苫小牧市山手町一丁目４－３

苫小牧糸井 053-0814 北海道苫小牧市糸井１０８番

苫小牧若草町 053-0021 北海道苫小牧市若草町５丁目５番２号

苫小牧春日町 053-0031 北海道苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

苫小牧東病院前 053-0052 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

苫小牧日新５丁目 053-0833 北海道苫小牧市日新町五丁目３番３号

白老社台 059-0901 北海道白老郡白老町字社台１３９番１

白老竹浦 059-0642 北海道白老郡白老町字竹浦３３－１１

函館神山２丁目 041-0832 北海道函館市神山２丁目２０番１０号

函館赤川１丁目 041-0805 北海道函館市赤川１丁目３１－１

函館美原５丁目 041-0806 北海道函館市美原５丁目１９－５

店舗名称 住所

弘前中崎 036-8313 青森県弘前市大字中崎字平野１０９－３

黒石あけぼの町 036-0321 青森県黒石市あけぼの町１０４番１

階上赤保内 039-1202 青森県三戸郡階上町大字赤保内字外平２３番地３８

三戸目時 039-0113 青森県三戸郡三戸町大字目時字森鉢６３番地１

十和田一本木沢 034-0005 青森県十和田市大字三本木字一本木沢９０－３

東北町上野 039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字下田２８３番３

青森大釈迦西 038-1301 青森県青森市浪岡大字大釈迦字中田９０－１他４筆

八戸卸センター 039-1121 青森県八戸市卸センター１丁目３３－５

八戸三日町 031-0032 青森県八戸市大字三日町４－１

八戸新井田重地 031-0813 青森県八戸市大字新井田字重地４番地１

八戸商業通り 031-0023 青森県八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

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



八戸廿六日町 031-0044 青森県八戸市大字廿六日町６０番４

店舗名称 住所

花泉金沢 029-3102 岩手県一関市花泉町金沢字内ノ目３７番地

遠野中央 028-0517 岩手県遠野市上組町８番１３号

江刺愛宕 023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕字橋本２３２番１

前沢向田 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田１－１０－２

花巻若葉町 025-0097 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

サテライト石鳥谷前 028-3153 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

岩手川口バイパス 028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口第５地割２６番地

雫石つなぎ 020-0502 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１

久慈北インター前 028-0001 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２

紫波桜町 028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町１丁目３番３号

紫波八幡 028-3441 岩手県紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６

紫波中央 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１

紫波日詰西 028-3306 岩手県紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３

矢巾町上矢次 028-3622 岩手県紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３

矢巾広宮沢 028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３０６番地

矢巾ＰＡ上り 028-3622 岩手県紫波郡矢巾町大字上矢次第３地割字向井１－２

しぶたみ 028-4134 岩手県盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８

盛岡月が丘三丁目 020-0127 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番４５号

盛岡本宮南 020-0851 岩手県盛岡市向中野三丁目１０番１８号

盛岡高松一丁目 020-0114 岩手県盛岡市高松一丁目１５番２０

盛岡神明町 020-0884 岩手県盛岡市神明町９番８号

盛岡西青山二丁目 020-0132 岩手県盛岡市西青山二丁目１番１３号

盛岡中央通二丁目 020-0021 岩手県盛岡市中央通二丁目１番２１号

盛岡門二丁目 020-0823 岩手県盛岡市門二丁目２６番３号

滝沢津軽街道 020-0601 岩手県滝沢市後２６８－６６

滝沢駅前通 020-0622 岩手県滝沢市野沢６２番１５　

滝沢はのき沢山 020-0625 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１

二戸米沢 028-6104 岩手県二戸市米沢字下村１３６番１

西根大更 028-7111 岩手県八幡平市大更第１６地割４－８９

八幡平中央 028-7111 岩手県八幡平市大更第２４地割８－３

北上村崎野 024-0004 岩手県北上市村崎野１５地割２９３番地４

店舗名称 住所

北浜四丁目 985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目９－１

小野田神山西 981-4317 宮城県加美郡加美町字神山西１９－３

宮城小野田 981-4200 宮城県加美郡加美町字川原田１番地の１０

角田幸町 981-1505 宮城県角田市角田字幸町５６番地

気仙沼田中前 988-0053 宮城県気仙沼市田中前２－２－１

本吉はしもと 988-0347 宮城県気仙沼市本吉町猪の鼻１２６番２

本吉バイパス 988-0305 宮城県気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１

宮城松島あたご 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字反町三２６－１

宮城金成 989-5123 宮城県栗原市金成平治屋敷５３

栗駒南 989-5341 宮城県栗原市栗駒稲屋敷字笊屋敷下１４１

栗駒里谷 989-5311 宮城県栗原市栗駒里谷下沖２９－３

築館久伝 987-2261 宮城県栗原市築館久伝１２－１

宮城大郷 981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字山沢２０番地の３

宮城大衡 981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西４８－６

仙台港インター 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目５－１

中野栄駅前 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１

仙台大和町 984-0042 宮城県仙台市若林区大和町３－３－１

仙台花京院 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－５－１０

花京院一丁目 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目４番７号

五橋二丁目 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋２－４－７

国分町中央 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－１８

仙台国分町 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－２－４

小松島二丁目 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島二丁目２番１３号

本町二丁目 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町２－６－２３

旭丘堤二丁目 981-8004 宮城県仙台市泉区旭丘堤二丁目７番２４号

泉加茂五丁目 981-3122 宮城県仙台市泉区加茂五丁目２１番地の８

泉根白石 981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字判在家後３１‐１

泉関場 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字関場２６－１

仙台泉ヶ丘 981-3201 宮城県仙台市泉区泉ケ丘４－７－３２

西中田六丁目 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田６－５－６

茂庭 982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭一丁目５番地の５

多賀城栄 985-0833 宮城県多賀城市栄一丁目７番地４０

多賀城留ヶ谷 985-0871 宮城県多賀城市留ヶ谷３－５－３

岩出山中央 989-6421 宮城県大崎市岩出山字上中江５０番１

古川大江向 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１２５

宮城県

岩手県



志田小学校前 989-6203 宮城県大崎市古川飯川字熊野４１－１

大崎三本木 989-6312 宮城県大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

南佐沼 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字南元丁５７番２

登米迫森 987-0512 宮城県登米市迫町森字平柳１４番１

佐沼北方 987-0513 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２

米山町 987-0321 宮城県登米市米山町西野字片平小路１３０

豊里町 987-0366 宮城県登米市豊里町下屋浦５番地３

宮城小野駅前 981-0301 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３

白石駅前 989-0243 宮城県白石市字沢目５６－１

名取美田園二丁目 981-1217 宮城県名取市美田園二丁目１番地の６

店舗名称 住所

横手三枚橋 013-0049 秋田県横手市駅西一丁目３番２７号

横手雄物川 013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一

秋田卸町 010-0061 秋田県秋田市卸町１－１１－１１

秋田中央市場前 010-0802 秋田県秋田市外旭川字待合２５－１

秋田寺内神屋敷 011-0905 秋田県秋田市寺内神屋敷１番１５号

秋田勝平 010-1611 秋田県秋田市新屋天秤野７１ー１

秋田仁井田新中島 010-1423 秋田県秋田市仁井田字新中島１１３８番地２

秋田土崎港相染町 011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２

秋田八橋本町 010-0975 秋田県秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

秋田上飯島 011-0917 秋田県秋田市飯島道東２丁目１４‐１１

秋田飯島道東 011-0917 秋田県秋田市飯島道東３丁目６－４５

店舗名称 住所

寒河江八鍬 990-0523 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６

寒河江緑町 991-0062 山形県寒河江市緑町１４４番地

やまろく金山 999-5402 山形県最上郡金山町大字金山２７２番地１

山形小白川町三丁目 990-0021 山形県山形市小白川町三丁目７番３１号

山形成沢団地 990-2339 山形県山形市成沢西二丁目８－２１

山形大森 990-2231 山形県山形市大字大森９５９－３

山形大野目三丁目 990-0073 山形県山形市大野目三丁目４－１

山形嶋 990-0886 山形県山形市嶋南３－６－１３

山形大学前 990-0034 山形県山形市東原町１丁目２番１８号

山形銅町二丁目 990-0051 山形県山形市銅町２丁目２２－３５

新庄上小月野 996-0001 山形県新庄市五日町字桂堰１１７５番地の３

新庄常葉町 996-0021 山形県新庄市常葉町２－３６

新庄昭和 999-5101 山形県新庄市大字昭和字昭和４７３－１

河北体育館前 999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－１－１

小国小坂町 999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目７１－２

長井九野本 993-0041 山形県長井市九野本１２５４番１

長井警察署通り 993-0014 山形県長井市小出字舘西３８５４－９

鶴岡伊勢原 997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３

東根温泉町 999-3702 山形県東根市温泉町２丁目４番３号

中山町長崎 990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎３０８５番地

スズキ高畠 999-2172 山形県東置賜郡高畠町大字夏茂２０３－５

南陽川樋 999-2204 山形県南陽市川樋１５４７番地の１

山形大学工学部 992-0038 山形県米沢市城南四丁目３番８号

米沢成島町 992-0057 山形県米沢市成島町三丁目２－１０４

米沢通町 992-0026 山形県米沢市東二丁目８番４８号

米沢桑山団地前 992-1124 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１

店舗名称 住所

いわき永崎海岸 970-0315 福島県いわき市永崎字橋出５－５

いわき後田町 974-8203 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

いわき四倉上仁井田 979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

いわき内郷御厩町 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１

いわき南台 974-8242 福島県いわき市南台一丁目２０番地２

いわき平赤井 979-3131 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１

大玉大山 969-1301 福島県安達郡大玉村大山字宮下１３０

会津鶴賀 965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３

会津若松七日町 965-0042 福島県会津若松市大町１丁目１－３１

会津南花畑 965-0874 福島県会津若松市南花畑７－６５

喜多方稲荷橋通り 966-0085 福島県喜多方市字江中子４２０４－１

郡山安積三丁目 963-0107 福島県郡山市安積３丁目２８番地

郡山安積町笹川 963-0102 福島県郡山市安積町笹川字境橋５８－１

郡山菜根屋敷 963-8863 福島県郡山市字菜根屋敷２３番地２２

郡山台新二丁目 963-8852 福島県郡山市台新二丁目１０－１７

郡山谷地本町 963-0231 福島県郡山市谷地本町８９

郡山金屋 963-0725 福島県郡山市田村町金屋新家９－１

秋田県

山形県

福島県



須賀川茶畑 962-0028 福島県須賀川市茶畑町１２－１

矢吹曙町 969-0272 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８

矢吹インター前 969-0206 福島県西白河郡矢吹町赤沢５８７番地４

Ｊヴィレッジ前 979-0401 福島県双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１

船引城ノ内 963-4312 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

タカシン矢祭 963-5118 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川１

下郷 969-5311 福島県南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６

南会津田島 967-0004 福島県南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２街区５画地

原ノ町駅前 975-0004 福島県南相馬市原町区　旭町四丁目６－３

原町金沢 975-0021 福島県南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

原町南町 975-0007 福島県南相馬市原町区南町４－４５－２

福島郷野目 960-8161 福島県福島市郷野目字上６番地の１

福島黒岩 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場１０－１７

Ａコープ松川 960-1241 福島県福島市松川町字市坂９－１

吾妻ＰＡ下り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜２５－８

吾妻ＰＡ上り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜３番地

福島太田町 960-8068 福島県福島市太田町５－９

福島飯坂温泉駅前 960-0201 福島県福島市飯坂町字十綱下３４

タウン蓬莱 960-8157 福島県福島市蓬莱町２－２－１０４

本宮関下 969-1104 福島県本宮市荒井字甲斐４１番地



店舗名称 住所

千代田ＰＡ下り 315-0066 茨城県かすみがうら市中佐谷字８３

千代田ＰＡ上り 315-0066 茨城県かすみがうら市中佐谷字愛宕１７２－１

つくばみらい絹の台 300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台二丁目１－１

つくばみらい高岡 300-2301 茨城県つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

つくば谷田部インター 305-0864 茨城県つくば市境松６６１番９

つくば研究学園四丁目 305-0817 茨城県つくば市研究学園４－２－１５

つくばサイエンス大通り 305-0854 茨城県つくば市上横場２３４－３

つくば赤塚 305-0062 茨城県つくば市赤塚６２９－６

つくば面野井 300-2653 茨城県つくば市大字面野井字丸山１６５－１

つくば谷田部中央 305-0861 茨城県つくば市谷田部２１４０番１

ひたちなか稲田 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田１２１５番地１

ひたちなか枝川 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川１７９４番地１１

勝田駐屯地サクソン 312-0024 茨城県ひたちなか市勝倉３４３３

ひたちなか勝倉 312-0024 茨城県ひたちなか市大字勝倉２９８９－１７

ひたちなか馬渡 312-0012 茨城県ひたちなか市大字馬渡３３００番地１

ひたちなか昭和通り 312-0011 茨城県ひたちなか市中根３３２５－１

ひたちなか津田北 312-0032 茨城県ひたちなか市津田１９５４－１０

ひたちなか田彦 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦１３９６－１

ひたちなか田彦北 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦９９０－７

ひたちなか北神敷台 311-1243 茨城県ひたちなか市北神敷台１８－１５

ひたちなか湊本町 311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町６番１７号

フレスト阿見飯倉 300-0324 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７

稲敷伊佐津 300-1411 茨城県稲敷市伊佐津字狸穴４７６他２筆

稲敷下太田 300-1424 茨城県稲敷市下太田１２６４番４　他４筆

稲敷江戸崎 300-0507 茨城県稲敷市犬塚１６１７－１６９

境下小橋 306-0432 茨城県猿島郡境町下小橋１５５－２

下妻箕輪 304-0061 茨城県下妻市下妻字箕輪丙６５３－１

下妻南原 304-0075 茨城県下妻市南原１８－１他３筆

下妻本城町 304-0064 茨城県下妻市本城町２－２８

牛久中央二丁目 300-1234 茨城県牛久市中央２－１６－１２

古河横山町 306-0022 茨城県古河市横山町３丁目１－２

道の駅こが 306-0111 茨城県古河市大和田２６２３番地

坂東辺田 306-0632 茨城県坂東市辺田１４０２－９０

鹿嶋平井 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－４５　　　　

取手東四丁目 302-0005 茨城県取手市東四丁目１－３０

取手藤代南三丁目 300-1516 茨城県取手市藤代南３丁目１０－１

取手白山 302-0023 茨城県取手市白山５丁目１８番１号

守谷みずき野 302-0121 茨城県守谷市みずき野５－乙７４－１２

常総新石下 300-2706 茨城県常総市新石下３９８５番２

内守谷きぬの里 303-0043 茨城県常総市内守谷町きぬの里１－１０－１

常陸太田里美 311-0506 茨城県常陸太田市折橋町７６６‐３

常陸大宮上小瀬 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬１４１５－１

神栖居切 314-0141 茨城県神栖市居切１５４７－１

神栖宝山 314-0254 茨城県神栖市太田字宝山３１２４番１

神栖平泉 314-0145 茨城県神栖市平泉東ニ丁目１１番４

神栖堀割二丁目 314-0135 茨城県神栖市堀割２丁目４番１８号

水戸吉沢町 310-0845 茨城県水戸市吉沢町３５２番８３

水戸駅南口 310-0015 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４

水戸見和三丁目 310-0911 茨城県水戸市見和３丁目１３１７－１

水戸酒門 310-0841 茨城県水戸市酒門町１００２－１

水戸南インター 310-0841 茨城県水戸市酒門町３２７８番２

水戸平須町 310-0853 茨城県水戸市平須町字南山２番地３６

土浦神立駅前 300-0011 茨城県土浦市神立中央一丁目１１－４３

常北那珂西 311-4302 茨城県東茨城郡城里町那珂西字古川端３１９４

東海駅東 319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

那珂瓜連 319-2102 茨城県那珂市瓜連１３９２－１

那珂横堀 311-0103 茨城県那珂市横堀字坊ノ内１５７９番地７

那珂飯田五差路 311-0134 茨城県那珂市飯田２５７１－２０

日立桜川四丁目 316-0002 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号

日立中央ＰＡ下り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８２９番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ下り

日立中央ＰＡ上り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８３４番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ上り

日立金畑 316-0022 茨城県日立市大沼町三丁目１８番２０号

日立大沼 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－１８－１

日立末広町 316-0006 茨城県日立市末広町３－１－２０

関本ＰＡ 319-1721 茨城県北茨城市関本町関本上字中山１９７０番地３４常磐自動車道関本ＰＡ下り

店舗名称 住所

さくら狭間田 329-1305 栃木県さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆

宇都宮羽牛田 321-0127 栃木県宇都宮市羽牛田町３５－６

栃木県

関東・甲信越地方

茨城県



宇都宮竹下町 321-3236 栃木県宇都宮市竹下町３１３－１

宇都宮辰街道 321-0901 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４

宇都宮簗瀬四丁目 321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬４丁目２１番１２号

高根沢宝石台 329-1231 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台４－１３－９

下野仁良川 329-0432 栃木県下野市仁良川１４０９番地７

上三川インター 329-0607 栃木県河内郡上三川町大字西汗字赤堀１５９２－１４

佐野北茂呂町 327-0827 栃木県佐野市北茂呂町字北茂呂３－３

小山出井北 323-0808 栃木県小山市大字出井１２５２番地１０

小山八幡町 323-0031 栃木県小山市八幡町一丁目１７番５号

真岡荒町三丁目 321-4305 栃木県真岡市荒町３丁目４８番３

真岡高勢町 321-4341 栃木県真岡市高勢町２丁目６番２

真岡寺内 321-4345 栃木県真岡市寺内１３８８番１

真岡清水 321-4402 栃木県真岡市清水６９番地２

真岡長田 321-4364 栃木県真岡市長田１２８８番地６

大田原蛭田 324-0412 栃木県大田原市蛭田１９７６－１７

岩舟街道 329-4307 栃木県栃木市岩舟町静１０５６―１

栃木尻内町 328-0203 栃木県栃木市尻内町１５５

那須塩原上厚崎 325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３４４－１１

那須西三島五丁目 329-2756 栃木県那須塩原市西三島５丁目１７９－１９

日光倉ヶ崎 321-2412 栃木県日光市倉ケ崎字南原３９番１

益子七井 321-4106 栃木県芳賀郡益子町大字七井８３６－１

市貝下赤羽 321-3426 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字向山２２２７番１

矢板北 329-2165 栃木県矢板市矢板１７３－１

店舗名称 住所

安中上間仁田 379-0123 群馬県安中市上間仁田５２０番地１

桐生広沢 376-0013 群馬県桐生市広沢町１－２９０３

日野屋黒保根 376-0144 群馬県桐生市黒保根町下田沢７７番地３

桐生新宿三丁目 376-0006 群馬県桐生市新宿三丁目１３－２７

高崎石原町 370-0864 群馬県高崎市石原町１４６８－１

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

渋川石原 377-0007 群馬県渋川市石原１７９４－１

渋川諏訪ノ木 377-0007 群馬県渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１

渋川坂東橋 377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田６２５番地

沼田三洋ドライブイン 378-0022 群馬県沼田市屋形原町字北原１４２６

前橋東善 379-2132 群馬県前橋市東善町４３９－３

前橋富士見原之郷 371-0116 群馬県前橋市富士見町原之郷１０９４－１

太田新井町 373-0852 群馬県太田市新井町５５８－２

吉岡下野田 370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田字谷地１１１５番地３、１１１５番２

大泉いずみ一丁目 370-0531 群馬県邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号

店舗名称 住所

東大宮五丁目 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目２７－２

さいたま西堀 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

さいたま櫛引町一丁目 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目１５４番２

さいたま大成町一丁目 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町１丁目１３２

さいたま松本 336-0035 埼玉県さいたま市南区松本１－１－１７

さいたま辻八丁目 336-0026 埼玉県さいたま市南区辻８－２２－２１

さいたま白幡 336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡２－３－１

大宮本郷町 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町６４９

ＴＫＳ東大門 336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１－５

羽生上岩瀬 348-0044 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１

越谷恩間 343-0033 埼玉県越谷市恩間６１８番地５

越谷谷中通り 343-0856 埼玉県越谷市谷中町４丁目６２番地２

豊野台テクノタウン 349-1145 埼玉県加須市間口１１１９番地１０

角屋騎西 347-0105 埼玉県加須市騎西１３８４

加須南小浜 347-0028 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１

栗橋間鎌 349-1123 埼玉県久喜市間鎌１３５

ドラッグエース広瀬東 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

熊谷武体 360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２０番地２

江南成沢 360-0115 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

戸田笹目二丁目 335-0034 埼玉県戸田市笹目二丁目１３番地の１３

坂戸花影町 350-0236 埼玉県坂戸市花影町２３－４

春日部不動院野 344-0001 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番１

春日部駅西口 344-0067 埼玉県春日部市中央１－１－１３

春日部藤塚 344-0011 埼玉県春日部市藤塚６１６－１

八木崎駅前 344-0061 埼玉県春日部市粕壁６９６０－１

バイパス北所沢 359-0001 埼玉県所沢市下富８２８－１４

所沢宮本町二丁目 359-1143 埼玉県所沢市宮本町２丁目２０番１０号

西武園西 359-1145 埼玉県所沢市山口２５２７－１

小手指駅北口 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁目１－１

群馬県

埼玉県



所沢星の宮 359-1127 埼玉県所沢市星の宮１丁目３－１０

所沢インター 359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下１１３０－１

所沢北野天神通り 359-1156 埼玉県所沢市北野南１－１５－１

所沢けやき通り 359-1111 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２

上尾日産通り 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目５１－２

上尾平方領々家 362-0055 埼玉県上尾市大字平方領々家４９７－１

新座石神一丁目 352-0033 埼玉県新座市石神１丁目４－３８

志木駅東口 352-0001 埼玉県新座市東北２丁目３９番１０号

新座馬場 352-0016 埼玉県新座市馬場３丁目１－３２

川越小仙波町二丁目 350-0036 埼玉県川越市小仙波町２丁目１７－１

川越牛子 350-0017 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆

川越寺尾 350-1141 埼玉県川越市大字寺尾字田成８２４番地５

川越府川高畑 350-0831 埼玉県川越市大字府川１２０１－２

川越南大塚 350-1178 埼玉県川越市大塚新町６１－６

川口幸町二丁目 332-0016 埼玉県川口市幸町２丁目９－１

川口芝高木 333-0868 埼玉県川口市芝高木１丁目１７番３１号

川口南前川 333-0846 埼玉県川口市南前川２丁目５番１５

川口北園町 333-0862 埼玉県川口市北園町１２番３２号

川口柳崎 333-0861 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２

寄居花園橋南 369-1216 埼玉県大里郡寄居町大字富田９８番１

秩父皆野 369-1412 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野３６－７

朝霞根岸台四丁目 351-0005 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号

朝霞東弁財一丁目 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財１丁目８番４６号

朝霞本町一丁目 351-0011 埼玉県朝霞市本町１丁目１９ー３６

日高高萩 350-1213 埼玉県日高市大字高萩２２７８番２

Ｐａｓａｒ三芳 354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富２２０４

入間アウトレットパーク 358-0014 埼玉県入間市宮寺３１６９－１

入間扇町屋 358-0022 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８

入間木蓮寺 358-0047 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

プラスカスミ白岡駅西口 349-0217 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１

八潮緑町三丁目 340-0808 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２

飯能青木 357-0003 埼玉県飯能市大字青木６６－１

飯能駅南口 357-0036 埼玉県飯能市南町１－２４

飯能東吾野 357-0205 埼玉県飯能市白子３６５番地

川島三保谷 350-0135 埼玉県比企郡川島町下狢５９１番地１

川島正直 350-0162 埼玉県比企郡川島町大字正直５９‐１

本庄児玉東 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１

和光中央 351-0113 埼玉県和光市中央一丁目１番３０

和光南一丁目 351-0104 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号

店舗名称 住所

グッドマンビジネスパーク 270-1369 千葉県印西市鹿黒南３丁目４番地１

千葉ニュータウン中央東 270-1337 千葉県印西市草深１１０１－１

印西木下 270-1328 千葉県印西市木下南２－１０－２

酒々井尾上 285-0911 千葉県印旛郡酒々井町尾上６０番４

浦安東野一丁目 279-0042 千葉県浦安市東野１－３－１

ヤックスドラッグ浦安東野 279-0042 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

我孫子駅北口 270-1166 千葉県我孫子市我孫子１丁目９番１２号

天王台駅柴崎台 270-1176 千葉県我孫子市柴崎台１丁目１０番１号

我孫子新木 270-1119 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１

道野辺中央 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

南初富六丁目 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

君津下湯江 299-1131 千葉県君津市下湯江１１２８

君津西 299-1147 千葉県君津市人見９８３番地１

君津西坂田 299-1145 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号

道の駅発酵の里こうざき 289-0224 千葉県香取郡神崎町松崎８５５番地

香取木内 289-0308 千葉県香取市木内１２１４－１

臼井駅北口 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１

佐倉王子台 285-0837 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６

佐倉生谷 285-0836 千葉県佐倉市生谷１３３２－１２

芝山大里 289-1603 千葉県山武郡芝山町大里１番地２

四街道小学校前 284-0005 千葉県四街道市四街道１５５０－１

市原ちはら台東三丁目 290-0141 千葉県市原市ちはら台東３丁目５－５

市原五井白金通り 290-0082 千葉県市原市五井中央南一丁目２５番地１４

市原山倉 290-0201 千葉県市原市山倉字北笠松１５４番地

市原新生 290-0257 千葉県市原市新生５５７－１番地

市原青柳三丁目 299-0102 千葉県市原市青柳三丁目２－７

市川下貝塚二丁目 272-0821 千葉県市川市下貝塚２－３５－１５

市川駅南口 272-0033 千葉県市川市市川南１－１０－１－２１３

市川真間 272-0826 千葉県市川市真間１－１２－４

本八幡駅南口 272-0023 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

市川北方二丁目 272-0815 千葉県市川市北方二丁目２４番１３号

千葉県



松戸五香西 270-2218 千葉県松戸市五香西二丁目１番１２

松戸幸田 270-0001 千葉県松戸市幸田２４１番１

常盤平けやき通り 270-2261 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５

松戸駅西口 271-0091 千葉県松戸市本町１－１２

みのり台駅前通り 270-2231 千葉県松戸市稔台一丁目３０－３

松戸六高台九丁目 270-2203 千葉県松戸市六高台９丁目８７

成田飯田町 286-0041 千葉県成田市飯田町１４３番地５０

千葉轟町一丁目 263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町１丁目５番１号

多田屋稲毛 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

花見川畑町 262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町５８７－１

千葉貝塚 264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町１１０７番２

千葉金親町 264-0001 千葉県千葉市若葉区金親町２４３－５

千葉愛生町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町７１７－４

千葉大草町 264-0011 千葉県千葉市若葉区大草町７番１

千葉旭町 260-0002 千葉県千葉市中央区旭町７－１

千葉新田町 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル１Ｆ

千葉仁戸名 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町５１５番１２

千葉みなと 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港３番８号

千葉みなと駅南口 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号

千葉誉田駅前 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２３番地

船橋芝山四丁目 274-0816 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

船橋大穴町 274-0066 千葉県船橋市大穴町６３６－１２

船橋南本町 273-0004 千葉県船橋市南本町１０－１３

ネクスト船橋 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目５－１

匝瑳高 289-2132 千葉県匝瑳市高４８１－１

八日市場米倉 289-2146 千葉県匝瑳市八日市場ホ１２４４－１

袖ヶ浦長浦 299-0243 千葉県袖ケ浦市蔵波１９３４番１

袖ヶ浦蔵波 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１

銚子四日市場 288-0841 千葉県銚子市四日市場町２５９

柏市民の森 277-0941 千葉県柏市高柳２番４

北柏台 277-0836 千葉県柏市北柏台５番２

八街富山 289-1141 千葉県八街市富山１３１４－４３

八千代台南 276-0033 千葉県八千代市八千代台南２丁目２番１号

ダイト富津関尻 299-1752 千葉県富津市関尻４４７番地１

富津大堀中央 293-0001 千葉県富津市大堀１２番地

富津大堀 293-0001 千葉県富津市大堀５４７

茂原早野 297-0037 千葉県茂原市早野１１３１番１

木更津金田東 292-0009 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２

木更津笹子 292-0032 千葉県木更津市笹子４４２－１

野田宮崎 278-0005 千葉県野田市宮崎１２３番１０

野田二川 270-0212 千葉県野田市新田戸５７９

野田目吹 278-0001 千葉県野田市目吹１０２３番１

流山セントラルパーク駅前 270-0152 千葉県流山市前平井１４５番１

店舗名称 住所

若葉台駅前 206-0824 東京都稲城市若葉台２－４－４

稲城長沼 206-0802 東京都稲城市東長沼２０４－１

鹿骨二丁目 133-0073 東京都江戸川区鹿骨２丁目３６－１２

江戸川松島一丁目 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目４２番１９号

サクマ西葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西六丁目２３番１２号

北葛西船堀通り 134-0081 東京都江戸川区北葛西２丁目２３番１３

南山堂竹芝駅前 105-0022 東京都港区海岸１丁目１３－３

三田ステーションビル 108-0014 東京都港区芝５－３１－７三田ステーションビル３Ｆ

ファミマ芝パーク 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１

浜松町駅北口 105-0013 東京都港区浜松町１－２９－６浜松町セントラルビル１階

六本木ヒルズ 106-0032 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

六本木六丁目 106-0032 東京都港区六本木６丁目８－１０

町屋一丁目 116-0001 東京都荒川区町屋１－９－１０

南千住一丁目 116-0003 東京都荒川区南千住１－５７－１

柚木国分寺南町 185-0022 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

三鷹中央通り南 181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目３０－１２

三鷹野崎 181-0014 東京都三鷹市野崎３丁目－４－３

恵比寿一丁目 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目２４－１６

新宿マインズタワー 151-0053 東京都渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー

新宿駅南 151-0053 東京都渋谷区代々木２丁目７－５

初台交差点前 151-0053 東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ

小金井東八通り 184-0013 東京都小金井市前原町１丁目３－９

小平小川町 187-0032 東京都小平市小川町一丁目８５４番１他１筆

新宿ゴールデン街 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－６

早稲田大学南門 169-0071 東京都新宿区戸塚町１丁目１０２

市谷柳町 162-0061 東京都新宿区市谷柳町１９

Ｄタワー西新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目１１番３号

東京都



北新宿 169-0074 東京都新宿区北新宿１－１－１７

杉並阿佐谷南口 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４

永福町駅南 168-0064 東京都杉並区永福２丁目５０－１５

西永福駅前 168-0064 東京都杉並区永福３－５５－１

世田谷鎌田三丁目 157-0077 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６

宮の坂 156-0051 東京都世田谷区宮坂１－２５－１

千歳船橋駅南 156-0054 東京都世田谷区桜丘２丁目２０－１０　築野ビル

新代田駅前 155-0033 東京都世田谷区代田４－１０

瑞穂栗原 190-1204 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４

保谷駅北口 202-0004 東京都西東京市下保谷四丁目１３番２０号

エミオ田無 188-0011 東京都西東京市田無町４－１－３

青梅インター 198-0023 東京都青梅市今井三丁目１－１

八洋青梅新町五丁目 198-0024 東京都青梅市新町５－２８－７

青梅大門 198-0014 東京都青梅市大門１－５６６－１

外神田四丁目 101-0021 東京都千代田区外神田４丁目６－１

秋葉原昭和通り 101-0023 東京都千代田区神田松永町１番地

神保町さくら通り 101-0051 東京都千代田区神田神保町二丁目１９

綾瀬西口 120-0005 東京都足立区綾瀬４丁目６－１３

北千住駅東口 120-0026 東京都足立区千住旭町４０－２１

秀栄多摩ニュータウン通り 206-0012 東京都多摩市貝取１５０６

駒形一丁目 111-0043 東京都台東区駒形１－１２－１４日本生命浅草ビル１階

大田久が原五丁目 146-0085 東京都大田区久が原５丁目２番１号

ポートストア城南島 143-0002 東京都大田区城南島２－９－１

平和島旧東海道 143-0011 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

萩中三丁目 144-0047 東京都大田区萩中三丁目５－７

フレッサイン銀座 104-0061 東京都中央区銀座７丁目１１番１２号

銀座御門通り 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１１番１１号ＤＫ－ＧＩＮＺＡ８

中央月島三丁目 104-0052 東京都中央区月島三丁目１２番４号

入船三丁目 104-0042 東京都中央区入船３丁目１０－９

鷺宮駅前 165-0032 東京都中野区鷺宮３－２０－３

中野五丁目 164-0001 東京都中野区中野５丁目６７－６　ビジネスハイツ中野

中野三丁目 164-0001 東京都中野区中野三丁目３７－７

中野坂上ハーモニー 164-0012 東京都中野区本町１丁目３２番２号

野方駅北口 165-0027 東京都中野区野方６－３－４

国領八丁目 182-0022 東京都調布市国領町８－１０

サンズ東久留米金山町 203-0003 東京都東久留米市金山町一丁目２－３

東久留米柳窪 203-0044 東京都東久留米市柳窪２‐１３－７

東村山久米川町 189-0003 東京都東村山市久米川町一丁目３８番２２号

トモニー東大和市駅 207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘１－１４１５－１

八王子西インター 192-0154 東京都八王子市下恩方町１７５８

高尾駅東 193-0844 東京都八王子市高尾町１５９９番３３

八王子北大通り 192-0062 東京都八王子市大横町１２番１０

八王子大和田町五丁目 192-0045 東京都八王子市大和田町五丁目１０番６

八王子インター 192-0011 東京都八王子市滝山町１丁目５４９番地１

長沼団地入口 192-0907 東京都八王子市長沼町１３０８－５

八王子長房町 193-0824 東京都八王子市長房町１４１０－１

熊代栄町 173-0015 東京都板橋区栄町１９－５

板橋加賀二丁目 173-0003 東京都板橋区加賀二丁目１番１号

板橋高島平団地前 175-0082 東京都板橋区高島平１丁目７２番２０

西台駅東口 175-0082 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号

坂下一丁目 174-0043 東京都板橋区坂下１－１０－２０

上板橋駅北口 174-0071 東京都板橋区常盤台４丁目３３－３

成増駅南 175-0094 東京都板橋区成増２丁目１４－５

小山三丁目 142-0062 東京都品川区小山３－１１－１７

アトレ目黒 141-0021 東京都品川区上大崎３丁目１－１

大崎駅西口 141-0032 東京都品川区大崎３丁目６番１７号ニュー大崎ビル

吉祥寺駅南口 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２

境南通り 180-0023 東京都武蔵野市境南町２丁目８番１９号小田急バス武蔵境ビル１Ｆ

福生志茂 197-0023 東京都福生市志茂５８番地２

文京音羽一丁目 112-0013 東京都文京区音羽１丁目１－１

文京向丘一丁目 113-0023 東京都文京区向丘１－１３－３

西巣鴨 170-0001 東京都豊島区西巣鴨３丁目２７－１

西巣鴨三丁目 170-0001 東京都豊島区西巣鴨三丁目１５番

ファミマ　サンシャイン 170-6004 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０　４Ｆ

サンシャイン西 170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号

東京成徳学園前 114-0002 東京都北区王子５－２３－８

浮間中央通り 115-0051 東京都北区浮間４－５－８

坪田リバーサイド 131-0034 東京都墨田区堤通１－１９－１１

目黒柿の木坂 152-0022 東京都目黒区柿の木坂３－８－１３

碑文谷一丁目 152-0003 東京都目黒区碑文谷１丁目２５番２１号

立川錦町二丁目 190-0022 東京都立川市錦町２丁目１－１９

立川砂川九番 190-0002 東京都立川市幸町４丁目３８番１

立川西砂町 190-0034 東京都立川市西砂町５丁目３４－１０



上石神井駅前 177-0044 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３

石神井台二丁目 177-0045 東京都練馬区石神井台２丁目３５－３９

大泉学園通り 178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１

朝霞駐屯地 178-0061 東京都練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内

練馬大泉町 178-0062 東京都練馬区大泉町１－８－８

大泉インター 178-0062 東京都練馬区大泉町５－１－１

田柄豊島園通り 179-0073 東京都練馬区田柄４－３４－６

大泉学園駅北 178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４

練馬氷川台 179-0084 東京都練馬区氷川台四丁目４９番４号

豊玉中三丁目 176-0013 東京都練馬区豊玉中３丁目２番３

店舗名称 住所

綾瀬小園西 252-1121 神奈川県綾瀬市小園１４０１－１

綾瀬深谷南三丁目 252-1106 神奈川県綾瀬市深谷南３丁目１４番８号

東海大学伊勢原キャンパス 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３望星モール内

伊勢原下糟屋 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１

横須賀芦名 240-0104 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号

松山横須賀あわた 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２丁目４－９

衣笠インター 238-0025 神奈川県横須賀市衣笠町４３－１２

たかはし吉井 239-0804 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９

中白根 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根３丁目１－１

金沢幸浦一丁目 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目１２－１

金沢八景駅前 236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１７番１２号

戸塚下倉田町 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

戸塚駅西口 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６番地１戸塚西口共同ビルＤ１０４

戸塚ＰＡ 245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町８４９

東戸塚 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３８－３

小浦平戸二丁目 244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸２丁目１５－３５

港南台七丁目 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台７－９－１

横浜野庭 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町１２６６

横浜神之木町 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－４４

瀬谷卸本町 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９

荏田西四丁目 225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西４丁目７番１

横浜青葉新石川 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目２６番５

雨宮音楽通り 231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町２－８３

横浜大桟橋通り 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル

横浜常盤町 231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町

桜木町弁天橋 231-0011 神奈川県横浜市中区太田町６－８７

センター北駅前 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ

井土ヶ谷駅前 232-0052 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１

大岡五丁目 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

新井町 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１

十日市場 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１

港北ＰＡ下り 226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町２１６０

海老名下今泉 243-0435 神奈川県海老名市下今泉一丁目８番３５号

鎌倉津 248-0032 神奈川県鎌倉市津６７０－３

茅ヶ崎高田四丁目 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

茅ヶ崎赤羽根 253-0001 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１

厚木旭町一丁目 243-0014 神奈川県厚木市旭町１丁目１－４　本厚木松岡ビル１Ｆ

厚木旭町四丁目 243-0014 神奈川県厚木市旭町四丁目３－１５

厚木栄町二丁目 243-0017 神奈川県厚木市栄町２丁目１－１６

厚木インター 243-0021 神奈川県厚木市岡田３２０３

厚木下荻野北 243-0203 神奈川県厚木市下荻野１１７２－４

厚木及川 243-0212 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８

厚木三田 243-0211 神奈川県厚木市三田３１８８番地１

厚木三田東 243-0211 神奈川県厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆

厚木一番街 243-0018 神奈川県厚木市中町２丁目７－２１

厚木飯山 243-0218 神奈川県厚木市飯山南三丁目１番１９号

葉山町 240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１

久野 250-0055 神奈川県小田原市久野４７０番地の１

小田原新屋 250-0856 神奈川県小田原市新屋４５－２

小田原中村原 256-0803 神奈川県小田原市中村原３９８－１

薬ヒグチ川崎戸手本町 212-0023 神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目４２９

南加瀬三丁目 212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬３丁目１１－２１

川崎新作五丁目 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作５丁目４番７号

なわてや八丁畷 210-0022 神奈川県川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

アスロード小田栄 210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田４－１２－８

東扇島１７番地 210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７番地６

川崎浜町四丁目 210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町４丁目５番１１号

宿河原二丁目 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４５－１８

ふるや中野島 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３１－１０

新丸子駅西口 211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７３７－１

神奈川県



上溝七曲り 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１２４９－６

相模大野銀座通り 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野６丁目１９－１７

作の口小学校前 252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢４６８番１

橋本七丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本７－５－２１

相模原原宿五丁目 252-0102 神奈川県相模原市緑区原宿５丁目１番５号

藤野ＰＡ下り 252-0184 神奈川県相模原市緑区小渕２２５６－２

山北町 258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北７４１番地１

大和下鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ

大磯ＰＡ 259-0103 神奈川県中郡大磯町虫窪４４４－１

二宮一色 259-0134 神奈川県中郡二宮町一色３５９－１

二宮釜野橋 259-0124 神奈川県中郡二宮町山西１９７６－１

藤沢円行 252-0805 神奈川県藤沢市円行２－１－２

湘南台二丁目 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２番１号

藤沢石川 252-0815 神奈川県藤沢市石川６３６－９　他６筆

藤沢石川二丁目 252-0815 神奈川県藤沢市石川二丁目１８－１

藤沢長後 252-0801 神奈川県藤沢市長後９５４－３

藤沢藤が岡 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡１－１１－４

湘南江ノ島 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－１１－９

南足柄沼田 250-0115 神奈川県南足柄市沼田１３－６

平塚御殿 254-0061 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６

平塚桜ケ丘 254-0053 神奈川県平塚市桜ケ丘１－１

平塚山下 254-0911 神奈川県平塚市山下１４－１

平塚四之宮 254-0014 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

店舗名称 住所

阿賀野保田 959-2221 新潟県阿賀野市保田１１６０番地

亀田大月 950-0162 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新潟巻インター 953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山７９０３番地１

新潟新通 950-2038 新潟県新潟市西区新通南２丁目１８番２０号

新潟女池神明 950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明３丁目６－８

新潟バスセンター／Ｓ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代一丁目６番１号

新潟松園 950-0023 新潟県新潟市東区松園一丁目９番４９号

新潟中野山五丁目 950-0841 新潟県新潟市東区中野山五丁目２１－１０

長岡高見町 940-0004 新潟県長岡市高見町３００７番地１

六日町駅東 949-6680 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

柏崎総合医療センター 945-8535 新潟県柏崎市北半田２丁目１１－３

店舗名称 住所

甲府下石田 400-0046 山梨県甲府市下石田２丁目１１番７号

甲府丸の内三丁目 400-0031 山梨県甲府市丸の内３丁目５－２０

甲府貢川 400-0048 山梨県甲府市貢川本町１１－６

山梨学院大学前 400-0815 山梨県甲府市国玉町１２６７－１

甲府酒折 400-0805 山梨県甲府市酒折１－４－１７

甲府和戸 400-0812 山梨県甲府市和戸町７９９－１

船津登山道 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７４４０－２

上吉田昭和通り 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東二丁目５番３５号

店舗名称 住所

安曇野下鳥羽 399-8205 長野県安曇野市豊科８７７番２

梓川ＳＡ上り 399-8200 長野県安曇野市豊科高家９６１－１外

安曇野オリンピックロード 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高６３５１番１

ＪＡいな 396-0025 長野県伊那市荒井３６７０－１

伊那西町 396-0026 長野県伊那市西町５０８８番地２

ＪＡ西箕輪 399-4501 長野県伊那市西箕輪６５７９

塩尻吉田 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田１０８７

塩尻広丘 399-0706 長野県塩尻市大字広丘原新田９１－５

塩尻宗賀 399-6461 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

阿智ＰＡ下り 395-0303 長野県下伊那郡阿智村大字駒場１２１－２中央自動車道阿智ＰＡ（下り）

喬木阿島 395-1101 長野県下伊那郡喬木村９４４－１

高森下市田 399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田６７８番１

ＪＡ高森フルーツライン 399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧１３２－１

茅野神之原西 391-0011 長野県茅野市玉川２２９６番地６

駒ヶ根アクセス 399-4116 長野県駒ヶ根市上穂北２６番２号

駒ケ岳ＳＡ上り 399-4117 長野県駒ヶ根市大字赤穂字大徳原１５－１６０中央自動車道駒ケ岳ＳＡ（上り）

ＪＡこまがね 399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂１丁目４番２号

佐久猿久保 385-0011 長野県佐久市猿久保字前原７７８番１

佐久一本柳 385-0022 長野県佐久市岩村田１８２４－３

佐久市役所前 385-0051 長野県佐久市大字中込３０８１番地１

松本深志 390-0815 長野県松本市深志１丁目２－１１　昭和ビル

松本波田 390-1401 長野県松本市波田９８８０番４

新潟県

山梨県

長野県



ＪＡ中川 399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐３９９６番地１

ＪＡ大芝高原 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０

道の駅おがわ 381-3302 長野県上水内郡　小川村大字高府１５３３番地２

飯綱町塩ノ入 389-1206 長野県上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２

上田上丸子 386-0404 長野県上田市上丸子１４６２番地８

上田中丸子 386-0405 長野県上田市中丸子１３５０番１

下諏訪春宮大門 393-0076 長野県諏訪郡下諏訪町矢木西１１

諏訪南インター 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見２６４－６

上諏訪駅前 392-0004 長野県諏訪市諏訪一丁目２番４号

諏訪四賀 392-0012 長野県諏訪市大字四賀６６２番地１

信州上山田温泉 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目３１番地１

ＪＡ大北ええっこの里 398-0004 長野県大町市常盤６３６７番　３０

大町常盤 398-0004 長野県大町市大字常盤３５６０番地５

ＪＡ大北大町運動公園 398-0004 長野県大町市大字常盤５６２５番地１８

長野若穂綿内 381-0101 長野県長野市若穂綿内字町８５６４番地１

須坂インター南 381-0101 長野県長野市若穂綿内字南條２７５番地１

長野風間 381-0023 長野県長野市大字風間字中河原１９０番１

長野若槻大通り 381-0041 長野県長野市徳間１丁目２７－２３

新山形グリンロード 390-1301 長野県東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１

飯田松尾新井 395-0821 長野県飯田市松尾新井６７５５－１

飯田上殿岡 395-0153 長野県飯田市上殿岡５８２番地１



店舗名称 住所

高岡戸出光明寺 939-1122 富山県高岡市戸出古戸出３６番３

射水黒河 939-0312 富山県射水市中老田新６２５番地

小矢部西中 932-0805 富山県小矢部市西中１９６番地１６

立山二ツ塚 930-0218 富山県中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１

富山黒瀬北町 939-8216 富山県富山市黒瀬北町２丁目１０－３

富山根塚町 939-8204 富山県富山市根塚町４丁目４番３

富山才覚寺 939-8263 富山県富山市才覚寺７９９

富山八尾新田 939-2363 富山県富山市八尾町新田１１９番１

店舗名称 住所

かほく松浜 929-1172 石川県かほく市松浜イ１１番地３

内灘向粟崎 920-0274 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

金沢小坂町 920-0811 石川県金沢市小坂町北１６５番地２

七尾和倉 926-0178 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾田鶴浜 929-2121 石川県七尾市田鶴浜町り７４番地２

小松額見町 923-0977 石川県小松市額見町工業団地４番４

小松村松 923-0968 石川県小松市村松町甲９２番地１

白山柏野バイパス 924-0037 石川県白山市荒屋柏野町６２０－１

Ａコープ加賀野 924-0044 石川県白山市西柏１丁目２番地１

コメヤ薬局御経塚 921-8801 石川県野々市市御経塚３丁目１２８

輪島横地町 928-0012 石川県輪島市横地町１－２－２

能登空港インター 929-2372 石川県輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１

店舗名称 住所

上太田 915-0882 福井県越前市上太田町１３－３－３

御油田 919-0504 福井県坂井市坂井町御油田２４－１－１

三国駅北口 913-0046 福井県坂井市三国町北本町１丁目１－２０

鯖江下野田 916-0073 福井県鯖江市下野田町３２字西岡１０番１

若狭成願寺 919-1322 福井県三方上中郡若狭町成願寺７－２３－１

三方五湖ＰＡ 919-1304 福井県三方上中郡若狭町生倉１８号６番１

大飯うみんぴあ前 919-2103 福井県大飯郡おおい町尾内３５号３０番地２

大野インター 912-0012 福井県大野市横枕１丁目６番１号

南条ＳＡ上り 919-0203 福井県南条郡南越前町牧谷３９字上駄小屋８

福井森田中学校前 910-0122 福井県福井市石盛３丁目９１０番地

二の宮四丁目 910-0015 福井県福井市二の宮四丁目３６０１

福井北四ツ居 918-8205 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

福井渕町 918-8026 福井県福井市渕４丁目１７０１－１

店舗名称 住所

岐南 501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２

羽島駅みなみ 501-6304 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

坂祝町黒岩 505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１

可児御嵩町 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１

可児下恵土南 509-0203 岐阜県可児市下恵土字宮前５５５８番

可児今渡 509-0207 岐阜県可児市今渡１２７４番地８

海津 503-0652 岐阜県海津市海津町馬目字道上９９番地の１

海津平田町 503-0312 岐阜県海津市平田町三郷６０４番地

うぬま朝日町 509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１

各務原上戸 504-0927 岐阜県各務原市上戸町二丁目２０番地１

各務原希望町 504-0829 岐阜県各務原市蘇原希望町４丁目２９－１

岐阜基地 504-8701 岐阜県各務原市那加官有地無番地

各務原総合体育館 504-0023 岐阜県各務原市那加太平町二丁目２０６番地１

関円保通 501-3804 岐阜県関市円保通１丁目５７－２

関広見インター 501-3263 岐阜県関市広見１６０４－１

関白金 501-3947 岐阜県関市上白金９６４番地

関市西本郷通 501-3803 岐阜県関市西本郷通５丁目４番２号

関東福野町 501-3242 岐阜県関市東福野町５２番

岐阜下奈良 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良三丁目２番７号

岐阜加野六丁目 501-3107 岐阜県岐阜市加野六丁目４番２

岐阜西柳ヶ瀬 500-8842 岐阜県岐阜市金町４丁目２８番地

岐阜正木南 502-0866 岐阜県岐阜市正木南１丁目１－７

岐阜大福町 502-0934 岐阜県岐阜市大福町５丁目３１

ひるがの高原ＳＡ下り 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見３６９４－３４０

ひるがの高原ＳＡ上り 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野５４１４番３９

恵那岩村 509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間２３４５番地の４

恵那高校前 509-7201 岐阜県恵那市大井町字学頭１２０８番地の１

高山桐生町 506-0004 岐阜県高山市桐生町５－２２１

福井県

岐阜県

中部地方

富山県

石川県



高山江名子 506-0818 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３

国府広瀬 509-4119 岐阜県高山市国府町広瀬町１６３８番地１

高山松原 506-0058 岐阜県高山市山田町１５２３－１４

高山上岡本町 506-0055 岐阜県高山市上岡本町３丁目３２６番地

高山しんぐう 506-0035 岐阜県高山市新宮町１６２０

高山西之一色 506-0031 岐阜県高山市西之一色町２－１２２－１

高山総和町 506-0007 岐阜県高山市総和町２－６０－１

山県佐賀 501-2114 岐阜県山県市佐賀７９２番地３

瑞穂十九条 501-0235 岐阜県瑞穂市十九条２５４番地１

瑞浪土岐町 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町字沢跨６９８６‐３

瑞浪陶町 509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川７８１番地３

多治見小泉町 507-0073 岐阜県多治見市小泉町８丁目１００

多治見明和五丁目 507-0072 岐阜県多治見市明和町５丁目６８番地の１

アスティ大垣 503-0901 岐阜県大垣市高屋町１丁目１４５番地

大垣静里町 503-0983 岐阜県大垣市静里町１４４０－１

大垣牧野 503-0031 岐阜県大垣市牧野町一丁目３番地

北恵那福岡 508-0203 岐阜県中津川市福岡１２２３番地の２９

新中津川落合 508-0006 岐阜県中津川市落合７２９番地３

肥田 509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田字西島２３１６－１

美濃加茂加茂川町 505-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３

美濃加茂西町 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町四丁目３３番地２

美濃加茂蜂屋町 505-0005 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１

本巣文殊 501-1203 岐阜県本巣市文殊字村前８３８番１

店舗名称 住所

伊豆長岡南 410-2211 静岡県伊豆の国市長岡１３０１－１

掛川成滝東 436-0085 静岡県掛川市成滝４１１番地の１

掛川大池 436-0043 静岡県掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１

菊川加茂北 439-0031 静岡県菊川市加茂５７９番地の１

御殿場新橋南 412-0043 静岡県御殿場市新橋１７４４番地１

御殿場中畑 412-0006 静岡県御殿場市中畑５２８

御殿場永原 412-0042 静岡県御殿場市萩原１５４０－１

御殿場北久原 412-0004 静岡県御殿場市北久原２７５番地の１

三島壱町田 411-0025 静岡県三島市壱町田７４－３

三島梅名北 411-0816 静岡県三島市梅名５８９－４

森町宮の市 437-0226 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１

足柄ＳＡ下り 410-1315 静岡県駿東郡小山町桑木５９５－５

沼津下香貫 410-0822 静岡県沼津市下香貫２９７３－６

沼津あしたか 410-0302 静岡県沼津市東椎路８３２番地の３

沼津北高島町 410-0054 静岡県沼津市北高島町６番２８号

焼津下小田 425-0057 静岡県焼津市下小田６６４－２

焼津大覚寺 425-0088 静岡県焼津市大覚寺２丁目１１番地の７

焼津中里 425-0014 静岡県焼津市中里５０８

裾野須山 410-1231 静岡県裾野市須山２９５５－１

静岡牛妻 421-2106 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１

静岡産女 421-1222 静岡県静岡市葵区産女１３１４番地の４０

静岡鎌田 421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田２９９番地の２

静岡小鹿公園前 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿３８８番地の１

静岡富士見台 422-8026 静岡県静岡市駿河区富士見台一丁目４番８７号

興津中町北 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１

袋井今井延久 437-0053 静岡県袋井市延久２０３番地の１

袋井山科上 437-0066 静岡県袋井市山科２５０７番地の６

島田岸町 427-0005 静岡県島田市岸町９５６番地３

藤枝高洲 426-0046 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

藤枝青南町 426-0063 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１

浜松篠原 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地

浜松寺島 430-0925 静岡県浜松市中区寺島町１００１番地

浜松住吉 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０

天竜二俣東 431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣７７番地の１

浜松植松 430-0803 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２

浜松有玉北 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松新橋南 432-8058 静岡県浜松市南区新橋町１４５５番地の１

浜松永島 434-0013 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１

浜北内野 434-0044 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

浜名湖ＳＡ 431-1401 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１

浜松初生テクノロード 433-8112 静岡県浜松市北区初生町５００番地１

都田テクノ 431-2102 静岡県浜松市北区都田町９１０６－９

富士松岡 416-0909 静岡県富士市松岡５７２番１

富士大渕 417-0801 静岡県富士市大渕３５７９－４２

店舗名称 住所

静岡県

愛知県



東名三好インター 470-0207 愛知県みよし市根浦町一丁目１２－２

東郷三ツ池三丁目 470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

安城警察署西 446-0045 愛知県安城市横山町下毛賀知１４１番地６

安城高棚町 446-0053 愛知県安城市高棚町井池１８２番１

安城石井町 444-1221 愛知県安城市和泉町東山６５番地２

一宮西島町 491-0062 愛知県一宮市西島町三丁目４５番地

一宮千秋佐野 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１

名神一宮インター 491-0823 愛知県一宮市丹陽町五日市場本地５６

稲沢一色下方 492-8365 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地

稲沢下津西三丁目 492-8082 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８

稲沢平和町 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４

岡崎元欠町 444-0016 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎北天白 444-0201 愛知県岡崎市上和田町字北天白１４番地１

岡崎大門駅前 444-2135 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６

飛島木場二丁目 490-1444 愛知県海部郡　飛島村木場二丁目９２

大治砂子 490-1143 愛知県海部郡大治町大字砂子字柳原２６０７番４号

幸田深溝 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２

蒲郡港町 443-0034 愛知県蒲郡市港町１４番２５号

蒲郡大塚 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２

刈谷若松 448-0858 愛知県刈谷市若松町五丁目４４番地

刈谷小垣江 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町古浜田３５－３

春日井高山町 486-0912 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

春日井高蔵寺 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地

春日井宮町西 486-0909 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６

神屋団地口 480-0304 愛知県春日井市神屋町字段の上１７４６－１

朝宮公園前 486-0806 愛知県春日井市大手田酉町一丁目１番地６

如意申町一丁目 486-0918 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２

春日井如意申町 486-0918 愛知県春日井市如意申町七丁目１３番地２

小牧小木西 485-0057 愛知県小牧市小木西一丁目１０７番地２

新小牧小木 485-0056 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１

小牧中央三丁目 485-0029 愛知県小牧市中央３丁目２５０

常滑小倉町 479-0862 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１

常滑西阿野 479-0802 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２－１

新城大野 441-1615 愛知県新城市大野字上野２７番地２４

新城有海 441-1317 愛知県新城市有海字作神５７番地１

パルティせと 489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５番地

瀬戸大坪北 489-0962 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１

瀬戸菱野台 489-0887 愛知県瀬戸市菱野台４丁目６

瀬戸北山 489-0984 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１

清須学校橋東 452-0962 愛知県清須市春日焼田２９番地１

西尾上町東 445-0894 愛知県西尾市上町沖道５９番２

大府ＰＡ下り 474-0052 愛知県大府市長草町西忍場４６－１

大口竹田二丁目 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地

阿久比草木 470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字伯父ケ脇２５番地２

南知多大井 470-3501 愛知県知多郡南知多町大井字浜辺３３－１

南知多豊浜 470-3412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１

武豊町大足 470-2515 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１

武豊向陽 470-2357 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１

武豊長宗 470-2383 愛知県知多郡武豊町字北長宗１０６番地６

佐布里城山下 478-0015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９

知多つつじが丘 478-0052 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４

長久手インター 480-1103 愛知県長久手市岩作中根原６０番地３

半田稲穂町東 475-0011 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２

半田乙川 475-0053 愛知県半田市乙川内山町３１番地

半田亀崎 475-0026 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１

亀崎南 475-0023 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０

半田南本町 475-0882 愛知県半田市南本町一丁目２７番地

半田緑ヶ丘 475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

豊橋井原 440-0025 愛知県豊橋市井原町１０７番２

豊橋下条東町 440-0002 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋下地 440-0086 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋原町 441-3111 愛知県豊橋市原町字塘上２－２

西岩田 440-0831 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

豊橋船渡 441-8072 愛知県豊橋市船渡町字前田５８番４

豊橋長瀬町 440-0082 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

豊田山之手 471-0833 愛知県豊田市山之手８－１７３

豊田若林西町 473-0917 愛知県豊田市若林西町長根５３－５

上郷 470-1218 愛知県豊田市上郷町会下山７－１

豊田新生町 471-0837 愛知県豊田市新生町３－３５－１

豊田東保見町 470-0345 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田百々町九丁目 471-0008 愛知県豊田市百々町九丁目１０５番地３

豊明阿野町 470-1142 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

港宝神 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３



港築地口 455-0037 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

守山一丁目 463-0067 愛知県名古屋市守山区守山一丁目２番２号

吉根住宅前 463-0004 愛知県名古屋市守山区青山台６０３番地

守山川村町 463-0097 愛知県名古屋市守山区川村町３７６番地

名西稲生 451-0012 愛知県名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１

江向町三丁目 451-0013 愛知県名古屋市西区江向町三丁目４９番

名西康生通 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

千種汁谷 464-0013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２

錦三七間町通 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－２０－１７メイプル錦ビル１Ｆ

伏見通大須 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

名古屋大須観音 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

中川松葉町 454-0818 愛知県名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地

中川野田 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３

岩塚本通五丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁目１８

中村向島 453-0838 愛知県名古屋市中村区向島町１丁目３６番２

名鉄バスセンター 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－４　名鉄バスターミナルビル

名駅南 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号

天白原一丁目 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目５１０－１

植田南一丁目 468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

天白野並二丁目 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地

八事弥生が岡 468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

東外堀町 461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町３３番

芳野屋東片端 461-0015 愛知県名古屋市東区東片端町４８

熱田伝馬町 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号

名東延珠町 465-0003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地

緑太鼓田 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１



店舗名称 住所

大安町門前 511-0281 三重県いなべ市大安町門前１３６２番地

伊勢一之木北 516-0071 三重県伊勢市一之木五丁目１４番３０号

伊勢高向 516-0805 三重県伊勢市御薗町高向５２６番地１

伊勢おばた 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町２０２番地１

亀山栄町 519-0111 三重県亀山市栄町１５０６－４６

桑名松の木東 511-0902 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６

長島町松ケ島 511-1122 三重県桑名市長島町松ケ島３５３－３

近鉄四日市駅改札内 510-0075 三重県四日市市安島１丁目

近鉄四日市駅前 510-0075 三重県四日市市安島１丁目３１－１

ＴＢＬＳ四日市／Ｓ 512-0906 三重県四日市市山之一色町８００番

ＴＢＬＳ四日市 512-0906 三重県四日市市山之一色町８００番地

ＥＸＰＡＳＡ御在所上り 512-0906 三重県四日市市山之一色町字池の谷口１５６９－２

磯部穴川 517-0213 三重県志摩市磯部町穴川１１７８－２

松阪岡本 515-0831 三重県松阪市岡本町２１５－３

松阪黒田町 515-0061 三重県松阪市黒田町１６５０番地４

松阪山室町 515-0052 三重県松阪市山室町２６００番地７

明和町 515-0316 三重県多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

鳥羽堅神町 517-0014 三重県鳥羽市堅神町８８０番地３

鳥羽松尾町 517-0042 三重県鳥羽市松尾町２番地

大明東町 517-0022 三重県鳥羽市大明東町１９－５

津河芸町中別保 510-0305 三重県津市河芸町中別保字貝裏２４６

津久居アルスプラザ前 514-1136 三重県津市久居東鷹跡町２６１ー２

津久居北口 514-1105 三重県津市久居北口町５０４番地７

津栗真中山 514-0103 三重県津市栗真中山町１５５－４

津市戸木町 514-1138 三重県津市戸木町７８０４番地

榊原温泉口 514-1251 三重県津市榊原町６３番地

津新町 514-0041 三重県津市八町１丁目３－９

おわせ南インター 519-3600 三重県尾鷲市大字南浦１９８０番地１

桔梗が丘西 518-0753 三重県名張市蔵持町里２４１２－１

鈴鹿一ノ宮 513-0031 三重県鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８

鈴鹿御薗町 510-0261 三重県鈴鹿市御薗町４４４６

鈴鹿自由ヶ丘 513-1124 三重県鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号

鈴鹿ホンダ前 513-0826 三重県鈴鹿市住吉１－３４－１３

鈴鹿住吉四丁目 513-0826 三重県鈴鹿市住吉四丁目３番１２号

近鉄白子駅改札外橋上 510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前２２－１

鈴鹿白子町 510-0244 三重県鈴鹿市白子町８１３４番地

鈴鹿北堀江町 513-0044 三重県鈴鹿市北堀江町２３５番地１

店舗名称 住所

愛知川東円堂 529-1325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂２５７７

栗東御園 520-3005 滋賀県栗東市御園１８１６

湖南石部南 520-3108 滋賀県湖南市石部南８丁目５番２６号

野洲大篠原 520-2313 滋賀県野洲市大篠原１８６１－１

店舗名称 住所

久御山森 613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東３１３番地の１

京田辺同志社（サ） 610-0395 京都府京田辺市興戸南鉾立９７－１

西院南 615-0021 京都府京都市右京区西院三蔵町２０番１

京都タワー前 600-8216 京都府京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０

四条堺町 600-8006 京都府京都市下京区立売中之町８９　ライズビル四条高倉

宝ヶ池 606-0006 京都府京都市左京区岩倉西五田町２６

白川通別当町 606-8275 京都府京都市左京区北白川上別当町７番地２

西京桂坂 610-1102 京都府京都市西京区御陵大枝山町４丁目３５番２

烏丸押小路 604-0847 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

東山清水坂 605-0862 京都府京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２番地１８

河原町十条 601-8024 京都府京都市南区東九条東札辻町４番地１

伏見墨染 612-0081 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

北山栗栖町 603-8435 京都府京都市北区紫竹栗栖町４９番３

立命館大学前 603-8355 京都府京都市北区平野上柳町１７番４２

舞鶴北田辺 624-0855 京都府舞鶴市北田辺新蔵１２０－６

与謝野町岩滝 629-2261 京都府与謝郡与謝野町字男山２１７－１

店舗名称 住所

茨木彩都やまぶき 567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき三丁目１番１８号

岸和田上松町 596-0827 大阪府岸和田市上松町３－１０－３３

岸和田西之内町 596-0044 大阪府岸和田市西之内町１３番１号

羽衣駅西 592-0002 大阪府高石市羽衣１丁目１４番１０号

滋賀県

京都府

大阪府

近畿地方

三重県



富木駅前 592-0013 大阪府高石市取石二丁目２番１号

高槻大塚町三丁目 569-0034 大阪府高槻市大塚町３－２３－７

高槻大塚町 569-0034 大阪府高槻市大塚町５－３２－３

堺榎元町 590-0027 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

京屋平岡町 593-8307 大阪府堺市西区平岡町３８－１

堺平井 599-8251 大阪府堺市中区平井１３７－１

堺北野田駅前 599-8123 大阪府堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号

堺岩室 590-0112 大阪府堺市南区岩室９６－１

堺大泉緑地 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町５丁６番１１６号

堺北長尾町 591-8043 大阪府堺市北区北長尾町八丁１番１９号

阪大病院 565-0871 大阪府吹田市山田丘２－１５　大阪大学医学部附属病院内

吹田千里山高塚 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚９－２

摂津鶴野 566-0035 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号

鶴野四丁目 566-0035 大阪府摂津市鶴野４－１２－２１

泉佐野羽倉崎 598-0037 大阪府泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５

泉佐野高松東 598-0012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３

泉南インター 590-0523 大阪府泉南市信達岡中１１９９－１

泉南信達大苗代 590-0505 大阪府泉南市信達大苗代３６７番１

阪南町五丁目 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

港晴四丁目 552-0023 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３

此花島屋 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

長居西二丁目 558-0002 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

南港東一丁目 559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東１－４－２２

浜口西一丁目 559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西１－１３－１０

関目一丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７

関目三丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９

今福西四丁目 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西４－１－１

城東今福東 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１丁目１０－２０

城東中央二丁目 536-0005 大阪府大阪市城東区中央二丁目８番１５号

東中浜四丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号

東中浜六丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

寺田町東 544-0024 大阪府大阪市生野区生野西２丁目７－２５

四ツ橋北 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ

岸里東二丁目 557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前 557-0001 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

北津守三丁目 557-0061 大阪府大阪市西成区北津守３丁目１－４３

野里一丁目 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里１－３１－１４

大正小林西 551-0013 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号

常盤町二丁目 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番５号

アメ村西心斎橋 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１７－３

アメ村三角公園前 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８－６

大昌千日前 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２－８－１

ナンバプラザホテル 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１－２０

日本橋二丁目東 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目２０－９

上本町六丁目 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３

近鉄大阪上本町駅 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

薬ヒグチ京橋 534-0024 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 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

桑津一丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

今川三丁目 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３丁目７－１７

中本三丁目 537-0022 大阪府大阪市東成区中本三丁目１４－１

井高野一丁目 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８

加美駅前 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東４－９－２６

ディアモールマーケットＳＴ 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街３号　Ｇ３０５

戎本町 556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町１－６－２３

池田荘園東 563-0038 大阪府池田市荘園１丁目１２番２８号

東大阪横小路 579-8063 大阪府東大阪市横小路町５丁目６番３４号

近鉄河内花園駅 578-0924 大阪府東大阪市吉田１丁目１３番１２号

近鉄八戸ノ里駅前 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１

長田中五丁目 577-0013 大阪府東大阪市長田中５丁目２番１８号

柏原円明町 582-0027 大阪府柏原市円明町１７番９号

八尾恩智北町 581-0882 大阪府八尾市恩智北町一丁目５２番

八尾緑ケ丘一丁目 581-0837 大阪府八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６

庄内宝町二丁目 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２－６－３９

豊中長興寺北 561-0875 大阪府豊中市長興寺北３丁目１番１号

能勢町下田 563-0355 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１

枚方招提北町 573-1138 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１

枚方西禁野 573-1192 大阪府枚方市西禁野一丁目２－１

枚方大峰元町 573-0146 大阪府枚方市大峰元町１丁目３４－２０

枚方長尾家具町 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町３丁目９番地の５

ＪＲ長尾駅前 573-0163 大阪府枚方市長尾元町５－２０－２１



枚方田口山 573-0001 大阪府枚方市田口山二丁目３２番８号

南中振三丁目 573-0094 大阪府枚方市南中振３丁目５－１

箕面森町 563-0257 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

箕面牧落三丁目 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目２０－３７

古川橋駅前 571-0065 大阪府門真市垣内町１－１１　古川橋北ペアビル東館

門真大橋 571-0035 大阪府門真市桑才町１８－２４

門真五月田町 571-0027 大阪府門真市五月田町２７番３号

古川橋駅南 571-0030 大阪府門真市末広町７－５　樋口ビル

店舗名称 住所

伊丹瑞原 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原３丁目５７番

伊丹中野東 664-0022 兵庫県伊丹市中野東一丁目３８１

加古川平岡 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家４６２－１

加古川新野辺 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺３０３０番地

高砂米田 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田９５０番１

都志 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志２４７番地

小野高田 675-1369 兵庫県小野市高田町１７５７－１

北落合二丁目 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合２丁目１１番１号

妙法寺インター 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字小崎３９３－４

垂水泉が丘二丁目 655-0885 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号

柳屋名谷インター 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町１０１２‐１

柳屋下山手通 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１－１０

神戸トアロード 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通３－３－１１

神戸相生 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１７－１

阪急御影駅前 658-0047 兵庫県神戸市東灘区御影二丁目１番２

六甲アイランド北 658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目６

ＪＲ灘駅前 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４丁目３番１９号

滝山町 652-0056 兵庫県神戸市兵庫区滝山町７番６２

神戸湊町 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町２丁目４番１０－２号

鹿の子台 651-1511 兵庫県神戸市北区長尾町宅原４０４－１

西宮鞍掛町 662-0926 兵庫県西宮市鞍掛町１番１７号

阪急門戸厄神駅前 663-8004 兵庫県西宮市下大市東町９番３号

ＪＲ西宮駅北口 662-0844 兵庫県西宮市西福町６－１

丹仙与古道 662-0917 兵庫県西宮市与古道町１－２４

西脇和布 677-0053 兵庫県西脇市和布町１８９－４

尼崎元浜町 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地

錦橋 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号

姫路勝原 671-1203 兵庫県姫路市勝原区丁字福町２０番４

姫路大手前 670-0902 兵庫県姫路市白銀町６７番地

山陽網干駅北 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町３３番地の１

姫路網干 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久１１５－６

宝塚山本野里 665-0814 兵庫県宝塚市山本野里三丁目２７番４号

出石川原 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分３９２番１

城崎来日 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日２２１番地１

明石大久保町 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪７４６－１

二見町西二見 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１８５９番

店舗名称 住所

奈良県立医大前 634-0813 奈良県橿原市四条町８６４番地４

橿原内膳町 634-0804 奈良県橿原市内膳町４丁目５番１８号

桜井薬師町 633-0091 奈良県桜井市大字桜井５６０－２

東安堵 639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１

北郡山 639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

奈良三条檜町 630-8124 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

針テラス 632-0251 奈良県奈良市針町３４５

針トラックステーション 632-0251 奈良県奈良市針町４８７番地１

都祁白石 632-0221 奈良県奈良市都祁白石町２８８１番地の１

奈良白毫寺 630-8302 奈良県奈良市白毫寺町５０４－２

済生会奈良病院／Ｓ 630-8145 奈良県奈良市八条４丁目６４３

奈良恋の窪 630-8136 奈良県奈良市恋の窪３丁目７－６

法隆寺インター南 636-0054 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇２９０－１

上牧桜ヶ丘 639-0202 奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘２－６－１１

店舗名称 住所

岩出川尻 649-6231 和歌山県岩出市川尻１７３番１

打田上野 649-6414 和歌山県紀の川市打田１３５５－１

橋本東インター前 648-0018 和歌山県橋本市隅田町垂井６３０番

串本町桟橋 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本１９０８番地１

串本駅前 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本２０７７番地

和歌山湊御殿 640-8286 和歌山県和歌山市湊御殿３丁目４番１号

和歌山県

兵庫県

奈良県



店舗名称 住所

伯耆溝口 689-4201 鳥取県西伯郡伯耆町溝口１５３番地１

倉吉清谷 682-0017 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地

米子卸団地 683-0853 鳥取県米子市両三柳２３６０番地４

店舗名称 住所

雲南加茂 699-1106 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１

島根大学医学部附属病院 693-0021 島根県出雲市塩冶町８９番地１

ＪＡいずも高岡 693-0066 島根県出雲市高岡町４１０番地１

松江下東川津 690-0822 島根県松江市下東川津町１６１番地１

奥出雲三成 699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成６６５番地４

店舗名称 住所

岡山桃太郎大通り 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１丁目１－１１９－１

岡山庭瀬 701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山御南 700-0951 岡山県岡山市北区田中１６５番地の１１２

岡山東島田 700-0983 岡山県岡山市北区東島田町１－７－１７

笠岡美の浜 714-0043 岡山県笠岡市横島５２９番地１

倉敷笹沖 710-0834 岡山県倉敷市笹沖８－６

水島亀島 712-8005 岡山県倉敷市水島北亀島町７番１７号

倉敷古城池 712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田２５５番地５

倉敷平田 710-0003 岡山県倉敷市平田９４５番１

倉敷林 710-0142 岡山県倉敷市林３５２－１

津山国分寺 708-0843 岡山県津山市国分寺８０番地１

店舗名称 住所

呉川尻 737-2603 広島県呉市川尻町西二丁目２番１０号

八木二丁目 731-0101 広島県広島市安佐南区八木二丁目１９番５２号

五日市コイン通り 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市５－１６－２６

南観音一丁目 733-0035 広島県広島市西区南観音一丁目５番２２号

吉島西一丁目 730-0823 広島県広島市中区吉島西１丁目２２番６号

三次市役所前 728-0012 広島県三次市十日市中三丁目１２番１号

世羅町 722-1111 広島県世羅郡世羅町大字寺町１１５４－１

八本松原 739-0151 広島県東広島市八本松町原６８５４－３

広島宮島口 739-0412 広島県廿日市市宮島口西１丁目５－２

尾道向東町 722-0062 広島県尾道市向東町８６２４番地１

府中目崎 726-0033 広島県府中市目崎町３１２番地２

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 720-0031 広島県福山市三吉町五丁目１番５号

店舗名称 住所

宇部Ｌｕｃｋｙ 759-0204 山口県宇部市妻崎開作８５２番１

宇部西岐波 755-0151 山口県宇部市大字西岐波１５５４番地１

下関彦島 750-0093 山口県下関市彦島西山町２丁目１番１５号

岩国麻里布 740-0018 山口県岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

山口泉都町 753-0076 山口県山口市泉都町９番２号

大内御堀 753-0214 山口県山口市大内御堀３５２３番４

大内矢田 753-0215 山口県山口市大内矢田南三丁目１番１６号

防府自力町 747-0817 山口県防府市自力町１１番５号

防府車塚町 747-0811 山口県防府市車塚町９番３５号

防府八王子 747-0037 山口県防府市八王子１丁目１１－９

防府美和町 747-0025 山口県防府市美和町１番５１号

柳井新庄 742-0021 山口県柳井市柳井４８３９－１

店舗名称 住所

阿南富岡小山 774-0030 徳島県阿南市富岡町小山８番１

日和佐 779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前４５５番地

住吉三丁目 770-0861 徳島県徳島市住吉三丁目１番５号

庄町三丁目 770-0044 徳島県徳島市庄町３－３０－１

徳島北矢三町 770-0006 徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号

藍住町笠木 771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１６８－１

藍住インター 771-1212 徳島県板野郡藍住町徳命字前須西１２８

脇町拝原 779-3610 徳島県美馬市脇町字拝原２０３１番

店舗名称 住所

津田の松原ＳＡ下り 769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽９３９－１

山口県

徳島県

香川県

中国・四国地方

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



綾歌町岡田上 761-2401 香川県丸亀市綾歌町岡田上１２３６番地４

高松円座町 761-8053 香川県高松市円座町１２５８－１

香南町岡 761-1401 香川県高松市香南町岡３５１－１

国分寺町国分 769-0102 香川県高松市国分寺町国分字端岡５９番１

高松西ハゼ町 761-8053 香川県高松市西ハゼ町２６２

高松仏生山北 761-8078 香川県高松市仏生山町甲４８番地４

高松磨屋町 760-0026 香川県高松市磨屋町９－２

坂出番の州公園 762-0051 香川県坂出市御供所町三丁目４１３－４

坂出工業団地 762-0012 香川県坂出市林田町３５１４－５９

三豊仁尾町 769-1401 香川県三豊市仁尾町仁尾己１３８６番地４

店舗名称 住所

松前役場前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

砥部宮内 791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内１１０－１

Ａコープいよ 799-3122 愛媛県伊予市市場１２７－１

宇和島吉田魚棚 799-3704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０番地２

宇和島桝形 798-0067 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

大島吉海 794-2110 愛媛県今治市吉海町八幡１６４番地

松山安城寺 791-8006 愛媛県松山市安城寺町５２１ー１

松山光洋台 799-2468 愛媛県松山市小川甲２０５番１

大手町 790-0067 愛媛県松山市大手町１丁目１１－１

新居浜庄内 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町５丁目１０番１

新居浜萩生 792-0050 愛媛県新居浜市萩生７２０－２

西条天神 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１

三津屋南 799-1353 愛媛県西条市三津屋南５－４７

西条小松新屋敷 799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４９９番地

西条丹原徳能 791-0506 愛媛県西条市丹原町徳能出作１０７番

店舗名称 住所

高知大津バイパス 781-5103 高知県高知市大津乙１００８番地３

桂浜通 781-0270 高知県高知市長浜５７２２番地３

高知福井東町 780-0967 高知県高知市福井東町３‐３

高知市役所 780-8571 高知県高知市本町五丁目１番４５号

土佐市宇佐 781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐２７５９－１

高知東道路 783-0047 高知県南国市岡豊町常通寺島７番地

愛媛県

高知県



店舗名称 住所

芦屋浜口町 807-0132 福岡県遠賀郡芦屋町浜口町２－３

桂川土師 820-0607 福岡県嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地

久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町６７番地

久留米御井町 839-0851 福岡県久留米市御井町２５２４番地２

久留米国分町 839-0863 福岡県久留米市国分町１８４８番地４

久留米金島駅南 830-1102 福岡県久留米市北野町　八重亀１０１番地２

苅田臨空団地 800-0365 福岡県京都郡苅田町大字苅田３７８７－６４

福田今元 824-0004 福岡県行橋市大字金屋３０４番地

前原末永 819-1572 福岡県糸島市末永字数蔵町５０７番１

春日下白水 816-0846 福岡県春日市下白水南６丁目２

春日フォレストシティ 816-0849 福岡県春日市星見ヶ丘６丁目１０２番地

ドラッグイレブン志免 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里４－１３－１

大川北古賀 831-0026 福岡県大川市三丸字西佛園４７３－１

大野城仲畑三丁目 816-0921 福岡県大野城市仲畑３丁目１１－２４

直方菜の花大橋東 822-0001 福岡県直方市大字感田２６３１番１

那珂川ミリカ北 811-1253 福岡県那珂川市仲１丁目２０番地

飯塚庄司 820-0065 福岡県飯塚市中１１１０番１

福岡拾六町 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

福岡小戸四丁目 819-0001 福岡県福岡市西区小戸４丁目２－３５

福岡飯倉二丁目 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３

ギャレリアシーホーク 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜二丁目２番３号ヒルトン福岡シーホーク４階

福岡薬院二丁目 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院２－５－３０

福岡薬院 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１２番２７号

九産大駅前 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－１５－２５

松崎二丁目 813-0035 福岡県福岡市東区松崎２丁目４－４２

多の津一丁目 813-0034 福岡県福岡市東区多の津１丁目１４番１号

福岡和白三丁目 811-0202 福岡県福岡市東区和白三丁目２７番６６号

博多祇園 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２

博多対馬小路 812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路２－７

戸畑沖台二丁目 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目８番１８号

戸畑明治町 804-0073 福岡県北九州市戸畑区明治町６番４号

小倉南方二丁目 802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方２－５－３０

小倉ＴＥＸＡＳ 803-0821 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町３番２号

八幡西黒崎２丁目 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎２丁目１－１

八幡西三ケ森 807-0843 福岡県北九州市八幡西区三ヶ森１丁目２－１０

八幡西陣原１丁目 807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原１丁目１６－４１

八幡本城東 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東３丁目２９９－１・２９９－２・３００

八幡三条 805-0041 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目１０番８号

八幡メディアパーク 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目１番３号

店舗名称 住所

嬉野塩田 849-1401 佐賀県嬉野市塩田町　大字久間甲９２９－１２

佐賀諸富 840-2106 佐賀県佐賀市諸富町　大字山領８０６－６

佐賀多布施 840-0842 佐賀県佐賀市多布施二丁目４番１６号

みやき西島 840-1101 佐賀県三養基郡みやき町大字西島１３２０－１

基山長野 841-0202 佐賀県三養基郡基山町長野１０４５－１

東脊振インター 842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲字鶴の森１１４４番１

神埼日の隈 842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

東唐津 847-0017 佐賀県唐津市東唐津４－９－２０

店舗名称 住所

佐世保江上町 859-3244 長崎県佐世保市江上町８６８－４

長崎医療センター 856-8562 長崎県大村市久原２－１００１－１

大村杭出津一丁目 856-0828 長崎県大村市杭出津１丁目５１８－１

大村小路口町 856-0025 長崎県大村市小路口町２４４－５

ＪＲ大村駅 856-0831 長崎県大村市東本町１０４－１

長崎かき道 851-0115 長崎県長崎市かき道１丁目３７－１

長崎恵美須町 850-0056 長崎県長崎市恵美須町２－５

長崎大橋 852-8134 長崎県長崎市大橋町１４－８　グレースコート大橋

長崎銅座町 850-0841 長崎県長崎市銅座町７－２４

長崎立岩 852-8025 長崎県長崎市立岩町１３番８号

島原弁天町 855-0802 長崎県島原市弁天町一丁目７４００－１

深江 859-1501 長崎県南島原市深江町甲６８

諫早永昌 854-0072 長崎県諫早市永昌町１４－１０

諫早松里 854-0126 長崎県諫早市松里町１６８３－５

島原街道森山町 854-0203 長崎県諫早市森山町本村６５５－１

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

九州・沖縄地方



店舗名称 住所

小国宮原 869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

阿蘇乙姫 869-2226 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１

宇城きらら２丁目 869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら２丁目５－１

松橋豊川 869-0543 熊本県宇城市松橋町南豊崎６４０－２

宇城豊福 869-0524 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１

熊本宇土松原 869-0442 熊本県宇土市城之浦町字南袋２６６－２

美里町中央 861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場８００番地

菊池高野瀬 861-1331 熊本県菊池市隈府字宮跡１４９０－１

サンロードシティ 868-0303 熊本県球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

サンロード木上 868-0301 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

サンロード相良 868-0095 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

玉名大浜 865-0055 熊本県玉名市大浜町３１８６番１

熊本春日八丁目 860-0047 熊本県熊本市西区春日８丁目１７－４０

熊本新土河原 860-0056 熊本県熊本市西区新土河原１－１－２３

駕町通り 860-0807 熊本県熊本市中央区下通１丁目６－１５

熊本御領８丁目 861-8035 熊本県熊本市東区御領８丁目８番２０号

熊本小山町 861-8030 熊本県熊本市東区小山町１３５９－５

熊本平成けやき通り 860-0834 熊本県熊本市南区江越２丁目１４－３８

熊本薄場三丁目 861-4131 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

熊本富合小岩瀬 861-4161 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬字千束１８３

熊本龍田町弓削 861-8002 熊本県熊本市北区弓削三丁目２４番１０号

ＪＲ武蔵塚駅前 861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８番２８号

合志豊岡 861-1115 熊本県合志市豊岡２０００－２１５９

八代沖町 866-0013 熊本県八代市沖町３６５１番地

八代港町 866-0033 熊本県八代市港町３８－２

八代袋町 866-0855 熊本県八代市袋町１番３７号

八代中北町 866-0044 熊本県八代市中北町３３１６－１

八代平山新町 866-0074 熊本県八代市平山新町２５０９－１

店舗名称 住所

臼杵インター 875-0063 大分県臼杵市大字望月字清太郎６３－１

大分乙津港町 870-0146 大分県大分市乙津港町二丁目５番３８号

大分市役所 870-0046 大分県大分市荷揚町２－３１大分市役所Ｂ１

大分新栄町 870-0919 大分県大分市新栄町１１番３０号

大分西鶴崎１丁目 870-0105 大分県大分市西鶴崎１丁目１２－６

大分横瀬 870-1173 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５

大分下戸次 879-7763 大分県大分市大字下戸次１５３８－２

大分皆春 870-0131 大分県大分市大字皆春３００番地の１

大分椎迫 870-0030 大分県大分市大字三芳６４５番地１

大分常行 870-0116 大分県大分市大字常行１３５番

中戸次 879-7761 大分県大分市大字中戸次４８１３番地

大分南春日 870-0815 大分県大分市南春日町４番２７号

大分羽屋 870-0856 大分県大分市畑中一丁目１番５号

中津永添 871-0162 大分県中津市大字永添８２０番１７

日田淡窓 877-0012 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号

別府石垣西 874-0910 大分県別府市石垣西７丁目４－１５

別府鶴見 874-0840 大分県別府市大字鶴見３９２１番４

別府天満町 874-0906 大分県別府市天満町６番３３号

店舗名称 住所

日南星倉 889-2533 宮崎県日南市星倉四丁目５番地１

店舗名称 住所

加治木本町 899-5215 鹿児島県姶良市加治木町本町３７１番地２

名瀬大熊 894-0061 鹿児島県奄美市名瀬朝日町４－１

高山やぶさめ 893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富２７３番地

川内宮内町 895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町１８６３

川内平佐 895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐町１６９３－１７

オロシティー 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町５番３２号

下伊敷 890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目２２番１１号

高見馬場 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町１３番８号

吉田宮之浦 891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町１５０２－１１

原良四丁目 890-0026 鹿児島県鹿児島市原良四丁目７番８号

鹿大法文学部前 890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目５７－２０

坂元 892-0862 鹿児島県鹿児島市坂元町２３－５

紫原三丁目 890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原三丁目３３番８号

紫原二丁目 890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原二丁目４２－１

上之園町 890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町１４番１号

交通安全教育センター前 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄五丁目１０番地４１号

鹿児島県

大分県

宮崎県



出水昭和町 899-0202 鹿児島県出水市昭和町３９－２７

文化町 899-0208 鹿児島県出水市文化町２７－３

西之表西町 891-3111 鹿児島県西之表市西町７１１１番地１

はとや新町 899-4352 鹿児島県霧島市国分向花１４４－１

店舗名称 住所

あげな小学校前 904-2214 沖縄県うるま市安慶名三丁目１７－３３

うるま喜仲 904-2236 沖縄県うるま市喜仲一丁目６番４５号

大名団地前 901-2111 沖縄県浦添市字経塚３６０番地

グリーンハイツ経塚 901-2111 沖縄県浦添市字経塚８１１－７９

国立劇場前 901-2122 沖縄県浦添市勢理客４－１５－２１

浦添高校前 901-2121 沖縄県浦添市内間３丁目３０番２０号

沖縄越来 904-0001 沖縄県沖縄市越来２丁目１－２０

海邦一丁目 904-2162 沖縄県沖縄市海邦１－２２－３５

沖縄古謝 904-2161 沖縄県沖縄市古謝二丁目２０番１２号

松本五丁目 904-2151 沖縄県沖縄市松本５丁目１９番１０号

美里工業高校前 904-2163 沖縄県沖縄市大里三丁目１７番２３号

アワセベイストリート 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬五丁目１番４

パイプライン嘉数 901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数４丁目２６番１２号

宮古松原 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里１５８２－７

宮古パイナガマビーチ前 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里２４６

恩納たんちゃ 904-0412 沖縄県国頭郡恩納村谷茶１９１７

糸満浜川団地前 901-0302 沖縄県糸満市字潮平５９９番地の１

西崎工業団地前 901-0306 沖縄県糸満市西崎町４丁目２２番６

西原工業団地 903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇５４６番地

中城南上原 901-2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原７５６番１

中城吉の浦 901-2406 沖縄県中頭郡中城村当間５６２－１

北谷フィッシャリーナ 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平３５番地１

北谷上勢頭 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１２番地の２

北中和仁屋 901-2312 沖縄県中頭郡北中城村和仁屋１８９－４

久米島イーフビーチ前 901-3107 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂５８３－１

南風原照屋 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町字照屋３６１番地

八重瀬外間 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

与那原嶺井入口 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

県総合福祉センター前 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３７６番３

城北小学校前 903-0803 沖縄県那覇市首里平良町１丁目１１番

曙小学校前 900-0002 沖縄県那覇市曙２丁目２３番１２号

上之屋一丁目 900-0011 沖縄県那覇市上之屋１丁目１８番３７号

小禄田原 901-0156 沖縄県那覇市田原２－１－１

泊北岸 900-0012 沖縄県那覇市泊３－１５－２

壺川駅前 900-0025 沖縄県那覇市壺川３丁目３番５

名護大西通り 905-0014 沖縄県名護市港一丁目１５番８号

名護真喜屋 905-1143 沖縄県名護市字真喜屋８０２－１

名護大北五丁目 905-0019 沖縄県名護市大北５丁目２１番９号

沖縄県


