
店舗名称 住所

恵庭京町 北海道 恵庭市京町８４－２

江別緑町東 北海道 江別市緑町東１丁目６９番１

札幌厚別東５条 北海道 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

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

札幌富丘３条 北海道 札幌市手稲区富丘３条５丁目４－１

札幌美しが丘３条 北海道 札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２

札幌美しが丘 北海道 札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

札幌南１２条 北海道 札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

札幌医大病院 北海道 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

札幌南１条西５丁目 北海道 札幌市中央区南１条西５丁目１－１

札幌南２４条西１４丁目 北海道 札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号

札幌南２条西４丁目 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 北海道 札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２

札幌南５条西２０丁目 北海道 札幌市中央区南５条西２０丁目１番２０号

札幌南５条西４丁目 北海道 札幌市中央区南５条西４丁目１－７

札幌南７条西７丁目 北海道 札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

札幌北４条東１丁目 北海道 札幌市中央区北四条東１丁目２番３号

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

札幌北３７条 北海道 札幌市東区北３７条東２９丁目７－１０

札幌北丘珠２条 北海道 札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０

札幌北２１条東１３丁目 北海道 札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

みすまい 北海道 札幌市南区簾舞３条６－１－２８

札幌菊水１条 北海道 札幌市白石区菊水１条２丁目３－８

札幌菊水元町２条 北海道 札幌市白石区菊水元町２条４丁目５－１２

南郷 北海道 札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２７

白石ガーデンプレイス 北海道 札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号

札幌旭町７丁目 北海道 札幌市豊平区旭町７丁目４－１２

札幌月寒東５条１６丁目 北海道 札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５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

札幌篠路１条 北海道 札幌市北区篠路１条１０－１－１０

札幌屯田６条 北海道 札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号

札幌北２９条西１２丁目 北海道 札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号

札幌北９条西２丁目 北海道 札幌市北区北九条西二丁目２１番地１

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

札幌麻生４丁目 北海道 札幌市北区麻生町４－１２－５

室蘭中島 北海道 室蘭市中島町１－１８－７

小樽運河 北海道 小樽市港町５番３号

石狩花川北１条 北海道 石狩市花川北１条６丁目６－１

千歳あずさ５丁目 北海道 千歳市あずさ５丁目１番１号

千歳末広２丁目 北海道 千歳市末広２丁目１番１５号

登別栄町 北海道 登別市栄町１－１５－１

中登別 北海道 登別市中登別町１７０番地

苫小牧春日町 北海道 苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

白老社台 北海道 白老郡白老町字社台１３９番１

函館蔦屋書 北海道 函館市桔梗町４０８－４

函館港町 北海道 函館市港町３丁目２番５号

函館上湯川町 北海道 函館市上湯川町３１番２号

函館赤川１丁目 北海道 函館市赤川１丁目３１－１

北広島大曲工業団地 北海道 北広島市大曲工業団地２丁目３－５

北斗久根別 北海道 北斗市東浜２丁目１４－８

店舗名称 住所

つがる市役所前 青森県 つがる市木造若緑５８番地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

弘前城南三丁目 青森県 弘前市大字城南三丁目５番地１４

弘前大鰐インター 青森県 弘前市大字石川字平岡１２７番

弘前石渡三丁目 青森県 弘前市大字石渡三丁目５番地２

お取扱い店舗一覧
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弘前福村 青森県 弘前市大字早稲田３丁目２番地１

弘前田園三丁目 青森県 弘前市大字田園三丁目２番地９

黒石あけぼの町 青森県 黒石市あけぼの町１０４番１

五戸上市川 青森県 三戸郡五戸町大字上市川字林ノ下１番地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

三戸中央病院通 青森県 三戸郡三戸町大字川守田字沖中３番地９

三戸町斗内 青森県 三戸郡三戸町大字斗内字荒巻４１－３

三戸目時 青森県 三戸郡三戸町大字目時字森鉢６３番地１

三沢浜三沢 青森県 三沢市大字三沢字下沢５０番地１

十和田一本木沢 青森県 十和田市大字三本木字一本木沢９０－３

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

野辺地橋 青森県 上北郡野辺地町字鳥井平１４－１

深浦駅前 青森県 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８２番地１５

青森桜川 青森県 青森市桜川７丁目１２－７

青森石江江渡 青森県 青森市大字石江字江渡７０番地２

青森アピオ前 青森県 青森市中央三丁目１８番地６

青森八重田二丁目 青森県 青森市八重田二丁目１４－８

青森ジャスマック 青森県 青森市本町二丁目７－２１

青森中央市場前 青森県 青森市問屋町二丁目３番４号

青森大釈迦西 青森県 青森市浪岡大字大釈迦字中田９０－１他４筆

青森浪岡前田 青森県 青森市浪岡大字浪岡字前田８３番地１１

八戸卸センター 青森県 八戸市卸センター１丁目３３－５

八戸第二魚市場 青森県 八戸市江陽四丁目９番９号

八戸根城二丁目 青森県 八戸市根城２丁目２６－１０

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

八戸三日町 青森県 八戸市大字三日町４－１

八戸新井田重地 青森県 八戸市大字新井田字重地４番地１

八戸商業通り 青森県 八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

八戸廿六日町 青森県 八戸市大字廿六日町６０番４

八戸湊高台 青森県 八戸市湊高台六丁目１２番１７号

平川岩館 青森県 平川市岩館山の井１７５番地６

平川大光寺 青森県 平川市大字大光寺字三早稲田５２－１

平川平賀駅前 青森県 平川市本町北柳田１２番地１

店舗名称 住所

岩手川崎 岩手県 一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

遠野中央 岩手県 遠野市上組町８番１３号

水沢東中通り 岩手県 奥州市水沢区東中通り二丁目４－２１

奥州いさわ 岩手県 奥州市胆沢若柳字壱本松７９番地２

富士大学前 岩手県 花巻市山の神３９７番地１

花巻若葉町 岩手県 花巻市若葉町１－１０－１７

サテライト石鳥谷前 岩手県 花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

道の駅はなまき西南 岩手県 花巻市太田第４３地割１３２番地１

花巻大通り 岩手県 花巻市大通り一丁目１４番２５号

花巻南温泉峡口 岩手県 花巻市湯口字蟹沢１３－２

花巻鍋倉 岩手県 花巻市鍋倉字館１１９－１

宮古金浜 岩手県 宮古市金浜第６地割２１番６５

紫波八幡 岩手県 紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６

紫波日詰西 岩手県 紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３

矢巾広宮沢 岩手県 紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３０６番地

盛岡南インター 岩手県 盛岡市永井２地割２２

盛岡肴町 岩手県 盛岡市肴町５－９

盛岡三ツ割 岩手県 盛岡市三ツ割四丁目１番４３号

盛岡三本柳 岩手県 盛岡市三本柳２３地割１－１

盛岡駅西通 岩手県 盛岡市盛岡駅西通一丁目２６番５号

盛岡中央通三丁目 岩手県 盛岡市中央通三丁目１１番１号

盛岡中央通二丁目 岩手県 盛岡市中央通二丁目１番２１号

岩手盛岡都南 岩手県 盛岡市津志田第１４地割１０２

盛岡本宮 岩手県 盛岡市本宮３丁目４２－３３

盛岡門二丁目 岩手県 盛岡市門二丁目２６番３号

大船渡中央通り 岩手県 大船渡市大船渡町字新田４０番３

滝沢鵜飼 岩手県 滝沢市下高柳５番４６

金ケ崎西根 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根古寺４６番地１

一戸奥中山 岩手県 二戸郡　一戸町中山字大塚７２番１

一戸砂森 岩手県 二戸郡一戸町一戸字砂森１０２番５

二戸米沢 岩手県 二戸市米沢字下村１３６番１

北上鬼柳卯の木 岩手県 北上市鬼柳町卯の木１９２－１

北上黒沢尻一丁目 岩手県 北上市黒沢尻１丁目１３番３号

北上村崎野 岩手県 北上市村崎野１５地割２９３番地４

北上四号バイパス 岩手県 北上市村崎野１６地割１７４番地２７
宮城県

岩手県



店舗名称 住所

宮城小牛田 宮城県 遠田郡美里町北浦字川戸浦２９－１

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

本吉バイパス 宮城県 気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１

栗駒南 宮城県 栗原市栗駒稲屋敷字笊屋敷下１４１

栗駒里谷 宮城県 栗原市栗駒里谷下沖２９－３

大郷粕川 宮城県 黒川郡大郷町粕川字日向１０‐１

宮城大衡 宮城県 黒川郡大衡村大衡字尾西４８－６

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

大河原住吉町 宮城県 柴田郡大河原町字住吉町４番地２

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

石巻新蛇田 宮城県 石巻市のぞみ野二丁目１番地１

鹿又 宮城県 石巻市鹿又字道的前４０番１号

石巻泉町 宮城県 石巻市泉町一丁目１５番６４

石巻中里七丁目 宮城県 石巻市中里七丁目２番１４号

佐々木桃生町 宮城県 石巻市桃生町中津山字下四軒５８－１

仙台港インター 宮城県 仙台市宮城野区中野５丁目５－１

中野栄駅前 宮城県 仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１

プラスＣＯＯＰ鶴ケ谷 宮城県 仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目１番１５

仙台新寺一丁目 宮城県 仙台市若林区新寺一丁目３番４５号

一番町二丁目 宮城県 仙台市青葉区一番町二丁目３番１０号

五橋二丁目 宮城県 仙台市青葉区五橋２－４－７

国分町中央 宮城県 仙台市青葉区国分町２－１０－１８

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

小田原五丁目 宮城県 仙台市青葉区小田原５丁目３－４８

仙台中央一丁目 宮城県 仙台市青葉区中央一丁目８番３８号　ＡＫビル１階

仙台駅前 宮城県 仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

旭丘堤二丁目 宮城県 仙台市泉区旭丘堤二丁目７番２４号

西多賀一丁目 宮城県 仙台市太白区西多賀１－１５－２５

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

中田七丁目 宮城県 仙台市太白区中田７－８－１６

太白中田 宮城県 仙台市太白区中田町字清水４１－３

長町南駅前 宮城県 仙台市太白区長町南三丁目３番３６号

八木山香澄町 宮城県 仙台市太白区八木山香澄町５－３

仙台八木山 宮城県 仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４

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

多賀城駐屯地 宮城県 多賀城市丸山二丁目１－１

多賀城留ヶ谷 宮城県 多賀城市留ヶ谷３－５－３

古川大江向 宮城県 大崎市古川稲葉字大江向１２５

古川中央 宮城県 大崎市古川駅前大通四丁目４番１６号

古川中里 宮城県 大崎市古川中里２丁目９番３０号

古川鶴ヶ埣 宮城県 大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田１６４番地１

古川工業高校前 宮城県 大崎市古川北町四丁目７番１３号

南方瀬ノ淵 宮城県 登米市南方町瀬ノ淵５２番

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

白石八幡町 宮城県 白石市八幡町９番４６号

白石インター 宮城県 白石市福岡深谷字地蔵堂６２番地

名取植松一丁目 宮城県 名取市植松１丁目３番１号

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

名取本郷 宮城県 名取市本郷字焼野１４番地

亘理公園前 宮城県 亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南１０２番地

店舗名称 住所

鹿角市役所前 秋田県 鹿角市花輪字小深田２９８番地

秋田卸町 秋田県 秋田市卸町１－１１－１１

秋田下新城中野 秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

秋田北インター通り 秋田県 秋田市外旭川字小谷地４１－１

秋田中央市場前 秋田県 秋田市外旭川字待合２５－１

外旭川 秋田県 秋田市外旭川八幡田１－１－５

秋田中央インター通 秋田県 秋田市広面字樋口１１６－１

秋田寺内神屋敷 秋田県 秋田市寺内神屋敷１番１５号

秋田手形 秋田県 秋田市手形字西谷地１７１－１

秋田新屋日吉町 秋田県 秋田市新屋日吉町１６番１号

秋田ぽぽろーど 秋田県 秋田市中通二丁目６番４４号

秋田アルヴェ 秋田県 秋田市東通仲町４番１号

秋田県



秋田八橋本町 秋田県 秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

中仙うぐいすの 秋田県 大仙市下鴬野字上中嶋４６番１

大仙太田町 秋田県 大仙市太田町横沢字堤田１番３

大仙大花町 秋田県 大仙市大花町２２番１号

大曲田町 秋田県 大仙市大曲田町５－２３

湯沢桜通り 秋田県 湯沢市桜通り１－３５

能代後谷地 秋田県 能代市字後谷地１０番地５

秋田能代大瀬 秋田県 能代市字東大瀬５０番地１

能代大町 秋田県 能代市大町７番３５号

秋田二ツ井 秋田県 能代市二ツ井町小槻ノ木９番地

秋田能代明治町 秋田県 能代市明治町１５番１７号

秋田能代東インター 秋田県 能代市鰄渕字古屋布７０番地１

阿仁前田 秋田県 北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

由利本荘中梵天 秋田県 由利本荘市中梵天１０１番地３

店舗名称 住所

寒河江高田 山形県 寒河江市高田二丁目８番地の１

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

寒河江緑町 山形県 寒河江市緑町１４４番地

やまろく金山 山形県 最上郡金山町大字金山２７２番地１

舟形町中央 山形県 最上郡舟形町舟形３０９番地１９

山形小白川町三丁目 山形県 山形市小白川町三丁目７番３１号

山形大森 山形県 山形市大字大森９５９－３

山形南栄町二丁目 山形県 山形市南栄町２丁目１７－２

山形篭田一丁目 山形県 山形市篭田一丁目３番３１号

酒田インター 山形県 酒田市広栄町１丁目７－１

新庄十日町 山形県 新庄市十日町２７６８－７

新庄昭和 山形県 新庄市大字昭和字昭和４７３－１

河北町西里 山形県 西村山郡河北町西里７３４－１

河北体育館前 山形県 西村山郡河北町谷地所岡３－１－１

寒河江柴橋 山形県 西村山郡大江町左沢字木ノ沢２１３２－１

白鷹さくらの 山形県 西置賜郡白鷹町大字鮎貝７００５番地

長井警察署通り 山形県 長井市小出字舘西３８５４－９

庄内あさひインター 山形県 鶴岡市下名川字落合１７４

鶴岡錦町 山形県 鶴岡市錦町１５番６号

鶴岡大西町 山形県 鶴岡市大西町２６番４８号

鶴岡湯野浜 山形県 鶴岡市湯野浜字浜泉４４４番地３８

天童中里 山形県 天童市中里５－１－１

東根温泉町 山形県 東根市温泉町２丁目４番３号

東根神町 山形県 東根市神町北一丁目２番７号

スズキ高畠 山形県 東置賜郡高畠町大字夏茂２０３－５

高畠駅前 山形県 東置賜郡高畠町福沢南１１－２

米沢中央三丁目 山形県 米沢市中央３丁目３－８

米沢万世町片子 山形県 米沢市万世町片子３２２番３

米沢上杉神社前 山形県 米沢市門東町一丁目５番２９号

店舗名称 住所

いわき好間 福島県 いわき市好間町下好間字沼田１２９－１

いわき鹿島町御代 福島県 いわき市鹿島町御代字柿境１８－２

いわき小名浜寺廻町 福島県 いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき小名浜六反田 福島県 いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１

いわき泉町六枚内 福島県 いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）

いわき南台 福島県 いわき市南台一丁目２０番地２

いわき平塩 福島県 いわき市平塩字出口６－３

いわき駅前 福島県 いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ

いわき北白土 福島県 いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ

いわき勿来インター 福島県 いわき市勿来町大高土取７６－１

会津金川町 福島県 会津若松市金川町２－３

郡山うねめ通り 福島県 郡山市西ノ内一丁目１９１－１

郡山大槻西ノ宮 福島県 郡山市大槻町字西宮北３５番地の１

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

須賀川茶畑 福島県 須賀川市茶畑町１２－１

下郷 福島県 南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６

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

原町金沢 福島県 南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

道の駅安達 福島県 二本松市下川崎字上平３３－１

南湖 福島県 白河市東小丸山８７－２

福島黒岩 福島県 福島市黒岩字浜井場１０－１７

吾妻ＰＡ下り 福島県 福島市上野寺字和喜２５－８

福島西中央 福島県 福島市西中央１－２３－１

山形県

福島県



店舗名称 住所

千代田ＰＡ下り 茨城県 かすみがうら市中佐谷字８３

つくばみらい絹の台 茨城県 つくばみらい市絹の台二丁目１－１

つくば谷田部インター 茨城県 つくば市境松６６１番９

つくばサイエンス大通り 茨城県 つくば市上横場２３４－３

つくば面野井 茨城県 つくば市大字面野井字丸山１６５－１

つくば竹園 茨城県 つくば市竹園１丁目８番７

ひたちなか高場 茨城県 ひたちなか市高場２４７６－１３

ひたちなか枝川 茨城県 ひたちなか市枝川１７９４番地１１

ひたちなか勝倉 茨城県 ひたちなか市大字勝倉２９８９－１７

ひたちなか足崎 茨城県 ひたちなか市大字足崎１４７６番２８

ひたちなか馬渡 茨城県 ひたちなか市大字馬渡３３００番地１

ひたちなか田彦 茨城県 ひたちなか市田彦１３９６－１

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

笠間旭町 茨城県 笠間市旭町６０１－３

笠間近森 茨城県 笠間市笠間１８２３－２

道の駅かさま 茨城県 笠間市手越２２番１　他１６筆

牛久中央二丁目 茨城県 牛久市中央２－１６－１２

結城城南 茨城県 結城市大字結城９７１０番地５３

古河横山町 茨城県 古河市横山町３丁目１－２

坂東辺田 茨城県 坂東市辺田１４０２－９０

桜川塙世 茨城県 桜川市真壁町塙世１５－１

取手東四丁目 茨城県 取手市東四丁目１－３０

取手白山 茨城県 取手市白山５丁目１８番１号

取手米ノ井 茨城県 取手市米ノ井６－５　他６筆

守谷みずき野 茨城県 守谷市みずき野５－乙７４－１２

守谷御所ヶ丘 茨城県 守谷市御所ヶ丘４－１０－１

小美玉玉里 茨城県 小美玉市栗又四ヶ字中山２４６３番地１６

小美玉上吉影 茨城県 小美玉市上吉影字南原７４０－１５９

小美玉田木谷 茨城県 小美玉市田木谷１１１－１

常総新石下 茨城県 常総市新石下３９８５番２

内守谷きぬの里 茨城県 常総市内守谷町きぬの里１－１０－１

常陸太田大森町 茨城県 常陸太田市大森町１１５２－３

水戸吉沢町 茨城県 水戸市吉沢町３５２番８３

水戸見和三丁目 茨城県 水戸市見和３丁目１３１７－１

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

水戸住吉 茨城県 水戸市住吉町２９９番１５

水戸小吹 茨城県 水戸市小吹町２８５０番地２

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

石岡鹿の子一丁目 茨城県 石岡市鹿の子一丁目９５９４番１

石岡第一病院前 茨城県 石岡市石岡１３４４６番地２

筑西布川 茨城県 筑西市布川１２１２－１他１筆

土浦下坂田 茨城県 土浦市下坂田２０３５－３

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

フレスト土浦中村東 茨城県 土浦市中村東町１－４－７

土浦都和 茨城県 土浦市都和一丁目４２２８－１８

東海駅東 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

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

日立末広二丁目 茨城県 日立市末広町二丁目７－２２

佐貫駅前 茨城県 龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２

店舗名称 住所

さくら狭間田 栃木県 さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆

さくら東原 栃木県 さくら市氏家４５０６番地７

さくら箱森新田 栃木県 さくら市箱森新田字菖蒲沢６７５－２

宇都宮羽牛田 栃木県 宇都宮市羽牛田町３５－６

宇都宮豊郷台 栃木県 宇都宮市長岡町４５番地１

宇都宮駅前 栃木県 宇都宮市東宿郷２丁目４番１ホテルマイステイズ１階

宇都宮簗瀬中央 栃木県 宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

宇都宮簗瀬町 栃木県 宇都宮市簗瀬町２５６２番

ワンダーグー下野 栃木県 下野市下古山２８８８－４

鹿沼仁神堂 栃木県 鹿沼市仁神堂町５３３番地１３７　他５筆

小山神鳥谷 栃木県 小山市神鳥谷二丁目３３番２３号

栃木県

関東・甲信越地方

茨城県



小山美しが丘 栃木県 小山市美しが丘三丁目３５－１

真岡荒町三丁目 栃木県 真岡市荒町３丁目４８番３

真岡亀山 栃木県 真岡市上高間木１－２３－１

足利助戸東山町 栃木県 足利市助戸東山町９１５番２

足利小俣町 栃木県 足利市小俣町１８０９番地１

那須塩原上厚崎 栃木県 那須塩原市上厚崎３４４－１１

日光轟 栃木県 日光市轟字合羽山２４番１

日光清滝 栃木県 日光市清滝４丁目２０１－６　他１５筆

日光倉ヶ崎 栃木県 日光市倉ケ崎字南原３９番１

日光中央町 栃木県 日光市中央町７番地１４

市貝 栃木県 芳賀郡市貝町市塙２４７－４

店舗名称 住所

日野屋黒保根 群馬県 桐生市黒保根町下田沢７７番地３

高崎駅西口 群馬県 高崎市八島町２４－２

高崎飯塚町北 群馬県 高崎市飯塚町２４６

日野屋玉村下新田 群馬県 佐波郡　玉村町下新田４６８番地１

渋川石原 群馬県 渋川市石原１７９４－１

渋川坂東橋 群馬県 渋川市北橘町下箱田６２５番地

沼田インター 群馬県 沼田市桜町１６７８－５　

前橋小屋原町 群馬県 前橋市小屋原町９５１番地１

太田村田町 群馬県 太田市新田村田町７９８－６

藤岡七丁目 群馬県 藤岡市藤岡８６８番地４

富岡下高瀬 群馬県 富岡市下高瀬２９９‐１

富岡下高尾 群馬県 富岡市下高尾４７８－１２

日野屋千代田町 群馬県 邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４

日野屋大泉朝日三丁目 群馬県 邑楽郡大泉町朝日三丁目１－１５

店舗名称 住所

さいたま西堀九丁目 埼玉県 さいたま市桜区西堀９－８

さいたま西堀 埼玉県 さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

大宮吉敷町 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番３

さいたま大成町一丁目 埼玉県 さいたま市大宮区大成町１丁目１３２

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

さいたま大門上 埼玉県 さいたま市緑区大字大門２６５５番地

ドラッグエース鶴ケ岡 埼玉県 ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１

羽生上岩瀬 埼玉県 羽生市大字上岩瀬６４７番地１

越谷南荻島北 埼玉県 越谷市大字南荻島３４２番地１

越谷谷中通り 埼玉県 越谷市谷中町４丁目６２番地２

越谷東大沢 埼玉県 越谷市東大沢５丁目５－４

角屋騎西 埼玉県 加須市騎西１３８４

加須南小浜 埼玉県 加須市大字南小浜字新川道６１９－１

栗橋間鎌 埼玉県 久喜市間鎌１３５

狭山台二丁目 埼玉県 狭山市狭山台２丁目２８番７

ドラッグエース広瀬東 埼玉県 狭山市広瀬東４丁目２－７

狭山水野 埼玉県 狭山市大字水野字本堀７１１番２

狭山堀兼 埼玉県 狭山市大字堀兼１０２８番の３

トモニー狭山市駅 埼玉県 狭山市入間川１丁目１－１

熊谷武体 埼玉県 熊谷市三ヶ尻５２０番地２

戸田笹目七丁目 埼玉県 戸田市笹目七丁目２番地の４

戸田笹目二丁目 埼玉県 戸田市笹目二丁目１３番地の１３

戸田駅西口 埼玉県 戸田市新曽柳原３３６

戸田公園 埼玉県 戸田市本町五丁目３番１６号

坂戸駅北口 埼玉県 坂戸市日の出町３番５号

春日部大場 埼玉県 春日部市大場８７０

春日部中央一丁目 埼玉県 春日部市中央１丁目５２－１

東所沢駅南 埼玉県 所沢市東所沢和田一丁目１番地２

所沢緑町二丁目 埼玉県 所沢市緑町２丁目１３－１０

上尾泉台一丁目 埼玉県 上尾市泉台１丁目７－１２

上尾日産通り 埼玉県 上尾市大字壱丁目５１－２

上尾戸崎 埼玉県 上尾市大字戸崎３７６番１

上尾上平公園南 埼玉県 上尾市大字上尾村５８２－５

上尾平方領々家 埼玉県 上尾市大字平方領々家４９７－１

上尾富士見二丁目 埼玉県 上尾市富士見二丁目２０番３３号

深谷樫合 埼玉県 深谷市樫合１３１－１

川越砂新田東 埼玉県 川越市砂新田１２３－１

川越神明町 埼玉県 川越市神明町４４

川越小仙波 埼玉県 川越市大字小仙波字下町７４９－８

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

川口樹モール 埼玉県 川口市栄町３丁目８番４号

群馬県

埼玉県



プラス上青木 埼玉県 川口市上青木２丁目５０－５

かわぐち飯塚 埼玉県 川口市飯塚２－１３－９

草加駅東口 埼玉県 草加市高砂２丁目６－５

草加二丁目 埼玉県 草加市草加二丁目１０－１

草加弁天町 埼玉県 草加市弁天４丁目１２－３６

寄居花園橋南 埼玉県 大里郡寄居町大字富田９８番１

秩父皆野 埼玉県 秩父郡皆野町大字皆野３６－７

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

入間アウトレットパーク 埼玉県 入間市宮寺３１６９－１

入間木蓮寺 埼玉県 入間市大字木蓮寺６０６番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

八潮緑町三丁目 埼玉県 八潮市緑町３丁目２６番地３２

滑川 埼玉県 比企郡滑川町みなみ野３－１５－１８

川島三保谷 埼玉県 比企郡川島町下狢５９１番地１

杉戸清地 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５

杉戸椿 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字椿３６０

児玉 埼玉県 本庄市児玉町金屋１１７９－２

和光北口 埼玉県 和光市新倉１－１－３５

店舗名称 住所

東総干潟 千葉県 旭市米込１８２８－１０

酒々井尾上 千葉県 印旛郡酒々井町尾上６０番４

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

アトレ新浦安 千葉県 浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０

ニーズ浦安 千葉県 浦安市北栄二丁目４番１１号

我孫子駅北口 千葉県 我孫子市我孫子１丁目９番１２号

我孫子新木 千葉県 我孫子市南新木１丁目２番地の１

新鎌ケ谷駅 千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２

道野辺中央 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

鎌ヶ谷南初富 千葉県 鎌ケ谷市南初富二丁目１０番５４号

南初富六丁目 千葉県 鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

君津西坂田 千葉県 君津市西坂田３丁目１２番６号

香取木内 千葉県 香取市木内１２１４－１

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

九十九里不動堂 千葉県 山武郡九十九里町不動堂４５０－５０

四街道小学校前 千葉県 四街道市四街道１５５０－１

市原新生 千葉県 市原市新生５５７－１番地

市原潮見通り 千葉県 市原市青柳８５－１

市原青柳三丁目 千葉県 市原市青柳三丁目２－７

市原有秋台 千葉県 市原市不入斗５０番地３

東京医科歯科大学 千葉県 市川市国府台２－８－２８

市川真間 千葉県 市川市真間１－１２－４

市川大野駅前 千葉県 市川市大野町２－２０５

市川東菅野 千葉県 市川市東菅野三丁目２９番３号

本八幡駅南口 千葉県 市川市南八幡４－１５－１６

市川二俣 千葉県 市川市二俣一丁目６番１２号

市川入船 千葉県 市川市入船１４番１

市川北方二丁目 千葉県 市川市北方二丁目２４番１３号

習志野奏の杜 千葉県 習志野市秦の杜１－３－４０グリシーヌユイット１Ｆ

津田沼南口 千葉県 習志野市谷津７丁目７番９号

松戸五香西 千葉県 松戸市五香西二丁目１番１２

松戸駅前 千葉県 松戸市松戸１１７５－１

松戸新田西 千葉県 松戸市松戸新田２９５番２

北松戸駅西口 千葉県 松戸市上本郷９１１番地２

松戸本町 千葉県 松戸市本町７－３　松屋ビル

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

稲毛園生町南 千葉県 千葉市稲毛区園生町４８７番７０

稲毛山王 千葉県 千葉市稲毛区山王町１５１－３

多田屋稲毛 千葉県 千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

千葉検見川五丁目 千葉県 千葉市花見川区検見川町５丁目１－１

千葉柏井町 千葉県 千葉市花見川区柏井町１５７５－１

武石インター 千葉県 千葉市花見川区武石町１－２３６－２

幕張町 千葉県 千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３

幕張本郷一丁目 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷１－３６－１

京成幕張本郷駅 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３

千葉金親町 千葉県 千葉市若葉区金親町２４３－５

千葉愛生町 千葉県 千葉市若葉区若松町７１７－４

千葉大宮インター 千葉県 千葉市若葉区大宮町２１１９－１

千葉大草町 千葉県 千葉市若葉区大草町７番１

千葉県



千葉旭町 千葉県 千葉市中央区旭町７－１

千葉仁戸名 千葉県 千葉市中央区仁戸名町５１５番１２

千葉みなと 千葉県 千葉市中央区千葉港３番８号

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

千葉道場北二丁目 千葉県 千葉市中央区道場北二丁目１－８

千葉南町三丁目 千葉県 千葉市中央区南町３丁目７番１２号

高洲二丁目 千葉県 千葉市美浜区高洲２－３－１５

幕張ベイタウン 千葉県 千葉市美浜区打瀬２－３パティオス２番街

幕張テクノガーデン 千葉県 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＤ棟２Ｆ

千葉高田町 千葉県 千葉市緑区高田町４０２－１６

千葉平川町 千葉県 千葉市緑区平川町２３３０番地１

船橋習志野台四丁目 千葉県 船橋市習志野台４－１４－１４

西船四丁目 千葉県 船橋市西船四丁目１７番８号

船橋大穴町 千葉県 船橋市大穴町６３６－１２

船橋藤原四丁目 千葉県 船橋市藤原四丁目４番１号

下総中山駅南口 千葉県 船橋市本中山３－１４－２０

大網白里駒込 千葉県 大網白里市東駒込２番地７

白子五井西 千葉県 長生郡白子町五井２４９２番地２

東金家之子 千葉県 東金市家之子４８１－２

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

柏市民の森 千葉県 柏市高柳２番４

柏松葉町七丁目 千葉県 柏市松葉町７丁目１４－１

柏大井 千葉県 柏市大井４９９

柏中央一丁目 千葉県 柏市中央１－５－９

柏明原一丁目 千葉県 柏市明原一丁目８番１９

八千代ゆりのき台 千葉県 八千代市ゆりのき台八丁目１７－４

勝田台駅 千葉県 八千代市勝田台一丁目８番１号

八千代台駅東口 千葉県 八千代市八千代台南１丁目１－２　第一小池ビル

京成八千代台駅構内 千葉県 八千代市八千代台北１丁目１－０

茂原新小轡 千葉県 茂原市新小轡６－１

木更津金田東 千葉県 木更津市金田東１丁目３９－２

野田目吹 千葉県 野田市目吹１０２３番１

店舗名称 住所

あきる野檜原街道 東京都 あきる野市小中野３７８

あきる野草花 東京都 あきる野市草花３０７４－１

若葉台駅前 東京都 稲城市若葉台２－４－４

稲城長沼 東京都 稲城市東長沼２０４－１

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

立石駅前 東京都 葛飾区立石１－２２－４

葛飾立石六丁目 東京都 葛飾区立石６丁目３４－１５

江戸川篠崎街道 東京都 江戸川区篠崎町四丁目２１番１６号

江戸川松江一丁目 東京都 江戸川区松江１丁目２４－９

江戸川松江三丁目 東京都 江戸川区松江三丁目９－３

西一之江 東京都 江戸川区西一之江４丁目８－１９

江戸川西葛西五丁目 東京都 江戸川区西葛西五丁目２番９号

小岩駅東 東京都 江戸川区西小岩１丁目２７－２９東京グランファースト１階

江戸川西小岩五丁目 東京都 江戸川区西小岩５丁目１７番１２号

東小岩六丁目 東京都 江戸川区東小岩６丁目２６－２

小岩サンロード 東京都 江戸川区南小岩八丁目１４番２２号

平井三丁目 東京都 江戸川区平井３丁目２３－１８

第三葛西小前 東京都 江戸川区北葛西四丁目１３番５号

北小岩六丁目 東京都 江戸川区北小岩６丁目４０－２

森下一丁目 東京都 江東区森下１丁目５－５

江東森下四丁目 東京都 江東区森下４丁目１０－８

大島中央銀座 東京都 江東区大島５丁目１１－２

大島八丁目 東京都 江東区大島８－４０－４

江東冬木 東京都 江東区冬木２３番１３－１０３号

東砂三丁目 東京都 江東区東砂３－１７

東陽二丁目 東京都 江東区東陽２丁目４－４６

東陽六丁目 東京都 江東区東陽６－２－５６

神谷町ＭＴビル 東京都 港区虎ノ門４丁目３－２０

リバージュ品川 東京都 港区港南４丁目１－１０

汐留タワー 東京都 港区東新橋１丁目６－３

青山外苑東通り 東京都 港区南青山一丁目２番６号

南麻布四丁目 東京都 港区南麻布４丁目１２－２６　草間ビル

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

六本木六丁目 東京都 港区六本木６丁目８－１０

南千住一丁目 東京都 荒川区南千住１－５７－１

東京都



国分寺西恋ヶ窪 東京都 国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７

国立中一丁目 東京都 国立市中１－９－７７

谷保駅東 東京都 国立市富士見台一丁目２０番６

狛江西野川 東京都 狛江市西野川３－１０

新川吉祥寺通り 東京都 三鷹市新川２－４－２

三鷹中原 東京都 三鷹市中原２－１２

渋谷ガーデンフロント 東京都 渋谷区渋谷３丁目２６－３渋谷ガーデンフロント

渋谷原宿通り 東京都 渋谷区神宮前３丁目２５－５　

神宮前 東京都 渋谷区神宮前６－１７－１０

新宿駅南 東京都 渋谷区代々木２丁目７－５

渋谷マークシティ 東京都 渋谷区道玄坂１－１２－５

渋谷道玄坂 東京都 渋谷区道玄坂１－１９－９

小金井前原 東京都 小金井市前原町１丁目１６－７

小平中宿通り 東京都 小平市小川西町三丁目１－１０

東中神駅前 東京都 昭島市玉川町１－１－１３

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

新宿御苑駅前 東京都 新宿区新宿１－１３－１

新宿三丁目 東京都 新宿区新宿３－２１－７　東新ビル

旧厚生年金会館前 東京都 新宿区新宿５－２－３

神楽坂三丁目 東京都 新宿区神楽坂三丁目２番地２０

タカノ西新宿 東京都 新宿区西新宿８－１５－２

オペラシティサンクンガーデン 東京都 新宿区西新宿三丁目２０－２

西早稲田 東京都 新宿区西早稲田３－２７－１

中落合三丁目目白通り 東京都 新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル

新宿弁天町 東京都 新宿区弁天町２１

北新宿 東京都 新宿区北新宿１－１－１７

杉並阿佐谷南口 東京都 杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４

阿佐谷北四丁目 東京都 杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

杉並下高井戸四丁目 東京都 杉並区下高井戸４丁目５－２

高円寺駅東 東京都 杉並区高円寺南４－５０

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

世田谷鎌田三丁目 東京都 世田谷区鎌田３－１２－１６

経堂駅前 東京都 世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

世田谷弦巻五丁目 東京都 世田谷区弦巻五丁目２－１４

世田谷山下 東京都 世田谷区豪徳寺１丁目４５－１０　富士ビル

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 東京都 世田谷区新町３－１－１

世田谷新町三丁目 東京都 世田谷区新町３－２２－１

世田谷瀬田四丁目 東京都 世田谷区瀬田四丁目１番１号

世田谷廻沢 東京都 世田谷区千歳台３丁目２９－１

千歳船橋駅前 東京都 世田谷区船橋１－９－４５

船橋希望丘通り 東京都 世田谷区船橋７丁目１４－４

新代田駅前 東京都 世田谷区代田４－１０

池尻三丁目 東京都 世田谷区池尻３－１８－１４

東玉川二丁目 東京都 世田谷区東玉川２丁目５番

等々力四丁目 東京都 世田谷区等々力４丁目２２－１３

芦花公園駅北 東京都 世田谷区南烏山３－２５－１５

千歳烏山駅東口 東京都 世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル

小浦世田谷梅丘 東京都 世田谷区梅丘１丁目２－１０

池ノ上駅北口 東京都 世田谷区北沢１－３３－１６

瑞穂栗原 東京都 西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４

瑞穂町役場南 東京都 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２２５８番１

日の出山田通り 東京都 西多摩郡日の出町大字平井２０４０番１

西東京谷戸町 東京都 西東京市谷戸町１丁目６－２

エミオ田無 東京都 西東京市田無町４－１－３

東伏見四丁目 東京都 西東京市東伏見四丁目４番５号

東伏見駅前 東京都 西東京市富士町４－５－１７

西東京柳沢二丁目 東京都 西東京市柳沢二丁目１１番２１号

八洋青梅新町五丁目 東京都 青梅市新町５－２８－７

秋葉原ラジオ会館 東京都 千代田区外神田一丁目１５番１６号

麹町二丁目 東京都 千代田区麹町２丁目５－４

水道橋西通り 東京都 千代田区三崎町３丁目７－１　金沢ビル１階

御茶ノ水駅前 東京都 千代田区神田駿河台２－１

神保町さくら通り 東京都 千代田区神田神保町二丁目１９

新田三丁目 東京都 足立区新田３丁目１７番６号

北千住駅東口 東京都 足立区千住旭町４０－２１

多摩唐木田 東京都 多摩市唐木田１丁目２１－１

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

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

台東千束 東京都 台東区千束四丁目２６番５号

谷中 東京都 台東区谷中３－２４－４　Ｋ－ハウス１

新御徒町駅前 東京都 台東区東上野１－２－１３カーニープレイス新御徒町

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

羽田五丁目 東京都 大田区羽田５丁目３－１スカイプラザオフィス１階

八洋羽田空港貨物 東京都 大田区羽田空港３丁目２番６号ア－クビル１階

蒲田駅北 東京都 大田区蒲田５－１２－７

大田久が原五丁目 東京都 大田区久が原５丁目２番１号

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

大森北 東京都 大田区大森北５丁目１０－２１

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

大田中馬込 東京都 大田区中馬込２－６－３

田園調布二丁目 東京都 大田区田園調布２－４１－１７

銀座三丁目 東京都 中央区銀座３－１１－１９

中央月島三丁目 東京都 中央区月島三丁目１２番４号

新富町駅前 東京都 中央区築地２－３－２

かぶと町永代通り 東京都 中央区日本橋兜町１番１３号先

日本橋人形町三丁目 東京都 中央区日本橋人形町３－４－１５

ヤエチカ 東京都 中央区八重洲二丁目１番八重洲地下街北１号

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

中野沼袋二丁目 東京都 中野区沼袋二丁目３８番１２号

中野駅南 東京都 中野区中野３丁目３４－２９

野方駅北口 東京都 中野区野方６－３－４

秀栄玉川学園南 東京都 町田市玉川学園７丁目４番６号

国領八丁目 東京都 調布市国領町８－１０

調布小島町 東京都 調布市小島町１－３１－９

調布天文台通り 東京都 調布市富士見町４－３２

調布駅北 東京都 調布市布田１丁目２７－３

サンズ東久留米金山町 東京都 東久留米市金山町一丁目２－３

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

日野神明 東京都 日野市神明１丁目１４－８

八王子甲州街道 東京都 八王子市高倉町１－２

西八王子駅北口 東京都 八王子市千人町２丁目２０－６

八王子大楽寺町 東京都 八王子市大楽寺町４８４－１

八王子東中野 東京都 八王子市東中野５６５番１　シーズ１４ミネギシ

板橋加賀二丁目 東京都 板橋区加賀二丁目１番１号

高島平一丁目 東京都 板橋区高島平１－１１－１

三園二丁目 東京都 板橋区三園２－１２－９

四葉二丁目 東京都 板橋区四葉２－１０－４

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

本蓮沼駅前 東京都 板橋区泉町７－５

板橋大谷口 東京都 板橋区大谷口北町９

板橋南ときわ台 東京都 板橋区南常盤台１－３０－８

戸越六丁目 東京都 品川区戸越６－２２－９

ゲートシティ大崎 東京都 品川区大崎１丁目１１番１号

大崎駅西口 東京都 品川区大崎３丁目６番１７号ニュー大崎ビル

東五反田郵便局東 東京都 品川区東五反田１－１８－３

東五反田五丁目 東京都 品川区東五反田５－２８－１１

東五反田桜田通り 東京都 品川区東五反田５丁目２５－１８　ＫＥＣビル

品川シーサイド 東京都 品川区東品川４－１２－６

青物横丁駅北 東京都 品川区南品川２丁目４－７

新馬場サクセス通り 東京都 品川区北品川２－１８－３

府中宮町 東京都 府中市宮町１－２０－１９

府中清水が丘二丁目 東京都 府中市清水が丘二丁目４９番地４

サンズ東府中駅前 東京都 府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル

府中南町 東京都 府中市南町４丁目３０番地７

秀栄白糸台 東京都 府中市白糸台１－２２－９

武蔵村山残堀 東京都 武蔵村山市残堀４丁目５－１

吉祥寺駅南口 東京都 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２

境南町二丁目 東京都 武蔵野市境南町２丁目１０－６

福生志茂 東京都 福生市志茂５８番地２

拝島駅北 東京都 福生市大字熊川１７０３－１１７０４－１

福生多摩橋通り 東京都 福生市大字福生２１５

福生北田園 東京都 福生市北田園１丁目２１－３

文京音羽一丁目 東京都 文京区音羽１丁目１－１

向丘二丁目北 東京都 文京区向丘２丁目２９番１１号

大塚一丁目 東京都 文京区大塚１－５－１８

湯島駅前 東京都 文京区湯島３丁目３５－１１



巣鴨駅前 東京都 豊島区巣鴨３－２８－９桃花源ビル

トモニー東長崎駅 東京都 豊島区長崎５－１－１

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

上十条一丁目 東京都 北区上十条１－１０－６

上中里三丁目 東京都 北区上中里３－６－１２

赤羽二丁目 東京都 北区赤羽２丁目５０－６

赤羽西六丁目 東京都 北区赤羽西６－３－１４

田端駅前 東京都 北区田端六丁目１番１号田端アスカタワ－

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

京島一丁目 東京都 墨田区京島１丁目４７－１７　グランロイヤル曳舟

向島四丁目 東京都 墨田区向島４－８－５

墨田江東橋四丁目 東京都 墨田区江東橋四丁目１９番１号

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

坪田リバーサイド 東京都 墨田区堤通１－１９－１１

八広駅前 東京都 墨田区八広六丁目２６番３号

学芸大学駅南 東京都 目黒区碑文谷６丁目１－２６

立川砂川九番 東京都 立川市幸町４丁目３８番１

西武立川駅南口 東京都 立川市西砂町１丁目２２番３１

トモニー江古田駅 東京都 練馬区旭丘１丁目７８－７

丸萬上井草 東京都 練馬区下石神井４－２０－２９

練馬高松五丁目 東京都 練馬区高松五丁目８番３５号

練馬高野台 東京都 練馬区高野台４丁目１０－８

春日町一丁目 東京都 練馬区春日町１丁目１７番２０

上石神井駅前 東京都 練馬区上石神井１丁目１３－１３

練馬上石神井四丁目 東京都 練馬区上石神井４丁目２番１１号

石神井台二丁目 東京都 練馬区石神井台２丁目３５－３９

関町庚申通り 東京都 練馬区石神井台７丁目２７番１４

氷川台 東京都 練馬区早宮１－１－１６

早宮四丁目 東京都 練馬区早宮４丁目－１－１

大泉学園通り 東京都 練馬区大泉学園町６－１－４１

朝霞駐屯地 東京都 練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内

練馬東大泉四丁目 東京都 練馬区東大泉４丁目９番１０号

練馬平和台二丁目 東京都 練馬区平和台２丁目４７番４号

練馬北町二丁目 東京都 練馬区北町２丁目２２－１２

練馬駅西口 東京都 練馬区練馬１丁目１５－１

トモニー練馬駅 東京都 練馬区練馬１丁目３－５

店舗名称 住所

綾瀬小園西 神奈川県 綾瀬市小園１４０１－１

東海大学伊勢原キャンパス 神奈川県 伊勢原市下糟屋１４３望星モール内

たかはし吉井 神奈川県 横須賀市吉井３－１３－９

湘南港が丘 神奈川県 横須賀市港が丘１－１

今宿西町 神奈川県 横浜市旭区今宿西町１９２－１

横浜上白根 神奈川県 横浜市旭区上白根二丁目４番１２号

三ツ境駅東 神奈川県 横浜市旭区東希望が丘２２３

横浜希望ヶ丘 神奈川県 横浜市旭区南希望が丘６７

二俣川南口 神奈川県 横浜市旭区二俣川２丁目２２

横浜公田町 神奈川県 横浜市栄区公田町１６３８番地４８

栄スポーツセンター 神奈川県 横浜市栄区公田町５０６－５

金沢八景駅前 神奈川県 横浜市金沢区瀬戸１７番１２号

戸塚下倉田町 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

サンズ東戸塚駅西口 神奈川県 横浜市戸塚区川上町８５－１

港南台七丁目 神奈川県 横浜市港南区港南台７丁目９番５

横浜綱島東 神奈川県 横浜市港北区綱島東２丁目６－４０

スリーウェル新横浜 神奈川県 横浜市港北区新横浜１－２４－３

日吉六丁目 神奈川県 横浜市港北区日吉６－１１－３３

鶴屋町郵便局前 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町２丁目１６－６

東神奈川東口 神奈川県 横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

横浜片倉町 神奈川県 横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

瀬谷阿久和西四丁目 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１

瀬谷卸本町 神奈川県 横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９

三ツ境駅南口 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境８－４

瀬谷駅北口 神奈川県 横浜市瀬谷区中央１－６　第５白鳳ビル１Ｆ

瀬谷中央 神奈川県 横浜市瀬谷区中央７番地３５

横浜町田マルハン 神奈川県 横浜市瀬谷区目黒町３３番５

ファミマＭＭセンタービル 神奈川県 横浜市西区みなとみらい３－６－１

横浜戸部七丁目 神奈川県 横浜市西区戸部町７－２２１－１１クリオ横浜セントラルマークス１階

横浜高島町 神奈川県 横浜市西区高島２－６－３８

横浜南幸 神奈川県 横浜市西区南幸２丁目６－３　庄司横浜南幸ビル

横浜楠町 神奈川県 横浜市西区楠町１１－２

市が尾駅前 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－１０

神奈川県



スリーウェル新石川二丁目 神奈川県 横浜市青葉区新石川二丁目４番地１７

藤が丘駅東 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２

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

いずみ中央駅前 神奈川県 横浜市泉区和泉中央南５－４－１

和田屋松影町 神奈川県 横浜市中区松影町１丁目３－７

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

生麦 神奈川県 横浜市鶴見区生麦３－２－２１

三ツ池公園口 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾２－８－９

センター北駅前 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ

都筑北山田 神奈川県 横浜市都筑区北山田２－１－１

和田屋万世町 神奈川県 横浜市南区万世町１－７

シティテラス横濱和田町 神奈川県 横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－１８

横浜国立大学東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰沢町３１０番１

横浜鴨居駅前 神奈川県 横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号

十日市場 神奈川県 横浜市緑区十日市場町８４７－１１

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

横浜中山町 神奈川県 横浜市緑区中山一丁目９番６号

港北ＰＡ下り 神奈川県 横浜市緑区北八朔町２１６０

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

大船駅東口 神奈川県 鎌倉市大船１ー１０ー１８

厚木旭町一丁目 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 神奈川県 厚木市旭町２－１－１４

厚木及川 神奈川県 厚木市及川二丁目２３番１８

厚木もとちょう 神奈川県 厚木市元町３－２５

厚木長谷 神奈川県 厚木市長谷２９２－１

厚木長谷南 神奈川県 厚木市長谷６番３４

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

寒川倉見東 神奈川県 高座郡寒川町倉見２１１９－２

座間相模が丘二丁目 神奈川県 座間市相模が丘２－３０－１３

座間入谷西 神奈川県 座間市入谷西一丁目９－９

おかべ荻窪 神奈川県 小田原市荻窪５８８－１

鴨宮巡礼街道 神奈川県 小田原市鴨宮３４５－８

小田原中村原 神奈川県 小田原市中村原３９８－１

小田原中町 神奈川県 小田原市中町３－１１－２５

秦野南矢名 神奈川県 秦野市南矢名２２８８番地の１

ますや古市場 神奈川県 川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

矢向駅西 神奈川県 川崎市幸区塚越３丁目４０３番６

溝の口栄橋 神奈川県 川崎市高津区溝口２丁目６番３０号

武蔵新城駅西 神奈川県 川崎市高津区末長４丁目２６－４４

観音二丁目 神奈川県 川崎市川崎区観音２丁目１番１４号

なわてや八丁畷 神奈川県 川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

川崎田町 神奈川県 川崎市川崎区田町一丁目３－１２

東扇島１７番地 神奈川県 川崎市川崎区東扇島１７番地６

川崎東門前 神奈川県 川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

衣屋読売ランド駅前 神奈川県 川崎市多摩区西生田３－９－２５

登戸中央 神奈川県 川崎市多摩区登戸４４５

武蔵小杉Ｔプレイス 神奈川県 川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１

武蔵小杉駅北口 神奈川県 川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０

上丸子天神町 神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町４５－２

武蔵新城南口 神奈川県 川崎市中原区新城１－２－２４

木月三丁目 神奈川県 川崎市中原区木月３丁目１７－１５　クリフトンコート

川崎東百合丘 神奈川県 川崎市麻生区東百合丘３丁目１２番１３号

松が丘二丁目 神奈川県 相模原市中央区松が丘２－２６－９

相模原中央五丁目 神奈川県 相模原市中央区中央５－８－３

相模原マルハン 神奈川県 相模原市中央区田名３４４９番１

相武台三丁目 神奈川県 相模原市南区相武台３丁目２１－３９

相模原公園入口 神奈川県 相模原市南区麻溝台７１２－１

橋本五丁目 神奈川県 相模原市緑区橋本五丁目６－１８

相模原東原宿 神奈川県 相模原市緑区原宿１丁目３－１１

相模原若柳 神奈川県 相模原市緑区若柳１４１３番７

開成宮台 神奈川県 足柄上郡開成町宮台２４３－１

大和深見西２４６ 神奈川県 大和市深見西六丁目１－２

湘南台二丁目 神奈川県 藤沢市湘南台２丁目１２番１号

藤沢藤が岡 神奈川県 藤沢市藤が岡１－１１－４

本藤沢六丁目 神奈川県 藤沢市本藤沢６－１３－１１

南足柄和田河原南 神奈川県 南足柄市和田河原１３１７番１

平塚駅北口 神奈川県 平塚市紅谷町４－３

平塚山下 神奈川県 平塚市山下１４－１
新潟県



店舗名称 住所

燕井土巻 新潟県 燕市井土巻３丁目１１１番地

燕下粟生津 新潟県 燕市下粟生津字横町３０３６番地３

燕吉田本所 新潟県 燕市吉田本所１１７番地４

燕笈ケ島南 新潟県 燕市笈ケ島字一ノ山８５６番地１

燕三条 新潟県 燕市小高７０５１番地

燕物流センター 新潟県 燕市杉名９２１番地１

燕大曲 新潟県 燕市大曲３６３８番１

燕中川 新潟県 燕市中川３５１番１

加茂下条 新潟県 加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１

見附元町 新潟県 見附市元町二丁目３番１号

五泉木越 新潟県 五泉市木越１８９７番地３

三条新保 新潟県 三条市新保字橋元３３４

三条千把野 新潟県 三条市千把野新田７４－１

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

亀田大月 新潟県 新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新津車場 新潟県 新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号

新津善道町 新潟県 新潟市秋葉区善道町２丁目７番２２号

新潟巻インター 新潟県 新潟市西蒲区漆山７９０３番地１

新潟紫竹山 新潟県 新潟市中央区紫竹山六丁目３番１号

新潟女池神明 新潟県 新潟市中央区女池神明３丁目６－８

上大川前通 新潟県 新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１

新潟鐙西 新潟県 新潟市中央区鐙西２丁目３５－３３

新潟錦町 新潟県 新潟市東区錦町５番６８号

新潟寺山二丁目 新潟県 新潟市東区寺山二丁目２１－２

新潟中木戸 新潟県 新潟市東区中木戸３１９番４

新潟中野山五丁目 新潟県 新潟市東区中野山五丁目２１－１０

新潟中野山 新潟県 新潟市東区中野山六丁目１番１号

新潟濁川 新潟県 新潟市北区濁川４２７番地１

弥彦温泉前 新潟県 西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地

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

ＪＡ津南町上郷 新潟県 中魚沼郡津南町大字上郷子種新田１４番地１

長岡中沢町 新潟県 長岡市沖田三丁目８２番地

長岡高見町 新潟県 長岡市高見町３００７番地１

長岡曙 新潟県 長岡市曙２－４－１７

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

長岡来迎寺 新潟県 長岡市来迎寺３８３４番

長岡蓮潟 新潟県 長岡市蓮潟三丁目１２番２０号

六日町駅東 新潟県 南魚沼市六日町７５番地７

Ａコープ麓 新潟県 南魚沼市麓１０８番地４

柏崎松波 新潟県 柏崎市松波四丁目１番６９号

柏崎総合医療センター 新潟県 柏崎市北半田２丁目１１－３

店舗名称 住所

南アルプス小笠原 山梨県 南アルプス市小笠原３４４－１

船津登山道 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津７４４０－２

店舗名称 住所

穂高有明 長野県 安曇野市穂高有明３番地１

安曇野吉野 長野県 安曇野市豊科４２０４番１

安曇野下鳥羽 長野県 安曇野市豊科８７７番２

梓川ＳＡ上り 長野県 安曇野市豊科高家９６１－１外

安曇野明科 長野県 安曇野市明科中川手３５２１番地１

ＪＡいな 長野県 伊那市荒井３６７０－１

伊那西町 長野県 伊那市西町５０８８番地２

塩尻吉田 長野県 塩尻市大字広丘吉田１０８７

塩尻広丘 長野県 塩尻市大字広丘原新田９１－５

塩尻宗賀 長野県 塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

信州阿南 長野県 下伊那郡阿南町西條７４８番地１

下市田郵便局前 長野県 下伊那郡高森町下市田１４５９番地１

高森下市田 長野県 下伊那郡高森町下市田６７８番１

茅野神之原西 長野県 茅野市玉川２２９６番地６

駒ヶ根アクセス 長野県 駒ヶ根市上穂北２６番２号

駒ケ岳ＳＡ上り 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 長野県 駒ヶ根市飯坂１丁目４番２号

信州青木村 長野県 小県郡青木村当郷１３４

松本駅東口 長野県 松本市深志一丁目２番３１号

松本神田 長野県 松本市神田二丁目１番２号

松本島高松 長野県 松本市大字島内１８５８番地６

松本和田東沖 長野県 松本市大字和田字東沖１８５４番地３

松本伊勢町 長野県 松本市中央１丁目１０番１２号

山梨県

長野県



松本波田 長野県 松本市波田９８８０番４

松本平田西 長野県 松本市野溝東１丁目１６番８号

松本木工団地 長野県 松本市野溝木工１丁目５－３

ＪＡ小野たのめ 長野県 上伊那郡辰野町大字小野１２９０－３０

ＪＡ中川 長野県 上伊那郡中川村片桐３９９６番地１

小布施中松 長野県 上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６

上田上丸子 長野県 上田市上丸子１４６２番地８

上田神畑 長野県 上田市神畑２４８－１

上田塩田 長野県 上田市本郷６３５番

信州坂城 長野県 埴科郡坂城町大字坂城６７６０

諏訪南インター 長野県 諏訪郡富士見町富士見２６４－６

上諏訪駅前 長野県 諏訪市諏訪一丁目２番４号

須坂相之島 長野県 須坂市大字相之島５２８番地１

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

千曲上徳間 長野県 千曲市大字上徳間２５８番１

ＪＡ大北ええっこの里 長野県 大町市常盤６３６７番　３０

大町常盤 長野県 大町市大字常盤３５６０番地５

大町合庁前 長野県 大町市大字大町１０８６番地２

長野伊勢宮 長野県 長野市伊勢宮２－２４－２５

長野吉田 長野県 長野市吉田１丁目６－１３

長野高田 長野県 長野市大字高田９６１番地１

長野大町 長野県 長野市大字大町５９４番地７

長野大豆島 長野県 長野市大字大豆島５２７６－２

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

新山形グリンロード 長野県 東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１

飯田松尾新井 長野県 飯田市松尾新井６７５５－１

飯田松尾 長野県 飯田市松尾明７７５５番地３

ＪＡ大北あづみ病院 長野県 北安曇郡池田町大字池田３２０７番地１



店舗名称 住所

朝日道下 富山県 下新川郡朝日町道下１００８番地

高岡卸売市場前 富山県 高岡市下黒田８０３番地１

高岡金屋町 富山県 高岡市金屋町１０番１号

高岡醍醐 富山県 高岡市醍醐１３１９番地１

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

小矢部西中 富山県 小矢部市西中１９６番地１６

小矢部川ＳＡ上り 富山県 小矢部市浅地字浄土寺１７１番３

砺波新富町 富山県 砺波市新富町５番３９号

南砺井波 富山県 南砺市井波字矢間堂８８５番地１５

南砺福野 富山県 南砺市焼野４９

福野二日町 富山県 南砺市二日町字中島４３０番地

ファミリーブックス福光 富山県 南砺市福光３７３番地１

富山黒瀬北町 富山県 富山市黒瀬北町２丁目１０－３

富山鍋田 富山県 富山市鍋田１８番１５号

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

加賀インター前 石川県 加賀市熊坂町オ２２０番地

加賀箱宮町 石川県 加賀市箱宮町ム１３８番地

内灘向粟崎 石川県 河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

金沢高柳 石川県 金沢市高柳町二字１０番１

金沢諸江町 石川県 金沢市諸江町下丁４６番１

金沢松村 石川県 金沢市松村３－５４３

金沢上堤町 石川県 金沢市上堤町１－１５ＪＲＥ金沢上堤町ビル１Ｆ

金沢泉本町 石川県 金沢市泉本町５丁目３番地

金沢増泉三丁目 石川県 金沢市増泉３丁目１５番１９号

金沢片町 石川県 金沢市片町二丁目２番１５号　北國ビルディング１Ｆ

七尾和倉 石川県 七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾千野 石川県 七尾市千野町二部３６番地

七尾田鶴浜 石川県 七尾市田鶴浜町り７４番地２

珠洲宝立町 石川県 珠洲市宝立町金峰寺未字１４番地１

小松村松 石川県 小松市村松町甲９２番地１

川北町役場前 石川県 能美郡川北町字壱ツ屋１７２番地３

能登松波 石川県 鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１

能登柳田 石川県 鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地

コメヤ薬局御経塚 石川県 野々市市御経塚３丁目１２８

輪島中央 石川県 輪島市河井町弐参部２２番地２８

輪島宅田 石川県 輪島市宅田町１５７番地

店舗名称 住所

福井大学病院前 福井県 吉田郡永平寺町松岡兼定島３５字８－１

女形谷ＰＡ上り 福井県 坂井市丸岡町女形谷２３字６３番の５

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

敦賀山泉 福井県 敦賀市山泉９号５０７番地

福井文京六丁目 福井県 福井市文京６－１８－８

福井北四ツ居 福井県 福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

福井渕町 福井県 福井市渕４丁目１７０１－１

店舗名称 住所

安八森部 岐阜県 安八郡安八町森部１６６０－１

岐南町三宅 岐阜県 羽島郡岐南町上印食六丁目１４番地　

岐南 岐阜県 羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２

羽島駅みなみ 岐阜県 羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

可児下切北 岐阜県 可児市下切３２９４番地１

海津平田町 岐阜県 海津市平田町三郷６０４番地

各務原大橋 岐阜県 各務原市上中屋町四丁目１９７番地

各務原那加前野 岐阜県 各務原市那加前野町４丁目５０番地

岐阜西柳ヶ瀬 岐阜県 岐阜市金町４丁目２８番地

新岐関大橋 岐阜県 岐阜市溝口中１４１番地１

岐阜正木南 岐阜県 岐阜市正木南１丁目１－７

岐阜新北島 岐阜県 岐阜市北島九丁目８番地４

岐阜又丸 岐阜県 岐阜市又丸柳町１８－２

高鷲インター 岐阜県 郡上市高鷲町大鷲９７０番地

高山桐生町 岐阜県 高山市桐生町５－２２１

国府広瀬 岐阜県 高山市国府町広瀬町１６３８番地１

高山松原 岐阜県 高山市山田町１５２３－１４

高山上岡本町 岐阜県 高山市上岡本町３丁目３２６番地

福井県

岐阜県

中部地方

富山県

石川県



高山しんぐう 岐阜県 高山市新宮町１６２０

高山総和町 岐阜県 高山市総和町２－６０－１

高山総和三丁目 岐阜県 高山市総和町三丁目３５番

瑞浪上野 岐阜県 瑞浪市上野町二丁目１３９番地

瑞浪小田 岐阜県 瑞浪市南小田町一丁目２番地

多治見笠原町東 岐阜県 多治見市笠原町１４５６番地の３

県立多治見病院物販オアシス 岐阜県 多治見市前畑町５丁目１６１番地

多治見宝町 岐阜県 多治見市宝町九丁目２４番地

多治見明和五丁目 岐阜県 多治見市明和町５丁目６８番地の１

大垣丸の内 岐阜県 大垣市丸の内二丁目３４番地

大垣熊野町 岐阜県 大垣市熊野町四丁目５９番地

恵那加子母 岐阜県 中津川市加子母４５３２番地の１１

付知尾ヶ平 岐阜県 中津川市付知町４９５６番地の５５

美濃加茂中富町 岐阜県 美濃加茂市中富町一丁目８番３２号

真正町 岐阜県 本巣市軽海９６９－２

店舗名称 住所

宇佐美桜田 静岡県 伊東市宇佐美桜田１６０２－１２

伊東いっぺき湖 静岡県 静岡県伊東市吉田８２３－３

伊豆長岡南 静岡県 静岡県伊豆の国市長岡１３０１－１

下田白浜 静岡県 静岡県下田市白浜２７３７－１

下田敷根 静岡県 静岡県下田市敷根８４２番

掛川成滝東 静岡県 静岡県掛川市成滝４１１番地の１

掛川大池 静岡県 静岡県掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１

湖西鷲津東 静岡県 静岡県湖西市鷲津１２０１番地１

御殿場川島田南 静岡県 静岡県御殿場市川島田１０５８

御殿場中畑 静岡県 静岡県御殿場市中畑５２８

御殿場二の岡 静岡県 静岡県御殿場市二の岡１丁目９番７号

富士駐屯地 静岡県 静岡県駿東郡小山町須走４８１－２７

沼津あしたか 静岡県 静岡県沼津市東椎路８３２番地の３

焼津水産加工団地口 静岡県 静岡県焼津市惣右衛門９２９番地の１

焼津大覚寺 静岡県 静岡県焼津市大覚寺２丁目１１番地の７

裾野下和田 静岡県 静岡県裾野市下和田字堀向５１８番２

静岡牛妻 静岡県 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１

静岡城東町 静岡県 静岡県静岡市葵区城東町６５－１０

静岡千代一丁目 静岡県 静岡県静岡市葵区千代一丁目８番１５号

静岡東町 静岡県 静岡県静岡市葵区東町２０番地の１０

静岡二番町 静岡県 静岡県静岡市葵区二番町８－１８

静岡玄南通り 静岡県 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

静岡長田 静岡県 静岡県静岡市駿河区丸子新田３８２番１

静岡大谷 静岡県 静岡県静岡市駿河区大谷２丁目１４番５５号

蒲原バイパス 静岡県 静岡県静岡市清水区蒲原５３４２番地の１

興津中町 静岡県 静岡県静岡市清水区興津中町１３７０－１

清水興津駅前 静岡県 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４

袋井国本 静岡県 静岡県袋井市国本２５２４－１

袋井松原 静岡県 静岡県袋井市松原５１５番地

島田岸町 静岡県 静岡県島田市岸町９５６番地３

島田ひがし町 静岡県 静岡県島田市東町４１番地１

藤枝高洲 静岡県 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

藤枝小石川三丁目 静岡県 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝瀬古東 静岡県 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号

藤枝青南町 静岡県 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１

藤枝一丁目 静岡県 静岡県藤枝市藤枝１－４－１３

藤枝与左衛門 静岡県 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２

磐田明ヶ島 静岡県 静岡県磐田市明ヶ島原２２番地７

浜松志都呂 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

浜松大平台三丁目 静岡県 静岡県浜松市西区大平台三丁目１４番５号

浜松城公園前 静岡県 静岡県浜松市中区元目町１１０番２０

浜松西高丘 静岡県 静岡県浜松市中区高丘西三丁目１２番５号

浜松高林四丁目 静岡県 静岡県浜松市中区高林四丁目５番５号

浜松住吉 静岡県 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０

浜松上島五丁目 静岡県 静岡県浜松市中区上島五丁目１０－１６

浜松西神田 静岡県 静岡県浜松市中区神田町５５０番地の１

浜松メガジャンボ／Ｓ 静岡県 静岡県浜松市中区菅原町１０－８

浜松天神町 静岡県 静岡県浜松市中区天神町２番１２号

浜松蜆塚 静岡県 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７

浜松永島 静岡県 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１

浜北内野 静岡県 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

細江西気賀 静岡県 静岡県浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２

浜名湖ＳＡ 静岡県 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１

浜松白昭 静岡県 静岡県浜松市北区大原町４３７番３

富士宮東小泉 静岡県 静岡県富士宮市小泉１８番地の１

白糸の滝 静岡県 静岡県富士宮市上井出３０９－９

静岡県



富士宮東町 静岡県 静岡県富士宮市東町２５番８号

富士宮野中 静岡県 静岡県富士宮市野中８４３－１　８４４－１　９５２－１

富士今泉 静岡県 静岡県富士市今泉八丁目１７番１７号

富士増川新町 静岡県 静岡県富士市増川新町１２７番地

富士大渕 静岡県 静岡県富士市大渕３５７９－４２

富士天間高屋 静岡県 静岡県富士市天間字沢向６００番１

相良海岸 静岡県 静岡県牧之原市波津１６３０－１０８

店舗名称 住所

美和高校前 愛知県 あま市篠田藤東７番２

佐織勝幡 愛知県 愛西市勝幡町駅東２２番地２

東郷山崎 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２

安城ささめ町 愛知県 安城市篠目町竜田８８番８

東刈谷駅北口 愛知県 安城市美園町時ケ堀１番２

一宮西島町 愛知県 一宮市西島町三丁目４５番地

名神一宮インター 愛知県 一宮市丹陽町五日市場本地５６

一宮白旗通 愛知県 一宮市白旗通４－８

稲沢横地 愛知県 稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢松下 愛知県 稲沢市松下二丁目１番３０

岡崎稲熊一丁目 愛知県 岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１

岡崎羽根西新町 愛知県 岡崎市羽根西新町３‐１２

岡崎駅前 愛知県 岡崎市羽根町東荒子４２‐３

岡崎羽根北町 愛知県 岡崎市羽根北町五丁目８番地５

岡崎鴨田広元 愛知県 岡崎市鴨田町字広元１６９番地

岡崎元欠町 愛知県 岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎上里二丁目 愛知県 岡崎市上里二丁目１５番地７

岡崎大門駅前 愛知県 岡崎市大門五丁目１番地１６

岡崎美合新町 愛知県 岡崎市美合新町６番地１１

大塚海岸 愛知県 蒲郡市大塚町勝川１２０番１

蒲郡塩津 愛知県 蒲郡市竹谷町足洗５番地９

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

刈谷高倉町 愛知県 刈谷市高倉町五丁目１０２番地

刈谷上広南 愛知県 刈谷市小垣江町上広１６番地２

刈谷神明町 愛知県 刈谷市神明町７丁目４０３

刈谷青山 愛知県 刈谷市青山町一丁目１５２番地５

刈谷総合運動公園前 愛知県 刈谷市築地町３丁目２０番地２０

刈谷東 愛知県 刈谷市末広町２丁目３－２

刈谷末広 愛知県 刈谷市末広町三丁目１６番地１８

刈谷野田一本木 愛知県 刈谷市野田町一本木２１－４

犬山駅 愛知県 犬山市大字犬山富士見町１４

春日井高山町 愛知県 春日井市高山町２丁目１２－８

高森台 愛知県 春日井市高森台３－１５－５

春日井宮町西 愛知県 春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６

神屋団地口 愛知県 春日井市神屋町字段の上１７４６－１

春日井大手田酉 愛知県 春日井市大手田酉町２丁目３番地の１

朝宮公園前 愛知県 春日井市大手田酉町一丁目１番地６

春日井サンマルシェ 愛知県 春日井市中央台二丁目４番地８

春日井鳥居松三丁目 愛知県 春日井市鳥居松町三丁目８５番地２

如意申町一丁目 愛知県 春日井市如意申町一丁目１０番地１２

小牧上末東 愛知県 小牧市大字上末字東山３５９０－１

常滑桧原 愛知県 常滑市桧原字勇田７４番地１

新城名号 愛知県 新城市名号字袋林１０９番地２

新城有海 愛知県 新城市有海字作神５７番地１

パルティせと 愛知県 瀬戸市栄町４５番地

瀬戸小坂町 愛知県 瀬戸市小坂町８０番地１

瀬戸大坪町 愛知県 瀬戸市上之山町２丁目２－３

瀬戸西山町 愛知県 瀬戸市西山町一丁目４６番地１５

瀬戸北山 愛知県 瀬戸市北山町４６番地の１

西尾下矢田町 愛知県 西尾市下矢田町久多良解３７番地

大府大東町 愛知県 大府市大東町一丁目９１番地１

大府駅東口 愛知県 大府市中央町３丁目６２

大口桜橋 愛知県 丹羽郡大口町秋田１丁目３７０番地２

武豊長宗 愛知県 知多郡武豊町字北長宗１０６番地６

武豊冨貴駅東 愛知県 知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３

佐布里城山下 愛知県 知多市佐布里字脇之田前３２番地９

知多清水が丘 愛知県 知多市清水が丘２丁目９１４番地

知立新林町 愛知県 知立市新林町平草４２番１４

長久手インター 愛知県 長久手市岩作中根原６０番地３

長久手武蔵塚 愛知県 長久手市武蔵塚１４０５番地

長久手南 愛知県 長久手市片平２丁目１０２番地

津島市民病院前 愛知県 津島市橘町３丁目３９－１　２

津島唐臼 愛知県 津島市唐臼町柳原５０番地３

田原赤石 愛知県 田原市赤石四丁目１５番地

愛知県



津知屋横須賀 愛知県 東海市横須賀町一ノ割３－１

東海上野台 愛知県 東海市富木島町東山２７－５

東海名和町 愛知県 東海市名和町東岨５０－１

日進浅田町 愛知県 日進市浅田町東前田３７番地３

半田南本町 愛知県 半田市南本町一丁目２７番地

半田緑ヶ丘 愛知県 半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

豊橋下条東町 愛知県 豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋下地 愛知県 豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋小向 愛知県 豊橋市小向町字西小向１８番地の２

豊橋松葉町 愛知県 豊橋市松葉町１丁目５３

豊橋神野新田町 愛知県 豊橋市神野新田町字ルノ割３９番

豊橋草間町 愛知県 豊橋市草間町字二本松２番１

豊橋中浜 愛知県 豊橋市中浜町４７番地

豊橋柱八番町 愛知県 豊橋市柱八番町４７番地

豊橋朝丘 愛知県 豊橋市朝丘町９１番地

豊橋長瀬町 愛知県 豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

豊橋東脇 愛知県 豊橋市東脇一丁目１３番地の８

豊橋富士見 愛知県 豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９

豊川御津大草 愛知県 豊川市御津町大草上竹８１番１

豊川桜木通 愛知県 豊川市桜木通２－１

豊川小坂井才ノ木 愛知県 豊川市小坂井町才ノ木８６番地１

豊川諏訪二丁目 愛知県 豊川市諏訪２ー５７

豊川末広通 愛知県 豊川市末広通３丁目２３－１

豊田丸山南 愛知県 豊田市丸山町９丁目８１番

豊田高岡本町 愛知県 豊田市高岡本町中部３５０－４

豊田若宮 愛知県 豊田市若宮町４丁目１４番地１

豊田上郷二丁目 愛知県 豊田市上郷町二丁目１６番地１５

明和 愛知県 豊田市明和町２丁目４７－３

豊明阿野町 愛知県 豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

豊明西川町 愛知県 豊明市西川町長田５－１

西春駅 愛知県 北名古屋市九之坪南町１番地

北名古屋片場 愛知県 北名古屋市片場八瀬の木２４

辰巳町 愛知県 名古屋市港区辰巳町４番８号

東海通駅前 愛知県 名古屋市港区東海通３－２２－１

港宝神 愛知県 名古屋市港区宝神５丁目３００３

港築地口 愛知県 名古屋市港区名港一丁目１番２４号

木場 愛知県 名古屋市港区木場町９－５２

吉根住宅前 愛知県 名古屋市守山区青山台６０３番地

名西稲生 愛知県 名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１

星ヶ丘ターミナル 愛知県 名古屋市千種区井上町８０番地

千種向陽 愛知県 名古屋市千種区向陽一丁目３番１号

栄三丁目 愛知県 名古屋市中区栄３丁目３－２８

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

伏見通大須 愛知県 名古屋市中区大須一丁目８番１９号

上前津 愛知県 名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

名古屋大須観音 愛知県 名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

たちばな 愛知県 名古屋市中区富士見町５０６番地１

近鉄名古屋駅地上改札外 愛知県 名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地上改札外

名駅四丁目西 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目４番１８号

名駅南 愛知県 名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号

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

天白池場一丁目 愛知県 名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１

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

三条一丁目 愛知県 名古屋市南区三条一丁目９番１９号

南陽通六丁目 愛知県 名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９

名南白水 愛知県 名古屋市南区白水町１２番地１

熱田伝馬町 愛知県 名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号

熱田切戸町 愛知県 名古屋市熱田区切戸町２丁目５番地

コレクトマーク金山駅前 愛知県 名古屋市熱田区波寄町２４－１４

黒川 愛知県 名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地

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

名東貴船二丁目 愛知県 名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番

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

弥富子宝 愛知県 弥富市子宝二丁目９６番地３

弥富駅前 愛知県 弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１



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

いなべ大安町 三重県 いなべ市大安町門前２４３４番地１１

伊賀青山町 三重県 伊賀市阿保１７９番地１

伊賀上野あかもん 三重県 伊賀市上野丸之内７４番１プラザあかもん１階

伊賀上野桑町 三重県 伊賀市上野桑町１９３３番地

伊賀壬生野インター 三重県 伊賀市西之澤字天道２４７６番地

中瀬インター 三重県 伊賀市西明寺字天王９４０番１

伊賀予野中央 三重県 伊賀市予野字森田前９６７２番地

友生インター 三重県 伊賀市緑ヶ丘南町２３０１番１４

伊勢内宮前 三重県 伊勢市宇治浦田一丁目９－１１

近鉄桑名駅改札外橋上 三重県 桑名市大字東方９７

近鉄四日市駅改札内 三重県 四日市市安島１丁目

近鉄四日市駅南口 三重県 四日市市安島１丁目１－６０

近鉄四日市駅前 三重県 四日市市安島１丁目３１－１

四日市鵜の森 三重県 四日市市九の城町４番２５号

ＥＸＰＡＳＡ御在所上り 三重県 四日市市山之一色町字池の谷口１５６９－２

ＥＸＰＡＳＡ御在所下り 三重県 四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２

志摩鵜方駅西 三重県 志摩市阿児町鵜方４０３５番地

松阪岡本 三重県 松阪市岡本町２１５－３

伊勢中川駅前 三重県 松阪市嬉野中川新町一丁目５２

松阪黒田町 三重県 松阪市黒田町１６５０番地４

松阪小片野 三重県 松阪市小片野町１７７番地１

松阪中部台 三重県 松阪市立野町４５１番地４

大台かわぞえ 三重県 多気郡大台町粟生５５－２

大台三瀬谷 三重県 多気郡大台町佐原５１７番地１

鳥羽松尾町 三重県 鳥羽市松尾町２番地

近鉄津駅改札内橋上 三重県 津市羽所町２４２　近鉄津駅

津久居野村 三重県 津市久居野村町８６０番地１

津栗真中山 三重県 津市栗真中山町１５５－４

榊原温泉口 三重県 津市榊原町６３番地

近鉄津新町駅前 三重県 津市新町１丁目１３番９号

津乙部 三重県 津市大字中河原字城之内２００７

南勢五ヶ所 三重県 度会郡南伊勢町船越２８２６

紀宝バイパス 三重県 南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４

おわせ南インター 三重県 尾鷲市大字南浦１９８０番地１

名張街道南 三重県 名張市西田原字大野田４５０番地

近鉄名張駅 三重県 名張市平尾２９６１

鈴鹿伊船町 三重県 鈴鹿市伊船町２８３８－１７

鈴鹿三宅町 三重県 鈴鹿市三宅町１０番地

鈴鹿寺家 三重県 鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

近鉄鈴鹿市駅 三重県 鈴鹿市神戸１丁目１－１

鈴鹿神戸七丁目 三重県 鈴鹿市神戸７－１６－２２

鈴鹿サーキット前 三重県 鈴鹿市道伯町筧田２０６２番地１

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

鈴鹿林崎町 三重県 鈴鹿市林崎町１０３３－２

店舗名称 住所

栗東下鈎 滋賀県 栗東市下鈎３７番地１

栗東御園 滋賀県 栗東市御園１８１６

湖南岩根 滋賀県 湖南市岩根中央２丁目１０

草津団地前 滋賀県 草津市草津町１９０３番１

大津唐崎 滋賀県 大津市あかね町２７２－２

皇子が丘公園前 滋賀県 大津市山上町６－３６

東近江五個荘 滋賀県 東近江市五個荘川並町６４８番地

彦根小泉 滋賀県 彦根市小泉町３８０番地の１

中主堤 滋賀県 野洲市堤２１４

野洲川橋 滋賀県 野洲市野洲２１４番

店舗名称 住所

亀岡篠町 京都府 亀岡市篠町馬堀広道１３－１

久御山森 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） 京都府 京田辺市興戸南鉾立９７－１

西京極駅前 京都府 京都市右京区西京極　西池田町９－５　西京極駅前ビル

かどの七条 京都府 京都市右京区西京極南方町７０－１

五条新町 京都府 京都市下京区新町通五条下ル蛭子町１０７

京都タワー前 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 京都府 京都市下京区立売中之町８９　ライズビル四条高倉

北白川 京都府 京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

滋賀県

京都府

近畿地方

三重県



渋谷街道音羽 京都府 京都市山科区音羽沢町３８－５

下津林芝ノ宮町 京都府 京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

西京桂坂 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 京都府 京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

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

東郷東山安井 京都府 京都市東山区東大路松原上ル３下弁天町５２

吉祥院這登中町 京都府 京都市南区吉祥院這登中町２４番地

京都駅八条口西 京都府 京都市南区西九条池ノ内町６０番１

久我石原町 京都府 京都市伏見区久我石原町２－５５

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

伏見桃山東 京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５

北山栗栖町 京都府 京都市北区紫竹栗栖町４９番３

北野白梅町 京都府 京都市北区大将軍西町２００番地１

店舗名称 住所

茨木中央通 大阪府 茨木市駅前４－３－２５

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

岸和田土生町 大阪府 岸和田市土生町六丁目２８番１０号

高石加茂三丁目 大阪府 高石市加茂３丁目３番１１号

富木駅前 大阪府 高石市取石二丁目２番１号

高槻宮田町二丁目 大阪府 高槻市宮田町２丁目１３番２５号

高槻大塚町三丁目 大阪府 高槻市大塚町３－２３－７

高槻大塚町 大阪府 高槻市大塚町５－３２－３

高槻塚原一丁目 大阪府 高槻市塚原１丁目２番１９号

南海湊駅前 大阪府 堺市堺区出島町二丁４番９号

京屋長曽根 大阪府 堺市北区長曽根町３００１－３

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

守口竜田通一丁目 大阪府 守口市竜田通１－６－２

松原阿保三丁目 大阪府 松原市阿保三丁目１番１９号

寝屋川初町 大阪府 寝屋川市初町２０－７

グローバルビレッジ津雲台 大阪府 吹田市津雲台五丁目１１－３

摂津三島 大阪府 摂津市三島３－５－１３

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

鶴野四丁目 大阪府 摂津市鶴野４－１２－２１

泉佐野高松東 大阪府 泉佐野市高松東２－２－１３

泉大津板原 大阪府 泉大津市板原町４丁目１１番１号

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

あべのＨｏｏｐ 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０

阪南町五丁目 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

松崎町 大阪府 大阪市阿倍野区松崎町３丁目１４番１２号

関目高殿駅西 大阪府 大阪市旭区高殿４－２１－２０

此花島屋 大阪府 大阪市此花区島屋２－１０－３

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

ＭＹＳ新北島 大阪府 大阪市住之江区新北島５－３－４

ＭＹＳ西住之江二丁目 大阪府 大阪市住之江区西住之江２－８－１９

今福西四丁目 大阪府 大阪市城東区今福西４－１－１

深江橋駅東 大阪府 大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

城東中央二丁目 大阪府 大阪市城東区中央二丁目８番１５号

新今里三丁目 大阪府 大阪市生野区新今里三丁目１４番１号

本町駅西 大阪府 大阪市西区阿波座１丁目７－１２

九条駅南 大阪府 大阪市西区九条南３－１－１８

四ツ橋北 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

Ｋ２土佐堀一丁目 大阪府 大阪市西区土佐堀１丁目３－７　肥後橋シミズビル

岸里東二丁目 大阪府 大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前 大阪府 大阪市西成区山王１丁目１７－６

西成松二丁目 大阪府 大阪市西成区松２－８－２６

西成松 大阪府 大阪市西成区松３－１－１

南開 大阪府 大阪市西成区南開１－１－１１

南津守五丁目 大阪府 大阪市西成区南津守５丁目５－１１

北津守三丁目 大阪府 大阪市西成区北津守３丁目１－４３

姫里一丁目 大阪府 大阪市西淀川区姫里１－１７－１６

大正駅北 大阪府 大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０

泉尾三丁目 大阪府 大阪市大正区泉尾３丁目２－１

心斎橋清水通 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋１丁目４－１０

アメ村西心斎橋 大阪府 大阪市中央区西心斎橋２－１７－３

谷町三丁目 大阪府 大阪市中央区谷町３－６－７

大阪府



天王寺駅北口 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口 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

高倉町二丁目 大阪府 大阪市都島区高倉町２－５－１

京橋片町口 大阪府 大阪市都島区東野田２－２－１０

薬ヒグチＪＲ京橋駅東 大阪府 大阪市都島区東野田町３丁目４－２０

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

桑津一丁目 大阪府 大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

今川三丁目 大阪府 大阪市東住吉区今川３丁目７－１７

ハロードラッグ矢田駅前 大阪府 大阪市東住吉区照ケ丘矢田３丁目４－３３

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

鶴橋 大阪府 大阪市東成区東小橋３－１６－１

上新庄駅南 大阪府 大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３

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

ＪＲ天満駅前 大阪府 大阪市北区錦町３－１２

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

ディアモールマーケットＳＴ 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

浪花町 大阪府 大阪市北区浪花町１３－１０

阪急南方駅前 大阪府 大阪市淀川区西中島３－１５－１１

東三国六丁目 大阪府 大阪市淀川区東三国６－１１－８

戎本町 大阪府 大阪市浪速区戎本町１－６－２３

東大阪横枕西 大阪府 東大阪市横枕西１１番３８号

薬ヒグチ岩田南 大阪府 東大阪市岩田町３丁目１０－１５

近鉄若江岩田駅 大阪府 東大阪市岩田町４丁目４５０番５

東大阪西堤学園町 大阪府 東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号

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

八尾旭ヶ丘 大阪府 八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地

八尾太田新町 大阪府 八尾市太田新町１－３４３

枚方公園駅前 大阪府 枚方市伊加賀東町２－３７

枚方西禁野 大阪府 枚方市西禁野一丁目２－１

枚方大峰元町 大阪府 枚方市大峰元町１丁目３４－２０

枚方長尾家具町 大阪府 枚方市長尾家具町３丁目９番地の５

ＪＲ長尾駅前 大阪府 枚方市長尾元町５－２０－２１

枚方藤阪元町 大阪府 枚方市藤阪元町１丁目１番１６号

門真大橋 大阪府 門真市桑才町１８－２４

門真新橋 大阪府 門真市新橋町５－５

和泉箕形町二丁目 大阪府 和泉市箕形町二丁目１番１５号

店舗名称 住所

伊丹瑞原 兵庫県 伊丹市瑞原３丁目５７番

高砂伊保 兵庫県 高砂市伊保四丁目３８２

荒井町千鳥 兵庫県 高砂市荒井町千鳥三丁目３番１１号

三田カルチャータウン 兵庫県 三田市学園４丁目１

都志 兵庫県 洲本市五色町都志２４７番地

神戸垂水塩屋 兵庫県 神戸市垂水区塩屋町８丁目８番５３号

神戸垂水星陵台 兵庫県 神戸市垂水区星陵台４丁目３番４０号

西舞子 兵庫県 神戸市垂水区西舞子二丁目１－６５

兵庫県警察本部 兵庫県 神戸市中央区下山手通５丁目４－１

神戸橘通 兵庫県 神戸市中央区橘通４－２－９

みなと元町駅前 兵庫県 神戸市中央区元町通５丁目１－１

吾妻通 兵庫県 神戸市中央区吾妻通２丁目２－２

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

三宮センイ街 兵庫県 神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

高速長田駅前 兵庫県 神戸市長田区四番町８丁目３　長田セントラルビル１階

新長田駅北 兵庫県 神戸市長田区松野通一丁目５番１４号

神戸新開地 兵庫県 神戸市兵庫区福原町３番１７号

神戸南五葉 兵庫県 神戸市北区南五葉２丁目１番１号

柏原南多田 兵庫県 丹波市柏原町柏原２６７２－１

淡路岩屋 兵庫県 淡路市岩屋字松帆１７３０－３

尼崎常松 兵庫県 尼崎市常松一丁目６－１３

尼崎大庄北 兵庫県 尼崎市大庄北二丁目１７番１３号

ＪＲ尼崎駅北 兵庫県 尼崎市潮江一丁目２番１号

尼崎末広インター 兵庫県 尼崎市末広町一丁目８番７

ＪＲ姫路駅前 兵庫県 姫路市駅前町２４１

姫路手柄 兵庫県 姫路市手柄１丁目１５５

姫路豊富甲丘 兵庫県 姫路市豊富町甲丘３丁目１６９３－１

城崎来日 兵庫県 豊岡市城崎町来日２２１番地１

店舗名称 住所

橿原五条野 奈良県 橿原市五条野町４２１番地の１

みみなし駅前 奈良県 橿原市石原田町２７７番地の１１

花吉野ガーデンヒルズ 奈良県 吉野郡大淀町福神１－１２５

兵庫県

奈良県



五條今井 奈良県 五條市今井５－１－１８

五條病院前 奈良県 五條市野原西６丁目３番１１号

近鉄五位堂駅改札外橋上 奈良県 香芝市瓦口２６８

近鉄桜井駅前 奈良県 桜井市桜井１９０－２

ＪＲ大和小泉駅前 奈良県 大和郡山市小泉町東三丁目１番地１

近鉄筒井駅前 奈良県 大和郡山市筒井町６３５番地１

北郡山 奈良県 大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

近鉄大和高田駅前 奈良県 大和高田市北本町１４－４

天理勾田町 奈良県 天理市勾田町８０－１

エムズドラッグ学園大和 奈良県 奈良市学園大和町６丁目１５４２－４４

奈良県コンベンションセンター 奈良県 奈良市三条大路１丁目６９１－１

奈良三条檜町 奈良県 奈良市三条桧町６３５番地５

針テラス 奈良県 奈良市針町３４５

奈良中町 奈良県 奈良市中町２５７１番地の３

中登美ヶ丘六丁目 奈良県 奈良市中登美ヶ丘６丁目

都祁白石 奈良県 奈良市都祁白石町２８８１番地の１

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

店舗名称 住所

岩出川尻 和歌山県 岩出市川尻１７３番１

打田上野 和歌山県 紀の川市打田１３５５－１

打田豊田 和歌山県 紀の川市豊田３２番４号

橋本東インター前 和歌山県 橋本市隅田町垂井６３０番

新宮庁舎前 和歌山県 新宮市緑ヶ丘三丁目３番４号

和歌山県



店舗名称 住所

倉吉駅前通り 鳥取県 倉吉市山根６２０番１

倉吉清谷 鳥取県 倉吉市清谷町２丁目４７番地

皆生温泉入口 鳥取県 米子市皆生温泉二丁目４番１１号

米子旗ヶ崎 鳥取県 米子市旗ヶ崎３丁目２－１３

米子卸団地 鳥取県 米子市両三柳２３６０番地４

米子糀町 鳥取県 米子市糀町１丁目１６３番１

店舗名称 住所

ＪＡいずも稲岡 島根県 出雲市稲岡町３４７－２

島根大学医学部附属病院 島根県 出雲市塩冶町８９番地１

ＪＡいずも湖陵 島根県 出雲市湖陵町差海７１０－１

斐川直江 島根県 出雲市斐川町直江４９１１番地

浜山公園入口 島根県 出雲市浜町５０５番地３

松江黒田町 島根県 松江市黒田町４６８番地１

道の駅本庄 島根県 松江市野原町４０１－８

店舗名称 住所

原尾島一丁目 岡山県 岡山市中区原尾島一丁目１番６号

岡山国府市場 岡山県 岡山市中区国府市場４１番地１

岡山倉富 岡山県 岡山市中区倉富３６７－１０

岡山平井七丁目 岡山県 岡山市中区平井七丁目１９番１号

瀬戸観音寺 岡山県 岡山市東区瀬戸町観音寺２４４－１

岡山政津 岡山県 岡山市東区政津８９７番地の２

福成二丁目 岡山県 岡山市南区福成二丁目２１番２２号

岡山下足守 岡山県 岡山市北区下足守１９２１－５

御津矢原 岡山県 岡山市北区御津矢原２８２番１

岡山東島田 岡山県 岡山市北区東島田町１－７－１７

岡山柳町 岡山県 岡山市北区柳町一丁目６番１号

長船服部 岡山県 瀬戸内市長船町服部２７２番地２

倉敷笹沖 岡山県 倉敷市笹沖８－６

倉敷片島 岡山県 倉敷市片島町９７１番地１

倉敷林 岡山県 倉敷市林３５２－１

津山国分寺 岡山県 津山市国分寺８０番地１

店舗名称 住所

呉川尻 広島県 呉市川尻町西二丁目２番１０号

八木二丁目 広島県 広島市安佐南区八木二丁目１９番５２号

緑井三丁目 広島県 広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７

南観音町 広島県 広島市西区南観音町２０－１

広島河原町 広島県 広島市中区河原町３番２４号

吉島西一丁目 広島県 広島市中区吉島西１丁目２２番６号

小町 広島県 広島市中区小町１－２０

西十日市 広島県 広島市中区西十日市町８－３

広島曙二丁目 広島県 広島市東区曙２丁目８－２１

皆実町六丁目 広島県 広島市南区皆実町６－１５－７

三原宮沖 広島県 三原市宮沖町２丁目６番２１号

本郷町南方 広島県 三原市南方三丁目３番１号

黒瀬兼広 広島県 東広島市黒瀬町兼広８６０‐１

啓文社　廿日市 広島県 廿日市市佐方本町７－１

府中目崎 広島県 府中市目崎町３１２番地２

福山駅家町 広島県 福山市駅家町万能倉９０７番地６

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

福山佐波町 広島県 福山市佐波町１２９番１

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 広島県 福山市三吉町五丁目１番５号

福山春日町 広島県 福山市春日町７－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県 福山市松永町６丁目８－１８

福山松浜町 広島県 福山市松浜町三丁目８番４６号

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

東陽台二丁目 広島県 福山市東陽台二丁目１８番３号

店舗名称 住所

下関彦島 山口県 下関市彦島西山町２丁目１番１５号

玖珂インター 山口県 岩国市玖珂町字市成５１５７番２

岩国三笠町 山口県 岩国市三笠町二丁目２番５０号

南岩国町四丁目 山口県 岩国市南岩国町四丁目６４番８号

岩国麻里布 山口県 岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

光中央二丁目 山口県 光市中央二丁目５番２４号

中国・四国地方

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県



山口葵二丁目 山口県 山口市葵２丁目６番８号

山口佐山 山口県 山口市深溝１５７番５

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

大内矢田 山口県 山口市大内矢田南三丁目１番１６号

防府自力町 山口県 防府市自力町１１番５号

防府新田 山口県 防府市大字新田１６２８番３

ブリヂストン防府 山口県 防府市浜方１００

柳井新庄 山口県 柳井市柳井４８３９－１

店舗名称 住所

阿南津乃峰 徳島県 阿南市津乃峰町長浜１０７－２

徳島国府町 徳島県 徳島市国府町府中字市ノ窪５８８－５

庄町三丁目 徳島県 徳島市庄町３－３０－１

板野町川端 徳島県 板野郡板野町川端字手崎４３番１

藍住インター 徳島県 板野郡藍住町徳命字前須西１２８

脇町拝原 徳島県 美馬市脇町字拝原２０３１番

店舗名称 住所

さぬき志度 香川県 さぬき市志度正面２２１４番地７１

津田の松原ＳＡ下り 香川県 さぬき市津田町鶴羽９３９－１

観音寺中田井 香川県 観音寺市中田井町６９０－１

高松桜町 香川県 高松市桜町１丁目９－１５

高松鶴市町 香川県 高松市鶴市町５１９－１

中央インター南 香川県 高松市林町２０２９－１

三野町 香川県 三豊市三野町吉津甲６０７－１

三野町大見 香川県 三豊市三野町大見甲３８４９番地１

東かがわ中筋 香川県 東かがわ市中筋２０－２

店舗名称 住所

伊予農高通り 愛媛県 伊予市下吾川１１１８番地１

宇和島吉田魚棚 愛媛県 宇和島市吉田町魚棚２０番地２

宇和島本町追手 愛媛県 宇和島市本町追手１丁目３番１５号

今治阿方 愛媛県 今治市阿方甲３０６番地１

今治郷本町 愛媛県 今治市郷本町二丁目５８６番５　他１３筆

今治国分 愛媛県 今治市国分二丁目甲２３７番２

今治朝倉 愛媛県 今治市山口甲２８２

今治大新田 愛媛県 今治市大新田町４丁目１番８号

今治別宮町四丁目 愛媛県 今治市別宮町四丁目５番２０

愛媛県庁前 愛媛県 松山市一番町４－１－１１

祝谷 愛媛県 松山市祝谷二丁目４－７

松山西石井 愛媛県 松山市西石井５丁目２０３－１

鷹子駅北 愛媛県 松山市鷹子町５５２番２

松山高岡 愛媛県 松山市南斎院町１４３８番地２

三津屋南 愛媛県 西条市三津屋南５－４７

西条小松新屋敷 愛媛県 西条市小松町新屋敷甲４９９番地

西条丹原徳能 愛媛県 西条市丹原町徳能出作１０７番

東温市役所前 愛媛県 東温市見奈良５２０番地２

愛南町南レク前 愛媛県 南宇和郡愛南町御荘平城６６３

店舗名称 住所

高知旭天神町 高知県 高知市旭天神町５８番地１

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

高知十津 高知県 高知市十津二丁目２－１

高知帯屋町 高知県 高知市帯屋町一丁目９番１２号

宿毛小深浦 高知県 宿毛市小深浦３８９－２

徳島県

香川県

愛媛県

高知県



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

嘉麻平 福岡県 嘉麻市平１６３２番地１

久留米東合川２丁目 福岡県 久留米市東合川２丁目６－８

糸島長糸 福岡県 糸島市川付１０１３－１

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

福岡志免 福岡県 糟屋郡志免町志免３丁目１４－１

ドラッグイレブン志免 福岡県 糟屋郡志免町南里４－１３－１

須恵佐谷 福岡県 糟屋郡須惠町大字佐谷１０４６－３

大川北古賀 福岡県 大川市三丸字西佛園４７３－１

大野城仲畑三丁目 福岡県 大野城市仲畑３丁目１１－２４

那珂川ミリカ北 福岡県 那珂川市仲１丁目２０番地

飯塚秋松 福岡県 飯塚市秋松字下甫３０５番１

飯塚庄司 福岡県 飯塚市中１１１０番１

七隈四ツ角 福岡県 福岡市城南区七隈８丁目１３－１６

福岡拾六町 福岡県 福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

福岡小戸四丁目 福岡県 福岡市西区小戸４丁目２－３５

福岡原八丁目 福岡県 福岡市早良区原八丁目１番１６号

今泉一丁目 福岡県 福岡市中央区今泉１丁目１３－９

警固公園前 福岡県 福岡市中央区天神２丁目３－３６

福岡天神 福岡県 福岡市中央区天神３丁目３－５

福岡天神駅通り 福岡県 福岡市中央区天神二丁目１０番２０号　新天閣ビル１Ｆ

福岡薬院 福岡県 福岡市中央区薬院一丁目１２番２７号

福岡流通センター 福岡県 福岡市東区多の津４丁目５番５号

清水三丁目 福岡県 福岡市南区清水三丁目２－１０

博多金の隈３丁目 福岡県 福岡市博多区金の隈３丁目９－２

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

博多駅前３丁目 福岡県 福岡市博多区博多駅前３丁目２５－２１

博多グリーンホテル 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街４－３２

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

博多美野島３丁目 福岡県 福岡市博多区美野島３丁目１番８０号

戸畑中原東２丁目 福岡県 北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５

戸畑明治町 福岡県 北九州市戸畑区明治町６番４号

小倉熊本 福岡県 北九州市小倉北区熊本３丁目１－１

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

八幡メディアパーク 福岡県 北九州市八幡東区東田１丁目１番３号

門司大里本町 福岡県 北九州市門司区大里本町３丁目２－２８

店舗名称 住所

嬉野温泉 佐賀県 嬉野市嬉野町　大字下宿乙５５２

佐賀多布施 佐賀県 佐賀市多布施二丁目４番１６号

佐賀富士 佐賀県 佐賀市富士町大字下熊川字原田６５番１

佐賀兵庫瓦町 佐賀県 佐賀市兵庫町瓦町４１３番７

基山小倉 佐賀県 三養基郡基山町大字小倉１４７番

基山長野 佐賀県 三養基郡基山町長野１０４５－１

鹿島能古見 佐賀県 鹿島市大字納富分１０７０－２

神埼日の隈 佐賀県 神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

鳥栖藤木町 佐賀県 鳥栖市藤木町２４４９番地

鳥栖弥生が丘 佐賀県 鳥栖市弥生が丘２丁目１７番地

東唐津 佐賀県 唐津市東唐津４－９－２０

店舗名称 住所

壱岐芦辺 長崎県 壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８番地１

壱岐郷ノ浦東 長崎県 壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

やなぎや御厨 長崎県 松浦市御厨町里免４６４－５

大村岩松町 長崎県 大村市岩松町９４１－３

長崎医療センター 長崎県 大村市久原２－１００１－１

大村杭出津一丁目 長崎県 大村市杭出津１丁目５１８－１

大村小路口町 長崎県 大村市小路口町２４４－５

大村松原本町 長崎県 大村市松原本町４８６番１

長崎かき道 長崎県 長崎市かき道１丁目３７－１

長崎樺島町 長崎県 長崎市樺島町１番７

長崎恵美須町 長崎県 長崎市恵美須町２－５

長崎稲佐 長崎県 長崎市光町１６番１０号

長崎小江原 長崎県 長崎市小江原５－１０－３

佐賀県

長崎県

九州・沖縄地方

福岡県



片淵 長崎県 長崎市片淵２丁目１２－９

島原街道森山町 長崎県 諫早市森山町本村６５５－１

店舗名称 住所

阿蘇高森 熊本県 阿蘇郡高森町高森１９８８番１

宇城きらら２丁目 熊本県 宇城市松橋町きらら２丁目５－１

宇城豊福 熊本県 宇城市松橋町豊福５１７番１

宇土浦田町 熊本県 宇土市浦田町２８－２

熊本宇土松原 熊本県 宇土市城之浦町字南袋２６６－２

菊池高野瀬 熊本県 菊池市隈府字宮跡１４９０－１

球磨あさぎり上北 熊本県 球磨郡あさぎり町上北１９－１

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

熊本労働会館 熊本県 熊本市中央区九品寺１丁目１７－９

熊本水前寺公園 熊本県 熊本市中央区水前寺公園１６－５０

熊本中央街 熊本県 熊本市中央区中央街４－１６

熊本秋津新町 熊本県 熊本市東区秋津新町２－１４

熊本尾ノ上４丁目 熊本県 熊本市東区尾ノ上４丁目１１－２４６　

あきた 熊本県 熊本市南区砂原町４８１－１

熊本出仲間３丁目 熊本県 熊本市南区出仲間３丁目４番１３７号

まるみつ浜線 熊本県 熊本市南区田迎六丁目４番５１号

グリーンランド通り 熊本県 荒尾市荒尾３４３２－１

合志豊岡 熊本県 合志市豊岡２０００－２１５９

山鹿栗林 熊本県 山鹿市中字伏鍋９７６－１

益城宮園 熊本県 上益城郡益城町大字宮園７２１‐７

人吉インター 熊本県 人吉市鬼木町善生院６１１番１

天草本渡北 熊本県 天草市北原町１番１号

八代沖町 熊本県 八代市沖町３６５１番地

千丁町 熊本県 八代市千丁町太牟田字平島２２９０－８

八代袋町 熊本県 八代市袋町１番３７号

八代中北町 熊本県 八代市中北町３３１６－１

店舗名称 住所

臼杵熊崎 大分県 臼杵市大字諏訪８９５－１

臼杵野津町 大分県 臼杵市野津町大字宮原３６９６番地

弥生井崎 大分県 佐伯市弥生大字井崎９９４－２

大分乙津港町 大分県 大分市乙津港町二丁目５番３８号

大分下郡東 大分県 大分市下郡東２丁目２番３９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

大分光吉インター前 大分県 大分市大字光吉１１４０－１

大分県立病院西口 大分県 大分市豊饒三丁目１１番２号

中津中殿 大分県 中津市大字中殿３８４－２

中津中央町二丁目 大分県 中津市中央町二丁目８－６７

日田淡窓 大分県 日田市淡窓一丁目４番１９号

ＪＲ亀川駅前 大分県 別府市亀川浜田町７番２４号

別府若草町 大分県 別府市若草町５番１０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

延岡昭和町 宮崎県 延岡市昭和町二丁目４５番１

大淀二丁目 宮崎県 宮崎市大淀二丁目８４番地１

都城小松原 宮崎県 都城市小松原町５号７番

神之山 宮崎県 都城市都北町５９１１番１

都城市役所前 宮崎県 都城市姫城町９街区２７号

諸塚 宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字家代２６３９－１５

日南星倉 宮崎県 日南市星倉四丁目５番地１

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

南種子 鹿児島県 熊毛郡南種子町中之上２２１１番地１

川内原田町 鹿児島県 薩摩川内市原田町１９－１

指宿大園原 鹿児島県 指宿市西方４５７８番地１

輝北百引 鹿児島県 鹿屋市輝北町上百引３４１０番地

鹿屋札元一丁目 鹿児島県 鹿屋市札元一丁目３８３９－９

鹿屋川西町 鹿児島県 鹿屋市川西町３７０７－１

高見馬場 鹿児島県 鹿児島市加治屋町１３番８号

鹿児島県庁前 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町６－５

鹿児島自治会館 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町７番４号

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

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県



吉田宮之浦 鹿児島県 鹿児島市宮之浦町１５０２－１１

郡山 鹿児島県 鹿児島市郡山町１４２７－１

原良四丁目 鹿児島県 鹿児島市原良四丁目７番８号

荒田一丁目 鹿児島県 鹿児島市荒田一丁目４７－６

坂元 鹿児島県 鹿児島市坂元町２３－５

坂之上 鹿児島県 鹿児島市坂之上六丁目１３番２０号　

山田 鹿児島県 鹿児島市山田町１８２－１

紫原中央 鹿児島県 鹿児島市紫原六丁目１６－７

小松原二丁目 鹿児島県 鹿児島市小松原二丁目２２番１号　

天文館 鹿児島県 鹿児島市千日町９－７

中山バイパス 鹿児島県 鹿児島市東谷山６－３２－１４

交通安全教育センター前 鹿児島県 鹿児島市南栄五丁目１０番地４１号

鹿児島中央駅 鹿児島県 鹿児島市武一丁目１番２号

西之表西町 鹿児島県 西之表市西町７１１１番地１

天城 鹿児島県 大島郡天城町天城４４１－１

亀津南 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津７１１５－２

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

徳永麓 鹿児島県 霧島市溝辺町麓５５９

店舗名称 住所

石川東山 沖縄県 うるま市石川東山１丁目２２－１１

大名団地前 沖縄県 浦添市字経塚３６０番地

海邦一丁目 沖縄県 沖縄市海邦１－２２－３５

美里大通り 沖縄県 沖縄市美原２丁目１番８号

宮古松原 沖縄県 宮古島市平良下里１５８２－７

宮古マクラム通り 沖縄県 宮古島市平良下里５８８

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

石垣大浜南 沖縄県 石垣市字大浜４１７‐１

石垣シード 沖縄県 石垣市大川５３３番地７

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

八重瀬外間 沖縄県 島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

具志頭向陽高校前 沖縄県 島尻郡八重瀬町字長毛３７９番３の１

与那原嶺井入口 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

奥武山 沖縄県 那覇市奥武山町４６

那覇国場 沖縄県 那覇市字国場１１８２番８

那覇東バイパス 沖縄県 那覇市字国場３３３番地１

那覇小禄一丁目 沖縄県 那覇市小禄１－２７－３

西消防署通り 沖縄県 那覇市東町２７－９

泊北岸 沖縄県 那覇市泊３－１５－２

壺川駅前 沖縄県 那覇市壺川３丁目３番５

名護宮里 沖縄県 名護市字宮里３－１０－１１

名護大南四丁目 沖縄県 名護市大南４丁目１－１１号

名護田井等 沖縄県 名護市田井等７７５番１

沖縄県


