
店舗名称 住所

伊達梅本 北海道 伊達市梅本町４番地２９

恵庭京町 北海道 恵庭市京町８４－２

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

札幌琴似１条４丁目 北海道 札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号

札幌西野６条 北海道 札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌南１２条 北海道 札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

札幌ロープウェイ入口 北海道 札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１０号

札幌狸小路１丁目 北海道 札幌市中央区南２条西１丁目５－１

札幌南２条東４丁目 北海道 札幌市中央区南２条東４丁目１－２２

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

市立札幌病院 北海道 札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１

札幌北１条西２０丁目 北海道 札幌市中央区北１条西２０ー１ー２７

札幌国際ビル 北海道 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

札幌センチュリーロイヤルホテル 北海道 札幌市中央区北５条西５丁目２－１２

札幌北１条西６丁目 北海道 札幌市中央区北一条西６丁目１－２

札幌北２条西３丁目 北海道 札幌市中央区北二条西３丁目１－１６

札幌北２３条東８丁目 北海道 札幌市東区北２３条東８丁目２番６号

札幌北４１条東１３丁目 北海道 札幌市東区北４１条東１３丁目３番１３号

札幌北８条東１７丁目 北海道 札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

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

定山渓 北海道 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

みすまい 北海道 札幌市南区簾舞３条６－１－２８

札幌菊水６条 北海道 札幌市白石区菊水６条２丁目９番１７号

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

東札幌 北海道 札幌市白石区東札幌２条２

南郷 北海道 札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２７

札幌南郷１５丁目 北海道 札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号

札幌白石本通３丁目 北海道 札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

札幌月寒東５条１１丁目 北海道 札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８番１３号

月寒東５条 北海道 札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３

札幌中の島 北海道 札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

札幌ドーム前 北海道 札幌市豊平区福住３条１丁目１番８号

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

札幌平岸５条 北海道 札幌市豊平区平岸５条十丁目７－１

札幌篠路１条 北海道 札幌市北区篠路１条１０－１－１０

札幌新琴似３条 北海道 札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号

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

札幌駅北口 北海道 札幌市北区北七条西四丁目１番地

札幌北２４条駅前 北海道 札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２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

小樽色内１丁目 北海道 小樽市色内１丁目３番１３号

千歳新富３丁目 北海道 千歳市新富３丁目１１番７号

千歳末広２丁目 北海道 千歳市末広２丁目１番１５号

千歳勇舞７丁目 北海道 千歳市勇舞７丁目５－５

滝川黄金町 北海道 滝川市黄金町西２丁目１－３１

登別栄町 北海道 登別市栄町１－１５－１

登別桜木町 北海道 登別市桜木町二丁目８番地１２

苫小牧山手町１丁目 北海道 苫小牧市山手町一丁目４－３

苫小牧糸井 北海道 苫小牧市糸井１０８番

苫小牧沼ノ端 北海道 苫小牧市字沼ノ端２２番４２

苫小牧東病院前 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 北海道 苫小牧市日新町五丁目３番３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

キラリス函館 北海道 函館市若松町２０番１号

函館昭和 北海道 函館市昭和２丁目４ー１４

函館神山２丁目 北海道 函館市神山２丁目２０番１０号

お取扱い店舗一覧

北海道・東北地方

北海道

北海道・東 関東・甲信越 中部

近畿 中国・四国 九州・沖縄

北海道・東北



函館赤川１丁目 北海道 函館市赤川１丁目３１－１

函館大手町 北海道 函館市大手町５番３７

函館美原５丁目 北海道 函館市美原５丁目１９－５

店舗名称 住所

弘前田園三丁目 青森県 弘前市大字田園三丁目２番地９

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

十和田千歳森 青森県 十和田市大字三本木字千歳森３５６番地２

十和田相坂 青森県 十和田市大字相坂字下前川原１７５番地２

おいらせ町 青森県 上北郡おいらせ町苗振谷地８－４９

野辺地橋 青森県 上北郡野辺地町字鳥井平１４－１

青森小柳 青森県 青森市小柳三丁目１７番４号

青森新田一丁目 青森県 青森市新田１丁目１－７

青森ジャスマック 青森県 青森市本町二丁目７－２１

蓬田バイパス 青森県 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干３０２－４５

八戸石堂三丁目 青森県 八戸市石堂三丁目４番６号

八戸商業通り 青森県 八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

八戸是川笹子 青森県 八戸市大字是川字三十刈頭３番地１１

八戸廿六日町 青森県 八戸市大字廿六日町６０番４

湊高台四丁目 青森県 八戸市湊高台４丁目８－４

八戸湊高台 青森県 八戸市湊高台六丁目１２番１７号

店舗名称 住所

水沢真城土手根 岩手県 奥州市水沢真城字土手根１４番

釜石松原二丁目 岩手県 釜石市松原町二丁目１番２号

宮古そけい 岩手県 宮古市実田２丁目２－８

洋野種市 岩手県 九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１

オガール紫波 岩手県 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番１２

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

しぶたみ 岩手県 盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８

盛岡向中野 岩手県 盛岡市向中野五丁目１番２号

盛岡三本柳 岩手県 盛岡市三本柳２３地割１－１

盛岡青山三丁目 岩手県 盛岡市青山３丁目３７－３６

盛岡クロステラス 岩手県 盛岡市大通３丁目４番１号

盛岡天神町 岩手県 盛岡市天神町９番３３号

盛岡名須川町 岩手県 盛岡市名須川町２０－１７

店舗名称 住所

蔵王宮 宮城県 刈田郡蔵王町宮字井戸井前４１－１

岩沼たけくま 宮城県 岩沼市たけくま１丁目３１番１３号

岩沼桑原 宮城県 岩沼市桑原一丁目８番４８号

岩沼相の原三丁目 宮城県 岩沼市相の原三丁目４番５号

築館源光 宮城県 栗原市築館源光１６－２

築館宮野 宮城県 栗原市築館字下宮野中田１３８

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

船岡東四丁目 宮城県 柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号

宮城川崎町 宮城県 柴田郡川崎町大字川内字七曲山１７２－１０

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

石巻開北一丁目 宮城県 石巻市開北１丁目７番３２号

石巻須江 宮城県 石巻市須江字寺前１５番４

苦竹二丁目 宮城県 仙台市宮城野区苦竹２－１－１９

幸町二丁目 宮城県 仙台市宮城野区幸町２－１１－３０

仙台幸町三丁目 宮城県 仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号

小鶴二丁目 宮城県 仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８

新田東 宮城県 仙台市宮城野区新田東１丁目１７番地の２

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

仙台二十人町 宮城県 仙台市宮城野区二十人町３０３番地８

二十人町 宮城県 仙台市宮城野区二十人町３０８番地の１

仙台萩野町四丁目 宮城県 仙台市宮城野区萩野町４－１－６２

みやぎ福田町 宮城県 仙台市宮城野区福田町３－１－１

仙台荒井西 宮城県 仙台市若林区なないろの里二丁目１番地の５

遠見塚二丁目 宮城県 仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３

卸町三丁目 宮城県 仙台市若林区卸町三丁目７－６

若林荒井 宮城県 仙台市若林区荒井七丁目３４番地の１

仙台荒井東 宮城県 仙台市若林区荒井七丁目４３番地の１

若林河原町 宮城県 仙台市若林区舟丁３

若林上飯田 宮城県 仙台市若林区上飯田４－１２－１５

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

花京院一丁目 宮城県 仙台市青葉区花京院一丁目４番７号

仙台荒巻神明 宮城県 仙台市青葉区荒巻神明町１－３

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

川平一丁目 宮城県 仙台市青葉区川平一丁目２－８

大町二丁目 宮城県 仙台市青葉区大町２－６－１

青森県

岩手県

宮城県



山一仙台中央ビル 宮城県 仙台市青葉区中央一丁目６番１８号

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

仙台中央二丁目 宮城県 仙台市青葉区中央二丁目１－３０

新伝馬町通り 宮城県 仙台市青葉区中央二丁目３番２０号　セザーヌビル１Ｆ

中山台 宮城県 仙台市青葉区中山台１－１１－１

立町 宮城県 仙台市青葉区立町１－１８

仙台桂一丁目 宮城県 仙台市泉区桂一丁目１番１

泉七北田 宮城県 仙台市泉区七北田字町５２－１９

仙台実沢 宮城県 仙台市泉区実沢字広畑７５－１

八乙女中央 宮城県 仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０

あすと長町三丁目 宮城県 仙台市太白区あすと長町三丁目２番２９号

仙台西の平 宮城県 仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号

西多賀一丁目 宮城県 仙台市太白区西多賀１－１５－２５

西多賀四丁目 宮城県 仙台市太白区西多賀四丁目２８－８

西中田六丁目 宮城県 仙台市太白区西中田６－５－６

大野田四丁目 宮城県 仙台市太白区大野田四丁目２６－１

中田七丁目 宮城県 仙台市太白区中田７－８－１６

仙台たいはっくる 宮城県 仙台市太白区長町五丁目３－１

長町南駅前 宮城県 仙台市太白区長町南三丁目３番３６号

長町六丁目 宮城県 仙台市太白区長町六丁目７番７号

仙台東中田四丁目 宮城県 仙台市太白区東中田四丁目２０番３０号

仙台八木山 宮城県 仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４

富沢南一丁目 宮城県 仙台市太白区富沢南１丁目２３－１

多賀城育英高校前 宮城県 多賀城市高橋５－５－３

多賀城高橋二丁目 宮城県 多賀城市高橋二丁目１２－８

多賀城山王 宮城県 多賀城市山王字山王二区５２番地の２

多賀城八幡 宮城県 多賀城市八幡四丁目７番５８号

岩出山中央 宮城県 大崎市岩出山字上中江５０番１

古川大江向 宮城県 大崎市古川稲葉字大江向１２５

古川中島町 宮城県 大崎市古川中島町２番６３号

志田小学校前 宮城県 大崎市古川飯川字熊野４１－１

大崎三本木 宮城県 大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

鳴子大口 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場７４－６

佐沼北方 宮城県 登米市迫町北方字谷地前１２６番２

米山町 宮城県 登米市米山町西野字片平小路１３０

豊里町 宮城県 登米市豊里町下屋浦５番地３

白石蔵王駅前 宮城県 白石市旭町一丁目３番９号

白石沢端 宮城県 白石市字沢端１７番１

白石駅前 宮城県 白石市字沢目５６－１

白石大鷹沢 宮城県 白石市大鷹沢三沢字坂端１３２－２

白石八幡町 宮城県 白石市八幡町９番４６号

名取愛の杜二丁目 宮城県 名取市愛の杜二丁目１－１０

名取高舘吉田 宮城県 名取市高舘吉田字野来２９－１

名取増田 宮城県 名取市増田四丁目３番２１号

名取大手町五丁目 宮城県 名取市大手町５－１７－１２

名取田高 宮城県 名取市田高字原５７５番地

名取美田園二丁目 宮城県 名取市美田園二丁目１番地の６

名取が丘 宮城県 名取市名取が丘四丁目１７－２１

店舗名称 住所

十文字バイパス 秋田県 横手市十文字町字西下３２番地３

十文字西原 秋田県 横手市十文字町西原一番町１０１番

横手大町 秋田県 横手市大町６番３３号

横手平鹿上吉田 秋田県 横手市平鹿町上吉田字朴田２６０番

横手雄物川 秋田県 横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一

鹿角市役所前 秋田県 鹿角市花輪字小深田２９８番地

秋田横森 秋田県 秋田市横森３丁目１１番４９号

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

秋田牛島東五丁目 秋田県 秋田市牛島東五丁目３番２５号

秋田広面板橋添 秋田県 秋田市広面字板橋添３０７

秋田高校前 秋田県 秋田市手形田中１０－１６

秋田仁井田栄町 秋田県 秋田市仁井田栄町１番１号

秋田仁井田新中島 秋田県 秋田市仁井田字新中島１１３８番地２

秋田赤れんが館通り 秋田県 秋田市大町五丁目４番２５号

秋田アルヴェ 秋田県 秋田市東通仲町４番１号

秋田八橋本町 秋田県 秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

美郷リリオス前 秋田県 仙北郡美郷町飯詰字上鶴田９－１

大館常盤木町 秋田県 大館市常盤木町１５番１６号

協和船岡 秋田県 大仙市協和船岡字合貝４４番地５

大仙協和 秋田県 大仙市協和峰吉川字西窪２７

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

なかせん町 秋田県 大仙市鑓見内字幕林２４７番地

秋田県



秋田五城目 秋田県 南秋田郡五城目町字七倉１５６－１

阿仁前田 秋田県 北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

Ａコープあいかわ 秋田県 北秋田市川井字鳥屋沢２５番地

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

寒河江新山町 山形県 寒河江市新山町１－１１

寒河江緑町 山形県 寒河江市緑町１４４番地

山形駅東口 山形県 山形市香澄町１丁目３－１４サンビル１Ｆ

山形駅前通り 山形県 山形市十日町１－１－３５

山形青田南 山形県 山形市青田南２４番３６

山形大森 山形県 山形市大字大森９５９－３

プラス全農ふれあい広場もとさわ 山形県 山形市大字長谷堂字御手作４４５０番地

山形東青田 山形県 山形市東青田４丁目５－１６

山形銅町二丁目 山形県 山形市銅町２丁目２２－３５

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

酒田新橋一丁目 山形県 酒田市新橋１丁目５番７

八幡町北仁田 山形県 酒田市北仁田字上曽田５６－１

新庄上小月野 山形県 新庄市五日町字桂堰１１７５番地の３

山形朝日町 山形県 西村山郡朝日町四ノ沢８５５

白鷹さくらの 山形県 西置賜郡白鷹町大字鮎貝７００５番地

白鷹町広野 山形県 西置賜郡白鷹町大字広野字新町２３６５－４

長井中道 山形県 長井市中道１－１－２５

鶴岡伊勢原 山形県 鶴岡市伊勢原町２６－３

鶴岡錦町 山形県 鶴岡市錦町１５番６号

鶴岡三瀬 山形県 鶴岡市三瀬字宮ノ前１５番２

鶴岡城南町 山形県 鶴岡市城南町２－２８

鶴岡水沢 山形県 鶴岡市水沢字水沢尻２１番地１

あつみ温泉インター 山形県 鶴岡市大岩川字家の平７９番３

鶴岡大宝寺 山形県 鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５

藤島 山形県 鶴岡市藤島字鶴巻８８－２

鶴岡宝田 山形県 鶴岡市宝田二丁目４番５４号

高畠糠野目 山形県 東置賜郡高畠町大字糠野目２４７番地

庄内三川 山形県 東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地１２番地３

店舗名称 住所

いわき永崎海岸 福島県 いわき市永崎字橋出５－５

いわき錦町江栗 福島県 いわき市錦町江栗馬場７５番地４

いわき錦町中央 福島県 いわき市錦町竹ノ花９番地

いわき後田町 福島県 いわき市後田町柳町９９番地の１

いわき佐糠町 福島県 いわき市佐糠町東１丁目１８－６

いわき鹿島久保 福島県 いわき市鹿島町久保二丁目１０番６

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

いわき小名浜林ノ上 福島県 いわき市小名浜林ノ上１

いわき常磐上湯長谷町 福島県 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２

いわき平正月町 福島県 いわき市平字正月町２４番地の７

いわき平谷川瀬 福島県 いわき市平谷川瀬一丁目１２－１９

大玉大山 福島県 安達郡大玉村大山字宮下１３０

鏡石境 福島県 岩瀬郡鏡石町境４９５番地

郡山台新二丁目 福島県 郡山市台新二丁目１０－１７

大槻三森街道 福島県 郡山市大槻町字下町１５０－２

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

郡山谷地本町 福島県 郡山市谷地本町８９

郡山鶴見坦二丁目 福島県 郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

郡山堤三丁目 福島県 郡山市堤３丁目１８５

郡山田村町守山 福島県 郡山市田村町守山字小性町１４

郡山八山田 福島県 郡山市八山田２－１９３

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

泉崎関和久 福島県 西白河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２

矢吹曙町 福島県 西白河郡矢吹町曙町２１８

石川町双里 福島県 石川郡石川町大字双里字谷津前１７　他５筆　（地番）

目黒新地町 福島県 相馬郡新地町小川字海道下１０

相馬沖ノ内 福島県 相馬市沖ノ内３－１０－１

常葉町 福島県 田村市常葉町久保字川久保４４－４

滝根広瀬 福島県 田村市滝根町広瀬字中谷地５７番地の１

棚倉町近津 福島県 東白川郡棚倉町大字寺山字南駒石９３番４

原ノ町駅前 福島県 南相馬市原町区　旭町四丁目６－３

原町金沢 福島県 南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

原町南町 福島県 南相馬市原町区南町４－４５－２

原町日の出町 福島県 南相馬市原町区日の出町１４５－１

道の駅安達 福島県 二本松市下川崎字上平３３－１

道の駅安達下り線 福島県 二本松市米沢字下川原田１０５－２

山形県

福島県



白河高山 福島県 白河市高山５－１２・５－１３・５－１４

白河真船 福島県 白河市真舟４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ白河 福島県 白河市北中川原１６１－１

福島商業高校前 福島県 福島市丸子字芳堀１３－２

福島御山 福島県 福島市御山字上原６－１

福島黒岩 福島県 福島市黒岩字浜井場１０－１７

Ａコープ松川 福島県 福島市松川町字市坂９－１

福島駅西口 福島県 福島市太田町３０番１５号

福島太平寺 福島県 福島市太平寺字古内３０－１

福島飯坂温泉駅前 福島県 福島市飯坂町字十綱下３４

福島医王寺前 福島県 福島市飯坂町平野字東原４８番地２

しらさわ糠沢 福島県 本宮市糠沢字石神１１０－１



店舗名称 住所

つくば面野井 茨城県 つくば市大字面野井字丸山１６５－１

ひたちなか向野 茨城県 ひたちなか市馬渡２９１１番地３

阿見西郷 茨城県 稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２

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

ＪＡ常陸奥久慈 茨城県 久慈郡大子町大字頃藤３８５３

牛久上柏田 茨城県 牛久市上柏田四丁目５２－４

牛久中央二丁目 茨城県 牛久市中央２－１６－１２

古河下大野 茨城県 古河市下大野字高谷２９１５－８

道の駅こが 茨城県 古河市大和田２６２３番地

行方玉造 茨城県 行方市玉造甲５６１番地１

守谷立沢 茨城県 守谷市立沢２５２番地１

小美玉田木谷 茨城県 小美玉市田木谷１１１－１

常総宝町 茨城県 常総市水海道宝町１５８９－９

常総菅生 茨城県 常総市菅生町２０４３－１他２筆

常陸大宮上小瀬 茨城県 常陸大宮市上小瀬１４１５－１

常陸大宮野口 茨城県 常陸大宮市野口２７９０－１

神栖居切 茨城県 神栖市居切１５４７－１

水戸吉沼町 茨城県 水戸市吉沼町７６０－１

常磐大学 茨城県 水戸市見和一丁目４３０番地の１

水戸元吉田町 茨城県 水戸市元吉田町１６２８番地１

水戸南インター 茨城県 水戸市酒門町３２７８番２

水戸平須町 茨城県 水戸市平須町字南山２番地３６

水戸堀町 茨城県 水戸市堀町１１６１－４

石岡鹿の子一丁目 茨城県 石岡市鹿の子一丁目９５９４番１

土浦真鍋 茨城県 土浦市真鍋６－１－２７

土浦木田余西台 茨城県 土浦市木田余西台２９０９－１他６筆

大洗和銅 茨城県 東茨城郡大洗町和銅１８－２

那珂飯田五差路 茨城県 那珂市飯田２５７１－２０

日立桜川四丁目 茨城県 日立市桜川町四丁目１９番１１号

日立金畑 茨城県 日立市大沼町三丁目１８番２０号

日立末広町 茨城県 日立市末広町３－１－２０

鉾田中央 茨城県 鉾田市鉾田２４８４－６

関本ＰＡ 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

龍ケ崎久保台 茨城県 龍ケ崎市久保台四丁目１番８

店舗名称 住所

さくら長久保 栃木県 さくら市長久保字西原１４６６番２

宇都宮羽牛田 栃木県 宇都宮市羽牛田町３５－６

雀の宮七丁目 栃木県 宇都宮市雀の宮７－１９－１４

宇都宮竹下町 栃木県 宇都宮市竹下町３１３－１

宇都宮田野町 栃木県 宇都宮市田野町１６０番地６

宇都宮駅東口 栃木県 宇都宮市東宿郷二丁目２－１ビッグ・ビー　スクエア

宇都宮東簗瀬一丁目 栃木県 宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆

宇都宮塙田三丁目 栃木県 宇都宮市塙田三丁目４番１４他１筆

ワンダーグー下野 栃木県 下野市下古山２８８８－４

岡本国分寺 栃木県 下野市小金井１－１－１

国分寺川中子 栃木県 下野市川中子３３２９－４９２

佐野植野町 栃木県 佐野市植野町２０５９番地１

佐野富岡 栃木県 佐野市富岡町１６４０番地

鹿沼茂呂 栃木県 鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３

小山美しが丘 栃木県 小山市美しが丘三丁目３５－１

真岡久下田 栃木県 真岡市久下田１６３８－３

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

ベツイ　栃木今泉 栃木県 栃木市今泉町一丁目４－２６

栃木城内町 栃木県 栃木市城内町２丁目６番２３号

栃木尻内町 栃木県 栃木市尻内町１５５

ベツイ栃木大塚 栃木県 栃木市大塚町３０３番地６

那須塩原上厚崎 栃木県 那須塩原市上厚崎３４４－１１

那須塩原二区町 栃木県 那須塩原市二区町４９２－３

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

みどり笠懸 群馬県 みどり市笠懸町鹿４３５４番５

みどり大間々 群馬県 みどり市大間々町大間々３３番６

伊勢崎国定町一丁目 群馬県 伊勢崎市国定町一丁目１２２３－１

伊勢崎西久保町 群馬県 伊勢崎市西久保町三丁目７５５‐３

日野屋伊勢崎末広町 群馬県 伊勢崎市末広町１３７番１

関東・甲信越地方

茨城県

栃木県

群馬県



日野屋東五丁目 群馬県 桐生市東５丁目５番３２号

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

高崎浜川町 群馬県 高崎市浜川町２００３番地１

渋川諏訪ノ木 群馬県 渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１

前橋総社町高井 群馬県 前橋市総社町高井２３５番１

前橋富士見原之郷 群馬県 前橋市富士見町原之郷１０９４－１

前橋茂木町 群馬県 前橋市茂木町１１３‐１

太田下小林町 群馬県 太田市下小林町３５６番地１

藪塚大原 群馬県 太田市大原１０４－４

太田飯塚町 群馬県 太田市飯塚町６０－１

大泉いずみ一丁目 群馬県 邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号

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

アトレ浦和 埼玉県 さいたま市浦和区高砂一丁目１６番１２号

浦和駅北 埼玉県 さいたま市浦和区仲町一丁目１番１３号　浦和駅前ビル１階

さいたま西堀三丁目 埼玉県 さいたま市桜区西堀３－２２－２０

さいたま中浦和 埼玉県 さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１

さいたま道場 埼玉県 さいたま市桜区道場三丁目２０番３号

さいたま島根 埼玉県 さいたま市西区大字島根２８９番地１

さいたま二ツ宮 埼玉県 さいたま市西区大字二ツ宮８１０－１

大宮ソニックシティ 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５

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

与野駅西口 埼玉県 さいたま市中央区下落合１０８０番地

さいたま根岸五丁目 埼玉県 さいたま市南区根岸五丁目１６番５号

さいたま日進町南 埼玉県 さいたま市北区日進町２丁目１２０３番１

大原 埼玉県 ふじみ野市大原２－１－２６

越谷大里 埼玉県 越谷市大里７１３番地１

桶川駅西口 埼玉県 桶川市若宮１丁目１－３

ドラッグエース広瀬東 埼玉県 狭山市広瀬東４丁目２－７

トモニー新狭山駅 埼玉県 狭山市新狭山３丁目１２－１

上戸田二丁目 埼玉県 戸田市上戸田２－４５－４

戸田公園駅前 埼玉県 戸田市本町４－１１－１３

戸田本町一丁目 埼玉県 戸田市本町一丁目１５番８号

行田持田 埼玉県 行田市大字持田字東谷２４４番１

坂戸中小坂南 埼玉県 坂戸市中小坂３２８番地１

三郷かまくら 埼玉県 三郷市鷹野四丁目２８５番地１

志木下宗岡三丁目 埼玉県 志木市下宗岡３丁目５－２１

柳瀬川駅前 埼玉県 志木市館２－６－１１

春日部一ノ割 埼玉県 春日部市一ノ割２丁目６－３０

春日部増富 埼玉県 春日部市増富６０６－１

春日部緑町 埼玉県 春日部市緑町３－１－４８

所沢駅前 埼玉県 所沢市くすのき台１丁目１４－５

所沢くすのき台 埼玉県 所沢市くすのき台２丁目１３－３

所沢駅東口 埼玉県 所沢市くすのき台３－１８－１０

所沢旭町 埼玉県 所沢市旭町１２番９号

所沢久米 埼玉県 所沢市久米５３３番１

所沢宮本町二丁目 埼玉県 所沢市宮本町２丁目２０番１０号

妻屋所沢 埼玉県 所沢市御幸町２－３

所沢寿町 埼玉県 所沢市寿町２－１８

小手指駅北口 埼玉県 所沢市小手指町１丁目１－１

所沢小手指南 埼玉県 所沢市小手指南３丁目２７－４０

所沢松葉町 埼玉県 所沢市松葉町３０－２０

西武球場駅前 埼玉県 所沢市上山口１４１８

所沢星の宮 埼玉県 所沢市星の宮１丁目３－１０

所沢インター 埼玉県 所沢市大字坂之下１１３０－１

所沢南永井 埼玉県 所沢市大字南永井６１２番地の１

所沢ニュータウン 埼玉県 所沢市中新井５丁目８－１３

東所沢駅前 埼玉県 所沢市東所沢１－３－２

所沢東町 埼玉県 所沢市東町１２－１

所沢プロペ通り 埼玉県 所沢市日吉町２－４　リエート所沢

所沢日吉町 埼玉県 所沢市日吉町９－２４

防衛医大病院／Ｓ 埼玉県 所沢市並木３丁目２　防衛医大病院　並木会館１階

所沢パークタウン 埼玉県 所沢市北原町１４２３－１

新所沢駅西口 埼玉県 所沢市緑町１－２１－２３

上尾西門前 埼玉県 上尾市上平中央一丁目１３－３

上尾西口 埼玉県 上尾市柏座１－１１－１１

新座石神一丁目 埼玉県 新座市石神１丁目４－３８

志木駅東口 埼玉県 新座市東北２丁目３９番１０号

新座馬場 埼玉県 新座市馬場３丁目１－３２

新座畑中二丁目 埼玉県 新座市畑中２丁目７－３３

深谷南大通り 埼玉県 深谷市上野台２１９８番２

川越旭町二丁目 埼玉県 川越市旭町２丁目１－１

埼玉県



小坂旭町 埼玉県 川越市旭町３－９－４４

川越砂新田東 埼玉県 川越市砂新田１２３－１

川越砂新田四丁目 埼玉県 川越市砂新田４丁目１９－１１　他１筆

川越小仙波町二丁目 埼玉県 川越市小仙波町２丁目１７－１

トモニー本川越駅 埼玉県 川越市新富町１－２２

本川越駅前 埼玉県 川越市新富町１丁目１８－６

川越クレアモール 埼玉県 川越市新富町２丁目１２番９号

川越新富町 埼玉県 川越市新富町２丁目２６－２

川越今福南 埼玉県 川越市大字今福２６４１番４

川越今福 埼玉県 川越市大字今福９６１－９　他４筆

新河岸駅前 埼玉県 川越市大字砂９０６番地４

川越寺尾 埼玉県 川越市大字寺尾字田成８２４番地５

川越大袋 埼玉県 川越市大字大袋６８０－１

川越安比奈親水公園前 埼玉県 川越市大字的場１８７―１

川越インター 埼玉県 川越市大字南大塚１８６７番３

川越府川高畑 埼玉県 川越市大字府川１２０１－２

川越南大塚 埼玉県 川越市大塚新町６１－６

川越通町 埼玉県 川越市通町１２－３

川越的場北 埼玉県 川越市的場２３０９番地１

ドラッグエース川越的場 埼玉県 川越市的場新町１６－１

川越田町 埼玉県 川越市田町２－７

川越豊田本 埼玉県 川越市豊田本２９７－１

川越三番町 埼玉県 川越市脇田町１７－４

川口樹モール 埼玉県 川口市栄町３丁目８番４号

川口伊刈 埼玉県 川口市大字伊刈３９２番地１

川口道合 埼玉県 川口市道合９２０

川口南前川 埼玉県 川口市南前川２丁目５番１５

川口柳崎 埼玉県 川口市柳崎１丁目１６－２

獨協大学前駅東口 埼玉県 草加市栄町２－１２－１

森かどやしんでん 埼玉県 草加市金明町７８１－１

草加駅東口 埼玉県 草加市高砂２丁目６－５

草加弁天五丁目 埼玉県 草加市弁天五丁目１番１号

朝霞根岸台四丁目 埼玉県 朝霞市根岸台４丁目２番２号

朝霞東弁財一丁目 埼玉県 朝霞市東弁財１丁目８番４６号

朝霞膝折一丁目 埼玉県 朝霞市膝折町１丁目９番３７号

朝霞本町二丁目 埼玉県 朝霞市本町２－２５－３７

宮代本田 埼玉県 南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

宮代和戸 埼玉県 南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号

三芳永久保 埼玉県 入間郡　三芳町大字上富１９０２－１

三芳藤久保 埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２

トモニー入間市駅 埼玉県 入間市河原町２－１

入間アウトレットパーク 埼玉県 入間市宮寺３１６９－１

入間扇町屋 埼玉県 入間市扇町屋５丁目２－８

入間藤沢 埼玉県 入間市大字下藤沢１２９９番１

入間下藤沢 埼玉県 入間市大字下藤沢字本山９２８番１

入間木蓮寺 埼玉県 入間市大字木蓮寺６０６番１

入間東町 埼玉県 入間市東町６丁目２－１

仏子駅前 埼玉県 入間市仏子８８０

入間豊岡 埼玉県 入間市豊岡１丁目４番１３号

入間野田 埼玉県 入間市野田字山王塚８８７番

ＴＸ八潮駅 埼玉県 八潮市大瀬６－５－１

飯能岩沢 埼玉県 飯能市大字岩沢３１８－１

トモニー飯能駅 埼玉県 飯能市仲町１１－２１

みずほ台駅西口 埼玉県 富士見市西みずほ台１丁目２番５

富士見京塚 埼玉県 富士見市大字水子２５７８－１

杉戸椿 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字椿３６０

伊奈学園前 埼玉県 北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１

蓮田南新宿 埼玉県 蓮田市大字南新宿字宿１０００番１

ロータス蓮田駅前 埼玉県 蓮田市本町１－２８

和光北口 埼玉県 和光市新倉１－１－３５

埼玉病院 埼玉県 和光市諏訪２番１号

和光西大和団地 埼玉県 和光市西大和団地２６６６－２

和光中央 埼玉県 和光市中央一丁目１番３０

和光南一丁目 埼玉県 和光市南１丁目１４番１９号

店舗名称 住所

大原深堀 千葉県 いすみ市深堀３６０－３

印西小倉台 千葉県 印西市小倉台四丁目６番２

ヤックスドラッグ浦安東野 千葉県 浦安市東野３丁目４番１１号

浦安富士見三丁目 千葉県 浦安市富士見３－１－２

我孫子駅北口 千葉県 我孫子市我孫子１丁目９番１２号

天王台駅柴崎台 千葉県 我孫子市柴崎台１丁目１０番１号

天王台駅南口 千葉県 我孫子市天王台一丁目２４番１

我孫子新木 千葉県 我孫子市南新木１丁目２番地の１

千葉県



我孫子本町 千葉県 我孫子市本町１丁目４番７

東武新鎌ケ谷駅 千葉県 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１０－１

鎌ヶ谷東初富 千葉県 鎌ケ谷市東初富１丁目３－６

鎌ヶ谷南初富 千葉県 鎌ケ谷市南初富二丁目１０番５４号

君津西 千葉県 君津市人見９８３番地１

佐倉臼井台 千葉県 佐倉市臼井台１６８２－１　他３筆

佐倉生谷 千葉県 佐倉市生谷１３３２－１２

芝山大里 千葉県 山武郡芝山町大里１番地２

松尾はにわ道 千葉県 山武市松尾町五反田２２２８

山武白幡 千葉県 山武市白幡２０４０番地２

四街道鹿放ヶ丘 千葉県 四街道市鹿放ヶ丘４８７－１

ちはら台駅 千葉県 市原市ちはら台西１丁目１

市原白金町 千葉県 市原市白金町一丁目８３番

市原有秋台 千葉県 市原市不入斗５０番地３

市川下貝塚二丁目 千葉県 市川市下貝塚２－３５－１５

市川宮久保 千葉県 市川市宮久保三丁目３６番１２号

薬ヒグチ行徳駅前公園 千葉県 市川市行徳駅前四丁目２２番１

市川駅西 千葉県 市川市市川南１－９－２３

市川真間 千葉県 市川市真間１－１２－４

市川相之川二丁目 千葉県 市川市相之川２－６－１９

市川大野町四丁目 千葉県 市川市大野町４丁目２４７５－１

市川東菅野 千葉県 市川市東菅野三丁目２９番３号

市川南大野 千葉県 市川市南大野１－４０

市川南大野二丁目 千葉県 市川市南大野二丁目２番２９号

本八幡駅南口 千葉県 市川市南八幡４－１５－１６

市川妙典駅 千葉県 市川市富浜１丁目２－１０

市川北方二丁目 千葉県 市川市北方二丁目２４番１３号

習志野実籾 千葉県 習志野市実籾四丁目２０番６号

小金原八丁目 千葉県 松戸市小金原八丁目７－５

松戸新田西 千葉県 松戸市松戸新田２９５番２

八柱桜通り 千葉県 松戸市常盤平陣屋前８－１１

新松戸駅前 千葉県 松戸市新松戸１－４８２

東松戸駅 千葉県 松戸市東松戸二丁目１５８番地

松戸本町 千葉県 松戸市本町７－３　松屋ビル

松戸岩瀬 千葉県 松戸市緑ケ丘１丁目１－１

松戸六高台二丁目 千葉県 松戸市六高台２丁目５２番地の１

成田 千葉県 成田市花崎町８２８－１２８

空港第２ビル駅 千葉県 成田市古込１－１

成田宝田 千葉県 成田市宝田４２５

稲毛東三丁目 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東３－１５－５

稲毛小中台町 千葉県 千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

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

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

千葉小倉町 千葉県 千葉市若葉区小倉町７８１番１

千葉出洲港 千葉県 千葉市中央区出洲港１２番２３号

西千葉春日町 千葉県 千葉市中央区春日二丁目２３番６号

千葉中央駅 千葉県 千葉市中央区本千葉町１５ー１

千葉末広四丁目 千葉県 千葉市中央区末広４丁目１３－７

千葉あすみが丘 千葉県 千葉市緑区あすみが丘１丁目２０番４

千葉平川町 千葉県 千葉市緑区平川町２３３０番地１

下総中山駅北口 千葉県 船橋市本中山２丁目１９－１

大網新道 千葉県 大網白里市大網８３３番３

大網白里駒込 千葉県 大網白里市東駒込２番地７

銚子四日市場 千葉県 銚子市四日市場町２５９

柏駅西口 千葉県 柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル

柏富勢 千葉県 柏市根戸４６７－２

柏松葉町七丁目 千葉県 柏市松葉町７丁目１４－１

豊四季駅前 千葉県 柏市豊四季１００１レクセルプラザ豊四季

北柏台 千葉県 柏市北柏台５番２

柏明原一丁目 千葉県 柏市明原一丁目８番１９

八街五方杭 千葉県 八街市八街ほ１０３０－１５

勝田台駅 千葉県 八千代市勝田台一丁目８番１号

八千代大和田新田東 千葉県 八千代市大和田新田４３１番地９

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

緑が丘西五丁目 千葉県 八千代市緑が丘西五丁目１－３

茂原新小轡 千葉県 茂原市新小轡６－１

茂原本納 千葉県 茂原市法目字立野７０８

海ほたるＰＡ 千葉県 木更津市中島地先

野田宮崎 千葉県 野田市宮崎１２３番１０

野田警察署前 千葉県 野田市宮崎８１－１

野田梅郷南 千葉県 野田市山崎字西新田２２３５番１

野田上花輪 千葉県 野田市上花輪１３４３－５

野田谷津 千葉県 野田市谷吉１０９番地の１



野田仲町 千葉県 野田市野田３４７

ＴＸ流山おおたかの森駅 千葉県 流山市おおたかの森西一丁目１番地の１

流山こうのす台 千葉県 流山市こうのす台１５９３－１

店舗名称 住所

あきる野秋留 東京都 あきる野市秋留三丁目３番５

若葉台駅前 東京都 稲城市若葉台２－４－４

稲城いちょう並木通 東京都 稲城市大字大丸四号４２５－１

亀有三丁目 東京都 葛飾区亀有３－９－７

亀有北口 東京都 葛飾区亀有５ー４５ー１

一之江七丁目 東京都 江戸川区一之江７－８１－２－１０１

西葛西小学校前 東京都 江戸川区西葛西３－６－１１

船堀三丁目 東京都 江戸川区船堀３－２－２３

小岩サンロード 東京都 江戸川区南小岩八丁目１４番２２号

みずほ銀行新砂プラザビル 東京都 江東区新砂１丁目６－２７　新砂プラザビル

江東森下四丁目 東京都 江東区森下４丁目１０－８

辰巳一丁目 東京都 江東区辰巳１－４－１１

江東冬木 東京都 江東区冬木２３番１３－１０３号

東陽二丁目 東京都 江東区東陽２丁目４－４６

豊洲センタービルアネックス 東京都 江東区豊洲３－３－９豊洲センタービルアネックス

豊洲四丁目 東京都 江東区豊洲４－１－３

江東北砂五丁目 東京都 江東区北砂５－１４－１６　砂銀ビル

南山堂竹芝駅前 東京都 港区海岸１丁目１３－３

ムスブ田町 東京都 港区芝浦三丁目１－２１

ファミマ芝パーク 東京都 港区芝公園２丁目４－１

溜池山王 東京都 港区赤坂２－９－１１　Ｂ２

赤坂パークビル 東京都 港区赤坂５－２－２０

お台場海浜公園 東京都 港区台場１－５－７－１０１

表参道駅南 東京都 港区南青山５丁目６番４号ハイトリオ南青山１階

広尾駅前 東京都 港区南麻布５丁目１０－２６

麻布運動場前 東京都 港区南麻布三丁目１番１号

白金台三丁目 東京都 港区白金台三丁目１６－１１

名鉄イン浜松町 東京都 港区浜松町１丁目１９番１４号

六本木一丁目 東京都 港区六本木１丁目８－７

六本木ヒルズ 東京都 港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワーＢ１階

西日暮里一丁目 東京都 荒川区西日暮里１－６０－８

日暮里駅構内 東京都 荒川区西日暮里２丁目１９－１

町屋八丁目 東京都 荒川区町屋８丁目１３－１０

南千住五丁目 東京都 荒川区南千住五丁目２９－１２

海田西国分寺 東京都 国分寺市泉町３－６－３

柚木国分寺南町 東京都 国分寺市東元町１－１３－１０

トモニー国分寺駅 東京都 国分寺市本町２－１－２３

国分寺本町三丁目 東京都 国分寺市本町３－８－１２

国立東一丁目 東京都 国立市東１丁目１６－１７

国立駅南口 東京都 国立市東１丁目４番８号

矢川駅前 東京都 国立市富士見台四丁目１１番３２

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

渋谷桜丘町 東京都 渋谷区桜丘町２４－１橋本ビル

渋谷松濤一丁目 東京都 渋谷区松濤１丁目２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ

原宿神宮前 東京都 渋谷区神宮前３丁目２０－９

神宮前三丁目 東京都 渋谷区神宮前３丁目７－７　金井ビル

山野学苑／Ｓ 東京都 渋谷区代々木１－５３－１

新宿マインズタワー 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 東京都 渋谷区代々木２丁目７－５

初台交差点前 東京都 渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ

渋谷東二丁目 東京都 渋谷区東２丁目１７－１０　岡本ＬＫビル

サンズ東小金井駅北口 東京都 小金井市梶野町５丁目２－３６モーゼビル１Ｆ

花小金井四丁目 東京都 小平市花小金井４丁目１３－９

小平上水南町 東京都 小平市上水南町二丁目１５－４１

宮沢町一丁目 東京都 昭島市宮沢町１－２０－８

新宿区役所通り 東京都 新宿区歌舞伎町２丁目１０－６

歌舞伎町北 東京都 新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号

歌舞伎町交番前 東京都 新宿区歌舞伎町二丁目３８－３

高田馬場駅西 東京都 新宿区高田馬場４丁目９－１２　日新西北ビル

四谷若葉 東京都 新宿区若葉３丁目２番６号

飯田橋駅北 東京都 新宿区新小川町１－１６

新宿新小川町 東京都 新宿区新小川町７－１７飯田橋三幸ビル

タカノ西新宿 東京都 新宿区西新宿８－１５－２

西新宿八丁目 東京都 新宿区西新宿８丁目４－２

新宿中落合三丁目 東京都 新宿区中落合３－２４－９

阿佐谷北 東京都 杉並区阿佐谷北３－１３－１２

阿佐谷北四丁目 東京都 杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

杉並井草一丁目 東京都 杉並区井草一丁目３６番２号

東京都



高円寺あづま通り 東京都 杉並区高円寺北２丁目３４番５号

高円寺中通 東京都 杉並区高円寺北４－１７－１２

杉並成田東三丁目 東京都 杉並区成田東三丁目１番２号

杉並清水早稲田通り 東京都 杉並区清水３丁目２９－１８

堀ノ内三丁目水道通り 東京都 杉並区堀ノ内３丁目１２番１号

世田谷鎌田三丁目 東京都 世田谷区鎌田３－１２－１６

宮の坂 東京都 世田谷区宮坂１－２５－１

経堂農大通り 東京都 世田谷区経堂１－２６－１２

経堂駅前 東京都 世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

世田谷山下 東京都 世田谷区豪徳寺１丁目４５－１０　富士ビル

桜丘世田谷通り 東京都 世田谷区桜丘３丁目２６番３号

世田谷成城通り 東京都 世田谷区上祖師谷５－１－２０

千歳船橋駅北 東京都 世田谷区船橋１丁目７－６　クレストコート

まるいし希望丘 東京都 世田谷区船橋６－１－６

船橋希望丘通り 東京都 世田谷区船橋７丁目１４－４

祖師ヶ谷大蔵駅西 東京都 世田谷区祖師谷３丁目３２－５

新代田駅前 東京都 世田谷区代田４－１０

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

清瀬駅南口 東京都 清瀬市松山一丁目４－２

清瀬上清戸 東京都 清瀬市上清戸一丁目１１番６号

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

保谷駅北口 東京都 西東京市下保谷四丁目１３番２０号

ひばりヶ丘駅東 東京都 西東京市住吉町三丁目１２番１５号

柳沢南口 東京都 西東京市柳沢六丁目１－１

一番町 東京都 千代田区一番町１３－３

経済産業省 東京都 千代田区霞が関１丁目３番１号経済産業省庁舎内

外神田三丁目東 東京都 千代田区外神田三丁目１４番地３号

ＰＣＰ丸の内 東京都 千代田区丸の内１丁目１１番１号

ガーデンコート 東京都 千代田区紀尾井町４－１

御茶ノ水駅前 東京都 千代田区神田駿河台２－１

秋葉原昭和通り 東京都 千代田区神田松永町１番地

ＦＵＮＤＥＳ神保町 東京都 千代田区神田神保町１丁目８番

神保町さくら通り店 東京都 千代田区神田神保町二丁目１９

ホテルマイステイズ御茶ノ水 東京都 千代田区神田淡路町２－１０

有楽町駅前 東京都 千代田区有楽町２丁目８－４

加平インター 東京都 足立区加平１－８－５

足立五反野 東京都 足立区弘道１丁目１４－２

西新井二丁目 東京都 足立区西新井２丁目２０番５号

足立西竹の塚一丁目 東京都 足立区西竹の塚１丁目６－７

千住三丁目 東京都 足立区千住３－１

千住警察署前 東京都 足立区千住仲町４１－１

足立谷中二丁目 東京都 足立区谷中２－７－７

南花畑四丁目 東京都 足立区南花畑４丁目２１‐１

六木四丁目 東京都 足立区六木４丁目５番１号

多摩連光寺 東京都 多摩市諏訪３－１４－１

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

変なホテル東京浅草田原町 東京都 台東区寿三丁目１９番８号

上野六丁目南 東京都 台東区上野六丁目７番２号

台東吉原 東京都 台東区千束４丁目２４－１１

花やしき遊園地前 東京都 台東区浅草２－１５－３

浅草橋二丁目 東京都 台東区浅草橋２丁目８－３

入谷二丁目 東京都 台東区入谷２－１－８

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

下丸子三丁目 東京都 大田区下丸子三丁目２８番１１号

ポートストア城南島 東京都 大田区城南島２－９－１

小浦蒲田駅西 東京都 大田区西蒲田８－４－１２

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

大森東産業道路 東京都 大田区大森東二丁目９番１２号スカイレジデンス大森東１階

大森駅東口 東京都 大田区大森北一丁目４－７　ＴＫ大森ビル

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

大田池上仲通り 東京都 大田区池上３丁目３９－１１　プレミール高橋

池上文化センター前 東京都 大田区池上四丁目２２番１１号

大田中馬込 東京都 大田区中馬込２－６－３

大田南馬込五丁目 東京都 大田区南馬込５－１６－２０

大田南馬込六丁目 東京都 大田区南馬込６丁目３番１２号

銀座御門通り 東京都 中央区銀座８丁目１１番１１号ＤＫ－ＧＩＮＺＡ８

月島二丁目 東京都 中央区月島２丁目１４－１２

東日本橋二丁目 東京都 中央区東日本橋二丁目１５番５号ＶＯＲＴ東日本橋１階

日本橋小学校前 東京都 中央区日本橋人形町１－８－４

入船三丁目 東京都 中央区入船３丁目１０－９

上鷺宮二丁目 東京都 中野区上鷺宮２－１１－２

中野通り 東京都 中野区新井２－１－１５

早稲田大学中野プラザ 東京都 中野区中野４－２２－３



中野駅北 東京都 中野区中野５－３６－８

中野三丁目 東京都 中野区中野三丁目３７－７

東中野駅前 東京都 中野区東中野２－２５－７

南台二丁目 東京都 中野区南台２－５２－６

野方駅北口 東京都 中野区野方６－３－４

町田駅南口 東京都 町田市原町田１－３－９

町田多摩境 東京都 町田市小山ヶ丘５丁目１－４

東久留米東本町 東京都 東久留米市東本町１４－２１セルリアンシティ

東久留米本町一丁目 東京都 東久留米市本町１－４－５

日野駅前 東京都 日野市大坂上１－３３－１

八王子アイロード 東京都 八王子市旭町１３番１３号

八王子寺町 東京都 八王子市寺町４７番

八王子千人町 東京都 八王子市千人町４丁目１３－１８

八王子秋川街道 東京都 八王子市中野上町５丁目３８－１１

秀栄東浅川町 東京都 八王子市東浅川町５０７－８

ＪＲ八王子駅北口 東京都 八王子市東町１１－２

日本文化大入口 東京都 八王子市片倉町２２１４番１

八王子堀之内 東京都 八王子市堀之内３丁目６－１

板橋帝京大学 東京都 板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ

板橋加賀二丁目 東京都 板橋区加賀二丁目１番１号

向原一丁目 東京都 板橋区向原１丁目４－１

西台駅東口 東京都 板橋区高島平１丁目８０番１号

板橋四葉 東京都 板橋区四葉１－２－２２

上板橋駅 東京都 板橋区上板橋２丁目３６－７

常盤台北口 東京都 板橋区常盤台１－４－８

成増駅前 東京都 板橋区成増２丁目１２番６

成増駅南 東京都 板橋区成増２丁目１４－５

板橋前野町六丁目 東京都 板橋区前野町六丁目１０番６号

板橋日大病院前 東京都 板橋区大谷口上町３１－１

戸越銀座東 東京都 品川区戸越１－１９－１５

戸越六丁目 東京都 品川区戸越６－２２－９

西大井一丁目 東京都 品川区西大井１丁目８－２

アワーズイン阪急ツイン館 東京都 品川区大井１丁目５０－５

大崎ニューシティ 東京都 品川区大崎１丁目６－５　２階

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

品川中延四丁目 東京都 品川区中延４丁目１ー２１

東品川三丁目 東京都 品川区東品川３丁目２１－１０

新馬場サクセス通り 東京都 品川区北品川２－１８－３

ガーデンシティ品川御殿山 東京都 品川区北品川６丁目７－２９

府中けやき並木通り 東京都 府中市宮西町１－２－１

中河原駅前 東京都 府中市住吉町２丁目２－７

是政五丁目 東京都 府中市是政５－６－６

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

秀栄白糸台 東京都 府中市白糸台１－２２－９

ルミエール府中前 東京都 府中市府中町２丁目２０番１０

府中小金井街道 東京都 府中市府中町三丁目２３番４

府中本町 東京都 府中市本町２－６

吉祥寺平和通り 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１ナインビル

武蔵野中町新道 東京都 武蔵野市中町１丁目３４－３

文京音羽一丁目 東京都 文京区音羽１丁目１－１

江戸川橋駅西 東京都 文京区関口１－４４－１０

後楽 東京都 文京区後楽２－３－２５金子ビル

文京向丘一丁目 東京都 文京区向丘１－１３－３

池袋ロイヤルホテル 東京都 豊島区池袋２丁目４２－４

トモニー東長崎駅 東京都 豊島区長崎５－１－１

中池袋公園前 東京都 豊島区東池袋１－１５－１０

東池袋一丁目 東京都 豊島区東池袋１－２６－４

東池袋セイコービル 東京都 豊島区東池袋１丁目３０－６

東池袋二丁目 東京都 豊島区東池袋２丁目３８－２３　ＳＡＭビル

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

東池袋三丁目 東京都 豊島区東池袋３－１２－１２

サンシャイン西 東京都 豊島区東池袋三丁目３番２号

大塚駅南口 東京都 豊島区南大塚２丁目４５－８

サウス池袋 東京都 豊島区南池袋１－２３－６ＫＤＧ池袋ビル

南池袋一丁目 東京都 豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋

トモニー池袋駅地下改札外 東京都 豊島区南池袋１丁目２８－１

椎名町駅南口 東京都 豊島区南長崎１丁目２４番１号

目白駅西 東京都 豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

豊島要町 東京都 豊島区要町１丁目１１－１

千川駅北 東京都 豊島区要町３丁目３８－４

王子神谷駅前 東京都 北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル

上十条三丁目 東京都 北区上十条３丁目１４－６

上中里三丁目 東京都 北区上中里３－６－１２

赤羽駅南 東京都 北区赤羽南１－４－１２



田端新町三丁目 東京都 北区田端新町三丁目１３－６

押上駅 東京都 墨田区押上１丁目１

東武鉄道本社 東京都 墨田区押上２－１８－１２

菊川駅前 東京都 墨田区菊川３－７－５

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

東京ミズマチ 東京都 墨田区向島１丁目２３番８号

鐘ヶ淵駅前 東京都 墨田区墨田５丁目４３－１１

学芸大学駅南 東京都 目黒区碑文谷６丁目１－２６

大鳥神社前 東京都 目黒区目黒３丁目１０－１３

目黒三丁目 東京都 目黒区目黒３丁目４－８ベル　ドミール　目黒

立川諏訪通り 東京都 立川市柴崎町３丁目１－７

玉川上水駅西 東京都 立川市柏町５－３－１

トモニー江古田駅 東京都 練馬区旭丘１丁目７８－７

練馬高松一丁目 東京都 練馬区高松１丁目１２－１

練馬高野台 東京都 練馬区高野台４丁目１０－８

上石神井駅前 東京都 練馬区上石神井１丁目１３－１３

石神井台二丁目 東京都 練馬区石神井台２丁目３５－３９

石神井公園北口 東京都 練馬区石神井町２－８－１６

大泉学園通り 東京都 練馬区大泉学園町６－１－４１

練馬大泉町 東京都 練馬区大泉町１－８－８

練馬中村三丁目 東京都 練馬区中村３丁目１番２号

トモニー中村橋駅 東京都 練馬区中村北４－２－１

光が丘東大通り 東京都 練馬区田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２

田柄二丁目 東京都 練馬区田柄二丁目３８番２０号

大泉学園駅北 東京都 練馬区東大泉１丁目２０－２４

トモニー大泉学園駅 東京都 練馬区東大泉１丁目２９－７

練馬大泉小学校北 東京都 練馬区東大泉四丁目２４番１９号

保谷駅南口 東京都 練馬区南大泉三丁目３１番２５号

練馬北町二丁目 東京都 練馬区北町２丁目２２－１２

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

綾瀬上土棚 神奈川県 綾瀬市上土棚南４－１－３３

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

伊勢原下糟屋 神奈川県 伊勢原市下糟屋２７４番１

愛甲石田駅前 神奈川県 伊勢原市石田６０２番地１　安田屋ビル１Ｆ

松山横須賀あわた 神奈川県 横須賀市粟田２丁目４－９

横須賀三春町 神奈川県 横須賀市三春町１－２１

横須賀汐入駅前 神奈川県 横須賀市本町３丁目３１

磯子丸山二丁目 神奈川県 横浜市磯子区丸山２－１－５

小浦新杉田 神奈川県 横浜市磯子区杉田４丁目１－１

横浜公田町 神奈川県 横浜市栄区公田町１６３８番地４８

金沢八景駅前 神奈川県 横浜市金沢区瀬戸１７番１２号

横浜富岡西七丁目 神奈川県 横浜市金沢区富岡西７丁目３－５

戸塚下倉田町 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

双葉笹下一丁目 神奈川県 横浜市港南区笹下１－５－１５

上永谷二丁目 神奈川県 横浜市港南区上永谷２－１６

上大岡駅南 神奈川県 横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３　ミツワ第２ビル

港北篠原町 神奈川県 横浜市港北区篠原町２８６８－６

はまりん新羽駅 神奈川県 横浜市港北区新羽町１２８５－１

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

はまりん新横浜駅 神奈川県 横浜市港北区新横浜２－１００

新横浜三丁目 神奈川県 横浜市港北区新横浜三丁目１７番地１１

大倉山駅前 神奈川県 横浜市港北区大倉山１－３－１３

リコス菊名駅西 神奈川県 横浜市港北区大豆戸２１２番地１

箕輪町一丁目 神奈川県 横浜市港北区箕輪町１－１７－３

大口駅東口 神奈川県 横浜市神奈川区神之木町１－３２

横浜神之木町 神奈川県 横浜市神奈川区神之木町２－４４

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

相鉄三ツ境駅 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境４相鉄三ツ境駅

ファミマＭＭグランドセントラル 神奈川県 横浜市西区みなとみらい４丁目６番２

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

はまりん横浜駅 神奈川県 横浜市西区南幸１－９

はまりん横浜駅ミニ 神奈川県 横浜市西区南幸１－９

横浜駅西口 神奈川県 横浜市西区北幸二丁目２番地６

はまりんあざみ野駅 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野２－２－２０

青葉若草台 神奈川県 横浜市青葉区若草台１８番地１

横浜青葉新石川 神奈川県 横浜市青葉区新石川１丁目２６番５

藤が丘駅東 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２

関内駅前 神奈川県 横浜市中区港町２丁目９－２

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

横浜ワールドポーターズ 神奈川県 横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ

神奈川県



下末吉 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉４－３２－１４

鶴見上末吉 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号

京急鶴見駅前 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央４丁目２３－９藤ビル１階

矢向二丁目 神奈川県 横浜市鶴見区矢向２－１３－９

都筑ふれあいの丘駅前 神奈川県 横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷

川和町 神奈川県 横浜市都筑区川和町２３５１－２

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

北山田一丁目 神奈川県 横浜市都筑区北山田一丁目１２－８

永田東一丁目 神奈川県 横浜市南区永田東１－６－３７

横浜山王町 神奈川県 横浜市南区山王町２丁目２２－１４

黄金町駅前 神奈川県 横浜市南区白金町１－１

中山駅南口 神奈川県 横浜市緑区寺山町５９

中山駅北 神奈川県 横浜市緑区中山一丁目５番３号

海老名下今泉 神奈川県 海老名市下今泉一丁目８番３５号

海老名総合病院 神奈川県 海老名市河原口１３２０

大船一丁目 神奈川県 鎌倉市大船１丁目２５番５号

鎌倉津 神奈川県 鎌倉市津６７０－３

本厚木駅南口 神奈川県 厚木市泉町３－１４　東友ビル

相武台前駅南口 神奈川県 座間市相武台３丁目４２番４３号

小田原駅東口 神奈川県 小田原市栄町１丁目２－１

小田原飯泉橋 神奈川県 小田原市飯泉９９３－１

富水駅前 神奈川県 小田原市堀之内２０７－１－３

渋沢南 神奈川県 秦野市曲松１－４－１３

秦野運動公園東 神奈川県 秦野市曽屋６８７番３５

逗子渚橋 神奈川県 逗子市桜山８－１６－１５

逗子山の根 神奈川県 逗子市山の根１－２－３２

リコス川崎宮前平 神奈川県 川崎市宮前区宮前平３－１１－２３

鷺沼駅前 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼３－１－２０

土橋一丁目 神奈川県 川崎市宮前区土橋１－３－７

ますや古市場 神奈川県 川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

川崎下作延 神奈川県 川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号

山中屋高津駅前 神奈川県 川崎市高津区溝口４－５－５

川崎坂戸 神奈川県 川崎市高津区坂戸２－７－１３

二子大通り 神奈川県 川崎市高津区二子２－４－１１

川崎砂子 神奈川県 川崎市川崎区砂子１－８－６

アスロード川崎ロイネット 神奈川県 川崎市川崎区砂子２丁目６－１５

川崎小川町 神奈川県 川崎市川崎区小川町２－７アイヴィタワー１Ｆ

なわてや八丁畷 神奈川県 川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

川崎東扇島 神奈川県 川崎市川崎区東扇島１９－２

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

武蔵小杉駅西 神奈川県 川崎市中原区小杉町三丁目４８６　Ｓ．Ｎ．Ｂ１Ｆ

武蔵新城南口 神奈川県 川崎市中原区新城１－２－２４

武蔵新城一丁目 神奈川県 川崎市中原区新城１丁目１４－７　市川ビル

田名豊原 神奈川県 相模原市中央区田名３９９１－１

相模女子大前 神奈川県 相模原市南区相模大野５－１７－２６

相模大野銀座通り 神奈川県 相模原市南区相模大野６丁目１９－１７

相模大野八丁目 神奈川県 相模原市南区相模大野八丁目９－１０

細谷大野台 神奈川県 相模原市南区大野台２－２５－３

相模原東林間駅前 神奈川県 相模原市南区東林間５丁目２－１

よろづやペアナード 神奈川県 相模原市南区南台５－１１－１９－１０１

橋本駅ビル 神奈川県 相模原市緑区橋本６－１－２４

藤野ＰＡ下り 神奈川県 相模原市緑区小渕２２５６－２

相模原西橋本 神奈川県 相模原市緑区西橋本一丁目１番３号

津久井太井 神奈川県 相模原市緑区太井２３０番１

大和下鶴間 神奈川県 大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ

深見西一丁目 神奈川県 大和市深見西１－２－３２

大和代官二丁目 神奈川県 大和市代官２－１７－４

大和東一丁目 神奈川県 大和市大和東１－３－１１

大和南二丁目 神奈川県 大和市大和南２丁目１３－１２

中央林間駅前 神奈川県 大和市中央林間３－３－８

湘南台一丁目 神奈川県 藤沢市湘南台１－１２－１

湘南台駅西口 神奈川県 藤沢市湘南台二丁目２－６

藤沢舟地蔵 神奈川県 藤沢市大庭５１３８－３

藤沢藤が岡 神奈川県 藤沢市藤が岡１－１１－４

藤沢駅南口 神奈川県 藤沢市南藤沢２３－９

湘南江ノ島 神奈川県 藤沢市片瀬海岸１－１１－９

平塚駅北口 神奈川県 平塚市紅谷町４－３

店舗名称 住所

加茂旭町 新潟県 加茂市旭町１６－７

見附元町 新潟県 見附市元町二丁目３番１号

見附市野坪 新潟県 見附市市野坪町８３－２

見附新幸町 新潟県 見附市新幸町７番６号

新潟県



三条千把野 新潟県 三条市千把野新田７４－１

メルシー川治 新潟県 十日町市北新田１－４

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

巻桔梗が丘 新潟県 新潟市西蒲区巻甲８７番地

新潟平島 新潟県 新潟市西区平島１－６－４

新潟関屋昭和町 新潟県 新潟市中央区関屋昭和町１丁目１１

女池上山四丁目 新潟県 新潟市中央区女池上山四丁目５－１１

新潟八千代二丁目 新潟県 新潟市中央区八千代２丁目５番２０号

新潟万代シティ 新潟県 新潟市中央区万代一丁目３番１号

新潟バスセンター／Ｓ 新潟県 新潟市中央区万代一丁目６番１号

新潟中野山五丁目 新潟県 新潟市東区中野山五丁目２１－１０

新潟濁川 新潟県 新潟市北区濁川４２７番地１

新発田しんえい町 新潟県 新発田市新栄町１丁目９番２号

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

長岡曙 新潟県 長岡市曙２－４－１７

長岡川崎 新潟県 長岡市川崎１丁目２５２０番地１

Ａコープ麓 新潟県 南魚沼市麓１０８番地４

店舗名称 住所

甲府上町 山梨県 甲府市上町３２２－２

昭和国母 山梨県 中巨摩郡昭和町西条４１９－２

石和町松本 山梨県 笛吹市石和町松本８２９－１

南アルプス小笠原 山梨県 南アルプス市小笠原３４４－１

店舗名称 住所

安曇野インター 長野県 安曇野市豊科南穂高１１１番地２３

ＪＡ西箕輪 長野県 伊那市西箕輪６５７９

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

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）

佐久猿久保 長野県 佐久市猿久保字前原７７８番１

佐久取出町 長野県 佐久市取出町２０７－１９

松本駅アルプス口 長野県 松本市巾上１０番１３号

松本和田 長野県 松本市和田６７－４

ＪＡ大芝高原 長野県 上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０

上田上丸子 長野県 上田市上丸子１４６２番地８

上田東高校前 長野県 上田市常田三丁目４１０－３

諏訪南インター 長野県 諏訪郡富士見町富士見２６４－６

諏訪沖田二丁目 長野県 諏訪市沖田町二丁目１４７番地１

信州須坂亀倉 長野県 須坂市大字亀倉９７番地１

篠ノ井杵淵 長野県 長野市篠ノ井杵淵１６９６番地

長野若槻大通り 長野県 長野市徳間１丁目２７－２３

飯田丸山 長野県 飯田市丸山町１丁目２番地３

山梨県

長野県



店舗名称 住所

高岡大坪三丁目 富山県 高岡市大坪町三丁目６番３号

高岡中曽根 富山県 高岡市中曽根２８９５番地

射水大門 富山県 射水市大門１６７番地２

ファミリーブックス福光 富山県 南砺市福光３７３番地１

氷見十二町 富山県 氷見市万尾字出合尻８３４番２

富山四方 富山県 富山市四方２８６番地１

富山新庄本町 富山県 富山市新庄本町一丁目２番３２号

店舗名称 住所

内灘向粟崎 石川県 河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

金沢星稜前 石川県 石川県金沢市小坂町南５３８

金沢小坂町 石川県 石川県金沢市小坂町北１６５番地２

金沢増泉三丁目 石川県 石川県金沢市増泉３丁目１５番１９号

金沢入江 石川県 石川県金沢市入江３丁目５４番地

金沢百坂 石川県 石川県金沢市百坂町ニ２３番地１

七尾和倉 石川県 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾田鶴浜 石川県 石川県七尾市田鶴浜町り７４番地２

白山村井 石川県 石川県白山市村井町４４番地１

鶴来 石川県 石川県白山市明島町西１０４番地２

穴水川島 石川県 石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１０２番地３

輪島中央 石川県 石川県輪島市河井町弐参部２２番地２８

能登空港インター 石川県 石川県輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１

輪島中段 石川県 石川県輪島市中段町長口３番地２

店舗名称 住所

あわら国影 福井県 あわら市国影第３６号１０６番地

鯖江下野田 福井県 鯖江市下野田町３２字西岡１０番１

大野中挾 福井県 大野市中挾３丁目９１３番地

福井県立武道館口 福井県 福井市三ツ屋１丁目５０１番

店舗名称 住所

安八森部 岐阜県 安八郡安八町森部１６６０－１

安八牧 岐阜県 安八郡安八町牧字石土手３２８６番地４

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

可児柿田 岐阜県 可児市柿田８０８－１

海津 岐阜県 海津市海津町馬目字道上９９番地の１

海津平田町 岐阜県 海津市平田町三郷６０４番地

各務原成清町六丁目 岐阜県 各務原市成清町６丁目１１７番地

川島ＰＡ 岐阜県 各務原市川島笠田町字村北祢宜山１４７２番４

岐阜茜部大川 岐阜県 岐阜市茜部　大川２丁目１２－１

岐阜茜部寺屋敷 岐阜県 岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

岐阜茜部 岐阜県 岐阜市茜部大川二丁目６７番地

岐阜駅前 岐阜県 岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

岐阜又丸 岐阜県 岐阜市又丸柳町１８－２

高山松原 岐阜県 高山市山田町１５２３－１４

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

多治見小泉八丁目 岐阜県 多治見市小泉町八丁目１２９番地１

大垣静里町 岐阜県 大垣市静里町１４４０－１

大垣牧野 岐阜県 大垣市牧野町一丁目３番地

中津川手賀野 岐阜県 中津川市手賀野字円通寺４２０－１

土岐口北町 岐阜県 土岐市土岐口北町一丁目１１番地

岐阜本巣北方 岐阜県 本巣郡北方町柱本南３丁目７１

大野黒野 岐阜県 揖斐郡大野町大字黒野字東小奈良５７番地の２

揖斐池田町 岐阜県 揖斐郡池田町六之井字深池１４９５番地１

揖斐清水 岐阜県 揖斐郡揖斐川町清水９２３番地

店舗名称 住所

宇佐美桜田 静岡県 伊東市宇佐美桜田１６０２－１２

河津笹原 静岡県 賀茂郡河津町笹原字久保７２番地

掛川横須賀 静岡県 掛川市横須賀１４３４番地１

掛川成滝東 静岡県 掛川市成滝４１１番地の１

掛川大池 静岡県 掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１

鷲津駅前 静岡県 湖西市鷲津５３００番地パルプラザ栄１Ｆ

御殿場神場 静岡県 御殿場市神場４７３－１０６

御殿場永原 静岡県 御殿場市萩原１５４０－１

御殿場北久原 静岡県 御殿場市北久原２７５番地の１

三島加茂川 静岡県 三島市加茂川町１２－４８

三島中島 静岡県 三島市中島９５－１５

清水町伏見 静岡県 駿東郡清水町伏見５９６－１６

富山県

石川県

福井県

岐阜県

静岡県

中部地方



沼津三園南 静岡県 沼津市三園町１０番４５号

沼津アントレ 静岡県 沼津市大手町１丁目１－１

沼津あしたか 静岡県 沼津市東椎路８３２番地の３

裾野深良 静岡県 裾野市深良字社口前２６３３－４

静岡岳美 静岡県 静岡市葵区岳美１６番３号

静岡昭府町 静岡県 静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

静岡城東町 静岡県 静岡市葵区城東町６５－１０

杏林堂静岡鷹匠 静岡県 静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７

静岡二番町 静岡県 静岡市葵区二番町８－１８

興津中町 静岡県 静岡市清水区興津中町１３７０－１

清水追分 静岡県 静岡市清水区追分３丁目５－２０

清水楠新田 静岡県 静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２２１０－１－４他

袋井浅名 静岡県 袋井市浅名９３３－２

島田旗指 静岡県 島田市旗指４９９番地の１

島田向谷 静岡県 島田市向谷９５２番１

藤枝小石川三丁目 静岡県 藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝瀬古東 静岡県 藤枝市瀬古二丁目８番１８号

ナカスイ熱海下多賀 静岡県 熱海市下多賀５６１－１

磐田今之浦 静岡県 磐田市今之浦二丁目９番地の１

磐田豊浜 静岡県 磐田市豊浜５２５

浜松志都呂 静岡県 浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

浜松馬郡町 静岡県 浜松市西区馬郡町４０４９番地

浜名湖弁天島 静岡県 浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

浜松宇布見 静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見４０１８番地５

浜松住吉 静岡県 浜松市中区住吉５－１５－１０

浜松泉四丁目 静岡県 浜松市中区泉四丁目１番２６号

浜松中央三丁目 静岡県 浜松市中区中央３－３－１３

浜松市野 静岡県 浜松市東区市野町１０３１番地１

浜松天龍川町 静岡県 浜松市東区天龍川町９４番地

浜松永島 静岡県 浜松市浜北区永島８２６番１

浜北新原本村 静岡県 浜松市浜北区新原２５５８番地５

浜名湖ＳＡ 静岡県 浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１

富士丘 静岡県 富士市厚原５９１番地の１

富士増川新町 静岡県 富士市増川新町１２７番地

富士大渕 静岡県 富士市大渕３５７９－４２

店舗名称 住所

東名三好インター 愛知県 みよし市根浦町一丁目１２－２

三好上前 愛知県 みよし市打越町上前５７

東郷三ツ池三丁目 愛知県 愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

安城横山南 愛知県 安城市横山町横山３１６番地７

安城警察署西 愛知県 安城市横山町下毛賀知１４１番地６

安城山崎 愛知県 安城市里町四丁目１４番地６

一宮いわと 愛知県 一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２

一宮今伊勢 愛知県 一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地

一宮大和町焼野 愛知県 一宮市大和町馬引字焼野９２－１

一宮白旗通 愛知県 一宮市白旗通４－８

一宮北浦町 愛知県 一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）

稲沢横地 愛知県 稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢祖父江馬飼 愛知県 稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１４８番地２

岡崎河原町 愛知県 岡崎市河原町５番地８

岡崎元欠町 愛知県 岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎大門駅前 愛知県 岡崎市大門五丁目１番地１６

岡崎柱六丁目 愛知県 岡崎市柱六丁目６番地３

大治花常 愛知県 海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３

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

犬山楽田大橋 愛知県 犬山市楽田大橋１丁目１５番１

犬山松本町 愛知県 犬山市松本町四丁目１２０番地

江南駅 愛知県 江南市古知野町　朝日２８０

高浜湯山町二丁目 愛知県 高浜市湯山町二丁目１番１２

春日井王子町 愛知県 春日井市王子町１番

春日井御幸町 愛知県 春日井市御幸町三丁目４番地１

春日井大留 愛知県 春日井市大留町二丁目２番８

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

春日井鳥居松八丁目 愛知県 春日井市鳥居松町八丁目３４番地１

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

春日井八田町 愛知県 春日井市八田町七丁目４番地１４

味美町 愛知県 春日井市味美町２丁目４８

小牧新町 愛知県 小牧市新町３丁目９６

小牧北外山 愛知県 小牧市大字北外山区画整理内６４街区６

新城西入船 愛知県 新城市字西入船２５番地５

瀬戸石田 愛知県 瀬戸市石田町１３６番地

瀬戸大坪北 愛知県 瀬戸市大坪町２３番地の１

愛知県



瀬戸菱野台 愛知県 瀬戸市菱野台４丁目６

瀬戸平町二丁目 愛知県 瀬戸市平町二丁目１３番地

豊山中之町 愛知県 西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３

西尾羽塚 愛知県 西尾市羽塚町寅山２１番地１

森岡 愛知県 大府市森岡町六丁目３８５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

大口竹田二丁目 愛知県 丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地

知多八幡 愛知県 知多市八幡字半田道３ー３

知立牛田町 愛知県 知立市牛田町裏新切１９番地１

長久手武蔵塚 愛知県 長久手市武蔵塚１４０５番地

田原赤石 愛知県 田原市赤石四丁目１５番地

東海高横須賀 愛知県 東海市高横須賀町４丁目１２６番地

半田亀崎 愛知県 半田市亀崎新田町四丁目２０番地１

半田新居町 愛知県 半田市新居町六丁目１６７番地２

碧南入船町 愛知県 碧南市入船町五丁目４１番地

豊橋下地 愛知県 豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋向山町 愛知県 豊橋市向山町字水車４７番９

豊橋東三ノ輪 愛知県 豊橋市三ノ輪町４丁目１５番地の１

豊橋上伝馬町 愛知県 豊橋市上伝馬町７１

豊橋上野東 愛知県 豊橋市上野町字上ノ山６５番５

西岩田 愛知県 豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

豊橋西口町 愛知県 豊橋市西口町字西ノ口５番１

豊橋草間町 愛知県 豊橋市草間町字二本松２番１

豊橋東岩田三丁目 愛知県 豊橋市東岩田三丁目１５番地６

豊川御津大草 愛知県 豊川市御津町大草上竹８１番１

豊川市田町 愛知県 豊川市市田町新屋前２６番１

東梅坪 愛知県 豊田市京町４丁目１３－１８

豊田浄水駅前 愛知県 豊田市浄水町原山３２７ー１

マーサ西岡 愛知県 豊田市西岡町切畑１２２番地

美山 愛知県 豊田市田中町５丁目３９番地の１

御立 愛知県 豊田市美里五丁目１１番地１３

豊明阿野町 愛知県 豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

フジタモール 愛知県 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

豊明新田町 愛知県 豊明市新田町西筋１１１番地３

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

港宝神 愛知県 名古屋市港区宝神５丁目３００３

名古屋木場町 愛知県 名古屋市港区木場町８番地の４７

小幡駅 愛知県 名古屋市守山区小幡南１丁目２１番２１号

新守西 愛知県 名古屋市守山区新守西１６０３番地

吉根住宅前 愛知県 名古屋市守山区青山台６０３番地

御器所駅前 愛知県 名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－３

高辻 愛知県 名古屋市昭和区円上町２４－１３

庄内通 愛知県 名古屋市西区庄内通三丁目１７番地

中小田井二丁目 愛知県 名古屋市西区中小田井二丁目３１８番地

星ヶ丘ターミナル 愛知県 名古屋市千種区井上町８０番地

東山線星ヶ丘駅 愛知県 名古屋市千種区井上町８５番１号先

東山線今池駅 愛知県 名古屋市千種区今池４丁目１０番８号先

千種一丁目 愛知県 名古屋市千種区千種１丁目１６－２７

栄一丁目 愛知県 名古屋市中区栄１丁目１２番２９号

キング観光若宮大通 愛知県 名古屋市中区栄五丁目２６番１２号

栄長者町通 愛知県 名古屋市中区栄二丁目３－２０

魚の棚通 愛知県 名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

金山一丁目 愛知県 名古屋市中区金山１丁目７－１０　金山名藤ビル

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

岩塚駅前 愛知県 名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２

マーケットスクエアささしま 愛知県 名古屋市中村区平池町４丁目６０番１４号

名鉄バスセンター 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

名駅桜通 愛知県 名古屋市中村区名駅３－２３－１３

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

名駅南四丁目 愛知県 名古屋市中村区名駅南４－１０－２７

名駅南 愛知県 名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号

栄町駅 愛知県 名古屋市東区東桜１丁目１２番地先

谷口大曽根北 愛知県 名古屋市東区矢田一丁目１３－３３

泉楽通 愛知県 名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地

大同町 愛知県 名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５

名南白水 愛知県 名古屋市南区白水町１２番地１

名南本地通三丁目 愛知県 名古屋市南区本地通三丁目１８番地の１

ナカムラ伝馬町 愛知県 名古屋市熱田区伝馬２－７－２２

柳原二丁目 愛知県 名古屋市北区柳原二丁目１５番６号



名東極楽 愛知県 名古屋市名東区極楽３－８６－１

一社駅北 愛知県 名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ

名東猪高台 愛知県 名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番



店舗名称 住所

員弁町宇野 三重県 いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４

伊賀西明寺南 三重県 伊賀市西明寺２８７１番地２

伊勢上地 三重県 伊勢市小俣町本町９２０番地

伊勢本町 三重県 伊勢市本町５－１９

桑名赤尾 三重県 桑名市大字赤尾４５１－４

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

近鉄四日市駅前 三重県 四日市市安島１丁目３１－１

ＥＸＰＡＳＡ御在所下り 三重県 四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２

伊勢中川駅前 三重県 松阪市嬉野中川新町一丁目５２

嬉野中川 三重県 松阪市嬉野中川町８２６番地

津久居北口 三重県 津市久居北口町５０４番地７

御浜町三軒屋 三重県 南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

鈴鹿ひばりケ丘 三重県 鈴鹿市岸岡町字大通３３５７

鈴鹿自由ヶ丘 三重県 鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号

店舗名称 住所

日野町松尾 滋賀県 蒲生郡日野町松尾５丁目８番３

近江八幡駅前 滋賀県 近江八幡市鷹飼町１４９５

近江八幡鷹飼町 滋賀県 近江八幡市鷹飼町５３０番地

栗東安養寺一丁目 滋賀県 栗東市安養寺１丁目６－１９

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

栗東小柿 滋賀県 栗東市小柿３丁目４－１８

湖南岩根 滋賀県 湖南市岩根中央２丁目１０

湖南石部南 滋賀県 湖南市石部南８丁目５番２６号

水口北山 滋賀県 甲賀市水口町伴中山３９０７－３

守山洲本町 滋賀県 守山市洲本町１３４３番地１

草津駅東口 滋賀県 草津市大路１丁目２－９

草津大路一丁目 滋賀県 草津市大路一丁目１０番３号

草津野村 滋賀県 草津市野村８丁目５番１７号

大津大将軍 滋賀県 大津市大将軍１丁目８－１０

大将軍一丁目 滋賀県 大津市大将軍一丁目３番６号

彦根賀田山 滋賀県 彦根市賀田山町１４０５－４

サンミュージック彦根 滋賀県 彦根市戸賀町１３７番１

米原山東 滋賀県 米原市志賀谷９１５－１

中主堤 滋賀県 野洲市堤２１４

店舗名称 住所

宇治槇島一ノ坪 京都府 宇治市槇島町一ノ坪１７番地１

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

近鉄新田辺駅前 京都府 京田辺市河原　食田２－３

京田辺同志社 京都府 京田辺市興戸南鉾立９７－１

京田辺同志社（サ） 京都府 京田辺市興戸南鉾立９７－１

西大路三条 京都府 京都市右京区西院上今田町２５番地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

五条大宮 京都府 京都市下京区五条通大宮南門前町４８０富士火災京都ビル１階

京都西七条 京都府 京都市下京区西七条　北西野町３９番１

近鉄京都駅 京都府 京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄京都駅構内

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

京都一乗寺 京都府 京都市左京区一乗寺花ノ木町１番地

白川北大路 京都府 京都市左京区一乗寺樋ノ口町

宝ヶ池 京都府 京都市左京区岩倉西五田町２６

聖護院 京都府 京都市左京区聖護院山王町４３－５

渋谷街道音羽 京都府 京都市山科区音羽沢町３８－５

平安女学院前 京都府 京都市上京区室町通椹木町上る武衛陣町２３８番１

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

洛西新林本通 京都府 京都市西京区大枝西新林町５－８－２

御池西洞院 京都府 京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８

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

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

近鉄向島駅改札内橋上 京都府 京都市伏見区向島東定請１１

伏見向島本丸 京都府 京都市伏見区向島本丸町２番地

深草龍大前 京都府 京都市伏見区深草綿森町３０－１

伏見片原町 京都府 京都市伏見区片原町２９３番２

紫明通 京都府 京都市北区小山中溝町３１

南丹園部内林町 京都府 南丹市園部町内林町東畑３０－４

舞鶴北田辺 京都府 舞鶴市北田辺新蔵１２０－６

三重県

近畿地方

滋賀県

京都府

大阪府



店舗名称 住所

羽曳野しまだ病院前 大阪府 羽曳野市向野３丁目９３－１

河内長野南貴望ヶ丘 大阪府 河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６

貝塚二色の浜 大阪府 貝塚市澤５７５番地の１

南海春木駅前 大阪府 岸和田市春木旭町８－３１

土生町二丁目 大阪府 岸和田市土生町二丁目１６番３５号

交野私部 大阪府 交野市私部二丁目２２番２号

星田駅東 大阪府 交野市星田５丁目７番１５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

大阪医科薬科大学 大阪府 高槻市大学町２－７

大阪医科薬科大学／Ｓ 大阪府 高槻市大学町２－７

堺駅南口 大阪府 堺市堺区栄橋町一丁目８－３

堺榎元町 大阪府 堺市堺区榎元町５丁６－１１

堺錦綾町 大阪府 堺市堺区錦綾町２－３－１６

京屋三国ヶ丘駅前 大阪府 堺市堺区向陵中町２丁５－１４

堺中之町東 大阪府 堺市堺区中之町東１丁１番２１号

堺南清水町 大阪府 堺市堺区南清水町２丁３－１

堺鳳北町 大阪府 堺市西区鳳北町１０丁１０６

堺深井沢町 大阪府 堺市中区深井沢町２７７番地２

京屋東山 大阪府 堺市中区東山５６５－１

堺菩提町 大阪府 堺市東区菩提町二丁９５番地４

堺北野田駅前 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 大阪府 堺市南区岩室９６－１

堺泉北竹城台 大阪府 堺市南区竹城台３丁目２２－８

なかもず駅北口 大阪府 堺市北区中百舌鳥町２－１０１

ときはま長曽根町 大阪府 堺市北区長曽根町３０４８－２

堺百舌鳥陵南町 大阪府 堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６１番地

堺北長尾町 大阪府 堺市北区北長尾町八丁１番１９号

四條畷岡山 大阪府 四條畷市岡山１－１３－１

土居駅前 大阪府 守口市梅園町２番３０号

松原新堂四丁目 大阪府 松原市新堂４丁目１５９番１

近鉄河内天美駅前 大阪府 松原市天美　南３丁目１５－４５

松原別所 大阪府 松原市別所八丁目１３番２５号

寝屋川高柳二丁目 大阪府 寝屋川市高柳２丁目１５－２６

吹田千里山高塚 大阪府 吹田市千里山高塚９－２

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

泉佐野高松東 大阪府 泉佐野市高松東２－２－１３

泉大津北助松 大阪府 泉大津市助松町１丁目２番１９号

狭山今熊 大阪府 大阪狭山市今熊１－５９－１

近鉄阿部野橋駅地下東改札外 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

寺田町駅前 大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８

新森三丁目 大阪府 大阪市旭区新森三丁目１－２０

港晴四丁目 大阪府 大阪市港区港晴４丁目１５－３

八幡屋商店街西 大阪府 大阪市港区八幡屋１－１５－８

伝法六丁目 大阪府 大阪市此花区伝法６丁目５－８

島屋一丁目 大阪府 大阪市此花区島屋１丁目１－１９

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

南加賀屋二丁目 大阪府 大阪市住之江区南加賀屋２丁目８番１２号

鴫野橋 大阪府 大阪市城東区鴫野西１丁目９－３０

鴫野駅南 大阪府 大阪市城東区鴫野西５－１３－１１

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

小浦桃谷駅東 大阪府 大阪市生野区勝山北１丁目２－３

新今里四丁目 大阪府 大阪市生野区新今里４－１－１０

鶴橋一丁目 大阪府 大阪市生野区鶴橋一丁目７－２７

江戸堀なにわ筋 大阪府 大阪市西区江戸堀１丁目２５ー２２

西本町二丁目 大阪府 大阪市西区西本町２－５－１９

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

天下茶屋一丁目 大阪府 大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１

淀屋橋駅東 大阪府 大阪市中央区今橋３－１－７

千日前一丁目 大阪府 大阪市中央区千日前１丁目９－７

島之内二丁目 大阪府 大阪市中央区島之内２－４－１９

内平野町 大阪府 大阪市中央区内平野町一丁目２番２号

日本橋二丁目 大阪府 大阪市中央区日本橋二丁目１８番１２号

伏見町二丁目 大阪府 大阪市中央区伏見町２－４－２

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

都島北通 大阪府 大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１



京阪京橋 大阪府 大阪市都島区東野田町１丁目６－１

京橋駅北口 大阪府 大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル

都島駅前 大阪府 大阪市都島区本通２－１６－８

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

針中野二丁目 大阪府 大阪市東住吉区針中野二丁目２番５号

瑞光一丁目 大阪府 大阪市東淀川区瑞光１－３－１５

上新庄駅南 大阪府 大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３

菅原北公園前 大阪府 大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号

阪急淡路駅前 大阪府 大阪市東淀川区東淡路四丁目３３－６

豊新四丁目 大阪府 大阪市東淀川区豊新４－１７－３６

阪神野田 大阪府 大阪市福島区海老江５丁目２番６

加美駅前 大阪府 大阪市平野区加美東４－９－２６

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

平野南一丁目 大阪府 大阪市平野区平野南一丁目５ー３１

ＪＲ天満駅前 大阪府 大阪市北区錦町３－１２

曽根崎二丁目 大阪府 大阪市北区曽根崎２－３－２

中津三丁目 大阪府 大阪市北区中津３－７－４５

大阪市役所 大阪府 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所本庁舎地下２階

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

梅田中津 大阪府 大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル

中津駅東 大阪府 大阪市北区豊崎３丁目１７－９　旭ビル

天六北 大阪府 大阪市北区本庄東１－８－１７

阪急南方駅前 大阪府 大阪市淀川区西中島３－１５－１１

大東赤井 大阪府 大東市赤井１丁目３－２２

近鉄河内花園駅 大阪府 東大阪市吉田１丁目１３番１２号

近鉄八戸ノ里駅前 大阪府 東大阪市小阪３丁目１－１１

東大阪森河内東 大阪府 東大阪市森河内東１丁目２２－１５

近鉄布施駅前 大阪府 東大阪市長堂一丁目１番１７号

東大阪楠根 大阪府 東大阪市楠根１丁目９番１６号

東大阪トラックターミナル 大阪府 東大阪市本庄２－７－１５

柏原本郷三丁目 大阪府 柏原市本郷３丁目７番５１号

八尾旭ヶ丘 大阪府 八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地

八尾中田一丁目 大阪府 八尾市中田一丁目６２番地

八尾南本町一丁目 大阪府 八尾市南本町１丁目１番４号

豊中若竹町 大阪府 豊中市若竹町２－１８－１６

豊中城山町 大阪府 豊中市城山町２丁目７番３０号

曽根東町 大阪府 豊中市曽根東町１丁目２番７号

枚方市駅南口 大阪府 枚方市岡東町１２－１

枚方市役所前 大阪府 枚方市岡東町８－６

枚方池之宮 大阪府 枚方市池之宮１丁目１３－１２

枚方田口山 大阪府 枚方市田口山二丁目３２番８号

南中振三丁目 大阪府 枚方市南中振３丁目５－１

箕面森町 大阪府 箕面市森町中１丁目１－４３

古川橋駅前 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 大阪府 門真市桑才町１８－２４

門真五月田町 大阪府 門真市五月田町２７番３号

大和田駅前 大阪府 門真市常称寺町１９－１８

門真浜町 大阪府 門真市浜町１５－１９

店舗名称 住所

伊丹稲野 兵庫県 伊丹市稲野町８丁目４０－１

荒井町千鳥 兵庫県 高砂市荒井町千鳥三丁目３番１１号

垂水泉が丘二丁目 兵庫県 神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号

有瀬 兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２

玉津インター北 兵庫県 神戸市西区玉津町田中４８６－２

白水 兵庫県 神戸市西区白水２－１１－８

メトロこうべ 兵庫県 神戸市中央区中町通４丁目２番２３号

長田神社前 兵庫県 神戸市長田区長田町２丁目１番２８号

東灘岡本橋 兵庫県 神戸市東灘区岡本２丁目８番２３号

陸前屋六甲アイランド 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中７－１－５

神戸住吉宮町二丁目 兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町二丁目１０番２６号

阪神岩屋駅前 兵庫県 神戸市灘区岩屋中町５丁目２－２４

神戸城内通 兵庫県 神戸市灘区城内通３丁目３－４

メトロ新開地 兵庫県 神戸市兵庫区新開地２－３　Ｂ－１

神戸甲栄台 兵庫県 神戸市北区甲栄台三丁目７番３号

鹿の子台 兵庫県 神戸市北区長尾町宅原４０４－１

西宮鞍掛町 兵庫県 西宮市鞍掛町１番１７号

西宮宮西 兵庫県 西宮市宮西町９番１４号

甲子園口三丁目 兵庫県 西宮市甲子園口３丁目１６－７

西宮甲子園口北町 兵庫県 西宮市甲子園口北町２番２号

甲風園一丁目 兵庫県 西宮市甲風園１丁目５－７

丹仙与古道 兵庫県 西宮市与古道町１－２４

兵庫県



赤穂加里屋中洲 兵庫県 赤穂市加里屋中洲四丁目３５番地

川西久代 兵庫県 川西市久代３－２２－１４

淡路ファームパーク前 兵庫県 南あわじ市八木養宜上字廣畑２４６

尼崎元浜町 兵庫県 尼崎市元浜町２丁目１５番地

尼崎東難波町 兵庫県 尼崎市東難波町五丁目２番１号

ＪＲ立花駅前 兵庫県 尼崎市立花町４丁目２－１

姫路東郷町 兵庫県 姫路市野里１５番地１１

宝塚警察署前 兵庫県 宝塚市旭町２丁目１０番１８号

出石川原 兵庫県 豊岡市出石町町分３９２番１

豊岡昭和町 兵庫県 豊岡市昭和町６番２１号

明石駅南 兵庫県 明石市大明石町１丁目１３－１

店舗名称 住所

葛城忍海 奈良県 葛城市忍海４８６番地３

大淀下渕 奈良県 吉野郡　大淀町大字下渕１６３４番地１１

大淀桧垣本 奈良県 吉野郡大淀町大字桧垣本１０２６番地

近鉄東生駒駅前 奈良県 生駒市東生駒１－５－１

近鉄郡山駅前 奈良県 大和郡山市南郡山町５２０－４０

エムズドラッグ大和高田 奈良県 大和高田市市場７９６－２

天理柳本 奈良県 天理市柳本町７００番地４

奈良紀寺町 奈良県 奈良市紀寺町６８２番１

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

奈良大森町 奈良県 奈良市大森町１２９番地１

奈良藤ノ木台 奈良県 奈良市中町２２９番地の１

中登美ヶ丘六丁目 奈良県 奈良市中登美ヶ丘６丁目

奈良白毫寺 奈良県 奈良市白毫寺町５０４－２

上牧町米山台 奈良県 北葛城郡上牧町大字上牧５４２番地１

店舗名称 住所

海南日方 和歌山県 海南市日方字新濱１２７４－８８

岩出西国分 和歌山県 岩出市西国分５３４－３

岩出川尻 和歌山県 岩出市川尻１７３番１

岩出紀泉台 和歌山県 岩出市相谷２－１

打田上野 和歌山県 紀の川市打田１３５５－１

橋本清水 和歌山県 橋本市清水２１２

新宮緑ヶ丘 和歌山県 新宮市緑ヶ丘一丁目１番４７号

新宮庁舎前 和歌山県 新宮市緑ヶ丘三丁目３番４号

白浜垣谷 和歌山県 西牟婁郡白浜町字垣谷１２８９

田辺栄町 和歌山県 田辺市栄町２４－１

田辺下三栖 和歌山県 田辺市下三栖１４８７－５

田辺下万呂 和歌山県 田辺市下万呂４６５－１０

田辺湊会津 和歌山県 田辺市高雄二丁目３２－２７

田辺田鶴 和歌山県 田辺市新庄町１３７９－１及びその他

田辺内ノ浦 和歌山県 田辺市新庄町字西内ノ浦３７７６－１１

田辺つぶり坂 和歌山県 田辺市湊４９－１７

和歌山榎原 和歌山県 和歌山市榎原２１８－４

和歌山インター 和歌山県 和歌山市出島４１番地３

和歌山西浜 和歌山県 和歌山市西浜１６６０－１８９

和歌山善明寺 和歌山県 和歌山市善明寺４０８－１

和歌山土佐町 和歌山県 和歌山市土佐町３丁目３４番

和歌山湊御殿 和歌山県 和歌山市湊御殿３丁目４番１号

和歌山雄松町 和歌山県 和歌山市雄松町３丁目６２－１

奈良県

和歌山県



店舗名称 住所

岩美町大谷 鳥取県 岩美郡岩美町大谷１５６５番地２

倉吉清谷 鳥取県 倉吉市清谷町２丁目４７番地

鳥取浜村 鳥取県 鳥取市気高町浜村西浜７８３

鳥取徳尾 鳥取県 鳥取市古海字西開発７０４ー２１

米子港前 鳥取県 米子市旗ヶ崎二丁目１１番５号

新開三丁目 鳥取県 米子市新開三丁目２番８号

店舗名称 住所

雲南加茂 島根県 雲南市加茂町加茂中３６－１

松江学園南 島根県 松江市学園南１丁目２０－１２

玉造温泉 島根県 松江市玉湯町湯町１１９８番１

松江西浜佐陀 島根県 松江市西浜佐陀町１０２４番地

道の駅本庄 島根県 松江市野原町４０１－８

店舗名称 住所

ＴＳＵＴＡＹＡ井原 岡山県 井原市高屋町三丁目２４番２号

東岡山駅前 岡山県 岡山市中区長岡７７－１

岡山藤原西町 岡山県 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

岡山瀬戸万富 岡山県 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１

岡山奥田 岡山県 岡山市北区奥田本町４番１０号

岡山つしま西坂 岡山県 岡山市北区津島西坂２－４－２０

岡山庭瀬 岡山県 岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山東島田 岡山県 岡山市北区東島田町１－７－１７

玉野玉原 岡山県 玉野市玉原２丁目６－１

児島下の町 岡山県 倉敷市児島下の町２丁目１２番２３号

倉敷西阿知 岡山県 倉敷市西阿知町西原１０７１－２０

倉敷片島 岡山県 倉敷市片島町９７１番地１

津山城西通り 岡山県 津山市小田中２２０６番地の１

津山野介代 岡山県 津山市野介代４７－３

早島南 岡山県 都窪郡早島町早島字頓行１９７３番地２

店舗名称 住所

安芸瀬野駅前 広島県 広島市安芸区瀬野二丁目８２４番１

大塚西四丁目 広島県 広島市安佐南区大塚西４丁目３番１０

温品四丁目 広島県 広島市東区温品四丁目１番２６号

広島曙二丁目 広島県 広島市東区曙２丁目８－２１

広島皆実町 広島県 広島市南区皆実町５－８－１０

高屋町稲木 広島県 東広島市高屋町稲木２６２番１号

八本松東三丁目 広島県 東広島市八本松東３丁目１番１９号

福山引野町 広島県 福山市引野町４丁目１３－１２

福山駅家町 広島県 福山市駅家町万能倉９０７番地６

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 広島県 福山市三吉町五丁目１番５号

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県 福山市松永町６丁目８－１８

福山新浜町 広島県 福山市新浜町一丁目３番２０号

南手城一丁目 広島県 福山市南手城町１丁目２番２５号

店舗名称 住所

宇部寿町 山口県 宇部市寿町三丁目６番７号

下関あるかぽーと 山口県 下関市あるかぽーと１－１

下関伊倉 山口県 下関市川中豊町一丁目１番２４番

下関大学町 山口県 下関市大学町４丁目１０番１４号

下関長府 山口県 下関市長府江下町２番２号

玖珂インター 山口県 岩国市玖珂町字市成５１５７番２

岩国麻里布 山口県 岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

大内矢田 山口県 山口市大内矢田南三丁目１番１６号

周南久米北 山口県 周南市久米中央四丁目１１番１１号

防府自力町 山口県 防府市自力町１１番５号

防府鋳物師町 山口県 防府市鋳物師町１４９１番１

防府美和町 山口県 防府市美和町１番５１号

店舗名称 住所

徳島金沢 徳島県 徳島市金沢二丁目１番４号

徳島幸町 徳島県 徳島市幸町一丁目２１番地

住吉三丁目 徳島県 徳島市住吉三丁目１番５号

庄町三丁目 徳島県 徳島市庄町３－３０－１

徳島南田宮 徳島県 徳島市南田宮三丁目２番４８号

徳島八万町大坪 徳島県 徳島市八万町大坪９２番地６

北田宮四丁目 徳島県 徳島市北田宮四丁目４番１

徳島北矢三町 徳島県 徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号

藍住町笠木 徳島県 板野郡藍住町笠木字中野１６８－１

徳島神山町 徳島県 名西郡神山町神領字北２０２

広島県

山口県

徳島県

鳥取県

中国・四国地方

島根県

岡山県



鳴門インター 徳島県 鳴門市大津町備前島３０８番地９

店舗名称 住所

丸亀綾歌町 香川県 丸亀市綾歌町栗熊東１１５０－１

高松円座町 香川県 高松市円座町１２５８－１

高松御厩町 香川県 高松市御厩町１４６７－２

香南町岡 香川県 高松市香南町岡３５１－１

香南町由佐 香川県 高松市香南町由佐１８５番地１

国分寺町国分 香川県 高松市国分寺町国分字端岡５９番１

高松小村町 香川県 高松市小村町６５０－１

高松西ハゼ町 香川県 高松市西ハゼ町２６２

高松西春日 香川県 高松市西春日町字大畑１６８８番地１

中央インター南 香川県 高松市林町２０２９－１

坂出府中 香川県 坂出市府中町字前谷上所２４５－１

三野町 香川県 三豊市三野町吉津甲６０７－１

店舗名称 住所

宇和島伊吹町 愛媛県 宇和島市伊吹町甲１４７１番地１

宇和島桝形 愛媛県 宇和島市桝形町３丁目６－２８

菊間町 愛媛県 今治市菊間町浜１３１番地

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

今治別宮町四丁目 愛媛県 今治市別宮町四丁目５番２０

松山古川北一丁目 愛媛県 松山市古川北一丁目１４番２９号

鷹子駅北 愛媛県 松山市鷹子町５５２番２

松山竹原 愛媛県 松山市竹原二丁目２番１０号

松山南梅本 愛媛県 松山市南梅本町甲４番２他２筆

余戸南四丁目 愛媛県 松山市余戸南４－１２－１

新居浜萩生 愛媛県 新居浜市萩生７２０－２

西条天神 愛媛県 西条市下島山甲１４３９番地１

三津屋南 愛媛県 西条市三津屋南５－４７

西大洲 愛媛県 大洲市西大洲甲１０１０番地１

店舗名称 住所

高知旭町 高知県 高知市旭町１丁目１２２

高知桟橋通 高知県 高知市桟橋通４‐１５‐１

高知大橋通り 高知県 高知市帯屋町２丁目４番１２号

桂浜通 高知県 高知市長浜５７２２番地３

高知御座 高知県 高知市北御座７０１番地

四万十大橋通 高知県 四万十市中村大橋通６丁目２街区９号

土佐市戸波 高知県 土佐市家俊字垣添１０９４番地１

南国おおそね 高知県 南国市大そね甲１５９２－１８

香川県

愛媛県

高知県



店舗名称 住所

うきは吉井バイパス 福岡県 うきは市吉井町生葉２１８０－２

桂川土師 福岡県 嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地

桂川土居 福岡県 嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７

久留米御井町 福岡県 久留米市御井町２５２４番地２

久留米大善寺 福岡県 久留米市大善寺大橋１丁目２番８号

久留米東合川２丁目 福岡県 久留米市東合川２丁目６－８

久留米梅満 福岡県 久留米市梅満町４４０－１

宇美井上 福岡県 糟屋郡宇美町大字宇美字井上３８６３番１　外４筆

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

大牟田本町 福岡県 大牟田市本町６－１－９

筑紫野吉木 福岡県 筑紫野市大字吉木２４２８－１

八女本町 福岡県 八女市本町２－７６９

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

飯塚弁分 福岡県 飯塚市弁分１５７－３

福岡西新駅 福岡県 福岡市早良区西新２丁目地下鉄西新駅構内

藤崎駅前 福岡県 福岡市早良区藤崎１丁目１－３４

福岡飯倉二丁目 福岡県 福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３

警固二丁目 福岡県 福岡市中央区警固２丁目１３－１６

ギャレリアシーホーク 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

福岡渡辺通一丁目 福岡県 福岡市中央区渡辺通１丁目１０ー６

松田三丁目 福岡県 福岡市東区松田３丁目３－１１

福岡東浜 福岡県 福岡市東区東浜１丁目４番２９号

福岡花畑１丁目 福岡県 福岡市南区花畑１丁目７番７号

清水三丁目 福岡県 福岡市南区清水三丁目２－１０

柏原四丁目 福岡県 福岡市南区柏原４丁目２－２８

福岡高宮通り 福岡県 福岡市南区野間一丁目２８番７号

博多中洲四丁目 福岡県 福岡市博多区中洲４丁目６番１２号

博多駅筑紫口 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街５－１２

メトロ博多筑紫口 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街地下鉄博多駅（筑紫口）構内

筑紫通比恵町 福岡県 福岡市博多区比恵町１７－２４

博多美野島一丁目 福岡県 福岡市博多区美野島一丁目２番５号

若松ひびきの 福岡県 北九州市若松区塩屋二丁目１番２０号

小倉下石田一丁目 福岡県 北九州市小倉南区下石田１－１８－３

小倉下曽根駅南 福岡県 北九州市小倉南区下曽根新町１２番１号

志徳団地 福岡県 北九州市小倉南区徳力三丁目２０番１号

小倉南方二丁目 福岡県 北九州市小倉南区南方２－５－３０

小倉西港流通団地 福岡県 北九州市小倉北区西港町９３－８

小倉駅北口 福岡県 北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

小倉中津口 福岡県 北九州市小倉北区中津口２－１－１１　　

銘品蔵黒崎駅 福岡県 北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－１

八幡学研台 福岡県 北九州市八幡西区本城学研台１丁目３番１号

八幡西本町 福岡県 北九州市八幡東区西本町一丁目３番１号

門司下二十町 福岡県 北九州市門司区下二十町２－３０

店舗名称 住所

基山長野 佐賀県 三養基郡基山町長野１０４５－１

積文館書店三日月 佐賀県 小城市三日月町長神田２３５６番地

神埼日の隈 佐賀県 神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

鳥栖弥生が丘 佐賀県 鳥栖市弥生が丘２丁目１７番地

ＪＲ唐津駅 佐賀県 唐津市新興町２９３５－１

唐津千々賀 佐賀県 唐津市千々賀６５１

店舗名称 住所

壱岐郷ノ浦東 長崎県 壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

対馬厳原大手橋 長崎県 対馬市厳原町大手橋１０４０番地

大村杭出津一丁目 長崎県 大村市杭出津１丁目５１８－１

長崎小ヶ倉一丁目 長崎県 長崎市小ヶ倉町１丁目１０２４

長崎清水町 長崎県 長崎市清水町１５－５

長崎立岩 長崎県 長崎市立岩町１３番８号

島原本町 長崎県 島原市本町３９４－１

生月大橋 長崎県 平戸市生月町　南免４４３２－３１

諫早真津山 長崎県 諫早市貝津ヶ丘５９４－２３

店舗名称 住所

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

菊池高野瀬 熊本県 菊池市隈府字宮跡１４９０－１

熊本菊池花房台 熊本県 菊池市木柑子１７６９－４

サンロード木上 熊本県 球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

九州・沖縄地方

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



熊本新土河原 熊本県 熊本市西区新土河原１－１－２３

熊本労働会館 熊本県 熊本市中央区九品寺１丁目１７－９

熊本下南部 熊本県 熊本市東区下南部２丁目１－５０

熊本秋津新町 熊本県 熊本市東区秋津新町２－１４

熊本薄場三丁目 熊本県 熊本市南区薄場３丁目３－３

植木豊田 熊本県 熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

山鹿栗林 熊本県 山鹿市中字伏鍋９７６－１

八代沖町 熊本県 八代市沖町３６５１番地

八代平山新町 熊本県 八代市平山新町２５０９－１

店舗名称 住所

宇佐四日市 大分県 宇佐市大字四日市字取合４７番１

宇佐中央 大分県 宇佐市大字上田字岩金９２７－１

臼杵インター 大分県 臼杵市大字望月字清太郎６３－１

賀来 大分県 大分市賀来北二丁目９番１１号

大分三川新町 大分県 大分市三川新町２－３－２

小野鶴 大分県 大分市小野鶴７１５－８

大分上宗方 大分県 大分市上宗方５１６番１

大分光吉インター前 大分県 大分市大字光吉１１４０－１

大分椎迫 大分県 大分市大字三芳６４５番地１

大分常行 大分県 大分市大字常行１３５番

野津原 大分県 大分市大字野津原字中牟田９５１－１

大分萩原４丁目 大分県 大分市萩原４丁目１０番６号

六坊北町 大分県 大分市六坊北町４番１９号

中津犬丸 大分県 中津市犬丸２３８１

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

別府石垣西 大分県 別府市石垣西７丁目４－１５

別府鶴見 大分県 別府市大字鶴見３９２１番４

別府天満町 大分県 別府市天満町６番３３号

由布挾間古野 大分県 由布市挾間町古野１９８番地１

店舗名称 住所

延岡土々呂五丁目 宮崎県 延岡市土々呂町五丁目２０８５番地５

城山公園前 宮崎県 延岡市東本小路５番４

橘通東一丁目 宮崎県 宮崎市橘通東一丁目１２番１４号

大坪西 宮崎県 宮崎市大坪西一丁目１番６８号

小林仲町 宮崎県 小林市大字細野６４番１０

菓子野 宮崎県 都城市菓子野町１０２７２番地２

高城穂満坊 宮崎県 都城市高城町穂満坊５２９

早水公園前 宮崎県 都城市早水町３９０１番地１

日向財光寺東 宮崎県 日向市大字財光寺３５７

店舗名称 住所

阿久根脇本 鹿児島県 阿久根市脇本８３９２番１

重富麓 鹿児島県 姶良市大字平松字小新開５４７０－１

名瀬大熊 鹿児島県 奄美市名瀬朝日町４－１

中種子野間 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間１６８５７番地７

川内宮内町 鹿児島県 薩摩川内市宮内町１８６３

川内原田町 鹿児島県 薩摩川内市原田町１９－１

鹿屋札元一丁目 鹿児島県 鹿屋市札元一丁目３８３９－９

花棚 鹿児島県 鹿児島市吉野二丁目２８番１４号

原良四丁目 鹿児島県 鹿児島市原良四丁目７番８号

まきばランド光山 鹿児島県 鹿児島市光山二丁目２－２１

鹿児島中央郵便局前 鹿児島県 鹿児島市中央町２番１

西之表西町 鹿児島県 西之表市西町７１１１番地１

曽於高校前 鹿児島県 曽於市末吉町諏訪方８３４１－３

亀津南 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津７１１５－２

店舗名称 住所

宜野湾真栄原二丁目 沖縄県 宜野湾市真栄原二丁目１２番６号

糸満ロータリー 沖縄県 糸満市字糸満１０２１番

西原中学校前 沖縄県 中頭郡西原町小波津３番地

久米島イーフビーチ前 沖縄県 島尻郡久米島町謝名堂５８３－１

八重瀬外間 沖縄県 島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

那覇空港ターミナル 沖縄県 那覇市字鏡水１５０

那覇バスターミナル 沖縄県 那覇市泉崎１丁目２０番１号

プラスりうぼう泉崎 沖縄県 那覇市泉崎２丁目２３‐２

那覇沖映通り 沖縄県 那覇市牧志一丁目４－３３

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

大分県


