
店舗名 郵便番号 住所

稲垣 037-0106 青森県つがる市稲垣町沼崎船橋１－７５

つがる車力町 038-3303 青森県つがる市車力町老森１１番地２１

つがる柏広須 038-3105 青森県つがる市柏広須志野田１８１－２

つがる木造 038-3105 青森県つがる市柏広須照日５７－３

つがる柏 038-3103 青森県つがる市柏上古川房田１０９

むつ金谷一丁目 035-0072 青森県むつ市金谷一丁目１５番７６号

むつ城ヶ沢 035-0095 青森県むつ市大字城ヶ沢字堺田２１－８２

大畑 039-4402 青森県むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１

むつ柳町 035-0031 青森県むつ市柳町２丁目８－１

大間 039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大川目４６－９

東通 039-4224 青森県下北郡東通村大字白糠字垣間２０－４

五所川原金木店 037-0202 青森県五所川原市金木町菅原２２２－７

五所川原駅前 037-0054 青森県五所川原市字上平井町５０６番９号

五所川原田町 037-0041 青森県五所川原市字田町１７３番３

五所川原広田 037-0023 青森県五所川原市大字広田字榊森３－１０

五所川原漆川 037-0017 青森県五所川原市大字漆川字玉椿１８０番３

五所川原川山 037-0094 青森県五所川原市大字川山字千本１１３２番地６

五所川原唐笠柳 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻７３０番１

五所川原福山実吉 037-0612 青森県五所川原市大字福山字実吉７３番地８

五所川原中央五丁目 037-0036 青森県五所川原市中央五丁目４６番

弘前茜町三丁目 036-8279 青森県弘前市茜町３丁目１－１

外崎五丁目 036-8094 青森県弘前市外崎５丁目８番地１

弘前城東中央三丁目 036-8093 青森県弘前市城東中央３丁目５－１

弘前青山四丁目 036-8062 青森県弘前市青山四丁目２０－１

弘前千年三丁目 036-8131 青森県弘前市千年３丁目６－１

弘前一町田 036-1325 青森県弘前市大字一町田字浅井４４４－３

弘前桶屋町 036-8197 青森県弘前市大字桶屋町５４

弘前岩賀 036-8073 青森県弘前市大字岩賀２丁目１－４

弘前桔梗野 036-8227 青森県弘前市大字桔梗野一丁目１３番地１

弘前桔梗野三丁目 036-8227 青森県弘前市大字桔梗野三丁目５番地１１

岩木高校前 036-1321 青森県弘前市大字熊嶋字豊田２６５番地１１

弘前高崎一丁目 036-8091 青森県弘前市大字高崎１－１３－１

東目屋 036-1441 青森県弘前市大字桜庭字清水流１１２－６

弘前小比内 036-8102 青森県弘前市大字小比内４－７－１

弘前松森町 036-8184 青森県弘前市大字松森町１１９－２

弘前城東バイパス 036-8092 青森県弘前市大字城東北四丁目１－９

弘前城南三丁目 036-8232 青森県弘前市大字城南三丁目５番地１４

弘前清水三丁目 036-8254 青森県弘前市大字清水３丁目５番地２

弘前青女子 038-3615 青森県弘前市大字青女子字桜苅３１１番地１

弘前石渡二丁目 036-8316 青森県弘前市大字石渡二丁目５番地２

弘前泉野四丁目 036-8164 青森県弘前市大字泉野四丁目１４－３

弘前福村 036-8087 青森県弘前市大字早稲田３丁目２番地１

弘前中崎 036-8313 青森県弘前市大字中崎字平野１０９－３

弘前津賀野 038-3874 青森県弘前市大字津賀野字浅田８３１－１

弘前田園一丁目 036-8086 青森県弘前市大字田園一丁目２番１２他２筆

弘前田園三丁目 036-8086 青森県弘前市大字田園三丁目２番地９

弘前田町 036-8054 青森県弘前市大字田町五丁目５番地２



弘前東城北 036-8064 青森県弘前市大字東城北２丁目１－１６

弘前本町 036-8203 青森県弘前市大字本町８０－１

黒石あけぼの町 036-0321 青森県黒石市あけぼの町１０４番１

黒石柵ノ木 036-0333 青森県黒石市柵ノ木１丁目６３

黒石西ケ丘 036-0388 青森県黒石市西ケ丘２９７番地１

黒石鍛治町 036-0364 青森県黒石市大字山形町１１９－１

黒石追子野木一丁目 036-0357 青森県黒石市追子野木一丁目１８２－１

三戸中央病院通 039-0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中３番地９

三戸目時 039-0113 青森県三戸郡三戸町大字目時字森鉢６３番地１

三沢松原一丁目 033-0035 青森県三沢市松原町一丁目３１番２３５

三沢アイスアリーナ前 033-0022 青森県三沢市大字三沢字園沢１７０－２

三沢浜三沢 033-0022 青森県三沢市大字三沢字下沢５０番地１

東岡三沢 033-0123 青森県三沢市大字三沢字堀口１７番４１２

三沢南山 033-0022 青森県三沢市大字三沢字堀口３０番地１号

三沢基地前 033-0012 青森県三沢市平畑１丁目１－２７

三沢緑町 033-0032 青森県三沢市緑町一丁目７番地１

十和田元町東 034-0003 青森県十和田市元町東四丁目１番２号

十和田西三番町 034-0083 青森県十和田市西三番町２３番３号

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

十和田千歳森 034-0001 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５６番地２

十和田並木西 034-0001 青森県十和田市大字三本木字並木西１６１番地２

十和田バイパス 034-0001 青森県十和田市大字三本木字野崎４０番４０８他１２筆

おいらせ町店 039-2254 青森県上北郡おいらせ町苗振谷地８－４９

おいらせ木ノ下西 039-2155 青森県上北郡おいらせ町木ノ下西２番地３６７

おいらせ下田 039-2135 青森県上北郡おいらせ町立蛇７５番地１

横浜町 039-4142 青森県上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１

みちのく天間林 039-2731 青森県上北郡七戸町字後平７３８－２

七戸中野 039-2814 青森県上北郡七戸町字道ノ下６番地１

七戸ざるた 039-2512 青森県上北郡七戸町字笊田２２－９

東北町乙供 039-2654 青森県上北郡東北町字塔ノ沢山１番地５６８

上北上野店 039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字下田２８３－１

東北町上北小前 039-2402 青森県上北郡東北町大字大浦字一本松１６２番地３

野辺地橋 039-3172 青森県上北郡野辺地町字鳥井平１４－１

六ヶ所泊 039-4301 青森県上北郡六ヶ所村大字泊字川原７５－３４１

尾駮 039-3212 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前４－３４

六ヶ所平沼店 039-3214 青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字二階坂９３－１

六戸小松ケ丘 033-0071 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢６０番５９１

鯵ヶ沢バイパス 038-2761 青森県西津軽郡鯵ケ沢町大字舞戸町字下富田５５－２

深浦関 038-2503 青森県西津軽郡深浦町大字関字豊田１０番地１

青森沖館 038-0002 青森県青森市沖館４丁目４番３２号

青森橋本一丁目 030-0823 青森県青森市橋本１－９－２２住友生命青森ビル

青森戸山 030-0953 青森県青森市駒込字蛍沢２５８－１２

青森篠田三丁目 038-0011 青森県青森市篠田三丁目８番１３号

青森小柳 030-0915 青森県青森市小柳三丁目１７番４号

青森野木和 038-0058 青森県青森市大字羽白字沢田７８６番地２

青森石江江渡 038-0003 青森県青森市大字石江字江渡７０番地２

青森石江 038-0003 青森県青森市大字石江字江渡８３番地１８

青森野内 039-3503 青森県青森市大字野内字菊川８番２



青森駐屯地 038-0022 青森県青森市大字浪館字近野４５

青森第二問屋町 030-0113 青森県青森市第二問屋町１－２－１

青森妙見 030-0113 青森県青森市第二問屋町二丁目３番４号

青森柳町 030-0822 青森県青森市中央１丁目１－２９

青森アピオ前 030-0822 青森県青森市中央三丁目１８番地６

青森中央三丁目 030-0822 青森県青森市中央三丁目２０番１６号

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

浪岡八幡宮前 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字岡田３５番地１

青森浪岡平野 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野５４－１

青森浪館前田 038-0024 青森県青森市浪館前田１－１８－２３

平内小湊店 039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字家ノ下２３番地１０

平内小湊店 039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字家ノ下２３番地１０

蓬田バイパス 030-1212 青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干３０２－４５

大鰐町 038-0202 青森県南津軽郡大鰐町大字長峰字下川原１９－６

田舎館畑中店 038-1121 青森県南津軽郡田舎館村大字畑中字上野７５番地６

八戸卸センター 039-1121 青森県八戸市卸センタ－１丁目３３－５

八戸根城二丁目 039-1166 青森県八戸市根城２丁目２６－１０

八戸根城五丁目 039-1166 青森県八戸市根城五丁目１－１２

八戸小中野二丁目 031-0802 青森県八戸市小中野二丁目６－１

八戸湊橋 031-0802 青森県八戸市小中野八丁目８番１５号

八戸小田一丁目 039-1161 青森県八戸市小田一丁目４－３５

八戸城下四丁目 031-0072 青森県八戸市城下４－９－８

八戸城下一丁目 031-0072 青森県八戸市城下一丁目２２番８号

八戸ニュータウン西 039-1113 青森県八戸市西白山台４丁目９番５号

八戸青葉二丁目 031-0804 青森県八戸市青葉二丁目２１－６

八戸石堂三丁目 039-1165 青森県八戸市石堂三丁目４番６号

八戸三日町 031-0032 青森県八戸市大字三日町４－１

八戸駐屯地 039-2241 青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地

八戸十六日町 031-0043 青森県八戸市大字十六日町２５－１

豊崎橋 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字根岸河原２番地１

八戸商業通り 031-0023 青森県八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

八戸田向 031-0011 青森県八戸市大字田向字間ノ田５０番２

八戸市立市民病院 031-0011 青森県八戸市大字田向字毘沙門平１番地

八戸赤十字病院 039-1104 青森県八戸市大字田面木字中明戸２番地八戸赤十字病院内

八戸廿六日町 031-0044 青森県八戸市大字廿六日町６０－３

八戸湊町 031-0812 青森県八戸市大字湊町字柳町２６

北白山台 039-1114 青森県八戸市北白山台一丁目６－２

湊高台四丁目 031-0823 青森県八戸市湊高台４丁目８－４

八戸湊高台 031-0823 青森県八戸市湊高台六丁目１２番１７号

八戸類家四丁目 031-0001 青森県八戸市類家四丁目１番１号

津軽ＳＡ 036-0141 青森県平川市大字沖館字比山館３２－１

小泊 037-0522 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字築上２３－３

中泊八幡 037-0309 青森県北津軽郡中泊町大字八幡字日向３３４番地

バイパス鶴田 038-3515 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字高留５５－３

森田 038-3543 青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻４４番地２

板柳三千石 038-3684 青森県北津軽郡板柳町大字三千石字合吉５６－４

三千石 038-3684 青森県北津軽郡板柳町大字三千石字木賊１０７－１
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