
店舗名 郵便番号 住所

花泉金沢 029-3102 岩手県一関市花泉町金沢字内ノ目３７番地

フレンドボックス花泉 029-3205 岩手県一関市花泉町涌津字二ツ檀７－１

一関峯下 029-0131 岩手県一関市狐禅寺字峯下８３－６

岩手一関相去 021-0853 岩手県一関市字相去６３番地１

一関工業団地 021-0901 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢６４番地１５６

一関二高前 021-0041 岩手県一関市赤荻字下谷地１３４－１

岩手一関インター 021-0041 岩手県一関市赤荻字月町１９７番地２

一関赤荻 021-0041 岩手県一関市赤荻字桜町１２９番５

岩手川崎 029-0202 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

東山町長坂 029-0302 岩手県一関市東山町長坂字東本町３１８－１

宮守インター 028-0303 岩手県遠野市宮守町下鱒沢３３地割８１番地７

遠野中央 028-0517 岩手県遠野市上組町８番１３号

遠野青笹 028-0501 岩手県遠野市青笹町糠前１地割３９－２

遠野バイパス 028-0542 岩手県遠野市早瀬町４丁目４－５

江刺愛宕 023-1131 岩手県奥州市江刺区愛宕字橋本２３２番１

江刺谷地 023-1131 岩手県奥州市江刺区愛宕字谷地２８番地

奥州江刺桜木通り 023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字南八日市４００番地１

江刺岩谷堂 023-1104 岩手県奥州市江刺区豊田町１丁目６番１号

水沢佐倉河 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７

奥州水沢桜屋敷 023-0872 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西１番地１

水沢釜田 023-0891 岩手県奥州市水沢区字内匠田４７－１

水沢寺小路 023-0811 岩手県奥州市水沢区寺小路２８－３

水沢秋葉町 023-0041 岩手県奥州市水沢区秋葉町９７－１

水沢東中通り 023-0822 岩手県奥州市水沢区東中通り二丁目４－２１

前沢向田 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田１－１０－２

花巻高松 025-0014 岩手県花巻市高松第１１地割１５５－５

花巻高木北 025-0016 岩手県花巻市高木第１９地割２７８

花巻四日町 025-0072 岩手県花巻市四日町３－９－４

花巻若葉町 025-0097 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

花巻小舟渡 025-0062 岩手県花巻市上小舟渡２８

花巻西宮野目 025-0002 岩手県花巻市西宮野目第１２地割１０６－１

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

花巻大通り 025-0092 岩手県花巻市大通り一丁目１４番２５号

花巻大迫町 028-3204 岩手県花巻市大迫町亀ヶ森第２地割１８－１

花巻南温泉峡口 025-0244 岩手県花巻市湯口字蟹沢１３－２

釜石甲子町 026-0055 岩手県釜石市甲子町第９地割４６番地２

岩手川口バイパス 028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口第５地割２６番地

雫石つなぎ 020-0502 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１

雫石バイパス 020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山晴山９１番地３

久慈旭町 028-0014 岩手県久慈市旭町第８地割１７

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

久慈大川目 028-0091 岩手県久慈市大川目町第１４地割６６番地４

久慈長内町 028-0041 岩手県久慈市長内町第２７地割２９－１

久慈湊町 028-0011 岩手県久慈市湊町第１５地割１２番地１

宮古金浜 027-0033 岩手県宮古市金浜第６地割２１番６５

宮古根市 027-0047 岩手県宮古市根市第２地割３５番２９

宮古崎山 027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第９地割４０番地６



宮古そけい 027-0025 岩手県宮古市実田２－２－８

宮古津軽石 027-0203 岩手県宮古市津軽石第１０地割３１０

岩手新里 028-2101 岩手県宮古市茂市４－９－１

洋野種市 028-7913 岩手県九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１

紫波桜町 028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町１丁目３番３号

オガール紫波 028-3318 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番１２

紫波八幡 028-3441 岩手県紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６

紫波中央 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１

紫波日詰西 028-3306 岩手県紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３

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

矢巾広宮沢 028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割７３番１８

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

矢巾中央 028-3614 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田７－１９８－２

大槌町安渡 028-1104 岩手県上閉伊郡大槌町新港町２番５号

盛岡みたけ五丁目 020-0122 岩手県盛岡市みたけ５－１７－３３

盛岡みたけ三丁目 020-0122 岩手県盛岡市みたけ三丁目４－１８

盛岡下川原 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原２６番１号

盛岡加賀野二丁目 020-0807 岩手県盛岡市加賀野２丁目８－３２

盛岡館向 020-0115 岩手県盛岡市館向町３番９号

しぶたみ 028-4134 岩手県盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８

盛岡繋 020-0055 岩手県盛岡市繋字猿田１－４６

盛岡月が丘三丁目 020-0121 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番４５号

盛岡向中野 020-0851 岩手県盛岡市向中野五丁目１番２号

盛岡本宮南 020-0851 岩手県盛岡市向中野三丁目１０番１８号

盛岡向中野四丁目 020-0851 岩手県盛岡市向中野四丁目１３番１５号

盛岡高松 020-0114 岩手県盛岡市高松四丁目１番３０号

盛岡紺屋町 020-0885 岩手県盛岡市紺屋町２番１３号

盛岡菜園一丁目 020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目６－１３ベルトリービル

盛岡肴町 020-0878 岩手県盛岡市肴町５－９

盛岡三ツ割 020-0011 岩手県盛岡市三ツ割４－１－４３

盛岡三本柳 020-0831 岩手県盛岡市三本柳２３地割１－１

盛岡赤十字病院 020-0831 岩手県盛岡市三本柳６地割１番地１盛岡赤十字病院内

岩手大学前 020-0066 岩手県盛岡市上田３丁目１７番４７号

盛岡上田四丁目 020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目３０－１

盛岡上堂二丁目 020-0125 岩手県盛岡市上堂２丁目３番５号

盛岡神明町 020-0884 岩手県盛岡市神明町９番８号

盛岡北厨川 020-0124 岩手県盛岡市厨川１－８－９

盛岡厨川四丁目 020-0124 岩手県盛岡市厨川４－９－１

盛岡駅西通 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目２６番５号

盛岡アイーナ 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号

盛岡フェザン 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４盛岡フェザンＢＦ

メトロポリタン盛岡 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４４号

盛岡西青山二丁目 020-0132 岩手県盛岡市西青山二丁目１番１３号

盛岡西仙北一丁目 020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目２０－２２

盛岡青山三丁目 020-0133 岩手県盛岡市青山３丁目３７－３６

盛岡大館 020-0147 岩手県盛岡市大館町２０番５３号

盛岡クロステラス 020-0022 岩手県盛岡市大通３丁目４番１号

盛岡日影門 020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目１２番２４号



盛岡中央通三丁目 020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目１１番１号

盛岡川久保 020-0835 岩手県盛岡市津志田２６地割７－１１

岩手盛岡都南 020-0835 岩手県盛岡市津志田第１４地割１０２

盛岡津志田町二丁目 020-0837 岩手県盛岡市津志田町二丁目３番４０号

盛岡津志田南 020-0839 岩手県盛岡市津志田南三丁目１番１号

盛岡天神町 020-0881 岩手県盛岡市天神町９番３３号

盛岡松園南口 020-0106 岩手県盛岡市東松園１－１－１

盛岡東松園 020-0106 岩手県盛岡市東松園３－２８－４

盛岡飯岡 020-0857 岩手県盛岡市北飯岡二丁目１４番１６号

盛岡本宮 020-0866 岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３

盛岡本宮宮沢 020-0866 岩手県盛岡市本宮六丁目１番６２号

盛岡本町通一丁目 020-0015 岩手県盛岡市本町通１丁目１７番１７号

盛岡名須川町 020-0016 岩手県盛岡市名須川町２０－１７

盛岡門二丁目 020-0823 岩手県盛岡市門二丁目２６番３号

奥州平泉 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字森下１１番地

大船渡権現堂 022-0003 岩手県大船渡市盛町字権現堂１番地１７

大船渡宮の前 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字宮の前７番７

大船渡地ノ森 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森３３番１５

大船渡立根町 022-0006 岩手県大船渡市立根町字中野３２番１

滝沢市役所前 020-0653 岩手県滝沢市鵜飼迫３番地５

滝沢鵜飼 020-0672 岩手県滝沢市下高柳５番４６

滝沢津軽街道 020-0601 岩手県滝沢市後２６８－６６

滝沢駅前通 020-0622 岩手県滝沢市野沢６２番地１５

滝沢はのき沢山 020-0625 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１

一戸砂森 028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森１０１番地２

一戸奥中山 028-5133 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚７２－１

二戸米沢 028-6104 岩手県二戸市米沢字下村１３６番１

西根大更 028-7111 岩手県八幡平市大更第１６地割４－８９

八幡平西根インター 028-7111 岩手県八幡平市大更第１地割２３０番地１

八幡平中央 028-7111 岩手県八幡平市大更第２４地割８－３

北上さくら通り 024-0082 岩手県北上市さくら通り２丁目２－３６

北上鬼柳 024-0056 岩手県北上市鬼柳町笊渕２７４－１

北上黒沢尻一丁目 024-0022 岩手県北上市黒沢尻１丁目１３番３号

北上江釣子 024-0071 岩手県北上市上江釣子７地割９９番地２

北上大堤公園 024-0051 岩手県北上市相去町葛西檀５－１６

北上村崎野店 024-0004 岩手県北上市村崎野１５地割２９３番地４

北上流通基地南 024-0013 岩手県北上市藤沢１５地割１７６－１

北上柳原 024-0083 岩手県北上市柳原町１－１５８－２

北上立花 024-0043 岩手県北上市立花９地割７４番地１

高田竹駒十日市場 029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場２４３番１

高田米崎沼田 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字沼田８７番１

高田米崎町 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２２６－１
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