
店舗名 郵便番号 住所

員弁町宇野 511-0206 三重県いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４

いなべＲ３６５ 511-0223 三重県いなべ市員弁町北金井２０２７－１

伊賀ゆめが丘 518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘２丁目３－２

伊賀青山町 518-0226 三重県伊賀市阿保１７９番地１

伊賀下柘植 519-1412 三重県伊賀市下柘植４番地

伊賀下柘植インター 519-1412 三重県伊賀市下柘植字馬場４９９５番地

伊賀上野東インター 518-0823 三重県伊賀市四十九町１１２４番地の１

伊賀上野桑町 518-0842 三重県伊賀市上野桑町１９３３番地

伊賀壬生野インター 519-1426 三重県伊賀市西之澤字天道２４７６番地

中瀬インター 518-0809 三重県伊賀市西明寺字天王９４０番１

名阪上柘植インター 519-1402 三重県伊賀市柘植町９８６２番地の１

伊賀阿山 518-1311 三重県伊賀市馬田１４９０番地

伊賀服部町 518-0007 三重県伊賀市服部町２９５－１

青山 518-0221 三重県伊賀市別府５３２－１

近鉄宮町駅前 516-0077 三重県伊勢市宮町二丁目３３８番２

伊勢新開 516-0802 三重県伊勢市御薗町新開字社前９４１番４

伊勢おばた 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町２０２番地１

伊勢萩原 516-0007 三重県伊勢市小木町１５２番地１

皇學館大学 516-0016 三重県伊勢市神田久志本町１７０４番地

伊勢船江二丁目 516-0008 三重県伊勢市船江二丁目４番３号

伊勢津村町 516-1103 三重県伊勢市津村町２０８８番地５

めおと岩 519-0609 三重県伊勢市二見町茶屋４９２番地２

亀山みずきが丘 519-0181 三重県亀山市みずきが丘９－３

亀山羽若 519-0164 三重県亀山市羽若町５３７－３

亀山栄町 519-0111 三重県亀山市栄町１５０６－４６

国１関宿 519-1107 三重県亀山市関町木崎１７９５番地３

亀山インター南 519-0167 三重県亀山市小野町字北谷６７３－１

亀山能褒野 519-0212 三重県亀山市能褒野町字能褒野８９番９

亀山野村店 519-0165 三重県亀山市野村四丁目３番１３号

熊野井戸 519-4324 三重県熊野市井戸町３５８番地の２

熊野いさと 519-4671 三重県熊野市五郷町桃崎３０５番地

熊野花のいわや 519-4325 三重県熊野市有馬町１８７番地１

木曽岬町 498-0813 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３１９番地

桑名江場 511-0836 三重県桑名市江場５６４－３

桑名松の木東 511-0902 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６

桑名西別所 511-0851 三重県桑名市西別所３５２－３

桑名安永東 511-0839 三重県桑名市大字安永１３３８番地２

桑名市桑部 511-0923 三重県桑名市大字桑部３３０６番地

西汰上 511-0807 三重県桑名市大字西汰上４５０番地１

桑名増田 511-0853 三重県桑名市大字増田字馬渕５９７－７

桑名播磨 511-0862 三重県桑名市大字播磨２４５０

長島長徳 511-1133 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳５４８番３

長島町松ケ島 511-1122 三重県桑名市長島町松ケ島３５３－３

陽だまりの丘中央 511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１１０３番地

菰野永井 510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井３２９９

菰野町福村 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字南起３６番地４

名四川越店 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎字畑新田３４６番地１



国一川越町 510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色２６９－１

四日市羽津 510-0012 三重県四日市市羽津４３１１－２

四日市あがたが丘 512-1203 三重県四日市市下海老町１０４－１５

四日市鵜の森 510-0072 三重県四日市市九の城町４番２５号

四日市午起 510-0023 三重県四日市市午起１－５－１６

四日市広永町 512-8061 三重県四日市市広永町１１７０－１

四日市采女 510-0954 三重県四日市市采女町２９９８－６３

四日市桜町店 512-1211 三重県四日市市桜町８３６９－２

四日市あかつき台北 512-8048 三重県四日市市山城町字高見８８２番地の５０

四日市山分 512-8041 三重県四日市市山分町字川之下４７８－４

高見台 512-1302 三重県四日市市市場町１４－５１

四日市十志町 510-8026 三重県四日市市十志町１２５－１

四日市おごそ東 510-0951 三重県四日市市小古曽東二丁目１番１０号

四日市小杉町 512-0902 三重県四日市市小杉町字東浦１２９３番地１

四日市小林町 510-0946 三重県四日市市小林町１９１０番地

四日市上海老町 512-1201 三重県四日市市上海老町１９０１－４

四日市城西町 510-0829 三重県四日市市城西町１５番４６号

近鉄四日市駅北 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町１０－５

四日市生桑南 512-0911 三重県四日市市生桑町８１５－１

四日市西新地 510-0087 三重県四日市市西新地９－１０

四日市別山三丁目 512-0934 三重県四日市市川島町３５５５番地

四日市西阿倉川 510-0812 三重県四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１

ＪＲ四日市駅前 510-0061 三重県四日市市朝日町６番６号

四日市東阿倉川 510-0805 三重県四日市市東阿倉川７６２－１

四日市東坂部 512-0904 三重県四日市市東坂部町１５７１番地７

四日市楠町東 510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚１４４６番地１

四日市楠本郷 510-0106 三重県四日市市楠町本郷２８８番地８

日永西四丁目 510-0891 三重県四日市市日永西四丁目１８－２

四日市日永 510-0886 三重県四日市市日永東三丁目１番２６号

四日市泊村 510-0892 三重県四日市市泊山崎町１５番１号

四日市泊山崎 510-0892 三重県四日市市泊山崎町１番３３号

四日市采女が丘 510-0953 三重県四日市市釆女が丘一丁目１６番地

国一うねめ 510-0954 三重県四日市市釆女町３２４０番地

四日市東富田 510-8016 三重県四日市市富州原町２番９２号

四日市堀木一丁目 510-0076 三重県四日市市堀木一丁目１番２６号

四日市茂福町 510-8012 三重県四日市市茂福町７番１７号

志摩鵜方駅西 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方４０３５番地

志摩パールロード 517-0212 三重県志摩市磯部町坂崎７６６番地３３

志摩磯部 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間字向井山１２７０－３７

しま片田 517-0701 三重県志摩市志摩町片田１８１番地

志摩和具 517-0703 三重県志摩市志摩町和具８１２－１

松阪伊勢寺町 515-0845 三重県松阪市伊勢寺町１００９－５

松阪駅部田 515-0045 三重県松阪市駅部田町１０３１番地２

松阪岡本 515-0831 三重県松阪市岡本町２１５－３

嬉野下之庄町 515-2354 三重県松阪市嬉野下之庄町１０番地４

伊勢中川駅前 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町一丁目５２

嬉野中川新町 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町二丁目１８２番

松阪五反田 515-0064 三重県松阪市五反田町三丁目１１３７番地２



松阪山室町 515-0052 三重県松阪市山室町２６００番地７

松阪射和町 519-2145 三重県松阪市射和町５７２番地４

松阪出間町 515-0113 三重県松阪市出間町３６０番地１

松阪春日町 515-0078 三重県松阪市春日町１丁目１番地

松阪宝塚町 515-0062 三重県松阪市小黒田町１５２３番１

松阪小片野 515-1204 三重県松阪市小片野町１７７番地１

松阪虹が丘 515-0041 三重県松阪市上川町４３２６番地５

松阪西黒部 515-0103 三重県松阪市西黒部３６６番地２

松阪インター 515-0818 三重県松阪市川井町字花田５０３－１

松阪中央埠頭前 515-0001 三重県松阪市大口町４１５番地１

松阪花岡 515-0063 三重県松阪市大黒田町８１８－８

みくも中道 515-2115 三重県松阪市中道町５３７番地３

松阪中道町 515-2115 三重県松阪市中道町字中大坪３４９－１

飯南町粥見 515-1411 三重県松阪市飯南町粥見５１８８番地１

三雲柳原 515-2105 三重県松阪市肥留町２１０番地６

松阪湊町 515-0085 三重県松阪市湊町２２４－３

勢和多気 519-2211 三重県多気郡多気町丹生４５０４番地４

たき五桂 519-2178 三重県多気郡多気町平谷３９番地３

大台かわぞえ 519-2428 三重県多気郡大台町粟生５５－２

大台三瀬谷 519-2404 三重県多気郡大台町佐原５１７番地１

明和２３号バイパス 515-0354 三重県多気郡明和町大字行部４３番地

明和ルート２３号 515-0354 三重県多気郡明和町大字行部字東浦３２０－２

明和大淀東 515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀２４１８番地３

明和大淀 515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１

明和町 515-0316 三重県多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

大明東町 517-0022 三重県鳥羽市大明東町１９－５

鳥羽中央 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽一丁目１番１０号

安濃庁舎東 514-2308 三重県津市安濃町川西字世古１２３９番１他１３筆

津一志町 515-2521 三重県津市一志町井関１２９－２

一志嬉野インター 515-2514 三重県津市一志町小山字シャレ子８３７－８

河芸町久知野 510-0312 三重県津市河芸町久知野１３５３番地１

津河芸町中瀬 510-0308 三重県津市河芸町中瀬字西山２５１番

津久居野村 514-1113 三重県津市久居野村町８６０番地１

津市戸木町 514-1138 三重県津市戸木町７８０４番地

津結城神社前 514-0815 三重県津市藤方２２６３番地４

津藤方 514-0815 三重県津市藤方字米垣内１２３２

津市美杉町 515-3421 三重県津市美杉町八知５５３５番地１

津市ヨットハーバー 514-0803 三重県津市柳山津興４１５番地４

サニーロード玉城 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田３５９１－１６１

紀勢大内山インター 519-2802 三重県度会郡大紀町崎１９８２番地１

わたらい大野木 516-2101 三重県度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５

くりはら度会 516-2103 三重県度会郡度会町棚橋７８３番地１

南勢五ヶ所 516-0109 三重県度会郡南伊勢町船越２８２６

紀宝鵜殿 519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７８０番地６０

紀宝バイパス 519-5713 三重県南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４

紀州御浜 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１

おわせ総合病院前店 519-3659 三重県尾鷲市古戸野町２番１１号

尾鷲北インター 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２



紀北西長島 519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島１７１１－１

紀伊長島インター 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島７１１番地４

名張鴻之台 518-0701 三重県名張市鴻之台１番町１８８番

名張街道南 518-0609 三重県名張市西田原字大野田４５０番地

桔梗が丘西 518-0753 三重県名張市蔵持町里２４１２－１

近鉄名張駅 518-0713 三重県名張市平尾２９６１

鈴鹿ひばりケ丘 510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町字大通３３５７

鈴鹿三宅町 510-0265 三重県鈴鹿市三宅町１０番地

鈴鹿算所 513-0806 三重県鈴鹿市算所３丁目７－２３

鈴鹿寺家五丁目 510-0254 三重県鈴鹿市寺家５丁目８－２２

鈴鹿フラワーロード 519-0321 三重県鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２
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