
店舗名 郵便番号 住所

阿賀野南安野 959-2004 新潟県阿賀野市南安野町９番３号

阿賀野保田 959-2221 新潟県阿賀野市保田１１６０番地

燕井土巻 959-1232 新潟県燕市井土巻３丁目１１１番地

燕下粟生津 959-0222 新潟県燕市下粟生津字横町３０３６番地３

吉田大保 959-0242 新潟県燕市吉田大保町２６番１号

つばめ吉田東栄町 959-0232 新潟県燕市吉田東栄町１３番２３号

燕吉田本所 959-0251 新潟県燕市吉田本所１１７番地４

燕笈ケ島 959-0113 新潟県燕市笈ケ島１２２５番地１

燕笈ケ島南 959-0113 新潟県燕市笈ケ島字一ノ山８５６番地１

燕小高 959-1241 新潟県燕市小高１６０２

燕三条 959-1241 新潟県燕市小高７０５１番地

燕物流センター 959-1273 新潟県燕市杉名９２１番地１

燕大曲 959-1263 新潟県燕市大曲３６３８番１

燕中川 959-1225 新潟県燕市中川３５１番１

つばめ白山町 959-1251 新潟県燕市白山町三丁目２２番７０号

加茂旭町 959-1383 新潟県加茂市旭町１６－７

加茂下条 959-1361 新潟県加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１

見附元町 954-0004 新潟県見附市元町二丁目３番１号

見附市野坪 954-0083 新潟県見附市市野坪町８３－２

見附新幸町 954-0076 新潟県見附市新幸町７番６号

五泉中野橋 959-1755 新潟県五泉市青橋甲５７７－１

五泉あこみ 959-1821 新潟県五泉市赤海二丁目２番６４号

五泉本町 959-1865 新潟県五泉市本町四丁目２番１２号

五泉木越 959-1834 新潟県五泉市木越１８９７番地３

五泉論瀬 959-1604 新潟県五泉市論瀬５７５３－１

三条新保 955-0808 新潟県三条市新保字橋元３３４

三条大崎 955-0033 新潟県三条市西大崎一丁目９番２０号

三条千把野 959-1124 新潟県三条市千把野新田７４－１

三条代官島 955-0095 新潟県三条市大字代官島１２４１番地１

三条中新 955-0035 新潟県三条市中新３２番４８号

三条塚野目 955-0055 新潟県三条市塚野目二丁目５番１２号

三条鶴田 955-0051 新潟県三条市鶴田四丁目４番３３号

三条田島 955-0044 新潟県三条市田島２丁目１０番１０号

道の駅まつだい 942-1526 新潟県十日町市松代３８１６番地１

メルシー中条 949-8617 新潟県十日町市中条己２９４９番地

メルシー川治 948-0041 新潟県十日町市北新田１－４

上越南新町 943-0847 新潟県上越市南新町３番４６号

横越うぐいす団地 950-0214 新潟県新潟市江南区うぐいす１丁目１番１号

横越茜ヶ丘 950-0212 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘７－１５

新潟嘉瀬 950-0323 新潟県新潟市江南区嘉瀬１５１５番地

新潟亀田向陽 950-0121 新潟県新潟市江南区亀田向陽１丁目２番１２号

亀田大月 950-0162 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新潟大淵 950-0105 新潟県新潟市江南区大淵６０３番地４

新潟天野 950-1134 新潟県新潟市江南区天野１丁目１７番１号

新津車場 956-0011 新潟県新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号

新津さつき野 956-0022 新潟県新潟市秋葉区さつき野２丁目１０番３６号

新津吉岡町 956-0837 新潟県新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号



新潟山谷町 956-0024 新潟県新潟市秋葉区山谷町二丁目４番２４号

新津山谷南 956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津４５１９番地６

新津本町四丁目 956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町四丁目２８番２１号

新津川口 956-0015 新潟県新潟市秋葉区川口４６８番地１

新津善道町 956-0865 新潟県新潟市秋葉区善道町２丁目７番２２号

新津荻川 956-0805 新潟県新潟市秋葉区中野二丁目２２番２２号

新津朝日 956-0835 新潟県新潟市秋葉区朝日２６０番地８

新潟矢代田 956-0113 新潟県新潟市秋葉区矢代田３３２９番地１

巻駅前 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲２５２１

巻町桔梗が丘 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲８７番地

新潟巻大原 953-0013 新潟県新潟市西蒲区巻大原９９６－２

西川旗屋 959-0423 新潟県新潟市西蒲区旗屋５１１

新潟巻インター 953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山７９０３番地１

新潟中之口 950-1322 新潟県新潟市西蒲区六分７８１

新潟みずき野 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野２丁目８番１８号

新潟五十嵐中島 950-2162 新潟県新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号

新潟五十嵐 950-2102 新潟県新潟市西区五十嵐二の町９０８８番地１

新潟坂井東 950-2041 新潟県新潟市西区坂井東６丁目１番２７号

新潟小新 950-2024 新潟県新潟市西区小新西２丁目１０－２３

新潟小針南 950-2025 新潟県新潟市西区小針南６１－１

新潟上新栄町 950-2076 新潟県新潟市西区上新栄町５８２４－３５７

新潟新通 950-2038 新潟県新潟市西区新通南２丁目１８番２０号

新潟善久 950-1102 新潟県新潟市西区善久字新川向４５０－８

新潟曽和インター 950-2142 新潟県新潟市西区内野戸中才１４９６－５

新潟内野山手 950-2113 新潟県新潟市西区内野山手１丁目１１番２７号

新潟平島 950-2004 新潟県新潟市西区平島１－６－３

新潟木山 950-2253 新潟県新潟市西区木山４１４番地１

新潟立仏 950-1103 新潟県新潟市西区立仏４７４番地１

新潟槇尾 950-2121 新潟県新潟市西区槇尾字前三俵３２７番地

新潟医学町通 951-8124 新潟県新潟市中央区医学町通１番町３９－１

新潟第一ホテル 950-0086 新潟県新潟市中央区花園一丁目３番１２号

新潟商業高校前 951-8127 新潟県新潟市中央区関屋下川原町１ー７

新潟関屋昭和町 951-8164 新潟県新潟市中央区関屋昭和町１丁目１１

新潟近江三丁目 950-0971 新潟県新潟市中央区近江３－１－３２

新潟プラーカ２ 950-0917 新潟県新潟市中央区笹口１丁目２－１

柳都大橋南 950-0081 新潟県新潟市中央区三和町４番２０号

新潟紫竹山 950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山六丁目３番１号

新潟出来島二丁目 950-0962 新潟県新潟市中央区出来島２丁目１－２

女池上山一丁目 950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山一丁目６番１７号

女池上山四丁目 950-0941 新潟県新潟市中央区女池上山四丁目５－１１

新潟女池神明 950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明３丁目６－８

新潟上所中 950-0993 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１１－２３

上大川前通 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１

新潟十番町 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通十番町１９１４番地

新潟桜木インター 950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺２丁目６番１３号

新潟中央インター 950-1148 新潟県新潟市中央区鳥屋野３５８番４７－２

新潟プラーカ３ 950-0917 新潟県新潟市中央区天神１－１プラーカ３

新潟天神尾一丁目 950-0905 新潟県新潟市中央区天神尾１丁目１５番１０号



新潟東大通 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通１丁目２番１号

新潟あぶみ三丁目 950-0913 新潟県新潟市中央区鐙３丁目６番３６号

新潟鐙一丁目 950-0913 新潟県新潟市中央区鐙一丁目４番３９号

新潟鐙西 950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西２丁目３５－３３

新潟八千代二丁目 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代２丁目２４９６－１４

新潟文京町 951-8153 新潟県新潟市中央区文京町２番５号

メディアシップ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代３丁目１番１号１Ｆ

新潟万代四丁目 950-0088 新潟県新潟市中央区万代４－１－１

新潟万代シティ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代一丁目３番１号

新潟逢谷内 950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内二丁目１番１８号

新潟牡丹山 950-0872 新潟県新潟市東区牡丹山一丁目５番１５号

新潟河渡本町 950-0016 新潟県新潟市東区河渡本町２２番６６号

新潟錦町 950-0062 新潟県新潟市東区錦町５番６８号

新潟紫竹二丁目 950-0864 新潟県新潟市東区紫竹２丁目１番８６号

新潟寺山二丁目 950-0892 新潟県新潟市東区寺山二丁目２１－２

新潟松園 950-0023 新潟県新潟市東区松園一丁目９番４９号

新潟県立大学前 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町５丁目１８番８号

新潟竹尾卸団地 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾８１４－１

新潟中木戸 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸３１８番地６

新潟中野山五丁目 950-0841 新潟県新潟市東区中野山五丁目２１－１０

新潟中野山 950-0841 新潟県新潟市東区中野山六丁目１番１号

新潟長者町 950-0066 新潟県新潟市東区長者町１５番３７号

新潟東中野山七丁目 950-0836 新潟県新潟市東区東中野山７丁目１５－５

新潟物見山 950-0021 新潟県新潟市東区物見山４丁目４番６号

白根文京町 950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木９８５番地１

新潟西白根 950-1262 新潟県新潟市南区西白根２５７番地１

新潟白根みの口 950-1213 新潟県新潟市南区能登７５１－３

豊栄かぶとやま 950-3317 新潟県新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２

豊栄太田 950-3313 新潟県新潟市北区太田５７６７番地

新潟濁川 950-3131 新潟県新潟市北区濁川４２７番１他

豊栄木崎 950-3306 新潟県新潟市北区内島見２５１２－１

新発田豊浦 959-2323 新潟県新発田市乙次６１２

新発田工業団地 957-0082 新潟県新発田市佐々木２５９１－３６

新発田舟入町 957-0065 新潟県新発田市舟入町１丁目１２番１号

新発田住吉 957-0061 新潟県新発田市住吉町４丁目１番１５号

新発田しんえい町 957-0063 新潟県新発田市新栄町１丁目９番２号

新発田駅前 957-0055 新潟県新発田市諏訪町１丁目２－１１－１Ｆ

新発田中央町 957-0053 新潟県新発田市中央町五丁目６番１４号

新発田中曽根 957-0067 新潟県新発田市中曽根町１丁目４番９号

ＪＡ北越後松浦 957-0032 新潟県新発田市八幡新田６３１番地１

新発田豊町 957-0016 新潟県新発田市豊町４丁目９番２１号

新発田高校前 957-0016 新潟県新発田市豊町一丁目１２番４号

新発田緑町 957-0018 新潟県新発田市緑町二丁目５－３０

弥彦温泉前 959-0323 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地

ＪＡ津南町上郷 949-8124 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 940-0857 新潟県長岡市沖田三丁目８２番地

長岡下々条 940-0012 新潟県長岡市下々条一丁目５０６番地２

長岡喜多町鐙潟 940-2121 新潟県長岡市喜多町７９３番地



長岡宮栄 940-1154 新潟県長岡市宮栄１丁目５３－１

長岡弓町 940-0047 新潟県長岡市弓町１丁目３番２２号

長岡高見町 940-0004 新潟県長岡市高見町３００７番地１

寺泊上田 940-2502 新潟県長岡市寺泊上田町９７７０番２

長岡曙 940-0832 新潟県長岡市曙２－４－１７

長岡上岩井 940-2314 新潟県長岡市上岩井６４４５番地

長岡新産四丁目 940-2127 新潟県長岡市新産四丁目１番地２

長岡新産東町 940-2128 新潟県長岡市新産東町２６

長岡新産業センター 940-2127 新潟県長岡市新産二丁目８番１

長岡新町二丁目 940-0023 新潟県長岡市新町二丁目１番６号

長岡川崎 940-0864 新潟県長岡市川崎１丁目２５２０番地１

長岡中央綜合病院 940-8653 新潟県長岡市川崎町２０４１番地

長岡大島本町 940-2112 新潟県長岡市大島本町５－１１３－１４

長岡南七日町 940-2116 新潟県長岡市南七日町５０番地１５

長岡南町 940-0081 新潟県長岡市南町１丁目２番２２号

長岡福道 940-2053 新潟県長岡市福道町字前田３７８－１

長岡来迎寺 949-5411 新潟県長岡市来迎寺３８３４番

長岡蓮潟 940-2023 新潟県長岡市蓮潟三丁目１２番２０号

阿賀野川ＳＡ下り 959-4635 新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜字中峰４６５９

津川平堀 959-4403 新潟県東蒲原郡阿賀町平堀１０６０

田上川船河 959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５

新潟田上町 959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙２９８７番地２

湯沢奈良山 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１８３番地６

Ａコープ城内 949-7137 新潟県南魚沼市上原１１０番地９

六日町駅東 949-6680 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

Ａコープ麓 949-7111 新潟県南魚沼市麓１０８番地４

柏崎原町 945-0023 新潟県柏崎市原町５番５５号

柏崎松波 945-0011 新潟県柏崎市松波四丁目１番６９号

柏崎城塚 945-1343 新潟県柏崎市城塚１番２７号

柏崎扇町 945-0044 新潟県柏崎市扇町１番３８号

柏崎鯨波 945-0855 新潟県柏崎市大字鯨波乙１２０３番地２

柏崎比角 945-0047 新潟県柏崎市比角二丁目１０番３号

柏崎総合医療センター 945-8535 新潟県柏崎市北半田２丁目１１－３

聖籠次第浜 957-0105 新潟県北蒲原郡聖籠町大字次第浜２０９６番地１
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