
店舗名 郵便番号 住所

岩槻西町 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号

岩槻太田 339-0052 埼玉県さいたま市岩槻区太田２丁目３番１５号

岩槻釣上 339-0024 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３

岩槻東町一丁目 339-0055 埼玉県さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号

岩槻本宿 339-0074 埼玉県さいたま市岩槻区本宿９４－２

さいたま見沼 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１

さいたま堀崎町 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４５４番地１

さいたま西堀三丁目 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０

さいたま西堀 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

さいたま宮前町 331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町１３３９

大宮西遊馬 331-0061 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１１１７－１

指扇駅北口 331-0074 埼玉県さいたま市西区大字宝来１５７６番１

さいたま島根 331-0054 埼玉県さいたま市西区島根２９０－１

大宮三橋四丁目 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋４－１７－１

大宮三橋中央通り 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町４９６－１

大宮すずらん通り 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地

大宮大門町一丁目 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目６１番地６

さいたま堀の内町 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１丁目４２６番地

さいたま大戸四丁目 338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸４丁目４３８－１

さいたま鈴谷四丁目 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８

南浦和駅西口 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目４番１３号１階

さいたま宮原町三丁目 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５７６番地

さいたま櫛引町二丁目 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１

さいたま大成橋南 331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目５１４番地２

さいたま日進町南 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１２０３番１

さいたま日進町二丁目 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３０２番

さいたま別所町 331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町８１－３１

大宮本郷町 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町６４９

さいたま植竹 331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町４８４－１

さいたま中尾 336-0932 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５８４番１

ＴＫＳさいど 336-0907 埼玉県さいたま市緑区道祖土２丁目１０番１５号

ふじみ野二丁目 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野二丁目２７番３号

ふじみ野駒林 356-0038 埼玉県ふじみ野市駒林元町４－１－２４

ふじみ野上野台 356-0017 埼玉県ふじみ野市上野台１丁目２－１

ふじみ野新駒林二丁目 356-0030 埼玉県ふじみ野市新駒林二丁目４－１０

ふじみ野清見 356-0002 埼玉県ふじみ野市清見３丁目１－２

ドラッグエース鶴ケ岡 356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１

下羽生 348-0026 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３

羽生三田ヶ谷 348-0014 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田９４２―１

羽生東七丁目 348-0052 埼玉県羽生市東七丁目１６番地１

Ｐａｓａｒ羽生 348-0004 埼玉県羽生市弥勒字三新田８２４東北自動車道羽生ＰＡ（下り線）

越谷花田二丁目 343-0015 埼玉県越谷市花田２丁目２２－９他

越谷蒲生東町 343-0841 埼玉県越谷市蒲生東町１５番７号

越谷砂原 343-0803 埼玉県越谷市砂原１０１２番地３

越谷七左町二丁目 343-0857 埼玉県越谷市新越谷１丁目４６番地８

越谷西方 343-0822 埼玉県越谷市西方２９４２番地１

越谷相模町 343-0823 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１



越谷大里 343-0031 埼玉県越谷市大里７１３番地１

南越谷駅北通り 343-0845 埼玉県越谷市南越谷２－５－６７

ＴＫＳ桶川若宮 363-0022 埼玉県桶川市若宮１－４埼北ＳＳビル

ＴＫＳ桶川駅前 363-0022 埼玉県桶川市若宮１丁目１－３

桶川下日出谷 363-0025 埼玉県桶川市大字下日出谷２８１－２

桶川加納 363-0001 埼玉県桶川市大字加納字天神８６４

桶川上日出谷 363-0026 埼玉県桶川市大字上日出谷１９１番地３

加須下樋遣川 347-0005 埼玉県加須市下樋遣川５５６７番地１

豊野台テクノタウン 349-1145 埼玉県加須市間口１１１９番地１０

角屋騎西 347-0105 埼玉県加須市騎西１３８４

加須久下 347-0063 埼玉県加須市久下四丁目８番地２

加須南小浜 347-0028 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１

加須駅前 347-0055 埼玉県加須市中央１丁目１番１５号

加須礼羽 347-0044 埼玉県加須市礼羽６９９番地

吉川平沼一丁目 342-0056 埼玉県吉川市平沼一丁目４番地３

フレスト栗橋河原代 349-1114 埼玉県久喜市河原代下分６７６番地１

栗橋間鎌 349-1123 埼玉県久喜市間鎌１３５

久喜吉羽 346-0014 埼玉県久喜市吉羽１８１番地４

久喜東 346-0016 埼玉県久喜市久喜東四丁目２３番６号

ＴＫＳ下栢間 346-0113 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間字上在来９１５

菖蒲三箇 346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇１３３８－１

モラージュ菖蒲 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５

久喜上早見 346-0021 埼玉県久喜市上早見４８９番１１

久喜青葉二丁目 346-0013 埼玉県久喜市青葉二丁目２番地１

鷲宮東大輪 340-0202 埼玉県久喜市東大輪南前１２９－１

久喜野久喜 346-0002 埼玉県久喜市野久喜６２０番地１

鷲宮上新井 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮字上新井７０８－１

狭山祇園 350-1307 埼玉県狭山市祇園９番１４号

ドラッグエース広瀬東 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

新狭山二丁目 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２丁目１６番２

新狭山 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２丁目４－１１

狭山堀兼 350-1312 埼玉県狭山市大字堀兼１０２８番の３

江南成沢 360-0115 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

熊谷村岡 360-0162 埼玉県熊谷市村岡５２７番地１

熊谷新堀小学校前 360-0841 埼玉県熊谷市大字新堀２１７－２

熊谷拾六間 360-0847 埼玉県熊谷市籠原南二丁目３０１

幸手駅東口 340-0115 埼玉県幸手市中一丁目１番２１号

行田持田 361-0056 埼玉県行田市大字持田字東谷２４４番１

鴻巣加美 365-0078 埼玉県鴻巣市加美１丁目３－４７

鴻巣笠原 365-0023 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１

鴻巣御成橋 365-0044 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２

志木幸町四丁目 353-0005 埼玉県志木市幸町４丁目１番４号

志木上宗岡 353-0001 埼玉県志木市上宗岡４－７

児玉工業団地 369-0307 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１

春日部一ノ割 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割２丁目６－３０

ＴＫＳ春日部牛島 344-0004 埼玉県春日部市牛島８８８番地１

春日部小渕 344-0007 埼玉県春日部市小渕９５９－１

春日部上蛭田 344-0046 埼玉県春日部市上蛭田中通２７６－１



春日部増富 344-0041 埼玉県春日部市増富６０６－１

春日部不動院野 344-0001 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番１

春日部谷原二丁目 344-0065 埼玉県春日部市谷原二丁目１番８

春日部駅西口 344-0067 埼玉県春日部市中央１－１－１３

春日部中央一丁目 344-0067 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１

春日部藤塚 344-0011 埼玉県春日部市藤塚６１６－１

春日部米島 344-0115 埼玉県春日部市米島９６２番地６

南桜井駅前 344-0115 埼玉県春日部市米島中屋舗１１８５－３０

春日部緑町 344-0063 埼玉県春日部市緑町３－１－４８

所沢駅東口 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３－１８－１０

小手指 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１－１６－１

所沢松葉町 359-0044 埼玉県所沢市松葉町３０－２０

所沢ネオポリス 359-0001 埼玉県所沢市大字下富１３１５－１

東狭山ヶ丘一丁目 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１丁目６６番４

所沢けやき通り 359-1111 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２

上尾上町二丁目 362-0037 埼玉県上尾市上町２丁目３８９－１

上尾菅谷四丁目 362-0003 埼玉県上尾市菅谷４丁目３５番２

上尾泉台一丁目 362-0062 埼玉県上尾市泉台１丁目７－１２

上尾上平公園南 362-0013 埼玉県上尾市大字上尾村５８２－５

上尾中妻五丁目 362-0072 埼玉県上尾市中妻５丁目２３－４

上尾藤波 362-0061 埼玉県上尾市藤波３丁目２７３番１

上尾平塚 362-0011 埼玉県上尾市平塚大字平塚八ツ山字８５３－１７他

志木駅南口 352-0001 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号

新座馬場二丁目 352-0016 埼玉県新座市馬場二丁目１０－２

深谷樫合 366-0816 埼玉県深谷市樫合１３１－１

ヤマキ国済寺 366-0031 埼玉県深谷市国済寺町２６－２

深谷日赤病院前 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西二丁目２２番１６

深谷上柴東 366-0051 埼玉県深谷市上柴町東７－１－２５

深谷南大通り 366-0801 埼玉県深谷市上野台２１９８番２

深谷人見 366-0811 埼玉県深谷市人見６４４－４

深谷折之口 366-0812 埼玉県深谷市折之口字屋敷合５１９番地１

深谷田中 369-1108 埼玉県深谷市田中１６２５－１

川越霞ヶ関 350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東１－２－２５

川越岸町一丁目 350-1131 埼玉県川越市岸町１丁目１５－１２

川越岸町三丁目 350-1131 埼玉県川越市岸町３丁目２５－４９他１筆

川越熊野町 350-1142 埼玉県川越市熊野町１９番地１

川越砂新田東 350-1137 埼玉県川越市砂新田１２３－１

かわつる三芳野 350-1176 埼玉県川越市川鶴３－１２－１

川越笠幡 350-1175 埼玉県川越市大字笠幡４３番地４

川越鴨田 350-0844 埼玉県川越市大字鴨田６６９－６

川越グリーンパーク 350-0001 埼玉県川越市大字古谷上５９４５－１

川越小中居 350-0022 埼玉県川越市大字小中居１０１４番地１

川越南大塚 350-1178 埼玉県川越市大塚新町６１－６

川口駅東口 332-0017 埼玉県川口市栄町３－５－９

川口栄町三丁目 332-0017 埼玉県川口市栄町三丁目３番１５号

川口金山町 332-0014 埼玉県川口市金山町１２番１－１０４号

川口元郷 332-0011 埼玉県川口市元郷４丁目３－１

川口戸塚東 333-0802 埼玉県川口市戸塚東一丁目１８－２５



川口戸塚東三丁目 333-0802 埼玉県川口市戸塚東三丁目６番１７号

川口幸町二丁目 332-0016 埼玉県川口市幸町２丁目９－１

川口ＳＬ青葉通り 332-0016 埼玉県川口市幸町三丁目１番２０

川口江戸袋 334-0075 埼玉県川口市江戸袋１丁目１３－２９

西海川口 333-0866 埼玉県川口市芝５－２０

川口芝東 333-0848 埼玉県川口市芝下１－３－２４

川口芝高木 333-0868 埼玉県川口市芝高木１丁目１７番３１号

蕨駅東口 333-0851 埼玉県川口市芝新町３－１

川口芝新町 333-0851 埼玉県川口市芝新町５－７須賀第８ビル

プラス上青木 333-0844 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５

西川口一丁目 332-0021 埼玉県川口市西川口１丁目１８－１８

西川口陸橋西 332-0021 埼玉県川口市西川口３ー２９ー１８

西川口三丁目 332-0021 埼玉県川口市西川口三丁目１７番７号

川口赤井三丁目 334-0073 埼玉県川口市赤井３丁目８－５

川口前川 333-0842 埼玉県川口市前川３丁目１８－１４

川口花山下 334-0059 埼玉県川口市大字安行字大元６３６－３

川口伊刈 333-0865 埼玉県川口市大字伊刈３９２番地１

川口神戸 333-0832 埼玉県川口市大字神戸３８番地１

川口蓮沼 334-0064 埼玉県川口市大字蓮沼２５２

川口市役所前 332-0032 埼玉県川口市中青木１丁目９番２３号

川口中青木五丁目 332-0032 埼玉県川口市中青木５丁目７－８

川口朝日 332-0001 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４

川口長蔵 333-0807 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２

川口道合西 333-0835 埼玉県川口市道合２７８番地１

川口南鳩ヶ谷 334-0013 埼玉県川口市南鳩ケ谷３丁目１７番２１号

鳩ヶ谷南 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７丁目４－１３

鳩ヶ谷八幡木 334-0012 埼玉県川口市八幡木１丁目２３－１

かわぐち飯塚 332-0023 埼玉県川口市飯塚２－１３－９

西川口東口 332-0034 埼玉県川口市並木３－９－１

川口並木三丁目 332-0034 埼玉県川口市並木三丁目２－１６

川口末広 332-0006 埼玉県川口市末広一丁目３－９

川口十二月田 332-0006 埼玉県川口市末広二丁目１番１号

草加稲荷 340-0003 埼玉県草加市稲荷４－１３－３２

草加ひがし 340-0001 埼玉県草加市柿木町字松７５１－１、７５２－１

森かどやしんでん 340-0052 埼玉県草加市金明町７８１－１

寄居 369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居六供３９２番

寄居富田 369-1216 埼玉県大里郡寄居町大字富田３５７２－２

朝霞膝折三丁目 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町３丁目７番３号

東松山高坂 355-0048 埼玉県東松山市あずま町１丁目２０－５

東松山松山町 355-0018 埼玉県東松山市松山町２丁目１２６１－１

東松山石橋 355-0072 埼玉県東松山市大字石橋１６８５－１５

東松山東平 355-0002 埼玉県東松山市東平２４５３－１

宮代本田 345-0827 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

宮代和戸 345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号

武蔵藤沢駅前 358-0011 埼玉県入間市下藤沢１３３１－４

バイパス小谷田 358-0026 埼玉県入間市小谷田１－１７－５１

入間扇町屋 358-0022 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８

入間グリーンヒル 358-0013 埼玉県入間市大字上藤沢４０６－１



入間野田 358-0054 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番

プラスカスミ白岡駅西口 349-0217 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１

白岡駅東口 349-0217 埼玉県白岡市小久喜７４０番地１

白岡上野田 349-0221 埼玉県白岡市上野田１２８７番地２

八潮新町 340-0807 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］

プラスカスミ八潮大原 340-0825 埼玉県八潮市大字大原５３６

嵐山むさし台 355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３

嵐山 355-0227 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１

富士見羽沢三丁目 354-0033 埼玉県富士見市羽沢３丁目９番５０号

杉戸高野台駅西口 345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西１丁目１０番地１

杉戸清地 345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１－４－１

埼玉県立がんセンター 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７８０

伊奈南 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８－１

伊奈本町 362-0804 埼玉県北足立郡伊奈町本町３丁目７８

北本石戸一丁目 364-0024 埼玉県北本市石戸１丁目２３５番１

片山北本 364-0005 埼玉県北本市本宿７－１

蓮田ＳＡ 349-0101 埼玉県蓮田市黒浜桜ヶ丘３５１７

蓮田閏戸 349-0133 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３

蓮田黒浜小前 349-0101 埼玉県蓮田市大字黒浜３１０７－１

蓮田南新宿 349-0142 埼玉県蓮田市大字南新宿字宿１０００番１

ＴＫＳ錦二丁目 335-0005 埼玉県蕨市錦町二丁目３番４号

わらび西口 335-0004 埼玉県蕨市中央３－３－１６

蕨中央 335-0004 埼玉県蕨市中央３丁目５番７号

蕨塚越三丁目 335-0002 埼玉県蕨市塚越３丁目１０－３７

蕨南町一丁目 335-0003 埼玉県蕨市南町１－３２－１４
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