
店舗名 郵便番号 住所

岩槻西町 3390067 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号　　　　　　　　　　　

岩槻太田 3390052 埼玉県さいたま市岩槻区太田　　　２丁目３番１５号　　　　　　　　

岩槻本宿 3390074 埼玉県さいたま市岩槻区本宿　　　９４－２　　　　　　　　　　　　

さいたま堀崎町 3370052 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 3380832 埼玉県さいたま市桜区西堀　　　　３－２２－２０　　　　　　　　　

さいたま西堀 3380832 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目　２番３号　　　　　　　　　　　　

さいたま大戸四丁目 3380012 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 3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８　　　　　　　　　　　　

南浦和駅西口 3360018 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目４番１３号１階　　　　　　　　　

宮原駅西口 3310812 埼玉県さいたま市北区宮原町　　　３丁目５０９番地　佐藤ビル１階　

さいたま宮原駅東口 3310812 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目３２３　　　　　　　　　　　　　

さいたま櫛引町二丁目 3310825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１　　　　　　　　　　　

日進駅南口 3310823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１１１２　柳田ビル１Ｆ　　　　　

さいたま日進町二丁目 3310823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３０２番　　　　　　　　　　　

ドラッグエース鶴ケ岡 3560045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目　　１－１　　　　　　　　　　　　　

羽生三田ヶ谷 3480014 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田　　９４２―１　　　　　　　　　　　

越谷七左町二丁目 3430857 埼玉県越谷市新越谷１丁目　　　　４６番地８　　　　　　　　　　　

越谷西方 3430822 埼玉県越谷市西方２９４２番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　

越谷大里 3430031 埼玉県越谷市大里７１３番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

越谷東大沢 3430022 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

南越谷駅北通り 3430845 埼玉県越谷市南越谷２－５－６７　　　　　　　　　　　　　　　　　

角屋騎西 3470105 埼玉県加須市騎西１３８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加須久下 3470063 埼玉県加須市久下四丁目８番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉川平沼一丁目 3420056 埼玉県吉川市平沼一丁目４番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　

フレスト栗橋河原代 3491114 埼玉県久喜市河原代下分　　　　　６７６番地１　　　　　　　　　　

ＴＫＳ下栢間 3460113 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間　　　　字上在来９１５　　　　　　　　　

菖蒲三箇 3460104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇　　　　　１３３８－１　　　　　　　　　　

モラージュ菖蒲 3460106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５　　　　　　　　　　　　　　　　　

久喜上早見 3460021 埼玉県久喜市上早見４８９番１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

久喜野久喜 3460002 埼玉県久喜市野久喜６２０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　

狭山祇園 3501307 埼玉県狭山市祇園９番１４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

狭山 3501334 埼玉県狭山市狭山２４ー３１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

狭山けやき通り 3501304 埼玉県狭山市狭山台４丁目４２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ドラッグエース広瀬東 3501320 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

新狭山二丁目 3501331 埼玉県狭山市新狭山２丁目１６番２　　　　　　　　　　　　　　　　

新狭山 3501331 埼玉県狭山市新狭山２丁目４－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

狭山東三ツ木 3501302 埼玉県狭山市大字東三ツ木字東原　４５６－１　　　　　　　　　　　

狭山堀兼 3501312 埼玉県狭山市大字堀兼　　　　　　１０２８番の３　　　　　　　　　

熊谷村岡 3600162 埼玉県熊谷市村岡５２７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

戸田本町一丁目 3350023 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号　　　　　　　　　　　　　　　　

幸手駅東口 3400115 埼玉県幸手市中一丁目１番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

行田持田 3610056 埼玉県行田市大字持田字東谷　　　２４４番１　　　　　　　　　　　

鴻巣笠原 3650023 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

坂戸花影町 3500236 埼玉県坂戸市花影町２３－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



坂戸石井 3500212 埼玉県坂戸市大字石井２３７７－３　　　　　　　　　　　　　　　　

三郷駅前 3410018 埼玉県三郷市早稲田１－１－１　　加藤ビル１Ｆ　　　　　　　　　　

三郷早稲田七丁目 3410018 埼玉県三郷市早稲田７丁目１－１５　　　　　　　　　　　　　　　　

柳瀬川駅前 3530006 埼玉県志木市館２－６－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部一ノ割 3440031 埼玉県春日部市一ノ割２丁目　　　６－３０　　　　　　　　　　　　

ＴＫＳ春日部牛島 3440004 埼玉県春日部市牛島８８８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部小渕南 3440007 埼玉県春日部市小渕６６０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部小渕 3440007 埼玉県春日部市小渕９５９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部上蛭田 3440046 埼玉県春日部市上蛭田中通　　　　２７６－１　　　　　　　　　　　

春日部増富 3440041 埼玉県春日部市増富６０６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部増戸 3440042 埼玉県春日部市大字増戸３２８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部不動院野 3440001 埼玉県春日部市大字不動院野　　　２８８９番１　　　　　　　　　　

春日部大場 3440021 埼玉県春日部市大場８７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部谷原二丁目 3440065 埼玉県春日部市谷原二丁目１番８　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部駅西口 3440067 埼玉県春日部市中央１－１－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部中央一丁目 3440067 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部藤塚 3440011 埼玉県春日部市藤塚６１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日部米島 3440115 埼玉県春日部市米島９６２番地６　　　　　　　　　　　　　　　　　

南桜井駅前 3440115 埼玉県春日部市米島中屋舗　　　　１１８５－３０　　　　　　　　　

春日部緑町 3440063 埼玉県春日部市緑町３－１－４８　　　　　　　　　　　　　　　　　

所沢けやき通り 3591111 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２　　　　　　　　　　　　　　　　　

志木駅南口 3520001 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号　　　　　　　　　　　　　　　

新座馬場二丁目 3520016 埼玉県新座市馬場二丁目１０－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

深谷南大通り 3660801 埼玉県深谷市上野台２１９８番２　　　　　　　　　　　　　　　　　

深谷針ヶ谷 3690213 埼玉県深谷市針ヶ谷５４６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヤマキ東方 3660041 埼玉県深谷市東方３２８９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川越霞ヶ関 3501103 埼玉県川越市霞ヶ関東１－２－２５　　　　　　　　　　　　　　　　

川越鯨井 3500815 埼玉県川越市鯨井１５６５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

かわつる三芳野 3501176 埼玉県川越市川鶴３－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川口戸塚東三丁目 3330802 埼玉県川口市戸塚東三丁目　　　　６番１７号　　　　　　　　　　　

西海川口 3330866 埼玉県川口市芝５－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プラス上青木 3330844 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５　　　　　　　　　　　　　　　　

川口朝日 3320001 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４　　　　　　　　　　　　　　　　

鳩ヶ谷南 3340013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７丁目　　　４－１３　　　　　　　　　　　　

西川口東口 3320034 埼玉県川口市並木３－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川口十二月田 3320006 埼玉県川口市末広二丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

川口柳崎 3330861 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

寄居富田 3691216 埼玉県大里郡寄居町大字富田　　　３５７２－２　　　　　　　　　　

寄居花園橋南 3691216 埼玉県大里郡寄居町大字富田　　　９８番１　　　　　　　　　　　　

朝霞膝折一丁目 3510014 埼玉県朝霞市膝折町１丁目９番３７号　　　　　　　　　　　　　　　

鶴ヶ島高倉 3502223 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉　　　　　１２２８－１５　　　　　　　　　

鶴ヶ島三ツ木 3502217 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木字新井　１１７－５　　　　　　　　　　　

若葉駅西口 3502206 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金　　　　　８５１番４０　　　　　　　　　　

東松山高坂 3550048 埼玉県東松山市あずま町１丁目　　２０－５　　　　　　　　　　　　

東松山松山町 3550018 埼玉県東松山市松山町２丁目　　　１２６１－１　　　　　　　　　　



東松山神明町 3550021 埼玉県東松山市神明町二丁目１２番１７号　　　　　　　　　　　　　

東松山石橋 3550072 埼玉県東松山市大字石橋　　　　　１６８５－１５　　　　　　　　　

東武動物公園駅 3450801 埼玉県南埼玉郡宮代町百間２丁目　３－２４　　　　　　　　　　　　

宮代本田 3450827 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目　７番２号　　　　　　　　　　　　

宮代和戸 3450836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号　　　　　　　　　　　　　

飯能日高団地 3501257 埼玉県日高市横手１丁目１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｐａｓａｒ三芳 3540045 埼玉県入間郡三芳町大字上富　　　２２０４　　　　　　　　　　　　

入間宮寺西 3580014 埼玉県入間市宮寺２６６４番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入間東藤沢 3580012 埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

プラスカスミ白岡駅西口 3490217 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

白岡駅東口 3490217 埼玉県白岡市小久喜７４０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　

白岡上野田 3490221 埼玉県白岡市上野田１２８７番地２　　　　　　　　　　　　　　　　

プラスカスミ八潮大原 3400825 埼玉県八潮市大字大原５３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯能駅南口 3570036 埼玉県飯能市南町１－２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯能東吾野 3570205 埼玉県飯能市白子３６５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野原五明 3550343 埼玉県比企郡ときがわ町大字五明　７６３－３　　　　　　　　　　　

小川日赤前 3550321 埼玉県比企郡小川町大字小川　　　６０３番　　　　　　　　　　　　

嵐山むさし台 3550216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３　　　　　　　　　　　　

嵐山 3550227 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

伊奈南 3620806 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 3620804 埼玉県北足立郡伊奈町本町３丁目　７８　　　　　　　　　　　　　　

本庄児玉東 3670212 埼玉県本庄市児玉町児玉　　　　　１７０４－１　　　　　　　　　　

本庄早稲田駅前 3670030 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目　　７番１２号　　　　　　　　　　　

蓮田ＳＡ 3490101 埼玉県蓮田市黒浜桜ヶ丘３５１７　　　　　　　　　　　　　　　　　

蓮田閏戸 3490133 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３　　　　　　　　　　　　　　　　

和光南一丁目 3510104 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＫＳ錦町 3350005 埼玉県蕨市錦町一丁目２番５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＫＳ錦二丁目 3350005 埼玉県蕨市錦町二丁目３番４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蕨塚越三丁目 3350002 埼玉県蕨市塚越３丁目１０－３７　　　　　　　　　　　　　　　　　
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