
店舗名 郵便番号 住所

横手金沢中野 013-0814 秋田県横手市金沢中野字三貫堰１１５他

十文字西原 019-0503 秋田県横手市十文字町西原一番町１０１番

横手西 013-0060 秋田県横手市条里一丁目１３番２２号

横手大屋新町 013-0051 秋田県横手市大屋新町字法竜７４－２

横手大雄 013-0342 秋田県横手市大雄字精兵村３番地１

横手雄物川 013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一

潟上昭和 018-1402 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田４１

天王持谷地 010-0201 秋田県潟上市天王字持谷地１５３番地

潟上天王上江川 010-0201 秋田県潟上市天王字上江川７８番地６

潟上追分 010-0101 秋田県潟上市天王字長沼１０－７

天王追分西 010-0101 秋田県潟上市天王字追分西２番地１１

秋田小坂町 017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈４番地１

鹿角市役所前 018-5201 秋田県鹿角市花輪字小深田２９８番地

鹿角錦木 018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字浜田３９番地２

鹿角大湯 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１０－３

鹿角毛馬内 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下寄熊３５番１

秋田茨島四丁目 010-0065 秋田県秋田市茨島四丁目１９番５４号

秋田卸町 010-0061 秋田県秋田市卸町１－１１－１１

秋田下新城中野 010-0146 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

秋田下新城琵琶沼 010-0146 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼３８５番地２

河辺和田 019-2601 秋田県秋田市河辺和田字坂本南２８４－５

秋田中央市場前 010-0802 秋田県秋田市外旭川字待合２５－１

秋田外旭川大谷地 010-0802 秋田県秋田市外旭川字大谷地３番地３

外旭川 010-0802 秋田県秋田市外旭川八幡田１－１－５

秋田牛島東五丁目 010-0062 秋田県秋田市牛島東五丁目３番２５号

秋田金足 010-0115 秋田県秋田市金足大清水字堤下１７－１

秋田御所野湯本 010-1415 秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－４

秋田御野場二丁目 010-1424 秋田県秋田市御野場２丁目１番８号

秋田広面北 010-0041 秋田県秋田市広面字近藤堰越８３番地３

秋田広面鍋沼 010-0041 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６

秋田広面板橋添 010-0041 秋田県秋田市広面字板橋添３０７３０８

秋田中央インター通 010-0041 秋田県秋田市広面字樋口１１６－１

秋田桜一丁目 010-0042 秋田県秋田市桜１丁目７－２１

秋田山王臨海町 010-0956 秋田県秋田市山王臨海町４番２８号

秋田寺内イサノ 011-0901 秋田県秋田市寺内字イサノ２７番地１

秋田寺内神屋敷 011-0905 秋田県秋田市寺内神屋敷７９－３

秋田手形 010-0851 秋田県秋田市手形字西谷地１７１－１

秋田割山 010-1605 秋田県秋田市新屋勝平町４－１９

秋田新屋扇町 010-1637 秋田県秋田市新屋扇町２－２２

秋田新屋日吉町 010-1622 秋田県秋田市新屋日吉町１６番１号

秋田仁井田栄町 010-1433 秋田県秋田市仁井田栄町１番１号

秋田仁井田新中島 010-1423 秋田県秋田市仁井田字新中島１１３８番地２

秋田横山 010-1423 秋田県秋田市仁井田字川久保２７－１

市立秋田総合病院 010-0933 秋田県秋田市川元松丘町４番３０号

秋田川尻御休町 010-0943 秋田県秋田市川尻御休町９番４３号

秋田泉中央三丁目 010-0917 秋田県秋田市泉中央３－１０－２１

秋田赤れんが館通り 010-0921 秋田県秋田市大町五丁目４番２５号



土手長町通り 010-0001 秋田県秋田市中通５丁目１－１

秋田ぽぽろーど 010-0001 秋田県秋田市中通二丁目６番４４号

秋田中通六丁目店 010-0001 秋田県秋田市中通六丁目３番２０号

秋田土崎港相染町 011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２

秋田土崎中央 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央１－１６－４１

秋田東通五丁目 010-0003 秋田県秋田市東通５丁目７－３３

秋田東通り 010-0003 秋田県秋田市東通６－９－３３

秋田アルヴェ 010-0002 秋田県秋田市東通仲町４番１号

秋田ならやま 010-0021 秋田県秋田市楢山登町３番４６号

秋田八橋本町 010-0975 秋田県秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

秋田上飯島 011-0917 秋田県秋田市飯島道東２－１４－１１

秋田飯島道東 011-0917 秋田県秋田市飯島道東３－６－４５

秋田空港 010-1211 秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９

秋田雄和 010-1201 秋田県秋田市雄和田草川字太田２－１

美郷リリオス前 019-1234 秋田県仙北郡美郷町飯詰字上鶴田９－１

美郷六郷 019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１

角館下新町 014-0315 秋田県仙北市角館町下新町２４－８

角館岩瀬 014-0369 秋田県仙北市角館町上菅沢５７－１

角館川原町 014-0333 秋田県仙北市角館町川原町２８番１他３筆

仙北西木西明寺 014-0512 秋田県仙北市西木町上荒井字中屋敷５７番地１

秋田大館餌釣 017-0837 秋田県大館市餌釣字前田３７９番地

大館ドーム前 017-0032 秋田県大館市字新綱２０

大館大田面 017-0041 秋田県大館市字大田面３８８－１

大館住吉町 017-0875 秋田県大館市住吉町３番２１号

大館常盤木町 017-0846 秋田県大館市常盤木町１５番１６号

大館清水四丁目 017-0046 秋田県大館市清水四丁目４番３３号

秋田大館中山 017-0839 秋田県大館市中山字兎沢２０番地６

大館中道 017-0045 秋田県大館市中道二丁目３－４２

秋田大館比内 018-5701 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱４１番地３

大館片山町三丁目 017-0872 秋田県大館市片山町三丁目６番２号

大館市立総合病院 017-0885 秋田県大館市豊町３－１

大館川口 017-0877 秋田県大館市立花字屋敷前７３番地

中仙うぐいすの 014-0201 秋田県大仙市下鴬野字上中嶋５３－３

おばこ大曲 014-0001 秋田県大仙市花館字常保寺１０６番地１

協和船岡 019-2401 秋田県大仙市協和船岡字合貝４４番地５

大仙若竹町 014-0016 秋田県大仙市若竹町３３番４号

大仙かみおか 019-1701 秋田県大仙市神宮寺字本郷野８８－３

西仙北ＳＡ 019-2332 秋田県大仙市西仙北九升田字三口ヶ沢８－７

大仙太田町 019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字相野３４８－１

大仙大花町 014-0022 秋田県大仙市大花町２２番１号

大曲金谷町 014-0054 秋田県大仙市大曲金谷町１２番１９号

大曲田町 014-0046 秋田県大仙市大曲田町５－２３

大曲白金町 014-0015 秋田県大仙市大曲白金町９番２２号

大曲インター 014-0073 秋田県大仙市内小友字下伊岡９２－１

大仙福田町 014-0021 秋田県大仙市福田町７－１５

大仙払田 014-0802 秋田県大仙市払田字宝龍２１０番地

大仙北楢岡 019-1702 秋田県大仙市北楢岡字嶋５８－１

なかせん町 014-0205 秋田県大仙市鑓見内字幕林２４７番地



湯沢桜通り 012-0811 秋田県湯沢市桜通り１－３５

湯沢インター 012-0037 秋田県湯沢市字沖鶴１９４－１

湯沢翔北高校前 012-0823 秋田県湯沢市湯の原１－３－７

八郎潟上沖谷地 018-1611 秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１

能代後谷地 016-0863 秋田県能代市字後谷地１０番地５

能代高塙 016-0184 秋田県能代市字高塙１６２－１

秋田能代南 016-0872 秋田県能代市字芝童森２－１

能代西 016-0864 秋田県能代市字鳥小屋１番１

秋田能代大瀬 016-0839 秋田県能代市字東大瀬５０番地１

能代上町 016-0817 秋田県能代市上町８番１４号

二ツ井きみまち阪 018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋字恋ノ沢９２番５

秋田能代明治町 016-0833 秋田県能代市明治町１５番１７号

秋田能代東インター 016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布７０番地１

阿仁前田 018-4515 秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

北秋田住吉町 018-3322 秋田県北秋田市住吉町８７番

Ａコープあいかわ 018-4211 秋田県北秋田市川井字鳥屋沢２５

北秋田綴子店 018-3301 秋田県北秋田市綴子字前野６３番１

由利本荘岩城 018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－９４

由利本荘中梵天 015-0851 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３

本荘インター 015-0061 秋田県由利本荘市二十六木字根木田２８０－２

由利本荘薬師堂 015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字中道２４１


	Sheet1

