
店舗名 郵便番号 住所

いわき永崎海岸 970-0315 福島県いわき市永崎字橋出５－５

いわき郷ケ丘 970-8045 福島県いわき市郷ヶ丘２－２９－４

いわき錦町ウツギサキ 974-8232 福島県いわき市錦町ウツギサキ７－１

いわき錦町江栗 974-8232 福島県いわき市錦町江栗馬場７５番地４

いわき後田町 974-8203 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

いわき好間 970-1151 福島県いわき市好間町下好間字沼田１２９－１

いわき中央インター 970-1145 福島県いわき市好間町北好間字槐作３７－１

いわき佐糠町 974-8223 福島県いわき市佐糠町東１丁目１８－６

いわき四倉海岸 979-0201 福島県いわき市四倉町字東４丁目１３３－３

いわき四倉上仁井田 979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

いわき鹿島町御代 971-8146 福島県いわき市鹿島町御代字柿境１８－２

かしま病院前 971-8141 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松８番地の１

いわき小名浜道珍 971-8101 福島県いわき市小名浜字道珍２番地

いわき小名浜寺廻町 971-8164 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき小名浜林ノ上 971-8101 福島県いわき市小名浜林ノ上１

いわき下船尾町 972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町歌川５８－３

いわき常磐古内 972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町古内１０４番地の１

いわき常磐上湯長谷町 972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２

いわき泉下川 971-8183 福島県いわき市泉町下川字田宿１６４番地の６

いわき泉町六枚内 971-8185 福島県いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）

いわき泉町 971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字神力前３４－１

いわき泉町本谷 971-8181 福島県いわき市泉町本谷字大田４番地３

いわき内郷御厩町 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１

いわき南台 974-8242 福島県いわき市南台一丁目２０番地２

いわき平塩 970-8022 福島県いわき市平塩字出口６－３

いわき平神谷 970-0101 福島県いわき市平下神谷字宿７４―１

いわき平下神谷 970-0101 福島県いわき市平下神谷字出口５５番地

いわき平正月町 970-8053 福島県いわき市平字正月町２４番地の７

いわき平大工町 970-8026 福島県いわき市平字大工町１１－１

いわき駅前 970-8026 福島県いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ

いわき平梅香町 970-8026 福島県いわき市平字梅香町８－６

いわき平菱川町 970-8026 福島県いわき市平字菱川町１番地の１

いわき平上荒川 970-8034 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内８番地１

いわき平赤井 979-3131 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１

いわき平谷川瀬 970-8036 福島県いわき市平谷川瀬一丁目１２－１９

いわき北白土 970-8024 福島県いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ

いわき勿来関田 979-0146 福島県いわき市勿来町関田字行屋前２５－１

いわき勿来インター 979-0144 福島県いわき市勿来町大高土取７６－１

大玉大山 969-1301 福島県安達郡大玉村大山字宮下１３０

福島桑折町 969-1661 福島県伊達郡桑折町大字上郡字仲丸４－１４

福島国見町 969-1751 福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木５番地１

国見藤田 969-1761 福島県伊達郡国見町大字藤田字日向三７－１

保原泉町 960-0653 福島県伊達市保原町字泉町９２－１

霊山掛田 960-0801 福島県伊達市霊山町掛田字日向前８８－１

坂下町川尻 969-6549 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１

会津柳津町 969-7209 福島県河沼郡柳津町大字細八字下平３０

会津鶴賀 965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３



会津金川町 965-0056 福島県会津若松市金川町２－３

会津材木町 965-0853 福島県会津若松市材木町一丁目９－２２

会津神指南四合 965-0858 福島県会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４８２－１

会津門田町 965-0849 福島県会津若松市神指町南四合幕内南５１０－３

会津千石町 965-0817 福島県会津若松市千石町５－６２

会津若松七日町 965-0042 福島県会津若松市大町１丁目１－３１

吉川会津 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下１４２

会津中央病院 965-0011 福島県会津若松市鶴賀町１－１

会津南花畑 965-0874 福島県会津若松市南花畑７－６５

会津白虎 965-0024 福島県会津若松市白虎町６６－９

北会津 969-6186 福島県会津若松市北会津町小松字北面３８－１

山都三津合 969-4105 福島県喜多方市山都町三津合字塚田２８３－１

喜多方稲荷橋通り 966-0085 福島県喜多方市字江中子４２０４－１

喜多方桜ガ丘 966-0007 福島県喜多方市東桜ガ丘２－２５

大竹喜多方豊川 966-0912 福島県喜多方市豊川町一井字間々ノ上５７４

郡山柴宮 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字柴宮山５３－５

郡山安積町笹川 963-0102 福島県郡山市安積町笹川字境橋５８－１

郡山安積町長久保 963-0105 福島県郡山市安積町長久保１丁目１７－６

郡山日出山 963-0101 福島県郡山市安積町日出山２－１４

郡山ゆうしん安積 963-0101 福島県郡山市安積町日出山４－１８４

郡山横塚一丁目 963-8803 福島県郡山市横塚１丁目４－５１

郡山桑野三丁目 963-8025 福島県郡山市桑野３－１２－４５

郡山虎丸町 963-8014 福島県郡山市虎丸町１８－１

郡山菜根屋敷 963-8863 福島県郡山市字菜根屋敷２３番地２２

郡山小原田中学校前 963-8835 福島県郡山市小原田２－１７－１６

郡山小原田五丁目 963-8835 福島県郡山市小原田５－１８－３

郡山うねめ通り 963-8022 福島県郡山市西ノ内一丁目１９１－１

郡山西ノ内一丁目 963-8022 福島県郡山市西ノ内一丁目２番１９号

郡山台新二丁目 963-8852 福島県郡山市台新二丁目１０－１７

大槻三森街道 963-0201 福島県郡山市大槻町字下町１５０－２

郡山大槻笹ノ台 963-0201 福島県郡山市大槻町字笹ノ台６９－１

郡山針生北 963-0201 福島県郡山市大槻町字針生北５５－３

郡山大槻西ノ宮 963-0201 福島県郡山市大槻町字西宮北３５番地の１

郡山谷地本町 963-0231 福島県郡山市谷地本町８８番他３筆（地番）

郡山中町 963-8004 福島県郡山市中町７番１６号１Ｆ

郡山鶴見坦二丁目 963-8861 福島県郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

郡山堤三丁目 963-0205 福島県郡山市堤３丁目１８５

郡山金屋平舘 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字平舘５５

郡山金屋 963-0725 福島県郡山市田村町金屋新家９－１

郡山田村町守山 963-1155 福島県郡山市田村町守山字小性町１４

郡山八山田 963-8052 福島県郡山市八山田２－１９３

桑原富久山 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田４４

郡山富久山町 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田６７－１

郡山富久山久保田 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１２－１

吉川富久山 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字梅田１－１

郡山富久山福原 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東苗内３６－１

郡山西田 963-8041 福島県郡山市富田町字下西田２２－７

郡山インター 963-8041 福島県郡山市富田町字久根下７－１０



郡山曲田 963-8041 福島県郡山市富田東四丁目４１番地

郡山大島西公園 963-8026 福島県郡山市並木３－３－１

郡山ホテルアルファーワン 963-8811 福島県郡山市方八町２－２－８

郡山本町 963-8871 福島県郡山市本町１－５－１１４

郡山緑町 963-8023 福島県郡山市緑町１－１

須賀川海道下 962-0007 福島県須賀川市下宿町５６

長沼町志茂 962-0201 福島県須賀川市志茂字駒込１７０－１

須賀川茶畑 962-0028 福島県須賀川市茶畑町１２－１

西郷豊作 961-8042 福島県西白河郡西郷村字豊作西３３

西郷小田倉 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平２４３－１

泉崎関和久 969-0102 福島県西白河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２

矢吹曙町 969-0272 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８

石川町双里 963-7808 福島県石川郡石川町大字双里字谷津前１７他５筆（地番）

かわうち屋 979-1202 福島県双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下２５－１

楢葉町上繁岡 979-0606 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字山神１８－３

目黒新地町 979-2703 福島県相馬郡新地町小川字海道下１０

相馬沖ノ内 976-0016 福島県相馬市沖ノ内３－１０－１

相馬大曲 976-0032 福島県相馬市大曲字大毛内１４７

小野バイパス 963-3402 福島県田村郡小野町大字谷津作字谷津９０―１

常葉町 963-4605 福島県田村市常葉町久保字川久保４４－４

船引城ノ内 963-4312 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

船引東部台 963-4317 福島県田村市船引町東部台３－７

田村都路 963-4701 福島県田村市都路町古道字戸田平１０５番地１

棚倉町近津 963-5683 福島県東白川郡棚倉町大字下山本字桃木田４番地１

タカシン矢祭 963-5118 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川１

下郷 969-5311 福島県南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６

南会津田島 967-0004 福島県南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２

原ノ町駅前 975-0004 福島県南相馬市原町区旭町四丁目６－３

原町金沢 975-0021 福島県南相馬市原町区金沢字堤下１５４－１

原町南町 975-0007 福島県南相馬市原町区南町４－４５－２

原町日の出町 975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町１４５－１

南相馬小高 979-2131 福島県南相馬市小高区福岡字有山２２番地

道の駅安達 969-1511 福島県二本松市下川崎字上平３３－１

あだたら高原岳温泉 964-0074 福島県二本松市岳温泉１丁目１８番－１（地番）

ますや針道 964-0202 福島県二本松市針道字町１１番地

道の駅安達下り線 969-1402 福島県二本松市米沢字下川原田１０５－２

白河高山 961-0856 福島県白河市高山５－１２・５－１３・５－１４

新白河一丁目 961-0856 福島県白河市新白河１－２０３

白河真船 961-0983 福島県白河市真舟４－１

白河中田 961-0053 福島県白河市中田４０番１

白河南湖 961-0883 福島県白河市東小丸山８９－２

白河東 961-0309 福島県白河市東深仁井田字原田向５６－４

ＴＳＵＴＡＹＡ白河 961-0054 福島県白河市北中川原１６１－１

福島下野寺 960-8075 福島県福島市下野寺字遠原１－４

福島商業高校前 960-0111 福島県福島市丸子字芳堀１３－２

福島郷野目 960-8161 福島県福島市郷野目字上６番地の１

福島御山 960-8252 福島県福島市御山字上原６－１

福島黒岩 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場１０－５



福島笹谷 960-0241 福島県福島市笹谷字出水田４－８

福島駅西 960-8053 福島県福島市三河南町１番１５号

福島福大前 960-1244 福島県福島市松川町関谷字大窪４

福島松川美郷 960-1242 福島県福島市松川町美郷３－７－１

吾妻ＰＡ下り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜２５－８

吾妻ＰＡ上り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜３番地

福島沼頭 960-0101 福島県福島市瀬上町字沼頭９番７

福島成川 960-1108 福島県福島市成川字西谷地２－１

福島西中央 960-8074 福島県福島市西中央１－２３－１

福島太田町 960-8068 福島県福島市太田町５－９

福島太平寺 960-8151 福島県福島市太平寺字古内３０－１

福島大森下町 960-1101 福島県福島市大森字下町１１番地

福島大森北 960-1101 福島県福島市大森字島ノ内７９－１

福島置賜町 960-8034 福島県福島市置賜町８番１８号

福島なかまち 960-8043 福島県福島市中町６の２６

福島北裡通 960-8105 福島県福島市仲間町９番２４号

福島南沢又 960-8254 福島県福島市南沢又字舘ノ内７３番地

福島飯坂温泉駅前 960-0201 福島県福島市飯坂町字十綱下３４

福島飯坂町東湯野 960-0221 福島県福島市飯坂町東湯野字姥懐３－１８

Ａコープ湯野 960-0211 福島県福島市飯坂町湯野字千刈田１０

福島飯坂インター 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字小三郎内２１－１

福島飯坂町平野 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字檀ノ脇８番地２

福島医王寺前 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原４８番地２

南福島駅北 960-8154 福島県福島市伏拝字田中１－１０

タウン蓬莱 960-8157 福島県福島市蓬莱町２－２－１０４

福島北五老内町 960-8131 福島県福島市北五老内町５－２０

しらさわ糠沢 969-1204 福島県本宮市糠沢字石神１１０－１

本宮関下 969-1104 福島県本宮市荒井字甲斐４１番地

本宮仁井田 969-1103 福島県本宮市仁井田字富士内７－１３

本宮兼谷 969-1141 福島県本宮市本宮字兼谷３５－５


	Sheet1

