
店舗名 郵便番号 住所

小国宮原 869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

阿蘇乙姫 869-2226 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１（地番）

芦北津奈木 869-5603 熊本県葦北郡津奈木町岩城字沖田９－１

宇城三角町 869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦１１５９－７

三角東 869-3205 熊本県宇城市三角町波多２９１２－４

松橋曲野 869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野字片林８２－４

松橋豊川 869-0543 熊本県宇城市松橋町南豊崎６４０－２

宇城豊福 869-0524 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１

不知火役場前 869-0552 熊本県宇城市不知火町高良２４７８－１

宇土浦田町 869-0445 熊本県宇土市浦田町２８－２

おこしき海岸 869-3173 熊本県宇土市下網田町字御興来３０８２－２

熊本美里三和 861-4732 熊本県下益城郡美里町三和１５０－１

ゆうき砥用 861-4726 熊本県下益城郡美里町大窪９１７－１

美里町中央 861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場８００番地

菊陽バイパス原水 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水１１６５－１８

熊本大津 869-1221 熊本県菊池郡大津町大字陣内１１５３－１

球磨あさぎり上北 868-0422 熊本県球磨郡あさぎり町上北１９－１

サンロード免田 868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１２５６－１７

球磨錦町 868-0303 熊本県球磨郡錦町大字西３５４２－５３

人吉錦町西 868-0303 熊本県球磨郡錦町大字西字百太郎３６０４番１３０

サンロード木上 868-0301 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

サンロード相良 868-0095 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

サンロード駅 868-0501 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５９１－１

サンロード多良木 868-0501 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７９３－７

玉名六田 865-0058 熊本県玉名市六田３０－１６

熊本春日八丁目 860-0047 熊本県熊本市西区春日８丁目１７－４０

熊本小島九丁目 861-5287 熊本県熊本市西区小島９丁目１８番１号

上熊本２丁目 860-0079 熊本県熊本市西区上熊本２丁目１８－５６

熊本新土河原 860-0056 熊本県熊本市西区新土河原１－１－２３

熊本池田二丁目 860-0082 熊本県熊本市西区池田２丁目６－３８－５

熊本島崎４丁目 860-0073 熊本県熊本市西区島崎４丁目１番１号

熊本二本木 860-0051 熊本県熊本市西区二本木３丁目７－２３

ワシントン通り 860-0807 熊本県熊本市中央区下通２－２－１８

熊本銀座通り 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１３－２

熊本白山通り 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目４－３３

熊本黒髪６丁目 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪６丁目１４番３９号

熊本帯山六丁目 862-0924 熊本県熊本市中央区帯山６丁目８番４８号

ゆうき大江 862-0971 熊本県熊本市中央区大江１丁目２７－１２

大江六丁目 862-0971 熊本県熊本市中央区大江６丁目２８－６

熊本段山本町 860-0006 熊本県熊本市中央区段山本町５－２１

熊本渡鹿六丁目 862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿六丁目７番５０号

熊本下南部 861-8019 熊本県熊本市東区下南部２丁目１－５０

熊本健軍一丁目 862-0911 熊本県熊本市東区健軍１丁目３８番１０号

熊本戸島西 861-8043 熊本県熊本市東区戸島西４丁目２番４８号

御領三丁目 861-8035 熊本県熊本市東区御領３丁目４２４－１、他

熊本国体道路 861-8045 熊本県熊本市東区小山６丁目１４３８－１

熊本小山町 861-8030 熊本県熊本市東区小山町１３５９－５



熊本小峯二丁目 862-0933 熊本県熊本市東区小峯２丁目２－１３６

熊本長嶺南三丁目 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南３丁目１番１号

長嶺南四丁目 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南４丁目６番８号

熊本長嶺南 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南８丁目１－３

熊本八反田 861-8034 熊本県熊本市東区八反田２丁目１２－４４

熊本保田窪三丁目 862-0926 熊本県熊本市東区保田窪３丁目２－７

熊本近見七丁目 861-4101 熊本県熊本市南区近見７丁目１３－１００

平成けやき通り 860-0834 熊本県熊本市南区江越２－１４－３８

あきた 861-5255 熊本県熊本市南区砂原町４８１－１

熊本銭塘 861-4126 熊本県熊本市南区銭塘町２１３４－９

熊本田迎三丁目 862-0962 熊本県熊本市南区田迎３丁目１２番７

熊本浜線バイパス 862-0965 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３外３筆

まるみつ浜線 862-0962 熊本県熊本市南区田迎六丁目４番５１号

熊本薄場三丁目 861-4131 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

熊本八幡五丁目 861-4113 熊本県熊本市南区八幡５丁目１４－３２

熊本流通団地組合売店 862-0967 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１１

サンロード熊本良町 862-0969 熊本県熊本市南区良町３丁目１４－２３

植木豊田 861-0106 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

荒尾文化センター前 864-0041 熊本県荒尾市荒尾字上府本道４１８６－１３８

荒尾西原町 864-0053 熊本県荒尾市西原町３丁目４５番地

荒尾本井手 864-0012 熊本県荒尾市本井手長谷１５１８－１０１

益城惣領 861-2233 熊本県上益城郡益城町１４４１－１０

益城宮園 861-2241 熊本県上益城郡益城町大字宮園７２１－１

熊本高遊原 861-2205 熊本県上益城郡益城町大字杉堂字高遊９３８－８４

秋津レークタウン 861-3102 熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉１８７８－５

熊本御船辺田見 861-3206 熊本県上益城郡御船町大字辺田見１２６５－３

熊本御船豊秋 861-3131 熊本県上益城郡御船町豊秋瀬口６８０－１

山都町 861-3517 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１

松島合津 861-6102 熊本県上天草市松島町合津字御所平７９１４番６

上天草大矢野 869-3602 熊本県上天草市大矢野町上字田原２３１８－４

大矢野宮津 869-3603 熊本県上天草市大矢野町中２３６５－７

サンロード下原田 868-0086 熊本県人吉市下原田町字荒毛字無田ノ原１３４７‐２他６筆

人吉インター 868-0021 熊本県人吉市鬼木町善生院６１１番１

サンロード中青井 868-0008 熊本県人吉市中青井町２９６番地

人吉鶴田 868-0024 熊本県人吉市鶴田町８６５－１

サンロード土手町 868-0057 熊本県人吉市土手町２６－１

水俣初野 867-0002 熊本県水俣市初野７５－１

水俣大黒 867-0043 熊本県水俣市大黒町１－３－２６

天草苓北 863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐１０３６番地１

本渡亀川 863-0043 熊本県天草市亀場町亀川１６０６－１

天草牛深 863-1901 熊本県天草市牛深町１５５１－１７

本渡古川 863-0025 熊本県天草市古川町２２

本渡小松原 863-0019 熊本県天草市小松原町１２－２２

天草栖本 861-6303 熊本県天草市栖本町馬場２５６８－２－２

天草南新町 863-0031 熊本県天草市南新町６－６

天草本渡北 863-0049 熊本県天草市北原町１番１号

天草有明 861-7314 熊本県天草市有明町大島子字沖ノ田２８８６番３

八代古閑中町 866-0898 熊本県八代市古閑中町１２００－２



八代港町 866-0033 熊本県八代市港町３８－２

八代千反町 866-0053 熊本県八代市千反町２丁目１２－９

八代中北町 866-0044 熊本県八代市中北町３３１６－１

八代田中東町 866-0871 熊本県八代市田中東町弐七号５番

八代平山新町 866-0074 熊本県八代市平山新町２５０９－１
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