
店舗名 郵便番号 住所

寒河江八鍬 990-0523 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６

寒河江中央二丁目 991-0021 山形県寒河江市中央二丁目１０番７号

やまろく金山 999-5402 山形県最上郡金山町大字金山２７２番地１

舟形町中央 999-4601 山形県最上郡舟形町舟形３０９番地１９

山形五十鈴三丁目 990-0061 山形県山形市五十鈴３丁目９－２７

山形駅東口 990-0039 山形県山形市香澄町１－３－１４サンビル１Ｆ

山形砂塚 990-0854 山形県山形市砂塚１０３１－４

山形七日町二丁目 990-0042 山形県山形市七日町二丁目１番２号水口ビル１Ｆ

山形寿町 990-2414 山形県山形市寿町１３－１０

山形駅前通り 990-0031 山形県山形市十日町１－１－３５

山形春日町 990-0833 山形県山形市春日町２－１

山形沼の辺町 990-0007 山形県山形市沼の辺町１番２７号

山形霞城セントラル 990-8580 山形県山形市城南町一丁目１番１号

山形瀬波 990-0881 山形県山形市瀬波２丁目１－１

山形成沢団地 990-2339 山形県山形市成沢西二丁目８－２１

山形青田南 990-2324 山形県山形市青田南２４番３６

山形漆山 990-2161 山形県山形市大字漆山７５６－５

山形青柳 990-2214 山形県山形市大字青柳１５６９－３

山形村木沢 990-2371 山形県山形市大字村木沢１６７３－３

山形大森 990-2231 山形県山形市大字大森９５９－３

プラス全農ふれあい広場もとさ990-2363 山形県山形市大字長谷堂字御手作４４５０番地

山形大野目三丁目 990-0073 山形県山形市大野目三丁目４－１

山形嶋 990-0886 山形県山形市嶋南３－６－１３

山形大学前 990-0034 山形県山形市東原町１丁目２番１８号

山形東青田 990-2423 山形県山形市東青田４丁目５－１６

山形東青田一丁目 990-2423 山形県山形市東青田一丁目８番１号

山形銅町二丁目 990-0051 山形県山形市銅町２－２２－３５

山形南栄町二丁目 990-2445 山形県山形市南栄町２丁目１７－２

山形飯田西 990-2331 山形県山形市飯田西四丁目２－１

山形大学医学部附属病院 990-2331 山形県山形市飯田西二丁目２番２号山大医学部附属病院内

山形北町二丁目 990-0821 山形県山形市北町２－７－２５

山形篭田一丁目 990-2484 山形県山形市篭田１－３－３１

酒田こがね町 998-0852 山形県酒田市こがね町２－２０－２

酒田宮海 998-0005 山形県酒田市宮海字中砂畑２７番の６

本間美術館前 998-0023 山形県酒田市幸町２－９－４３

酒田インター 998-0104 山形県酒田市広栄町１丁目７－１

酒田砂越 999-6701 山形県酒田市砂越字楯之内５２－１

酒田新橋一丁目 998-0864 山形県酒田市新橋１丁目５番７

酒田泉ベガス 998-0018 山形県酒田市泉町１２４番地２

酒田中町三丁目 998-0044 山形県酒田市中町三丁目３番２１号

八幡町北仁田 999-8243 山形県酒田市北仁田字上曽田５６－１

新庄鳥越 996-0041 山形県新庄市大字鳥越字栗田７０２－４

河北町西里 999-3533 山形県西村山郡河北町西里７３４－１

河北体育館前 999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－１－１

小国小坂町 999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目７１－２

小国町 999-1332 山形県西置賜郡小国町大字町原字堀添三１６５番地

白鷹町広野 992-0851 山形県西置賜郡白鷹町大字広野字新町２３６５－４



白鷹 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１２８７－１

白鷹町十王 992-0821 山形県西置賜郡白鷹町大字十王字天神４２２８－１

村山土生田 995-0001 山形県村山市大字土生田３７４３番地１

村山湯野沢 995-0112 山形県村山市大字湯野沢字郷１８９７－１２

長井横町 993-0087 山形県長井市横町１番１１号

長井九野本 993-0041 山形県長井市九野本１２５４番１

長井舟場 993-0082 山形県長井市舟場１４番地７

長井警察署通り 993-0014 山形県長井市小出字舘西３８５４－９

長井中道 993-0053 山形県長井市中道１－１－２５

鶴岡伊勢原 997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３

鶴岡錦町 997-0031 山形県鶴岡市錦町１５番６号

鶴岡三瀬 999-7463 山形県鶴岡市三瀬字宮ノ前１５番２

鶴岡スタジアム前 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町５－５４

鶴岡城南町 997-0814 山形県鶴岡市城南町２－２８

鶴岡水沢 999-7542 山形県鶴岡市水沢字水沢尻２１番地１

あつみ温泉インター 999-7123 山形県鶴岡市大岩川字家の平７９番３

鶴岡大西町 997-0831 山形県鶴岡市大西町２６番４８号

鶴岡大宝寺 997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５

藤島 999-7601 山形県鶴岡市藤島字鶴巻８８－２

鶴岡白山 997-0841 山形県鶴岡市白山字村北１２６番地１

鶴岡文下 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野３６番地１

鶴岡宝田 997-0011 山形県鶴岡市宝田二丁目４番５４号

天童南小畑 994-0081 山形県天童市南小畑三丁目２番１２号

天童北久野本 994-0011 山形県天童市北久野本１－３－３

天童駅前 994-0034 山形県天童市本町二丁目１番２７号

天童老野森 994-0013 山形県天童市老野森三丁目８番１５号

さくらんぼ東根駅前 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前１－９－６

東根神町 999-3762 山形県東根市神町北一丁目２番７号

山辺町 990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺６１７３－１

中山町長崎 990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎３０８５番地

スズキ高畠 999-2172 山形県東置賜郡高畠町大字夏茂２０３－５

高畠糠野目 999-2176 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目２４７番地

高畠竹森 992-0342 山形県東置賜郡高畠町大字竹森７５７－１

高畠町馬頭 992-0264 山形県東置賜郡高畠町大字馬頭字上光田４１番３

高畠駅前 999-2175 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２

川西上小松 999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松３３４９番８

庄内三川 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地１２番地３

庄内余目 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木字苧漬沼３６－１

赤湯温泉 999-2211 山形県南陽市赤湯３１０４番地８

南陽川樋 999-2204 山形県南陽市川樋１５４７番地の１

尾花沢上町四丁目 999-4228 山形県尾花沢市上町四丁目９番４８号

米沢塩井町 992-0042 山形県米沢市塩井町塩野１４９０番地１８

米沢花沢 992-0021 山形県米沢市花沢上野東３７１－２

米沢桜木町 992-0017 山形県米沢市桜木町１－４４

山形大学工学部 992-0038 山形県米沢市城南四丁目３番８号

米沢成島町 992-0057 山形県米沢市成島町三丁目３３３１－１他（地番）

米沢西大通 992-0059 山形県米沢市西大通二丁目２番３０号

米沢泉町 992-0063 山形県米沢市泉町二丁目３番３号



米沢舘山バイパス 992-0072 山形県米沢市大字舘山２７６番１

米沢中央一丁目 992-0045 山形県米沢市中央１－１４－１２

米沢中央三丁目 992-0045 山形県米沢市中央３丁目３－８

米沢北 992-0011 山形県米沢市中田町５６４番地の１

米沢中田 992-0011 山形県米沢市中田町字前川原壱７１１－２６

米沢通町 992-0026 山形県米沢市東二丁目８番４８号

米沢桑山団地前 992-1124 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１

米沢万世町桑山 992-1123 山形県米沢市万世町桑山１０００番２

米沢万世町片子 992-1125 山形県米沢市万世町片子３２２番３

米沢上杉神社前 992-0039 山形県米沢市門東町１－５－２９

遊佐町小原田 999-8311 山形県飽海郡遊佐町小原田字道ノ下３－１

遊佐西浜 999-8531 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野３１０番地の３２
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