
店名 住所

札幌南１４条西１７丁目 北海道札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号

札幌西野６条 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

福住３条６丁目 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５

千歳あずさ５丁目 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

函館大手町 北海道函館市大手町５番３７

函館本通１丁目 北海道函館市本通１丁目２７番１号

久慈北インター前 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２

花巻若葉町 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

フレンドボックス花泉 岩手県一関市花泉町涌津字二ツ檀７－１

岩手ふじさわ 岩手県一関市藤沢町藤沢字仁郷２－１２

国分町ライオンビル 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１ライオンビル１Ｆ

村山土生田 山形県村山市大字土生田３７４３番地１

寒河江八鍬 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６

会津鶴賀 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３

郡山柴宮 福島県郡山市安積町荒井字柴宮山５３－５

郡山横塚一丁目 福島県郡山市横塚１丁目４－５１

いわき後田町 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

新津吉岡町 新潟県新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号

燕大曲 新潟県燕市大曲３６３８番１

見附市野坪 新潟県見附市市野坪町８３－２

見附新幸町 新潟県見附市新幸町７番６号

燕吉田本所 新潟県燕市吉田本所１１７番地４

長岡高見町 新潟県長岡市高見町３００７番地１

前橋下小出町 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９

高崎中居町 群馬県高崎市中居町３－１８－２

下野仁良川 栃木県下野市仁良川１４０９番地７

ワンダーグー下野 栃木県下野市下古山２８８８－４

小山雨ヶ谷 栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１

大田原黒羽 栃木県大田原市黒羽向町５２番

こぶし台 栃木県那須烏山市小倉１１６８－２

矢板長峰 栃木県矢板市末広町４番地６

那珂瓜連 茨城県那珂市瓜連１３９２－１



日立小木津 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号

霞ヶ浦総合公園前 茨城県土浦市大岩田１２８６―１

宮代本田 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

春日部増富 埼玉県春日部市増富６０６－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］

大宮駅前 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目４－１

ＴＫＳ東大門 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１－５

戸田本町一丁目 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号

戸田全農通り 埼玉県戸田市新曽１６４８

川越中台通り 埼玉県川越市南大塚六丁目１３番地１６

熊谷平戸 埼玉県熊谷市平戸１９７１－１

本八幡駅南口 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

行徳駅前四丁目 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号

多田屋稲毛 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

松戸岩瀬 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１

館山バイパス 千葉県館山市北条１２４１番１

市原五井西六丁目 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

君津西 千葉県君津市人見９８４－３

葛飾水元 東京都葛飾区南水元２丁目２１－１１

半蔵門駅前 東京都千代田区一番町２５

大塚一丁目 東京都文京区大塚１－５－１８

千住河原町墨堤通り 東京都足立区千住河原町６－１６

上中里三丁目 東京都北区上中里３－６－１２

中目黒一丁目 東京都目黒区中目黒１丁目１１－１２

学芸大学駅西 東京都目黒区鷹番３丁目６－１８カザーナ学芸大学

笹塚二丁目 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

渋谷文化学園大前 東京都渋谷区代々木３丁目２４－３

駒場四丁目 東京都目黒区駒場４丁目６－１０　コスモスビル１階

元麻布 東京都港区元麻布２－２－１２

目黒駅東 東京都品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ

五反田駅前 東京都品川区西五反田２丁目６－８

旗の台五丁目 東京都品川区旗の台５－８－３

旗の台二丁目 東京都品川区旗の台２－９－１９

栄屋石川台 東京都大田区東雪谷２－１４－３



環七南馬込三丁目 東京都大田区南馬込３－３８－６

練馬桜台二丁目 東京都練馬区桜台２－８－６

野方駅南 東京都中野区野方５丁目２９－１

中野富士見町駅前 東京都中野区弥生町５丁目２７番７号

中野松が丘 東京都中野区松が丘２－４－１５

阿佐谷南三丁目 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

阿佐谷北四丁目 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

杉並和泉 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

芦花公園駅北 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

八王子アイロード 東京都八王子市旭町１３番１３号

セレオ八王子 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

長野伊勢宮一丁目 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号

長野松岡 長野県長野市松岡二丁目９番３２号

須坂相之島 長野県須坂市大字相之島５２８番地１

信州須坂亀倉 長野県須坂市大字亀倉９７番地１

岡谷神明町 長野県岡谷市神明町四丁目５１番地１

コスコ寿 長野県松本市寿中１丁目８－２５

ＪＡ伊北インター 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２

ＪＡいな竜東 長野県伊那市境１５８８－１

東神奈川東口 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

大岡五丁目 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

双葉南高校前 神奈川県横浜市港南区港南２－２８－３０

双葉笹下一丁目 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５

土橋一丁目 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－７

新百合ケ丘駅前 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

川崎南野川 神奈川県川崎市宮前区野川４０５０番地３

テイスティ溝ノ口 神奈川県川崎市高津区久本３－３－７

箕輪町一丁目 神奈川県横浜市港北区箕輪町１－１７－３

鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１

サンズ中央林間四丁目 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０

秦野運動公園東 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

京急久里浜駅前 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル

松崎町松崎 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２

南伊豆下賀茂 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７



沼津岡一色南 静岡県沼津市岡一色４４－１

御殿場新橋南 静岡県御殿場市新橋１７４４番地１

富士船津 静岡県富士市船津４９番地の３

富士宮東町 静岡県富士宮市東町２５番８号

静岡千代田 静岡県静岡市葵区千代田１丁目１２－１５

浜松有玉北 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

浜松高丘西 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６

浜松細江三和 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１

浜松舘山寺温泉 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３

浜名湖弁天島 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

浜松入野 静岡県浜松市西区入野町６４７番地の１

豊川御津大草 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

岡崎美合 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

中小田井二丁目 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目３１８番地

上前津 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

港築地口 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

千成西 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番

呼続二丁目 愛知県名古屋市南区呼続２－２０－２９

瑞穂牛巻町 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町１４番５号

八事弥生が岡 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

三好丘桜 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１

一宮白旗通 愛知県一宮市白旗通４－８

可児御嵩町 岐阜県可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１

鈴鹿寺家 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

津岩田 三重県津市半田３４４８－１

松阪中部台 三重県松阪市立野町４５１番地４

紀州御浜 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１

尾鷲中央町 三重県尾鷲市中央町５９９番９４

小矢部アウトレットパーク 富山県小矢部市西中野９７２－１

能登柳田 石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地

内灘向粟崎 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

甲西三雲 滋賀県湖南市三雲１０７２

貴生川駅前 滋賀県甲賀市水口町貴生川２丁目１番



北白川 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

高槻浦堂 大阪府高槻市浦堂２－１２

箕面森町 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

北梅田 大阪府大阪市北区芝田２－３－２３

中村野崎駅前 大阪府大東市野崎１－１－１０

白鷺駅前 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２

堺中長尾町 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

富田林錦織北 大阪府富田林市錦織北三丁目１番２３号

泉佐野俵屋 大阪府泉佐野市市場西１丁目３６６番１

和泉室堂町 大阪府和泉市室堂町４８４－１

神戸菅原通 兵庫県神戸市長田区菅原通３丁目２０１番地１

岡山田中 岡山県岡山市北区田中１２１番地１０６

ＴＳＵＴＡＹＡ井原 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

倉敷庄パークヒルズ 岡山県倉敷市矢部１３７７番地

雲南加茂 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県福山市松永町６丁目８－１８

駅家万能倉 広島県福山市駅家町万能倉１２７４－２他

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

神辺町新湯野 広島県福山市神辺町大字新湯野４２番地５

柳井古開作 山口県柳井市古開作６５５－１

広島緑井 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号

宮内串戸駅前 広島県廿日市市串戸４丁目１４番１４

地御前 広島県廿日市市地御前２４６番地４

光虹ヶ浜 山口県光市虹ケ浜３丁目２４番１２号

下松南花岡 山口県下松市南花岡３丁目１２番１７号

下関富任町 山口県下関市富任町五丁目１５番４２号

下関菊川 山口県下関市菊川町田部１１４９－１

高松桜町 香川県高松市桜町１丁目９－１５

土佐山田新町丸 高知県香美市土佐山田町字新町丸４６８番地５

小倉重住二丁目 福岡県北九州市小倉南区重住二丁目５－６

直方バイパス 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

八幡黒崎 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４

小倉駅北口 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

筑紫駅前 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１



久留米大学病院外来 福岡県久留米市旭町６７番地

大川やまざくら通り 福岡県大川市大字上巻字前田１３３番１

上宮永 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６

南小国きよら 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１

山鹿栗林 熊本県山鹿市中字伏鍋９７６－１

熊本小島九丁目 熊本県熊本市西区小島９丁目１８番１号

サンロード木上 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

六坊北町 大分県大分市六坊北町４番１９号

神埼日の隈 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

長与駅前 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２０１９－６

諫早永昌 長崎県諫早市永昌町１４－１０

諫早栄田 長崎県諫早市栄田町２１－１２

中延二丁目 東京都品川区中延２－６－１８

西春駅 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地

ドラッグエース鶴ケ岡 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１

泊北岸 沖縄県那覇市泊３－１５－２

国際通り牧志 沖縄県那覇市牧志２－４－１８

安謝恵比須神社前 沖縄県那覇市字安謝２６０

那覇西高校前 沖縄県那覇市金城２－２－９

与那原嶺井入口 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

石垣シード 沖縄県石垣市大川５３３番地７

石垣真喜良 沖縄県石垣市字新川２３６３－２

港川小学校前 沖縄県浦添市城間四丁目３５番８号

浦添高校前 沖縄県浦添市内間３丁目３０番２０号

パイプライン嘉数 沖縄県宜野湾市嘉数４丁目２６番１２号

山田 鹿児島県鹿児島市山田町１８２－１

郡山 鹿児島県鹿児島市郡山町１４２７－１

出水向江町 鹿児島県出水市向江町２０－６

出水米ノ津港 鹿児島県出水市米ノ津町４３番２３号

高尾野中央 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２

高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田４９７５－１

鹿屋寿八丁目 鹿児島県鹿屋市寿八丁目１番２号

田崎中学校入口 鹿児島県鹿屋市川西町４２８１－１

鹿屋西原二丁目 鹿児島県鹿屋市西原二丁目３７番７号



有明野神 鹿児島県志布志市有明町野神字大堀３４１１番１

天城 鹿児島県大島郡天城町天城４４１－１

小林三松中前 宮崎県小林市堤３１３７番地１１

日之影癒しの森入口 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折１２２２０番１

ＪＲ和白駅前 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４

戸畑中原東２丁目 福岡県北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５
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