
店名 住所

札幌北３５条東１丁目店 北海道札幌市東区北３５条東１丁目５－１２

札幌北２２条東１８丁目店 北海道札幌市東区北２２条東１８丁目１番１５号

札幌北１１条東６丁目店 北海道札幌市東区北１１条東６－１４－１７

岩見沢４条西店 北海道岩見沢市４条西９丁目１２番地

赤平店 北海道赤平市字赤平５４０－１

札幌北３３条東１０丁目店 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

札幌新川１条６丁目店 北海道札幌市北区新川１条６丁目２－１

札幌北３６条東２０丁目店 北海道札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号

札幌北８条東１７丁目店 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

札幌北４０条東８丁目店 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号

札幌北２０条西５丁目店 北海道札幌市北区北二十条西５丁目１番３９号

札幌麻生町５丁目店 北海道札幌市北区麻生町５丁目７－２３

札幌東苗穂１４条店 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号

ＴＳＵＴＡＹＡ新道東駅前店 北海道札幌市東区北３４条東１６丁目１番１号

札幌北２９条西１２丁目店 北海道札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号

札幌北４９条東店 北海道札幌市東区北４９条東５丁目１番１号

札幌北２４条駅前店 北海道札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号

札幌発寒７条店 北海道札幌市西区発寒７条１３－１－１

札幌狸小路１丁目店 北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１

札幌西野６条店 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌大通西７丁目店 北海道札幌市中央区大通西７丁目３－１

札幌医大病院店 北海道札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

札幌琴似１条４丁目店 北海道札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号

札幌ロープウェイ入口店 北海道札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１０号

札幌南１４条西１７丁目店 北海道札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号

札幌西宮の沢１条店 北海道札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目２番２５号

札幌発寒３条店 北海道札幌市西区発寒３条５丁目８番１７号

札幌中の島店 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

札幌西岡３条店 北海道札幌市豊平区西岡３条１－４－１

札幌澄川４条店 北海道札幌市南区澄川４条１－１－５

札幌厚別東５条店 北海道札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

札幌南郷通１丁目店 北海道札幌市白石区南郷通１丁目北１番１９号

札幌厚別西４条店 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５

札幌月寒東３条１７丁目店 北海道札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号

札幌厚別南３丁目店 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

札幌月寒東５条１６丁目店 北海道札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５号

札幌平岸４条店 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号



札幌南郷１５丁目店 北海道札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号

札幌栄通店 北海道札幌市白石区栄通１丁目１－３６

札幌南郷通１８丁目店 北海道札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１

札幌石山１条店 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

札幌美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

東札幌６条店 北海道札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

函館昭和店 北海道函館市昭和２丁目４ー１４

室蘭中島店 北海道室蘭市中島町１－１８－７

千歳インター店 北海道千歳市真々地２丁目１－５

登別千歳町店 北海道登別市千歳町３丁目１番２３号

函館美原１丁目店 北海道函館市美原一丁目３８番４号

北斗久根別店 北海道北斗市東浜２丁目１４－８

函館大手町店 北海道函館市大手町５番３７

青森金沢店 青森県青森市大字大野字金沢１５－４

つがる柏広須店 青森県つがる市柏広須志野田１８１－２

外崎五丁目店 青森県弘前市外崎５丁目８番地１

弘前桔梗野三丁目店 青森県弘前市大字桔梗野三丁目５－１１

秋田大館比内店 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱４１番地３

秋田鹿角花輪北店 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７番地

鹿角大湯店 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１０－３

十和田千歳森店 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５６番地２

大畑店 青森県むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１

盛岡川久保店 岩手県盛岡市津志田２６地割７－１１

しぶたみ店 岩手県盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８

矢巾中央店 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第７地割１９８－２

花巻高木北店 岩手県花巻市高木第１９地割２７８

岩手川崎店 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

一関千代田店 岩手県一関市千代田町２６６－２

岩手ふじさわ店 岩手県一関市藤沢町藤沢字仁郷２－１２

一関工業団地店 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢６４番地１５６

高田米崎町店 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２２６－１

一関赤荻店 岩手県一関市赤荻字桜町１２９番５

外旭川店 秋田県秋田市外旭川八幡田１－１－５

阿仁前田店 秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

なかせん町店 秋田県大仙市鑓見内字幕林２４７番地

国分町ライオンビル店 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１ライオンビル１Ｆ

仙台中央一丁目店 宮城県仙台市青葉区中央一丁目８番３８号　ＡＫビル１階

仙台二日町店 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号

仙台広瀬通駅店 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１０番２０号



西中田六丁目店 宮城県仙台市太白区西中田６－５－６

南仙台駅西口店 宮城県仙台市太白区西中田４－１１－６

仙台荒井東店 宮城県仙台市若林区荒井七丁目４３番地の１

仙台幸町三丁目店 宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号

仙台大和町店 宮城県仙台市若林区大和町３－３－１

中野栄駅前店 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１

新寺四丁目店 宮城県仙台市若林区新寺四丁目８番１４号

羽黒荒川店 山形県鶴岡市羽黒町荒川字前田元２１

新庄常葉町店 山形県新庄市常葉町２－３６

天童北久野本店 山形県天童市北久野本１－３－３

藤島店 山形県鶴岡市藤島字鶴巻８８－２

寒河江新山町店 山形県寒河江市新山町１－１１

酒田中町三丁目店 山形県酒田市中町三丁目３番２１号

村山土生田店 山形県村山市大字土生田３７４３番地１

山形大学工学部店 山形県米沢市城南四丁目３番８号

山形南栄町二丁目店 山形県山形市南栄町２丁目１７－２

タウン蓬莱店 福島県福島市蓬莱町２－２－１０４

船引城ノ内店 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

福島大森北店 福島県福島市大森字島ノ内７９－１

郡山横塚一丁目店 福島県郡山市横塚１丁目４－５１

郡山西ノ内一丁目店 福島県郡山市西ノ内一丁目２番１９号

いわき好間店 福島県いわき市好間町下好間字沼田１２９－１

いわき錦町ウツギサキ店 福島県いわき市錦町ウツギサキ７－１

いわき平赤井店 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１

いわき中央インター店 福島県いわき市好間町北好間字槐作３７－１

いわき永崎海岸店 福島県いわき市永崎字橋出５－５

いわき平上荒川店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内８番地１

いわき小名浜寺廻町店 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

かしま病院前店 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松８番地の１

いわき北白土店 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

いわき小名浜林ノ上店 福島県いわき市小名浜林ノ上１

新潟紫竹山店 新潟県新潟市中央区紫竹山六丁目３番１号

女池上山一丁目店 新潟県新潟市中央区女池上山一丁目６番１７号

新潟濁川店 新潟県新潟市北区濁川４２７番地１

新潟桜木インター店 新潟県新潟市中央区神道寺２丁目６番１３号

加茂下条店 新潟県加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１

新潟五十嵐中島店 新潟県新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号

新潟山谷町店 新潟県新潟市秋葉区山谷町二丁目４番２４号

燕大曲店 新潟県燕市大曲３６３８番１



長岡高見町店 新潟県長岡市高見町３００７番地１

三条田島店 新潟県三条市田島２丁目１０番１０号

柏崎原町店 新潟県柏崎市原町５番５５号

柏崎比角店 新潟県柏崎市比角二丁目１０番３号

見附新幸町店 新潟県見附市新幸町７番６号

富岡下高尾店 群馬県富岡市下高尾４７８－１２

前橋下小出町店 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９

藤岡七丁目店 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４

安中上間仁田店 群馬県安中市上間仁田５２０番地１

高崎中居町店 群馬県高崎市中居町３－１８－２

伊勢崎上諏訪町店 群馬県伊勢崎市上諏訪町１５２４－１３

伊勢崎連取町店 群馬県伊勢崎市連取町４０４－１

館林大街道店 群馬県館林市大街道三丁目４番３３号

伊勢崎宮子町店 群馬県伊勢崎市宮子町８８９－１

みどり大間々店 群馬県みどり市大間々町大間々３３番６

伊勢崎西久保町店 群馬県伊勢崎市西久保町三丁目７５５‐３

館林本町四丁目店 群馬県館林市本町４丁目１７番２

佐野北茂呂町店 栃木県佐野市北茂呂町字北茂呂３－３

ワンダーグー下野店 栃木県下野市下古山２８８８－４

古河下大野店 茨城県古河市下大野字高谷２９１５－８

しもつまバイパス店 茨城県下妻市肘谷３２９

古河小堤店 茨城県古河市小堤１６７番地１

小山上立木店 栃木県小山市大字立木６３６番地２

宇都宮五代二丁目店 栃木県宇都宮市五代二丁目３１番２７

那須塩原新緑町店 栃木県那須塩原市新緑町９８－２

大田原黒羽店 栃木県大田原市黒羽向町５２番

大田原野崎店 栃木県大田原市下石上２１１１番地７

こぶし台店 栃木県那須烏山市小倉１１６８－２

さくら東原店 栃木県さくら市氏家４５０６番地７

さくら櫻野店 栃木県さくら市櫻野４９６番地

水戸見和三丁目店 茨城県水戸市見和３丁目１３１７－１

那珂竹ノ内店 茨城県那珂市竹ノ内２丁目１－１

水戸南インター店 茨城県水戸市酒門町３２７８番２

ひたちなか高場店 茨城県ひたちなか市高場２４７６－１３

日立桜川四丁目店 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号

茨城阿見店 茨城県稲敷郡阿見町阿見５４２２－４

草間つくば豊里店 茨城県つくば市上郷字角内８１０２－５７

取手井野店 茨城県取手市井野字谷通５０

つくば松代一丁目店 茨城県つくば市松代一丁目２１－６



つくば竹園店 茨城県つくば市竹園１丁目８番７

つくば梅園店 茨城県つくば市梅園二丁目２６番２３

角屋騎西店 埼玉県加須市騎西１３８４

さいたま櫛引町二丁目店 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１

さいたま日進町二丁目店 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３０２番

羽生三田ヶ谷店 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田９４２－１

さいたま宮原駅東口店 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目３２３

蓮田ＳＡ店 埼玉県蓮田市黒浜桜ヶ丘３５１７

春日部大場店 埼玉県春日部市大場８７０

宮代本田店 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

フレスト栗橋河原代店 埼玉県久喜市河原代下分６７６番地１

春日部増富店 埼玉県春日部市増富６０６－１

春日部中央一丁目店 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１

越谷西方店 埼玉県越谷市西方２９４２番地１

三郷みなみ店 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１

八潮新町店 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］

越谷東大沢店 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４

さいたま大戸四丁目店 埼玉県さいたま市中央区大戸４－１８－１８

さいたま堀崎町店 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４５４番地１

さいたま鈴谷四丁目店 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８

さいたま西堀三丁目店 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０

さいたま西堀店 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

南浦和駅西口店 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目４番１３号１階

西海川口店 埼玉県川口市芝５－２０

川口柳崎店 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２

入間東藤沢店 埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号

志木駅南口店 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号

ふじみ野上野台店 埼玉県ふじみ野市上野台１丁目２－１

かわつる三芳野店 埼玉県川越市川鶴３－１２－１

深谷南大通り店 埼玉県深谷市上野台２１９８番２

本庄児玉インター店 埼玉県本庄市西富田４９４番地４

本庄児玉東店 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１

東松山高坂店 埼玉県東松山市あずま町１丁目２０－５

坂戸駅北口店 埼玉県坂戸市日の出町３番５号

本八幡駅南口店 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

浦安富士見三丁目店 千葉県浦安市富士見３－１－２

鎌ヶ谷南初富店 千葉県鎌ヶ谷市南初富二丁目１０番５４号

行徳駅前四丁目店 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号

市川南大野二丁目店 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号



ヤックスドラッグ浦安東野店 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

浦安北栄店 千葉県浦安市北栄４－２８－１１

原木中山駅北店 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０

下総中山駅南口店 千葉県船橋市本中山３－１４－２０

習志野鷺沼店 千葉県習志野市鷺沼１－６－３

千葉祐光三丁目店 千葉県千葉市中央区祐光３－１５９４－２

おおたかの森店 千葉県流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１、２、３

松戸本町店 千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル

松戸栄町店 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１

南流山一丁目店 千葉県流山市南流山一丁目１５番１

柏富勢店 千葉県柏市根戸４６７－２

柏東上町店 千葉県柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１

いわさわ大日店 千葉県四街道市大日１８６５番１

一宮海岸店 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１

ワンダーグー東金店 千葉県東金市田間２２２

松尾横芝インター店 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４

市原旭五所店 千葉県市原市八幡１１９－１

館山バイパス店 千葉県館山市北条１２４１番１

館山宮城店 千葉県館山市宮城１０８０

鴨川横渚店 千葉県鴨川市横渚２８７番地１

市原五井西六丁目店 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

袖ケ浦奈良輪店 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６番地１

西葛西駅前店 東京都江戸川区西葛西６－１５－１２

立石五丁目店 東京都葛飾区立石５－１８

葛飾水元店 東京都葛飾区南水元２丁目２１－１１

秋葉原駅中央口前店 東京都千代田区神田佐久間町１丁目１３

東神田二丁目店 東京都千代田区東神田２－１０－１７

神田佐久間町店 東京都千代田区神田佐久間町４－１０

神田駅北店 東京都千代田区内神田３－２３－７

外神田三丁目東店 東京都千代田区外神田三丁目１４番地３号

半蔵門駅前店 東京都千代田区一番町２５

外神田四丁目店 東京都千代田区外神田４丁目６－１

神田鍛冶町三丁目店 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目６－７

文京本郷店 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

千住河原町墨堤通り店 東京都足立区千住河原町６－１６

兼升西尾久店 東京都荒川区西尾久７－５－８

滝野川五丁目店 東京都北区滝野川５－３７－１

上十条三丁目店 東京都北区上十条３丁目１４－６

王子神谷駅前店 東京都北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル



王子本町一丁目店 東京都北区王子本町１丁目２２－４王子フコク生命ビル

田端新町三丁目店 東京都北区田端新町三丁目１３－６

ピソ池袋店 東京都豊島区池袋２－６２－１

池袋駅東店 東京都豊島区東池袋１－７－１２

池袋東口店 東京都豊島区東池袋１－３９－１５

サンシャイン通り南店 東京都豊島区東池袋１－１３－１１

サンシャイン西店 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号

南池袋一丁目店 東京都豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋

東池袋三丁目店 東京都豊島区東池袋３－１２－１２

中池袋公園北店 東京都豊島区東池袋１－１７－３

歌舞伎町一丁目店 東京都新宿区歌舞伎町１－１６－１

歌舞伎町セントラルロード店 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１６－６　第６ポールスタービル１階

新宿要通り店 東京都新宿区新宿３丁目２－４Ｍ＆Ｅビル

歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２７－１

歌舞伎町北店 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号

アイズ高田馬場店 東京都新宿区高田馬場２－１４－２４

メトロ高田馬場駅前店 東京都新宿区高田馬場２丁目１４－６　アライビル

エステック情報ビル店 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１

メトロ恵比寿駅前店 東京都渋谷区恵比寿西１丁目７－４エビス・ファースト・ビル

道玄坂中央店 東京都渋谷区道玄坂２丁目１１－１Ｇ　ＳＱＵＡＲＥ

渋谷公園通り店 東京都渋谷区宇田川町３－３

渋谷東二丁目店 東京都渋谷区東２丁目１７－１０　岡本ＬＫビル

渋谷東急本店前店 東京都渋谷区宇田川町３４－３　サイトービル３

渋谷宇田川交番前店 東京都渋谷区宇田川町３２－１５

渋谷児童会館前店 東京都渋谷区渋谷１丁目１７－１

原町一丁目店 東京都目黒区原町１－６－５

笹塚二丁目店 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

学芸大学駅西店 東京都目黒区鷹番３丁目６－１８カザーナ学芸大学

渋谷文化学園大前店 東京都渋谷区代々木３丁目２４－３

海岸三丁目店 東京都港区海岸３丁目１８－２１　ブライトイースト芝

新橋西口通り店 東京都港区新橋４－１９－１０

トレードピアお台場店 東京都港区台場２丁目３－１

旗の台五丁目店 東京都品川区旗の台５－８－３

旗の台二丁目店 東京都品川区旗の台２－９－１９

目黒駅東店 東京都品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ

南蒲田店 東京都大田区南蒲田１－１０－７

蒲田駅北店 東京都大田区蒲田５－１２－７

蒲田東口中央通り店 東京都大田区蒲田５丁目３０－１５　第２０下川ビル

栄屋石川台店 東京都大田区東雪谷２－１４－３



タケウチ矢口店 東京都大田区矢口２－１６ー２

大田仲池上一丁目店 東京都大田区仲池上１丁目９－１０

下丸子三丁目店 東京都大田区下丸子三丁目２８番１１号

蒲田西口工学院通り店 東京都大田区西蒲田七丁目２－１

大田南馬込六丁目店 東京都大田区南馬込６丁目３番１２号

大井町駅西店 東京都品川区大井一丁目１１－３

板橋向原三丁目店 東京都板橋区向原３－７－７

小豆沢環八通り店 東京都板橋区小豆沢４－１８－１４

朝霞駐屯地店 東京都練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内

高松六丁目店 東京都練馬区高松６－１１－１４

中野南台店 東京都中野区南台３－１５－１

東中野駅前店 東京都中野区東中野２－２５－７

中野駅北店 東京都中野区中野５－３６－８

野方駅南店 東京都中野区野方５丁目２９－１

中野弥生町一丁目店 東京都中野区弥生町一丁目３８番５

東中野ギンザ通り店 東京都中野区東中野３丁目１－２０　不二園ビル

中野五丁目店 東京都中野区中野５丁目６７－６　ビジネスハイツ中野

中野富士見町駅前店 東京都中野区弥生町５丁目２７番７号

中野本町店 東京都中野区本町２－４９－１３　板屋ビル１Ｆ

中野桃園店 東京都中野区中野三丁目３３－６

中野郵便局西店 東京都中野区中野二丁目２９－１６

中野坂上ハーモニー店 東京都中野区本町１丁目３２番２号

東中野駅西口店 東京都中野区東中野４丁目４－５

阿佐谷南三丁目店 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

荻窪五丁目店 東京都杉並区荻窪五丁目２０番１０号　ミカワヤビル

下井草駅南口店 東京都杉並区下井草２－４４－４

阿佐谷北四丁目店 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

玉川三丁目店 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１

下北沢駅前店 東京都世田谷区北沢２丁目２５－２０

新代田駅前店 東京都世田谷区代田４－１０

芦花公園駅北店 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

経堂駅前店 東京都世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

杉並和泉店 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

ひばりヶ丘駅北店 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号

下連雀三丁目店 東京都三鷹市下連雀３－９－８紅林マンション１Ｆ

西武立川店 東京都立川市西砂町一丁目２番１１他３筆

立川若葉町店 東京都立川市若葉町４丁目２１－３

立川北口店 東京都立川市曙町２－２２－２２　ＴＢＫ立川ビル

立川錦町六丁目店 東京都立川市錦町６丁目１番２１号



玉川上水駅西店 東京都立川市柏町５－３－１

立川南駅前店 東京都立川市柴崎町３丁目８－２

セレオ八王子店 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

八王子いちょうホール通り店 東京都八王子市元横山町二丁目１５－２１

日本文化大入口店 東京都八王子市片倉町２２１４番１

あきる野草花店 東京都あきる野市草花３０７４－１

羽村富士見公園前店 東京都羽村市緑ヶ丘４丁目１０－１７

羽村栄町二丁目店 東京都羽村市栄町２－８－７

青梅今寺店 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６

かぶとや都留店 山梨県都留市四日市場７－１

河口湖インター店 山梨県富士吉田市松山１２０８

長野下氷鉋店 長野県長野市下氷鉋一丁目１３７７番地１

長野伊勢宮一丁目店 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号

須坂小島店 長野県須坂市大字小島１１６５番地１

コスコ寿店 長野県松本市寿中１丁目８－２５

安曇野下鳥羽店 長野県安曇野市豊科８７７番２

岡谷湊湖畔店 長野県岡谷市湊五丁目１番７号

箕輪バイパス店 長野県上伊那郡南箕輪村３９６０－１

横浜駅東口店 神奈川県横浜市神奈川区金港町５－３２

磯子三丁目店 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１４－３０

エキニア横浜店 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８

サンズ洋光台駅北店 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１１－１

岡村店 神奈川県横浜市磯子区岡村１－７－１

横浜大桟橋通り店 神奈川県横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル

東戸塚記念病院前店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５１－３

大岡五丁目店 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

双葉南高校前店 神奈川県横浜市港南区港南２－２８－３０

サンズ上永谷Ｌ－ウィング店 神奈川県横浜市港南区丸山台１－２－１

土橋一丁目店 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－７

宮崎二丁目店 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１

新百合ケ丘駅前店 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

宮崎台駅前店 神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目８番地２９

岡田屋元住吉店 神奈川県川崎市中原区木月２－１０－１

武蔵小杉駅北口店 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０

川崎中瀬店 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目２－１６

箕輪町一丁目店 神奈川県横浜市港北区箕輪町１－１７－３

あざみ野二丁目店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－８

青葉台駅南店 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１－９　青葉台由樹ビル

鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１



希望ケ丘店 神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘１０２番地

北里大学病院店 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１

サンズ中央林間四丁目店 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０

伊勢原高森三丁目店 神奈川県伊勢原市高森３丁目１－５９

厚木下荻野店 神奈川県厚木市下荻野１２６４－３

平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

東海大学駅前店 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５

秦野運動公園東店 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

伊東末広町店 静岡県伊東市末広町７－８

伊豆長岡南店 静岡県伊豆の国市長岡１３０１－１

三島梅名店 静岡県三島市梅名２８５－１

松崎町松崎店 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２

河津笹原店 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地

沼津港前店 静岡県沼津市春日町７－１

富士天間高屋店 静岡県富士市天間字沢向６００番１他１３筆

沼津岡一色南店 静岡県沼津市岡一色４４－１

清水インター店 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場４６番９

静岡千代田店 静岡県静岡市葵区千代田１丁目１２－１５

静岡鎌田店 静岡県静岡市駿河区鎌田２９９番１１外６筆

静岡池田店 静岡県静岡市駿河区池田８７６番１号

藤枝田中店 静岡県藤枝市郡７３７－５

焼津柳新屋店 静岡県焼津市柳新屋６４０－１

吉田下川原店 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地

牧之原地頭方店 静岡県牧之原市地頭方５００番地２

掛川富部店 静岡県掛川市富部９４７

浜松中田町店 静岡県浜松市東区中田町８１８番地

浜松寺脇町店 静岡県浜松市南区寺脇町６７１番地

浜松半田山四丁目店 静岡県浜松市東区半田山四丁目２４番１５号

浜松有玉北店 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町６４７番地の１

浜松常盤町店 静岡県浜松市中区田町２２６番地６

浜松細江三和店 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１

浜松桜台店 静岡県浜松市西区大山町１６９番地の１

浜松舘山寺温泉店 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３

浜松蜆塚店 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７

浜松泉四丁目店 静岡県浜松市中区泉四丁目１番２６号

浜松中央三丁目店 静岡県浜松市中区中央３－３－１３

浜名湖弁天島店 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

豊川城下店 愛知県豊川市牛久保町城下６９番地１



豊川小坂井才ノ木店 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１

豊川本野ケ原二丁目店 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１

豊川諏訪西店 愛知県豊川市市田町財木屋２７番地

豊川野口町北店 愛知県豊川市野口町ツイジ１０５－１

豊川御津大草店 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

豊橋東脇店 愛知県豊橋市東脇一丁目１３番地の８

豊橋神野南店 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割５７番地

豊橋小向店 愛知県豊橋市小向町字西小向１８番地の２

豊橋西橋良店 愛知県豊橋市西橋良町２４番地

豊橋天伯町店 愛知県豊橋市天伯町字六ツ美９６番地５

田原赤石店 愛知県田原市赤石四丁目１５番地

豊橋西幸町店 愛知県豊橋市西幸町字古並２５８番地１０

豊橋花田町店 愛知県豊橋市花田町字越水１４４

豊橋植田奥ノ谷店 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷７５番地５

豊橋花中店 愛知県豊橋市花中町４９番地３

岡崎橋目店 愛知県岡崎市橋目町字竹之内３０－１

西尾今川町東店 愛知県西尾市今川町御堂東１０２－１他２筆

トヨタ聖心寮店 愛知県豊田市聖心町２－１－３

豊田井上店 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１

豊田運動公園前店 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

豊田秋葉店 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１

豊田力石町店 愛知県豊田市力石町南郷戸４０７番地１

豊田御船町店 愛知県豊田市御船町山屋敷１６４番地１１

豊田上郷二丁目店 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５

豊田畝部西町店 愛知県豊田市畝部西町城ケ堀８番地１

豊田美里店 愛知県豊田市美里３丁目１５－１３

豊田広田町店 愛知県豊田市広田町広田４５－９

豊田西岡町店 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１

豊田吉原店 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地

平安一丁目店 愛知県名古屋市北区平安一丁目２番２１号

黒川店 愛知県名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地

上前津店 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

港築地口店 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

名古屋競馬場前店 愛知県名古屋市港区川西通５丁目５番１

瑞穂内方町店 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２－１

杁中駅前店 愛知県名古屋市昭和区隼人町６番地８

緑伝治山店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地

緑鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２

三好丘桜店 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１



一宮白旗通店 愛知県一宮市白旗通４－８

多治見駅前店 岐阜県多治見市本町２－７０－８

瑞穂十九条店 岐阜県瑞穂市十九条２５４番地１

岐阜柳津本郷店 岐阜県岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１

高山江名子店 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３

岩倉鈴井町店 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１

甚目寺平島店 愛知県あま市下萱津平島１４番地

稲沢北島五丁目店 愛知県稲沢市北島五丁目９５番地１

近鉄弥富駅南店 愛知県弥富市鯏浦町西前新田１６番地１

四日市楠本郷店 三重県四日市市楠町本郷２８８番地８

桑名松の木東店 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６

名四小貝須店 三重県桑名市大字小貝須１４８番地１

御浜町三軒屋店 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

尾鷲中央町店 三重県尾鷲市中央町５９９番９４

大紀町店 三重県度会郡大紀町阿曽２２９５番地１

伊勢新開店 三重県伊勢市御薗町新開字社前９４１番４

小矢部芹川店 富山県小矢部市芹川１５８番１

小矢部アウトレットパーク店 富山県小矢部市西中野９７２－１

志賀堀松店 石川県羽咋郡志賀町堀松七１番地１４

内灘向粟崎店 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

福井高柳一丁目店 福井県福井市高柳１丁目９１２番地

勝山荒土町店 福井県勝山市荒土町松ヶ崎３滝ヶ原１１５

北白川店 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

ヤスイカドノ五条店 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２

京都嵯峨広沢店 京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３０番地

かどの七条店 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１

下津林芝ノ宮町店 京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

舞鶴小倉店 京都府舞鶴市字小倉小字森次１２０－５

高槻浦堂店 大阪府高槻市浦堂２－１２

摂津庄屋店 大阪府摂津市庄屋２丁目２番３９号

豊中長興寺北店 大阪府豊中市長興寺北３丁目１番１号

豊中旭丘店 大阪府豊中市熊野町１－１－１２

豊中長興寺店 大阪府豊中市長興寺南１－３－８

江坂駅北店 大阪府吹田市江坂町１－１３－４１

箕面森町店 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

大日東店 大阪府守口市梶町１－１９－１

此花島屋店 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

アベノセンタービル店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２階

あべのポンテ店 大阪府大阪市阿倍野区旭町２丁目１－２



あびこ駅西店 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－３－２４

難波中店 大阪府大阪市浪速区難波中１－１８－１６

天下茶屋一丁目店 大阪府大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１

難波中二丁目店 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目５－８

難波中南店 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目９－５

山王動物園前店 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

東大阪森河内西店 大阪府東大阪市森河内西一丁目６番１８号

東大阪横小路店 大阪府東大阪市横小路町５丁目６番３４号

東大阪衣摺店 大阪府東大阪市衣摺２丁目１４番６号

東大阪南荘町店 大阪府東大阪市南荘町３－２０

東大阪六万寺町店 大阪府東大阪市六万寺町二丁目４番２号

ＪＲ堺市駅前店 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６

泉佐野俵屋店 大阪府泉佐野市市場西１丁目３６６番１

奈良大森町店 奈良県奈良市大森町１２９番地１

榛原駅前店 奈良県宇陀市榛原萩原２４２９番地３９

吾妻通店 兵庫県神戸市中央区吾妻通２丁目２－２

三宮センイ街店 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

神戸枝吉店 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目２５５番地

都志店 兵庫県洲本市五色町都志２４７番地

豊富ランプ店 兵庫県姫路市砥堀字丁田１８２‐１

姫路土山二丁目店 兵庫県姫路市土山２丁目１２番４１号

岡山清心女子大前店 岡山県岡山市北区伊福町２－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ井原店 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

岡山田中店 岡山県岡山市北区田中１２１番地１０６

ＪＡいずも大津店 島根県出雲市大津町１６９７－２７　　

ＪＡいずもドーム北店 島根県出雲市平野町４５８－１

ＪＡいずも平田店 島根県出雲市平田町字中ノ島７６９８

斐川黒目店 島根県出雲市斐川町黒目１２２０

雲南大東店 島根県雲南市大東町大東９９４番１

ＪＡいずも塩冶東店 島根県出雲市上塩冶町２６４６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

府中目崎店 広島県府中市目崎町３１２番地２

ＴＳＵＴＡＹＡ松永店 広島県福山市松永町６丁目８－１８

八本松東三丁目店 広島県東広島市八本松東３丁目１番１９号

光虹ヶ浜店 山口県光市虹ケ浜３丁目２４番１２号

宮内串戸駅前店 広島県廿日市市串戸４丁目１４番１４

広島緑井店 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号

下松東豊井店 山口県下松市大字東豊井１３０２番地３

下関菊川店 山口県下関市菊川町田部１１４９－１



下関菊川下岡枝店 山口県下関市菊川町大字下岡枝字下五反田１７５番１

高松伏石町店 香川県高松市伏石町２０４７－１１

観音寺山田産業団地前店 香川県観音寺市柞田町乙２２８６番地１０

徳島佐古一番町店 徳島県徳島市佐古一番町４番１号

西条加茂川店 愛媛県西条市中野甲４６５－１

松山二番町店 愛媛県松山市二番町１丁目８番地６

Ａコープいよ店 愛媛県伊予市市場１２７－１

土佐山田新町丸店 高知県香美市土佐山田町字新町丸４６８番地５

苅田バイパス磯浜店 福岡県京都郡苅田町磯浜町２丁目２番１

小倉守恒二丁目店 福岡県北九州市小倉南区守恒２丁目１－２６

小倉駅北口店 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

直方バイパス店 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４

小倉真鶴店 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２７号

福岡松島六丁目店 福岡県福岡市東区松島６丁目８－１

福岡箱崎公園前店 福岡県福岡市東区原田四丁目２４－６２

飯塚秋松店 福岡県飯塚市秋松字下甫３０５番１

博多豊二丁目店 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１

トリアス久山店 福岡県糟屋郡久山町大字山田字出口１１０３

博多東那珂三丁目店 福岡県福岡市博多区東那珂３丁目６番２号

博多東住吉店 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号

福岡老司店 福岡県福岡市南区老司２－５－２５

福岡柳瀬一丁目店 福岡県福岡市南区柳瀬１丁目３－３

切木店 佐賀県唐津市肥前町万賀里川９４－２

糸島神在店 福岡県糸島市神在１３７４－２

筑紫駅前店 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

上宮永店 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６

久留米大学病院外来店 福岡県久留米市旭町６７番地

大川やまざくら通り店 福岡県大川市大字上巻字前田１３３番１

天草南新町店 熊本県天草市南新町６－６

熊本新土河原店 熊本県熊本市西区新土河原１－１－２３

サンロード木上店 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

八代田中東町店 熊本県八代市田中東町弐七号６番

神埼日の隈店 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

長崎住吉店 長崎県長崎市住吉町１４番２０号

南風崎町店 長崎県佐世保市南風崎町１４９－２

諫早永昌店 長崎県諫早市永昌町１４－１０

島原港店 長崎県島原市下川尻町７２－７６

近鉄四日市駅前ふれあいモール店 三重県四日市市安島１丁目１－５６



サンシャイン南店 東京都豊島区東池袋４－２６－１

昭和塩付通一丁目店 愛知県名古屋市昭和区塩付通１－２０－２

ドラッグエース鶴ケ岡店 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１

薬ヒグチ中野坂上西店 東京都中野区中央二丁目２番９号　第三戸谷ビル

コメヤ薬局御経塚店 石川県野々市市御経塚３丁目１２８

プラス上青木店 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５

プラスカスミ八潮大原店 埼玉県八潮市大字大原５３６

プラスカスミ白岡駅西口店 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１

ｍｉｎｉピアゴ川崎宮前平店 神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１１－２３

札幌宮の森３条店 北海道札幌市中央区宮の森　三条６丁目２－８

名城線矢場町駅店 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番１３号先

博多吉塚７丁目店 福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１２－３８

ＪＲ和白駅前店 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４
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