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店舗名 郵便番号 住所

神田明神　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101-0021 東京都千代田区外神田２‐５‐１５　　　　　　　　　　　　　　

秋葉原中央通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101-0021 東京都千代田区外神田５‐１‐３　　　　　　　　　　　　　　　

ポートストア海岸　　　　　　　　　　　　　　　　　108-0022 東京都港区海岸３‐１４‐２４　　　　　　　　　　　　　　　　

台東根岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110-0003 東京都台東区根岸５‐８‐１６　　　　　　　　　　　　　　　　

上野四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110-0005 東京都台東区上野４‐９‐６　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京大学龍岡門　　　　　　　　　　　　　　　　　　113-0033 東京都文京区本郷７‐３‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾久八丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116-0011 東京都荒川区西尾久８‐３３‐３５　　　　　　　　　　　　　　

綾瀬中央通り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120-0005 東京都足立区綾瀬５‐１６‐９　　　　　　　　　　　　　　　　

足立一ツ家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121-0075 東京都足立区一ツ家２‐２３‐７　　　　　　　　　　　　　　　

島根一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121-0815 東京都足立区島根１‐１‐２９　　　　　　　　　　　　　　　　

西新井大師前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123-0841 東京都足立区西新井１‐２‐４　　　　　　　　　　　　　　　　

江北六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123-0872 東京都足立区江北６‐３０‐２０　　　　　　　　　　　　　　　

小菅四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124-0001 東京都葛飾区小菅４‐５‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124-0006 東京都葛飾区堀切２‐６５‐１７　　　　　　　　　　　　　　　

東新小岩一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　124-0023 東京都葛飾区東新小岩１‐３‐１　　　　　　　　　　　　　　　

西新小岩一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　124-0025 東京都葛飾区西新小岩１‐３‐１５　　　　　　　　　　　　　　

葛飾橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125-0041 東京都葛飾区東金町５‐３７‐１　　　　　　　　　　　　　　　

青戸六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125-0062 東京都葛飾区青戸６‐７‐１７　　　　　　　　　　　　　　　　

墨田三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131-0031 東京都墨田区墨田３‐８‐１３　　　　　　　　　　　　　　　　

江戸川中央　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132-0021 東京都江戸川区中央２‐１８‐１９　　　　　　　　　　　　　　

松江三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132-0025 東京都江戸川区松江３‐５‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

中葛西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0083 東京都江戸川区中葛西６‐２１‐１０　　　　　　　　　　　　　

東葛西九丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0084 東京都江戸川区東葛西９‐６‐８　　　　　　　　　　　　　　　

葛西さくら公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0084 東京都江戸川区東葛西４‐１２‐１９　　　　　　　　　　　　　

葛西環七通り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0084 東京都江戸川区東葛西７‐２‐５　　　　　　　　　　　　　　　

南葛西四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0085 東京都江戸川区南葛西４‐１３‐１３　　　　　　　　　　　　　

葛西ターミナル　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0086 東京都江戸川区臨海町４‐２‐１　　　　　　　　　　　　　　　

西葛西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0088 東京都江戸川区西葛西３‐３‐３　　　　　　　　　　　　　　　

西葛西駅北口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0088 東京都江戸川区西葛西５‐１‐５　　　　　　　　　　　　　　　

西葛西二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0088 東京都江戸川区西葛西２‐２１‐８　　　　　　　　　　　　　　

二之江町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134-0093 東京都江戸川区二之江町１３８６　　　　　　　　　　　　　　　

アクアシティお台場　　　　　　　　　　　　　　　　135-0091 東京都港区台場１‐７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南砂二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　136-0076 東京都江東区南砂２‐３７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

大井三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140-0014 東京都品川区大井３‐１‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＯＣ大崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141-0032 東京都品川区大崎１‐６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

戸越四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142-0041 東京都品川区戸越４‐７‐１４　　　　　　　　　　　　　　　　

目黒東山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153-0043 東京都目黒区東山１‐８‐６　　　　　　　　　　　　　　　　　

下馬四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154-0002 東京都世田谷区下馬４‐２４‐１１　　　　　　　　　　　　　　

代沢五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155-0032 東京都世田谷区代沢５‐８‐５　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷瀬田五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　158-0095 東京都世田谷区瀬田５‐２０‐３０　　　　　　　　　　　　　　

中野新井一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　165-0026 東京都中野区新井１‐６‐４　　　　　　　　　　　　　　　　　

都立家政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165-0033 東京都中野区若宮３‐６‐９　　　　　　　　　　　　　　　　　

巣鴨四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170-0002 東京都豊島区巣鴨４‐１７‐１２　　　　　　　　　　　　　　　

池袋駅東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170-0013 東京都豊島区東池袋１‐２９‐５　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

練馬豊玉南一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　176-0014 東京都練馬区豊玉南１‐１７‐１０　　　　　　　　　　　　　　

練馬春日町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　179-0074 東京都練馬区春日町２‐１４‐１　　　　　　　　　　　　　　　

三鷹下連雀三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　181-0013 東京都三鷹市下連雀３‐３７‐４　　　　　　　　　　　　　　　

三鷹大沢四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　181-0015 東京都三鷹市大沢４‐１２‐１４　　　　　　　　　　　　　　　

小平たかの台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187-0024 東京都小平市たかの台１７‐１５　　　　　　　　　　　　　　　

西東京西原町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　188-0004 東京都西東京市西原町２‐５‐４５　　　　　　　　　　　　　　

立川南口大通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190-0023 東京都立川市柴崎町３‐１４‐２　　　　　　　　　　　　　　　

日野神明二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　191-0016 東京都日野市神明２‐２‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　

フォレストモール南大沢　　　　　　　　　　　　　　192-0364 東京都八王子市南大沢２‐２５　　　　　　　　　　　　　　　　

八王子散田町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　193-0832 東京都八王子市散田町４‐１４‐６　　　　　　　　　　　　　　

八王子千人町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193-0835 東京都八王子市千人町２‐３‐１０　　　　　　　　　　　　　　

町田駅北口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　194-0022 東京都町田市森野１‐３９‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

青梅藤橋三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　198-0022 東京都青梅市藤橋３‐１‐１２　　　　　　　　　　　　　　　　

狛江中和泉三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　201-0012 東京都狛江市中和泉３‐１‐１１　　　　　　　　　　　　　　　

西東京中町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　202-0013 東京都西東京市中町２‐１‐７　　　　　　　　　　　　　　　　

東久留米駅東口　　　　　　　　　　　　　　　　　　203-0013 東京都東久留米市新川町１‐３‐６　　　　　　　　　　　　　　

川崎富士見一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見１‐６‐１０　　　　　　　　　　　

川崎台町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210-0814 神奈川県川崎市川崎区台町１３‐１　　　　　　　　　　　　　　

川崎渡田三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田３‐１４‐１２　　　　　　　　　　　

新城駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211-0044 神奈川県川崎市中原区新城５‐１　　　　　　　　　　　　　　　

武蔵中原駅北口　　　　　　　　　　　　　　　　　　211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６‐２１‐９　　　　　　　　　　

川崎東小倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212-0033 神奈川県川崎市幸区東小倉２１‐２４　　　　　　　　　　　　　

川崎生田二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田２‐１４‐２５　　　　　　　　　　　

横浜菅田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町９２５‐２　　　　　　　　　　　

港北篠原町表谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町表谷２６３７‐１　　　　　　　　　

港北新横浜二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２‐５‐１１　　　　　　　　　　　

都筑茅ヶ崎南二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南２‐１‐１８　　　　　　　　　　

緑三保町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町２０７３‐１　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ青葉桂台　　　　　　　　　　　　　　　　　　227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台２‐２６‐１６　　　　　　　　　　　

横浜恩田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　227-0065 神奈川県横浜市青葉区恩田町３３４４‐１　　　　　　　　　　　

鶴見市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230-0023 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町６‐２６　　　　　　　　　　　

鶴見豊岡通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１３‐３４　　　　　　　　　　　　

横浜港南台五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台５‐１９‐９　　　　　　　　　　　

磯子久木町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235-0015 神奈川県横浜市磯子区久木町１８‐８　　　　　　　　　　　　　

磯子二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子２‐１４‐１２　　　　　　　　　　　

横須賀追浜町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　237-0064 神奈川県横須賀市追浜町１‐３８‐５　　　　　　　　　　　　　

横須賀鷹取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237-0067 神奈川県横須賀市鷹取２‐１９‐３　　　　　　　　　　　　　　

横須賀平作一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　238-0032 神奈川県横須賀市平作１‐７‐１３　　　　　　　　　　　　　　

横須賀大津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239-0808 神奈川県横須賀市大津町１‐８‐１５　　　　　　　　　　　　　

横須賀粟田二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　239-0845 神奈川県横須賀市粟田２‐３２‐１　　　　　　　　　　　　　　

ビューコート仏向町　　　　　　　　　　　　　　　　240-0044 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町１０１５‐１３　　　　　　　　

逗葉新道長柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄８９４　　　　　　　　　　　　　　　

横浜二俣川一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１‐６８‐２　　　　　　　　　　　　

新中希望ヶ丘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘２５８‐２６　　　　　　　　　　

大和市下鶴間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242-0001 神奈川県大和市下鶴間１７８７‐２　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

大和草柳二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　242-0026 神奈川県大和市草柳２‐２１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

本厚木駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243-0018 神奈川県厚木市中町２‐４‐１６　　　　　　　　　　　　　　　

本厚木駅北口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243-0018 神奈川県厚木市中町２‐１‐２１　　　　　　　　　　　　　　　

厚木岡田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243-0021 神奈川県厚木市岡田４‐２７‐１８　　　　　　　　　　　　　　

愛川桜台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字牛尾田３５４９‐３　　　　　　　　

海老名中新田一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　243-0422 神奈川県海老名市中新田１‐４‐５１　　　　　　　　　　　　　

海老名河原口五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　243-0433 神奈川県海老名市河原口５‐１７‐１　　　　　　　　　　　　　

戸塚品濃町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５０４‐９　　　　　　　　　　　　

戸塚上矢部町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２６３　　　　　　　　　　　　　

横浜上矢部町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１４‐４　　　　　　　　　　　　

横浜俣野町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245-0066 神奈川県横浜市戸塚区俣野町７７９‐１　　　　　　　　　　　　

横浜瀬谷目黒町　　　　　　　　　　　　　　　　　　246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２０‐１３　　　　　　　　　　　　

瀬谷区役所前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１９４‐１　　　　　　　　　　　

三ツ境駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５‐１４　　　　　　　　　　　　　

上郷八軒谷戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町１３６２‐１　　　　　　　　　　　　

箱根二ノ平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平１２０２‐１４　　　　　　　　　

小田原成田南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250-0862 神奈川県小田原市成田４７５‐１５　　　　　　　　　　　　　　

藤沢鵠沼神明四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明４‐８‐１３　　　　　　　　　　　　　

藤沢本鵠沼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼２‐１４‐１０　　　　　　　　　　　　　

藤沢辻堂六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　251-0047 神奈川県藤沢市辻堂６‐１７‐２　　　　　　　　　　　　　　　

藤沢朝日町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251-0054 神奈川県藤沢市朝日町１０‐４　　　　　　　　　　　　　　　　

座間小松原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-0002 神奈川県座間市小松原１‐２４‐２７　　　　　　　　　　　　　

立野台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-0023 神奈川県座間市立野台３‐８‐８　　　　　　　　　　　　　　　

相模原舟久保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹字舟久保２８８１‐１　　　　　　　　

相模原上溝南中前　　　　　　　　　　　　　　　　　252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６‐４　　　　　　　　　　　

相模原田名陽原　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-0244 神奈川県相模原市中央区田名５５７７‐３　　　　　　　　　　　

綾瀬深谷中央　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-1103 神奈川県綾瀬市深谷１７６９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

綾瀬大上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252-1104 神奈川県綾瀬市大上４‐２０‐３１　　　　　　　　　　　　　　

茅ヶ崎菱沼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253-0011 神奈川県茅ヶ崎市菱沼３‐１４‐３３　　　　　　　　　　　　　

茅ヶ崎東海岸北　　　　　　　　　　　　　　　　　　253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北４‐７‐２０　　　　　　　　　　　　

矢畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑７２８　　　　　　　　　　　　　　　　　

寒川大曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253-0113 神奈川県高座郡寒川町大曲２‐５‐１２　　　　　　　　　　　　

平塚中原一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　254-0075 神奈川県平塚市中原１‐１５‐８　　　　　　　　　　　　　　　

中井町井ノ口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８４４‐１　　　　　　　　　　

湯河原中央一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　259-0301 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１‐２５‐４　　　　　　　　　　

伊勢原東大竹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹１‐１３‐５　　　　　　　　　　　　　

千葉幸町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１‐２‐９　　　　　　　　　　　　　　

幕張免許センター　　　　　　　　　　　　　　　　　261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田２‐１８　　　　　　　　　　　　　　　

千葉幕張本郷駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１‐３‐５　　　　　　　　　　　

稲毛小仲台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台６‐４‐２７　　　　　　　　　　　　

千葉西都賀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀１‐１７‐２３　　　　　　　　　　　

千葉土気町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267-0061 千葉県千葉市緑区土気町１７１２‐２２　　　　　　　　　　　　

印西東京電機大前　　　　　　　　　　　　　　　　　270-1354 千葉県印西市武西１１３４‐４　　　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ白井冨士　　　　　　　　　　　　　　　　　　270-1432 千葉県白井市冨士２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松戸五香　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270-2213 千葉県松戸市五香１‐１１‐１１　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

松戸松飛台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270-2214 千葉県松戸市松飛台１１３‐６　　　　　　　　　　　　　　　　

松戸稔台八丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　270-2231 千葉県松戸市稔台８‐３３‐６　　　　　　　　　　　　　　　　

松戸河原塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270-2254 千葉県松戸市河原塚３１３‐１４　　　　　　　　　　　　　　　

松戸駅東口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　271-0092 千葉県松戸市松戸１２３１アステシオ３階　　　　　　　　　　　

松戸中矢切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　271-0095 千葉県松戸市中矢切６１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原木インター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0001 千葉県市川市二俣４３９‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

行徳支所前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0107 千葉県市川市押切１９‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

妙典南口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0111 千葉県市川市妙典４‐９‐３２　　　　　　　　　　　　　　　　

市川塩浜駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0127 千葉県市川市塩浜２‐３‐１０　　　　　　　　　　　　　　　　

市川塩浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0127 千葉県市川市塩浜４‐２‐３‐１０２　　　　　　　　　　　　　

クレストシティ浦安　　　　　　　　　　　　　　　　272-0145 千葉県市川市島尻１‐４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市川大野町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0805 千葉県市川市大野町３‐２０５８　　　　　　　　　　　　　　　

市川東菅野五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　272-0823 千葉県市川市東菅野５‐２２‐１７　　　　　　　　　　　　　　

船橋本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　273-0005 千葉県船橋市本町２‐１４‐８　　　　　　　　　　　　　　　　

高瀬町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　273-0014 千葉県船橋市高瀬町３９‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

船橋栄町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　273-0018 千葉県船橋市栄町１‐２３‐１７　　　　　　　　　　　　　　　

船橋西船二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　273-0031 千葉県船橋市西船２‐２８‐１３　　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ船橋本中山　　　　　　　　　　　　　　　　　273-0035 千葉県船橋市本中山６‐４‐５　　　　　　　　　　　　　　　　

船橋大神保町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　274-0082 千葉県船橋市大神保町１３５１‐３　　　　　　　　　　　　　　

船橋前原西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　274-0825 千葉県船橋市前原西１‐１５‐１９　　　　　　　　　　　　　　

津田沼三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275-0016 千葉県習志野市津田沼３‐２２‐１０　　　　　　　　　　　　　

モリシア津田沼　　　　　　　　　　　　　　　　　　275-0026 千葉県習志野市谷津１‐１６‐１‐１０１　　　　　　　　　　　

習志野奏の杜二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　275-0028 千葉県習志野市奏の杜２‐１９‐３８　　　　　　　　　　　　　

八千代勝田台駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　276-0023 千葉県八千代市勝田台１‐９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

村上駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　276-0029 千葉県八千代市村上南１‐５‐３５　　　　　　　　　　　　　　

八千代中央駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台３‐１‐１　　　　　　　　　　　　　

ＳＧリアルティ柏　　　　　　　　　　　　　　　　　277-0804 千葉県柏市新十余二１３‐８　　　　　　　　　　　　　　　　　

柏十余二西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277-0872 千葉県柏市十余二１７５‐４６　　　　　　　　　　　　　　　　

浦安北栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　279-0002 千葉県浦安市北栄４‐２０‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

浦安入船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　279-0012 千葉県浦安市入船２‐３‐２　　　　　　　　　　　　　　　　　

浦安富士見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　279-0043 千葉県浦安市富士見１‐１４‐３４　　　　　　　　　　　　　　

舞浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　279-0043 千葉県浦安市富士見３‐２３‐５　　　　　　　　　　　　　　　

成田国際空港第３旅客ターミナ

ルビル
282-0006 千葉県成田市取香字上人塚１４８‐１　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ四街道大日病院前　　　　　　　　　　　　　　284-0001 千葉県四街道市大日９０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富里日吉台一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　286-0201 千葉県富里市日吉台１‐１０‐１０　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ八街松島　　　　　　　　　　　　　　　　　　289-1115 千葉県八街市八街ほ９５２‐２　　　　　　　　　　　　　　　　

横芝町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝１０３５‐１　　　　　　　　　　　　

市原姉崎川間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299-0111 千葉県市原市姉崎２０６５‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

君津東坂田二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　299-1144 千葉県君津市東坂田２‐３‐２３　　　　　　　　　　　　　　　

君津南子安六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　299-1162 千葉県君津市南子安６‐７‐２３　　　　　　　　　　　　　　　

一宮東浪見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見５６２　　　　　　　　　　　　　　　

土浦西根南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300-0842 茨城県土浦市西根南１‐１‐１０　　　　　　　　　　　　　　　

つくば牧園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300-1241 茨城県つくば市牧園１‐１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

取手駅東口バスターミナル　　　　　　　　　　　　　302-0004 茨城県取手市取手２‐２‐８　　　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

取手ゆめみ野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302-0039 茨城県取手市ゆめみ野２‐９‐６　　　　　　　　　　　　　　　

新つくば妻木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　305-0028 茨城県つくば市妻木２１６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

つくば二の宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　305-0051 茨城県つくば市二の宮２‐２‐８　　　　　　　　　　　　　　　

つくばサイエンスシティ　　　　　　　　　　　　　　305-0816 茨城県つくば市学園の森２‐４０‐９　　　　　　　　　　　　　

つくば春日三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　305-0821 茨城県つくば市春日３‐７‐２８　　　　　　　　　　　　　　　

坂東沓掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306-0515 茨城県坂東市沓掛４３３‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　

坂東馬立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306-0605 茨城県坂東市馬立字中ノ台１２４４‐１３　　　　　　　　　　　

水戸南町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　310-0021 茨城県水戸市南町２‐４‐４１　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿嶋荒野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311-2221 茨城県鹿嶋市大字荒野１４９７‐１　　　　　　　　　　　　　　

水戸加倉井町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311-4163 茨城県水戸市加倉井町１０２９‐３　　　　　　　　　　　　　　

ひたちなか高野東　　　　　　　　　　　　　　　　　312-0002 茨城県ひたちなか市高野４２８‐１　　　　　　　　　　　　　　

波崎別所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　314-0408 茨城県神栖市波崎４６７６‐７　　　　　　　　　　　　　　　　

日立相賀町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　317-0075 茨城県日立市相賀町７‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海村舟石川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西３‐１３‐１９　　　　　　　　　

日立大みか町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　319-1221 茨城県日立市大みか町４‐４２１‐２　　　　　　　　　　　　　

日立田尻町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　319-1416 茨城県日立市田尻町２‐１６８‐１　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮下栗一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　321-0924 栃木県宇都宮市下栗１‐２１‐７　　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮泉が丘一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘１‐１５‐２６　　　　　　　　　　　　　

宇都宮今泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321-0968 栃木県宇都宮市中今泉１‐１６‐２５　　　　　　　　　　　　　

宇都宮テクノポリスセンター 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜７‐８‐４　　　　　　　　　　　　　　

鹿沼西茂呂三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂３‐５６‐２　　　　　　　　　　　　　　　

鹿沼麻苧町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322-0058 栃木県鹿沼市麻苧町字麻苧町１５６０　　　　　　　　　　　　　

小山西城南三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　323-0820 栃木県小山市西城南３‐２１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

足利大前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　326-0845 栃木県足利市大前町字迎田４８６‐２　　　　　　　　　　　　　

佐野大橋町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　327-0003 栃木県佐野市大橋町２０６５‐８　　　　　　　　　　　　　　　

佐野栃本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　327-0312 栃木県佐野市栃本町１４９３‐１　　　　　　　　　　　　　　　

佐野浅沼町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　327-0831 栃木県佐野市浅沼町８０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南河内薬師寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329-0431 栃木県下野市薬師寺六具２８７２‐１　　　　　　　　　　　　　

氏家卯の里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329-1323 栃木県さくら市卯の里３‐３３‐１　　　　　　　　　　　　　　

さくら卯の里一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　329-1323 栃木県さくら市卯の里１‐１３‐１　　　　　　　　　　　　　　

那須塩原一区町　　　　　　　　　　　　　　　　　　329-2732 栃木県那須塩原市一区町１６２‐９　　　　　　　　　　　　　　

栃木川連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329-4407 栃木県栃木市大平町川連６２６‐１　　　　　　　　　　　　　　

フタバ図書ＧＩＧＡ大宮　　　　　　　　　　　　　　330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６３７‐１　　　　　　　　　　　

さいたま三橋六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋６‐８０３　　　　　　　　　　　　　

川口栄町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　332-0017 埼玉県川口市栄町１‐４‐２１　　　　　　　　　　　　　　　　

西川口駅東口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332-0034 埼玉県川口市並木３‐１２‐２０　　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ川口北原台　　　　　　　　　　　　　　　　　333-0815 埼玉県川口市北原台３‐１９‐１７　　　　　　　　　　　　　　

鳩ケ谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　334-0001 埼玉県川口市桜町２‐５‐２２　　　　　　　　　　　　　　　　

川口安行出羽一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　334-0052 埼玉県川口市安行出羽１‐１５‐６　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ蕨駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　335-0004 埼玉県蕨市中央１‐６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さいたま東浦和二丁目　　　　　　　　　　　　　　　336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和２‐２３‐１０　　　　　　　　　　

草加長栄二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　340-0051 埼玉県草加市長栄２‐３３‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

草加新善町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340-0054 埼玉県草加市新善町３００‐５　　　　　　　　　　　　　　　　

久喜八甫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340-0201 埼玉県久喜市八甫８８８‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

三郷谷中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　341-0032 埼玉県三郷市中央１‐１０‐１　　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

三郷鷹野二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　341-0035 埼玉県三郷市鷹野２‐３０３‐１　　　　　　　　　　　　　　　

三郷天神一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　341-0051 埼玉県三郷市天神１‐５０３‐１１　　　　　　　　　　　　　　

東埼玉テクノポリス　　　　　　　　　　　　　　　　342-0008 埼玉県吉川市旭６‐１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉川高富一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　342-0036 埼玉県吉川市高富１‐１３‐４　　　　　　　　　　　　　　　　

杉戸本郷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上４１７‐２　　　　　　　　

羽生北袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348-0028 埼玉県羽生市北袋３４９‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

川島上伊草　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350-0152 埼玉県比企郡川島町大字上伊草６０１‐１　　　　　　　　　　　

狭山加佐志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350-1314 埼玉県狭山市大字加佐志字高峰１３７‐１　　　　　　　　　　　

狭山柏原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350-1335 埼玉県狭山市柏原１７００　　　　　　　　　　　　　　　　　　

朝霞膝折町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　351-0014 埼玉県朝霞市膝折町１‐１４‐１６　　　　　　　　　　　　　　

朝霞西弁財一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　351-0021 埼玉県朝霞市西弁財１‐９‐２２　　　　　　　　　　　　　　　

和光本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351-0114 埼玉県和光市本町２５‐２１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＬＴＦ新座あたご　　　　　　　　　　　　　　　　　352-0021 埼玉県新座市あたご２‐３‐４５　　　　　　　　　　　　　　　

志木本町五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　353-0004 埼玉県志木市本町５‐１９‐１５　　　　　　　　　　　　　　　

富士見下南畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　354-0004 埼玉県富士見市大字下南畑１９８１‐１　　　　　　　　　　　　

三芳藤久保東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字東５２３０　　　　　　　　　　

滑川森林公園駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　355-0814 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２‐１‐２　　　　　　　　　　　　

所沢北中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　359-1101 埼玉県所沢市北中２‐２９２‐８　　　　　　　　　　　　　　　

所沢三ヶ島三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　359-1164 埼玉県所沢市三ケ島３‐１４２５‐４　　　　　　　　　　　　　

行田堤根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　361-0035 埼玉県行田市堤根４９０‐２　　　　　　　　　　　　　　　　　

行田持田西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　361-0056 埼玉県行田市大字持田８１５‐１　　　　　　　　　　　　　　　

上尾緑丘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362-0015 埼玉県上尾市緑丘４‐１‐４　　　　　　　　　　　　　　　　　

上尾水上公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362-0031 埼玉県上尾市東町３‐１９７３‐１　　　　　　　　　　　　　　

桶川川田谷南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363-0027 埼玉県桶川市大字川田谷３３２１‐１　　　　　　　　　　　　　

北本深井三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　364-0001 埼玉県北本市深井３‐７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秩父滝の上町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　368-0012 埼玉県秩父市滝の上町２‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

大泉南小前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字西原１６８４‐１　　　　　　　　

前橋三俣駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371-0018 群馬県前橋市三俣町１‐３４‐１９　　　　　　　　　　　　　　

前橋青葉町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371-0826 群馬県前橋市青葉町２０‐８　　　　　　　　　　　　　　　　　

太田鳥山下町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　373-0063 群馬県太田市鳥山下町４８０‐１　　　　　　　　　　　　　　　

館林青柳町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374-0035 群馬県館林市青柳町字宮田９９３‐３　　　　　　　　　　　　　

渋川石原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　377-0007 群馬県渋川市石原３０５‐１２　　　　　　　　　　　　　　　　

伊勢崎三室町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379-2235 群馬県伊勢崎市三室町４５０５‐４　　　　　　　　　　　　　　

長野東通り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380-0902 長野県長野市大字鶴賀１７１‐５　　　　　　　　　　　　　　　

長野日詰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380-0911 長野県長野市大字稲葉字日詰沖１３８６‐３　　　　　　　　　　

長野富竹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381-0006 長野県長野市大字富竹６７９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

長野石渡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381-0015 長野県長野市大字石渡字ドブ１２９‐１　　　　　　　　　　　　

長野大豆島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381-0022 長野県長野市大字大豆島４２０９　　　　　　　　　　　　　　　

青木島大塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381-2205 長野県長野市青木島町大塚字大北１５５４‐１　　　　　　　　　

小諸森山西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384-0085 長野県小諸市大字森山６０７‐１　　　　　　　　　　　　　　　

臼田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384-0303 長野県佐久市下小田切１０３‐７　　　　　　　　　　　　　　　

小諸御影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384-0808 長野県小諸市大字御影新田２４０４‐２　　　　　　　　　　　　

小海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384-1105 長野県南佐久郡小海町大字千代里字窪屋敷２５４０　　　　　　　

立科山部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384-2307 長野県北佐久郡立科町大字山部字峠反１５０　　　　　　　　　　

上田芳田新町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　386-0151 長野県上田市芳田字新町１６６１‐１　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

御代田塩野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　389-0201 長野県北佐久郡御代田町大字塩野３２８９‐１　　　　　　　　　

松本井川城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　390-0831 長野県松本市井川城３‐６‐２０　　　　　　　　　　　　　　　

松本笹部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　390-0847 長野県松本市笹部３‐１８‐１０　　　　　　　　　　　　　　　

茅野豊平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　391-0213 長野県茅野市豊平１６７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡谷小萩三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　394-0085 長野県岡谷市長地小萩３‐２７２６　　　　　　　　　　　　　　

飯田西鼎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　395-0803 長野県飯田市鼎下山９１３‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

飯田バイパス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　395-0805 長野県飯田市鼎一色３９２‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

大町木崎湖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398-0001 長野県大町市大字平１０３５３‐２　　　　　　　　　　　　　　

松本寿小赤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399-0024 長野県松本市大字寿小赤字君石２５７４‐１　　　　　　　　　　

塩尻金塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399-0702 長野県塩尻市大字広丘野村字観音堂９６２‐５　　　　　　　　　

駒ヶ根インター東　　　　　　　　　　　　　　　　　399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂１４６７　　　　　　　　　　　　　　　　　

北安曇池田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399-8602 長野県北安曇郡池田町大字会染６３２４　　　　　　　　　　　　

白馬神城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399-9211 長野県北安曇郡白馬村大字神城字川原２４１９‐３５　　　　　　

小谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399-9421 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙２２６０‐５　　　　　　　　

甲斐万才　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400-0114 山梨県甲斐市万才２８３‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

河口湖畔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４０３２‐１　　　　　　　　　

河口湖町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口７３２‐１　　　　　　　　　　

都留小野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　402-0024 山梨県都留市小野４１６‐１２　　　　　　　　　　　　　　　　

都留桂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　402-0034 山梨県都留市桂町６９４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士吉田下吉田　　　　　　　　　　　　　　　　　　403-0009 山梨県富士吉田市富士見５‐６‐６　　　　　　　　　　　　　　

韮崎富士見一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　407-0014 山梨県韮崎市富士見１‐９‐３５　　　　　　　　　　　　　　　

市川三郷高田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　409-3606 山梨県西八代郡市川三郷町高田５３５‐１　　　　　　　　　　　

沼津我入道北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410-0823 静岡県沼津市我入道字一本松町１９３　　　　　　　　　　　　　

裾野伊豆島田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410-1123 静岡県裾野市伊豆島田３７６‐９　　　　　　　　　　　　　　　

小山町須走東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410-1431 静岡県駿東郡小山町須走１４‐１　　　　　　　　　　　　　　　

伊豆長岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410-2211 静岡県伊豆の国市長岡８５４‐１　　　　　　　　　　　　　　　

順天堂大学静岡病院２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　410-2211 静岡県伊豆の国市長岡１１２９　　　　　　　　　　　　　　　　

天城湯ヶ島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410-3209 静岡県伊豆市門野原２２６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

長泉南一色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色３０８‐１　　　　　　　　　　　　　

御殿場中畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　412-0006 静岡県御殿場市中畑字大子山１６６４‐２　　　　　　　　　　　

御殿場大坂北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　412-0034 静岡県御殿場市大坂８３‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東伊豆町大川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　413-0301 静岡県賀茂郡東伊豆町大川１６０‐１０　　　　　　　　　　　　

下田駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415-0035 静岡県下田市東本郷１‐１‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

富士津田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417-0034 静岡県富士市津田２６４‐４　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士宮北山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　418-0112 静岡県富士宮市北山４９９６　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士天間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419-0205 静岡県富士市天間１４１１‐４　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東千代田一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　420-0801 静岡県静岡市葵区東千代田１‐２０‐７８　　　　　　　　　　　

静岡大岩四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　420-0886 静岡県静岡市葵区大岩４‐２１‐１２　　　　　　　　　　　　　

静岡東瀬名町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420-0912 静岡県静岡市葵区東瀬名町１１‐１２　　　　　　　　　　　　　

静岡新伝馬一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬１‐３‐３０　　　　　　　　　　　　　

静岡新伝馬二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬２‐１１‐６　　　　　　　　　　　　　

静岡丸子二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子２‐４‐２０　　　　　　　　　　　　　

静岡敷地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地１‐１‐３０　　　　　　　　　　　　　

清水桜が丘町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　424-0836 静岡県静岡市清水区桜が丘町９‐１　　　　　　　　　　　　　　

清水宮加三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　424-0911 静岡県静岡市清水区宮加三７１７‐３　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

清水清開三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　424-0924 静岡県静岡市清水区清開３‐２‐２０　　　　　　　　　　　　　

東名焼津インター　　　　　　　　　　　　　　　　　425-0091 静岡県焼津市八楠４‐１３‐１５　　　　　　　　　　　　　　　

藤枝高柳一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　426-0041 静岡県藤枝市高柳１‐２１‐３３　　　　　　　　　　　　　　　

浜松医大前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431-3125 静岡県浜松市東区半田山４‐３‐２　　　　　　　　　　　　　　

天竜船明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431-3306 静岡県浜松市天竜区船明２１８７‐１　　　　　　　　　　　　　

浜松南伊場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　432-8051 静岡県浜松市南区若林町４４３‐５　　　　　　　　　　　　　　

豊橋駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　440-0881 愛知県豊橋市広小路１‐４０‐１　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋神野新田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ワノ割４８‐１　　　　　　　　　　　

豊橋小松　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441-8109 愛知県豊橋市小松町１４６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋江島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441-8111 愛知県豊橋市江島町９６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋大清水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町２２２‐１　　　　　　　　　　　

豊川国府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442-0854 愛知県豊川市国府町下坊入２‐１　　　　　　　　　　　　　　　

幸田船附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字竹下８３‐２　　　　　　　　　　

岡崎六名駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444-0846 愛知県岡崎市六名新町１‐１１　　　　　　　　　　　　　　　　

岡崎北野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444-0951 愛知県岡崎市北野町字善佐３‐３　　　　　　　　　　　　　　　

デンソー西尾製作所　　　　　　　　　　　　　　　　445-0012 愛知県西尾市下羽角町住崎１　　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾米津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445-0802 愛知県西尾市米津町東大狼８３‐１　　　　　　　　　　　　　　

安城桜井町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　446-0000 愛知県安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業第４０街区５　

安城里町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　446-0001 愛知県安城市里町荒畑１５４‐２　　　　　　　　　　　　　　　

安城浜富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　446-0022 愛知県安城市浜富町１１‐９　　　　　　　　　　　　　　　　　

安城二本木町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　446-0054 愛知県安城市二本木町西切替７０‐６　　　　　　　　　　　　　

碧南坂口町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　447-0087 愛知県碧南市坂口町４‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

笹島南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１‐２３‐２５　　　　　　　　　　

清須押花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452-0014 愛知県清須市西枇杷島町押花４０　　　　　　　　　　　　　　　

西区城西町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452-0841 愛知県名古屋市西区城西町１５６　　　　　　　　　　　　　　　

清須寺野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452-0908 愛知県清須市寺野美鈴４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本陣駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通３‐３９　　　　　　　　　　　　　

ＪＲ八田駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　453-0856 愛知県名古屋市中村区並木２‐１１７　　　　　　　　　　　　　

港区甚兵衛通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通３‐４‐４　　　　　　　　　　　　

緑区大高町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　459-8001 愛知県名古屋市緑区高根山１‐１５０３　　　　　　　　　　　　

久屋大通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460-0008 愛知県名古屋市中区栄４‐１５‐２３　　　　　　　　　　　　　

大須スケートリンク　　　　　　　　　　　　　　　　460-0018 愛知県名古屋市中区門前町１‐６０　　　　　　　　　　　　　　

守山警察署北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　463-0024 愛知県名古屋市守山区脇田町２０７　　　　　　　　　　　　　　

覚王山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　464-0841 愛知県名古屋市千種区覚王山通９‐１８　　　　　　　　　　　　

一社駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　465-0093 愛知県名古屋市名東区一社１‐８７　　　　　　　　　　　　　　

三好上ヶ池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470-0224 愛知県みよし市三好町上ヶ池３‐１２　　　　　　　　　　　　　

豊明沓掛恵畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470-1101 愛知県豊明市沓掛町恵畑８１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

豊田小坂町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471-0035 愛知県豊田市小坂町２‐４４‐１　　　　　　　　　　　　　　　

豊田美里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471-0805 愛知県豊田市美里１‐１１‐１１　　　　　　　　　　　　　　　

豊田五ヶ丘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471-0814 愛知県豊田市五ケ丘１‐２‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田河合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471-0824 愛知県豊田市河合町５‐５０‐１　　　　　　　　　　　　　　　

大府末広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　474-0057 愛知県大府市共和町末広３‐１２６　　　　　　　　　　　　　　

東海名和町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　476-0002 愛知県東海市名和町石塚１９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

平地公園前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　476-0002 愛知県東海市名和町前郷４‐１　　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

大口高橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480-0131 愛知県丹羽郡大口町高橋２‐７２　　　　　　　　　　　　　　　

北名古屋井瀬木　　　　　　　　　　　　　　　　　　481-0004 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷６４６‐２　　　　　　　　　　　

江南安良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　483-8111 愛知県江南市安良町地蔵６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東野町五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　486-0817 愛知県春日井市東野町５‐１１‐４　　　　　　　　　　　　　　

尾張旭柏井町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488-0007 愛知県尾張旭市柏井町公園通１６２　　　　　　　　　　　　　　

尾張旭庄中町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488-0838 愛知県尾張旭市庄中町１‐９‐２　　　　　　　　　　　　　　　

一宮小信中島南　　　　　　　　　　　　　　　　　　494-0007 愛知県一宮市小信中島字郷中８８　　　　　　　　　　　　　　　

津島又吉町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　496-0819 愛知県津島市又吉町２‐５‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

蟹江宝二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　497-0030 愛知県海部郡蟹江町宝２‐６０３‐２　　　　　　　　　　　　　

岐阜琴塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500-8222 岐阜県岐阜市琴塚２‐８‐４　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜長森西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500-8227 岐阜県岐阜市北一色４‐２‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜細畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500-8238 岐阜県岐阜市細畑３‐１４‐８　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜千石町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500-8819 岐阜県岐阜市千石町２‐２５　　　　　　　　　　　　　　　　　

北方町庁舎前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501-0439 岐阜県本巣郡北方町長谷川１‐４７‐２　　　　　　　　　　　　

揖斐川上南方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方６０２‐１　　　　　　　　　　　　

郡上八幡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501-4224 岐阜県郡上市八幡町城南町字ヤナシマ２２８　　　　　　　　　　

安八大明神　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503-0117 岐阜県安八郡安八町大明神字椙の木３５０‐１　　　　　　　　　

大垣鶴見町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503-0805 岐阜県大垣市鶴見町字藤沢３２３　　　　　　　　　　　　　　　

大垣東前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503-0835 岐阜県大垣市東前２‐４５‐２　　　　　　　　　　　　　　　　

関ヶ原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原７６２‐１　　　　　　　　　　

各務原蘇原緑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　504-0902 岐阜県各務原市蘇原緑町１‐７０　　　　　　　　　　　　　　　

高山一之宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509-3505 岐阜県高山市一之宮町字石原５４８６‐１　　　　　　　　　　　

おろし裏山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509-5202 岐阜県土岐市下石町５７６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

鈴鹿白子四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　510-0243 三重県鈴鹿市白子４‐３０７０‐１　　　　　　　　　　　　　　

四日市まきの木台　　　　　　　　　　　　　　　　　512-1306 三重県四日市市まきの木台１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

鈴鹿神戸一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　513-0801 三重県鈴鹿市神戸１‐１１‐１１　　　　　　　　　　　　　　　

津伊倉津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　514-0302 三重県津市雲出伊倉津町字下津６８４‐７　　　　　　　　　　　

松阪立田町浜塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　515-0026 三重県松阪市立田町字浜塚２２２‐１　　　　　　　　　　　　　

松阪大津町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515-0031 三重県松阪市大津町字秀張６９４‐１　　　　　　　　　　　　　

名張松崎町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518-0722 三重県名張市松崎町１３４１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

大津比叡辻二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　520-0104 滋賀県大津市比叡辻２‐３８２　　　　　　　　　　　　　　　　

大津市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　520-0804 滋賀県大津市本宮２‐９‐９　　　　　　　　　　　　　　　　　

栗東御園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　520-3005 滋賀県栗東市御園字伝坊１８９３　　　　　　　　　　　　　　　

彦根森堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　522-0234 滋賀県彦根市森堂町字塚越北上箱１５　　　　　　　　　　　　　

鶴野町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町３‐１０　　　　　　　　　　　　　　　

大阪本庄東三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　531-0074 大阪府大阪市北区本庄東３‐１０‐６　　　　　　　　　　　　　

御幸町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534-0012 大阪府大阪市都島区御幸町２‐２‐３２　　　　　　　　　　　　

ＪＲ桜ノ宮駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　534-0027 大阪府大阪市都島区中野町４‐１５‐６　　　　　　　　　　　　

内環今福東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536-0002 大阪府大阪市城東区今福東２‐１４‐１２　　　　　　　　　　　

森之宮二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮２‐４‐１１　　　　　　　　　　　　

中央南船場一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１‐１７‐２８　　　　　　　　　　　

生野巽東三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　544-0014 大阪府大阪市生野区巽東３‐１２‐３　　　　　　　　　　　　　

平野加美東四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　547-0002 大阪府大阪市平野区加美東４‐１５‐２　　　　　　　　　　　　

玉川三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　553-0004 大阪府大阪市福島区玉川３‐１１‐１０　　　　　　　　　　　　

大開三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　553-0007 大阪府大阪市福島区大開３‐２‐３３　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

御幣島六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島６‐９‐２８　　　　　　　　　　　

浪速警察署前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋５‐５‐２０　　　　　　　　　　　　

桜塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　561-0882 大阪府豊中市南桜塚４‐３‐３６　　　　　　　　　　　　　　　

箕面石丸二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　562-0027 大阪府箕面市石丸２‐１６‐１３　　　　　　　　　　　　　　　

内環吹田芳野町　　　　　　　　　　　　　　　　　　564-0054 大阪府吹田市芳野町１‐２１　　　　　　　　　　　　　　　　　

摂津鳥飼下三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　566-0071 大阪府摂津市鳥飼下３‐８‐５　　　　　　　　　　　　　　　　

茨木下穂積二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　567-0041 大阪府茨木市下穂積２‐１０‐６　　　　　　　　　　　　　　　

茨木豊川三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　567-0057 大阪府茨木市豊川３‐８‐１８　　　　　　　　　　　　　　　　

茨木沢良宜西四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　567-0868 大阪府茨木市沢良宜西４‐１‐５　　　　　　　　　　　　　　　

高槻城南町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　569-0056 大阪府高槻市城南町３‐２３‐７　　　　　　　　　　　　　　　

高槻下田部町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　569-0062 大阪府高槻市下田部町２‐２‐３　　　　　　　　　　　　　　　

高槻大畑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　569-1144 大阪府高槻市大畑町２０‐１０　　　　　　　　　　　　　　　　

枚方船橋本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　573-1116 大阪府枚方市船橋本町２‐３１　　　　　　　　　　　　　　　　

住道駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　574-0036 大阪府大東市末広町２‐１０２　　　　　　　　　　　　　　　　

交野私市四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　576-0033 大阪府交野市私市４‐６５‐１５　　　　　　　　　　　　　　　

交野私部西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　576-0041 大阪府交野市私部西２‐１５‐３　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪高井田元町　　　　　　　　　　　　　　　　　577-0054 大阪府東大阪市高井田元町２‐２‐１７　　　　　　　　　　　　

東大阪衣摺五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　577-0827 大阪府東大阪市衣摺５‐２２‐１５　　　　　　　　　　　　　　

東大阪水走一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　578-0921 大阪府東大阪市水走１‐１７‐２３　　　　　　　　　　　　　　

東大阪松原二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　578-0922 大阪府東大阪市松原２‐１‐３２　　　　　　　　　　　　　　　

花園本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　578-0937 大阪府東大阪市花園本町２‐１‐１２　　　　　　　　　　　　　

東大阪西岩田四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　578-0947 大阪府東大阪市西岩田４‐６‐１４　　　　　　　　　　　　　　

アカカベ西鴻池町二丁目　　　　　　　　　　　　　　578-0976 大阪府東大阪市西鴻池町２‐４‐２４　　　　　　　　　　　　　

東大阪末広町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579-8055 大阪府東大阪市末広町２５‐１６　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪横小路五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　579-8063 大阪府東大阪市横小路町５‐５‐２　　　　　　　　　　　　　　

松原東新町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　580-0024 大阪府松原市東新町４‐４‐１１　　　　　　　　　　　　　　　

松原天美東二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　580-0032 大阪府松原市天美東２‐８５‐１　　　　　　　　　　　　　　　

松原阿保四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　580-0043 大阪府松原市阿保４‐２‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

松原田井城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　580-0044 大阪府松原市田井城６‐２７１‐１　　　　　　　　　　　　　　

松原三宅西四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　580-0045 大阪府松原市三宅西４‐２３５‐１　　　　　　　　　　　　　　

八尾青山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　581-0018 大阪府八尾市青山町４‐１‐２２　　　　　　　　　　　　　　　

八尾西山本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　581-0868 大阪府八尾市西山本町１‐４‐３０　　　　　　　　　　　　　　

八尾高安駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　581-0871 大阪府八尾市高安町北２‐９４‐１　　　　　　　　　　　　　　

藤井寺大井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583-0008 大阪府藤井寺市大井１‐４‐５　　　　　　　　　　　　　　　　

堺美原平尾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587-0022 大阪府堺市美原区平尾２１５０‐１　　　　　　　　　　　　　　

堺昭和通四丁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590-0825 大阪府堺市堺区昭和通４丁６１‐１　　　　　　　　　　　　　　

堺諏訪森　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592-8347 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西四丁３７９　　　　　　　　　　　

和泉唐国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594-1151 大阪府和泉市唐国町１‐１０‐９　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津森町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　595-0005 大阪府泉大津市森町２‐８‐３５　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津曽根町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595-0011 大阪府泉大津市曽根町１‐９‐１３　　　　　　　　　　　　　　

泉大津北豊中町　　　　　　　　　　　　　　　　　　595-0012 大阪府泉大津市北豊中町３‐９７９‐５　　　　　　　　　　　　

忠岡中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595-0812 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３‐１０‐１９　　　　　　　　　　　

阪南石田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599-0221 大阪府阪南市石田７１１‐６　　　　　　　　　　　　　　　　　

九条河原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601-8011 京都府京都市南区東九条南山王町５７‐１　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

烏丸久世橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601-8033 京都府京都市南区東九条南石田町１１２‐１　　　　　　　　　　

仁和寺街道七本松　　　　　　　　　　　　　　　　　602-8345 京都府京都市上京区仁和寺街道七本松東入一番町１０３‐１　　　

西陣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　602-8425 京都府京都市上京区大宮通上立売上ル樋之口町２５４　　　　　　

京都大将軍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　603-8332 京都府京都市北区大将軍川端町５　　　　　　　　　　　　　　　

ドラッグひかり蛸薬師高倉　　　　　　　　　　　　　604-8141 京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３６　　　　　　

東大路馬町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　605-0875 京都府京都市東山区鐘鋳町４‐４１５　　　　　　　　　　　　　

山科外環小野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　607-8261 京都府京都市山科区小野鐘付田町１２３　　　　　　　　　　　　

ＭＫ山科ボウル前　　　　　　　　　　　　　　　　　607-8358 京都府京都市山科区西野楳本町１１２‐４　　　　　　　　　　　

京都城陽市役所前　　　　　　　　　　　　　　　　　610-0121 京都府城陽市寺田高田３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇治大久保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611-0031 京都府宇治市広野町西裏４９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

宇治小倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611-0042 京都府宇治市小倉町西浦７６‐１　　　　　　　　　　　　　　　

宇治伊勢田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611-0043 京都府宇治市伊勢田町浮面４１　　　　　　　　　　　　　　　　

京都医療センター前　　　　　　　　　　　　　　　　612-0875 京都府京都市伏見区深草枯木町３２‐１　　　　　　　　　　　　

外環横大路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　612-8295 京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本２１‐１　　　　　　　　　　　

京都競馬場前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町６０　　　　　　　　　　　　　　　

西京川島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615-8194 京都府京都市西京区川島粟田町３７　　　　　　　　　　　　　　

上桂御正町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615-8222 京都府京都市西京区上桂御正町１０　　　　　　　　　　　　　　

桂徳大寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615-8302 京都府京都市西京区桂徳大寺南町１３　　　　　　　　　　　　　

葛野大路御池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　616-8083 京都府京都市右京区太秦安井西沢町７‐７　　　　　　　　　　　

太秦荒木町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　616-8136 京都府京都市右京区太秦荒木町１‐１　　　　　　　　　　　　　

京都高雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　616-8263 京都府京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町１８‐１　　　　　　　　　　

長岡京ガラシャ通　　　　　　　　　　　　　　　　　617-0832 京都府長岡京市東神足２‐７‐３　　　　　　　　　　　　　　　

木津川城山台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619-0218 京都府木津川市城山台７‐１‐１　　　　　　　　　　　　　　　

東舞鶴駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　625-0037 京都府舞鶴市浜町７‐１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮津京街道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　626-0027 京都府宮津市字京街道２１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

木津温泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　629-3241 京都府京丹後市網野町木津５　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良三条大路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8013 奈良県奈良市三条大路２‐３‐２６　　　　　　　　　　　　　　

奈良阪町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8104 奈良県奈良市奈良阪町２８５‐１　　　　　　　　　　　　　　　

奈良芝辻町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8114 奈良県奈良市芝辻町１‐２‐２６　　　　　　　　　　　　　　　

奈良三条添川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8127 奈良県奈良市三条添川町２‐３５　　　　　　　　　　　　　　　

奈良南京終　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8141 奈良県奈良市南京終町６６８‐１　　　　　　　　　　　　　　　

奈良柏木東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630-8146 奈良県奈良市八条町３９６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良学園北一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　631-0036 奈良県奈良市学園北１‐１４‐１３　　　　　　　　　　　　　　

天理櫟本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　632-0004 奈良県天理市櫟本町４２６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

桜井脇本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633-0018 奈良県桜井市大字脇本３８４‐１　　　　　　　　　　　　　　　

大宇陀かぎろひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　633-2112 奈良県宇陀市大宇陀小附９８２‐１　　　　　　　　　　　　　　

大宇陀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633-2164 奈良県宇陀市大宇陀拾生８７４‐１　　　　　　　　　　　　　　

菟田野松井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633-2221 奈良県宇陀市菟田野松井１０１‐２　　　　　　　　　　　　　　

橿原木原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634-0004 奈良県橿原市木原町２１７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

橿原新口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634-0007 奈良県橿原市葛本町２８６‐２　　　　　　　　　　　　　　　　

近鉄八木駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634-0804 奈良県橿原市内膳町１‐１‐８　　　　　　　　　　　　　　　　

橿原土橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634-0844 奈良県橿原市土橋町１８５‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｓ小槻町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634-0846 奈良県橿原市小槻町５２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安堵町東安堵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵１１４０‐１　　　　　　　　　　

大和郡山下三橋町　　　　　　　　　　　　　　　　　639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町５８６　　　　　　　　　　　　　　　
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葛城東室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639-2102 奈良県葛城市東室９６‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

葛城太田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639-2153 奈良県葛城市太田１１８７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

御所元町西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639-2301 奈良県御所市大字元町７５‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

吉野リバーサイド　　　　　　　　　　　　　　　　　639-3102 奈良県吉野郡吉野町河原屋８３‐１　　　　　　　　　　　　　　

和歌山太田一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　640-8323 和歌山県和歌山市太田１‐４‐１８　　　　　　　　　　　　　　

和歌山太田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640-8323 和歌山県和歌山市太田５６４‐４　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山吹屋町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町５‐４０‐１　　　　　　　　　　　　　

和歌山黒田東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640-8341 和歌山県和歌山市黒田２５８‐７　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山西浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　641-0036 和歌山県和歌山市西浜１６６０‐２２１　　　　　　　　　　　　

田辺会津小学校前　　　　　　　　　　　　　　　　　646-0005 和歌山県田辺市秋津町１６１‐２　　　　　　　　　　　　　　　

田辺内之浦北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　646-0011 和歌山県田辺市新庄町字北内之浦３０２１‐４　　　　　　　　　

田辺大塔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　646-1101 和歌山県田辺市鮎川８４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宮駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　647-0020 和歌山県新宮市徐福１‐６９６２‐３　　　　　　　　　　　　　

Ｓ箕島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-0304 和歌山県有田市箕島字南広瀬６１‐３　　　　　　　　　　　　　

上富田町生馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬両新田７１２‐１　　　　　　　　

上富田岩崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-2104 和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎１５０‐１　　　　　　　　　　　

上富田町市ノ瀬　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５１８‐１　　　　　　　　　

勝浦町下里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-5142 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里５５５‐１　　　　　　　　　　

岩出根来インター　　　　　　　　　　　　　　　　　649-6202 和歌山県岩出市根来１６９０‐１　　　　　　　　　　　　　　　

高野口町名古曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　649-7203 和歌山県橋本市高野口町名古曽２９３‐１　　　　　　　　　　　

神戸異人館通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町３‐１‐３６　　　　　　　　　　　　

熊内五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５‐１‐４３　　　　　　　　　　　　

鈴蘭台西町五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町５‐２１‐１６　　　　　　　　　　

神戸有野中町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町３‐５‐１２　　　　　　　　　　　　

神戸八多町下小名田　　　　　　　　　　　　　　　　651-1352 兵庫県神戸市北区八多町下小名田５４３‐３　　　　　　　　　　

神戸学院大学正門前　　　　　　　　　　　　　　　　651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬５４０　　　　　　　　　　　　　

王塚台五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651-2135 兵庫県神戸市西区王塚台５‐９３　　　　　　　　　　　　　　　

西神高和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651-2204 兵庫県神戸市西区押部谷町高和７３２　　　　　　　　　　　　　

西神中央　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５‐３‐５　　　　　　　　　　　　　　　

塚本通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７‐１‐２３　　　　　　　　　　　　

神戸新開地四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地４ー６‐１７　　　　　　　　　　　　

長田北町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　653-0016 兵庫県神戸市長田区北町２‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

ＪＲ新長田駅南　　　　　　　　　　　　　　　　　　653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町３‐２‐１５‐１０３　　　　　　　　

須磨前池町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町２‐７‐１　　　　　　　　　　　　　

神戸若木町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　654-0014 兵庫県神戸市須磨区若木町３‐４‐５　　　　　　　　　　　　　

神戸霞ケ丘四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘４‐５‐４　　　　　　　　　　　　　

垂水桃山台二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　655-0854 兵庫県神戸市垂水区桃山台２‐１７６８‐５４　　　　　　　　　

洲本下加茂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　656-0013 兵庫県洲本市下加茂１‐１‐１２　　　　　　　　　　　　　　　

淡路久留麻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　656-2311 兵庫県淡路市久留麻１９０９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

神戸深江浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町８４‐１　　　　　　　　　　　　　

魚崎南町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町３‐１‐２　　　　　　　　　　　　

神戸御影郡家一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家１‐２４‐１２　　　　　　　　　　

Ｓ市立芦屋病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町３９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

芦屋川駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　659-0084 兵庫県芦屋市月若町８‐４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

尼崎長洲西通二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通２‐７‐８　　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

尼崎東難波町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　660-0892 兵庫県尼崎市東難波町４‐１３‐１８　　　　　　　　　　　　　

県立尼崎総合医療センター　　　　　　　　　　　　　660-0892 兵庫県尼崎市東難波町２‐１７‐７７　　　　　　　　　　　　　

西宮愛宕山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662-0871 兵庫県西宮市愛宕山１０‐４０　　　　　　　　　　　　　　　　

伊丹西野三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　664-0028 兵庫県伊丹市西野３‐８‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊丹西台二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　664-0858 兵庫県伊丹市西台２‐５‐２５　　　　　　　　　　　　　　　　

伊丹野間北二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　664-0875 兵庫県伊丹市野間北２‐２‐６　　　　　　　　　　　　　　　　

宝塚高司一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　665-0051 兵庫県宝塚市高司１‐４‐３５　　　　　　　　　　　　　　　　

猪名川差組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字向イ１８４　　　　　　　　　　　　

篠山古市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-2123 兵庫県篠山市古市１６８‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

篠山東岡屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-2345 兵庫県篠山市東岡屋６７８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

篠山野中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-2452 兵庫県篠山市野中字六田坪３３０‐７　　　　　　　　　　　　　

篠山安田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-2551 兵庫県篠山市安田字中縄手３９２‐１　　　　　　　　　　　　　

丹波市柏原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原２８８６‐１　　　　　　　　　　　　　

氷上北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上字六反田１１‐２　　　　　　　　　　　

青垣町小倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-3812 兵庫県丹波市青垣町小倉字平松８５４　　　　　　　　　　　　　

春日インター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669-4132 兵庫県丹波市春日町野村２１０９‐１　　　　　　　　　　　　　

姫路野里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670-0811 兵庫県姫路市野里１７４‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

姫路豊沢町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670-0964 兵庫県姫路市豊沢町６４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姫路土山六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　670-0996 兵庫県姫路市土山６‐６７６‐１　　　　　　　　　　　　　　　

製鉄記念広畑病院　　　　　　　　　　　　　　　　　671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町３‐１‐１　　　　　　　　　　　　　

姫路大津真砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町５‐１　　　　　　　　　　　　　　　

姫路北青山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671-2222 兵庫県姫路市青山１‐２１‐２９　　　　　　　　　　　　　　　

姫路白鳥台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671-2246 兵庫県姫路市打越５２３‐２　　　　　　　　　　　　　　　　　

三木御坂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　673-0516 兵庫県三木市志染町御坂芦原６２６‐１　　　　　　　　　　　　

加古川平岡町新在家　　　　　　　　　　　　　　　　675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０‐１　　　　　　　　　　　　　

相生コスモス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-0021 兵庫県相生市赤坂１‐３０８　　　　　　　　　　　　　　　　　

赤穂元町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-0203 兵庫県赤穂市元町６‐２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

赤穂中広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-0232 兵庫県赤穂市中広７８番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　

赤穂惣門町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-0241 兵庫県赤穂市惣門町５４‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

関西福祉大学前　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町１８６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

赤穂西有年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-1186 兵庫県赤穂市西有年８８‐３　　　　　　　　　　　　　　　　　

上郡神明寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-1221 兵庫県赤穂郡上郡町神明寺腰前２７５‐１　　　　　　　　　　　

上郡山野里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里字下神田２３４０‐１　　　　　　　　

多可郡中町南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　679-1132 兵庫県多可郡多可町中区坂本１２４‐１　　　　　　　　　　　　

福井下森田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　910-0143 福井県福井市森田北東部土地区画整理事業１９０街区７　　　　　

敦賀若葉町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　914-0125 福井県敦賀市若葉町３‐１０６　　　　　　　　　　　　　　　　

敦賀呉竹町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　914-0802 福井県敦賀市呉竹町２‐８‐２９　　　　　　　　　　　　　　　

鯖江下河端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　916-0038 福井県鯖江市下河端町１３‐４‐１　　　　　　　　　　　　　　

鯖江有定町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　916-0057 福井県鯖江市有定町２‐１‐１５　　　　　　　　　　　　　　　

鯖江下司町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　916-0064 福井県鯖江市下司町１‐７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鯖江川去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　916-0088 福井県鯖江市川去町７‐６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

越前海岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　916-0316 福井県丹生郡越前町大樟七字河北３２‐１　　　　　　　　　　　

福井和田中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　918-8236 福井県福井市和田中２‐９０１　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢駅西本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　920-0025 石川県金沢市駅西本町３‐６０１　　　　　　　　　　　　　　　

金沢問屋町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　920-0061 石川県金沢市問屋町１‐１１５‐１　　　　　　　　　　　　　　



店舗名 郵便番号 住所

金沢野町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　921-8031 石川県金沢市野町１‐１９２　　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢横川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　921-8163 石川県金沢市横川３‐５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加賀大聖寺南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　922-0811 石川県加賀市大聖寺南町ホ７‐８　　　　　　　　　　　　　　　

七尾小島町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　926-0852 石川県七尾市小島町９‐９‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

立山日俣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930-0252 富山県中新川郡立山町日俣２４‐１　　　　　　　　　　　　　　

上市横越　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930-0365 富山県中新川郡上市町神田字上川原３２９‐１　　　　　　　　　

富山問屋センター　　　　　　　　　　　　　　　　　930-0834 富山県富山市問屋町２‐１１‐３５　　　　　　　　　　　　　　

富山駅北口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930-0858 富山県富山市牛島町２４‐１３　　　　　　　　　　　　　　　　

富山田尻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930-2224 富山県富山市田尻西１１９‐２　　　　　　　　　　　　　　　　

富山布目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930-2233 富山県富山市布目２３８４‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

富山大広田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　931-8453 富山県富山市中田２‐９８‐１　　　　　　　　　　　　　　　　

小矢部津沢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　932-0115 富山県小矢部市津沢新西１７６‐１　　　　　　　　　　　　　　

高岡清水町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　933-0866 富山県高岡市清水町１‐１４４‐１　　　　　　　　　　　　　　

高岡守護町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　933-0983 富山県高岡市守護町１‐３４９　　　　　　　　　　　　　　　　

砺波チューリップ公園前　　　　　　　　　　　　　　939-1383 富山県砺波市高道４‐５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南砺福光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939-1610 富山県南砺市福光１７０‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

大沢野下大久保　　　　　　　　　　　　　　　　　　939-2251 富山県富山市下大久保１０７３‐２　　　　　　　　　　　　　　

富山八尾中核団地　　　　　　　　　　　　　　　　　939-2374 富山県富山市八尾町上高善寺３０２　　　　　　　　　　　　　　

富山婦中新町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939-2607 富山県富山市婦中町新町字天野２１５‐２　　　　　　　　　　　

富山下堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939-8055 富山県富山市下堀７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富山新根塚町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　939-8205 富山県富山市新根塚町１‐８０７‐１　　　　　　　　　　　　　

長岡石内一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　940-0026 新潟県長岡市石内１‐７‐２３　　　　　　　　　　　　　　　　

長岡摂田屋一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　940-1105 新潟県長岡市摂田屋１‐４‐５６　　　　　　　　　　　　　　　

長岡三和一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　940-1151 新潟県長岡市三和１‐２‐２０　　　　　　　　　　　　　　　　

上越下門前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　942-0063 新潟県上越市下門前２３６０　　　　　　　　　　　　　　　　　

上越藤野新田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　943-0171 新潟県上越市大字藤野新田字上長池２４６‐１　　　　　　　　　

上越大豆二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　943-0802 新潟県上越市大豆２‐８‐１０　　　　　　　　　　　　　　　　

上越木田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　943-0805 新潟県上越市木田１‐４‐８　　　　　　　　　　　　　　　　　

柏崎上原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　945-0021 新潟県柏崎市大字上原字舟場川原５６‐６　　　　　　　　　　　

柏崎インター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　945-0034 新潟県柏崎市三和町８‐５９　　　　　　　　　　　　　　　　　

十日町高田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　948-0056 新潟県十日町市子７８７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

魚沼基幹病院前　　　　　　　　　　　　　　　　　　949-7302 新潟県南魚沼市浦佐４０６９‐１　　　　　　　　　　　　　　　

新潟中野山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950-0837 新潟県新潟市東区若葉町１‐１９‐８１　　　　　　　　　　　　

新潟駅南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１‐２‐２５　　　　　　　　　　　　

新潟堀ノ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950-0971 新潟県新潟市中央区近江２‐２０‐３８　堀ノ内ビル１Ｆ　　　　

新潟大野町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950-1111 新潟県新潟市西区大野町２７０４‐１　　　　　　　　　　　　　

豊栄新井郷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950-3361 新潟県新潟市北区新井郷字居裏１０８８　　　　　　　　　　　　

新潟万代橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　951-8055 新潟県新潟市中央区礎町通一ノ町１９６８‐１　　　　　　　　　

巻蓮田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４１６２‐４　　　　　　　　　　　　　

新津山谷町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　956-0024 新潟県新潟市秋葉区山谷町２‐２３‐２４　　　　　　　　　　　

燕杣木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　959-1284 新潟県燕市大字杣木字善九郎２６３３‐１　　　　　　　　　　　

村松駅前通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　959-1704 新潟県五泉市村松甲１２８６‐３　　　　　　　　　　　　　　　


