
都道府県 市町村 店名 住所
愛知県 豊川市 ＫＯＹＯ豊川市民病院 愛知県豊川市八幡町野路２３番地

名古屋市　中川区 ＫＯＹＯ名古屋掖済会病院 愛知県名古屋市中川区松年町４－６６
名古屋市　東区 ７ＦＳ名古屋ＮＨＫ放送センター 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３番３号
名古屋市　熱田区 ＮＢＳ名古屋学院大学 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１－２５

京都府 亀岡市 ハートインＪＲ亀岡駅改札口 京都府亀岡市追分町谷筋１番地１
京都市　右京区 キヨスクＪＲ嵯峨嵐山駅改札口 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町１１－１
京都市　下京区 ハートイン京都地下鉄京都駅南口 京都府京都市下京区東塩小路地先
京都市　下京区 ハートインＪＲ京都駅東塩小路 京都市下京区西洞院通塩小路下ル東塩小路町９４０
京都市　下京区 ハートインＪＲ京都駅西口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
京都市　下京区 ハートインＪＲ京都駅中央改札口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
京都市　下京区 ハートインＪＲ梅小路京都西駅前 京都府京都市下京区朱雀正会町１－２８
京都市　下京区 おみやげ街道ＪＲ京都駅西口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
京都市　下京区 京都四条堀川 京都府京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町５３５番地
京都市　山科区 ハートインＪＲ山科駅前 京都府京都市山科区安朱北屋敷町
京都市　中京区 ハートインＪＲ二条駅東口 京都府京都市中京区西ノ京東栂野尾町３
京都市　南区 ７ＦＳ京阪バス京都駅八条口 京都府京都市南区東九条西山王町３１
京都市　南区 ハートインヴィアイン京都八条口 京都府京都市南区東九条上殿田町４４－１
京都市　南区 ＤＲ京都テラス八条東ロイネット 京都府京都市南区東九条東山王町１４－１
京都市　伏見区 ＡＩＭ龍谷大学深草キャンパス 京都府京都市伏見区深草塚本町６７
京都市　北区 ＮＢＳ佛教大学 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町９６
向日市 ハートインＪＲ向日町駅改札口 京都府向日市寺戸町久々相
長岡京市 ハートインＪＲ長岡京駅改札口 京都府長岡京市神足２－４－１
南丹市 ＫＯＹＯ京都中部総合医療センター 京都府南丹市八木町八木上野２５
舞鶴市 ＫＯＹＯ舞鶴共済病院 京都府舞鶴市字浜１０３５
舞鶴市 キヨスクＪＲ東舞鶴駅改札口 京都府舞鶴市浜町５番地３
福知山市 福知山駅前町 京都府福知山市末広町２－３

熊本県 球磨郡　山江村 九州道山江ＳＡ上り 熊本県球磨郡山江村大字山田丁字蕨野２４８０－１７
球磨郡　山江村 九州道山江ＳＡ下り 熊本県球磨郡山江村大字山田丁字庚申２６００
玉名郡　南関町 九州道玉名ＰＡ上り 熊本県玉名郡南関町大字下坂下字四反田１５６２－３
玉名郡　南関町 九州道玉名ＰＡ下り 熊本県玉名郡南関町大字下坂下字三反田１６４５－１
玉名市 ＫＯＹＯくまもと県北病院 熊本県玉名市玉名８５６番地１

埼玉県 さいたま市　浦和区 浦和岸町７丁目 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１０－２３
さいたま市　浦和区 浦和駅北口 埼玉県さいたま市浦和区東仲町９－５
さいたま市　浦和区 浦和裏門通り 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目１２番２号
さいたま市　浦和区 さいたま上木崎２丁目 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２丁目１
さいたま市　浦和区 北浦和駅東 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－９－８
さいたま市　浦和区 浦和瀬ヶ崎 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎３丁目１－２０
さいたま市　浦和区 北浦和公園前 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目３－１
さいたま市　浦和区 浦和馬場先通り 埼玉県さいたま市浦和区岸町２丁目１－２４
さいたま市　浦和区 浦和東高砂町 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１７－６
さいたま市　浦和区 領家 埼玉県さいたま市浦和区領家４丁目１３－６
さいたま市　浦和区 さいたま仲町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目４－２２
さいたま市　浦和区 浦和木崎２丁目 埼玉県さいたま市浦和区木崎２－２６－１１
さいたま市　浦和区 浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９
さいたま市　浦和区 北浦和３丁目 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３丁目５－１４
さいたま市　浦和区 浦和常盤 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１６－２２
さいたま市　浦和区 針ヶ谷 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－１１－４
さいたま市　浦和区 浦和常盤１０丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１２－１７
さいたま市　浦和区 浦和常盤５丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－１７－１２
さいたま市　浦和区 浦和元町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区元町２－３９－８
さいたま市　岩槻区 岩槻本町 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目７－６
さいたま市　岩槻区 さいたま長宮 埼玉県さいたま市岩槻区長宮３２７－１
さいたま市　岩槻区 岩槻諏訪 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪３－１－２
さいたま市　岩槻区 岩槻江川 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻６８５８－１
さいたま市　岩槻区 岩槻箕輪 埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字東１３２
さいたま市　岩槻区 さいたま浮谷 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２５１０
さいたま市　岩槻区 さいたま加倉 埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－７－３８



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 さいたま市　岩槻区 岩槻尾ヶ崎新田 埼玉県さいたま市岩槻区美園東１丁目５番地９

さいたま市　岩槻区 さいたま飯塚 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚９６８－３
さいたま市　岩槻区 岩槻南平野 埼玉県さいたま市岩槻区南平野３丁目２６番７
さいたま市　岩槻区 さいたま笹久保新田 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田５４２
さいたま市　岩槻区 岩槻警察署前 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻字西原ニ５０８１－１
さいたま市　岩槻区 東岩槻５丁目 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻５丁目７－１
さいたま市　岩槻区 さいたま市宿 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１５－９
さいたま市　岩槻区 岩槻駅西口 埼玉県さいたま市岩槻区西町１－７－３
さいたま市　岩槻区 岩槻本丸 埼玉県さいたま市岩槻区本丸２－１－１４
さいたま市　岩槻区 東岩槻駅南 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４丁目７－３
さいたま市　岩槻区 岩槻鹿室 埼玉県さいたま市岩槻区鹿室７４６－１
さいたま市　岩槻区 岩槻上野２丁目 埼玉県さいたま市岩槻区上野２－１－２７
さいたま市　岩槻区 岩槻西原台１丁目 埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－７－８２
さいたま市　岩槻区 岩槻府内１丁目 埼玉県さいたま市岩槻区府内１－２－３４
さいたま市　岩槻区 岩槻駅東口 埼玉県さいたま市岩槻区本町３－１－１
さいたま市　見沼区 東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目１－５
さいたま市　見沼区 さいたま御蔵南 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵字木下１２８１－２
さいたま市　見沼区 さいたま南中丸 埼玉県さいたま市見沼区南中野６３５－１
さいたま市　見沼区 さいたま東大宮６丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６丁目２８－２
さいたま市　見沼区 大宮大和田前原 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１４８８－７
さいたま市　見沼区 さいたま島町 埼玉県さいたま市見沼区島町１２７８－１
さいたま市　見沼区 東大宮駅西口 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７６－１
さいたま市　見沼区 さいたま深作２丁目 埼玉県さいたま市見沼区深作２丁目２３番１０
さいたま市　見沼区 さいたま南中野 埼玉県さいたま市見沼区南中野８１７番２
さいたま市　見沼区 さいたま深作３丁目 埼玉県さいたま市見沼区深作３丁目２４－６
さいたま市　見沼区 さいたま膝子 埼玉県さいたま市見沼区膝子２３０－１
さいたま市　見沼区 さいたま島小学校前 埼玉県さいたま市見沼区島町６２３－１
さいたま市　見沼区 大宮大和田１丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１
さいたま市　見沼区 さいたま七里 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼１２９３
さいたま市　見沼区 さいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田１丁目１５５６－１
さいたま市　見沼区 さいたま春野図書館前 埼玉県さいたま市見沼区春野４－３０－３
さいたま市　見沼区 さいたま東大宮２丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２丁目３４－１
さいたま市　見沼区 大宮春岡 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町２５－１２
さいたま市　見沼区 さいたま大谷 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷字弁天１４０６－１
さいたま市　見沼区 さいたま大和田２丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田２－１６４８
さいたま市　見沼区 大宮新堤 埼玉県さいたま市見沼区大字新堤字東９５－１
さいたま市　見沼区 さいたま片柳 埼玉県さいたま市見沼区片柳１３１７－１
さいたま市　見沼区 さいたま風渡野 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野２４９－２
さいたま市　見沼区 さいたま東大宮７丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－５２－６
さいたま市　桜区 さいたま田島３丁目 埼玉県さいたま市桜区田島３－２７－１２
さいたま市　桜区 さいたま下大久保 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保１００２
さいたま市　桜区 さいたま西堀２丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀２－１７－５
さいたま市　桜区 西浦和駅前 埼玉県さいたま市桜区田島５丁目２４－１３
さいたま市　桜区 浦和別所沼通り 埼玉県さいたま市桜区西堀６丁目１－３
さいたま市　桜区 さいたま田島４丁目 埼玉県さいたま市桜区田島４丁目４０－２３
さいたま市　桜区 西浦和駅西 埼玉県さいたま市桜区田島５丁目７６３－４
さいたま市　桜区 さいたま大久保 埼玉県さいたま市桜区大久保領家５５５－７
さいたま市　桜区 さいたま田島７丁目 埼玉県さいたま市桜区田島７丁目１７番２７号
さいたま市　桜区 さいたま白鍬 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬４９５－１
さいたま市　桜区 さいたま田島１丁目 埼玉県さいたま市桜区田島１－２０－５
さいたま市　桜区 浦和埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保７６５
さいたま市　桜区 浦和栄和 埼玉県さいたま市桜区栄和４－２２－２
さいたま市　桜区 さいたま栄和２丁目 埼玉県さいたま市桜区栄和２丁目２６番２３号
さいたま市　桜区 さいたま大久保小学校前 埼玉県さいたま市桜区大字五関７
さいたま市　西区 さいたま指扇東 埼玉県さいたま市西区指扇１０６０－１
さいたま市　西区 さいたま二ッ宮 埼玉県さいたま市西区二ッ宮４０２
さいたま市　西区 さいたま佐知川 埼玉県さいたま市西区佐知川１３８５－４



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 さいたま市　西区 さいたま中野林中郷 埼玉県さいたま市西区中野林６６４－１

さいたま市　西区 さいたま西遊馬 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１３１７－１
さいたま市　大宮区 大宮駅南銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６６－１
さいたま市　大宮区 さいたま吉敷町 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町２丁目１０５番地１
さいたま市　大宮区 大宮桜木４丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３９５－３
さいたま市　大宮区 さいたま大成町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４５
さいたま市　大宮区 さいたま天沼中央通り 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１丁目７６－１
さいたま市　大宮区 さいたま仲町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－８１－１
さいたま市　大宮区 さいたま土手町 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３８－１
さいたま市　大宮区 さいたま櫛引町１丁目南 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目４９６－１
さいたま市　大宮区 大宮駅銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－９
さいたま市　大宮区 大宮宮町４丁目 埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２９
さいたま市　大宮区 大宮三橋４丁目 埼玉県さいたま市大宮区三橋４丁目３３６
さいたま市　大宮区 大宮駅桜木１丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目２６６－３
さいたま市　大宮区 大宮一番街 埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目６０
さいたま市　大宮区 大宮一の宮通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目７
さいたま市　大宮区 さいたま北袋町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－５
さいたま市　大宮区 さいたま吉敷町４丁目 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２９－１
さいたま市　大宮区 さいたま大成町２丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町２丁目２０１－１
さいたま市　大宮区 さいたま上小町 埼玉県さいたま市大宮区上小町５１－１
さいたま市　大宮区 さいたま大宮駅東 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－９
さいたま市　大宮区 さいたま下町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区下町３－５－１
さいたま市　大宮区 さいたま北袋 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－３８４－１
さいたま市　大宮区 さいたま三橋総合公園前 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－８７４
さいたま市　大宮区 さいたま北袋町２丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２丁目１８６－４
さいたま市　大宮区 大宮櫛引１丁目 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－７０２
さいたま市　大宮区 さいたま大宮氷川参道 埼玉県さいたま市大宮区東町１－３
さいたま市　大宮区 大宮ソニックシティ前 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２
さいたま市　大宮区 さいたま堀の内３丁目 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町３丁目２－１
さいたま市　大宮区 ７ＦＳそごう大宮 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２
さいたま市　大宮区 さいたま大栄橋西 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－８－２
さいたま市　大宮区 さいたま大門町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３－１
さいたま市　大宮区 鉄道博物館前 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２６３－１
さいたま市　中央区 さいたま八王子５丁目 埼玉県さいたま市中央区八王子５－１５－６
さいたま市　中央区 ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２
さいたま市　中央区 ＫＯＹＯさいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区新都心１－５
さいたま市　中央区 さいたま大戸３丁目 埼玉県さいたま市中央区大戸３－２－１８
さいたま市　中央区 ＬＡタワー 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２
さいたま市　中央区 さいたま新中里２丁目 埼玉県さいたま市中央区新中里２－１５－６
さいたま市　中央区 さいたま円阿弥２丁目 埼玉県さいたま市中央区円阿弥２－８－２２
さいたま市　中央区 けやき広場前 埼玉県さいたま市中央区新都心９番地
さいたま市　中央区 さいたま上落合９丁目 埼玉県さいたま市中央区上落合９－１－１
さいたま市　中央区 さいたま上峰 埼玉県さいたま市中央区上峰１－１８－１１
さいたま市　中央区 さいたま与野公園 埼玉県さいたま市中央区本町西１－７－６
さいたま市　中央区 さいたま鈴谷４丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４－１２－１０
さいたま市　中央区 与野西 埼玉県さいたま市中央区上落合５－９－１３
さいたま市　中央区 与野 埼玉県さいたま市中央区新中里５－２３－７
さいたま市　中央区 与野鈴谷３丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷３－２－１８
さいたま市　中央区 さいたま上落合３丁目 埼玉県さいたま市中央区上落合３丁目１１－１２
さいたま市　中央区 さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１－５
さいたま市　中央区 さいたま大戸６丁目 埼玉県さいたま市中央区大戸６－１３－５
さいたま市　南区 さいたま大谷場 埼玉県さいたま市南区大谷場２－１４－３２
さいたま市　南区 さいたま南本町２丁目 埼玉県さいたま市南区南本町２丁目２０番１３号
さいたま市　南区 さいたま曲本５丁目 埼玉県さいたま市南区曲本５－７－１
さいたま市　南区 南浦和３丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目４４－６
さいたま市　南区 さいたま文蔵４丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵４－９－２
さいたま市　南区 南浦和駅東口 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３６－１２



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 さいたま市　南区 さいたま鹿手袋 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－２０－７

さいたま市　南区 南浦和１丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和１－３０－２６
さいたま市　南区 さいたま大谷口 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸１２６－１
さいたま市　南区 さいたま文蔵５丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵５－６－１０
さいたま市　南区 さいたま太田窪 埼玉県さいたま市南区太田窪２３３９－６
さいたま市　南区 武蔵浦和西口 埼玉県さいたま市南区沼影１－１５－４
さいたま市　南区 さいたま曲本３丁目 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１
さいたま市　南区 浦和内谷４丁目 埼玉県さいたま市南区内谷４丁目１９番１号
さいたま市　南区 南浦和駅西口 埼玉県さいたま市南区南本町１－２－７
さいたま市　南区 浦和白幡６丁目 埼玉県さいたま市南区白幡６－１１－６
さいたま市　南区 南浦和文化通り 埼玉県さいたま市南区南本町１－１７－１
さいたま市　南区 さいたま文蔵３丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２－３
さいたま市　南区 さいたま辻１丁目 埼玉県さいたま市南区辻１－２７－８
さいたま市　南区 さいたま鹿手袋３丁目 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２７－１６
さいたま市　南区 さいたま太田窪５丁目 埼玉県さいたま市南区太田窪５丁目４－７
さいたま市　南区 さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１
さいたま市　南区 さいたま辻７丁目 埼玉県さいたま市南区辻７－１２－２０
さいたま市　北区 さいたま盆栽町 埼玉県さいたま市北区盆栽町４０６－１
さいたま市　北区 さいたま宮原４丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町４－６６－３
さいたま市　北区 さいたま宮原２丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町２－８７－６
さいたま市　北区 さいたま櫛引町２丁目 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７５４
さいたま市　北区 大宮奈良町 埼玉県さいたま市北区奈良町３１－１３
さいたま市　北区 さいたま大宮市場前 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２２２－１
さいたま市　北区 さいたま宮原１丁目西 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目１２９－１
さいたま市　北区 さいたま吉野町２丁目 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目１９２－１
さいたま市　北区 さいたま今羽町東 埼玉県さいたま市北区吉野町１－２８－１２
さいたま市　北区 さいたま宮原３丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３８９－１
さいたま市　北区 さいたま本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町１２１３
さいたま市　北区 さいたま日進駅東 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目８０７－１
さいたま市　北区 さいたま宮原１丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目３５９番
さいたま市　北区 さいたま今羽町 埼玉県さいたま市北区今羽町３５２
さいたま市　北区 大宮宮原西口 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５３６番地
さいたま市　北区 大宮日進１丁目 埼玉県さいたま市北区日進町１－５１６－３
さいたま市　北区 さいたま吉野町１丁目 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３５３－５
さいたま市　北区 さいたま土呂２丁目 埼玉県さいたま市北区土呂２丁目５２－１５
さいたま市　北区 大宮日進駅西 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１３６
さいたま市　北区 さいたま土呂駅西 埼玉県さいたま市北区土呂町１丁目１９－１
さいたま市　北区 さいたま植竹町１丁目 埼玉県さいたま市北区植竹町１－４１－１
さいたま市　北区 さいたま大宮自衛隊前 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－３６５
さいたま市　緑区 さいたま三室北宿 埼玉県さいたま市緑区大字三室２４１９－７
さいたま市　緑区 東浦和駅北通り 埼玉県さいたま市緑区東浦和３－１－１
さいたま市　緑区 ＫＯＹＯさいたま市立病院 埼玉県さいたま市緑区三室２４６０番地
さいたま市　緑区 埼玉スタジアム北 埼玉県さいたま市緑区美園１丁目１５－１６
さいたま市　緑区 さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５
さいたま市　緑区 東浦和駅前 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１－４
さいたま市　緑区 さいたま原山３丁目南 埼玉県さいたま市緑区原山３－１４－２１
さいたま市　緑区 さいたま芝原 埼玉県さいたま市緑区芝原１－１４－８
さいたま市　緑区 さいたま中尾緑島 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５０１－１
さいたま市　緑区 さいたま中尾駒前 埼玉県さいたま市緑区中尾３６３６
さいたま市　緑区 さいたま東大門２丁目 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１７－２
さいたま市　緑区 浦和南部領 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻３１７５番１
さいたま市　緑区 東浦和駅南 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１２－４
さいたま市　緑区 浦和大間木 埼玉県さいたま市緑区大間木１６９２－１
さいたま市　緑区 さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５
さいたま市　緑区 さいたま山崎 埼玉県さいたま市緑区三室２８３
さいたま市　緑区 さいたま原山１丁目 埼玉県さいたま市緑区原山１－３３－１９
さいたま市　緑区 さいたま道祖土２丁目 埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１７－１６



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 さいたま市　緑区 東浦和７丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和７－１９－１

さいたま市　緑区 さいたま中尾バイパス 埼玉県さいたま市緑区中尾１２８６－１
さいたま市　緑区 浦和美園駅前 埼玉県さいたま市緑区美園４丁目１１番地９
さいたま市　緑区 東浦和３丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和３丁目１９－１
さいたま市　緑区 浦和原山３丁目 埼玉県さいたま市緑区原山３－６－２３
さいたま市　緑区 さいたま松木２丁目 埼玉県さいたま市緑区松木２－３－３
さいたま市　緑区 さいたま三室 埼玉県さいたま市緑区大字三室１５１３－１
ふじみ野市 上福岡駅西口 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１丁目１－３
羽生市 羽生駅西口 埼玉県羽生市西２丁目２番２号
羽生市 羽生西 埼玉県羽生市西５－１６－１２
羽生市 羽生中央３丁目 埼玉県羽生市中央３丁目１－１３
越谷市 北越谷３丁目 埼玉県越谷市北越谷３丁目２２－１
越谷市 越谷大林 埼玉県越谷市大里７１６－１
越谷市 越谷東越谷３丁目 埼玉県越谷市東越谷３－１２－６
越谷市 越谷神明町２丁目 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４
越谷市 越谷七左２丁目 埼玉県越谷市新越谷１丁目１４番地４
越谷市 越谷蒲生茜町 埼玉県越谷市蒲生茜町２７番地４
越谷市 南越谷５丁目 埼玉県越谷市南越谷５－２６－８
越谷市 越谷下間久里 埼玉県越谷市大字下間久里１０４－１
越谷市 越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１－１－５
越谷市 越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９
越谷市 越谷せんげん台駅西口 埼玉県越谷市千間台西１丁目４番４
越谷市 東越谷９丁目 埼玉県越谷市東越谷９丁目１５番地１３
越谷市 新越谷駅前通り 埼玉県越谷市南越谷１－１９－７
越谷市 大袋駅前 埼玉県越谷市袋山２０４５－１
越谷市 越谷西口 埼玉県越谷市赤山本町１５番地１
越谷市 北越谷駅東口 埼玉県越谷市大沢３－１１－２
越谷市 越谷駅東口 埼玉県越谷市弥生町１ー１４
越谷市 越谷増森 埼玉県越谷市大字増森２５１３－１
越谷市 越谷南越谷２丁目 埼玉県越谷市南越谷２丁目１３－４１
越谷市 越谷大袋駅西口 埼玉県越谷市大字袋山１３４７－６シャングリラ１階
越谷市 南越谷駅北口 埼玉県越谷市南越谷２－２－１２
桶川市 桶川若宮２丁目 埼玉県桶川市若宮２－１６－１６
桶川市 桶川川田谷 埼玉県桶川市川田谷３２１２－１
桶川市 桶川東１丁目 埼玉県桶川市東１－１－４
加須市 加須花崎南 埼玉県加須市花崎１丁目２９－５
加須市 加須南町 埼玉県加須市南町８－５３
加須市 加須花崎北 埼玉県加須市花崎北１丁目１０番１０
吉川市 吉川さくら通り 埼玉県吉川市中央一丁目１番地１
吉川市 吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４
吉川市 吉川木売２丁目 埼玉県吉川市木売２－１３－８
久喜市 久喜東鷲宮駅前 埼玉県久喜市桜田１－３－３
久喜市 久喜栗橋東１丁目 埼玉県久喜市栗橋東１丁目４番５４号
久喜市 久喜南栗橋１丁目 埼玉県久喜市南栗橋１丁目９－６
久喜市 久喜駅東口 埼玉県久喜市久喜東１丁目２－２
久喜市 栗橋伊坂 埼玉県久喜市栗橋中央１丁目２－２２
久喜市 久喜駅西口 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２６
狭山市 狭山東三ツ木 埼玉県狭山市東三ツ木６７－２５
狭山市 狭山南入曽 埼玉県狭山市南入曽７９－１
狭山市 狭山市駅東口 埼玉県狭山市祇園４－５９
狭山市 狭山市駅西口 埼玉県狭山市入間川１－３－２
熊谷市 熊谷宮本町 埼玉県熊谷市宮本町８１
熊谷市 熊谷市役所前 埼玉県熊谷市宮町２丁目９９番１
熊谷市 熊谷宮前町２丁目 埼玉県熊谷市宮前町２丁目２５７
熊谷市 熊谷佐谷田 埼玉県熊谷市佐谷田字飯塚１３８２
熊谷市 熊谷駅南口 埼玉県熊谷市桜木町１－１
熊谷市 熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 熊谷市 熊谷銀座３丁目 埼玉県熊谷市銀座３丁目３１番地１

戸田市 戸田笹目北町 埼玉県戸田市笹目北町１０番１
戸田市 戸田駅東口 埼玉県戸田市新曽８２番地３
戸田市 戸田上戸田３丁目 埼玉県戸田市上戸田３丁目７－２０
戸田市 北戸田駅西口 埼玉県戸田市大字新曽２１９６－１
戸田市 戸田美女木８丁目 埼玉県戸田市美女木８丁目１４－５
幸手市 幸手南３丁目 埼玉県幸手市南３丁目１番１２号
行田市 行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１
行田市 行田桜町３丁目 埼玉県行田市桜町３丁目２４１５－１
行田市 行田商工センター前 埼玉県行田市行田１番１７号
鴻巣市 鴻巣本町５丁目 埼玉県鴻巣市本町５－６－３４
鴻巣市 鴻巣駅西口 埼玉県鴻巣市栄町２－２３
鴻巣市 鴻巣南１丁目 埼玉県鴻巣市南１丁目１３番８号
坂戸市 北坂戸駅西口 埼玉県坂戸市末広町１－１
坂戸市 北坂戸駅東口 埼玉県坂戸市末広町１－２
坂戸市 坂戸鎌倉町 埼玉県坂戸市鎌倉町３－２６
坂戸市 坂戸一本松 埼玉県坂戸市厚川１１－９
坂戸市 坂戸塚越 埼玉県坂戸市大字塚越１４３０－１
坂戸市 坂戸本町 埼玉県坂戸市本町１－１９
坂戸市 坂戸片柳 埼玉県坂戸市片柳１８０１－１
三郷市 三郷彦成５丁目 埼玉県三郷市彦成５丁目１２６
三郷市 三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１丁目１７０－１
三郷市 三郷駅北口 埼玉県三郷市早稲田２丁目１－１
三郷市 ららぽーと新三郷 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１
志木市 志木柏町４丁目 埼玉県志木市柏町４丁目２－４
志木市 志木上宗岡４丁目 埼玉県志木市上宗岡４－１３－１２
志木市 志木柳瀬川駅前 埼玉県志木市柏町６－２９－４４
志木市 志木駅東口 埼玉県志木市本町５丁目２４番２３号
志木市 志木愛宕通り 埼玉県志木市幸町１－６－１１
志木市 志木本町５丁目 埼玉県志木市本町５丁目１２－１１
志木市 志木幸町３丁目 埼玉県志木市幸町３丁目４番３６号
児玉郡　上里町 上里神保原東 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町２２０８
児玉郡　上里町 上里七本木 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三田３５３０番地１
春日部市 春日部内牧 埼玉県春日部市内牧３８３２－１
春日部市 春日部豊町２丁目 埼玉県春日部市豊町２丁目６－６
春日部市 春日部公園橋通り 埼玉県春日部市八丁目７７－１
春日部市 春日部粕壁東５丁目 埼玉県春日部市粕壁東５丁目２２２６－１
春日部市 春日部小渕 埼玉県春日部市小渕１２０１－１
春日部市 春日部中央２丁目 埼玉県春日部市中央２丁目１７番地１１
春日部市 春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２
春日部市 春日部増田新田 埼玉県春日部市増田新田３９０－１
春日部市 春日部小渕北 埼玉県春日部市小渕字山下１１４５－１
春日部市 豊春駅前 埼玉県春日部市上蛭田１４２－５
春日部市 春日部栄町２丁目 埼玉県春日部市栄町２丁目２８３－１
春日部市 庄和大衾 埼玉県春日部市大衾４０６－２０
春日部市 庄和西金野井 埼玉県春日部市西金野井２２－６
春日部市 春日部大沼７丁目 埼玉県春日部市大沼７－２１－２
春日部市 春日部米島 埼玉県春日部市米島７０６－１
春日部市 武里駅西口 埼玉県春日部市大場１０９５－３
春日部市 春日部新方袋 埼玉県春日部市西八木崎１丁目３番１号
春日部市 春日部豊町６丁目 埼玉県春日部市豊町６丁目１０―４
春日部市 春日部備後西 埼玉県春日部市備後西４－１１－５
春日部市 春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５
春日部市 春日部銚子口 埼玉県春日部市銚子口３２０－１
所沢市 所沢プロペ通り 埼玉県所沢市日吉町１０－２２
所沢市 所沢東住吉中央 埼玉県所沢市東住吉７－１
所沢市 小手指駅南口 埼玉県所沢市小手指町３丁目１



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 所沢市 東所沢和田３丁目 埼玉県所沢市東所沢和田３－１－３

所沢市 所沢金山町 埼玉県所沢市金山町１７－３
所沢市 所沢ニュータウン北 埼玉県所沢市中富１６５４－１
所沢市 秋津駅北口 埼玉県所沢市大字上安松１－３２
所沢市 新所沢駅東口 埼玉県所沢市松葉町１１－１
所沢市 ＪＳ所沢パークタウン駅前通り 埼玉県所沢市並木３－１
所沢市 狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７
所沢市 所沢市民体育館前 埼玉県所沢市美原町２丁目２９３１番の１８
所沢市 西所沢山口 埼玉県所沢市山口１８０
所沢市 所沢航空公園駅西口 埼玉県所沢市喜多町１７－１
所沢市 所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１
所沢市 所沢元町 埼玉県所沢市元町９－２５
所沢市 所沢牛沼 埼玉県所沢市大字牛沼６－１
上尾市 上尾上町１丁目 埼玉県上尾市上町１－２－２２
上尾市 上尾駅西口 埼玉県上尾市柏座１丁目１３－２０
上尾市 上尾モンシェリー 埼玉県上尾市谷津２－１－５０－１０
上尾市 アリコベール上尾 埼玉県上尾市宮本町２－１
上尾市 上尾沼南 埼玉県上尾市大字原市拾八番耕地３６５６－１
上尾市 上尾中妻１丁目 埼玉県上尾市中妻１丁目１５－１９
上尾市 上尾原市バイパス 埼玉県上尾市大字原市１１０５
新座市 新座西堀２丁目 埼玉県新座市西堀２－２－１３
新座市 新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３－１－１
新座市 新座畑中３丁目 埼玉県新座市畑中３丁目５－１０
新座市 志木駅南口 埼玉県新座市東北２－３４－２
新座市 新座東１丁目 埼玉県新座市東１丁目１－３６
新座市 新座新堀３丁目 埼玉県新座市新堀３－１０－３４
新座市 慶応志木高校前 埼玉県新座市東北２－４０－２０
新座市 志木駅前 埼玉県新座市東北２丁目３９－２３
新座市 新座北野２丁目 埼玉県新座市北野２－８－７
新座市 新座栗原１丁目 埼玉県新座市栗原１－６－２５
新座市 新座駅南口 埼玉県新座市野火止５－２－２８
新座市 新座東北２丁目 埼玉県新座市東北２ー２９ー１
新座市 新座野火止５丁目 埼玉県新座市野火止５－４－２０
新座市 新座堀ノ内病院前 埼玉県新座市堀ノ内２丁目９－２６
新座市 新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６
川越市 川越的場駅北 埼玉県川越市大字的場字上宿１８９４－１
川越市 川越新河岸 埼玉県川越市大字砂新田８０－２３
川越市 川越新富町八幡通り 埼玉県川越市新富町２－１９－１１
川越市 川越南大塚駅北 埼玉県川越市南台２－１－２
川越市 鶴ヶ島駅東口 埼玉県川越市小堤９１２－６
川越市 鶴ヶ島駅西口 埼玉県川越市天沼新田２０４－５
川越市 本川越駅西口 埼玉県川越市中原町２丁目２４－１４
川越市 新河岸駅東口 埼玉県川越市大字砂字西原８９６－２
川越市 霞ヶ関駅北口 埼玉県川越市的場２８４０－１９
川越市 川越駅西口ユープレイス 埼玉県川越市脇田本町８番地１
川越市 川越霞ヶ関東１丁目 埼玉県川越市霞ヶ関東１－３－１
川越市 川越砂 埼玉県川越市砂１０４３－５
川越市 川越サンロード 埼玉県川越市脇田町４－３
川越市 川越南古谷 埼玉県川越市並木２０２－６
川越市 川越菅原町 埼玉県川越市菅原町１１－６
川越市 川越南大塚駅南口 埼玉県川越市南台３－３－１
川越市 西川越小室 埼玉県川越市小室５６３ー１
川越市 川越脇田本町 埼玉県川越市脇田本町２ー５
川越市 川越西笠幡 埼玉県川越市笠幡３８４５－１９
川口市 川口西新井宿 埼玉県川口市西新井宿６０－１
川口市 川口坂下２丁目 埼玉県川口市坂下２丁目３番１１号
川口市 川口辻 埼玉県川口市辻９５９－２



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 川口市 川口芝樋ノ爪１丁目 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１－１

川口市 川口領家１丁目 埼玉県川口市領家１丁目２０－２
川口市 川口芝塚原２丁目 埼玉県川口市芝塚原２丁目２番１１号
川口市 川口西立野 埼玉県川口市西立野６１８－３
川口市 川口駅西口 埼玉県川口市川口２－３－１７
川口市 川口前川２丁目 埼玉県川口市前川２－３９－２９
川口市 川口並木３丁目 埼玉県川口市並木３－３－９
川口市 川口４丁目 埼玉県川口市川口４－３－５
川口市 川口駅北 埼玉県川口市栄町３－４－１６
川口市 川口芝新町 埼玉県川口市芝新町６－１６
川口市 東川口駅南口 埼玉県川口市戸塚１ー５ー７
川口市 鳩ケ谷南 埼玉県川口市南鳩ヶ谷５－１２－１
川口市 川口新井宿 埼玉県川口市西新井宿３６３
川口市 川口前川１丁目 埼玉県川口市前川１－１５－１０
川口市 西川口中央通り 埼玉県川口市西川口１丁目１７番９号
川口市 鳩ヶ谷坂下１丁目 埼玉県川口市坂下町１－１１－１
川口市 東川口４丁目 埼玉県川口市東川口４－１ー２３
川口市 川口元郷３丁目 埼玉県川口市元郷３－２２－３０
川口市 西川口駅西口 埼玉県川口市西川口１－５－１
川口市 川口芝西２丁目 埼玉県川口市芝西２丁目１６－１７
草加市 草加氷川町 埼玉県草加市氷川町２１３１‐１
草加市 草加松原１丁目 埼玉県草加市松原１－７－２２
草加市 草加松原団地 埼玉県草加市松原２丁目１－２
草加市 草加新田駅東口 埼玉県草加市金明町字道下３７１－４
草加市 獨協大学前駅東口 埼玉県草加市栄町２－１１－９
草加市 草加谷塚１丁目 埼玉県草加市谷塚１－１１－２７
草加市 草加ＶＡＲＩＥ 埼玉県草加市氷川町１９７０
草加市 草加瀬崎１丁目 埼玉県草加市瀬崎１－７－９
草加市 草加旭町４丁目 埼玉県草加市旭町４－９－１３
草加市 草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５
草加市 草加住吉 埼玉県草加市住吉１－１１－１－１０３
草加市 草加駅前１番通り 埼玉県草加市住吉１－４－７
草加市 草加新田 埼玉県草加市金明町２１０－１
大里郡　寄居町 寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１
大里郡　寄居町 埼玉寄居東 埼玉県大里郡寄居町大字保田原１８４番地１
秩父郡　長瀞町 長瀞岩畳 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞字常木８３３－４
秩父郡　長瀞町 長瀞中野上 埼玉県秩父郡長瀞町中野上竹の内３４１－１
秩父市 西武秩父駅前 埼玉県秩父市野坂町１丁目５４１－１
秩父市 秩父上宮地 埼玉県秩父市上宮地町２５－１３
秩父市 秩父黒谷 埼玉県秩父市黒谷３３１－１
秩父市 秩父宮側町 埼玉県秩父市宮側町１５－１６
朝霞市 朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５
朝霞市 北朝霞駅前 埼玉県朝霞市西原１－１－１
朝霞市 朝霞駅南口 埼玉県朝霞市本町３－１－５０
朝霞市 朝霞駅東口 埼玉県朝霞市仲町１－１－１
朝霞市 朝霞北原２丁目 埼玉県朝霞市北原２丁目１－１
朝霞市 朝霞台駅南口 埼玉県朝霞市東弁財１丁目４番１０号
朝霞市 朝霞浜崎４丁目 埼玉県朝霞市浜崎４－７－５５
朝霞市 朝霞駅前 埼玉県朝霞市本町２－５－２３
朝霞市 朝霞栄町５丁目 埼玉県朝霞市栄町５丁目３－４０
朝霞市 朝霞東洋大学前 埼玉県朝霞市溝沼１３３６－１
朝霞市 朝霞厚生病院前 埼玉県朝霞市浜崎７２４－１
朝霞市 朝霞本町１丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目２－３５
朝霞市 朝霞幸町１丁目 埼玉県朝霞市幸町１－４－１
朝霞市 朝霞上内間木 埼玉県朝霞市大字上内間木６８６－１２
朝霞市 朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９
東松山市 高坂駅西口 埼玉県東松山市元宿２－２５



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 東松山市 東松山駅東口 埼玉県東松山市箭弓町１－１４－２

東松山市 高坂駅東口 埼玉県東松山市大字高坂弐番町８８８－１２
東松山市 東松山箭弓町 埼玉県東松山市箭弓町２丁目５５８４－１
東松山市 東松山インター 埼玉県東松山市石橋３７１－２８
東松山市 東松山新郷 埼玉県東松山市大字新郷３８７－１
東松山市 大東文化大学東松山キャンパス 埼玉県東松山市岩殿５６０
東松山市 東松山上唐子 埼玉県東松山市上唐子１５０２－１
南埼玉郡　宮代町 宮代中央 埼玉県南埼玉郡宮代町中央３丁目３－８
南埼玉郡　宮代町 宮代和戸 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸１４９７－１
日高市 日高高萩 埼玉県日高市大字高萩１９０１－５
日高市 日高工業団地 埼玉県日高市新堀新田２１－２
日高市 日高高麗本郷 埼玉県日高市高麗本郷１９１ー５
日高市 日高女影 埼玉県日高市女影１７１４ー１
日高市 日高バイパス 埼玉県日高市高萩１０４４－１
日高市 日高下川崎 埼玉県日高市大字馬引沢８４－３
入間郡　毛呂山町 毛呂山毛呂本郷 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷２４４－８
入間郡　毛呂山町 毛呂山埼玉医大南 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４３－１
入間郡　毛呂山町 毛呂山長瀬 埼玉県入間郡毛呂山町中央４丁目１９－９
入間郡　毛呂山町 毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３
入間市 入間黒須１丁目 埼玉県入間市河原町１３番１７号
入間市 入間仏子 埼玉県入間市大字仏子字下ヶ谷戸１０９８－３
入間市 入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７
白岡市 白岡岡泉 埼玉県白岡市彦兵衛２１４－１
白岡市 新白岡駅西口 埼玉県白岡市新白岡７丁目１２－６
八潮市 八潮駅南口 埼玉県八潮市大瀬６丁目１－１
八潮市 八潮ＰＡ 埼玉県八潮市大字大瀬８４９－１
八潮市 八潮駅北口 埼玉県八潮市大瀬１丁目２番地２
八潮市 八潮大瀬北 埼玉県八潮市大瀬２丁目２－７
比企郡　滑川町 滑川町役場前 埼玉県比企郡滑川町福田６７４－２
比企郡　滑川町 森林公園駅南口 埼玉県比企郡滑川町都９ー１
比企郡　滑川町 つきのわ駅北 埼玉県比企郡滑川町月の輪３－１０－３
比企郡　小川町 小川増尾 埼玉県比企郡小川町増尾４４１番２
比企郡　小川町 小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１
比企郡　小川町 東小川 埼玉県比企郡小川町東小川４－６－１０
富士見市 鶴瀬駅東口 埼玉県富士見市鶴瀬東１－１１－１７
富士見市 みずほ台 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１２
富士見市 富士見南畑 埼玉県富士見市大字下南畑３４８－１
富士見市 富士見鶴馬西 埼玉県富士見市大字鶴馬３４６８－４
富士見市 富士見鶴瀬西２丁目 埼玉県富士見市鶴瀬西２－２５３４－１
富士見市 ふじみ野駅東口 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１－３
富士見市 富士見市岡ノ坂 埼玉県富士見市大字水子２７７３－１
富士見市 みずほ台駅東口 埼玉県富士見市東みずほ台２－１－１４
富士見市 富士見市ふじみ野駅西口 埼玉県富士見市ふじみ野西１丁目２０番地６
富士見市 富士見市水谷東２丁目 埼玉県富士見市水谷東２ー３９ー８
富士見市 富士見東大久保 埼玉県富士見市東大久保渋井橋９９８－１
富士見市 富士見勝瀬原公園前 埼玉県富士見市ふじみ野東１丁目２５－３
富士見市 富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９
富士見市 富士見鶴瀬駅西通り 埼玉県富士見市大字鶴馬３５５５－１４
北足立郡　伊奈町 伊奈内宿 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台３丁目１７番地
北本市 北本駅西口 埼玉県北本市中央２－６１
北本市 北本東間２丁目 埼玉県北本市東間２－２５５－２
北本市 北本緑１丁目 埼玉県北本市緑１丁目１８９
本庄市 本庄銀座２丁目 埼玉県本庄市銀座２丁目６番４号
蓮田市 蓮田末広２丁目 埼玉県蓮田市末広２－４－６
蓮田市 蓮田井沼 埼玉県蓮田市大字井沼後塚７６９番２
蓮田市 蓮田駅西口 埼玉県蓮田市本町６－１
和光市 和光下新倉 埼玉県和光市下新倉２丁目２７番２５号



都道府県 市町村 店名 住所
埼玉県 蕨市 蕨市役所通り 埼玉県蕨市北町２丁目５－１

蕨市 蕨東口 埼玉県蕨市塚越１－２－１５
蕨市 蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１
蕨市 蕨北町１丁目 埼玉県蕨市北町１－１－１

山梨県 南都留郡　忍野村 ＡＩＭファナック 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場３５１５－１
滋賀県 草津市 ＫＯＹＯ滋賀医科大学附属病院 滋賀県草津市笠山７丁目６番５３号

草津市 ハートインＪＲ南草津駅東口 滋賀県草津市野路１－１４－１
大津市 ハートインビエラ大津 滋賀県大津市春日町１－３
大津市 ハートインＪＲ大津京駅前 滋賀県大津市皇子が丘２－８－１
大津市 ＪＲ大津駅前 滋賀県大津市春日町２－１
大津市 ハートインＪＲおごと温泉駅前 滋賀県大津市雄琴北１丁目３－１８
大津市 ハートインＪＲ堅田駅前 滋賀県大津市真野１丁目１－７２
彦根市 ハートインＪＲ彦根駅北口 滋賀県彦根市古沢町４０－２
野洲市 ハートインＪＲ野洲駅南口 滋賀県野洲市小篠原２２２２番１

神奈川県 愛甲郡　愛川町 愛川角田 神奈川県愛甲郡愛川町角田２４５３－１
愛甲郡　愛川町 愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２
愛甲郡　愛川町 愛川中津西 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３３－１
愛甲郡　愛川町 愛川半原 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３９５－１
愛甲郡　愛川町 愛川中津 神奈川県愛甲郡愛川町中津３９０７－１
綾瀬市 綾瀬上土棚北３丁目 神奈川県綾瀬市上土棚北３丁目２４－２０
綾瀬市 綾瀬寺尾西 神奈川県綾瀬市寺尾西２－６－１
綾瀬市 綾瀬早川 神奈川県綾瀬市深谷上１－６－５
綾瀬市 綾瀬吉岡東 神奈川県綾瀬市吉岡東４－１－６０
綾瀬市 綾瀬深谷南１丁目 神奈川県綾瀬市深谷南１－１５－３１
綾瀬市 ＡＩＭ海上自衛隊厚木基地 神奈川県綾瀬市無番地海上自衛隊厚木航空基地内
綾瀬市 綾瀬上土棚中１丁目 神奈川県綾瀬市上土棚中１－１１－７
伊勢原市 伊勢原石田 神奈川県伊勢原市石田６７８－５
伊勢原市 小田急マルシェ伊勢原 神奈川県伊勢原市桜台１－１－７
伊勢原市 伊勢原１丁目 神奈川県伊勢原市伊勢原１丁目１８－１７
伊勢原市 小田急伊勢原北口 神奈川県伊勢原市桜台１－１－７
伊勢原市 伊勢原桜台１丁目 神奈川県伊勢原市桜台１丁目２０番２５号
横須賀市 横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２－２－７
横須賀市 横須賀公郷町２丁目 神奈川県横須賀市公郷町２丁目２３－１
横須賀市 横須賀根岸町４丁目 神奈川県横須賀市根岸町４丁目３－１８
横須賀市 横須賀浦賀駅前 神奈川県横須賀市浦賀１－１－３
横須賀市 横須賀若松町 神奈川県横須賀市若松町３丁目１０－１２
横須賀市 横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１丁目７－１４
横須賀市 横須賀本町２丁目 神奈川県横須賀市本町２丁目２０－４
横須賀市 横須賀追浜駅前 神奈川県横須賀市追浜町３－９
横須賀市 横須賀大津町 神奈川県横須賀市大津町２－１－１５
横須賀市 横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２
横須賀市 横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９
横須賀市 横須賀長沢１丁目 神奈川県横須賀市長沢１－５－５
横須賀市 横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５
横須賀市 平作 神奈川県横須賀市平作８ー６ー１３
横須賀市 横須賀安浦 神奈川県横須賀市安浦町３－２５
横須賀市 浦賀 神奈川県横須賀市浦賀３－１６－４
横須賀市 横須賀長沢駅前 神奈川県横須賀市グリーンハイツ３ー２
横須賀市 横須賀上町 神奈川県横須賀市上町２ー７
横須賀市 横須賀追浜町 神奈川県横須賀市追浜町２ー１４
横須賀市 横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１
横須賀市 横須賀林１丁目 神奈川県横須賀市林１丁目２２番１号
横須賀市 横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号
横須賀市 横須賀森崎１丁目 神奈川県横須賀市森崎１－９－３１
横須賀市 横須賀根岸町５丁目 神奈川県横須賀市根岸町５丁目１８－１
横須賀市 横須賀坂本 神奈川県横須賀市坂本町１丁目３３
横須賀市 横須賀インター 神奈川県横須賀市池上７－１３－７



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横須賀市 横須賀北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町１－９－２０

横須賀市 横須賀追浜本町 神奈川県横須賀市追浜本町２－４７－２
横浜市　旭区 横浜さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘７８－４
横浜市　旭区 横浜市沢町 神奈川県横浜市旭区市沢町３００－２
横浜市　旭区 横浜今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４３－１
横浜市　旭区 横浜川島町西 神奈川県横浜市旭区川島町２０７８－１
横浜市　旭区 横浜本村南 神奈川県横浜市旭区本村町２７－１１
横浜市　旭区 横浜さちが丘南 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８０－１
横浜市　旭区 横浜上川井町 神奈川県横浜市旭区上川井町７－１
横浜市　旭区 横浜鶴ヶ峰本町南 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１丁目３５－２５
横浜市　旭区 南本宿 神奈川県横浜市旭区南本宿町４１－１
横浜市　旭区 横浜四季美台 神奈川県横浜市旭区四季美台３７－２
横浜市　旭区 横浜希望ヶ丘駅南 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１３１
横浜市　旭区 横浜中白根２丁目 神奈川県横浜市旭区中白根２丁目３７－１
横浜市　旭区 横浜旭区川島町 神奈川県横浜市旭区川島町２８４９－１
横浜市　旭区 横浜東希望が丘 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０５－３
横浜市　旭区 横浜川井宿町 神奈川県横浜市旭区川井宿町１－２
横浜市　旭区 横浜上白根２丁目 神奈川県横浜市旭区上白根２丁目６１－４６
横浜市　旭区 横浜大和バイパス 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５１－１
横浜市　旭区 横浜上白根町 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１
横浜市　旭区 横浜二俣川２丁目 神奈川県横浜市旭区二俣川２－３６－３
横浜市　旭区 横浜さちが丘西 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８－５
横浜市　旭区 横浜若葉台団地 神奈川県横浜市旭区上川井町２８３７番地３
横浜市　旭区 横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７
横浜市　磯子区 横浜磯子原町 神奈川県横浜市磯子区原町８－３７
横浜市　磯子区 横浜丸山町 神奈川県横浜市磯子区丸山２丁目９－１３
横浜市　磯子区 横浜上中里町 神奈川県横浜市磯子区上中里町３３５－６
横浜市　磯子区 横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１
横浜市　磯子区 横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－２２－２６
横浜市　磯子区 横浜磯子中原１丁目 神奈川県横浜市磯子区中原１丁目２番３３号
横浜市　磯子区 横浜磯子３丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１番２号
横浜市　磯子区 屏風ヶ浦駅前 神奈川県横浜市磯子区森３丁目７９０－１
横浜市　磯子区 ＪＳ横浜洋光台駅前 神奈川県横浜市磯子区洋光台３丁目１３－３
横浜市　磯子区 横浜中原２丁目 神奈川県横浜市磯子区中原２丁目２４－１５
横浜市　磯子区 横浜磯子新杉田 神奈川県横浜市磯子区新杉田町５番
横浜市　磯子区 洋光台 横浜市磯子区洋光台５－３－６
横浜市　磯子区 横浜杉田４丁目 神奈川県横浜市磯子区杉田４ー３ー２
横浜市　磯子区 横浜杉田３丁目 神奈川県横浜市磯子区杉田３－２－１７
横浜市　磯子区 横浜上中里南 神奈川県横浜市磯子区上中里町８５１番地
横浜市　磯子区 横浜森２丁目 神奈川県横浜市磯子区森２－４－１
横浜市　磯子区 横浜磯子森５丁目 神奈川県横浜市磯子区森５丁目１９－７
横浜市　磯子区 横浜笹堀 神奈川県横浜市磯子区岡村５－１４－２１
横浜市　栄区 ＫＯＹＯ横浜栄共済病院 神奈川県横浜市栄区桂町１３２番地
横浜市　栄区 横浜栄紅葉橋 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３－１
横浜市　栄区 横浜栄笠間３丁目 神奈川県横浜市栄区笠間３丁目２１－１
横浜市　栄区 ＡＩＭ大船ガーデンアソシエ 神奈川県横浜市栄区笠間３－４５
横浜市　栄区 横浜栄長沼町 神奈川県横浜市栄区長沼町１４３－１
横浜市　栄区 横浜栄小菅ケ谷 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２丁目２８番地１３号
横浜市　栄区 横浜栄長倉町 神奈川県横浜市栄区長倉町１－２９
横浜市　栄区 横浜栄上郷町 神奈川県横浜市栄区上郷町１６６－１
横浜市　栄区 横浜栄桂台南１丁目 神奈川県横浜市栄区桂台南１丁目９－１０
横浜市　栄区 横浜栄小山台２丁目 神奈川県横浜市栄区小山台２－１０－２３
横浜市　栄区 横浜栄飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町１４５２
横浜市　金沢区 横浜金沢八景駅前 神奈川県横浜市金沢区瀬戸４－３
横浜市　金沢区 横浜富岡東４丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡東４－３－４８
横浜市　金沢区 横浜洲崎 神奈川県横浜市金沢区洲崎町１５－２２
横浜市　金沢区 横浜能見台東 神奈川県横浜市金沢区能見台東５－６



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　金沢区 横浜釜利谷 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１０－１３

横浜市　金沢区 横浜六浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区六浦１－１９－３
横浜市　金沢区 横浜釜利谷東７丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目１番１号
横浜市　金沢区 横浜六浦駅南 神奈川県横浜市金沢区六浦南２丁目３番９号
横浜市　金沢区 横浜朝比奈インター 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町４５９－１
横浜市　金沢区 横浜並木２丁目 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－２
横浜市　金沢区 横浜レイディアント 神奈川県横浜市金沢区大川７－５
横浜市　金沢区 横浜寺前 神奈川県横浜市金沢区寺前１－１８－２３
横浜市　金沢区 横浜釜利谷東３丁目 横浜市金沢区釜利谷東３ー４４ー２７
横浜市　金沢区 横浜富岡西１丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡西１－３５－２
横浜市　金沢区 横浜鳥浜町南 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１４－２１
横浜市　金沢区 横浜鳥浜町 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１３－１２
横浜市　金沢区 横浜六浦駅前 神奈川県横浜市金沢区六浦５丁目１－５
横浜市　金沢区 横浜能見台駅前 神奈川県横浜市金沢区能見台通２－３　
横浜市　金沢区 横浜福浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目７－４２
横浜市　金沢区 横浜片吹 神奈川県横浜市金沢区片吹６９－１７
横浜市　金沢区 横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０
横浜市　金沢区 京急ＳＴ金沢文庫中央 神奈川県横浜市金沢区谷津町３８４
横浜市　戸塚区 横浜戸塚町中央 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４５２－２
横浜市　戸塚区 横浜原宿４丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－４０－１２
横浜市　戸塚区 横浜矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町８１２番地
横浜市　戸塚区 横浜日の森 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１６４５
横浜市　戸塚区 東戸塚西武Ｓ．Ｃ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１
横浜市　戸塚区 横浜明治学院大学正門前 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町１６９６－９
横浜市　戸塚区 横浜東俣野町 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町１０１４－１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚旭町通り 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１６－４０
横浜市　戸塚区 横浜戸塚矢部町北 神奈川県横浜市戸塚区矢部町４５０－１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚上矢部町 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２７０－１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚吉田町 神奈川県横浜市戸塚区吉田町６２２－２
横浜市　戸塚区 横浜深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５１５－１
横浜市　戸塚区 横浜小雀町 神奈川県横浜市戸塚区小雀町１１１９－１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町３８３番地１
横浜市　戸塚区 西戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３１６３
横浜市　戸塚区 横浜戸塚汲沢１丁目 神奈川県横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６
横浜市　戸塚区 横浜戸塚小学校南口 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０４番地１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６
横浜市　戸塚区 横浜平戸町 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１５５－１
横浜市　戸塚区 横浜原宿２丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿２－２３－１５
横浜市　戸塚区 横浜戸塚秋葉町 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町５４３－２
横浜市　戸塚区 横浜東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区川上町９０－１
横浜市　戸塚区 横浜戸塚平戸 横浜市戸塚区平戸町５４５３ー１
横浜市　港南区 横浜港南台４丁目 神奈川県横浜市港南区港南台４丁目３５－２５
横浜市　港南区 横浜大久保２丁目 神奈川県横浜市港南区大久保２丁目６－４５
横浜市　港南区 中永谷 神奈川県横浜市港南区下永谷４－２－９
横浜市　港南区 横浜港南台２丁目 神奈川県横浜市港南区港南台２丁目７－７
横浜市　港南区 横浜下永谷２丁目 神奈川県横浜市港南区下永谷２－２８－９
横浜市　港南区 横浜東芹が谷 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１１－２１
横浜市　港南区 横浜上永谷駅前 神奈川県横浜市港南区丸山台２－６－６
横浜市　港南区 横浜上大岡駅前 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－５－１
横浜市　港南区 横浜日野中央３丁目 神奈川県横浜市港南区日野中央３－２２－１１
横浜市　港南区 横浜下永谷駅前 神奈川県横浜市港南区日限山１－５８－２９
横浜市　港南区 横浜関 神奈川県横浜市港南区笹下２丁目２－３
横浜市　港南区 横浜日野９丁目 神奈川県横浜市港南区日野９－４４－１５
横浜市　港南区 横浜上大岡東１丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡東１丁目１８５－１
横浜市　港南区 横浜日野２丁目 神奈川県横浜市港南区日野２丁目２２－４３
横浜市　港南区 横浜野庭団地前 神奈川県横浜市港南区野庭町６７５－９
横浜市　港南区 京急ＳＴ上大岡京急 横浜市港南区上大岡西１－６－１京急百貨店１階



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　港南区 横浜笹下５丁目 神奈川県横浜市港南区笹下５－１０－４３

横浜市　港南区 横浜大久保１丁目 神奈川県横浜市港南区大久保１－４－１０
横浜市　港南区 京急ＳＴ上大岡上り 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
横浜市　港南区 京急ＳＴ上大岡中央 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６－１
横浜市　港北区 ７ＦＳ新横浜プリンスホテル 神奈川県横浜市港北区新横浜３－４
横浜市　港北区 横浜高田小学校入口 神奈川県横浜市港北区高田東３丁目３６－７
横浜市　港北区 横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６
横浜市　港北区 ７ＦＳ慶應義塾矢上キャンパス 神奈川県横浜市港北区日吉３－１４－１
横浜市　港北区 横浜新吉田東１丁目 神奈川県横浜市港北区新吉田東１－５－９
横浜市　港北区 横浜岸根町 神奈川県横浜市港北区岸根町５３９－１
横浜市　港北区 横浜綱島東１丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１６－１
横浜市　港北区 横浜新吉田東３丁目 神奈川県横浜市港北区新吉田東３－３７－２１
横浜市　港北区 野村不動産新横浜ビル 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１０－２３
横浜市　港北区 新横浜駅北 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目６－１２
横浜市　港北区 新横浜中央通り 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１４－３０
横浜市　港北区 横浜大倉山３丁目 神奈川県横浜市港北区大倉山３丁目６－１０
横浜市　港北区 横浜岸根公園 神奈川県横浜市港北区篠原西町２３ー１７
横浜市　港北区 新横浜駅東 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１２２１－１
横浜市　港北区 横浜新羽町大竹 神奈川県横浜市港北区新羽町２８６６
横浜市　港北区 横浜綱島西６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島西６丁目３－２０
横浜市　港北区 新横浜駅南口 神奈川県横浜市港北区篠原町２９７１－１
横浜市　港北区 横浜日吉普通部通り 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１８－５
横浜市　港北区 横浜綱島上町 神奈川県横浜市港北区綱島上町４０－１
横浜市　港北区 横浜日吉７丁目 神奈川県横浜市港北区日吉７丁目２１－４０
横浜市　港北区 新横浜２丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１８
横浜市　港北区 横浜日吉５丁目 神奈川県横浜市港北区日吉５丁目１５ー４１
横浜市　港北区 妙蓮寺駅前 神奈川県横浜市港北区仲手原２－４５－１７
横浜市　港北区 横浜大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目３０番３号
横浜市　港北区 横浜新吉田町貝塚 神奈川県横浜市港北区新吉田東８－３３－５
横浜市　港北区 北新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新羽町５４２－１
横浜市　港北区 横浜綱島東６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東６－３－４０
横浜市　港北区 新横浜３丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１９－１
横浜市　港北区 横浜綱島東２丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目１９－２１
横浜市　港北区 横浜日吉本町４丁目 神奈川県横浜市港北区日吉本町４丁目１５－４１
横浜市　港北区 横浜菊名３丁目 神奈川県横浜市港北区菊名３丁目２０－３５
横浜市　港北区 新横浜１丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１０－１０
横浜市　港北区 横浜アリーナ 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１０
横浜市　港北区 横浜日吉宮前 神奈川県横浜市港北区日吉５－２７－２２
横浜市　港北区 横浜高田東３丁目 神奈川県横浜市港北区高田東３－２－１７
横浜市　港北区 横浜樽町２丁目 神奈川県横浜市港北区樽町２－９－１
横浜市　港北区 横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－４１－１９
横浜市　港北区 横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７
横浜市　神奈川区 横浜鶴屋町１丁目 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１丁目７－１
横浜市　神奈川区 横浜恵比須町 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２－３
横浜市　神奈川区 横浜大口駅南 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３５－１
横浜市　神奈川区 横浜菅田町北 神奈川県横浜市神奈川区菅田町９４１－１
横浜市　神奈川区 横浜西大口 神奈川県横浜市神奈川区西大口１２５－３
横浜市　神奈川区 横浜上反町 神奈川県横浜市神奈川区上反町２－１６－５
横浜市　神奈川区 横浜内路 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－２２－１３
横浜市　神奈川区 横浜八反橋 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２７５番１
横浜市　神奈川区 横浜大口駅東 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１４－２６
横浜市　神奈川区 横浜子安通２丁目 神奈川県横浜市神奈川区子安通２－２４０－１
横浜市　神奈川区 横浜東神奈川１丁目 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－２－２
横浜市　神奈川区 横浜新子安１丁目 神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目７－１３
横浜市　神奈川区 横浜三ツ沢上町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町２－７
横浜市　神奈川区 横浜白楽駅前 神奈川県横浜市神奈川区白楽１２１
横浜市　神奈川区 横浜泉町中央 神奈川県横浜市神奈川区高島台２０－１０



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　神奈川区 横浜東白楽駅南 神奈川県横浜市神奈川区白楽１－２

横浜市　神奈川区 横浜菅田町 神奈川県横浜市神奈川区菅田町３３０
横浜市　神奈川区 横浜白幡向町 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町１２－１６
横浜市　神奈川区 横浜神奈川２丁目 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２－７－１
横浜市　神奈川区 横浜浦島町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町２－４
横浜市　神奈川区 横浜六角橋２丁目 神奈川県横浜市神奈川区六角橋２丁目３番３号
横浜市　神奈川区 横浜鶴屋町２丁目 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２６－２
横浜市　神奈川区 横浜大口仲町 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町１０ー２
横浜市　神奈川区 横浜白幡南 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町３２－１１
横浜市　神奈川区 横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉１ー５ー６
横浜市　神奈川区 横浜六角橋 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－８－７
横浜市　神奈川区 横浜三枚町 神奈川県横浜市神奈川区三枚町６４０
横浜市　神奈川区 横浜三ツ沢下町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３ー１７
横浜市　神奈川区 横浜松見町３丁目 神奈川県横浜市神奈川区松見町３－５２６
横浜市　神奈川区 横浜片倉５丁目 神奈川県横浜市神奈川区片倉５－１７－１２
横浜市　神奈川区 横浜西神奈川１丁目 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１０－１４
横浜市　神奈川区 横浜神大寺４丁目 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４丁目１７番９号
横浜市　神奈川区 横浜大口通 神奈川県横浜市神奈川区大口通２８－２
横浜市　神奈川区 横浜反町駅前 神奈川県横浜市神奈川区反町３－１８－２
横浜市　神奈川区 横浜大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３８－４
横浜市　神奈川区 横浜イーストスクエア 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４
横浜市　神奈川区 横浜ポートサイドプレイス 神奈川県横浜市神奈川区大野町１－２５
横浜市　瀬谷区 横浜阿久和南４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－１４－３
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷竹村町 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町１－１８
横浜市　瀬谷区 横浜阿久和山谷 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３丁目３９－１
横浜市　瀬谷区 横浜阿久和西 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西２－６０－４
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４２－６
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷駅北口 神奈川県横浜市瀬谷区中央１６－１８
横浜市　瀬谷区 横浜阿久和西３丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－９
横浜市　瀬谷区 横浜下瀬谷２丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２丁目１１－５
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷本郷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－３９－１
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷北新 神奈川県横浜市瀬谷区北新２４－９
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷目黒町 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２６－７
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷卸本町 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－８９
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷南台１丁目 神奈川県横浜市瀬谷区南台１丁目３６－２
横浜市　瀬谷区 横浜瀬谷５丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５丁目１番
横浜市　西区 横浜みなとみらい６丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目３番４号
横浜市　西区 横浜野村ビル 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－１
横浜市　西区 横浜北幸２丁目 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－１０
横浜市　西区 横浜伊勢町３丁目 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７－１１
横浜市　西区 横浜浅間町５丁目 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２
横浜市　西区 横浜高島橋 神奈川県横浜市西区平沼１－１－３
横浜市　西区 横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番Ｂ１号
横浜市　西区 横浜北幸 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－４０
横浜市　西区 横浜みなとみらい３丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１
横浜市　西区 横浜みなとみらい４丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目３－６
横浜市　西区 ＳＴみなとみらい駅改札内 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目５番地先
横浜市　西区 横浜平沼橋駅前 神奈川県横浜市西区西平沼町４－１
横浜市　西区 横浜北幸中央 神奈川県横浜市西区北幸２－１－７
横浜市　西区 横浜浅間台 神奈川県横浜市西区浅間台３５番地
横浜市　西区 横浜ランドマークプラザ 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
横浜市　西区 横浜駅東口 神奈川県横浜市西区高島２丁目１１－２
横浜市　西区 横浜南幸２丁目 神奈川県横浜市西区南幸２－２０－１１
横浜市　西区 横浜ＳＴビル 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５
横浜市　西区 横浜平沼１丁目 神奈川県横浜市西区平沼１－３４－１９
横浜市　西区 横浜浅間下 神奈川県横浜市西区楠町１８－４
横浜市　西区 横浜藤棚商店街 神奈川県横浜市西区久保町２１－２０



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　西区 京急ＳＴ横浜中央改札 神奈川県横浜市西区高島２－１６－１京急横浜駅構内

横浜市　西区 京急ＳＴ横浜北口改札 横浜市西区高島２－１６－１　京急横浜駅構内
横浜市　西区 横浜みなとみらい富士フイルムＢＩ 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目１番
横浜市　西区 横浜みなとみらいパークビル 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
横浜市　西区 京急ＳＴみなとみらい横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸１－１－１
横浜市　西区 横浜浅間町１丁目 神奈川県横浜市西区浅間町１－７－１３
横浜市　青葉区 横浜青葉総合庁舎前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１
横浜市　青葉区 横浜市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町４１１－３
横浜市　青葉区 横浜奈良北団地 神奈川県横浜市青葉区奈良町１６７０番７１
横浜市　青葉区 横浜美しが丘西保木 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西１丁目４番１０
横浜市　青葉区 横浜鴨志田 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６４－９
横浜市　青葉区 横浜梅が丘 神奈川県横浜市青葉区梅が丘７番地７
横浜市　青葉区 横浜田奈 神奈川県横浜市青葉区田奈町２９－２５
横浜市　青葉区 横浜田奈駅東 神奈川県横浜市青葉区田奈町５－１３
横浜市　青葉区 横浜荏田北３丁目 神奈川県横浜市青葉区荏田北３－１８－２
横浜市　青葉区 横浜青葉台１丁目 神奈川県横浜市青葉区青葉台１丁目６－２１
横浜市　青葉区 横浜藤が丘１丁目 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目１４－４９
横浜市　青葉区 横浜青葉成合 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町４－１
横浜市　青葉区 横浜あざみ野１丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１－１２
横浜市　青葉区 横浜こどもの国 神奈川県横浜市青葉区奈良町１０８４
横浜市　青葉区 横浜すすき野２丁目 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－１－１
横浜市　青葉区 横浜恩田町 神奈川県横浜市青葉区恩田町１６３３－１
横浜市　青葉区 横浜美しが丘５丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５丁目３０－１
横浜市　青葉区 横浜美しが丘２丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－８
横浜市　青葉区 横浜鉄町 神奈川県横浜市青葉区鉄町１０４１
横浜市　青葉区 横浜青葉台駅前 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１０－２０
横浜市　青葉区 横浜たまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－１
横浜市　青葉区 横浜榎が丘 神奈川県横浜市青葉区榎が丘２７番３
横浜市　青葉区 横浜みたけ台 神奈川県横浜市青葉区みたけ台４５－２０
横浜市　青葉区 横浜荏子田 神奈川県横浜市青葉区荏子田１－３－１
横浜市　青葉区 横浜市ヶ尾東 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町５２９－２
横浜市　青葉区 横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４
横浜市　青葉区 横浜鉄町北 神奈川県横浜市青葉区鉄町１７６０－１
横浜市　青葉区 横浜美しが丘西３丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－５１－７
横浜市　泉区 横浜緑園１丁目 神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１５－１
横浜市　泉区 横浜いずみ中央 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５丁目９番２１号
横浜市　泉区 横浜和泉町 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８－４
横浜市　泉区 横浜緑園６丁目 神奈川県横浜市泉区緑園６－１－１６
横浜市　泉区 横浜中田駅前 神奈川県横浜市泉区中田東３－１５－２
横浜市　泉区 横浜泉山手台 神奈川県横浜市泉区岡津町１４８－１
横浜市　泉区 横浜西が岡 神奈川県横浜市泉区西が岡２－９－１０
横浜市　泉区 横浜泉上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町２０５０－１
横浜市　泉区 横浜泉新橋町 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２１
横浜市　泉区 横浜立場駅前 神奈川県横浜市泉区中田西１－１－２７
横浜市　泉区 横浜泉桂坂 神奈川県横浜市泉区桂坂１５－４
横浜市　泉区 横浜和泉町三ツ俣 神奈川県横浜市泉区和泉中央北１丁目１－２０
横浜市　泉区 横浜中田東１丁目 神奈川県横浜市泉区中田東１－６－１
横浜市　中区 横浜真砂町４丁目 神奈川県横浜市中区真砂町４丁目４３番地
横浜市　中区 横浜小港町１丁目 神奈川県横浜市中区小港町１－６
横浜市　中区 横浜不老町１丁目 神奈川県横浜市中区不老町１丁目６－３
横浜市　中区 横浜中華街東門 神奈川県横浜市中区山下町８０－３
横浜市　中区 横浜弥生町３丁目 神奈川県横浜市中区弥生町３丁目２６－３
横浜市　中区 京急ＳＴ黄金町 神奈川県横浜市中区黄金町２－１０
横浜市　中区 横浜元浜町３丁目 神奈川県横浜市中区元浜町３丁目２３
横浜市　中区 横浜山手本牧通り 神奈川県横浜市中区上野町１－２７－１
横浜市　中区 横浜本牧町１丁目 神奈川県横浜市中区本牧町１－５８－５
横浜市　中区 横浜中華街朱雀門 神奈川県横浜市中区山下町１０６－３



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　中区 横浜本牧原 神奈川県横浜市中区本牧原１－１

横浜市　中区 横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１
横浜市　中区 横浜宮川町３丁目 神奈川県横浜市中区宮川町３－７４－１
横浜市　中区 横浜本牧三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１
横浜市　中区 横浜山元町 神奈川県横浜市中区山元町２－９７
横浜市　中区 横浜大和町 神奈川県横浜市中区大和町１丁目５番地１
横浜市　中区 横浜ハンマーヘッド 神奈川県横浜市中区新港２－１４－１
横浜市　中区 横浜山下町本町通り 神奈川県横浜市中区山下町５１－１
横浜市　中区 横浜桜木町駅前 神奈川県横浜市中区花咲町２－６４
横浜市　中区 横浜長者町清正公通り 神奈川県横浜市中区長者町８－１３２－５
横浜市　中区 伊勢佐木長者町駅前 神奈川県横浜市中区長者町４－１１－７
横浜市　中区 横浜根岸３丁目 神奈川県横浜市中区根岸町３－１７５
横浜市　中区 横浜伊勢佐木町７丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５４－２
横浜市　中区 横浜太田町３丁目 神奈川県横浜市中区太田町３ー３６
横浜市　中区 横浜尾上町３丁目 神奈川県横浜市中区尾上町３－３５
横浜市　中区 横浜イセザキモール 神奈川県横浜市中区長者町６丁目１０５
横浜市　中区 横浜太田町６丁目 神奈川県横浜市中区太田町６－７３
横浜市　中区 横浜日ノ出町駅前 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－５１番地１－４
横浜市　中区 横浜羽衣町２丁目 神奈川県横浜市中区羽衣町２－７－４
横浜市　中区 横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町２７３
横浜市　鶴見区 横浜鶴見中央２丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号
横浜市　鶴見区 横浜鶴見駅西 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２
横浜市　鶴見区 横浜鶴見中央５丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－５
横浜市　鶴見区 横浜鶴見中央４丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３０－１
横浜市　鶴見区 横浜尻手３丁目 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目６－８
横浜市　鶴見区 横浜馬場４丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場４丁目２－３
横浜市　鶴見区 横浜上末吉３丁目 神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－１２－７
横浜市　鶴見区 横浜矢向６丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１８－１７
横浜市　鶴見区 横浜矢向３丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向３丁目３７－８
横浜市　鶴見区 横浜東寺尾１丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目１－１４
横浜市　鶴見区 横浜朝日町１丁目 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１丁目１５
横浜市　鶴見区 横浜尻手駅前 神奈川県横浜市鶴見区矢向４丁目３－６
横浜市　鶴見区 鶴見駅東口中央通り 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目２６－２
横浜市　鶴見区 横浜鶴見市場中前 神奈川県横浜市鶴見区市場下町４－２０
横浜市　鶴見区 横浜京急生麦駅前 神奈川県横浜市鶴見区生麦３丁目２－７
横浜市　鶴見区 横浜元宮１丁目 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－１７－１１
横浜市　鶴見区 横浜鶴見向井町３丁目 神奈川県横浜市鶴見区向井町３丁目７６－６
横浜市　鶴見区 横浜下末吉４丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４丁目１９－１２
横浜市　鶴見区 京急ＳＴ鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３０－２２
横浜市　鶴見区 横浜獅子ヶ谷１丁目 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷１丁目１６－３０号
横浜市　鶴見区 横浜矢向１丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向１－５－２７
横浜市　鶴見区 横浜鶴見大学前 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町５－１３
横浜市　鶴見区 横浜平安町２丁目 神奈川県横浜市鶴見区平安町２－２８－１
横浜市　鶴見区 鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－２－１
横浜市　鶴見区 横浜鶴見東寺尾３丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾３－１６－７
横浜市　鶴見区 横浜鶴見大東 神奈川県横浜市鶴見区大東町２－３
横浜市　鶴見区 横浜矢向 神奈川県横浜市鶴見区矢向５－８－３５
横浜市　鶴見区 横浜鷹野橋 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５ー１７ー２８
横浜市　鶴見区 横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２－６２－４
横浜市　鶴見区 三ツ池 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６－２５－４５
横浜市　鶴見区 平安町 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－５２－６
横浜市　鶴見区 鶴見岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷２－１９ー３６
横浜市　鶴見区 横浜北寺尾４丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾４－１－１
横浜市　鶴見区 横浜下末吉１丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－２７－１５
横浜市　鶴見区 横浜北寺尾７丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－８－６
横浜市　鶴見区 鶴見市場富士見町 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１－１４
横浜市　鶴見区 横浜鶴見豊岡町 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町３５－２



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　鶴見区 横浜鶴見二ツ池 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２６－１７

横浜市　鶴見区 横浜駒岡３丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３－１９－３
横浜市　鶴見区 横浜鶴見中央３丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目１０－３７
横浜市　鶴見区 横浜駒岡４丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－２１－７
横浜市　鶴見区 鶴見市場東中 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町８番２１号
横浜市　鶴見区 横浜馬場５丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場５－１０－２７
横浜市　都筑区 横浜すみれが丘 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘２－６
横浜市　都筑区 港北サウスウッド 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１
横浜市　都筑区 横浜川向町 神奈川県横浜市都筑区川向町１００－１
横浜市　都筑区 横浜佐江戸町 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１７２７－１
横浜市　都筑区 横浜仲町台駅前 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２－２０
横浜市　都筑区 プレミアヨコハマ 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３０－１
横浜市　都筑区 横浜都筑桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木３－９
横浜市　都筑区 横浜北山田１丁目 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目１番１
横浜市　都筑区 横浜仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－６
横浜市　都筑区 横浜中川８丁目 神奈川県横浜市都筑区中川８－１－１６
横浜市　都筑区 横浜茅ヶ崎東３丁目 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東３－１－１０
横浜市　都筑区 横浜センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１
横浜市　都筑区 横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９
横浜市　都筑区 横浜荏田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田南１－１－８５
横浜市　都筑区 横浜荏田東４丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田東４－１９－６
横浜市　都筑区 横浜勝田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区勝田南１－２－１５
横浜市　都筑区 横浜池辺町薮根 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２３９－２
横浜市　都筑区 港北東急 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１
横浜市　南区 横浜永田台 神奈川県横浜市南区永田台１－１
横浜市　南区 横浜南吉田町４丁目 神奈川県横浜市南区南吉田町４丁目３７－３
横浜市　南区 横浜別所南 神奈川県横浜市南区別所３－２６－２７
横浜市　南区 横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２
横浜市　南区 横浜永田東２丁目 神奈川県横浜市南区永田東２－１０－１４
横浜市　南区 横浜宮元町２丁目 神奈川県横浜市南区宮元町２丁目２９－１
横浜市　南区 横浜弘明寺町南 神奈川県横浜市南区弘明寺町字前田２１０－２
横浜市　南区 横浜吉野町駅前 神奈川県横浜市南区吉野町４丁目１９
横浜市　南区 横浜弘明寺駅前 神奈川県横浜市南区通町４丁目１１４－７
横浜市　南区 よこはまばし 神奈川県横浜市南区真金町２－１７－５
横浜市　南区 横浜別所３丁目 神奈川県横浜市南区別所３－１６－２２
横浜市　南区 横浜南太田駅前 神奈川県横浜市南区南太田１－６－１３
横浜市　南区 横浜三吉橋 横浜市南区中村町３－１９９－２
横浜市　南区 横浜六ツ川 神奈川県横浜市南区六ツ川１－４４８－５
横浜市　南区 通町 横浜市南区通町２－３２
横浜市　南区 横浜高砂町 横浜市南区高砂町１ー６
横浜市　南区 横浜南太田 神奈川県横浜市南区庚台２１
横浜市　南区 横浜弘明寺口 神奈川県横浜市南区六ッ川１－３９－１０
横浜市　南区 横浜井土ヶ谷中町 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１－１７
横浜市　南区 横浜榎町２丁目 神奈川県横浜市南区榎町２－６６－３
横浜市　南区 横浜永田北３丁目 神奈川県横浜市南区永田北３－８－１
横浜市　南区 横浜六ッ川２丁目 神奈川県横浜市南区六ッ川２－８６－６
横浜市　南区 横浜弘明寺町 神奈川県横浜市南区弘明寺町１５８
横浜市　南区 横浜中里 神奈川県横浜市南区中里１ー１３－１２
横浜市　南区 横浜井土ヶ谷下町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２８－３６
横浜市　南区 横浜永田東３丁目 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－２
横浜市　保土ケ谷区 横浜岩井町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町５１
横浜市　保土ケ谷区 横浜和田町駅前 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川３－６－２２
横浜市　保土ケ谷区 横浜星川駅南 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川１丁目３－２０
横浜市　保土ケ谷区 横浜釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町１－１
横浜市　保土ケ谷区 横浜保土ケ谷２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷２－１５６－１
横浜市　保土ケ谷区 横浜西谷駅前 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷四丁目３番地２号
横浜市　保土ケ谷区 横浜新桜ケ丘２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－４１－１６



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 横浜市　保土ケ谷区 横浜保土ケ谷公園前 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字向原１００６－５

横浜市　保土ケ谷区 横浜ビジネスパーク前 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町６３
横浜市　保土ケ谷区 横浜上星川３丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３丁目１４－８
横浜市　保土ケ谷区 横浜川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１５６５－１
横浜市　保土ケ谷区 横浜川辺町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－１
横浜市　保土ケ谷区 横浜東川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町３番地８
横浜市　保土ケ谷区 横浜上菅田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町５７６
横浜市　保土ケ谷区 横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０
横浜市　保土ケ谷区 横浜桜ヶ丘１丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１丁目７番１号
横浜市　保土ケ谷区 横浜狩場町 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町３０４－３
横浜市　保土ケ谷区 横浜坂本町 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町１１６
横浜市　保土ケ谷区 横浜新井町 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４０７
横浜市　保土ケ谷区 横浜峰沢町西 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町３８３
横浜市　保土ケ谷区 横浜西谷町 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷三丁目２－３
横浜市　保土ケ谷区 横浜峰沢町 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町６７－４
横浜市　保土ケ谷区 横浜帷子町２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－１０５
横浜市　保土ケ谷区 保土ケ谷元町橋 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町３丁目２４４－１
横浜市　保土ケ谷区 ＵＲくぬぎ台団地 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１４０４
横浜市　緑区 横浜中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町６８－１
横浜市　緑区 横浜西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町２２２－１
横浜市　緑区 横浜鴨居東 神奈川県横浜市緑区鴨居１－３－１５
横浜市　緑区 横浜鴨居５丁目 神奈川県横浜市緑区鴨居５－２８－１０
横浜市　緑区 横浜十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町１４８１番地３
横浜市　緑区 長津田駅西口 神奈川県横浜市緑区長津田４丁目１１－１６
横浜市　緑区 横浜十日市場西 神奈川県横浜市緑区十日市場町８７１－１
横浜市　緑区 横浜長津田駅北口 神奈川県横浜市緑区長津田２丁目１－１－１０２
横浜市　緑区 横浜東本郷５丁目 神奈川県横浜市緑区東本郷５－１－２４
横浜市　緑区 横浜長津田南口 神奈川県横浜市緑区長津田７丁目１－１
横浜市　緑区 横浜長津田駅前 神奈川県横浜市緑区長津田５－５－２０
横浜市　緑区 横浜長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１
横浜市　緑区 横浜鴨居駅前 神奈川県横浜市緑区鴨居１－９－３
横浜市　緑区 横浜中山北 神奈川県横浜市緑区中山１丁目７番１６号
横浜市　緑区 横浜十日市場東 神奈川県横浜市緑区十日市場町９０２－１
横浜市　緑区 横浜中山南 神奈川県横浜市緑区中山６丁目２番１２号
横浜市　緑区 横浜十日市場駅前 神奈川県横浜市緑区十日市場町８１２－１６
横浜市　緑区 横浜鴨居１丁目 神奈川県横浜市緑区鴨居１－１２－９
横浜市　緑区 横浜森の台 神奈川県横浜市緑区森の台７番５号
海老名市 小田急マルシェ海老名 神奈川県海老名市めぐみ町１番１号
海老名市 厚木駅前 神奈川県海老名市中新田３丁目２－２２
海老名市 海老名中新田２丁目 神奈川県海老名市中新田２丁目１７番２２号
海老名市 海老名かしわ台駅前 神奈川県海老名市柏ヶ谷６３６－１
海老名市 海老名駅前 神奈川県海老名市中央１ー１５ー１
海老名市 海老名中央３丁目 神奈川県海老名市中央３丁目１－３４
海老名市 海老名東柏ヶ谷４丁目 神奈川県海老名市東柏ヶ谷４－１１－２１
海老名市 海老名門沢橋 神奈川県海老名市門沢橋４－８－１
海老名市 海老名あゆみ橋 神奈川県海老名市河原口２－１１－１９
鎌倉市 鎌倉大船２丁目 神奈川県鎌倉市大船２丁目１７－２
鎌倉市 鎌倉小町２丁目 神奈川県鎌倉市小町２－１６－２７
鎌倉市 鎌倉湘南町屋駅前 神奈川県鎌倉市山崎９１９－１
鎌倉市 鎌倉津西 神奈川県鎌倉市津西１－８－１４
鎌倉市 鎌倉観音前 神奈川県鎌倉市長谷２－１０－４１
鎌倉市 鎌倉深沢 神奈川県鎌倉市梶原１ー５ー２１
鎌倉市 鎌倉稲村が崎 神奈川県鎌倉市稲村ケ崎２－６－１８
鎌倉市 鎌倉七里ガ浜 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東２－２－５
鎌倉市 鎌倉手広西 神奈川県鎌倉市手広６丁目１番１２号
鎌倉市 鎌倉常盤 神奈川県鎌倉市常盤２１２－１
茅ヶ崎市 辻堂西口 神奈川県茅ヶ崎市浜竹３－２－３



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎出口町 神奈川県茅ヶ崎市出口町４－７７

茅ヶ崎市 茅ヶ崎本宿町 神奈川県茅ヶ崎市本宿町１１－５９
茅ヶ崎市 茅ヶ崎赤羽根南 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根４５４－１
茅ヶ崎市 茅ヶ崎緑が浜 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜７番３５号
茅ヶ崎市 茅ヶ崎サザンビーチ 神奈川県茅ヶ崎市中海岸４丁目１５－３１
茅ヶ崎市 茅ヶ崎新栄町 神奈川県茅ヶ崎市新栄町７－２
茅ヶ崎市 茅ヶ崎小桜町 神奈川県茅ヶ崎市小桜町３－５４
茅ヶ崎市 ＫＯＹＯ茅ヶ崎市立病院 神奈川県茅ヶ崎市本村５－１５－１
茅ヶ崎市 茅ヶ崎中海岸１丁目 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１丁目２－４５
茅ヶ崎市 茅ヶ崎駅北口 神奈川県茅ヶ崎市元町１－１
茅ヶ崎市 茅ケ崎円蔵 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２０９４－１
茅ヶ崎市 茅ヶ崎円蔵１丁目 神奈川県茅ヶ崎市円蔵１－２１－１６
茅ヶ崎市 茅ケ崎幸町 神奈川県茅ケ崎市幸町１６－１０
茅ヶ崎市 茅ヶ崎香川４丁目 神奈川県茅ヶ崎市香川４－３９－１０
厚木市 厚木中荻野 神奈川県厚木市中荻野１５８－２
厚木市 東京農大厚木キャンパス 神奈川県厚木市船子１７３７
厚木市 厚木旭町西 神奈川県厚木市旭町１－１５－１３
厚木市 小田急本厚木 神奈川県厚木市泉町１－１
厚木市 厚木下荻野 神奈川県厚木市下荻野字南四ツ谷１０４８番１
厚木市 厚木中町３丁目 神奈川県厚木市中町３丁目１４－１２
厚木市 小田急本厚木ミロードイースト 神奈川県厚木市泉町１丁目１
厚木市 厚木愛甲南 神奈川県厚木市愛甲１丁目１１－７
厚木市 厚木旭町１丁目 神奈川県厚木市旭町１丁目３３
厚木市 厚木愛甲石田駅前 神奈川県厚木市愛甲１丁目３番１号
高座郡　寒川町 寒川北倉見 神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３
高座郡　寒川町 寒川岡田４丁目 神奈川県高座郡寒川町岡田４－１－２９
高座郡　寒川町 寒川駅前 神奈川県高座郡寒川町岡田２－１－３５
高座郡　寒川町 寒川倉見西 神奈川県高座郡寒川町倉見６１８－１
高座郡　寒川町 さむかわ中央公園前 神奈川県高座郡寒川町宮山９６７－１
座間市 座間相武台前 神奈川県座間市相武台３丁目４２－８
座間市 座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０
座間市 座間相模が丘１丁目 神奈川県座間市相模が丘１－１８－５５
座間市 座間ひばりが丘５丁目 神奈川県座間市ひばりが丘５－３２－２８
三浦郡　葉山町 葉山木古庭 神奈川県三浦郡葉山町木古庭６４６
三浦郡　葉山町 葉山町長柄 神奈川県三浦郡葉山町長柄１２８５－２
三浦市 三浦海岸 神奈川県三浦市南下浦町上宮田１４６１－２
三浦市 三浦三崎町 神奈川県三浦市三崎町諸磯２５ー１
三浦市 三浦上宮田 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３４３４
三浦市 三浦小網代 神奈川県三浦市三崎町小網代３８４番地１
三浦市 三浦赤羽根 神奈川県三浦市初声町和田２７４７－７
三浦市 京急ＳＴ三崎口 神奈川県三浦市初声町下宮田４９５
小田原市 小田原鴨宮北 神奈川県小田原市鴨宮１６８
小田原市 小田原蓮正寺 神奈川県小田原市蓮正寺３０７－１
小田原市 小田原飯田岡駅南 神奈川県小田原市飯田岡６１７－１
小田原市 小田急小田原 神奈川県小田原市城山１－１－１
小田原市 小田原ダイヤ街 神奈川県小田原市栄町２丁目９－９
小田原市 小田原お堀端 神奈川県小田原市栄町１丁目５－２０
小田原市 小田原南鴨宮 神奈川県小田原市南鴨宮３－１６－２０
小田原市 小田原小八幡４丁目 神奈川県小田原市小八幡４丁目５－７
小田原市 小田原東通り 神奈川県小田原市栄町２－１－８
小田原市 小田原鴨宮駅南 神奈川県小田原市南鴨宮３丁目５１－１
小田原市 小田原曽我 神奈川県小田原市曽我谷津７０９－１
小田原市 小田原城山１丁目 神奈川県小田原市城山１－３－１４
小田原市 小田原多古 神奈川県小田原市多古３７３－１
小田原市 小田原早川駅前 神奈川県小田原市早川１－１３－１４
小田原市 小田原下堀西 神奈川県小田原市下堀８９－１
秦野市 秦野西大竹 神奈川県秦野市西大竹２８８－４



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 秦野市 秦野鶴巻南４丁目 神奈川県秦野市鶴巻南４－６－５

秦野市 秦野東海大学前駅入口 神奈川県秦野市南矢名２丁目６番１
秦野市 秦野駅北口 神奈川県秦野市大秦町１－１０
秦野市 秦野渋沢 神奈川県秦野市萩ヶ丘１－７
秦野市 秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９
秦野市 秦野尾尻 神奈川県秦野市尾尻９４０－５
逗子市 逗子７丁目 神奈川県逗子市逗子７丁目１－５７
逗子市 逗子インター西 神奈川県逗子市沼間３－８－３
逗子市 逗子桜山３丁目 神奈川県逗子市桜山３－４－２７
逗子市 逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５－１０－３５
川崎市　宮前区 川崎鷺沼中央 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－２－１
川崎市　宮前区 川崎犬蔵３丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－８－７
川崎市　宮前区 川崎初山２丁目 神奈川県川崎市宮前区初山２丁目２５番５号
川崎市　宮前区 川崎菅生５丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生５丁目５番２号
川崎市　宮前区 川崎宮崎北 神奈川県川崎市宮前区宮崎６６２－５
川崎市　宮前区 川崎菅生２丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生２－４－９
川崎市　宮前区 川崎東有馬 川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０
川崎市　宮前区 川崎向丘出張所前 神奈川県川崎市宮前区平１－１－１３
川崎市　宮前区 川崎小台２丁目 神奈川県川崎市宮前区小台２丁目４番４
川崎市　宮前区 川崎平４丁目 神奈川県川崎市宮前区平４丁目５－１９
川崎市　宮前区 川崎宮前平駅西 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－２
川崎市　宮前区 川崎有馬６丁目 神奈川県川崎市宮前区有馬６－２－１２
川崎市　宮前区 川崎神木本町２丁目 神奈川県川崎市宮前区神木本町２－１２－１７
川崎市　宮前区 川崎神木本町１丁目 神奈川県川崎市宮前区神木本町１－５－１
川崎市　宮前区 川崎菅生１丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生１－８－２５
川崎市　幸区 川崎戸手町 神奈川県川崎市幸区戸手４－１－１７
川崎市　幸区 川崎小倉神社前 神奈川県川崎市幸区小倉４丁目６－４１
川崎市　幸区 川崎古川町 神奈川県川崎市幸区古川町１０２
川崎市　幸区 パークタワー新川崎 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－１－５
川崎市　幸区 ミューザ川崎フロアツー 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地２階
川崎市　幸区 川崎柳町東 神奈川県川崎市幸区柳町２－３
川崎市　幸区 川崎駅西口 神奈川県川崎市幸区中幸町３丁目３１－２
川崎市　幸区 川崎小倉３丁目 神奈川県川崎市幸区小倉３丁目２０番５
川崎市　幸区 川崎鹿島田２丁目 神奈川県川崎市幸区鹿島田２丁目２０－５８
川崎市　幸区 川崎矢上 神奈川県川崎市幸区矢上９６５－３
川崎市　幸区 川崎幸町１丁目 神奈川県川崎市幸区幸町１－７９０
川崎市　幸区 川崎南加瀬３丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－８－２０
川崎市　幸区 ミューザ川崎 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０
川崎市　幸区 川崎ソリッドスクエア 神奈川県川崎市幸区堀川町ソリッドスクエアＢ１
川崎市　幸区 川崎神明町 神奈川県川崎市幸区神明町１ー５
川崎市　幸区 川崎中幸町 神奈川県川崎市幸区中幸町４－１２－３
川崎市　幸区 川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２
川崎市　幸区 川崎小向東 神奈川県川崎市幸区小向町４番３号
川崎市　幸区 川崎北加瀬 神奈川県川崎市幸区北加瀬２－１－３　
川崎市　高津区 川崎坂戸２丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目８番５号
川崎市　高津区 川崎久末北 神奈川県川崎市高津区久末１９６５－１
川崎市　高津区 川崎溝の口駅南口 神奈川県川崎市高津区溝口１－１－３０
川崎市　高津区 川崎溝の口中央 神奈川県川崎市高津区溝口３－１－２４
川崎市　高津区 二子新地 神奈川県川崎市高津区二子２丁目７番２３号
川崎市　高津区 川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２－１１－１６
川崎市　高津区 川崎梶ケ谷３丁目 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷３－６－１
川崎市　高津区 川崎溝口３丁目 神奈川県川崎市高津区溝口３－９－８
川崎市　高津区 川崎宇奈根 神奈川県川崎市高津区宇奈根６１８－２
川崎市　高津区 川崎末長 神奈川県川崎市高津区末長２－１０－１８
川崎市　高津区 川崎下作延 神奈川県川崎市高津区下作延５－５－９
川崎市　高津区 川崎下野毛３丁目 神奈川県川崎市高津区下野毛３－４－３
川崎市　高津区 川崎蟹ヶ谷 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１９３－３



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 川崎市　高津区 川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８

川崎市　高津区 川崎二子 神奈川県川崎市高津区二子６－１－７
川崎市　高津区 川崎新作 神奈川県川崎市高津区新作４ー１２ー４
川崎市　高津区 溝の口 川崎市高津区久本１ー２ー５
川崎市　高津区 川崎子母口 神奈川県川崎市高津区子母口３９３－５
川崎市　高津区 川崎溝口２丁目 神奈川県川崎市高津区溝口２－１９－１７
川崎市　高津区 川崎千年新町 神奈川県川崎市高津区千年新町２８－２
川崎市　高津区 川崎高津野川 神奈川県川崎市高津区東野川２丁目３７番６号
川崎市　高津区 川崎久末団地 神奈川県川崎市高津区久末３３８ー３
川崎市　高津区 川崎末長東 神奈川県川崎市高津区末長４丁目２４－２０
川崎市　高津区 川崎二子６丁目 神奈川県川崎市高津区二子６丁目６－１
川崎市　高津区 川崎溝口１丁目 神奈川県川崎市高津区溝口１－２２－１８
川崎市　高津区 川崎千年 神奈川県川崎市高津区千年８３４
川崎市　高津区 川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６
川崎市　高津区 川崎津田山 神奈川県川崎市高津区下作延７－２－５
川崎市　高津区 川崎野川東 神奈川県川崎市高津区東野川１丁目４－１３号
川崎市　高津区 川崎蟹ヶ谷北 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１３１
川崎市　川崎区 川崎境町 神奈川県川崎市川崎区境町１５－１９
川崎市　川崎区 川崎殿町３丁目 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目１８－２
川崎市　川崎区 川崎追分 神奈川県川崎市川崎区大島２－６－１３
川崎市　川崎区 川崎貝塚２丁目 神奈川県川崎市川崎区貝塚２丁目１－１
川崎市　川崎区 川崎浜町３丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町３－８－２２
川崎市　川崎区 川崎鋼管通４丁目 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－１２－１５
川崎市　川崎区 川崎市役所前 神奈川県川崎市川崎区宮本町６
川崎市　川崎区 川崎銀柳街 神奈川県川崎市川崎区駅前本町４－７
川崎市　川崎区 川崎キングスカイフロント 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目２５－９
川崎市　川崎区 ＡＮＡ殿町ビジネスセンター 神奈川県川崎市川崎区殿町３－２６－３
川崎市　川崎区 川崎大師駅前２丁目 神奈川県川崎市川崎区大師駅前２丁目３番６号
川崎市　川崎区 川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－３－８
川崎市　川崎区 川崎駅北 神奈川県川崎市川崎区砂子１－４－２
川崎市　川崎区 川崎大師駅北 神奈川県川崎市川崎区中瀬２－１
川崎市　川崎区 川崎日進町 神奈川県川崎市川崎区日進町１－６８
川崎市　川崎区 川崎日進町西 神奈川県川崎市川崎区日進町３６－３
川崎市　川崎区 川崎渡田１丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１－１８
川崎市　川崎区 川崎南町 神奈川県川崎市川崎区南町２１－９
川崎市　川崎区 川崎池田１丁目 神奈川県川崎市川崎区池田１－３－２１
川崎市　川崎区 川崎駅前 神奈川県川崎市川崎区砂子２－８－１
川崎市　川崎区 川崎元木１丁目 神奈川県川崎市川崎区元木１丁目１－５
川崎市　川崎区 川崎東扇島 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４番地
川崎市　川崎区 京急ＳＴウイングキッチン川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目３番地１号
川崎市　川崎区 川崎渡田東 神奈川県川崎市川崎区渡田東町１７－５
川崎市　川崎区 川崎池上新町１丁目 神奈川県川崎市川崎区池上新町１丁目６番５
川崎市　川崎区 川崎仲見世通り 神奈川県川崎市川崎区砂子２－６－８
川崎市　川崎区 川崎東田町 神奈川県川崎市川崎区東田町９－３
川崎市　川崎区 浜川崎 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－５－６
川崎市　川崎区 川崎小川町 神奈川県川崎市川崎区小川町１２－１６
川崎市　川崎区 川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２
川崎市　川崎区 川崎南渡田町 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－９
川崎市　川崎区 川崎砂子２丁目 神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目４－１７
川崎市　川崎区 川崎川中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区川中島２－１－１
川崎市　川崎区 川崎渡田３丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田３－１－２
川崎市　川崎区 川崎駅前本町 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８－１７
川崎市　川崎区 川崎大島５丁目 神奈川県川崎市川崎区大島５－１１－１０
川崎市　川崎区 川崎さつき橋 神奈川県川崎市川崎区境町１１－２４
川崎市　川崎区 川崎四谷上町北 神奈川県川崎市川崎区四谷上町７－１１
川崎市　川崎区 川崎小田栄１丁目 神奈川県川崎市川崎区小田栄１－９－２０
川崎市　川崎区 川崎出来野 川崎市川崎区出来野１１ー２５



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 川崎市　川崎区 川崎藤崎 神奈川県川崎市川崎区藤崎１－１２－９

川崎市　川崎区 川崎小田 川崎市川崎区小田５ー２７ー１２
川崎市　川崎区 川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６
川崎市　川崎区 川崎駅東口 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１番地３
川崎市　川崎区 川崎小田７丁目 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目２－２
川崎市　川崎区 川崎本町２丁目 神奈川県川崎市川崎区本町２－１２－７
川崎市　川崎区 川崎国際病院前 神奈川県川崎市川崎区日ノ出２－１６－１
川崎市　川崎区 川崎元木２丁目 神奈川県川崎市川崎区元木２－６－１３
川崎市　川崎区 川崎市電通り 神奈川県川崎市川崎区渡田新町２丁目８番２
川崎市　川崎区 川崎日進町南 神奈川県川崎市川崎区日進町２７番２
川崎市　川崎区 川崎浮島通り 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１５－１７
川崎市　川崎区 川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６
川崎市　川崎区 川崎中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区中島２丁目１７－１０
川崎市　川崎区 川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３
川崎市　川崎区 川崎砂子１丁目 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目７－１
川崎市　川崎区 川崎京町１丁目 神奈川県川崎市川崎区京町１－１１－１７
川崎市　川崎区 川崎八丁畷駅前 神奈川県川崎市川崎区下並木３２－１
川崎市　多摩区 川崎宿河原 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－１８－２
川崎市　多摩区 川崎生田１丁目 神奈川県川崎市多摩区生田１－６－９
川崎市　多摩区 川崎菅１丁目 神奈川県川崎市多摩区菅１－６－５
川崎市　多摩区 川崎中野島 神奈川県川崎市多摩区中野島６丁目２６－１０
川崎市　多摩区 小田急登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸２４１７
川崎市　多摩区 川崎生田８丁目 神奈川県川崎市多摩区生田８丁目２０－１４
川崎市　多摩区 川崎三田１丁目 神奈川県川崎市多摩区三田１丁目１－７
川崎市　多摩区 川崎菅６丁目 神奈川県川崎市多摩区菅６－５－７
川崎市　多摩区 川崎向ヶ丘遊園駅西 神奈川県川崎市多摩区登戸２０３４－１
川崎市　多摩区 川崎栗谷 神奈川県川崎市多摩区三田４丁目１０－２６
川崎市　多摩区 京王稲田堤駅南口 神奈川県川崎市多摩区菅２－９－５
川崎市　多摩区 川崎中野島４丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島４丁目２２－１１
川崎市　多摩区 川崎宿河原３丁目 神奈川県川崎市多摩区宿河原３－１０－１９
川崎市　多摩区 川崎中野島東 神奈川県川崎市多摩区中野島４ー７ー８
川崎市　多摩区 京王稲田堤駅前 神奈川県川崎市多摩区菅２－１０－２３
川崎市　多摩区 川崎堰 神奈川県川崎市多摩区堰３ー５ー５
川崎市　多摩区 川崎登戸新町 神奈川県川崎市多摩区登戸新町４４７
川崎市　多摩区 向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０
川崎市　多摩区 川崎枡形２丁目 神奈川県川崎市多摩区枡形２ー１８ー５
川崎市　多摩区 川崎生田７丁目 神奈川県川崎市多摩区生田７－１１－８
川崎市　多摩区 川崎枡形６丁目 神奈川県川崎市多摩区枡形６－８－７
川崎市　多摩区 川崎宿河原４丁目 神奈川県川崎市多摩区宿河原４－１９－２３
川崎市　多摩区 川崎長尾橋 神奈川県川崎市多摩区長尾４－３－２５
川崎市　多摩区 川崎多摩区役所前 神奈川県川崎市多摩区登戸１７９２ー２
川崎市　多摩区 川崎栗谷３丁目 神奈川県川崎市多摩区栗谷３丁目２－３
川崎市　多摩区 川崎中野島１丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島１－１８－３
川崎市　多摩区 川崎登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３３７５－１
川崎市　多摩区 川崎布田 神奈川県川崎市多摩区布田３１－２７
川崎市　多摩区 川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８
川崎市　中原区 川崎大ヶ谷戸 神奈川県川崎市中原区上小田中１－２－１６
川崎市　中原区 川崎向河原駅前 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番
川崎市　中原区 川崎市ノ坪南 神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１
川崎市　中原区 川崎上小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区上小田中１丁目２９－２４
川崎市　中原区 川崎下小田中東 神奈川県川崎市中原区下小田中３丁目７－１５
川崎市　中原区 川崎中原今井南町 神奈川県川崎市中原区今井南町３－７
川崎市　中原区 川崎中原区役所前 神奈川県川崎市中原区小杉町３－２４７－１
川崎市　中原区 川崎新城１丁目 神奈川県川崎市中原区新城１－１２－１９
川崎市　中原区 川崎木月大町 神奈川県川崎市中原区木月大町２０１－２
川崎市　中原区 川崎下新城２丁目 神奈川県川崎市中原区下新城２丁目４－２５
川崎市　中原区 川崎武蔵小杉駅新南口 神奈川県川崎市中原区下沼部１８１０



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 川崎市　中原区 川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎市　中原区 川崎木月伊勢町 神奈川県川崎市中原区木月伊勢町９－２０
川崎市　中原区 川崎新丸子東２丁目 神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目８８４－１
川崎市　中原区 川崎井田三舞町 神奈川県川崎市中原区井田三舞町６－４２
川崎市　中原区 川崎武蔵小杉駅前 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１２００
川崎市　中原区 グランツリー武蔵小杉前 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１１１番１４
川崎市　中原区 川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４－１０－８
川崎市　中原区 川崎中原市ノ坪 神奈川県川崎市中原区市ノ坪３８１－１
川崎市　中原区 川崎武蔵中原駅北口 神奈川県川崎市中原区上小田中６－２３－１
川崎市　中原区 川崎下小田中 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１
川崎市　中原区 川崎小杉法政通り 神奈川県川崎市中原区今井南町８－４４
川崎市　中原区 川崎小杉陣屋町２丁目 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２－６－２８
川崎市　中原区 川崎元住吉オズ通り 神奈川県川崎市中原区木月２－２－３２
川崎市　中原区 川崎武蔵中原 神奈川県川崎市中原区上小田中３－２０－３
川崎市　中原区 武蔵中原駅前 神奈川県川崎市中原区下小田中２－４－１
川崎市　中原区 新丸子 神奈川県川崎市中原区丸子通１－６３６
川崎市　中原区 苅宿 神奈川県川崎市中原区苅宿２３－１
川崎市　中原区 川崎神地 神奈川県川崎市中原区上小田中６－５１－１６
川崎市　中原区 川崎田尻町 神奈川県川崎市中原区田尻町３４ー２
川崎市　中原区 川崎新丸子駅前 神奈川県川崎市中原区新丸子町７３９－３
川崎市　中原区 川崎山王町１丁目 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１－８６５－１
川崎市　中原区 川崎ガス橋通り 神奈川県川崎市中原区上平間１９０ー２３
川崎市　中原区 川崎中丸子 神奈川県川崎市中原区中丸子４０７－１
川崎市　中原区 川崎木月３丁目 神奈川県川崎市中原区木月３－４４－１０
川崎市　中原区 川崎中原 神奈川県川崎市中原区下小田中１－３２－５
川崎市　中原区 川崎井田２丁目 神奈川県川崎市中原区井田２丁目３５－１０
川崎市　中原区 川崎木月祗園町 神奈川県川崎市中原区木月祗園町１－４
川崎市　中原区 川崎今井仲町 神奈川県川崎市中原区今井仲町４－２５
川崎市　中原区 川崎下小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区下小田中１－１９－１２
川崎市　麻生区 川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１
川崎市　麻生区 川崎柿生駅前 神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目３８番７号
川崎市　麻生区 川崎下麻生団地 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－３５－１
川崎市　麻生区 川崎麻生警察署前 神奈川県川崎市麻生区古沢１０９－３
川崎市　麻生区 川崎よみうりランド前 神奈川県川崎市麻生区細山６－３－６
川崎市　麻生区 川崎上麻生２丁目 神奈川県川崎市麻生区上麻生２丁目３７－１４
川崎市　麻生区 小田急百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２１－１
川崎市　麻生区 川崎上麻生１丁目 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１０－１
川崎市　麻生区 川崎柿生駅南口 神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目４４－２０
川崎市　麻生区 川崎百合ヶ丘駅前 神奈川県川崎市麻生区百合丘１丁目１－１７
川崎市　麻生区 川崎片平１丁目 神奈川県川崎市麻生区片平１丁目７－１０
川崎市　麻生区 川崎若葉台駅前 神奈川県川崎市麻生区黒川６０１－１
川崎市　麻生区 川崎王禅寺東４丁目 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東４－３７－１０
相模原市　中央区 相模原上溝１丁目 神奈川県相模原市中央区上溝１－２－９
相模原市　中央区 相模原田名四ツ谷 神奈川県相模原市中央区田名４４３０－１
相模原市　中央区 相模原陽光台２丁目 神奈川県相模原市中央区陽光台２丁目１－１０
相模原市　中央区 相模原緑が丘１丁目 神奈川県相模原市中央区緑が丘１－２６－３０
相模原市　中央区 ＩＶＹＣＳ青山学院大学相模原 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１０－１
相模原市　中央区 相模原東淵野辺３丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺３－１４－２４
相模原市　中央区 相模原淵野辺駅北口 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１－１４
相模原市　中央区 相模原上溝３丁目 神奈川県相模原市中央区上溝３－６－４１
相模原市　中央区 相模原南橋本２丁目 神奈川県相模原市中央区南橋本２－２－１１
相模原市　中央区 相模原中央６丁目 神奈川県相模原市中央区中央６－９－２０
相模原市　中央区 相模原小山３丁目 神奈川県相模原市中央区小山３丁目７８１－１
相模原市　中央区 相模原田名豊原 神奈川県相模原市中央区田名３９９２－１
相模原市　中央区 横山 神奈川県相模原市中央区横山４－４－４
相模原市　中央区 相模原共和４丁目 神奈川県相模原市中央区共和４－１－１７
相模原市　中央区 相模原富士見６丁目 神奈川県相模原市中央区富士見６－１４－１９
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神奈川県 相模原市　中央区 相模原淵野辺３丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目６番１８号

相模原市　中央区 相模原２丁目 神奈川県相模原市中央区相模原２－２－１５
相模原市　中央区 相模原田名葛輪 神奈川県相模原市中央区田名３５１４－１
相模原市　中央区 相模原淵野辺駅南口 神奈川県相模原市中央区鹿沼台１丁目１３番５号
相模原市　中央区 相模原東淵野辺４丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺４－１５－５４
相模原市　中央区 相模原宮下北 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目８番２０号
相模原市　中央区 相模原横山３丁目 神奈川県相模原市中央区横山３－３２－６
相模原市　中央区 相模原鹿沼台南 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目５－１６
相模原市　中央区 相模原５丁目 神奈川県相模原市中央区相模原５－７－１
相模原市　中央区 星ケ丘 神奈川県相模原市中央区星ヶ丘２－１６－１１
相模原市　中央区 相模原高根１丁目 神奈川県相模原市中央区高根１丁目１－１４
相模原市　中央区 相模原並木２丁目 神奈川県相模原市中央区並木２－２－１１
相模原市　中央区 相模原共和２丁目 神奈川県相模原市中央区共和２－８－１３
相模原市　中央区 相模原宮之上 神奈川県相模原市中央区下九沢５９－１
相模原市　中央区 相模原上溝バイパス 神奈川県相模原市中央区上溝２３０８－１
相模原市　中央区 相模原横山台１丁目 神奈川県相模原市中央区横山台１－１０－１０
相模原市　中央区 相模原矢部駅北口 神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２－３１
相模原市　中央区 相生 神奈川県相模原市中央区相生４－１－１５
相模原市　中央区 相模原上矢部 神奈川県相模原市中央区上矢部４－２６－１
相模原市　中央区 相模原市民会館前 神奈川県相模原市中央区中央３丁目１１－１１
相模原市　中央区 相模原宮下３丁目 神奈川県相模原市中央区宮下３－１３－１
相模原市　中央区 相模原淵野辺本町２丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町２丁目２１－２０
相模原市　中央区 相模原千代田３丁目 神奈川県相模原市中央区千代田３丁目６番１７号
相模原市　中央区 相模原中央 神奈川県相模原市中央区中央３－２－１９
相模原市　中央区 相模原上溝諏訪 神奈川県相模原市中央区上溝８３３－９
相模原市　中央区 相模原小町通２丁目 神奈川県相模原市中央区小町通２－１－３
相模原市　中央区 相模原光が丘１丁目 神奈川県相模原市中央区光が丘１－１－２７
相模原市　中央区 相模原東淵野辺５丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－２－１５
相模原市　中央区 相模原大野台３丁目 神奈川県相模原市中央区大野台３－１２－９
相模原市　中央区 相模原南橋本 神奈川県相模原市中央区清新５－２６－１４
相模原市　中央区 相模原清新７丁目 神奈川県相模原市中央区清新７－１４－２１
相模原市　中央区 相模原１丁目 神奈川県相模原市中央区相模原１－８－３
相模原市　中央区 相模原淵野辺本町４丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町４丁目３７－１４
相模原市　中央区 相模原矢部１丁目 神奈川県相模原市中央区矢部１－１８－２１
相模原市　中央区 相模原田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７３７－２
相模原市　南区 相模原鶴ヶ丘 神奈川県相模原市南区南台４－１２－１６
相模原市　南区 相模原相武台３丁目 神奈川県相模原市南区相武台３－２１－２０
相模原市　南区 相模原北里２丁目 神奈川県相模原市南区北里２－２０－１４
相模原市　南区 相模原大野台６丁目 神奈川県相模原市南区大野台６丁目３－２４
相模原市　南区 相模原下溝 神奈川県相模原市南区下溝３１４－１
相模原市　南区 相模原東林間５丁目 神奈川県相模原市南区東林間５－１１－５
相模原市　南区 相模原松が枝町 神奈川県相模原市南区松が枝町１０－１１
相模原市　南区 小田急相模原 神奈川県相模原市南区南台３－２０－１
相模原市　南区 小田急相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１
相模原市　南区 相模原上鶴間本町８丁目 神奈川県相模原市南区上鶴間本町８丁目５３－１０
相模原市　南区 相模大野３丁目西 神奈川県相模原市南区相模大野３－１２－１５
相模原市　南区 小田急東林間 神奈川県相模原市南区上鶴間７－７－１
相模原市　南区 相模原古渕南 神奈川県相模原市南区古渕３－１－１１
相模原市　南区 相模原上鶴間２丁目 神奈川県相模原市南区上鶴間２丁目２－２１
相模原市　南区 相模原鵜野森３丁目 神奈川県相模原市南区鵜野森３丁目３２－１０
相模原市　南区 相模原境橋 神奈川県相模原市南区上鶴間本町５－３－２
相模原市　南区 小田急相模大野東口 神奈川県相模原市南区相模大野７－３－３
相模原市　南区 相模大野駅北 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１８番１０号
相模原市　南区 相模原南台４丁目 神奈川県相模原市南区南台４丁目１１－２
相模原市　南区 相模原相南１丁目 神奈川県相模原市南区相南１丁目２－８１
相模原市　南区 相模原若松３丁目 神奈川県相模原市南区若松３－４７－２２
相模原市　南区 相模原古淵３丁目 神奈川県相模原市南区古淵３－３３－６
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神奈川県 相模原市　南区 相模原南台２丁目 神奈川県相模原市南区南台２－１－２８

相模原市　南区 相模原くぬぎ台小前 神奈川県相模原市南区上鶴間６－７－９
相模原市　南区 相模原東林間１丁目 神奈川県相模原市南区東林間１－２６－９
相模原市　南区 相模原上鶴間本町６丁目 神奈川県相模原市南区上鶴間本町６－２－７
相模原市　南区 相模原西大沼５丁目 神奈川県相模原市南区西大沼５－２－２
相模原市　南区 相模大野駅南 神奈川県相模原市南区相模大野７－２４－１５
相模原市　南区 谷口 神奈川県相模原市南区上鶴間本町１－３７－３０
相模原市　南区 相武台駅前 神奈川県相模原市南区相武台１－２４－１６
相模原市　南区 相模原相武台小前 神奈川県相模原市南区新磯野１－４４－１
相模原市　南区 相模原東林間３丁目 神奈川県相模原市南区東林間３丁目１５－１７
相模原市　南区 相模原鵜野森１丁目 神奈川県相模原市南区鵜野森１丁目２４－１０
相模原市　南区 ７ＦＳ北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１
相模原市　南区 相模原磯部 神奈川県相模原市南区磯部１４１０－１
相模原市　南区 相模原相模台６丁目 神奈川県相模原市南区相模台６－２７－１８
相模原市　緑区 相模原西橋本 神奈川県相模原市緑区西橋本３丁目１２番６号
相模原市　緑区 ７ＦＳアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２
相模原市　緑区 相模原塚場 神奈川県相模原市緑区下九沢１２８５－１
相模原市　緑区 相模原西橋本３丁目 神奈川県相模原市緑区西橋本３－９－２
相模原市　緑区 相模原津久井太井東 神奈川県相模原市緑区太井６２１－１
相模原市　緑区 相模原九沢小前 神奈川県相模原市緑区田名２５８９－４
相模原市　緑区 相模原二本松４丁目 神奈川県相模原市緑区二本松４－２３－１２
相模原市　緑区 城山原宿２丁目 神奈川県相模原市緑区原宿２－８－３
相模原市　緑区 相模原橋本６丁目 神奈川県相模原市緑区橋本６－１２－４
相模原市　緑区 相模原橋本７丁目 神奈川県相模原市緑区橋本７丁目６番１４号
相模原市　緑区 相模原城山小倉橋前 神奈川県相模原市緑区小倉４０９－４
相模原市　緑区 神奈川藤野町 神奈川県相模原市緑区吉野２４１
相模原市　緑区 相模原東橋本１丁目 神奈川県相模原市緑区東橋本１－４－１
相模原市　緑区 相模原橋本台１丁目 神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目１９番７号
相模原市　緑区 相模原城山谷ヶ原２丁目 神奈川県相模原市緑区谷ケ原２－８－２３
相模原市　緑区 相模原橋本８丁目 神奈川県相模原市緑区橋本８－１１－３
相模原市　緑区 相模湖インター 神奈川県相模原市緑区与瀬７１４
相模原市　緑区 津久井中野 神奈川県相模原市緑区中野１７７４－３
相模原市　緑区 相模原二本松３丁目 神奈川県相模原市緑区二本松３－１９－８
相模原市　緑区 相模原城山川尻 神奈川県相模原市緑区川尻４０３０－１
相模原市　緑区 津久井青山 神奈川県相模原市緑区青山８２７－１
相模原市　緑区 相模原橋本駅東 神奈川県相模原市緑区東橋本１－２４－１５
相模原市　緑区 相模原石宮 神奈川県相模原市緑区橋本台２－１０－７
相模原市　緑区 相模原二本松１丁目 神奈川県相模原市緑区二本松１－１１－１６
相模原市　緑区 相模原六地蔵 神奈川県相模原市緑区下九沢１９３３
相模原市　緑区 相模原大島団地 神奈川県相模原市緑区大島１６５－１
相模原市　緑区 相模原大島南 神奈川県相模原市緑区大島２３０７－１
相模原市　緑区 相模原津久井青野原 神奈川県相模原市緑区青野原３２７２－１
相模原市　緑区 相模原あじさい通り 神奈川県相模原市緑区下九沢１７０７－１
相模原市　緑区 相模原大島 神奈川県相模原市緑区大島３０５２－１
相模原市　緑区 相模原津久井三ヶ木 神奈川県相模原市緑区三ケ木１６０４－１
相模原市　緑区 相模原西橋本２丁目 神奈川県相模原市緑区西橋本２－１４－９
相模原市　緑区 相模原城山川尻東 神奈川県相模原市緑区川尻１５９３－１
相模原市　緑区 相模原上大島 神奈川県相模原市緑区大島３６１－１
相模原市　緑区 相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１
足柄下郡　真鶴町 真鶴駅西 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１８１３－１
足柄下郡　真鶴町 真鶴中央 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４８２－３
足柄下郡　湯河原町 湯河原城堀 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀６２－１
足柄下郡　湯河原町 湯河原サンサン通り 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４丁目３ー５
足柄下郡　箱根町 箱根宮城野 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野６１
足柄下郡　箱根町 箱根湯本 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３２１
足柄下郡　箱根町 元箱根 神奈川県足柄下郡箱根町箱根５７０－３
足柄下郡　箱根町 箱根小涌谷 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷５２５－１５０



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 足柄上郡　開成町 開成吉田島 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３９３９－１

足柄上郡　松田町 松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３
足柄上郡　松田町 小田急新松田 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１２１６－１３
足柄上郡　中井町 神奈川中井町 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７６１－３
足柄上郡　中井町 中井町井ノ口 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４３４－２
大和市 大和鶴間駅西口 神奈川県大和市西鶴間１－１－１
大和市 大和中央林間駅西 神奈川県大和市中央林間３－１－１１
大和市 大和福田１丁目 神奈川県大和市福田１丁目１－１
大和市 大和中央林間１丁目 神奈川県大和市中央林間１丁目９番１３号
大和市 大和林間 神奈川県大和市林間１－１８－１８
大和市 大和東３丁目 神奈川県大和市大和東３丁目４－１７
大和市 大和鶴間駅東口 神奈川県大和市鶴間１－３１－３
大和市 小田急南林間 神奈川県大和市南林間１－６－１１
大和市 小田急マルシェ大和 神奈川県大和市中央１丁目１－２６
大和市 小田急中央林間 神奈川県大和市中央林間３－３－８
大和市 大和下鶴間 神奈川県大和市下鶴間２７８２－１
大和市 大和東１丁目 神奈川県大和市大和東１－８－１２
大和市 大和高座渋谷駅西口 神奈川県大和市渋谷８丁目１番地１
大和市 大和上和田 神奈川県大和市上和田１８２６－１
大和市 大和上草柳 神奈川県大和市上草柳１－３－７
大和市 大和駅西 神奈川県大和市中央２丁目４－２
大和市 大和林間２丁目 神奈川県大和市林間２－２－１
大和市 大和桜ヶ丘西口 神奈川県大和市福田２丁目３番地１４
大和市 大和島津 神奈川県大和市深見東２ー１ー９
大和市 大和西鶴間 神奈川県大和市西鶴間２ー１ー１
大和市 大和つきみ野駅北 神奈川県大和市下鶴間５２４ー１
大和市 大和渋谷３丁目 神奈川県大和市渋谷３ー９ー１
大和市 大和桜森 神奈川県大和市桜森３－１２－１８
大和市 大和中央５丁目 神奈川県大和市中央５－３－１８
大和市 大和中央林間５丁目 神奈川県大和市中央林間５丁目４－１６
大和市 大和上草柳７丁目 神奈川県大和市上草柳７－１０－２５
大和市 大和深見西６丁目 神奈川県大和市深見西６丁目５番４号
大和市 大和福田 神奈川県大和市渋谷５丁目４１－１
大和市 大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１
大和市 大和林間１丁目 神奈川県大和市林間１－１６－２
大和市 大和高座渋谷駅東口 神奈川県大和市渋谷６－１２－２
大和市 大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１
大和市 大和桜ヶ丘東口 神奈川県大和市福田５５１５－１
大和市 大和鶴間１丁目 神奈川県大和市鶴間１丁目２０番地２４
大和市 大和桜森１丁目 神奈川県大和市桜森１－６－２０
大和市 大和駅前 神奈川県大和市中央１－１－２５
中郡　二宮町 二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８
藤沢市 藤沢慶応大学前 神奈川県藤沢市遠藤４２５２－１
藤沢市 鵠沼海岸 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１－１２
藤沢市 藤沢中高倉 神奈川県藤沢市高倉８３７
藤沢市 藤沢亀井野４丁目 神奈川県藤沢市亀井野４－１５－６
藤沢市 藤沢善行２丁目 神奈川県藤沢市善行２－１８－３
藤沢市 藤沢片瀬海岸１丁目 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１１－３２
藤沢市 小田急湘南台改札横 神奈川県藤沢市湘南台２－１５
藤沢市 小田急六会日大前 神奈川県藤沢市亀井野１－１－１
藤沢市 南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１２
藤沢市 小田急藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢１－１
藤沢市 ミスターマックス湘南藤沢 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５
藤沢市 小田急片瀬江ノ島 神奈川県藤沢市片瀬海岸２－１５－３
藤沢市 藤沢辻堂高砂 神奈川県藤沢市辻堂６丁目４－１２
藤沢市 藤沢辻堂北口大通り 神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２－１
藤沢市 藤沢長後南 神奈川県藤沢市下土棚３１８－１



都道府県 市町村 店名 住所
神奈川県 藤沢市 藤沢４丁目 神奈川県藤沢市藤沢４丁目５－１

藤沢市 小田急マルシェ湘南台 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１５
藤沢市 藤沢辻堂駅東 神奈川県藤沢市辻堂新町１丁目２－２２
藤沢市 藤沢長後東 神奈川県藤沢市長後１０６４－１
藤沢市 藤沢辻堂太平台２丁目 神奈川県藤沢市辻堂太平台２－９－８
藤沢市 藤沢鵠沼石上１丁目 神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目２－１０
藤沢市 藤沢辻堂熊の森 神奈川県藤沢市辻堂元町１ー３ー２３
藤沢市 藤沢駅前 神奈川県藤沢市藤沢１０８
藤沢市 藤沢渋沢 神奈川県藤沢市善行７ー１０ー４
藤沢市 藤沢片瀬５丁目 神奈川県藤沢市片瀬５－１１－６
藤沢市 藤沢湘南台７丁目 神奈川県藤沢市湘南台７丁目１７－１１
藤沢市 藤沢片瀬山 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１
藤沢市 藤沢弥勒寺２丁目 神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号
藤沢市 藤沢亀井野北 神奈川県藤沢市亀井野３８６－１
藤沢市 藤沢辻堂東海岸４丁目 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４－１－２４
藤沢市 藤沢片瀬 神奈川県藤沢市片瀬３３９－４
藤沢市 藤沢テラスモール湘南 神奈川県藤沢市辻堂神台１－３－１
南足柄市 和田河原駅前 神奈川県南足柄市和田河原２９３－１
南足柄市 南足柄岩原 神奈川県南足柄市岩原２９３－１
南足柄市 南足柄関本 神奈川県南足柄市関本７１８
平塚市 平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３
平塚市 平塚明石町 神奈川県平塚市明石町７－９
平塚市 平塚紅谷町 神奈川県平塚市紅谷町１１－１０
平塚市 平塚代官町 神奈川県平塚市代官町１１－３６
平塚市 平塚駅北口 神奈川県平塚市宝町２－６
平塚市 平塚南口 神奈川県平塚市代官町３０－２３
平塚市 平塚西口 神奈川県平塚市紅谷町１７番１号
平塚市 平塚八重咲町 神奈川県平塚市八重咲町１２－８
平塚市 平塚老松町 神奈川県平塚市老松町４－１４

千葉県 いすみ市 大原浪花 千葉県いすみ市小沢１２２７－１
旭市 旭広原 千葉県旭市後草２２６８－３
旭市 旭干潟駅前 千葉県旭市二６３６１－７
夷隅郡　御宿町 上総御宿 千葉県夷隅郡御宿町須賀６０５－３
夷隅郡　大多喜町 上総大多喜バイパス 千葉県夷隅郡大多喜町横山２４４８　
夷隅郡　大多喜町 上総大多喜駅前 千葉県夷隅郡大多喜町久保１２３
印西市 印西中央北１丁目 千葉県印西市中央北１丁目４番
印西市 千葉北総病院前 千葉県印西市舞姫１丁目５番３
印西市 印西中央南 千葉県印西市中央南１－１－２
印旛郡　栄町 栄安食駅前 千葉県印旛郡栄町安食１－２０－７
印旛郡　酒々井町 酒々井駅東口 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１丁目１番２４
印旛郡　酒々井町 酒々井まばし 千葉県印旛郡酒々井町馬橋字出戸５８－１
浦安市 浦安北栄１丁目 千葉県浦安市北栄１－４－２２
浦安市 浦安猫実５丁目 千葉県浦安市猫実５丁目１１番２４号
浦安市 浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５
浦安市 浦安北栄２丁目 千葉県浦安市北栄２－１６－１２
浦安市 浦安美浜 千葉県浦安市美浜１－７－１
浦安市 浦安猫実２丁目 千葉県浦安市猫実２丁目１４－２２
浦安市 浦安舞浜 千葉県浦安市舞浜２－４６－１
我孫子市 我孫子柴崎台２丁目 千葉県我孫子市柴崎台２－１－１６
我孫子市 我孫子布佐 千葉県我孫子市布佐１丁目１８番地３
我孫子市 我孫子柴崎台１丁目 千葉県我孫子市柴崎台１－１４－９
我孫子市 我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号
我孫子市 我孫子南新木 千葉県我孫子市南新木２－２２－６
我孫子市 我孫子新々田 千葉県我孫子市新々田字三畝割９５－２
我孫子市 我孫子天王台２丁目 千葉県我孫子市天王台２－２０－１４
鎌ケ谷市 鎌ケ谷北中沢１丁目 千葉県鎌ケ谷市北中沢１－６－５
鎌ケ谷市 新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷富岡１丁目 千葉県鎌ケ谷市富岡１－９－２５

鎌ケ谷市 鎌ヶ谷初富本町 千葉県鎌ケ谷市初富本町２－２１－３
鎌ケ谷市 東邦鎌ケ谷病院前 千葉県鎌ケ谷市佐津間６７７－８２
鎌ケ谷市 新京成ＳＴ鎌ケ谷大仏 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷１丁目８番１号
鎌ケ谷市 鎌ケ谷初富 千葉県鎌ケ谷市初富２１－３
鎌ケ谷市 鎌ケ谷くぬぎ山４丁目 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４－４－４
鎌ケ谷市 鎌ケ谷駅西口 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６
鎌ケ谷市 鎌ケ谷右京塚 千葉県鎌ケ谷市右京塚１１－２７
鎌ケ谷市 鎌ヶ谷道野辺中央４丁目 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央４丁目６番３号
鴨川市 安房鴨川駅前 千葉県鴨川市横渚字馬場９４５－１
鴨川市 天津小湊 千葉県鴨川市内浦４０６－１
館山市 館山北条 千葉県館山市北条１９０１－２
館山市 館山駅前 千葉県館山市北条字浜通１８３４ー１１
館山市 館山稲 千葉県館山市稲５２８－１
館山市 館山北条海岸通り 千葉県館山市北条２３００－５
君津市 君津小櫃 千葉県君津市三田字毛無田２７５ー１
君津市 君津中野 千葉県君津市中野２ー１ー１
香取郡　東庄町 東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－２
香取市 香取大戸川 千葉県香取市大戸川１８２番１
香取市 佐原北 千葉県香取市北２－１４－６
香取市 香取市佐原駅前 千葉県香取市佐原イ７４－１１
佐倉市 佐倉駅北口 千葉県佐倉市表町３丁目２番１７
佐倉市 佐倉王子台２丁目 千葉県佐倉市王子台２丁目１２－２５
佐倉市 佐倉上志津十字路 千葉県佐倉市上志津１１６７番１
佐倉市 佐倉上志津 千葉県佐倉市上志津１７９４－２
佐倉市 佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１
佐倉市 佐倉志津駅前 千葉県佐倉市上志津１６５６ー５
佐倉市 京成佐倉駅前 千葉県佐倉市栄町１６－１
佐倉市 佐倉上座 千葉県佐倉市上座１２３６番地
佐倉市 佐倉志津公民館通り 千葉県佐倉市上志津１８１５－１
山武市 成東駅和田 千葉県山武市和田３５７－１
四街道市 四街道和良比 千葉県四街道市和良比２６４－１７
四街道市 四街道一丁目 千葉県四街道市四街道１丁目６－１
四街道市 四街道駅前 千葉県四街道市四街道１丁目２番８号
市原市 八幡宿駅東口 千葉県市原市八幡５６９－１
市原市 市原山田 千葉県市原市山田８４２番２
市原市 姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２
市原市 市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２
市原市 市原ちはら台 千葉県市原市ちはら台西５－５－１３
市原市 市原五井駅前 千葉県市原市五井中央西１－１５－７
市原市 市原飯香岡通り 千葉県市原市八幡１１２６番地２７
市原市 姉ヶ崎駅東口 千葉県市原市姉崎東３丁目１番地１
市原市 八幡宿駅西口 千葉県市原市八幡８０８
市川市 市川末広１丁目 千葉県市川市末広１丁目１７番９
市川市 市川平田１丁目 千葉県市川市平田１丁目１８－１４
市川市 市川南行徳３丁目 千葉県市川市南行徳３丁目２番１号
市川市 市川行徳駅前１丁目 千葉県市川市行徳駅前１－２０－２
市川市 市川駅南口 千葉県市川市市川南１－２－１
市川市 市川行徳駅南 千葉県市川市行徳駅前２－８－２０
市川市 市川南１丁目 千葉県市川市市川南１丁目３番７号
市川市 市川行徳駅西 千葉県市川市行徳駅前２－２５－１８
市川市 市川菅野６丁目 千葉県市川市菅野６－１７－１４
市川市 鬼越駅前 千葉県市川市鬼越１丁目４番４
市川市 原木中山 千葉県市川市田尻３丁目１１－１５
市川市 市川八幡２丁目 千葉県市川市八幡２－１２－３
市川市 市川湊新田２丁目 千葉県市川市湊新田２－９－２
市川市 市川塩焼１丁目 千葉県市川市塩焼１丁目２番１号



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 市川市 市川南八幡４丁目 千葉県市川市南八幡４－６－９

市川市 市川高谷１丁目 千葉県市川市高谷１丁目１２－１９
市川市 行徳駅前２丁目 千葉県市川市行徳駅前２丁目１６－６
市川市 八幡 千葉県市川市八幡２－３－２２
市川市 南八幡 千葉県市川市南八幡１－１０－１
市川市 市川堀之内 千葉県市川市堀之内３－２５－１３
市川市 市川八幡３丁目 千葉県市川市八幡３－３－２
市川市 市川１丁目 千葉県市川市市川１丁目１２－９
市川市 市川南行徳駅北 千葉県市川市相之川４－５－２
市川市 市川妙典駅前 千葉県市川市富浜１－６－２３
市川市 市川真間１丁目 千葉県市川市真間１－１５－２３
市川市 市川本八幡駅南口 千葉県市川市南八幡４－７－２
市川市 市川大野町３丁目 千葉県市川市大野町３丁目１７３９－１
習志野市 習志野本大久保南 千葉県習志野市本大久保２－７－１
習志野市 新京成ＳＴ新津田沼 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号
習志野市 新京成ＳＴ新津田沼改札内 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号
習志野市 実籾 千葉県習志野市実籾４－１－１
習志野市 津田沼駅北口 千葉県習志野市津田沼１－２－２２
習志野市 習志野谷津２丁目 千葉県習志野市谷津２丁目２０－３７
習志野市 新習志野 千葉県習志野市秋津３－６－１
習志野市 習志野大久保 千葉県習志野市大久保２－１－１
習志野市 京成津田沼駅前 千葉県習志野市津田沼３ー６ー３８
習志野市 京成大久保駅前 千葉県習志野市大久保１－２１－１４
習志野市 京成大久保駅南 千葉県習志野市本大久保５丁目１－２１
勝浦市 勝浦興津 千葉県勝浦市興津７８２－３
勝浦市 勝浦２９７号バイパス南 千葉県勝浦市宿戸字西宿戸３９５－１
松戸市 松戸八柱駅前 千葉県松戸市日暮１－１－１
松戸市 馬橋駅西口 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２４番
松戸市 新松戸３丁目 千葉県松戸市新松戸３－４－１
松戸市 北松戸駅南 千葉県松戸市上本郷４３８－２
松戸市 松戸駐屯地前 千葉県松戸市松飛台４５－５
松戸市 松戸常盤平駅前 千葉県松戸市常盤平１－２０－１
松戸市 新京成ＳＴ八柱北口 千葉県松戸市日暮１丁目１番１６号
松戸市 五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８－７５
松戸市 新京成ＳＴ元山 千葉県松戸市五香南１丁目５番地１号
松戸市 松戸高砂通り 千葉県松戸市本町１７－１１
松戸市 北松戸駅西口 千葉県松戸市上本郷９２３－４
松戸市 松戸市松戸 千葉県松戸市松戸１２２７－１
松戸市 松戸馬橋ステーションモール 千葉県松戸市馬橋１７９－１
松戸市 上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２
松戸市 松戸駅東口 千葉県松戸市小根本２０－２２
松戸市 松戸東部小学校前 千葉県松戸市高塚新田４０１－４７
松戸市 馬橋駅東口 千葉県松戸市馬橋１８０２－１
松戸市 新京成ＳＴ五香 千葉県松戸市金ケ作４０８－８
松戸市 北松戸駅東口 千葉県松戸市上本郷９０２－１
松戸市 松戸大町駅前 千葉県松戸市串崎新田１６３－６
松戸市 松戸日暮 千葉県松戸市日暮２丁目１５－１２
松戸市 松戸大金平２丁目 千葉県松戸市大金平２－９３
松戸市 松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１
松戸市 松戸常盤平セブンタウン 千葉県松戸市常盤平３丁目１０－１
松戸市 松戸本町 千葉県松戸市本町１２－１３
松戸市 きよしケ丘 千葉県松戸市小金きよしヶ丘２－７－１６
松戸市 松戸日暮６丁目 千葉県松戸市日暮６－１１３
松戸市 松戸南花島 千葉県松戸市南花島１－３－５
松戸市 新松戸４丁目 千葉県松戸市新松戸４－４４－１
松戸市 新松戸２丁目 千葉県松戸市新松戸２－２
松戸市 松戸松飛台駅北 千葉県松戸市紙敷１丁目５番１２



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 松戸市 松戸大橋 千葉県松戸市大橋２３７－１

松戸市 松戸上本郷駅前 千葉県松戸市仲井町３丁目１０－１
松戸市 東松戸駅前 千葉県松戸市東松戸４－２－１６
成田市 大栄ＰＡ上り 千葉県成田市吉岡１０７２－２
成田市 大栄ＰＡ下り 千葉県成田市吉岡１０６７－１９
成田市 成田駅西口 千葉県成田市馬橋１－１３
成田市 成田公津の杜 千葉県成田市公津の杜１丁目１２－９
成田市 成田ウイング土屋 千葉県成田市ウイング土屋９８番地
成田市 成田山表参道 千葉県成田市花崎町５３８番１
成田市 成田公津の杜４丁目 千葉県成田市公津の杜４－６－１
千葉市　稲毛区 稲毛駅東口 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目４番１２
千葉市　稲毛区 千葉草野 千葉県千葉市稲毛区園生町４０６－３３
千葉市　稲毛区 千葉作草部町 千葉県千葉市稲毛区作草部町４７１－１
千葉市　稲毛区 千葉小仲台４丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台４丁目６－７
千葉市　稲毛区 千葉園生団地前 千葉県千葉市稲毛区園生町１１７６－１
千葉市　稲毛区 稲毛東 千葉県千葉市稲毛区稲毛東１－１１－７
千葉市　稲毛区 千葉園生町 千葉県千葉市稲毛区園生町３８８－８
千葉市　稲毛区 千葉穴川インター 千葉県千葉市稲毛区作草部町１２８７－３
千葉市　稲毛区 千葉穴川２丁目 千葉県千葉市稲毛区穴川２丁目１２番８号
千葉市　稲毛区 千葉小深町 千葉県千葉市稲毛区小深町１４
千葉市　稲毛区 稲毛駅西口 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１９－２１
千葉市　稲毛区 京成稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区稲毛東２丁目４番８
千葉市　稲毛区 千葉山王町 千葉県千葉市稲毛区山王町２７０番１
千葉市　稲毛区 千葉北小仲台 千葉県千葉市稲毛区小仲台８－１８－１
千葉市　稲毛区 千葉園生町南 千葉県千葉市稲毛区園生町５６８－１
千葉市　稲毛区 千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１
千葉市　稲毛区 千葉天台４丁目 千葉県千葉市稲毛区天台４－７－５
千葉市　稲毛区 千葉山王町北 千葉県千葉市稲毛区山王町４７―１
千葉市　稲毛区 千葉宮野木 千葉県千葉市稲毛区宮野木町１０６６－２
千葉市　稲毛区 千葉北高校前 千葉県千葉市稲毛区長沼町５００－１
千葉市　稲毛区 検見川東 千葉県千葉市稲毛区稲毛町５－３４０－８
千葉市　稲毛区 千葉稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目２－２
千葉市　稲毛区 千葉山王町東 千葉県千葉市稲毛区山王町４１２－４
千葉市　稲毛区 千葉小中台町 千葉県千葉市稲毛区小中台町４８２－１１
千葉市　花見川区 幕張駅前 千葉県千葉市花見川区幕張町５－１４８－１
千葉市　花見川区 千葉花見川消防署前 千葉県千葉市花見川区犢橋町５５７
千葉市　花見川区 千葉幕張本郷７丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－１２－１６
千葉市　花見川区 千葉花園３丁目 千葉県千葉市花見川区花園３丁目１９番１０号
千葉市　花見川区 千葉柏井１丁目 千葉県千葉市花見川区柏井１丁目３７－２０
千葉市　花見川区 新検見川 千葉県千葉市花見川区南花園２－２－１７
千葉市　花見川区 千葉作新台４丁目 千葉県千葉市花見川区作新台４丁目６－２４
千葉市　花見川区 千葉朝日ケ丘３丁目 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘３－５－３
千葉市　花見川区 千葉さつきが丘団地北 千葉県千葉市花見川区犢橋町１１２２－１
千葉市　花見川区 千葉大日町南 千葉県千葉市花見川区大日町１５８６－２
千葉市　花見川区 千葉大日町 千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１
千葉市　花見川区 幕張本郷駅前 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１ー１３ー２
千葉市　花見川区 幕張５丁目 千葉県千葉市花見川区幕張町５ー４１７ー２８
千葉市　花見川区 向原 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４０８
千葉市　花見川区 幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー１３４１
千葉市　花見川区 花園 千葉県千葉市花見川区花園１－２０－１６
千葉市　花見川区 千種 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６
千葉市　花見川区 千葉柏井町 千葉県千葉市花見川区柏井町１５５１－９
千葉市　花見川区 千葉さつきが丘 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－２８－１
千葉市　花見川区 千葉幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷６ー２４ー３１
千葉市　花見川区 千葉瑞穂の杜 千葉県千葉市花見川区瑞穂３丁目１－３
千葉市　花見川区 千葉畑町 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘５－３２－２５
千葉市　花見川区 千葉花島町 千葉県千葉市花見川区花島町４８０－３



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 千葉市　花見川区 千葉天戸台 千葉県千葉市花見川区天戸町１０４０－４

千葉市　若葉区 千葉大宮台３丁目 千葉県千葉市若葉区大宮町２１４０－２
千葉市　若葉区 千葉御殿町 千葉県千葉市若葉区御殿町２５４２－２
千葉市　若葉区 都賀 千葉県千葉市若葉区都賀５－２０－１
千葉市　若葉区 千葉若葉北通り 千葉県千葉市若葉区若松町２０８７－４
千葉市　若葉区 千葉谷当町 千葉県千葉市若葉区谷当町１０８４－１
千葉市　若葉区 千葉桜木北２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木北２－２７－６
千葉市　若葉区 千葉宮田 千葉県千葉市若葉区中田町１１２０
千葉市　若葉区 千葉御成街道若松 千葉県千葉市若葉区若松町４１０－１
千葉市　若葉区 千葉東寺山町 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２４
千葉市　若葉区 千葉桜木町 千葉県千葉市若葉区桜木５丁目９番２２号
千葉市　若葉区 千葉殿台町 千葉県千葉市若葉区殿台町１０６
千葉市　若葉区 千葉小倉町 千葉県千葉市若葉区若松町２３７５番５
千葉市　若葉区 千葉都賀２丁目 千葉県千葉市若葉区都賀２丁目１０番２
千葉市　若葉区 千葉若松北 千葉県千葉市若葉区若松町６４－１
千葉市　若葉区 千葉高品町 千葉県千葉市若葉区高品町１５８６－１
千葉市　若葉区 千葉みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１０－２３
千葉市　若葉区 千葉愛生町 千葉県千葉市若葉区愛生町４１－１
千葉市　若葉区 千葉北谷津 千葉県千葉市若葉区北谷津町３３１－２
千葉市　若葉区 千葉桜木町北 千葉県千葉市若葉区桜木６丁目１番１５号
千葉市　若葉区 千葉若松町 千葉県千葉市若葉区若松町５３１－４０
千葉市　若葉区 千葉坂月町 千葉県千葉市若葉区坂月町２０９－１
千葉市　若葉区 千葉みつわ台北 千葉県千葉市若葉区若松町７１７－１５
千葉市　若葉区 千葉小倉東 千葉県千葉市若葉区小倉町１３０８－１
千葉市　若葉区 千葉桜木８丁目 千葉県千葉市若葉区桜木８－２９－１
千葉市　若葉区 千葉小倉南 千葉県千葉市若葉区小倉町７７６－１
千葉市　中央区 千葉宮崎町中央 千葉県千葉市中央区宮崎町４８４－１
千葉市　中央区 千葉浜野東 千葉県千葉市中央区村田町１１０９
千葉市　中央区 千葉中央３丁目 千葉県千葉市中央区中央３丁目３－８
千葉市　中央区 西千葉本通り 千葉県千葉市中央区松波２丁目８－５
千葉市　中央区 千葉駅前大通り 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１
千葉市　中央区 千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－２
千葉市　中央区 千葉富士見１丁目 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１２番地１
千葉市　中央区 ＫＯＹＯ千葉県がんセンター 千葉県千葉市中央区仁戸名町６６６－２
千葉市　中央区 千葉駅西口 千葉県千葉市中央区新千葉２丁目２番１号
千葉市　中央区 千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町５０６－３
千葉市　中央区 千葉ラ・ピエール通り 千葉県千葉市中央区富士見２丁目４番３
千葉市　中央区 千葉県庁中庁舎 千葉市中央区市場町１番１号千葉県庁中庁舎地下１階
千葉市　中央区 千葉松波 千葉県千葉市中央区松波３－３－２
千葉市　中央区 千葉青葉の森南口 千葉県千葉市中央区青葉町１２５０番地２
千葉市　中央区 千葉塩田町 千葉県千葉市中央区塩田町３９０－２
千葉市　中央区 千葉青葉町 千葉県千葉市中央区青葉町１２７１－２
千葉市　中央区 ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１
千葉市　中央区 千葉都町１丁目 千葉県千葉市中央区都町１丁目２７番６号
千葉市　中央区 千葉蘇我駅前 千葉県千葉市中央区南町２－１６－１
千葉市　中央区 千葉大巌寺 千葉県千葉市中央区大巌寺町２７５
千葉市　中央区 千葉みなと駅前 千葉県千葉市中央区千葉港７－１
千葉市　中央区 千葉中央港１丁目 千葉県千葉市中央区中央港１－２６－２８
千葉市　中央区 千葉駅北口 千葉県千葉市中央区弁天１－１－５
千葉市　中央区 千葉浜野西 千葉県千葉市中央区浜野町１０２５－２５６
千葉市　中央区 千葉白旗 千葉県千葉市中央区白旗２ー１２ー１３
千葉市　中央区 千葉神明町 千葉県千葉市中央区神明町２０６ー３
千葉市　中央区 蘇我 千葉県千葉市中央区蘇我３－１－５
千葉市　中央区 千葉末広 千葉県千葉市中央区末広２－１２－８
千葉市　中央区 登戸 千葉県千葉市中央区登戸２ー７ー３
千葉市　中央区 弁天町 千葉県千葉市中央区弁天２丁目１６番１６号
千葉市　中央区 千葉本町 千葉県千葉市中央区本町３－４－３



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 千葉市　中央区 浜野 千葉県千葉市中央区浜野町１０２０

千葉市　中央区 千葉宮崎１丁目 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８
千葉市　中央区 千葉公園駅前 千葉県千葉市中央区椿森２丁目４－５
千葉市　中央区 千葉蘇我町２丁目 千葉県千葉市中央区蘇我２丁目２３番１５号
千葉市　中央区 千葉星久喜東 千葉県千葉市中央区星久喜町５７７ー６
千葉市　中央区 千葉寺駅前 千葉県千葉市中央区千葉寺町１１９５－４
千葉市　中央区 千葉栄町 千葉県千葉市中央区栄町２６ー４
千葉市　中央区 千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１２－３
千葉市　中央区 千葉青葉の森公園 千葉県千葉市中央区青葉町１２５９
千葉市　中央区 千葉都町２丁目 千葉県千葉市中央区都町２丁目２７－１１
千葉市　中央区 西千葉駅南口 千葉県千葉市中央区春日２－１３－１０
千葉市　中央区 千葉南生実町 千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１
千葉市　中央区 千葉新田町 千葉県千葉市中央区新田町１６－７
千葉市　中央区 千葉都町 千葉県千葉市中央区都町６丁目１８番１号
千葉市　中央区 千葉宮崎町 千葉県千葉市中央区宮崎町５３０番
千葉市　中央区 千葉中央郵便局前 千葉県千葉市中央区中央港１－１３－１
千葉市　中央区 千葉弁天４丁目 千葉県千葉市中央区弁天４丁目１１番
千葉市　中央区 千葉中央２丁目 千葉県千葉市中央区中央２丁目８番２号
千葉市　中央区 千葉赤井町 千葉県千葉市中央区赤井町７４６－２
千葉市　中央区 千葉都町東 千葉県千葉市中央区都町５丁目２５番１７号
千葉市　中央区 千葉祐光２丁目 千葉県千葉市中央区祐光２－１３－７
千葉市　中央区 千葉富士見２丁目 千葉県千葉市中央区富士見２－１６－１
千葉市　中央区 千葉富士見 千葉県千葉市中央区富士見２－１１－１
千葉市　中央区 千葉生実町 千葉県千葉市中央区生実町２５１６－１
千葉市　中央区 ７ＦＳそごう千葉 千葉県千葉市中央区新町１０００
千葉市　中央区 千葉今井 千葉県千葉市中央区今井２－１２－４
千葉市　美浜区 千葉幸町団地 千葉県千葉市美浜区幸町２丁目１番２５号
千葉市　美浜区 千葉新港北 千葉県千葉市美浜区新港８７－３
千葉市　美浜区 千葉高浜４丁目 千葉県千葉市美浜区高浜４丁目１１－１
千葉市　美浜区 ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４
千葉市　美浜区 検見川浜駅南口 千葉県千葉市美浜区磯辺６丁目８－１
千葉市　美浜区 千葉新港東 千葉県千葉市美浜区新港４２－１
千葉市　美浜区 幕張西 千葉県千葉市美浜区幕張西２－７－１９
千葉市　美浜区 千葉稲毛海岸駅前 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目２３番２号
千葉市　美浜区 検見川浜 千葉市美浜区磯辺４ー３ー３
千葉市　美浜区 千葉真砂 千葉県千葉市美浜区真砂１－４－２７
千葉市　美浜区 千葉幸町 千葉県千葉市美浜区幸町１丁目１５－１
千葉市　美浜区 千葉高洲３丁目 千葉県千葉市美浜区高洲３－１４－６
千葉市　美浜区 千葉新港 千葉県千葉市美浜区新港２１９－３
千葉市　美浜区 千葉幸町２丁目 千葉県千葉市美浜区幸町２ー２４ー４３
千葉市　美浜区 千葉高浜 千葉県千葉市美浜区高浜４丁目１番４号
千葉市　美浜区 千葉高洲１丁目 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目１－３３
千葉市　美浜区 ワールドビジネスガーデン 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６
千葉市　美浜区 千葉海浜幕張駅前 千葉県千葉市美浜区ひび野１－９
千葉市　緑区 千葉高田町 千葉県千葉市緑区高田町１０７８番１
千葉市　緑区 千葉あすみが丘１丁目 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目４４－２
千葉市　緑区 千葉小金沢坂下 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－３４－１
千葉市　緑区 千葉誉田１丁目 千葉県千葉市緑区誉田町１－７８９－６
千葉市　緑区 千葉おゆみ野３丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１４ー３
千葉市　緑区 千葉あすみが丘東 千葉市緑区あすみが丘東１－１９－２
千葉市　緑区 千葉鎌取駅前 千葉県千葉市緑区おゆみ野２－４－１０
千葉市　緑区 千葉鎌取町 千葉県千葉市緑区鎌取町２７３－２３
千葉市　緑区 千葉おゆみ野南２丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－３－７
千葉市　緑区 千葉土気駅前 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－１９－８
千葉市　緑区 千葉おゆみ野中央１丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央１－１９－６
千葉市　緑区 おゆみ野南５丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５－１－５
千葉市　緑区 千葉誉田駅前 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目７－８



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 千葉市　緑区 千葉古市場 千葉県千葉市緑区古市場町４１９－１

千葉市　緑区 千葉誉田２丁目 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２１番２４２
千葉市　緑区 千葉土気町 千葉県千葉市緑区土気町１５１６－４
船橋市 船橋駅南口 千葉県船橋市本町４－２－２０
船橋市 船橋夏見西 千葉県船橋市夏見１丁目４－４０
船橋市 船橋海神一丁目 千葉県船橋市海神１丁目８－７
船橋市 新京成ＳＴ三咲 千葉県船橋市三咲２丁目２番１号
船橋市 船橋本町２丁目 千葉県船橋市本町２丁目１２－４
船橋市 新京成ＳＴ高根公団 千葉県船橋市高根台１－６－１
船橋市 船橋高根台 千葉県船橋市高根台６－４１－１
船橋市 船橋馬込沢 千葉県船橋市馬込町７１６－１３
船橋市 船橋前原西 千葉県船橋市前原西２－３４－２０
船橋市 新京成ＳＴ北習志野 千葉県船橋市習志野台３－１－１
船橋市 船橋京成海神 千葉県船橋市海神６丁目５番１２号
船橋市 下総中山駅北口通り 千葉県船橋市本中山２丁目１６番１１号
船橋市 船橋二和東５丁目 千葉県船橋市二和東５丁目６３－１
船橋市 船橋若松１丁目 千葉県船橋市若松１－２－６
船橋市 西船橋駅南口 千葉県船橋市印内町５９４－１
船橋市 原木中山駅前 千葉県船橋市本中山７丁目１３番
船橋市 船橋西習志野４丁目 千葉県船橋市西習志野４丁目２２番１０号
船橋市 船橋本町４丁目 千葉県船橋市本町４丁目４０番１３号
船橋市 船橋本町 千葉県船橋市本町１丁目３１番５号
船橋市 船橋本中山２丁目 千葉県船橋市本中山２－１７－３
船橋市 船橋本町７丁目 千葉県船橋市本町７丁目１２－１３
船橋市 船橋薬円台駅前 千葉県船橋市薬円台６－２－３
船橋市 船橋北本町２丁目 千葉県船橋市北本町２－６６－２１
船橋市 船橋前原西２丁目 千葉県船橋市前原西２－２１－１０
船橋市 船橋二和向台駅前 千葉県船橋市二和東６丁目１６－２３
船橋市 船橋北習志野駅前 千葉県船橋市習志野台２－１－６
船橋市 船橋坪井町 千葉県船橋市坪井東３丁目１３番１８号
船橋市 船橋宮本 千葉県船橋市宮本２－２－１
船橋市 西船 千葉県船橋市西船４－２２－２
船橋市 船橋宮本３丁目 千葉県船橋市宮本３－９－２
船橋市 東船橋２丁目 千葉県船橋市東船橋２－１０－１２
船橋市 船橋滝不動駅前 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号
船橋市 船橋本中山３丁目 千葉県船橋市本中山３ー２４ー１７
船橋市 船橋印内町 千葉県船橋市印内町６３８ー１
船橋市 飯山満駅前 千葉県船橋市芝山３－１２－５
船橋市 船橋二和東６丁目 千葉県船橋市二和東６－２－５
船橋市 船橋葛飾２丁目 千葉県船橋市葛飾町２ー３８４
船橋市 東船橋４丁目 千葉県船橋市東船橋４－６－５
船橋市 船橋本町１丁目 千葉県船橋市本町１－９－９
船橋市 ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 千葉県船橋市浜町２－１－１
匝瑳市 八日市場飯倉 千葉県匝瑳市飯倉台１９－１９
匝瑳市 八日市場郵便局前 千葉県匝瑳市八日市場ロ－９２
袖ケ浦市 袖ケ浦駅北口 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目３３番２
袖ケ浦市 袖ヶ浦長浦駅北口 千葉県袖ヶ浦市長浦１番９８
袖ケ浦市 袖ケ浦市役所北 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目９番７
袖ケ浦市 袖ケ浦奈良輪 千葉県袖ケ浦市奈良輪１－６－１６
袖ケ浦市 袖ヶ浦東横田 千葉県袖ケ浦市横田４０８
銚子市 銚子新生 千葉県銚子市新生町２－４－１２
銚子市 銚子犬吠埼 千葉県銚子市高神東町９６５３番地
銚子市 銚子松岸 千葉県銚子市松岸町３丁目３１０
銚子市 銚子笠上町 千葉県銚子市笠上町６０７４－２
東金市 東金福俵 千葉県東金市福俵８１５番地
東金市 東金東上宿 千葉県東金市東上宿２－１４－１
東金市 東金求名 千葉県東金市求名９７ー２



都道府県 市町村 店名 住所
千葉県 南房総市 安房和田町海発 千葉県南房総市和田町松田１－３

柏市 柏豊四季駅東 千葉県柏市豊四季１８５－２３
柏市 Ｉｉｎｇセブンパ－クアリオ柏 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏
柏市 柏あけぼの４丁目 千葉県柏市あけぼの４－１－３
柏市 柏豊住３丁目 千葉県柏市豊住３－３－２
柏市 ＤａｙＯｎｅタワー柏 千葉県柏市柏１丁目７番１
柏市 柏１丁目 千葉県柏市柏１－１－１１
柏市 柏大室３丁目 千葉県柏市大室３丁目１－１５
柏市 ＡＩＭＳＧリアルティ柏 千葉県柏市新十余二１３－１－３
柏市 柏駅南口 千葉県柏市柏１－２－２７
柏市 北柏３丁目 千葉県柏市北柏３丁目１４－１
柏市 柏逆井 千葉県柏市逆井１丁目６番１２号
柏市 柏加賀３丁目 千葉県柏市加賀３－２７－６
柏市 南柏駅東口 千葉県柏市今谷上町７０番１
柏市 柏３丁目 千葉県柏市柏３－７－２４
白井市 西白井駅前 千葉県白井市けやき台１－２－２
白井市 白井大山口 千葉県白井市根１９４６－１
白井市 白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１
八街市 八街榎戸駅前 千葉県八街市榎戸９０９－１
八千代市 八千代台東 千葉県八千代市八千代台東１丁目２０－１９
八千代市 八千代台北 千葉県八千代市八千代台北１６丁目１－１５
八千代市 八千代新川通り 千葉県八千代市村上南２丁目６番地１
八千代市 八千代村上 千葉県八千代市勝田台北１－１２－３
八千代市 京成大和田駅前 千葉県八千代市大和田１００２－１
富津市 富津青堀駅前 千葉県富津市大堀１丁目２２番地５
茂原市 茂原駅前 千葉県茂原市千代田町１－６
木更津市 木更津朝日１丁目 千葉県木更津市朝日１丁目９１８番３
木更津市 木更津北インター 千葉県木更津市笹子５９７
木更津市 木更津駅東口 千葉県木更津市大和２丁目２－１
野田市 野田尾崎西 千葉県野田市尾崎字堂山３３８番７
野田市 野田愛宕 千葉県野田市野田８３６番地６
野田市 野田山崎 千葉県野田市山崎１５６０－２
野田市 野田尾崎 千葉県野田市尾崎２１５７－１
野田市 野田梅郷駅西口 千葉県野田市山崎１８５３－１
流山市 流山西初石３丁目 千葉県流山市西初石３丁目１３－４
流山市 流山初石駅前 千葉県流山市西初石３－９８－３２
流山市 流山おおたかの森駅東口 千葉県流山市おおたかの森東１丁目５番地３
流山市 流山おおたかの森駅西口 千葉県流山市おおたかの森西１丁目３番地１
流山市 流山セントラルパーク 千葉県流山市前平井字ゑぼうち１１
流山市 南流山駅前 千葉県流山市南流山２－４－１
流山市 流山江戸川台東 千葉県流山市江戸川台東２ー２３
流山市 北流山 千葉県流山市加１－１５８３
流山市 南流山郵便局前 千葉県流山市南流山３－１１－３
流山市 南流山東 千葉県流山市南流山１－４－３
流山市 南流山４丁目 千葉県流山市南流山４丁目１０－１０

大阪府 茨木市 茨木豊川３丁目 大阪府茨木市豊川３丁目７－３３
茨木市 ＡＩＭ立命館いばらきキャンパス 大阪府茨木市岩倉町２－１５０
茨木市 茨木西中条町 大阪府茨木市西中条町１４－１８
茨木市 モノウェル南茨木 大阪府茨木市天王２丁目１番の１３番地
茨木市 ＪＲ茨木駅西 大阪府茨木市西駅前町１４－５
茨木市 茨木東奈良 大阪府茨木市東奈良３－３－２７
茨木市 茨木東奈良３丁目 大阪府茨木市東奈良３丁目１４－１０
茨木市 ハートインＪＲ茨木駅改札口 大阪府茨木市駅前１丁目１番
茨木市 茨木三島町 大阪府茨木市三島町３－７
茨木市 茨木舟木町東 大阪府茨木市舟木町７－１１
茨木市 阪急茨木市駅東 大阪府茨木市双葉町４－２０
羽曳野市 羽曳野古市駅前 大阪府羽曳野市栄町２番１号



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 羽曳野市 羽曳野栄町 大阪府羽曳野市栄町６９１番１

河内長野市 河内長野本町 大阪府河内長野市本町２３－１２
河内長野市 三日市町駅前 大阪府河内長野市三日市町６９番１
河内長野市 河内長野楠町西 大阪府河内長野市楠町西９１２－１
貝塚市 貝塚半田 大阪府貝塚市半田２丁目９番２１号
貝塚市 貝塚二色浜南 大阪府貝塚市澤５６７－１
貝塚市 貝塚麻生中 大阪府貝塚市麻生中１０７０番１
貝塚市 貝塚西町 大阪府貝塚市西町９－５
貝塚市 貝塚東山 大阪府貝塚市東山７丁目１－１２
貝塚市 貝塚地蔵堂 大阪府貝塚市地蔵堂９７
岸和田市 岸和田南町 大阪府岸和田市南町３０番８号
岸和田市 岸和田宮本町 大阪府岸和田市宮本町１２－２５
岸和田市 岸和田土生町８丁目 大阪府岸和田市土生町８丁目１－２５
岸和田市 ハートインＪＲ東岸和田駅改札口 大阪府岸和田市土生町４丁目１番１号
岸和田市 和泉大宮駅前 大阪府岸和田市上野町東８－１８
交野市 交野倉治７丁目 大阪府交野市倉治７丁目５１－２９
交野市 交野市役所前 大阪府交野市私部３丁目６－５
高石市 高石高師浜 大阪府高石市高師浜１丁目１６－１
高石市 高石駅南 大阪府高石市千代田３丁目６－３
高石市 北助松駅前 大阪府高石市綾園７丁目８－２８
高石市 高石総合体育館前 大阪府高石市西取石３丁目１５５７－１
高石市 高石取石７丁目 大阪府高石市取石７丁目１－５５
高槻市 ハートインＪＲ高槻駅中央口 大阪府高槻市白梅町１－１
高槻市 高槻城北通り 大阪府高槻市城北町１－２－６
高槻市 高槻奈佐原元町 大阪府高槻市奈佐原元町４７番４１
高槻市 高槻天神町１丁目 大阪府高槻市天神町１丁目１－１
高槻市 高槻大畑町 大阪府高槻市大畑町８番５号
高槻市 ハートインＪＲ摂津富田駅改札口 大阪府高槻市富田町１－１－１８
高槻市 高槻富田丘町 大阪府高槻市富田丘町１４－２１
高槻市 阪急富田駅北口 大阪府高槻市富田町１丁目１３－８
高槻市 ハートインビエラ高槻 大阪府高槻市白梅町１番４号
高槻市 高槻高槻町 大阪府高槻市高槻町１２－２３
高槻市 高槻八丁西町 大阪府高槻市八丁西町８ー２７
高槻市 高槻富田５丁目 大阪府高槻市富田町５－１－１４
高槻市 高槻芥川１丁目 大阪府高槻市芥川町１丁目７番７号
高槻市 高槻上田辺町 大阪府高槻市上田辺町１０番１号
高槻市 ミューズ高槻 大阪府高槻市白梅町４－３
阪南市 阪南鳥取 大阪府阪南市鳥取２０２
阪南市 阪南箱作 大阪府阪南市箱作３５２１－２
阪南市 阪南市役所前 大阪府阪南市黒田５９２－３
阪南市 阪南自然田 大阪府阪南市自然田４４０－１
堺市　堺区 堺熊野町東４丁 大阪府堺市堺区熊野町東４丁１－２２
堺市　堺区 堺山本町５丁 大阪府堺市堺区山本町５丁９４－２
堺市　堺区 堺松屋大和川通 大阪府堺市堺区松屋大和川通１－９－１
堺市　堺区 堺浜シーサイド 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２
堺市　堺区 堺浅香山町３丁 大阪府堺市堺区浅香山町３丁４－３
堺市　西区 ハートインＪＲ鳳駅東口 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地
堺市　西区 堺大鳥大社前 大阪府堺市西区鳳中町６丁２０９番１
堺市　西区 堺上野芝町３丁 大阪府堺市西区上野芝町３丁８－１
堺市　西区 堺浜寺石津町西２丁 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁９－１
堺市　西区 堺浜寺諏訪森町 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西１丁２８－１１
堺市　西区 堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３
堺市　西区 堺平岡町 大阪府堺市西区平岡町１７－２
堺市　西区 堺津久野駅前 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番２５号
堺市　西区 堺浜寺石津町中 大阪府堺市西区浜寺石津町中２－３８９－４
堺市　西区 堺下田町 大阪府堺市西区下田町２５－２９
堺市　西区 堺鳳西町１丁 大阪府堺市西区鳳西町１丁８６番１



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 堺市　西区 堺鳳中町８丁 大阪府堺市西区鳳中町８丁１

堺市　西区 堺草部 大阪府堺市西区草部７６７－１
堺市　西区 堺鳳西町２丁 大阪府堺市西区鳳西町２－１５－５
堺市　中区 堺深井中町 大阪府堺市中区深井中町６１７－２
堺市　中区 堺学園町 大阪府堺市中区学園町３番１２号
堺市　中区 堺八田西町 大阪府堺市中区八田西町２－４－１
堺市　中区 堺小阪西 大阪府堺市中区小阪６５１番２
堺市　中区 堺土師町１丁 大阪府堺市中区土師町１丁１１－２６号
堺市　中区 堺辻之 大阪府堺市中区辻之２３５番３
堺市　中区 堺楢葉 大阪府堺市中区楢葉１４８－１
堺市　中区 堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号
堺市　東区 初芝駅東 大阪府堺市東区日置荘西町３丁１－１
堺市　東区 堺野田 大阪府堺市東区北野田７８０－１６
堺市　東区 堺出雲大社前 大阪府堺市東区日置荘西町７－１０－３
堺市　東区 堺大美野東 大阪府堺市東区大美野２－１０
堺市　東区 堺日置荘原寺町 大阪府堺市東区日置荘原寺町４２５－１
堺市　東区 堺登美丘東 大阪府堺市東区高松２３５－１
堺市　東区 堺白鷺町３丁 大阪府堺市東区白鷺町３丁１７番５号
堺市　東区 堺日置荘北町 大阪府堺市東区日置荘北町２丁１８－１８
堺市　南区 堺若松台３丁 大阪府堺市南区若松台３丁３４－６
堺市　南区 泉北高速光明池駅 大阪府堺市南区新檜尾台２丁１番１号
堺市　南区 泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号
堺市　南区 泉北槇塚台 大阪府堺市南区釜室１０２４－１
堺市　南区 堺若松台１丁 大阪府堺市南区若松台１－２－１
堺市　南区 堺赤坂台６丁 大阪府堺市南区赤坂台６丁２０－１１
堺市　南区 堺和田東 大阪府堺市南区和田東９３４－１８
堺市　美原区 堺美原区役所前 大阪府堺市美原区黒山４０４－１
堺市　北区 堺中百舌鳥駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁５８番
堺市　北区 堺蔵前町 大阪府堺市北区蔵前町２丁１２２７番１
堺市　北区 堺百舌鳥梅町１丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁１８－１４
堺市　北区 堺中百舌鳥駅南口 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁１６番
堺市　北区 堺百舌鳥梅町３丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３丁３１－１０
堺市　北区 堺東上野芝町２丁 大阪府堺市北区東上野芝町２丁４５６－１
堺市　北区 堺中百舌鳥団地前 大阪府堺市北区金岡町１９６５－１
三島郡　島本町 島本町青葉１丁目 大阪府三島郡島本町青葉１丁目１０番１号
三島郡　島本町 島本高浜 大阪府三島郡島本町高浜３丁目６－２１
守口市 守口京阪本通１丁目東 大阪府守口市京阪本通１丁目２８番
松原市 松原天美南５丁目 大阪府松原市天美南５丁目１４－１２
寝屋川市 寝屋川八坂町西 大阪府寝屋川市八坂町９－１６
寝屋川市 寝屋川宇谷町 大阪府寝屋川市宇谷町１－１９
寝屋川市 寝屋川萱島南 大阪府寝屋川市萱島南町７番１５号
寝屋川市 寝屋川打上中町 大阪府寝屋川市打上中町１－２
寝屋川市 寝屋川日之出町 大阪府寝屋川市日之出町３－１
吹田市 モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内
吹田市 ハートインＪＲ吹田駅東改札口 大阪府吹田市朝日町１－１
吹田市 ハートインＪＲ岸辺駅改札口 大阪府吹田市岸部南１－１６－１
吹田市 吹田豊二 大阪府吹田市豊津町４－５０
吹田市 ７ＦＳ大阪大学本部西 大阪府吹田市山田丘１番５号
吹田市 吹田竹見台 大阪府吹田市竹見台３丁目６－１
吹田市 南千里駅前 大阪府吹田市津雲台１丁目２０－４
吹田市 吹田青葉丘南 大阪府吹田市青葉丘南２－５
吹田市 ハートインＪＲ吹田駅中央口 大阪府吹田市朝日町１－１
吹田市 ハートインビエラ岸辺健都 大阪府吹田市岸部新町１７
吹田市 吹田江坂町１丁目 大阪府吹田市江坂町１丁目１２番１６
吹田市 吹田元町 大阪府吹田市元町３３番７号
吹田市 吹田関大前 大阪府吹田市千里山東１－７－２８
吹田市 吹田岸部南１丁目 大阪府吹田市岸部南１－２０－１２



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 吹田市 吹田江の木町 大阪府吹田市江の木町６－１４

吹田市 ＪＲ岸辺駅北 大阪府吹田市岸部中３－１４－１
吹田市 吹田広芝町北 大阪府吹田市広芝町３－２９
吹田市 吹田広芝町 大阪府吹田市広芝町１２番１
吹田市 江坂エスコタウン 大阪府吹田市豊津町１０－２
吹田市 阪急山田駅前 大阪府吹田市山田西４－２－４３
吹田市 吹田山田北 大阪府吹田市山田北１０－１
吹田市 ７ＦＳ大阪大学千里門 大阪府吹田市山田丘３－１微生物病研究所南館１Ｆ
摂津市 ハートインＪＲ千里丘駅西口 大阪府摂津市千里丘１－１
摂津市 摂津千里丘４丁目 大阪府摂津市千里丘４丁目１５－１９
摂津市 摂津千里丘２丁目 大阪府摂津市千里丘２－１３－２３
泉佐野市 泉佐野高松東 大阪府泉佐野市高松東１－７－３３
泉佐野市 泉佐野上町１丁目 大阪府泉佐野市上町１丁目４－１
泉佐野市 泉佐野日根野駅前 大阪府泉佐野市日根野７０７１番
泉佐野市 りんくうプレミアムアウトレット 大阪府泉佐野市りんくう往来南３－２８
泉大津市 泉大津駅南 大阪府泉大津市田中町６番１８号
泉大津市 泉大津菅原町 大阪府泉大津市菅原町１２１番１
泉大津市 泉大津市役所前 大阪府泉大津市東雲町１０番２１号
泉大津市 泉大津池浦１丁目 大阪府泉大津市池浦町１丁目１４－１
泉大津市 泉大津綾井 大阪府泉大津市綾井４９－１
泉大津市 泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１
泉南郡　熊取町 熊取西 大阪府泉南郡熊取町大久保北３丁目１０２５番１
泉南郡　田尻町 関西空港第２ターミナル 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１３番
泉南郡　岬町 岬町淡輪中 大阪府泉南郡岬町淡輪１１３７－１
泉南郡　岬町 みさき公園前 大阪府泉南郡岬町淡輪３９９０
泉南市 泉南新家 大阪府泉南市新家３１０３－１
泉南市 泉南市役所前 大阪府泉南市樽井２丁目２２番４０号
泉北郡　忠岡町 忠岡中１丁目 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中１丁目７番７号
大阪狭山市 大阪狭山市駅前 大阪府大阪狭山市狭山１丁目２３５５番８
大阪狭山市 大阪狭山草沢 大阪府大阪狭山市茱萸木７丁目２１０５番１
大阪市　阿倍野区 大阪阿倍野元町 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町２－１６
大阪市　阿倍野区 大阪昭和町駅前 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番１号
大阪市　阿倍野区 ハートイン阿倍野松崎町１丁目 大阪府大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番１２号
大阪市　阿倍野区 大阪阿倍野筋５丁目 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目９－３０
大阪市　阿倍野区 大阪西田辺町１丁目 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目１８－５
大阪市　阿倍野区 大阪西田辺駅東 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目２－１
大阪市　阿倍野区 地下鉄阿倍野駅前 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋４丁目２－１９
大阪市　阿倍野区 大阪帝塚山 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山１丁目８－１０
大阪市　阿倍野区 あべの天王寺駅西 大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－１０
大阪市　阿倍野区 寺田町駅南口 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目１２５－１
大阪市　阿倍野区 ＪＲ鶴ヶ丘駅前 大阪府大阪市阿倍野区西田辺２丁目７８－３
大阪市　阿倍野区 大阪阪南町５丁目 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－１６－３
大阪市　阿倍野区 大阪阪南町３丁目 大阪府大阪市阿倍野区阪南町３丁目２０－１
大阪市　阿倍野区 大阪あべの橋 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目３番４７号
大阪市　阿倍野区 大阪松崎町２丁目 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目１０－５
大阪市　阿倍野区 大阪松崎町４丁目 大阪府大阪市阿倍野区松崎町４丁目５－２５
大阪市　阿倍野区 阿倍野高松 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南２丁目５番１３号
大阪市　旭区 大阪清水駅前 大阪府大阪市旭区清水４丁目１－７
大阪市　旭区 大阪千林２丁目 大阪府大阪市旭区千林２丁目１５－２６
大阪市　旭区 大阪森小路１丁目 大阪府大阪市旭区森小路１丁目１－１８
大阪市　旭区 千林商店街西 大阪府大阪市旭区森小路２丁目７－１８
大阪市　旭区 大阪高殿６丁目 大阪府大阪市旭区高殿６丁目１２－１８
大阪市　旭区 大阪高殿２丁目 大阪府大阪市旭区高殿２ー２ー１２
大阪市　旭区 大阪中宮１丁目 大阪府大阪市旭区中宮１丁目４番９号
大阪市　旭区 大阪大宮３丁目 大阪府大阪市旭区大宮３丁目２３－１５
大阪市　港区 大阪弁天町駅前 大阪府大阪市港区波除３丁目９－２２
大阪市　港区 大阪田中１丁目 大阪府大阪市港区田中１－８－２４



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　港区 大阪築港１丁目 大阪府大阪市港区築港１丁目６－２４

大阪市　港区 ハートインＪＲ弁天町駅南口 大阪府大阪市港区波除３丁目１１番６号
大阪市　港区 大阪市岡１丁目 大阪府大阪市港区市岡１丁目１－２４
大阪市　港区 大阪築港４丁目 大阪府大阪市港区築港４丁目９－２
大阪市　港区 大阪市岡元町１丁目 大阪府大阪市港区市岡元町１丁目２－２７
大阪市　港区 大阪弁天２丁目 大阪府大阪市港区弁天２－１４－３
大阪市　港区 大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４
大阪市　港区 大阪港晴３丁目 大阪府大阪市港区港晴３丁目１－１４
大阪市　港区 大阪天保山 大阪府大阪市港区築港４－３－２６
大阪市　港区 大阪磯路２丁目 大阪府大阪市港区磯路２丁目２０－１
大阪市　港区 大阪夕凪１丁目 大阪府大阪市港区夕凪１丁目６－１０　
大阪市　港区 大阪弁天４丁目 大阪府大阪市港区弁天４－８－１５
大阪市　港区 大阪三先１丁目 大阪府大阪市港区三先１丁目１－１６
大阪市　港区 大阪三先２丁目 大阪府大阪市港区三先２丁目１４－３７
大阪市　此花区 ハートインＪＲ西九条駅改札口 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１８
大阪市　此花区 ハートインＪＲＵＣ駅改札口 大阪府大阪市此花区島屋６－２－２８
大阪市　此花区 大阪桜島駅前 大阪府大阪市此花区桜島５１１－２
大阪市　此花区 大阪春日出中１丁目 大阪府大阪市此花区春日出中１丁目１－１８
大阪市　此花区 千鳥橋駅前 大阪府大阪市此花区梅香３－３２－１３
大阪市　此花区 大阪桜島３丁目 大阪府大阪市此花区桜島３丁目３－２３
大阪市　此花区 大阪西九条駅前 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１７
大阪市　此花区 大阪夢洲 大阪府大阪市此花区夢洲東１丁目２－１８
大阪市　住吉区 大阪南住吉１丁目 大阪府大阪市住吉区南住吉１丁目１番２７号
大阪市　住吉区 地下鉄あびこ駅西 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１－３７
大阪市　住吉区 ハートインＪＲ長居駅改札口 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目３番５２号
大阪市　住吉区 地下鉄あびこ駅東 大阪府大阪市住吉区苅田７－１１－５
大阪市　住吉区 大阪長居東１丁目 大阪府大阪市住吉区長居東１－１９－１３
大阪市　住吉区 ハートインＪＲ杉本町駅西口 大阪府大阪市住吉区杉本３丁目２番７３号
大阪市　住吉区 大阪山之内１丁目 大阪府大阪市住吉区山之内１丁目１５番７号
大阪市　住吉区 大阪千躰２丁目 大阪府大阪市住吉区千躰２丁目１－１９
大阪市　住吉区 大阪長居東４丁目 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目１４番１９号
大阪市　住吉区 大阪東粉浜１丁目 大阪府大阪市住吉区東粉浜１丁目６番１７号
大阪市　住吉区 大阪苅田２丁目 大阪府大阪市住吉区苅田２丁目１５－３
大阪市　住吉区 大阪山之内元町 大阪府大阪市住吉区山之内元町１－２４
大阪市　住吉区 大阪長居１丁目 大阪府大阪市住吉区長居１－２－２
大阪市　住吉区 大阪長居西１丁目 大阪府大阪市住吉区長居西１丁目１３－２０
大阪市　住吉区 大阪万代５丁目 大阪府大阪市住吉区万代５丁目９－８
大阪市　住吉区 大阪住吉１丁目 大阪府大阪市住吉区住吉１－１－１２
大阪市　住吉区 ＪＲ長居駅前 大阪府大阪市住吉区長居２－１３－８
大阪市　住之江区 大阪南港東４丁目 大阪府大阪市住之江区南港東４－５－４０
大阪市　住之江区 大阪御崎５丁目 大阪府大阪市住之江区御崎５丁目１１－４
大阪市　住之江区 大阪御崎８丁目 大阪府大阪市住之江区御崎８－７－２
大阪市　住之江区 大阪南港北１丁目 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１９－７
大阪市　住之江区 大阪柴谷１丁目 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目２－６７
大阪市　住之江区 大阪安立３丁目 大阪府大阪市住之江区安立３丁目２－２８
大阪市　住之江区 大阪住之江３丁目 大阪府大阪市住之江区住之江３丁目２番１８号
大阪市　住之江区 大阪御崎１丁目 大阪府大阪市住之江区御崎１丁目７－２２
大阪市　住之江区 大阪浜口東３丁目 大阪府大阪市住之江区浜口東３丁目５－２０
大阪市　住之江区 大阪南港中８丁目 大阪府大阪市住之江区南港中８－１－６
大阪市　住之江区 大阪中加賀屋３丁目 大阪府大阪市住之江区中加賀屋３－１４－２
大阪市　住之江区 大阪北島３丁目 大阪府大阪市住之江区北島３－１－２
大阪市　住之江区 大阪新北島４丁目 大阪府大阪市住之江区新北島４丁目１番２
大阪市　住之江区 大阪北加賀屋１丁目 大阪府大阪市住之江区北加賀屋１－１２－２１
大阪市　住之江区 大阪浜口東２丁目 大阪府大阪市住之江区浜口東２丁目１２－１０
大阪市　住之江区 大阪新北島３丁目 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目６－１２
大阪市　住之江区 大阪南港南１丁目 大阪府大阪市住之江区南港南１－２－２２４
大阪市　城東区 大阪古市３丁目 大阪府大阪市城東区古市３丁目７－１５



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　城東区 大阪中浜３丁目 大阪府大阪市城東区中浜３－２５－１０

大阪市　城東区 大阪関目６丁目 大阪府大阪市城東区関目６丁目１５－２６
大阪市　城東区 大阪蒲生３丁目 大阪府大阪市城東区蒲生３－１５－１７
大阪市　城東区 ＪＳ森之宮団地 大阪府大阪市城東区森之宮１－５－１０１
大阪市　城東区 ハートインＪＲ鴫野駅改札口 大阪府大阪市城東区鴫野西５丁目２－２０
大阪市　城東区 大阪蒲生１丁目 大阪府大阪市城東区蒲生１丁目３－２１
大阪市　城東区 大阪放出西３丁目 大阪府大阪市城東区放出西３－１－５
大阪市　城東区 大阪関目１丁目南 大阪府大阪市城東区成育２丁目１２－２３
大阪市　城東区 大阪鴫野東３丁目 大阪府大阪市城東区鴫野東３丁目１－１７
大阪市　城東区 大阪関目５丁目 大阪府大阪市城東区関目５－５－８
大阪市　城東区 大阪東中浜８丁目 大阪府大阪市城東区東中浜８丁目２－１０
大阪市　城東区 大阪野江３丁目 大阪府大阪市城東区野江３丁目７－１０
大阪市　城東区 地下鉄蒲生４丁目駅前 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７番４号
大阪市　城東区 大阪今福西６丁目 大阪府大阪市城東区今福西６－４－２０
大阪市　城東区 大阪今福東１丁目 大阪府大阪市城東区今福東１丁目５－１２
大阪市　城東区 大阪成育１丁目 大阪府大阪市城東区成育１丁目４－２３
大阪市　城東区 大阪今福南１丁目 大阪府大阪市城東区今福南１－９－１４
大阪市　生野区 大阪林寺２丁目 大阪府大阪市生野区林寺２－１９－１４
大阪市　生野区 大阪勝山北５丁目 大阪府大阪市生野区勝山北５丁目６－１０
大阪市　生野区 大阪中川３丁目 大阪府大阪市生野区中川３－１－６
大阪市　生野区 大阪桃谷５丁目 大阪府大阪市生野区桃谷５－２－８
大阪市　生野区 大阪巽南３丁目 大阪府大阪市生野区巽南３丁目３番１２号
大阪市　生野区 大阪小路２丁目 大阪府大阪市生野区小路２丁目２５番３号
大阪市　生野区 大阪生野西１丁目 大阪府大阪市生野区生野西１丁目１０－１８
大阪市　生野区 地下鉄小路駅東 大阪府大阪市生野区小路東２丁目１１番１４号
大阪市　生野区 大阪中川５丁目 大阪府大阪市生野区中川５丁目１３－１４
大阪市　生野区 大阪新今里４丁目 大阪府大阪市生野区新今里４－１２－１１
大阪市　生野区 大阪巽東４丁目 大阪府大阪市生野区巽東４－１－２
大阪市　生野区 大阪桃谷３丁目 大阪府大阪市生野区桃谷３丁目１７－２３
大阪市　西区 大阪南堀江１丁目南 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１８－１５
大阪市　西区 大阪本田４丁目 大阪府大阪市西区本田４丁目７－２
大阪市　西区 大阪阿波座２丁目 大阪府大阪市西区阿波座２丁目１－１
大阪市　西区 大阪北堀江２丁目 大阪府大阪市西区北堀江２丁目４－２６
大阪市　西区 大阪靱本町２丁目 大阪府大阪市西区靱本町２－３－２
大阪市　西区 大阪立売堀５丁目 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番
大阪市　西区 大阪立売堀３丁目 大阪府大阪市西区立売堀３－８－１７
大阪市　西区 大阪江之子島１丁目 大阪府大阪市西区江之子島１－７－２
大阪市　西区 大阪靭公園東 大阪府大阪市西区靱本町１丁目８－２
大阪市　西区 大阪北堀江４丁目 大阪府大阪市西区北堀江４丁目５－３
大阪市　西区 大阪京町堀１丁目 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１５－１０
大阪市　西区 大阪境川１丁目 大阪府大阪市西区境川１丁目１－３１
大阪市　西区 大阪新町１丁目 大阪府大阪市西区新町１丁目１９番１８号
大阪市　西区 四ツ橋立売堀 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１１号
大阪市　西区 大阪江戸堀１丁目 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目６－１７
大阪市　西区 大阪川口２丁目 大阪府大阪市西区川口２丁目７－２２
大阪市　西区 四ツ橋南堀江 大阪府大阪市西区南堀江１－１１－１７
大阪市　西区 四ツ橋北堀江 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１番２１号
大阪市　西区 大阪南堀江４丁目西 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３０番３３号
大阪市　西区 大阪九条南３丁目 大阪府大阪市西区九条南３－２８－１５
大阪市　西区 大阪京町堀３丁目 大阪府大阪市西区京町堀３丁目５－１３
大阪市　西区 大阪千代崎２丁目 大阪府大阪市西区千代崎２丁目２３番１
大阪市　西区 大阪新町４丁目 大阪府大阪市西区新町４丁目１６－５
大阪市　西区 大阪南堀江１丁目 大阪府大阪市西区南堀江１－２４－１５
大阪市　西区 大阪靱本町１丁目 大阪府大阪市西区靱本町１丁目４－８
大阪市　西区 大阪南堀江４丁目 大阪府大阪市西区南堀江４ー３ー１８
大阪市　西区 大阪立売堀１丁目 大阪府大阪市西区立売堀１－１４－２０
大阪市　西区 大阪西大橋駅前 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２０－１１号



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　西区 大阪立売堀１丁目東 大阪府大阪市西区立売堀１丁目４－２２

大阪市　西区 大阪新町２丁目 大阪府大阪市西区新町２－３－５
大阪市　西区 大阪肥後橋駅前 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１３－２
大阪市　西区 大阪土佐堀ダイビル 大阪府大阪市西区土佐堀２－２－１
大阪市　西区 大阪北堀江３丁目 大阪府大阪市西区北堀江３－１－２０
大阪市　西区 大阪西本町２丁目 大阪府大阪市西区西本町２丁目４－１９
大阪市　西区 大阪江戸堀１丁目西 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１９番１０号
大阪市　西成区 大阪岸里３丁目 大阪府大阪市西成区岸里３丁目１－２２
大阪市　西成区 大阪橘１丁目 大阪府大阪市西成区橘１－１３－１５
大阪市　西成区 大阪鶴見橋２丁目 大阪府大阪市西成区鶴見橋２丁目１１番１２号
大阪市　西成区 大阪岸里東１丁目 大阪府大阪市西成区岸里東１－１９－１８
大阪市　西成区 岸里玉出駅前 大阪府大阪市西成区玉出中２－１－２９
大阪市　西成区 大阪千本中２丁目 大阪府大阪市西成区千本中２丁目１－２５
大阪市　西成区 大阪玉出駅東 大阪府大阪市西成区玉出中２丁目１６－１７
大阪市　西成区 大阪旭２丁目 大阪府大阪市西成区旭２丁目８－１９
大阪市　西成区 大阪南津守１丁目 大阪府大阪市西成区南津守１－５－３０
大阪市　西成区 大阪玉出駅前 大阪府大阪市西成区玉出西２丁目６番７号
大阪市　西成区 大阪南津守６丁目 大阪府大阪市西成区南津守６丁目３－７９
大阪市　西成区 大阪天下茶屋２丁目 大阪府大阪市西成区天下茶屋２－６－３０
大阪市　西淀川区 大阪福町３丁目 大阪府大阪市西淀川区福町３丁目１－８
大阪市　西淀川区 大阪大和田１丁目 大阪府大阪市西淀川区大和田１丁目３－２６
大阪市　西淀川区 大阪柏里３丁目 大阪府大阪市西淀川区柏里３丁目１２－２０
大阪市　西淀川区 西淀川税務署前 大阪府大阪市西淀川区野里２丁目１１－１３
大阪市　大正区 大阪三泉市場通 大阪府大阪市大正区泉尾１丁目１４－２３
大阪市　大正区 大阪三軒家東４丁目 大阪府大阪市大正区三軒家東４－１－２６
大阪市　大正区 大阪千島３丁目 大阪府大阪市大正区千島３－１３－２０
大阪市　大正区 大阪南恩加島４丁目 大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目４－８０
大阪市　大正区 大阪泉尾３丁目 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目１０－１０
大阪市　大正区 大阪千島１丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２８－８
大阪市　大正区 大阪鶴町１丁目 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１２－２
大阪市　大正区 大阪小林東３丁目 大阪府大阪市大正区小林東３－５－１５
大阪市　大正区 大阪鶴町３丁目 大阪府大阪市大正区鶴町３丁目１５－４
大阪市　大正区 大阪三軒家東５丁目 大阪府大阪市大正区三軒家東５－６－１
大阪市　大正区 大阪南恩加島１丁目 大阪府大阪市大正区南恩加島１丁目１－１６
大阪市　中央区 大阪内本町１丁目 大阪府大阪市中央区内本町１－２－５
大阪市　中央区 大阪南久宝寺町１丁目 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１丁目５－４
大阪市　中央区 大阪淡路町２丁目 大阪府大阪市中央区淡路町２－６－１１
大阪市　中央区 大阪南船場２丁目 大阪府大阪市中央区南船場２丁目７－６
大阪市　中央区 難波千日前 大阪府大阪市中央区難波千日前７－１９
大阪市　中央区 大阪大手橋前 大阪府大阪市中央区淡路町１丁目１－２
大阪市　中央区 大阪島町１丁目 大阪府大阪市中央区島町１丁目１番５号
大阪市　中央区 大阪道頓堀２丁目 大阪府大阪市中央区道頓堀２丁目２番９号
大阪市　中央区 ＡＩＭりそな大阪本社ビル 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１
大阪市　中央区 なんばスカイオ 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０
大阪市　中央区 大阪淡路町４丁目 大阪府大阪市中央区淡路町４丁目４－１１
大阪市　中央区 南船場三休橋筋 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１１－２１
大阪市　中央区 大阪伏見町３丁目 大阪府大阪市中央区伏見町３丁目２番４号
大阪市　中央区 心斎橋長堀通西 大阪府大阪市中央区南船場４丁目２９番３
大阪市　中央区 大阪ビジネスパーク東 大阪府大阪市中央区城見２丁目２－５３
大阪市　中央区 大阪谷町９丁目 大阪府大阪市中央区谷町９丁目２番３０
大阪市　中央区 大阪南船場１丁目 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１７－２０
大阪市　中央区 御堂ビル 大阪府大阪市中央区本町４丁目１－１３
大阪市　中央区 大阪天満橋京町 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－３０
大阪市　中央区 大阪島町２丁目 大阪府大阪市中央区島町２丁目３－１９
大阪市　中央区 ハートインＪＲ森ノ宮駅北口 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－１－４５
大阪市　中央区 大阪森ノ宮中央１丁目 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１－３８
大阪市　中央区 北浜道修町通 大阪府大阪市中央区道修町１丁目５番７号



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　中央区 大阪大手通１丁目 大阪府大阪市中央区大手通１－４－４

大阪市　中央区 大阪堺筋本町駅前 大阪府大阪市中央区本町１丁目８－１２
大阪市　中央区 大阪高津２丁目 大阪府大阪市中央区高津２丁目４－１７
大阪市　中央区 大阪今橋２丁目 大阪府大阪市中央区今橋２丁目４番１０号
大阪市　中央区 大阪高津３丁目 大阪府大阪市中央区高津３丁目１４番３０号
大阪市　中央区 大阪高麗橋４丁目 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目８－１０
大阪市　中央区 大阪南船場３丁目 大阪府大阪市中央区南船場３丁目８－６
大阪市　中央区 御堂筋本町 大阪府大阪市中央区南本町４丁目２番５号
大阪市　中央区 大阪内久宝寺町４丁目 大阪府大阪市中央区内久宝寺町４丁目２－１５
大阪市　中央区 読売テレビ 大阪府大阪市中央区城見１丁目３－５０
大阪市　中央区 大阪安堂寺町１丁目 大阪府大阪市中央区安堂寺町１丁目６－１９
大阪市　中央区 大阪西心斎橋２丁目 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１４－４
大阪市　中央区 大阪瓦町４丁目 大阪府大阪市中央区瓦町４－３－４
大阪市　中央区 堺筋本町南 大阪府大阪市中央区南本町１丁目８番４号
大阪市　中央区 心斎橋駅前 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目１０番１３号
大阪市　中央区 大阪堺筋本町 大阪府大阪市中央区本町２－１－６
大阪市　中央区 大阪南久宝寺町２丁目 大阪府大阪市中央区南久宝寺町２丁目１－２
大阪市　中央区 大阪農人橋１丁目 大阪府大阪市中央区農人橋１丁目４－２７
大阪市　中央区 大阪東心斎橋１丁目 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１２－１７
大阪市　中央区 大阪南本町２丁目 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３－１２
大阪市　中央区 大阪平野町３丁目 大阪府大阪市中央区平野町３丁目３－１１
大阪市　中央区 大阪南船場４丁目 大阪府大阪市中央区南船場４－６－２０
大阪市　中央区 大阪南久宝寺町３丁目 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目２－５
大阪市　中央区 大阪谷町６丁目 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４－１
大阪市　中央区 大阪宗右衛門町 大阪市中央区宗右衛門町２－１３
大阪市　中央区 大阪大手前１丁目 大阪府大阪市中央区大手前１－４－１２
大阪市　中央区 大阪玉造１丁目 大阪府大阪市中央区玉造１－１１－８
大阪市　中央区 大阪谷町２丁目 大阪府大阪市中央区谷町２丁目４－６
大阪市　中央区 大阪常盤町１丁目 大阪府大阪市中央区常盤町１丁目３－８
大阪市　中央区 大阪久太郎町４丁目 大阪府大阪市中央区久太郎町４－３－１
大阪市　中央区 大阪平野町２丁目 大阪府大阪市中央区平野町２丁目５－８
大阪市　中央区 大阪日本橋駅東 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目４番１２
大阪市　中央区 大阪安土町１丁目 大阪府大阪市中央区安土町１－６－１４
大阪市　中央区 大阪久太郎町１丁目 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目６番２９号
大阪市　中央区 クリスタ長堀 大阪市中央区南船場２丁目長堀地下街１号
大阪市　中央区 大阪内本町２丁目 大阪府大阪市中央区内本町２丁目３－１７
大阪市　中央区 大阪証券取引所ビル 大阪府大阪市中央区北浜１－８－１６
大阪市　中央区 大阪玉造２丁目 大阪府大阪市中央区玉造２丁目２７－１３
大阪市　中央区 大阪長堀心斎橋 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１－１２
大阪市　中央区 大阪瓦屋町３丁目 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目８番６号
大阪市　中央区 大阪西心斎橋１丁目 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－１５
大阪市　中央区 クリスタ長堀ウエストタウン 大阪府大阪市中央区南船場４丁目長堀地下街７号
大阪市　鶴見区 大阪放出東 大阪府大阪市鶴見区放出東１丁目３－２９
大阪市　鶴見区 大阪緑１丁目 大阪府大阪市鶴見区緑１丁目２－２３
大阪市　鶴見区 大阪横堤４丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目９－２２
大阪市　鶴見区 大阪鶴見６丁目 大阪府大阪市鶴見区鶴見６丁目９－２８
大阪市　鶴見区 なみはやドーム入口 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目８－６
大阪市　鶴見区 大阪今津中１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津中１－４－３３
大阪市　鶴見区 大阪横堤５丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤５－２－２０
大阪市　鶴見区 大阪浜３丁目 大阪府大阪市鶴見区浜３丁目１番１２号
大阪市　鶴見区 大阪今津南１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津南１－６－２
大阪市　鶴見区 ＪＲ放出駅西 大阪府大阪市鶴見区放出東３丁目８－１９
大阪市　鶴見区 大阪茨田大宮２丁目 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目２－１１
大阪市　天王寺区 ハートインＪＲ鶴橋駅１番のりば 大阪府大阪市天王寺区下味原町１番１号
大阪市　天王寺区 ハートインＪＲ桃谷駅南口 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目８番２７号
大阪市　天王寺区 アントレマルシェ天王寺 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番４５号
大阪市　天王寺区 ハートインＪＲ玉造駅改札口 大阪府大阪市天王寺区玉造元町１－４０



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　天王寺区 ハートイン天王寺ミオ本館１２階 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９

大阪市　天王寺区 天王寺生玉町 大阪府大阪市天王寺区生玉町２番２号
大阪市　天王寺区 大阪小橋町 大阪府大阪市天王寺区小橋町３－１６
大阪市　天王寺区 大阪天王寺駅北 大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３
大阪市　天王寺区 大阪上本町２丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町２－１－１８
大阪市　天王寺区 大阪生玉前町 大阪府大阪市天王寺区生玉前町１－２２
大阪市　天王寺区 大阪細工谷１丁目 大阪府大阪市天王寺区細工谷１丁目４－２２
大阪市　天王寺区 大阪鶴橋駅西 大阪府大阪市天王寺区味原町１５－１６
大阪市　天王寺区 大阪生玉前町南 大阪府大阪市天王寺区生玉前町５番１７号
大阪市　天王寺区 大阪上本町６丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９ー１７
大阪市　天王寺区 大阪筆ヶ崎町 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町１－９
大阪市　天王寺区 大阪味原本町 大阪府大阪市天王寺区味原本町１５番１３
大阪市　天王寺区 大阪寺田町２丁目 大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目２－１５
大阪市　都島区 桜ノ宮駅前 大阪府大阪市都島区中野町５丁目２－２１
大阪市　都島区 ハートインＪＲ京橋駅１番のりば 大阪府大阪市都島区片町２－２－６３
大阪市　都島区 地下鉄都島駅前 大阪府大阪市都島区都島本通１－７－１９
大阪市　都島区 大阪東野田町５丁目 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目１１－１５
大阪市　都島区 大阪都島本通２丁目 大阪府大阪市都島区都島本通２丁目１０－１６
大阪市　都島区 大阪毛馬町２丁目 大阪府大阪市都島区毛馬町２丁目１０－３８
大阪市　都島区 ハートインヴィアイン大阪京橋 大阪府大阪市都島区片町２－２－５３
大阪市　都島区 大阪高倉町１丁目 大阪府大阪市都島区高倉町１丁目５－１
大阪市　都島区 大阪内代 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１０番２号
大阪市　都島区 大阪片町 大阪府大阪市都島区東野田町１－１－１
大阪市　都島区 京阪京橋北 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目５番２
大阪市　都島区 大阪東野田町４丁目 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１－１７
大阪市　都島区 大阪友渕町３丁目 大阪府大阪市都島区友渕町３丁目１０－８
大阪市　都島区 エル京橋 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目５－６
大阪市　都島区 大阪都島本通１丁目 大阪府大阪市都島区都島本通１丁目３－２３
大阪市　東住吉区 大阪西今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目１１－１６
大阪市　東住吉区 ハートインＪＲ東部市場前駅前 大阪府大阪市東住吉区杭全１丁目１０－２３
大阪市　東住吉区 大阪今川８丁目 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目１番２０号
大阪市　東住吉区 大阪桑津１丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目２５－１４
大阪市　東住吉区 大阪桑津５丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津５－１０－７
大阪市　東住吉区 東住吉中野４丁目 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目８－１９
大阪市　東住吉区 大阪杭全５丁目 大阪府大阪市東住吉区杭全５丁目１２－４
大阪市　東住吉区 大阪今林４丁目 大阪府大阪市東住吉区今林４丁目１８－６
大阪市　東住吉区 大阪湯里６丁目 大阪府大阪市東住吉区湯里６丁目１３番１７号
大阪市　東住吉区 東住吉中野２丁目 大阪府大阪市東住吉区中野２－８－１４
大阪市　東住吉区 大阪今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目５－２６
大阪市　東住吉区 大阪住道矢田８丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田８丁目１４番１号
大阪市　東住吉区 大阪住道矢田５丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田５丁目２番１８号
大阪市　東成区 ハートインビエラ玉造 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１１－４２
大阪市　東成区 大阪深江南２丁目 大阪府大阪市東成区深江南２丁目１３－２６
大阪市　東成区 大阪中道４丁目 大阪府大阪市東成区中道４丁目１２番２６号
大阪市　東成区 大阪東中本３丁目 大阪府大阪市東成区東中本３－４－１５
大阪市　東成区 大阪深江北２丁目 大阪府大阪市東成区深江北２－９－２８
大阪市　東成区 大阪大今里１丁目 大阪府大阪市東成区大今里１丁目３７番２１号
大阪市　東成区 大阪中本５丁目 大阪府大阪市東成区中本５丁目２６番１６号
大阪市　東成区 大阪中道３丁目 大阪府大阪市東成区中道３丁目１４－９
大阪市　東成区 地下鉄緑橋駅南 大阪府大阪市東成区東中本２－１－３
大阪市　東成区 大阪玉津２丁目 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１７番１７号
大阪市　東成区 地下鉄今里駅前 大阪府大阪市東成区大今里西１－２７－１６
大阪市　東成区 大阪新深江駅南 大阪府大阪市東成区大今里南４－１－１０
大阪市　東成区 大阪新深江駅北 大阪府大阪市東成区深江南１丁目１６－２８
大阪市　東淀川区 大阪西淡路５丁目 大阪府大阪市東淀川区西淡路５丁目１５－１０
大阪市　東淀川区 大阪東淀川駅前 大阪府大阪市東淀川区西淡路１－１５－６
大阪市　東淀川区 大阪下新庄２丁目 大阪府大阪市東淀川区下新庄２丁目１６－４
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大阪府 大阪市　東淀川区 大阪東中島３丁目 大阪府大阪市東淀川区東中島３丁目５－１

大阪市　東淀川区 大阪菅原２丁目 大阪府大阪市東淀川区菅原２丁目１２番９
大阪市　東淀川区 大阪東中島１丁目 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１２－１８
大阪市　東淀川区 大阪瑞光１丁目 大阪府大阪市東淀川区瑞光１ー４ー２８
大阪市　東淀川区 阪急淡路駅東口 大阪府大阪市東淀川区東淡路４－１８－１０
大阪市　東淀川区 大阪豊里６丁目 大阪府大阪市東淀川区豊里６丁目２９－３
大阪市　東淀川区 大阪上新庄１丁目 大阪府大阪市東淀川区上新庄１－２－２２
大阪市　東淀川区 阪急下新庄駅前 大阪府大阪市東淀川区下新庄５－１１－２
大阪市　福島区 大阪海老江２丁目 大阪府大阪市福島区海老江２－１１－１２
大阪市　福島区 大阪福島６丁目北 大阪府大阪市福島区福島６丁目１６番６号
大阪市　福島区 堂島クロスウォーク 大阪府大阪市福島区福島１丁目１－５１
大阪市　福島区 大阪玉川２丁目 大阪府大阪市福島区玉川２丁目８－６
大阪市　福島区 大阪福島２丁目 大阪府大阪市福島区福島２丁目１０－１９
大阪市　福島区 大阪鷺洲１丁目 大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目１２－２
大阪市　福島区 大阪吉野２丁目 大阪府大阪市福島区吉野２丁目９－１０
大阪市　福島区 大阪鷺洲３丁目 大阪府大阪市福島区鷺洲３丁目１０－９
大阪市　福島区 大阪中央卸売市場西口 大阪府大阪市福島区野田２丁目１－５０
大阪市　福島区 ハートインＪＲ福島駅前 大阪府大阪市福島区福島７丁目１－３
大阪市　福島区 ハートインビエラ野田 大阪府大阪市福島区吉野３丁目１番１２号
大阪市　福島区 野田阪神駅北 大阪府大阪市福島区海老江２丁目３番２０号
大阪市　福島区 野田阪神駅前 大阪府大阪市福島区大開１－２０－３４
大阪市　福島区 大阪福島西通 大阪府大阪市福島区福島４－６－４０
大阪市　福島区 大阪福島７丁目 大阪府大阪市福島区福島７－４－２１
大阪市　福島区 大阪金蘭会前 大阪府大阪市福島区福島７－１９－９
大阪市　福島区 大阪玉川３丁目 大阪府大阪市福島区玉川３丁目７－６
大阪市　福島区 大阪福島６丁目 大阪府大阪市福島区福島６－９－１０
大阪市　福島区 ＪＲ野田駅南 大阪府大阪市福島区吉野３－２－２
大阪市　福島区 大阪野田６丁目 大阪府大阪市福島区野田６－４－２０
大阪市　平野区 キヨスクＪＲ平野駅改札口 大阪府大阪市平野区平野元町９－１２
大阪市　平野区 大阪加美南３丁目 大阪府大阪市平野区加美南３－９－１９
大阪市　平野区 喜連瓜破駅南 大阪府大阪市平野区瓜破２丁目２番５８号
大阪市　平野区 大阪長吉長原東１丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原東１丁目７－５
大阪市　平野区 大阪長原駅北 大阪府大阪市平野区長吉長原東２丁目１番４７号
大阪市　平野区 大阪長吉六反１丁目 大阪府大阪市平野区長吉六反１丁目１－７
大阪市　平野区 大阪喜連瓜破駅前 大阪府大阪市平野区喜連２丁目７番１９号
大阪市　平野区 大阪長吉長原２丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原２丁目１１－１２
大阪市　平野区 大阪長原３丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原３丁目５番１
大阪市　平野区 大阪背戸口４丁目 大阪府大阪市平野区背戸口４丁目８－２２
大阪市　平野区 大阪加美東２丁目 大阪府大阪市平野区加美東２丁目６９番５
大阪市　平野区 大阪喜連西１丁目 大阪府大阪市平野区喜連西１丁目１９番２７号
大阪市　平野区 大阪加美正覚寺 大阪府大阪市平野区加美正覚寺３－１－１９
大阪市　平野区 大阪加美東４丁目 大阪府大阪市平野区加美東４丁目１２番２３号
大阪市　平野区 大阪平野駅前 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３
大阪市　平野区 大阪喜連５丁目 大阪府大阪市平野区喜連５丁目１番３号
大阪市　平野区 大阪加美北６丁目 大阪府大阪市平野区加美北６丁目５－１７
大阪市　平野区 大阪長吉川辺２丁目 大阪府大阪市平野区長吉川辺２丁目３－４
大阪市　平野区 大阪西脇２丁目 大阪府大阪市平野区西脇２丁目１０－１４
大阪市　平野区 大阪平野西４丁目 大阪府大阪市平野区平野西４丁目９－１９
大阪市　平野区 大阪瓜破３丁目 大阪府大阪市平野区瓜破３丁目２－５８
大阪市　平野区 大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３
大阪市　北区 アントレマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３－１－１
大阪市　北区 梅田スカイビル東 大阪府大阪市北区中津５丁目２－１２
大阪市　北区 キヨスクＪＲ天満駅改札口 大阪府大阪市北区錦町１番２０号
大阪市　北区 大阪中津南 大阪府大阪市北区中津６丁目５－２２
大阪市　北区 ハートインＪＲ大阪駅桜橋口内 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－１
大阪市　北区 大阪南森町 大阪府大阪市北区南森町１丁目３－１９
大阪市　北区 大阪大淀中 大阪府大阪市北区大淀中３－９－８



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　北区 梅田堂山 大阪府大阪市北区堂山町８－１７

大阪市　北区 大阪芝田北 大阪府大阪市北区芝田２丁目８－３２
大阪市　北区 梅田ブリーゼタワー 大阪府大阪市北区梅田２丁目４－９
大阪市　北区 梅田万歳町 大阪府大阪市北区万歳町３番４７号
大阪市　北区 ハートインＪＲ大阪駅北 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番１号
大阪市　北区 キヨスクＪＲ大阪駅中央口北 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番１号
大阪市　北区 大阪扇町 大阪府大阪市北区末広町２－３７
大阪市　北区 ７ＦＳ大阪中之島５丁目 大阪府大阪市北区中之島５－３－６８
大阪市　北区 梅田曽根崎新地２丁目 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－３－２１
大阪市　北区 梅田太融寺町 大阪府大阪市北区太融寺町８－１７
大阪市　北区 大阪鶴野東 大阪府大阪市北区中崎西３－３－４
大阪市　北区 大阪北新地 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－２６
大阪市　北区 中之島センタービル 大阪府大阪市北区中之島６丁目２－２７
大阪市　北区 梅田神山西 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４
大阪市　北区 大阪天神橋６丁目 大阪府大阪市北区本庄東１丁目１－１０
大阪市　北区 大阪駅前第２ビルＢ１ 大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２
大阪市　北区 大阪長柄中 大阪府大阪市北区長柄中２丁目２番９号
大阪市　北区 大阪アメニティパーク前 大阪府大阪市北区天満橋１丁目５－１４
大阪市　北区 ＮＴＴデータ堂島ビル 大阪府大阪市北区堂島３丁目１－２１
大阪市　北区 中之島セントラルタワー 大阪府大阪市北区中之島２丁目２－７
大阪市　北区 大阪同心北 大阪府大阪市北区同心２丁目９－１７
大阪市　北区 大阪中崎町 大阪府大阪市北区中崎１丁目９番９号
大阪市　北区 梅田ダイビル 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－１０
大阪市　北区 大阪池田町 大阪府大阪市北区池田町１２－２
大阪市　北区 ハートインヴィアイン梅田 大阪府大阪市北区小松原町１－２０
大阪市　北区 北新地東 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－１１－２０
大阪市　北区 大阪関電ビル前 大阪府大阪市北区中之島３丁目５番２１号
大阪市　北区 ハートインＪＲ大阪天満宮改札口 大阪府大阪市北区東天満２丁目１０番先
大阪市　北区 ハートインＪＲ北新地駅東改札口 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番
大阪市　北区 大阪本庄西２丁目 大阪府大阪市北区本庄西２丁目１－２４
大阪市　北区 大阪大淀南１丁目 大阪府大阪市北区大淀南１－１０－１１
大阪市　北区 大阪紅梅町 大阪府大阪市北区紅梅町１－７
大阪市　北区 大阪西天満４丁目 大阪府大阪市北区西天満４丁目６－１８
大阪市　北区 大阪同心２丁目 大阪府大阪市北区同心２丁目１５－２７
大阪市　北区 グランフロント大阪 大阪府大阪市北区大深町３番１号
大阪市　北区 グランフロント大阪フロアナイン 大阪市北区大深町３－１グランフロント大阪北館９０２
大阪市　北区 大阪芝田２丁目 大阪府大阪市北区芝田２丁目２－１３
大阪市　北区 大阪中之島６丁目 大阪府大阪市北区中之島６－１－４９
大阪市　北区 大阪東天満１丁目 大阪府大阪市北区東天満１丁目１２－１３
大阪市　北区 梅田スカイビル前 大阪府大阪市北区大淀南１－７－１８
大阪市　北区 大阪本庄西１丁目 大阪府大阪市北区本庄西１－８－６
大阪市　北区 大阪中崎西 大阪府大阪市北区中崎西１丁目１－１５
大阪市　北区 大阪天神橋８丁目 大阪府大阪市北区天神橋８丁目４－１１
大阪市　北区 大阪鶴野町 大阪府大阪市北区鶴野町２－９
大阪市　北区 大阪天神橋５丁目 大阪府大阪市北区天神橋５丁目４－２１
大阪市　北区 大阪駅前第３ビル 大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３
大阪市　淀川区 ハートインＪＲ新大阪駅南口 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 アントレマルシェ新大阪中央口 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 大阪西中島３丁目 大阪府大阪市淀川区西中島３－１８－２１
大阪市　淀川区 おみやげ街道アルデ新大阪 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 ハートインＪＲ新大阪駅２階西 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 大阪三国本町２丁目 大阪府大阪市淀川区三国本町２丁目１３－４１
大阪市　淀川区 大阪東三国４丁目 大阪府大阪市淀川区東三国４丁目２４番７号
大阪市　淀川区 ハートインＪＲ塚本駅西口 大阪府大阪市淀川区塚本２丁目２８番２号
大阪市　淀川区 大阪塚本３丁目 大阪府大阪市淀川区塚本３－３－３
大阪市　淀川区 ハートインＪＲ新大阪駅１階 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 ハートインヴィアイン新大阪Ｗ 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１番７号



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 大阪市　淀川区 新大阪ブリックビル 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目６－１

大阪市　淀川区 大阪田川北２丁目 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目１－１１
大阪市　淀川区 ハートインＪＲ新大阪駅東改札口 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１
大阪市　淀川区 大阪加島３丁目 大阪府大阪市淀川区加島３丁目６－２３
大阪市　淀川区 ＪＲ東淀川駅西口 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目１－４
大阪市　淀川区 大阪西中島南方 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目３番１２
大阪市　淀川区 ハートインヴィアイン新大阪正面 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１４番１４号
大阪市　淀川区 大阪西宮原２丁目 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７番５０号
大阪市　淀川区 大阪田川３丁目 大阪府大阪市淀川区田川３丁目５－５８
大阪市　淀川区 大阪十三本町１丁目 大阪府大阪市淀川区十三本町１－１７－２０
大阪市　淀川区 三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１
大阪市　淀川区 大阪東三国駅北口 大阪府大阪市淀川区東三国５ー１ー４
大阪市　淀川区 大阪西中島７丁目 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目４番１７号
大阪市　淀川区 大阪西中島１丁目 大阪府大阪市淀川区西中島１丁目１１－１５
大阪市　淀川区 大阪西中島５丁目南 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目９－８
大阪市　淀川区 ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３
大阪市　淀川区 大阪十三本町３丁目 大阪府大阪市淀川区十三本町３－５－１７
大阪市　淀川区 大阪木川西淀川通 大阪府大阪市淀川区木川西２－１－７
大阪市　淀川区 大阪西中島６丁目 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１０－７
大阪市　淀川区 大阪宮原１丁目 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１－４２
大阪市　淀川区 大阪塚本６丁目 大阪府大阪市淀川区塚本６－１－２６
大阪市　浪速区 大阪日本橋５丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋５－１１－１
大阪市　浪速区 大阪難波サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町２－１－５７
大阪市　浪速区 大阪難波中３丁目南 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目１６－１
大阪市　浪速区 大阪湊町１丁目 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－５２
大阪市　浪速区 大阪桜川２丁目 大阪府大阪市浪速区桜川２丁目５－２５
大阪市　浪速区 大阪日本橋西１丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目４番１９号
大阪市　浪速区 大阪日本橋東３丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋東３－８－１０
大阪市　浪速区 大阪幸町３丁目 大阪府大阪市浪速区幸町３丁目４番１１号
大阪市　浪速区 大阪幸町２丁目 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目７番１０
大阪市　浪速区 大阪大国１丁目 大阪府大阪市浪速区大国１丁目２－１２
大阪市　浪速区 大阪ＯＣＡＴ前 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目１－７
大阪市　浪速区 大阪大国町駅北 大阪府大阪市浪速区敷津西１－１－９
大阪市　浪速区 大阪元町１丁目 大阪府大阪市浪速区元町１－１４－１３
大阪市　浪速区 大阪恵美須西１丁目 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－２－１
大阪市　浪速区 大阪元町３丁目 大阪府大阪市浪速区元町３－６－１５
大阪市　浪速区 浪速日本橋西 大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目２番１９号
大阪市　浪速区 大阪日本橋３丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋３－４－１０
大阪市　浪速区 今宮戎前 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－７－８
大東市 ハートインＪＲ住道駅改札口 大阪府大東市住道２丁目３番１号
大東市 大東野崎駅南 大阪府大東市野崎１丁目１７番４５号
大東市 大東野崎３丁目 大阪府大東市野崎３丁目５－７
大東市 ハートインＪＲ野崎駅改札口 大阪府大東市野崎１丁目１－１２
大東市 大東住道１丁目 大阪府大東市住道１丁目４－１
大東市 大東中垣内５丁目 大阪府大東市中垣内５丁目６番７号
大東市 大東市寺川３丁目 大阪府大東市寺川３－８－２９
大東市 大東新町 大阪府大東市新町１３番４０号
池田市 池田駅南 大阪府池田市満寿美町７－５
池田市 池田石橋１丁目 大阪府池田市石橋１－２３－３
池田市 大阪空港前 大阪府池田市空港１丁目８番１５号
東大阪市 近鉄河内小阪駅南 大阪府東大阪市下小阪１丁目１－３９
東大阪市 東大阪長田中３丁目 大阪府東大阪市長田中３丁目１番５号
東大阪市 東大阪長堂１丁目 大阪府東大阪市長堂１丁目１１－２９
東大阪市 東大阪川俣１丁目 大阪府東大阪市川俣１丁目３番２２号
東大阪市 近鉄長瀬駅北 大阪府東大阪市菱屋西１－１７－５
東大阪市 ハートインＪＲ鴻池新田駅北口 大阪府東大阪市西鴻池町１－１
東大阪市 東大阪吉田５丁目 大阪府東大阪市吉田５丁目１３番２５号



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 東大阪市 東大阪岩田町１丁目 大阪府東大阪市岩田町１丁目８番１７号

東大阪市 東大阪長栄寺 大阪府東大阪市長栄寺４－６
東大阪市 東大阪瓢箪山町 大阪府東大阪市瓢箪山町３－２０
東大阪市 近鉄布施駅南 大阪府東大阪市足代３－１－１
東大阪市 東大阪荒本北２丁目 大阪府東大阪市荒本北２丁目２番３号
東大阪市 東大阪中新開１丁目 大阪府東大阪市中新開１－７－１９
東大阪市 東大阪稲田新町 大阪府東大阪市稲田新町１－６－２２
東大阪市 東大阪長堂２丁目南 大阪府東大阪市長堂２丁目９番２０号
東大阪市 東大阪花園東町２丁目 大阪府東大阪市花園東町２丁目１番２号
東大阪市 東大阪金岡４丁目 大阪府東大阪市金岡４丁目５番１６号
東大阪市 ひょうたんやま北 大阪府東大阪市本町７番２１号
東大阪市 東大阪吉松２丁目 大阪府東大阪市吉松２丁目７番１５号
東大阪市 東大阪御厨東１丁目 大阪府東大阪市御厨東１丁目９番２９号
東大阪市 東大阪長田２丁目 大阪府東大阪市長田２丁目１１番８号
東大阪市 東大阪新町 大阪府東大阪市新町３－９
東大阪市 東大阪鴻池元町 大阪府東大阪市鴻池元町９－１８
東大阪市 東大阪西岩田１丁目 大阪府東大阪市西岩田１丁目４－１５
東大阪市 東大阪小阪３丁目 大阪府東大阪市小阪３丁目１ー２８
東大阪市 東大阪川中 大阪府東大阪市川中３－２０
東大阪市 東大阪足代新町 大阪府東大阪市足代新町２４ー２０
東大阪市 東大阪永和１丁目 大阪府東大阪市永和１－２２－２０
東大阪市 東大阪東山町 大阪府東大阪市東山町１４－２
東大阪市 東大阪俊徳町３丁目 大阪府東大阪市俊徳町３丁目１－１５
東大阪市 東大阪小阪２丁目 大阪府東大阪市小阪２丁目３－２２
東大阪市 東大阪中小阪５丁目 大阪府東大阪市中小阪５丁目２番２４号
東大阪市 近鉄河内永和駅前 大阪府東大阪市高井田元町１－１－２７
東大阪市 ＡＩＭ近畿大学 大阪府東大阪市新上小阪５－８６
東大阪市 東大阪柏田本町 大阪府東大阪市柏田本町３－４
東大阪市 東大阪西石切町５丁目 大阪府東大阪市西石切町５丁目５－２５
東大阪市 東大阪御厨栄町 大阪府東大阪市御厨栄町１－４－１１
東大阪市 東大阪中鴻池町 大阪府東大阪市中鴻池町２－２－２
藤井寺市 藤井寺道明寺２丁目 大阪府藤井寺市道明寺２－１－５６
藤井寺市 藤井寺岡２丁目 大阪府藤井寺市岡２丁目１１－１２
南河内郡　太子町 太子春日 大阪府南河内郡太子町春日２７１－１
柏原市 堅下駅東 大阪府柏原市大県２丁目４番８号
柏原市 柏原大県４丁目 大阪府柏原市大県４－１７－１
柏原市 柏原高井田 大阪府柏原市高井田７４３－１
柏原市 柏原上市４丁目 大阪府柏原市上市４丁目３－１２
八尾市 八尾弓削町 大阪府八尾市弓削町１－１６
八尾市 河内山本駅東 大阪府八尾市山本町１丁目１０－２０
八尾市 近鉄高安駅西 大阪府八尾市刑部１丁目１－３
八尾市 八尾若林町３丁目 大阪府八尾市若林町３丁目１番
八尾市 八尾南駅前 大阪府八尾市若林町１－７６－３
八尾市 八尾光町 大阪府八尾市光町２丁目２４番地
八尾市 八尾西山本６丁目 大阪府八尾市西山本町６－６－１７
八尾市 八尾陽光園１丁目 大阪府八尾市陽光園１丁目１０－１３
八尾市 八尾山本町１丁目 大阪府八尾市山本町１丁目２－７
八尾市 八尾本町７丁目 大阪府八尾市本町７丁目１３－１７
八尾市 八尾北久宝寺１丁目 大阪府八尾市北久宝寺１丁目１－３７
八尾市 八尾天王寺屋２丁目 大阪府八尾市天王寺屋２丁目２２－１
富田林市 富田林西口 大阪府富田林市甲田１丁目１－３２
富田林市 富田林喜志町２丁目 大阪府富田林市喜志町２丁目２番７号
富田林市 富田林瀧谷不動 大阪府富田林市彼方４８４－１
富田林市 富田林錦織 大阪府富田林市錦織南１－１－９
豊中市 モノウェル千里中央 大阪府豊中市新千里東町１－５－４
豊中市 豊中岡上の町２丁目 大阪府豊中市岡上の町２丁目１－１
豊中市 豊中服部本町１丁目 大阪府豊中市服部本町１丁目６－２２



都道府県 市町村 店名 住所
大阪府 豊中市 豊中螢池東町 大阪府豊中市蛍池東町３丁目４番８号

豊中市 豊中新千里南町 大阪府豊中市新千里南町１丁目１－１
豊中市 豊中中桜塚２丁目 大阪府豊中市中桜塚２丁目２５－１
豊中市 豊中岡町東 大阪府豊中市岡町２－８
豊中市 豊中浜１丁目 大阪府豊中市浜１丁目２５－３
豊中市 阪急岡町駅前 大阪府豊中市岡町北１－２－１７
豊中市 豊中螢池中町 大阪府豊中市螢池中町１丁目３番２５号
豊中市 豊中少路１丁目 大阪府豊中市少路１丁目１０番２２号
豊中市 豊中庄内西町２丁目 大阪府豊中市庄内西町２丁目１８－３
豊中市 豊中稲津町１丁目 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７
豊中市 千里中央駅北 大阪府豊中市新千里東町１丁目２－３
豊中市 豊中東泉丘 大阪府豊中市東泉丘４丁目６－２０
枚方市 枚方伊加賀本町 大阪府枚方市伊加賀本町１２－５
枚方市 枚方渚西２丁目 大阪府枚方市渚西２丁目５５－１３
枚方市 ７ＦＳ市立ひらかた病院 大阪府枚方市禁野本町２－１４－１
枚方市 御殿山駅前 大阪府枚方市御殿山町４－１
枚方市 枚方牧野駅西口 大阪府枚方市牧野阪１丁目１６－９
枚方市 枚方津田駅前 大阪府枚方市津田駅前１丁目１１－１０
枚方市 ＡＩＭ関西外大中宮キャンパス 大阪府枚方市中宮東之町１６－１
枚方市 枚方東中振２丁目 大阪府枚方市東中振２丁目１－２０
枚方市 枚方出屋敷西町 大阪府枚方市出屋敷西町１丁目２５－２５
枚方市 枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０
枚方市 枚方牧野阪２丁目 大阪府枚方市牧野阪２丁目６－８
枚方市 枚方市駅東口 大阪府枚方市岡東町１９－６０
門真市 モノウェル門真 大阪府門真市新橋町３６－７
門真市 京阪大和田駅西 大阪府門真市常称寺町４８番２
門真市 門真幸福町 大阪府門真市幸福町１６－１０
門真市 門真新橋町 大阪府門真市新橋町１５－２４
門真市 門真末広町 大阪府門真市末広町３７－２５
和泉市 ハートインＪＲ和泉府中駅改札口 大阪府和泉市府中町１丁目１番１８号
和泉市 和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１
和泉市 泉北高速和泉中央駅 大阪府和泉市いぶき野５丁目１番１号
和泉市 北信太東口 大阪府和泉市太町６１番３８
和泉市 ＪＲ和泉府中駅西口 大阪府和泉市府中町８丁目１２１６－３
和泉市 和泉府中町２丁目 大阪府和泉市府中町２丁目３－１３

大分県 玖珠郡　玖珠町 大分道玖珠ＳＡ下り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑七ツ江４９６
玖珠郡　玖珠町 大分道玖珠ＳＡ上り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６６６
由布市 大分大学医学部附属病院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

東京都 あきる野市 あきる野増戸 東京都あきる野市山田５５３－１
あきる野市 あきる野牛沼 東京都あきる野市牛沼１５９－１
あきる野市 あきる野山田 東京都あきる野市山田７５８番地
あきる野市 あきる野戸倉 東京都あきる野市戸倉１８３
あきる野市 武蔵五日市駅前 東京都あきる野市舘谷２２５－１
あきる野市 秋川駅東 東京都あきる野市雨間３５０－７
あきる野市 あきる野伊奈 東京都あきる野市伊奈４９０
あきる野市 あきる野瀬戸岡 東京都あきる野市瀬戸岡７６９－１
稲城市 京王読売ランド前 東京都稲城市矢野口２２８１
稲城市 稲城南多摩北口 東京都稲城市大丸２２４３－１
稲城市 稲城長沼 東京都稲城市東長沼１１８１－６
稲城市 稲城大丸東 東京都稲城市大丸６９０－７
稲城市 稲城中央橋前 東京都稲城市百村１６０３－２
羽村市 羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７
羽村市 小作駅西口 東京都羽村市小作台５－９－１
羽村市 小作駅東口 東京都羽村市小作台１ー１３ー１
羽村市 羽村小作台２丁目 東京都羽村市小作台２－１８－１
葛飾区 葛飾西亀有３丁目 東京都葛飾区西亀有３－３２－１
葛飾区 葛飾亀有駅南口 東京都葛飾区亀有３－７－７



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 葛飾区 葛飾東水元５丁目 東京都葛飾区東水元５－１－３

葛飾区 葛飾細田１丁目 東京都葛飾区細田１－１５－１０
葛飾区 平和橋通り西新小岩 東京都葛飾区西新小岩５－２２－６
葛飾区 葛飾細田５丁目 東京都葛飾区細田５丁目２４－７
葛飾区 葛飾東立石１丁目 東京都葛飾区東立石１－１－６
葛飾区 葛飾新小岩１丁目西 東京都葛飾区新小岩１－３１－２
葛飾区 葛飾西水元１丁目 東京都葛飾区西水元１－２９－１４
葛飾区 葛飾亀有１丁目 東京都葛飾区亀有１丁目２５番２０号
葛飾区 葛飾高砂８丁目 東京都葛飾区高砂８丁目２９番６号
葛飾区 葛飾奥戸４丁目 東京都葛飾区奥戸４－１２－２３
葛飾区 葛飾青戸８丁目 東京都葛飾区青戸８－７－１９
葛飾区 葛飾白鳥 東京都葛飾区白鳥２丁目１９番１３号
葛飾区 葛飾東四つ木３丁目 東京都葛飾区東四つ木３丁目４４－１１
葛飾区 葛飾新宿４丁目 東京都葛飾区新宿４丁目９番６号
葛飾区 葛飾四つ木４丁目 東京都葛飾区四つ木４丁目３０番３５号
葛飾区 葛飾奥戸６丁目 東京都葛飾区奥戸６－５－３
葛飾区 葛飾立石１丁目 東京都葛飾区立石１丁目１５番５号
葛飾区 葛飾新小岩１丁目 東京都葛飾区新小岩１丁目５３番１０号
葛飾区 葛飾四つ木５丁目 東京都葛飾区四つ木５－３－１１
葛飾区 葛飾奥戸２丁目 東京都葛飾区奥戸２丁目１４番３０号
葛飾区 葛飾内野 東京都葛飾区新宿５－２２－１５
葛飾区 葛飾亀有５丁目 東京都葛飾区亀有５－１８－１０
葛飾区 葛飾東水元２丁目 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号
葛飾区 東京理科大学葛飾キャンパス 東京都葛飾区新宿６－３－１
葛飾区 葛飾宝町２丁目 東京都葛飾区宝町２－３２－１３
葛飾区 柴又 東京都葛飾区金町１－２０－１２
葛飾区 葛飾立石５丁目水戸街道 東京都葛飾区立石５丁目２６番８号
葛飾区 葛飾青戸１丁目 東京都葛飾区青戸１丁目７－６
葛飾区 葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１
葛飾区 葛飾金町駅南口 東京都葛飾区金町６－５－１
葛飾区 新小岩駅東 東京都葛飾区西新小岩１－９－８
葛飾区 四つ木 東京都葛飾区四つ木４－５－１０
葛飾区 葛飾南水元２丁目 東京都葛飾区南水元２丁目６番１１号
葛飾区 葛飾亀有駅北口 東京都葛飾区亀有５－１５－１４
葛飾区 葛飾東新小岩７丁目 東京都葛飾区東新小岩７－３２－１
葛飾区 葛飾柴又４丁目 東京都葛飾区柴又４丁目３６
葛飾区 葛飾お花茶屋２丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目５－１４
葛飾区 東堀切３丁目 東京都葛飾区東堀切３－１３－３
葛飾区 東四つ木１丁目 東京都葛飾区東四つ木１－２１－６
葛飾区 平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８
葛飾区 葛飾青戸３丁目 東京都葛飾区青戸３丁目３４－７
葛飾区 葛飾奥戸３丁目 東京都葛飾区奥戸３丁目８－２
葛飾区 葛飾奥戸５丁目 東京都葛飾区奥戸５－３－２
葛飾区 葛飾東堀切１丁目 東京都葛飾区東堀切１－１８－６
葛飾区 葛飾新小岩駅北口 東京都葛飾区西新小岩１－５－１
葛飾区 葛飾小菅１丁目 東京都葛飾区小菅１丁目３６－５
葛飾区 葛飾立石３丁目 東京都葛飾区立石３－５－６
葛飾区 葛飾西新小岩５丁目 東京都葛飾区西新小岩５－１７－２６
葛飾区 葛飾青戸４丁目 東京都葛飾区青戸４－２７
葛飾区 葛飾立石４丁目 東京都葛飾区立石４ー３３ー７
葛飾区 葛飾亀有３丁目 東京都葛飾区亀有３ー２７ー３１
葛飾区 葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０
葛飾区 東金町 東京都葛飾区東金町３ー１７ー１１
葛飾区 柴又駅前 東京都葛飾区柴又４－１１－１０
葛飾区 金町 東京都葛飾区金町３－２１－１３
葛飾区 新小岩４丁目 東京都葛飾区新小岩４－２５－１
葛飾区 葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 葛飾区 葛飾東立石４丁目 東京都葛飾区東立石４－５５－４

葛飾区 西新小岩 東京都葛飾区西新小岩４ー３８ー１９
葛飾区 葛飾鎌倉２丁目 東京都葛飾区鎌倉２－１－２３
葛飾区 葛飾水戸街道四つ木 東京都葛飾区四つ木２－２－６
葛飾区 葛飾西水元２丁目 東京都葛飾区西水元２－１１－１４
葛飾区 葛飾東新小岩４丁目 東京都葛飾区東新小岩４－１－２０
葛飾区 葛飾高砂３丁目 東京都葛飾区高砂３丁目２８番３号
葛飾区 葛飾六貫橋 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４
葛飾区 葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５
葛飾区 葛飾新柴又駅前 東京都葛飾区柴又５－７－８
葛飾区 葛飾小菅２丁目 東京都葛飾区小菅２－２１－１２
葛飾区 葛飾青戸５丁目 東京都葛飾区青戸５－３－４
葛飾区 葛飾鎌倉１丁目 東京都葛飾区鎌倉１－３９－１
葛飾区 葛飾東新小岩１丁目 東京都葛飾区東新小岩１－１６－５
葛飾区 葛飾四つ木１丁目 東京都葛飾区四つ木１－２８－５
葛飾区 葛飾お花茶屋駅前 東京都葛飾区宝町２丁目３６－１２
葛飾区 葛飾亀有４丁目 東京都葛飾区亀有４－３７－１２
葛飾区 葛飾水元２丁目 東京都葛飾区水元２－７－７
葛飾区 葛飾堀切１丁目 東京都葛飾区堀切１－１１－２
葛飾区 葛飾高砂２丁目 東京都葛飾区高砂２－１８－１９
葛飾区 葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４
葛飾区 葛飾堀切４丁目 東京都葛飾区堀切４－７－１３
江戸川区 江戸川本一色２丁目 東京都江戸川区本一色２－２０－３
江戸川区 江戸川鹿骨３丁目 東京都江戸川区鹿骨３丁目１７－７
江戸川区 東小岩 東京都江戸川区東小岩１－６－１
江戸川区 江戸川船堀西 東京都江戸川区船堀２－１－７
江戸川区 江戸川中葛西３丁目西 東京都江戸川区中葛西３丁目３２番２０
江戸川区 江戸川西小岩４丁目 東京都江戸川区西小岩４－４－６
江戸川区 篠崎駅西口 東京都江戸川区篠崎町７－２１－５
江戸川区 江戸川南葛西左近通り 東京都江戸川区南葛西１－２－２１
江戸川区 江戸川松江１丁目 東京都江戸川区松江１－２－６
江戸川区 江戸川南小岩８丁目 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号
江戸川区 江戸川興宮町 東京都江戸川区興宮町５－６
江戸川区 江戸川東葛西十丁川 東京都江戸川区東葛西５－９－１９
江戸川区 江戸川東松本２丁目 東京都江戸川区東松本２丁目１１番１２号
江戸川区 西瑞江環七通り 東京都江戸川区西瑞江５－４－７
江戸川区 江戸川篠崎町７丁目 東京都江戸川区篠崎町７－１７－１３
江戸川区 江戸川瑞江２丁目 東京都江戸川区瑞江２－４７－１
江戸川区 江戸川東松本 東京都江戸川区鹿骨４丁目１２番６
江戸川区 江戸川大杉２丁目 東京都江戸川区大杉２－２２－１２
江戸川区 江戸川篠崎６丁目 東京都江戸川区篠崎町６－２０－１２
江戸川区 江戸川松江５丁目 東京都江戸川区松江５丁目１８－１６
江戸川区 江戸川東瑞江鎌田 東京都江戸川区東瑞江２丁目２４番２４号
江戸川区 南小岩 東京都江戸川区南小岩８－１－１３
江戸川区 江戸川松島南 東京都江戸川区松島１－２２－１４
江戸川区 葛西駅東 東京都江戸川区東葛西６－１８－５
江戸川区 同潤会松江 東京都江戸川区松江２－３２－４
江戸川区 江戸川清新プラザ 東京都江戸川区清新町１－３－１０
江戸川区 江戸川松島１丁目 東京都江戸川区松島１－４－７
江戸川区 篠崎インター 東京都江戸川区篠崎町２－２２－１５
江戸川区 江戸川松江４丁目 東京都江戸川区松江４－２８－１５
江戸川区 江戸川西葛西６丁目 東京都江戸川区西葛西６－１３－１
江戸川区 江戸川小松川３丁目 東京都江戸川区小松川３－１１－１
江戸川区 平井駅通り 東京都江戸川区平井４丁目５
江戸川区 江戸川船堀２丁目 東京都江戸川区船堀２丁目２２－１６
江戸川区 江戸川東葛西９丁目 東京都江戸川区東葛西９丁目３－３
江戸川区 江戸川西一之江４丁目 東京都江戸川区西一之江４丁目１－２８



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 江戸川区 西葛西駅北 東京都江戸川区西葛西５丁目１－１１

江戸川区 江戸川中葛西３丁目北 東京都江戸川区中葛西３丁目６－１
江戸川区 瑞江駅北口 東京都江戸川区瑞江２－５－３
江戸川区 谷河内 東京都江戸川区篠崎町７－１２－２１
江戸川区 江戸川篠崎４丁目 東京都江戸川区篠崎町４丁目２６－１１
江戸川区 江戸川平井７丁目西 東京都江戸川区平井７－１７－２３
江戸川区 江戸川中央１丁目 東京都江戸川区中央１－１－２０
江戸川区 新小岩ルミエール 東京都江戸川区松島４丁目４６－８
江戸川区 江戸川 東京都江戸川区北小岩４－２９－１３
江戸川区 江戸川船堀３丁目 東京都江戸川区船堀３丁目１０－５
江戸川区 江戸川中央４丁目 東京都江戸川区中央４－２－１３
江戸川区 江戸川上篠崎３丁目 東京都江戸川区上篠崎３－１－１８
江戸川区 江戸川東葛西５丁目西 東京都江戸川区東葛西５－１５－１４
江戸川区 江戸川東小岩４丁目 東京都江戸川区東小岩４－３３－８
江戸川区 江戸川鹿骨１丁目 東京都江戸川区鹿骨１－５３－１３
江戸川区 江戸川北葛西１丁目 東京都江戸川区北葛西１丁目２５－１３
江戸川区 中葛西５丁目 東京都江戸川区中葛西５－８－１５
江戸川区 江戸川南葛西２丁目 東京都江戸川区南葛西２丁目２５－１２
江戸川区 東葛西６丁目 東京都江戸川区東葛西６－２３－１
江戸川区 一之江駅環七通り 東京都江戸川区一之江７－３４－１０
江戸川区 江戸川西一之江３丁目 東京都江戸川区西一之江３－３－３
江戸川区 江戸川北葛西２丁目 東京都江戸川区北葛西２－２２－１５
江戸川区 江戸川船堀４丁目 東京都江戸川区船堀４－２－２
江戸川区 江戸川松江６丁目 東京都江戸川区松江６－３－２
江戸川区 江戸川東瑞江１丁目 東京都江戸川区東瑞江１－３８－１
江戸川区 江戸川東葛西１丁目 東京都江戸川区東葛西１－２－４
江戸川区 葛西三角通り 東京都江戸川区中葛西１－４９－１６
江戸川区 中小岩 東京都江戸川区北小岩２－２２－１４
江戸川区 江戸川鹿骨 東京都江戸川区西篠崎１－２－４
江戸川区 東小岩５丁目 東京都江戸川区東小岩５ー２０ー４
江戸川区 江戸川西瑞江今井 東京都江戸川区西瑞江３－３２－１２
江戸川区 南葛西１丁目 江戸川区南葛西１ー１３ー９
江戸川区 南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９
江戸川区 江戸川春江町５丁目 東京都江戸川区春江町５ー１５ー１１
江戸川区 西葛西３丁目 東京都江戸川区西葛西３ー１５ー７
江戸川区 北小岩６丁目 東京都江戸川区北小岩６－１６－１４
江戸川区 篠崎 東京都江戸川区南篠崎町１ー２６ー２１
江戸川区 松島 東京都江戸川区松島４－４３－１５
江戸川区 北小岩 東京都江戸川区北小岩８－２－９
江戸川区 南篠崎 東京都江戸川区南篠崎町５－９－１２
江戸川区 葛西駅前 東京都江戸川区東葛西６－２－１
江戸川区 江戸川二枚橋 東京都江戸川区南小岩４－９－７
江戸川区 南葛西４丁目 江戸川区南葛西４－１１
江戸川区 平井６丁目 東京都江戸川区平井６－２３－２１
江戸川区 南小岩５丁目 東京都江戸川区南小岩５－２０－１４
江戸川区 江戸川南篠崎２丁目 東京都江戸川区南篠崎町２－３８－１６
江戸川区 江戸川西葛西７丁目 東京都江戸川区西葛西７－１５－１５
江戸川区 江戸川西一之江２丁目 東京都江戸川区西一之江２ー２６ー１０
江戸川区 江戸川上一色 東京都江戸川区上一色１－４－１６
江戸川区 江戸川北小岩７丁目 東京都江戸川区北小岩７－１６－１９
江戸川区 江戸川小松川２丁目 東京都江戸川区小松川２－４－３－１０１
江戸川区 江戸川５丁目中央 東京都江戸川区江戸川５－１３－１４
江戸川区 江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８
江戸川区 江戸川東葛西７丁目 東京都江戸川区東葛西７－１６－１３
江戸川区 江戸川葛西駅南 東京都江戸川区中葛西５－１９－２１
江戸川区 江戸川中葛西３丁目 東京都江戸川区中葛西３－２９－３
江戸川区 江戸川中央２丁目 東京都江戸川区中央２丁目２３－９



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 江戸川区 江戸川松江南 東京都江戸川区松江４－１－１

江戸川区 江戸川西葛西４丁目 東京都江戸川区西葛西４－２－１４
江戸川区 江戸川一之江２丁目 東京都江戸川区一之江２－１－２
江戸川区 江戸川葛西駅西 東京都江戸川区中葛西３－１５－１６
江戸川区 江戸川東葛西４丁目 東京都江戸川区東葛西４丁目３６番１０号
江戸川区 江戸川区役所北 東京都江戸川区中央１－９－１５
江戸川区 江戸川南篠崎４丁目 東京都江戸川区南篠崎町４－１１－５
江戸川区 江戸川船堀７丁目 東京都江戸川区船堀７－１４－１０
江戸川区 江戸川平井７丁目 東京都江戸川区平井７－２５－１５
江戸川区 江戸川一之江７丁目 東京都江戸川区一之江７丁目１３－２８
江戸川区 江戸川平井４丁目 東京都江戸川区平井４－１４－５
江戸川区 江戸川東葛西５丁目 東京都江戸川区東葛西５－４５－６
江戸川区 江戸川中葛西８丁目 東京都江戸川区中葛西８－３－１
江戸川区 江戸川春江町３丁目 東京都江戸川区春江町３－３８－１１
江戸川区 江戸川東葛西２丁目 東京都江戸川区東葛西２－１４－１４
江戸川区 江戸川臨海町２丁目 東京都江戸川区臨海町２－２－７
江戸川区 江戸川東瑞江２丁目 東京都江戸川区東瑞江３丁目２８番１２号
江戸川区 東大島駅前 東京都江戸川区小松川１－４－１
江戸川区 江戸川西小岩３丁目 東京都江戸川区西小岩３－２－１６
江東区 江東区役所前 東京都江東区東陽５－３１－１７
江東区 江東亀戸６丁目 東京都江東区亀戸６－２５－５
江東区 江東木場駅前 東京都江東区木場５－１１－１５
江東区 江東塩浜２丁目 東京都江東区塩浜２丁目４番３５号
江東区 江東猿江１丁目 東京都江東区猿江１丁目９－１０
江東区 ＦＲ有明 東京都江東区有明１－６－７
江東区 江東西大島駅西 東京都江東区大島１－８－１７
江東区 江東亀戸７丁目 東京都江東区亀戸７－４３－２
江東区 江東扇橋 東京都江東区扇橋１－１２－１８
江東区 江東森下駅南 東京都江東区森下２丁目２－２
江東区 江東辰巳３丁目 東京都江東区辰巳３丁目８－１０
江東区 江東南砂３丁目公園前 東京都江東区南砂７－４－１
江東区 江東三好４丁目 東京都江東区三好４－６－７
江東区 江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５
江東区 江東平野２丁目 東京都江東区平野２丁目１２番５
江東区 江東佐賀２丁目 東京都江東区佐賀２－１２－７
江東区 豊洲１丁目 東京都江東区豊洲１－２－３３
江東区 江東扇橋２丁目 東京都江東区扇橋２－４－５
江東区 ＴＦＴ有明 東京都江東区有明３－６－１１
江東区 都立墨東病院東 東京都江東区亀戸１－５－７
江東区 ＡＩＭ＿ＬＩＸＩＬ＿ＷＩＮＧビル 東京都江東区大島２－１－１
江東区 江東木場駅南 東京都江東区木場５－１－４
江東区 清澄白河駅前 東京都江東区清澄３－７－７
江東区 江東森下１丁目 東京都江東区森下１－１０－５
江東区 西大島駅前 東京都江東区大島３－１４－１７
江東区 江東東砂５丁目 東京都江東区東砂５丁目１－２
江東区 江東南砂葛西橋通り 東京都江東区南砂２－３２－５
江東区 江東亀戸７丁目東 東京都江東区亀戸７丁目３９－１３
江東区 清澄白河駅東 東京都江東区白河２－１７－１０
江東区 ＳＭＢＣ豊洲ビル 東京都江東区豊洲２－２－３１
江東区 江東木場１丁目 東京都江東区木場１－５－２５
江東区 江東南砂２丁目 東京都江東区南砂２丁目１０番１２号
江東区 江東亀戸駅南 東京都江東区亀戸６－５９－７
江東区 江東冬木 東京都江東区冬木５－１
江東区 江東塩浜 東京都江東区塩浜２－１１－１８
江東区 ＤＲ東京有明ダイワロイネットホテル 東京都江東区有明３－７－３
江東区 江東新大橋３丁目 東京都江東区新大橋３丁目９－９
江東区 江東枝川 東京都江東区枝川１－３－１７



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 江東区 江東佐賀１丁目 東京都江東区佐賀１丁目８－６

江東区 江東深川２丁目 東京都江東区深川２丁目２－２４
江東区 亀戸三丁目 東京都江東区亀戸３ー２３ー１
江東区 江東枝川２丁目 東京都江東区枝川２丁目２－８
江東区 江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９
江東区 江東南砂１丁目 東京都江東区南砂１－５－２０
江東区 亀戸十三間通り 東京都江東区亀戸２－３６－１３
江東区 江東大島５丁目 東京都江東区大島５－３２－５
江東区 東雲１丁目 東京都江東区東雲１丁目２－８－１０１
江東区 亀戸昭和橋通り 東京都江東区亀戸６－３７－９
江東区 ＴＯＣ有明 東京都江東区有明３－５－７ＴＯＣ有明ビル２Ｆ
江東区 新木場１丁目 東京都江東区新木場１－４－７
江東区 森下 東京都江東区森下３－１－１１
江東区 豊洲 江東区豊洲４－６－１
江東区 東陽 東京都江東区東陽３－２１－６
江東区 江東毛利 東京都江東区毛利１－６－１０
江東区 江東海辺 東京都江東区海辺２－７
江東区 江東門前仲町 東京都江東区門前仲町２ー６ー１
江東区 江東亀戸２丁目 東京都江東区亀戸２ー１７ー１４
江東区 江東森下４丁目 東京都江東区森下４ー１５ー７
江東区 江東木場３丁目 東京都江東区木場３－１２－５
江東区 江東門前仲町１丁目 東京都江東区門前仲町１－１６－１
江東区 江東新砂３丁目 東京都江東区新砂３丁目３番５３号
江東区 ヤマタネビル 東京都江東区越中島１－２－２１
江東区 江東潮見２丁目 東京都江東区潮見２－３－１０
江東区 江東亀戸駅北 東京都江東区亀戸５－２－３
江東区 豊洲晴海通り 東京都江東区豊洲３－２－２４
江東区 亀戸駅前 東京都江東区亀戸２丁目２０番３号
江東区 新木場１丁目東 東京都江東区新木場１－１５－１２
江東区 江東毛利１丁目 東京都江東区毛利１丁目１１－１２
江東区 江東千石１丁目 東京都江東区千石１丁目７－２８
江東区 豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４
江東区 江東木場公園南 東京都江東区木場５－８－４０
江東区 ゆりかもめ豊洲駅 東京都江東区豊洲２－２
江東区 江東南砂７丁目 東京都江東区南砂７－１３－７
江東区 江東東陽５丁目 東京都江東区東陽５－１７－１
江東区 江東大島８丁目 東京都江東区大島８－４２－１１
江東区 江東牡丹１丁目 東京都江東区牡丹１丁目２ー５
江東区 豊洲５丁目 東京都江東区豊洲５－６－３６
江東区 江東深川ギャザリア 東京都江東区木場１－５－６５
江東区 北砂３丁目明治通り 東京都江東区北砂３－３－７
江東区 豊洲３丁目 東京都江東区豊洲３－１－１
江東区 江東東陽４丁目 東京都江東区東陽４－６－１１
江東区 ダイバーシティ東京プラザ 東京都江東区青海１－１－１０
江東区 ７ＦＳ竹中工務店東京本社 東京都江東区新砂１－１－１
江東区 江東大島１丁目 東京都江東区大島１－１－１８
港区 浜松町１丁目中央 東京都港区浜松町１丁目２０－８
港区 高輪台駅前 東京都港区白金台２丁目２６番８号
港区 セレスティン芝三井ビル 東京都港区芝３丁目２３－１
港区 港区虎ノ門駅南 東京都港区虎ノ門１－２－４
港区 港区芝２丁目 東京都港区芝２－１６－７
港区 港区芝浦３なぎさ通り 東京都港区芝浦３－１１－８
港区 赤坂氷川坂下 東京都港区赤坂６丁目１１－１
港区 なぎさテラス 東京都港区芝浦３－１－３２
港区 六本木６丁目 東京都港区六本木６－１－３
港区 ７ＦＳ芝浦スクエアビル 東京都港区芝浦４－９－２５
港区 白金台プラチナ通り 東京都港区白金台５－１４－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 港区 新橋駅前 東京都港区新橋１－１３－７

港区 外苑前駅前 東京都港区北青山２－７－１９
港区 港区乃木坂駅南 東京都港区六本木７－３－１２
港区 赤坂８丁目 東京都港区赤坂８丁目１０－２２
港区 港区赤坂駅南 東京都港区赤坂２－１７－５４
港区 芝浦３丁目 東京都港区芝浦３－１４－１５
港区 青山１丁目駅前 東京都港区赤坂８－４－２３
港区 港区一の橋 東京都港区麻布十番４－１－８
港区 港区芝浦ふ頭 東京都港区海岸３－１２－７
港区 六本木５丁目 東京都港区六本木５丁目２－１
港区 芝公園１丁目 東京都港区芝公園１丁目７－６
港区 グランドプリンスホテル新高輪 東京都港区高輪３－１３－１
港区 泉岳寺駅前 東京都港区三田３－１１－２２
港区 港区白金１丁目南 東京都港区白金１丁目２５－２０
港区 世界貿易センタービル南館 東京都港区浜松町２－４－１
港区 港区麻布十番１丁目 東京都港区麻布十番１－５－２３
港区 港区三田５丁目 東京都港区三田５－１８－３
港区 西新橋１丁目 東京都港区西新橋１－１４－９
港区 芝２丁目金杉橋 東京都港区芝２丁目３－３
港区 西麻布３丁目 東京都港区西麻布３丁目６－１
港区 虎ノ門タワーズオフィス 東京都港区虎ノ門４丁目１－２８
港区 港区芝５丁目東 東京都港区芝５丁目２２－３
港区 南麻布５外苑西通り 東京都港区南麻布５－１－１０
港区 汐留ビルディング 東京都港区海岸１丁目２－２０
港区 三田ベルジュビル 東京都港区芝５丁目３６－７
港区 三田国際ビル 東京都港区三田１丁目４番２８号
港区 港区港南２丁目 東京都港区港南２丁目１２番２７号
港区 西新橋３丁目 東京都港区西新橋３丁目６－１０
港区 南青山５丁目 東京都港区南青山５丁目１３番３号
港区 三田駅北 東京都港区芝４－３－５
港区 品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０
港区 港区芝４丁目 東京都港区芝４丁目７－８
港区 エイベックスビル 東京都港区南青山３－１－３０
港区 港区芝浦１丁目 東京都港区芝浦１丁目１３－１０
港区 御成門駅北 東京都港区新橋６丁目１６－１０
港区 港区芝１丁目 東京都港区芝１丁目１２－７
港区 六本木ティーキューブ 東京都港区六本木３－１－１
港区 神谷町駅東 東京都港区虎ノ門３－１７－１
港区 東京ポートシティ竹芝 東京都港区海岸１丁目７－１
港区 神谷町駅北 東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号
港区 虎ノ門５丁目 東京都港区虎ノ門５－１２－１
港区 西麻布４丁目 東京都港区西麻布４－１５－２
港区 品川駅港南口 東京都港区港南２－５－３
港区 東京ミッドタウン 東京都港区赤坂９－７－２
港区 赤坂２丁目 東京都港区赤坂２丁目１３－１
港区 品川イーストワンタワー 東京都港区港南２－１６－１
港区 新橋５丁目 東京都港区新橋５－３４－３
港区 魚籃坂 東京都港区高輪１ー１－１１
港区 芝大門１丁目 東京都港区芝大門１－１４－６
港区 新橋第一京浜 東京都港区新橋５－１３－１
港区 赤坂Ｂｉｚタワー 東京都港区赤坂５－３－１
港区 赤坂４丁目 東京都港区赤坂４丁目９－９
港区 港区飯倉 東京都港区麻布台１－９－８
港区 神谷町オランダヒルズ 東京都港区虎ノ門５丁目１１番２号
港区 赤坂ガーデンシティ 東京都港区赤坂４－１５－１
港区 芝浦ベイワード 東京都港区芝浦２－６－１１
港区 南麻布 東京都港区南麻布２－８－１０



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 港区 白金台駅前 東京都港区白金台３丁目２番３号

港区 港区麻布十番２丁目 東京都港区麻布十番２－３－１０
港区 赤坂１丁目 東京都港区赤坂１－１１－３０
港区 六本木３丁目 東京都港区六本木３ー４－３１
港区 芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３
港区 麻布十番駅前 東京都港区麻布十番２－２０－７
港区 ＡＩＭ三井住友信託銀行芝 東京都港区芝３－３３－１
港区 芝大門２丁目 東京都港区芝大門２－１２－７
港区 芝フロントビル 東京都港区芝４－１１－３
港区 新橋２丁目 東京都港区新橋２－１０－３
港区 西麻布３丁目六本木通り 東京都港区西麻布３－１－２２
港区 赤坂３丁目一ツ木通り 東京都港区赤坂３丁目１６－７
港区 港区広尾駅北 東京都港区南麻布５－１０－３８
港区 北青山青山通り 東京都港区北青山３－２－５
港区 赤坂３丁目みすじ通り 東京都港区赤坂３－１０－１２
港区 港区南青山２丁目 東京都港区南青山２丁目１１番１７号
港区 港区溜池山王 東京都港区赤坂１－４－１
港区 虎ノ門４丁目 東京都港区虎ノ門４丁目３－１０虎ノ門きよしビル
港区 港区芝５丁目北 東京都港区芝５－３－２
港区 六本木駅北 東京都港区六本木７－１４－２３
港区 港区麻布十番３丁目 東京都港区麻布十番３－５－７
港区 港区海岸１丁目 東京都港区海岸１－２－３
港区 港区三田１丁目 東京都港区三田１－７－１パ－クコ－ト麻布十番１階
港区 港区汐彩橋 東京都港区海岸３－３－２０
港区 赤坂６丁目 東京都港区赤坂６－１４－１５
港区 港区港南１丁目 東京都港区港南１－６－２７
港区 虎ノ門１丁目 東京都港区虎ノ門１－１４－１
港区 六本木７丁目 東京都港区六本木７－１０－３
港区 虎ノ門駅前 東京都港区虎ノ門１－１－２３
港区 西新橋２丁目 東京都港区西新橋２－７－４
港区 港区北青山３丁目 東京都港区北青山３－８－９
港区 港区海岸３丁目 東京都港区海岸３丁目７－２０
港区 済生会中央病院 東京都港区三田１丁目４－１７
港区 港区芝５丁目 東京都港区芝５－１４－１０
荒川区 京成町屋駅前 東京都荒川区荒川７－２０－１
荒川区 荒川南千住３丁目 東京都荒川区南千住３－１６
荒川区 荒川町屋１丁目 東京都荒川区町屋１丁目２２－３
荒川区 荒川東日暮里６丁目 東京都荒川区東日暮里６丁目４５番２号
荒川区 荒川東尾久６丁目 東京都荒川区東尾久６－３３－１０
荒川区 荒川おぐぎんざ 東京都荒川区東尾久４－２１－５
荒川区 荒川町屋２丁目 東京都荒川区町屋２－４－１３
荒川区 荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３
荒川区 日暮里中央通り 東京都荒川区東日暮里６丁目１５
荒川区 荒川南千住７丁目南 東京都荒川区南千住７丁目２８－２
荒川区 荒川三ノ輪駅西 東京都荒川区東日暮里１－２－８
荒川区 荒川千住大橋 東京都荒川区南千住７丁目１８－１
荒川区 荒川西尾久８丁目 東京都荒川区西尾久８－２７－８
荒川区 荒川南千住４丁目 東京都荒川区南千住４－７－１
荒川区 荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４
荒川区 荒川西尾久７丁目 東京都荒川区西尾久７－４－９
荒川区 荒川 荒川区荒川３－５２－４
荒川区 熊の前 東京都荒川区東尾久８－３１－２
荒川区 東尾久 東京都荒川区東尾久２－４４－１１
荒川区 荒川町屋 東京都荒川区町屋２－８－４
荒川区 西日暮里六丁目 東京都荒川区西日暮里６－５１－６
荒川区 荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３
荒川区 荒川東日暮里２丁目 東京都荒川区東日暮里２丁目４９－５



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 荒川区 荒川西尾久３丁目 東京都荒川区西尾久３－２２－１４

荒川区 東日暮里４丁目東 東京都荒川区東日暮里４－５－１０
荒川区 三河島駅前 東京都荒川区東日暮里６－１－１
荒川区 西日暮里道灌山通り 東京都荒川区西日暮里５－７－１１
荒川区 荒川１丁目 東京都荒川区荒川１丁目３６－８
荒川区 荒川東日暮里１丁目 東京都荒川区東日暮里１丁目３６－３
荒川区 荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６
国分寺市 西国分寺駅南口 東京都国分寺市泉町３－１７－１５
国分寺市 国分寺光町１丁目 東京都国分寺市光町１丁目３９－１９
国分寺市 国分寺本町３丁目 東京都国分寺市本町３丁目６－２
国分寺市 西恋ヶ窪２丁目 東京都国分寺市西恋ヶ窪２－１５－２
国分寺市 国分寺本町２丁目 東京都国分寺市本町２丁目１３番１
国分寺市 西国分寺駅前 東京都国分寺市泉町２丁目９番１号
国分寺市 国分寺南町１丁目 東京都国分寺市南町１－１４ー２
国分寺市 国分寺東戸倉 東京都国分寺市東戸倉２ー１ー２
国分寺市 国分寺本町４丁目 東京都国分寺市本町４－１２
国分寺市 国分寺南町３丁目 東京都国分寺市南町３丁目２２－１５
国立市 国立谷保南 東京都国立市矢川３丁目２３番地１
国立市 国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７
国立市 国立富士見台４丁目 東京都国立市富士見台４－８－７
国立市 国立富士見台中央 東京都国立市富士見台２丁目１１－６
狛江市 狛江いちょう通り 東京都狛江市和泉本町１丁目２－１６
狛江市 狛江駅北 東京都狛江市元和泉１－４－１０
狛江市 狛江駅前 東京都狛江市元和泉１－８－８
狛江市 狛江駅南 東京都狛江市東和泉１－２８－１０
三鷹市 三鷹下連雀３丁目 東京都三鷹市下連雀３－４２－１８
三鷹市 三鷹中央 東京都三鷹市下連雀３－２３－１８
三鷹市 三鷹駅前 東京都三鷹市下連雀３－２４－１２
三鷹市 三鷹台 東京都三鷹市井の頭１丁目３０番１６号
三鷹市 井の頭公園駅前 東京都三鷹市井の頭３ー１２ー１１
渋谷区 渋谷恵比寿３丁目 東京都渋谷区恵比寿３丁目３－３
渋谷区 渋谷本町１丁目 東京都渋谷区本町１－１０－１
渋谷区 渋谷並木橋 東京都渋谷区東１－３２－１２
渋谷区 渋谷２丁目中央 東京都渋谷区渋谷２－１２－４
渋谷区 渋谷神南小学校西 東京都渋谷区宇田川町１０－２
渋谷区 西新宿甲州街道 東京都渋谷区代々木２－１３－４
渋谷区 恵比寿駅北 東京都渋谷区東３－２２－１４
渋谷区 ＩＶＹＣＳ青山学院大学１号館 東京都渋谷区渋谷４丁目４番２５号
渋谷区 渋谷公園通り 東京都渋谷区宇田川町２－１
渋谷区 渋谷南平台町 東京都渋谷区南平台町１６－２８
渋谷区 渋谷恵比寿１丁目南 東京都渋谷区恵比寿１－２２－２１
渋谷区 渋谷道玄坂 東京都渋谷区道玄坂２－１６－４
渋谷区 渋谷笹塚２丁目 東京都渋谷区笹塚２－１５－１
渋谷区 初台 東京都渋谷区初台２－６－９
渋谷区 渋谷恵比寿１丁目東 東京都渋谷区恵比寿１－３５－６
渋谷区 渋谷鶯谷町 東京都渋谷区鶯谷町１９－１５
渋谷区 代官山駅東 東京都渋谷区恵比寿西１－３１－１６
渋谷区 渋谷千駄ヶ谷３丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－２３－１０
渋谷区 渋谷神宮前５丁目 東京都渋谷区神宮前５丁目４６番３号
渋谷区 渋谷西原１丁目 東京都渋谷区西原１丁目１５番１０号
渋谷区 代官山鎗ヶ崎 東京都渋谷区恵比寿西１－３４－１７
渋谷区 小田急サザンタワー 東京都渋谷区代々木２－２－１
渋谷区 神宮外苑西 東京都渋谷区神宮前２丁目６番１０号
渋谷区 笹塚２丁目１０号通り 東京都渋谷区笹塚２丁目１０番５
渋谷区 原宿表参道 東京都渋谷区神宮前４丁目２番１２
渋谷区 渋谷道玄坂中央 東京都渋谷区道玄坂２－１０－１２
渋谷区 渋谷駅東口 東京都渋谷区渋谷３－１９－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 渋谷区 渋谷道玄坂１丁目 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番５号

渋谷区 代々木千駄ヶ谷４丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目３０番３号
渋谷区 代々木参宮橋 東京都渋谷区代々木４丁目１０－８
渋谷区 渋谷区役所 東京都渋谷区宇田川町１－１
渋谷区 渋谷幡ヶ谷駅前 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１４－９
渋谷区 渋谷代々木１丁目南 東京都渋谷区代々木１－３０－１
渋谷区 渋谷道玄坂２丁目 東京都渋谷区道玄坂２－１１－４
渋谷区 渋谷桜丘 東京都渋谷区桜丘町１８－６
渋谷区 渋谷代々木１丁目 東京都渋谷区代々木１－３６－４
渋谷区 渋谷代々木２丁目 東京都渋谷区代々木２－２３－１
渋谷区 渋谷笹塚駅前 東京都渋谷区笹塚１－５７－２２
渋谷区 渋谷円山町 東京都渋谷区円山町１ー１９
渋谷区 神宮前 渋谷区神宮前４－８－１
渋谷区 渋谷恵比寿南３丁目 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１７
渋谷区 渋谷セルリアンタワー 東京都渋谷区桜丘町２６－１
渋谷区 渋谷笹塚東 東京都渋谷区幡ヶ谷１－１１－１１
渋谷区 渋谷東３丁目 東京都渋谷区東３ー１５ー４
渋谷区 渋谷神南１丁目 東京都渋谷区神南１丁目１１－５
渋谷区 渋谷本町３丁目 東京都渋谷区本町３－１－１
渋谷区 元代々木町 東京都渋谷区元代々木町７－１
渋谷区 新宿駅西 東京都渋谷区代々木２－１０－１
渋谷区 北参道駅前 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－３３－６
渋谷区 渋谷桜丘東 東京都渋谷区桜丘町４－１４
渋谷区 渋谷３丁目明治通り 東京都渋谷区渋谷３－１３－５
渋谷区 広尾駅前 東京都渋谷区広尾５－５－２
渋谷区 恵比寿アメリカ橋 東京都渋谷区恵比寿南１－２５－１
渋谷区 渋谷金王坂上 東京都渋谷区渋谷２－１０－１３
渋谷区 原宿竹下通り 東京都渋谷区神宮前１－６－１２
渋谷区 渋谷区渋谷２の南 東京都渋谷区渋谷２－１２－１２
渋谷区 渋谷上原２丁目 東京都渋谷区上原２－２８－３
渋谷区 渋谷代官山 東京都渋谷区代官山町１４－２３
渋谷区 渋谷東１丁目 東京都渋谷区東１丁目２５－２
渋谷区 渋谷神宮前２丁目西 東京都渋谷区神宮前２－２５－５
渋谷区 渋谷３丁目六本木通り 東京都渋谷区渋谷３－６－１　イースト渋谷ビル１Ｆ
渋谷区 渋谷本町 東京都渋谷区本町５－４４－７
渋谷区 渋谷宇田川町北 東京都渋谷区宇田川町３７－１１
渋谷区 恵比寿駅東口 東京都渋谷区恵比寿１－７－９
小金井市 小金井東町２丁目 東京都小金井市東町２丁目１２番５号
小金井市 小金井本町５丁目 東京都小金井市本町５－２１－１５
小金井市 小金井梶野通り 東京都小金井市梶野町５－３－３２
小金井市 武蔵小金井駅東 東京都小金井市本町２－２－４
小金井市 小金井東町３丁目 東京都小金井市東町３－５－２０
小金井市 小金井中町３丁目 東京都小金井市中町３－１７－８
小金井市 小金井前原町３丁目 東京都小金井市前原町３－４１－２４
小金井市 東小金井南口 東京都小金井市東町４ー４２ー２０
小金井市 小金井東町４丁目 東京都小金井市東町４丁目４１－１３
小平市 小平小川東町１丁目 東京都小平市小川東町１－１１－１１
小平市 小平一橋学園東 東京都小平市学園東町２－５－１
小平市 小平小川駅東口 東京都小平市小川東町１－２１－１５
小平市 ７ＦＳ公立昭和病院 東京都小平市花小金井８丁目１－１
小平市 小平小川東町５丁目 東京都小平市小川東町５－７－１２
小平市 小平一橋学園駅前 東京都小平市学園西町２丁目１４－２
小平市 新小平駅前 東京都小平市小川町２－１２１２－１
小平市 東大和市駅南 東京都小平市小川町１－３８８－５
小平市 小平駅南 東京都小平市美園町１丁目２－１５
小平市 小平美園町３丁目 東京都小平市美園町３丁目３１－３２
昭島市 昭島松原町１丁目 東京都昭島市松原町１－６－１３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 昭島市 東中神駅北口 東京都昭島市福島町１０１４－３４

昭島市 昭島武蔵野２丁目 東京都昭島市武蔵野２－８－１９
昭島市 昭島駅南口 東京都昭島市昭和町２－５－１２
昭島市 昭島上川原２丁目 東京都昭島市上川原町２－１－１
昭島市 昭島東町４丁目 東京都昭島市東町４丁目７－５
昭島市 昭島中神駅南口 東京都昭島市朝日町１－２－１４
昭島市 昭島美堀町１丁目 東京都昭島市美堀町１－１４－７
昭島市 昭島昭和の森 東京都昭島市田中町６０２－９
昭島市 昭島緑町２丁目 東京都昭島市緑町２－３０－２３
昭島市 拝島駅南口 東京都昭島市松原町４－１１－１０
昭島市 昭島中神町 東京都昭島市中神町１１６７－３
昭島市 昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１
昭島市 昭島朝日町２丁目 東京都昭島市朝日町２－３－１４
新宿区 新宿高田馬場４丁目南 東京都新宿区高田馬場４－１－７
新宿区 新宿市谷台町 東京都新宿区市谷台町３－１
新宿区 西新宿７丁目小滝橋通り 東京都新宿区西新宿７－７－２６
新宿区 新宿アイランドタワー 東京都新宿区西新宿６－５－１
新宿区 新宿１丁目新宿通り 東京都新宿区新宿１－１－８
新宿区 新宿新小川町 東京都新宿区新小川町４－１
新宿区 四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ
新宿区 新宿早稲田高校前 東京都新宿区早稲田町７０－１
新宿区 新宿２丁目新宿通り 東京都新宿区新宿２－６－４
新宿区 西新宿５丁目中央 東京都新宿区西新宿５丁目７００
新宿区 新宿大久保３丁目 東京都新宿区大久保３丁目２－１２
新宿区 市谷砂土原町 東京都新宿区市谷砂土原町３丁目４－１
新宿区 新宿職安通り 東京都新宿区百人町１－１－１
新宿区 新宿４丁目明治通り 東京都新宿区新宿４－３－１２
新宿区 新宿区役所通り 東京都新宿区歌舞伎町１－２－１３
新宿区 高田馬場１丁目 東京都新宿区高田馬場１－５－２１
新宿区 新宿新大久保駅前 東京都新宿区百人町１－６－１８
新宿区 ７ＦＳ防衛省 東京都新宿区市谷本村町５－１
新宿区 新宿東宝ビル 東京都新宿区歌舞伎町１－１９－１
新宿区 東京医科大前 東京都新宿区新宿６丁目２－２
新宿区 四谷１丁目 東京都新宿区四谷１丁目７番
新宿区 歌舞伎町２丁目東 東京都新宿区歌舞伎町２丁目１－３
新宿区 高田馬場南口 東京都新宿区高田馬場１－３３－６
新宿区 新宿富久町 東京都新宿区富久町１７番２号
新宿区 高田馬場３丁目 東京都新宿区高田馬場３－５－３
新宿区 新宿上落合３丁目 東京都新宿区上落合３－２３－６
新宿区 新宿３丁目 東京都新宿区新宿３丁目３５－１８
新宿区 ７ＦＳ工学院大学新宿校 東京都新宿区西新宿１－２４－２
新宿区 新宿曙橋駅東 東京都新宿区住吉町８－３
新宿区 市谷柳町 東京都新宿区市谷柳町１－１
新宿区 新宿御苑前本通り 東京都新宿区新宿１－２３－１
新宿区 新宿大久保駅南口 東京都新宿区百人町１－２３－２４
新宿区 高田馬場３丁目中央 東京都新宿区高田馬場３－１８－１０
新宿区 新宿５丁目靖国通り 東京都新宿区新宿５丁目１１－２
新宿区 北新宿１丁目大久保通り 東京都新宿区北新宿１－１２－１７
新宿区 新宿中井駅前通り 東京都新宿区上落合２丁目２２番１９
新宿区 京王新宿３丁目ビル 東京都新宿区新宿３－１－２４
新宿区 神楽坂５丁目 東京都新宿区神楽坂５－１２
新宿区 小田急新宿西口地下 東京都新宿区西新宿１－１－３
新宿区 ＲＯＹＡＬ伊勢丹新宿 東京都新宿区新宿３丁目１４－１
新宿区 新宿上落合３丁目山手通り 東京都新宿区上落合３－５－１
新宿区 高田馬場３丁目早稲田通り 東京都新宿区高田馬場３－１２－６
新宿区 新宿舟町 東京都新宿区舟町１１－２１
新宿区 新宿西落合１の東 東京都新宿区西落合１丁目１－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 新宿区 新宿岩戸町 東京都新宿区岩戸町１１

新宿区 ＬＩＮＥ四谷 東京都新宿区四谷１－６－１　３０階
新宿区 西早稲田１丁目新目白通り 東京都新宿区西早稲田１－２３－２０
新宿区 新宿７丁目 東京都新宿区新宿７－２７－４７
新宿区 西新宿ＮＴＴビル 東京都新宿区西新宿１丁目２２－１４
新宿区 市谷左内町 東京都新宿区市谷左内町９番
新宿区 新宿神楽坂３丁目 東京都新宿区神楽坂３丁目２－７
新宿区 東京都議会議事堂 東京都新宿区西新宿２－８－１
新宿区 新宿６丁目文化センター通り 東京都新宿区新宿６丁目３３２番１５
新宿区 西新宿３丁目 東京都新宿区西新宿３丁目１８－２０
新宿区 新宿１丁目北 東京都新宿区新宿１－３６－９
新宿区 西早稲田１丁目早稲田通り 東京都新宿区西早稲田１丁目２－２
新宿区 小田急マルシェ新宿 東京都新宿区西新宿１丁目１－３
新宿区 ＤＲ西新宿ダイワロイネットホテル 東京都新宿区西新宿６－１２－３９
新宿区 牛込北町 東京都新宿区箪笥町２８番１
新宿区 歌舞伎町２丁目中央 東京都新宿区歌舞伎町２丁目３３－３
新宿区 西新宿小滝橋通り 東京都新宿区西新宿７－１０－１７
新宿区 新宿百人町２丁目 東京都新宿区百人町２－８－１
新宿区 早稲田大学学生会館 東京都新宿区戸山１－２４－１
新宿区 新宿駅靖国通り 東京都新宿区歌舞伎町１－１７－２　
新宿区 新宿落合駅前 東京都新宿区上落合３－８－２７
新宿区 新宿曙橋通り 東京都新宿区住吉町５－７
新宿区 新宿東 新宿区大久保１ー１ー７
新宿区 新宿若松町 東京都新宿区若松町３１－８
新宿区 新宿６丁目 東京都新宿区新宿６－９－１
新宿区 新宿神楽坂駅西 東京都新宿区矢来町１３１ー１
新宿区 十二社 東京都新宿区西新宿４－２－１５－１０１
新宿区 高田馬場 東京都新宿区高田馬場４－３３－１
新宿区 早稲田 新宿区早稲田鶴巻町５２１
新宿区 新宿水道町 東京都新宿区水道町４－２２
新宿区 西新宿７丁目 東京都新宿区西新宿７－２１－３
新宿区 新宿中井駅前 東京都新宿区中落合１－１６－１
新宿区 新宿１丁目 東京都新宿区新宿１丁目２８番１０
新宿区 新宿揚場町 東京都新宿区揚場町２－１８
新宿区 新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３
新宿区 新宿２丁目 東京都新宿区新宿２ー３ー１１
新宿区 新宿高田馬場１の南 東京都新宿区高田馬場１－２２－５
新宿区 新宿中落合３丁目 東京都新宿区中落合３－１－３
新宿区 歌舞伎町２丁目 東京都新宿区歌舞伎町２丁目１９
新宿区 西新宿１丁目西 東京都新宿区西新宿１－１４－１５
新宿区 高田馬場小滝橋 東京都新宿区高田馬場４－４０－１３
新宿区 新大久保駅西 東京都新宿区百人町１－１５－２１
新宿区 新宿喜久井町 東京都新宿区喜久井町４８
新宿区 高田馬場稲門ビル 東京都新宿区高田馬場２－１８－１１
新宿区 四谷４丁目 東京都新宿区四谷４－３
新宿区 飯田橋升本ビル 東京都新宿区揚場町１－２１
新宿区 新宿余丁町 東京都新宿区余丁町１０－１０
新宿区 新宿市谷田町２丁目 東京都新宿区市谷田町２－３
新宿区 新宿下落合３丁目 東京都新宿区下落合３丁目２０－６
新宿区 高田馬場４丁目 東京都新宿区高田馬場４－１１－８
新宿区 北新宿１丁目 東京都新宿区北新宿１－２－６
新宿区 西早稲田２丁目 東京都新宿区西早稲田２－２－３
新宿区 新宿大久保通り 東京都新宿区大久保２－１９－４
新宿区 新宿大久保１丁目 東京都新宿区大久保１－２－１７
新宿区 新宿山吹町 東京都新宿区山吹町７
新宿区 新宿水道町中央 東京都新宿区水道町４番７号
新宿区 新宿都税事務所前 東京都新宿区西新宿７－１６－１１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 新宿区 新宿アルタ 東京都新宿区新宿３－２４－３

新宿区 西早稲田１丁目 東京都新宿区西早稲田１－９－２１
新宿区 新宿上落合１丁目 東京都新宿区上落合１－２９－７
新宿区 四谷３丁目 東京都新宿区四谷３丁目１２
新宿区 西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４
新宿区 新宿東五軒町 東京都新宿区東五軒町３－５
新宿区 西武新宿 東京都新宿区歌舞伎町１－２６－６
新宿区 新宿グランドプラザ 東京都新宿区西新宿８丁目１６－１
新宿区 ＡＩＭ総務省第二庁舎 東京都新宿区若松町１９－１
新宿区 高田馬場駅前 東京都新宿区高田馬場２－１７－１
新宿区 新宿下落合駅北 東京都新宿区下落合１－１５－１５
新宿区 新宿曙橋駅西 東京都新宿区愛住町２２
新宿区 大久保２丁目明治通り 東京都新宿区大久保２－２－６
新宿区 新宿西早稲田３丁目 東京都新宿区西早稲田３丁目１５－３
新宿区 新宿左門町 東京都新宿区左門町２－６
新宿区 新宿筑土八幡町 東京都新宿区筑土八幡町２－２０
新宿区 ハイアットリージェンシー東京 東京都新宿区西新宿２－７－２
杉並区 方南１丁目 東京都杉並区方南１丁目１２－１４
杉並区 杉並天沼２丁目 東京都杉並区天沼２－１７－７
杉並区 杉並甲州街道 東京都杉並区方南１－１－６
杉並区 杉並永福町駅前 東京都杉並区永福４－１－５
杉並区 杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０
杉並区 杉並下高井戸５丁目 東京都杉並区下高井戸５丁目２－１８
杉並区 杉並芦花公園 東京都杉並区上高井戸１－２０－９
杉並区 杉並阿佐谷南１丁目 東京都杉並区阿佐谷南１－４８－５
杉並区 杉並清水３丁目 東京都杉並区清水３－３１－１５
杉並区 高円寺ルック 東京都杉並区高円寺南２－２０－７
杉並区 杉並馬橋通り 東京都杉並区阿佐谷南２－３１－１２
杉並区 上井草駅前 東京都杉並区上井草２－３５－１０
杉並区 高円寺陸橋南 東京都杉並区和田３丁目５４番８号
杉並区 杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３－２２－１
杉並区 杉並久我山人見街道 東京都杉並区久我山３－７－８
杉並区 荻窪桃二小南 東京都杉並区荻窪５－１－１７
杉並区 杉並井荻 東京都杉並区下井草５－１８－１５
杉並区 都立西高前 東京都杉並区宮前４－１９－１０
杉並区 和泉 東京都杉並区和泉４－１－２０
杉並区 西荻北２丁目 東京都杉並区西荻北２－５－１１
杉並区 桜上水駅北 東京都杉並区下高井戸３－１－５
杉並区 西荻窪駅南 東京都杉並区松庵３－３８－１９
杉並区 久我山２丁目 東京都杉並区久我山２－１３－１４
杉並区 杉並高円寺南２丁目 東京都杉並区高円寺南２－４９－１８
杉並区 西荻窪駅北口 東京都杉並区西荻北３－１－１０
杉並区 高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４
杉並区 杉並和田 東京都杉並区和田２－４３－１１
杉並区 杉並荻窪駅北口 東京都杉並区上荻１－１３－３
杉並区 杉並天沼通り 東京都杉並区本天沼３丁目－５－１
杉並区 西荻神明通り 東京都杉並区西荻南１－２２－１１
杉並区 西荻南２丁目 東京都杉並区西荻南２－３－２
杉並区 井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３
杉並区 善福寺 東京都杉並区善福寺１－２－３１
杉並区 杉並和田１丁目 東京都杉並区和田１丁目１６－１６
杉並区 西荻北５丁目 東京都杉並区西荻北５－７－１８
杉並区 杉並大宮 東京都杉並区堀ノ内１－１４－２
杉並区 阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１
杉並区 永福北口 東京都杉並区和泉３－３１－５
杉並区 高円寺北 東京都杉並区高円寺北４－４０－８
杉並区 杉並天沼 杉並区本天沼２－４３－１１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 杉並区 高円寺青梅街道 東京都杉並区高円寺南２－１１－３

杉並区 高円寺駅前 東京都杉並区高円寺南４－２６－５
杉並区 荻窪駅前 東京都杉並区荻窪５－１６－７
杉並区 杉並日大二高 東京都杉並区天沼２－４３－１８
杉並区 下井草 東京都杉並区下井草３－３８－１１
杉並区 杉並荻窪５丁目 東京都杉並区荻窪５－３０－１７
杉並区 杉並高井戸西 東京都杉並区高井戸西３ー１ー４
杉並区 杉並高井戸東４丁目 東京都杉並区高井戸東４－３－９
杉並区 杉並堀ノ内１丁目 東京都杉並区堀ノ内１ー５ー１
杉並区 杉並成田東１丁目 東京都杉並区成田東１丁目３２－１２
杉並区 杉並西永福駅前 東京都杉並区永福３ー３５ー５
杉並区 杉並成田東４丁目 東京都杉並区成田東４丁目３４－１５
杉並区 方南 杉並区方南２－２０－１５
杉並区 杉並阿佐谷北１丁目 東京都杉並区阿佐谷北１－４４－７
杉並区 阿佐谷北 東京都杉並区阿佐谷北１－１４－１
杉並区 Ｄａｉｗａ荻窪タワー 東京都杉並区上荻１丁目２－１
杉並区 杉並高円寺北１丁目 東京都杉並区高円寺北１－１７－５
杉並区 浜田山メインロード 東京都杉並区浜田山３－３５－３８
杉並区 久我山５丁目 東京都杉並区久我山５－２４－３５
杉並区 杉並和田３丁目東 東京都杉並区和田３－６１－８
杉並区 杉並桃井１丁目 東京都杉並区桃井１－５－２
杉並区 杉並高円寺北２丁目 東京都杉並区高円寺北２－１２－３
杉並区 高井戸東五日市街道 東京都杉並区高井戸東４－１３－５
杉並区 杉並浜田山３丁目 東京都杉並区浜田山３－２７－１２
杉並区 杉並西永福駅北 東京都杉並区大宮２－１４－３７
杉並区 杉並荻窪藤澤ビルディング 東京都杉並区荻窪４丁目３０－１６
杉並区 東高円寺 東京都杉並区高円寺南１－３３－１
杉並区 杉並井草２丁目 東京都杉並区井草２－１９－８
杉並区 高円寺中通商店街 東京都杉並区高円寺北３－２－１４
杉並区 西荻北 東京都杉並区西荻北４－１－１９
杉並区 八幡山駅北口 東京都杉並区上高井戸１－８－２９
杉並区 荻窪四面道東 東京都杉並区清水１－１３－７
杉並区 杉並和田３丁目 東京都杉並区和田３－５７－７
杉並区 杉並上井草３丁目 東京都杉並区上井草３－９－１
杉並区 阿佐谷駅南口 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８
杉並区 浜田山鎌倉街道 東京都杉並区浜田山３－２１－３
世田谷区 世田谷上馬５丁目 東京都世田谷区上馬５－３８－１４
世田谷区 世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１－８－５
世田谷区 世田谷上北沢 東京都世田谷区上北沢５丁目１－１
世田谷区 世田谷桜丘５丁目 東京都世田谷区桜丘５－２０－７
世田谷区 馬事公苑 東京都世田谷区桜３－８－１１
世田谷区 世田谷上北沢１丁目 東京都世田谷区上北沢１－２２－３１
世田谷区 世田谷大蔵１丁目 東京都世田谷区大蔵１－１６－１３
世田谷区 下北沢駅南口 東京都世田谷区北沢２－１１－８
世田谷区 明大前すずらん通り 東京都世田谷区松原１－３７－１９
世田谷区 世田谷給田３丁目 東京都世田谷区給田３－３１－１７
世田谷区 世田谷船橋７丁目 東京都世田谷区船橋７－７－３
世田谷区 世田谷経堂すずらん通り 東京都世田谷区宮坂３－２５－２
世田谷区 下高井戸駅北口 東京都世田谷区松原３－３１－８
世田谷区 駒澤大学 東京都世田谷区駒沢１－２３－１
世田谷区 世田谷代田 東京都世田谷区代田１－３８－３
世田谷区 世田谷新町３丁目 東京都世田谷区新町３－２２－８
世田谷区 世田谷用賀駅東 東京都世田谷区用賀４－１－６
世田谷区 世田谷上馬２丁目 東京都世田谷区上馬２－３１－９
世田谷区 世田谷上北沢駅前 東京都世田谷区上北沢４丁目１１番５号
世田谷区 世田谷弦巻１丁目 東京都世田谷区弦巻１－２１－１
世田谷区 世田谷南烏山６丁目 東京都世田谷区南烏山６－２８－６



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 世田谷区 世田谷豪徳寺１丁目 東京都世田谷区豪徳寺１－１９－４

世田谷区 世田谷池ノ上駅南 東京都世田谷区代沢２－３６－２６
世田谷区 世田谷サザエさん通り 東京都世田谷区桜新町１－３２－１
世田谷区 世田谷桜小前 東京都世田谷区世田谷２－１３－１
世田谷区 世田谷桜上水１丁目 東京都世田谷区桜上水１－２１－１１
世田谷区 千歳烏山駅西口 東京都世田谷区南烏山６－４－５
世田谷区 世田谷上野毛駅前 東京都世田谷区上野毛２－７－１５
世田谷区 三軒茶屋世田谷通り 東京都世田谷区三軒茶屋２丁目１９－７
世田谷区 世田谷砧４丁目 東京都世田谷区砧４－６－８
世田谷区 世田谷羽根木 東京都世田谷区羽根木２－３３－１５
世田谷区 世田谷奥沢３丁目 東京都世田谷区奥沢３－９－８
世田谷区 小田急祖師ヶ谷大蔵 東京都世田谷区祖師谷１－７－１
世田谷区 小田急成城学園前西口 東京都世田谷区成城６－５－３４
世田谷区 世田谷赤堤４丁目 東京都世田谷区赤堤４－４１－１７
世田谷区 世田谷代田橋駅前 東京都世田谷区大原２丁目１７番１２号
世田谷区 用賀ＳＢＳ 東京都世田谷区用賀４－１０－１
世田谷区 小田急千歳船橋 東京都世田谷区船橋１－１－５
世田谷区 小田急経堂 東京都世田谷区経堂２－１－３
世田谷区 三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１２
世田谷区 世田谷野沢２丁目 東京都世田谷区野沢２－１３－３
世田谷区 小田急喜多見 東京都世田谷区喜多見９－２－６
世田谷区 小田急豪徳寺 東京都世田谷区豪徳寺１－４３－４
世田谷区 小田急経堂テラスガーデン 東京都世田谷区宮坂３－１－３２
世田谷区 世田谷駒沢大学駅西 東京都世田谷区駒沢２－１－２
世田谷区 世田谷自由が丘駅南 東京都世田谷区奥沢５丁目２５－８
世田谷区 世田谷深沢 東京都世田谷区深沢１－１１－６
世田谷区 世田谷喜多見駅前 東京都世田谷区喜多見８丁目１８－２
世田谷区 野沢 東京都世田谷区下馬６丁目１６－３
世田谷区 世田谷新代田駅前 東京都世田谷区羽根木１－３－１４
世田谷区 世田谷羽根木２丁目 東京都世田谷区羽根木２－４－１５
世田谷区 世田谷北烏山 東京都世田谷区北烏山９－１－３
世田谷区 世田谷千歳郵便局前 東京都世田谷区経堂１丁目３３番１６
世田谷区 世田谷上馬４丁目 東京都世田谷区上馬４－１－３
世田谷区 ＡＩＭ東京農業大学世田谷ＣＰ 東京都世田谷区桜丘１－１－１
世田谷区 世田谷中央病院前 東京都世田谷区世田谷１－５－８
世田谷区 世田谷通り 東京都世田谷区桜丘３－２７－６
世田谷区 世田谷宮坂３丁目 東京都世田谷区宮坂３－４１－１９
世田谷区 下北沢駅南西口 東京都世田谷区北沢２－１９－２
世田谷区 世田谷４丁目 東京都世田谷区世田谷４－７－１
世田谷区 世田谷船橋希望ヶ丘通り 東京都世田谷区船橋７－１５－４
世田谷区 三軒茶屋玉川通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２
世田谷区 世田谷千歳台２丁目 東京都世田谷区千歳台２－２７－２０
世田谷区 三軒茶屋病院前 東京都世田谷区三軒茶屋１－２０－６
世田谷区 世田谷等々力４丁目 東京都世田谷区等々力４－４－１１
世田谷区 世田谷南烏山２丁目 東京都世田谷区南烏山２－１－１
世田谷区 三軒茶屋駅東 東京都世田谷区太子堂２－１２－１
世田谷区 千歳烏山駅南 東京都世田谷区南烏山５－１７－１１
世田谷区 世田谷給田中央 東京都世田谷区南烏山６－１５－３
世田谷区 世田谷榎 東京都世田谷区祖師谷６－３３－１５
世田谷区 世田谷成城１丁目 東京都世田谷区成城１－２４－５
世田谷区 世田谷キャロットタワー前 東京都世田谷区太子堂４－２２－６
世田谷区 世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５
世田谷区 世田谷代田駅前 東京都世田谷区代田２丁目１９－１３
世田谷区 世田谷桜上水駅南 東京都世田谷区桜上水５－２３－９
世田谷区 世田谷池尻３丁目 東京都世田谷区池尻３－２３－２
世田谷区 世田谷玉堤１丁目 東京都世田谷区玉堤１－２７－１５
世田谷区 世田谷玉川 東京都世田谷区玉川２ー７ー１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 世田谷区 世田谷松原駅前 東京都世田谷区赤堤２ー４３ー１０

世田谷区 世田谷南烏山５丁目 東京都世田谷区南烏山５－２０－１６
世田谷区 世田谷砧３丁目 東京都世田谷区砧３－４－６
世田谷区 上北沢５丁目 東京都世田谷区上北沢５－１３－３
世田谷区 世田谷池尻２丁目 東京都世田谷区池尻２－３７－１６
世田谷区 世田谷経堂３丁目 東京都世田谷区経堂３－２１－６
世田谷区 世田谷松原５丁目 東京都世田谷区松原５丁目４０－９
世田谷区 世田谷１丁目 東京都世田谷区世田谷１ー１０ー１８
世田谷区 世田谷梅ヶ丘駅前 東京都世田谷区梅丘１ー２２ー６
世田谷区 世田谷松原 東京都世田谷区松原２－３５－１２
世田谷区 世田谷東松原駅前 東京都世田谷区松原５ー５６ー１２
世田谷区 下馬１丁目 東京都世田谷区下馬１－５－４
世田谷区 世田谷上野毛 東京都世田谷区上野毛１－２９－３
世田谷区 若林陸橋 東京都世田谷区若林２－３２－１５
世田谷区 世田谷下高井戸 東京都世田谷区赤堤５－３０－１５
世田谷区 世田谷代沢３丁目 東京都世田谷区代沢３ー１２ー２１
世田谷区 世田谷三宿１丁目 東京都世田谷区三宿１－２９－１
世田谷区 世田谷下北沢 東京都世田谷区代沢５－２９－１
世田谷区 駒沢病院前 東京都世田谷区上馬４－６－７
世田谷区 二子玉川駅前 東京都世田谷区玉川３－６－５
世田谷区 世田谷桜新町駅前 東京都世田谷区桜新町１－１２－１３
世田谷区 世田谷三宿２丁目 東京都世田谷区三宿２ー６ー３
世田谷区 世田谷鎌田２丁目 東京都世田谷区鎌田２ー２２ー８
世田谷区 世田谷玉川２丁目 東京都世田谷区玉川２－１４－５
世田谷区 世田谷瀬田４丁目 東京都世田谷区瀬田４ー２４ー１２
世田谷区 世田谷砧６丁目 東京都世田谷区砧６－３９－２
世田谷区 世田谷赤堤２丁目 東京都世田谷区赤堤２－３－８
世田谷区 世田谷下北沢駅前 東京都世田谷区北沢２－２６－６
世田谷区 用賀インター 東京都世田谷区玉川台２－３９－６
世田谷区 世田谷成城８丁目 東京都世田谷区成城８－３２－１３
世田谷区 世田谷粕谷３丁目 東京都世田谷区粕谷３丁目１９
世田谷区 世田谷船橋６丁目 東京都世田谷区船橋６－１７－１８
世田谷区 世田谷下馬北 東京都世田谷区下馬１－１２－２
世田谷区 世田谷奥沢２丁目 東京都世田谷区奥沢２－１１－７
世田谷区 世田谷駒澤大学南 東京都世田谷区駒沢４丁目１－２４
世田谷区 世田谷祖師谷５丁目 東京都世田谷区祖師谷５－２９－１２
世田谷区 世田谷経堂本町通り 東京都世田谷区宮坂１－４４－２５
世田谷区 世田谷等々力１丁目 東京都世田谷区等々力１－７－１８
世田谷区 世田谷給田４丁目 東京都世田谷区給田４－２０－２３
世田谷区 世田谷北烏山８丁目 東京都世田谷区北烏山８－２３－１５
世田谷区 世田谷駒留通り 東京都世田谷区世田谷１－４１－７
世田谷区 世田谷太子堂２丁目 東京都世田谷区太子堂２丁目２５番２号
世田谷区 世田谷若林４丁目 東京都世田谷区若林４－３－１１
世田谷区 二子玉川駅西 東京都世田谷区玉川３－１１－７
世田谷区 世田谷千歳台５丁目 東京都世田谷区千歳台５－２２－１６
世田谷区 世田谷三軒茶屋２丁目 東京都世田谷区三軒茶屋２－１０－１３
世田谷区 世田谷桜新町１丁目 東京都世田谷区桜新町１丁目１８－１４
清瀬市 清瀬駅北口 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号
西多摩郡　奥多摩町 奥多摩古里 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波３３
西多摩郡　瑞穂町 瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１
西多摩郡　瑞穂町 瑞穂松原中央公園前 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５６－１６
西多摩郡　日の出町 日の出大久野 東京都西多摩郡日の出町大久野１１００－１
西多摩郡　日の出町 阿伎留医療センター前 東京都西多摩郡日の出町大字平井６０５
西東京市 保谷ひばりが丘駅北 東京都西東京市ひばりが丘北４－３－３
西東京市 西東京ひばりが丘北３丁目 東京都西東京市ひばりが丘北３－５－７
西東京市 西東京田無３丁目 東京都西東京市田無町３－６－１０
西東京市 エミオひばりヶ丘 東京都西東京市住吉町３－９－１９



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 西東京市 西東京東町３丁目 東京都西東京市東町３－１１－２

西東京市 柳沢 東京都西東京市柳沢１丁目１１－７
西東京市 ひばりが丘駅北口 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番５１号
西東京市 西東京富士町３丁目 東京都西東京市富士町３－１－５
西東京市 西東京南町５丁目 東京都西東京市南町４－１－１４
西東京市 田無谷戸２丁目 東京都西東京市谷戸町２－１５－１２
西東京市 田無本町４丁目 東京都西東京市田無町４－２３－１
西東京市 田無駅北口 東京都西東京市田無町４－２－１３
青梅市 青梅勝沼 東京都青梅市勝沼３－５７－２
青梅市 青梅東青梅３丁目 東京都青梅市東青梅３－１２－１
青梅市 青梅日向和田３丁目 東京都青梅市日向和田３丁目５６６
青梅市 青梅藤橋２丁目 東京都青梅市藤橋２－５６３－３
青梅市 青梅新町 東京都青梅市新町７丁目３－１８
青梅市 青梅新町６丁目 東京都青梅市新町６－１６－１
青梅市 河辺駅北口 東京都青梅市河辺町１０－１－２
青梅市 青梅河辺東 東京都青梅市河辺町７－６－１１
青梅市 青梅二俣尾 東京都青梅市二俣尾３－９１３－１
青梅市 青梅河辺駅南口 東京都青梅市河辺町５－９－１
青梅市 青梅インター 東京都青梅市今井３ー２ー１
青梅市 青梅駅前 東京都青梅市本町１３１ー２６
青梅市 東青梅５丁目北 東京都青梅市東青梅５－２３－１
青梅市 青梅千ヶ瀬４丁目 東京都青梅市千ヶ瀬町４丁目３７８番地８
青梅市 青梅千ケ瀬６丁目 東京都青梅市千ケ瀬町６丁目８０５
青梅市 青梅今寺４丁目 東京都青梅市今寺４－４－７
千代田区 ＫＤＤＩ本社２０階 東京都千代田区飯田橋３－１０－１０
千代田区 ＫＤＤＩ大手町ビル 東京都千代田区大手町１－８－１
千代田区 丸の内二重橋ビル 東京都千代田区丸の内３丁目２－２
千代田区 神田駅西口通り 東京都千代田区内神田２－９－９
千代田区 東神田２丁目 東京都千代田区東神田２丁目５－１２
千代田区 神田鍛冶町３丁目 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４
千代田区 東京ミッドタウン日比谷ラウンジ 東京都千代田区有楽町１丁目１－２
千代田区 東京ミッドタウン日比谷 東京都千代田区有楽町１丁目１－４
千代田区 ７ＦＳ中央合同庁舎６号館 東京都千代田区霞が関１－１－１
千代田区 千代田平河町１丁目 東京都千代田区平河町１－８－３
千代田区 神田駅北口 東京都千代田区鍛冶町２－１３－１１
千代田区 麹町５丁目 東京都千代田区麹町５－３－５
千代田区 神田駅南口 東京都千代田区鍛冶町２丁目１番３号
千代田区 千代田一ツ橋２丁目 東京都千代田区一ツ橋２－６－２
千代田区 神田須田町中央通り 東京都千代田区神田須田町１丁目１６番地
千代田区 中央合同庁舎８号館 東京都千代田区永田町１－６－１
千代田区 三井住友銀行東館 東京都千代田区丸の内１丁目３番２号
千代田区 日比谷パークフロント 東京都千代田区内幸町２－１－６
千代田区 有楽町駅前 東京都千代田区有楽町２－８－２
千代田区 神田和泉町 東京都千代田区神田和泉町１－３－４
千代田区 ７ＦＳガーデンビル 東京都千代田区二番町８番地８
千代田区 大手町野村ビル 東京都千代田区大手町２－１－１
千代田区 千代田鍛冶町１丁目 東京都千代田区鍛冶町１－９－４
千代田区 神田錦町千代田通り 東京都千代田区神田錦町３丁目１１番地
千代田区 神田錦町１丁目 東京都千代田区神田錦町１－８
千代田区 ７ＦＳ参議院議員会館 東京都千代田区永田町２丁目１－１
千代田区 紀尾井坂 東京都千代田区麹町５－７－１３
千代田区 常盤橋タワー３Ｆ 東京都千代田区大手町２－６－４
千代田区 神田紺屋町 東京都千代田区神田紺屋町８
千代田区 東京サンケイビル 東京都千代田区大手町１－７－２
千代田区 神田錦町２丁目 東京都千代田区神田錦町２丁目７－５
千代田区 Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅ　タワー５ 東京都千代田区大手町１丁目２番
千代田区 千代田富士見１丁目 東京都千代田区富士見１－３－３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 千代田区 読売新聞東京本社ビル 東京都千代田区大手町１－７－１

千代田区 ＡＩＭ内幸町１丁目 東京都千代田区内幸町１丁目１番１号
千代田区 秋葉原電気街口 東京都千代田区外神田１－１８－１９
千代田区 丸紅ビル 東京都千代田区大手町１－４－２
千代田区 千代田鍛冶町２丁目 東京都千代田区鍛冶町２－９－８
千代田区 神田三崎町２丁目 東京都千代田区神田三崎町２丁目１３番４号
千代田区 九段南３丁目 東京都千代田区九段南３丁目９－１２
千代田区 市ヶ谷駅前 東京都千代田区五番町３番１
千代田区 神田岩本町 東京都千代田区神田岩本町２－２
千代田区 千代田岩本町１丁目 東京都千代田区岩本町１－７－１
千代田区 千代田三番町 東京都千代田区三番町１－１６
千代田区 神田万世橋南 東京都千代田区神田須田町１－９
千代田区 神田神保町１丁目 東京都千代田区神田神保町１－５８－２
千代田区 市ヶ谷駅西 東京都千代田区五番町２番９
千代田区 神田小川町３丁目 東京都千代田区神田小川町３－３
千代田区 中央合同庁舎５号館 東京都千代田区霞が関１－２－２
千代田区 ＡＩＭ三井物産ビル 東京都千代田区大手町１丁目２番
千代田区 Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅ 東京都千代田区大手町１丁目２番
千代田区 外神田４丁目 東京都千代田区外神田４－７－７
千代田区 千代田岩本町２丁目 東京都千代田区岩本町２－１８－１
千代田区 内神田１丁目 東京都千代田区内神田１－９－１３
千代田区 千代田三崎町白山通り 東京都千代田区神田三崎町２－１－１８
千代田区 千代田平河町２丁目 東京都千代田区平河町２－７－２
千代田区 千代田区麹町４丁目 東京都千代田区麹町４－５
千代田区 麹町駅前 東京都千代田区二番町４－３
千代田区 千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８
千代田区 秋葉原駅北 東京都千代田区神田練塀町３－３
千代田区 神田すずらん通り 東京都千代田区神田神保町１丁目５
千代田区 大手町カンファレンスセンター 東京都千代田区大手町１－３－２
千代田区 法政大学市ヶ谷キャンパス 東京都千代田区富士見２丁目１７－１
千代田区 北の丸スクエア 東京都千代田区九段北１－１３－１２
千代田区 上智大学 東京都千代田区紀尾井町７－１
千代田区 リクルートサウスタワー 東京都千代田区丸の内１－９－２グラントウキョウサウ
千代田区 九段北４丁目 東京都千代田区九段北４－２－２
千代田区 丸の内東京ビル 東京都千代田区丸の内２－７－３
千代田区 神田須田町１丁目 東京都千代田区神田須田町１－２－３
千代田区 丸の内センタービル 東京都千代田区丸の内１－６－１
千代田区 九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１
千代田区 千代田区麹町３丁目 東京都千代田区麹町３－５
千代田区 ＡＩＭ三井住友海上駿河台ビル 東京都千代田区神田駿河台３－９
千代田区 神田神保町３丁目 東京都千代田区神田神保町３－２－６
千代田区 ＡＩＭ三井住友海上火災保険新館 東京都千代田区神田駿河台３－１１－１
千代田区 有楽町イトシア 東京都千代田区有楽町２－７－１
千代田区 赤坂東急プラザ 東京都千代田区永田町２－１４－３
千代田区 千代田大神宮通り 東京都千代田区富士見２－４－６
千代田区 丸の内郵船ビル 東京都千代田区丸の内２－３－２
千代田区 千代田一番町 東京都千代田区一番町４－４
千代田区 秋葉原センタープレイス 東京都千代田区神田相生町１番
千代田区 秋葉原昭和通り 東京都千代田区神田佐久間町２－１１
千代田区 東急キャピトルタワー 東京都千代田区永田町２－１０－３
千代田区 飯田橋アイガーデンテラス 東京都千代田区飯田橋３－１０－９
千代田区 衆議院第一議員会館 東京都千代田区永田町二丁目２番１号
千代田区 大和ハウス九段ビル 東京都千代田区飯田橋２－１８－２
千代田区 三井住友銀行本社ビル 東京都千代田区丸の内１－１－２
千代田区 神田錦町３丁目 東京都千代田区神田錦町３－２６
千代田区 神田小川町２丁目 東京都千代田区神田小川町２－２－８
千代田区 パレスサイドビル 東京都千代田区一ツ橋１－１－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 千代田区 内神田２丁目 東京都千代田区内神田２丁目２－１

千代田区 神田専大通り 東京都千代田区神田神保町２－３８－１
千代田区 日比谷駅前 東京都千代田区有楽町１－６－３
千代田区 住友商事竹橋ビル 東京都千代田区一ツ橋１－２－２
千代田区 衆議院第二議員会館 東京都千代田区永田町二丁目１番２号
千代田区 外神田２丁目妻恋坂 東京都千代田区外神田２－１４－７
千代田区 千代田五番町 東京都千代田区五番町１－９
千代田区 神田淡路町ワテラス 千代田区神田淡路町２丁目１０５番地
千代田区 神田神保町２丁目 東京都千代田区神田神保町２－２
千代田区 特許庁 東京都千代田区霞ヶ関３－４－３
千代田区 新丸ビル 東京都千代田区丸の内１－５－１新丸の内ビルＢ１Ｆ
千代田区 飯田橋４丁目 東京都千代田区飯田橋４丁目１－１１
千代田区 内幸町２丁目 東京都千代田区内幸町２－１－１
千代田区 ＫＤＤＩ本社 東京都千代田区飯田橋３－１０－１０
千代田区 駿河台三楽病院 東京都千代田区神田駿河台２丁目５
千代田区 丸の内パレスビル 東京都千代田区丸の内１－１－１
千代田区 新丸ビルフロアナイン 東京都千代田区丸の内１－５－１新丸の内ビル９Ｆ
千代田区 丸の内永楽ビル 東京都千代田区丸の内１－４－１
足立区 足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５－２１－３０
足立区 扇大橋インター 東京都足立区扇２－１２－２
足立区 梅島駅前 東京都足立区梅田８－１－１６
足立区 足立五反野駅前 東京都足立区足立４－４１－５
足立区 足立東和５丁目 東京都足立区東和５－４－４
足立区 竹ノ塚 東京都足立区竹の塚４－４－４
足立区 足立青井５丁目 東京都足立区青井５－４－１
足立区 足立六月３丁目 東京都足立区六月３－５－１３
足立区 足立六木 東京都足立区六木３－２－３
足立区 扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号
足立区 足立一ツ家２丁目 東京都足立区一ツ家２丁目９番
足立区 足立辰沼１丁目 東京都足立区辰沼１－４－６
足立区 足立江北３丁目 東京都足立区江北３－２１－１
足立区 足立加平１丁目 東京都足立区加平１－２０－７
足立区 足立西新井６丁目 東京都足立区西新井６丁目４１番７号
足立区 足立綾瀬２丁目 東京都足立区綾瀬２－２６－１２
足立区 足立神明１丁目 東京都足立区神明１－４－５
足立区 千住仲町 東京都足立区千住仲町１１番１３号
足立区 足立伊興２丁目 東京都足立区伊興２－１０－１３
足立区 足立西保木間４丁目 東京都足立区西保木間４－１４－２３
足立区 足立竹の塚６丁目 東京都足立区竹の塚６－２３－１１
足立区 足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３
足立区 西新井駅西口 東京都足立区西新井栄町２－７－４
足立区 足立花畑西 東京都足立区花畑５－２－６
足立区 足立花保南 東京都足立区東保木間１丁目２３番７号
足立区 足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３
足立区 足立鹿浜３丁目 東京都足立区鹿浜３－８－２０
足立区 足立西新井５丁目 東京都足立区西新井５－８－８
足立区 足立車検場前 東京都足立区南花畑５丁目２４－３５
足立区 足立舎人４丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人４－１１－２４
足立区 足立椿２丁目 東京都足立区椿２丁目１－１
足立区 足立東和４丁目 東京都足立区東和４－９－４
足立区 足立入谷８丁目 東京都足立区入谷８丁目１－７
足立区 足立竹ノ塚駅西 東京都足立区西竹の塚２－４－１１
足立区 足立江北１丁目 東京都足立区江北１丁目３３番１９号
足立区 足立竹の塚２丁目 東京都足立区竹の塚２丁目６－６
足立区 足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２－６－１９
足立区 足立本木２丁目 東京都足立区本木２丁目３２－１４
足立区 足立大谷田１丁目 東京都足立区大谷田１－２－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 足立区 足立入谷３丁目 東京都足立区入谷３丁目７－１５

足立区 北綾瀬駅前 東京都足立区谷中２－６－２２
足立区 足立栗原４丁目 東京都足立区栗原４丁目１９－２０
足立区 足立竹ノ塚駅南 東京都足立区竹の塚１－２６－１４
足立区 足立谷中４丁目 東京都足立区谷中４丁目９番４号
足立区 足立増田橋 東京都足立区竹の塚３丁目３－１６
足立区 足立大谷田 東京都足立区大谷田５－６－１２
足立区 足立保塚町 東京都足立区保塚町１２－２６
足立区 足立東綾瀬 東京都足立区東綾瀬２－４－１
足立区 足立平野１丁目 東京都足立区平野１丁目１－１
足立区 千住大橋駅 東京都足立区千住橋戸町１１－４
足立区 足立日ノ出町 東京都足立区日ノ出町１２－１６
足立区 足立千住４丁目 東京都足立区千住４－１６－１３
足立区 足立弘道１丁目 東京都足立区弘道１－２－１７
足立区 足立鹿浜６丁目 東京都足立区鹿浜６丁目１３－６
足立区 足立入谷７丁目 東京都足立区入谷７－８－１２
足立区 足立西新井栄町１丁目 東京都足立区西新井栄町１－１８－１
足立区 足立伊興小西 東京都足立区伊興４－２０－６
足立区 足立中居郵便局前 東京都足立区千住１－１２－１
足立区 足立花畑１丁目 東京都足立区花畑１丁目３５－１１
足立区 足立柳原２丁目 東京都足立区柳原２－３－４
足立区 足立青井駅前 東京都足立区青井３丁目３６－１２
足立区 足立千住３丁目 東京都足立区千住３－５１
足立区 足立東綾瀬３丁目 東京都足立区東綾瀬３－８－４
足立区 足立梅田５丁目 東京都足立区梅田５丁目２５番１７号
足立区 足立綾瀬１丁目 東京都足立区綾瀬１－１７－９
足立区 足立江北橋東 東京都足立区扇２－２０－１９
足立区 足立梅田２丁目 東京都足立区梅田２－２４－１
足立区 足立保木間１丁目 東京都足立区保木間１ー７ー１０
足立区 足立千住曙町 東京都足立区千住曙町９－８
足立区 足立ハートアイランド新田 東京都足立区新田３－３５－２０
足立区 足立宮城１丁目 東京都足立区宮城１－２６－１０
足立区 足立花畑８丁目 東京都足立区花畑８丁目７－７
足立区 本木 東京都足立区本木２－４－２１
足立区 足立伊興番田 東京都足立区西伊興４－１０－７
足立区 足立扇２丁目 東京都足立区扇２丁目４４－１
足立区 足立梅島１丁目 東京都足立区梅島１－２４－１
足立区 足立入谷９丁目 東京都足立区入谷９丁目１７－３２
足立区 足立西保木間３丁目 東京都足立区竹の塚７－２１－１７
足立区 足立千住１丁目 東京都足立区千住１ー２４ー７
足立区 足立舎人２丁目 足立区舎人２ー２１ー１０
足立区 千住旭町 東京都足立区千住旭町１－２１
足立区 梅田 東京都足立区梅田７丁目１６番３号
足立区 関原 東京都足立区関原２－１－３
足立区 綾瀬 東京都足立区綾瀬５－２－１５
足立区 足立島根 東京都足立区島根４－２１－２４
足立区 足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４
足立区 足立中川４丁目 東京都足立区中川４丁目３３番２号
足立区 足立梅島駅北 東京都足立区梅島１－３６－７
足立区 足立扇３丁目 東京都足立区扇３ー１９ー１８
足立区 足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９
足立区 足立東和１丁目 東京都足立区東和１ー２ー５
足立区 足立東保木間１丁目 東京都足立区東保木間１－１３－３
足立区 足立入谷５丁目 東京都足立区入谷５－５－１０
足立区 足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９
足立区 足立六木１丁目 東京都足立区六木１丁目１９－２８
足立区 西新井駅東 東京都足立区西新井栄町１－８－２



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 足立区 足立辰沼東 東京都足立区佐野２－２－１１

足立区 足立鹿浜 東京都足立区鹿浜６－３６－１２
足立区 足立保木間３丁目 東京都足立区保木間３丁目１０－１０
足立区 足立江北６丁目 東京都足立区江北６－２３－８
足立区 足立西新井栄町３丁目 東京都足立区西新井栄町３－１８－１１
足立区 足立堀之内２丁目 東京都足立区堀之内２－１５－８
足立区 足立南花畑２丁目 東京都足立区南花畑２－４８－９
足立区 足立亀田小前 東京都足立区関原３－１３－１０
足立区 北千住駅西口 東京都足立区千住３－７４－７
足立区 足立中川１丁目 東京都足立区中川１丁目９－３
足立区 足立入谷１丁目 東京都足立区入谷１－７－１６
足立区 足立西新井本町４丁目 東京都足立区西新井本町４丁目３０－７
足立区 足立青井１丁目 東京都足立区青井１－９－８
足立区 足立東伊興３丁目 東京都足立区東伊興３丁目４－６
足立区 足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７－４７
足立区 足立一ツ家３丁目 東京都足立区一ツ家３－１０－３
足立区 足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８
足立区 足立鹿浜２丁目 東京都足立区鹿浜２－３２－１
足立区 足立綾瀬４丁目 東京都足立区綾瀬４－２９－１６
足立区 北千住駅東口 東京都足立区千住旭町４－１３
足立区 足立西新井４丁目 東京都足立区西新井４－３３－１
足立区 足立西綾瀬３丁目 東京都足立区西綾瀬３丁目１４－７
足立区 足立竹ノ塚駅東 東京都足立区竹の塚６－１－１３
足立区 足立新広橋 東京都足立区佐野１－３５－３
足立区 足立東伊興１丁目 東京都足立区東伊興１－１３－１１
足立区 足立本木西町 東京都足立区本木西町１－７
足立区 綾瀬駅西口 東京都足立区綾瀬１－３９－１１
足立区 足立古千谷本町３丁目 東京都足立区古千谷本町３－３－１
多摩市 多摩永山２丁目 東京都多摩市永山２－１５－３
多摩市 多摩諏訪越通り 東京都多摩市諏訪１－１２－２
多摩市 小田急多摩センター改札横 東京都多摩市落合１－１１－２
多摩市 小田急マルシェ多摩センター 東京都多摩市落合１－１１－２
多摩市 小田急マルシェ永山 東京都多摩市永山１－１８－２
多摩市 多摩モノレール多摩センター駅 東京都多摩市落合１丁目４８番１先
多摩市 多摩山王下１丁目 東京都多摩市山王下１－１７
多摩市 ニューシティ多摩センター 東京都多摩市落合１丁目４７番
多摩市 多摩明神橋通り 東京都多摩市東寺方１－９－１
多摩市 多摩鶴牧１丁目 東京都多摩市鶴牧１－１０－９
多摩市 多摩関戸２丁目 東京都多摩市関戸２－２１－８
多摩市 多摩センター駅西 東京都多摩市鶴牧１丁目３－１０
多摩市 多摩鶴牧２丁目 東京都多摩市鶴牧２－２５－８
台東区 上野桜木２丁目 東京都台東区上野桜木２丁目４－７
台東区 台東東上野６丁目 東京都台東区東上野６－１６－１０
台東区 台東根岸３丁目 東京都台東区根岸３－３－２０
台東区 上野公園前 東京都台東区上野２－１４－３１
台東区 東上野２丁目東 東京都台東区東上野２－７－６
台東区 台東清川２丁目 東京都台東区清川２丁目３６－１４
台東区 橋場 東京都台東区橋場１－６－４
台東区 台東浅草橋１丁目 東京都台東区浅草橋１丁目３１－１０
台東区 台東区役所前 東京都台東区東上野４－１－６
台東区 上野御徒町中央通り 東京都台東区上野６－８－６
台東区 台東石浜 東京都台東区清川２－１－１
台東区 台東谷中３丁目 東京都台東区谷中３－１９－９
台東区 台東浅草６丁目 東京都台東区浅草６－１－１８
台東区 浅草橋駅東口 東京都台東区浅草橋１－１９－１
台東区 東上野２丁目車坂通り 東京都台東区東上野２－２０－８
台東区 台東４丁目 東京都台東区台東４丁目７－２



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 台東区 浅草橋駅西口 東京都台東区浅草橋１丁目２４－１０

台東区 上野イーストタワー 東京都台東区東上野２－１６－１
台東区 台東浅草橋３丁目 東京都台東区浅草橋３－３２－５
台東区 仲御徒町駅前 東京都台東区上野５－２３－１４
台東区 台東松が谷１丁目 東京都台東区松が谷１丁目３－５
台東区 浅草田原町 東京都台東区雷門１丁目７－５
台東区 浅草新仲見世通り 東京都台東区浅草１丁目２１番８号
台東区 台東柳橋１丁目 東京都台東区柳橋１丁目４－５
台東区 田原町駅前 東京都台東区寿２－１０－１０
台東区 台東元浅草１丁目 東京都台東区元浅草１－５－１
台東区 上野６丁目御徒町駅前通り 東京都台東区上野６丁目９－９
台東区 東武浅草駅前 東京都台東区浅草１－１－１６
台東区 台東浅草２丁目 東京都台東区浅草２－１２－１
台東区 台東４丁目春日通り 東京都台東区台東４－２９－１５
台東区 台東根岸１丁目 東京都台東区根岸１－１－２６
台東区 台東蔵前２丁目 東京都台東区蔵前２－２－５
台東区 上野駅前通り 東京都台東区上野６丁目１４－４
台東区 台東柳橋２丁目 東京都台東区柳橋２丁目６番２
台東区 浅草雷門前 東京都台東区雷門２丁目１８－７
台東区 浅草国際通り 東京都台東区浅草１－４３－５
台東区 台東東浅草１丁目 東京都台東区東浅草１丁目８－１
台東区 台東北上野２丁目 東京都台東区北上野２－１８－４
台東区 台東２丁目 東京都台東区台東２－２７－７
台東区 台東下谷３丁目 東京都台東区下谷３－１８－７
台東区 台東雷門１丁目 東京都台東区雷門１－４－２
台東区 台東日本堤 東京都台東区日本堤２ー１７ー３
台東区 台東寿１丁目 東京都台東区寿１－１８－１
台東区 台東入谷１丁目 東京都台東区入谷１－２－３
台東区 浅草 台東区浅草５－６４－４
台東区 浅草馬道 台東区浅草６ー１０ー２
台東区 台東谷中６丁目 東京都台東区谷中６－１－７
台東区 台東三ノ輪１丁目 東京都台東区三ノ輪１－９－４
台東区 台東蔵前３丁目 東京都台東区蔵前３丁目１３番１２号
台東区 台東日本堤２丁目 東京都台東区日本堤２ー２９ー１３
台東区 台東谷中７丁目 東京都台東区谷中７ー２０ー７
台東区 台東上野２丁目 東京都台東区上野２ー１１ー１０
台東区 新御徒町駅前 東京都台東区小島２－２１－１６
台東区 台東駒形１丁目 東京都台東区駒形１丁目３－１６
台東区 上野２丁目中央通り 東京都台東区上野２－１－９
台東区 台東西浅草３丁目 東京都台東区西浅草３－２２－１７
台東区 台東上野６丁目 東京都台東区上野６－３－１５
台東区 台東浅草橋３丁目東 東京都台東区浅草橋３－２０－１５
台東区 浅草千束 東京都台東区千束３－６－９
台東区 台東１丁目 東京都台東区台東１丁目３８－５
台東区 台東東上野４丁目 東京都台東区東上野４－８－１－１０２
大田区 大森駅西口 東京都大田区山王２－３－１５
大田区 大田区大森中２丁目西 東京都大田区大森中２－１－３
大田区 大田区千鳥町駅前 東京都大田区千鳥１－２０－４
大田区 京急ＳＴ蒲田改札前 東京都大田区蒲田４丁目５０番１１号
大田区 大田区東蒲田キネマ通り 東京都大田区東蒲田２－１６－１
大田区 大田区大森北６丁目 東京都大田区大森北６－２４－１３
大田区 京急ＳＴ梅屋敷 東京都大田区蒲田２－２８－１
大田区 大田区羽田１丁目 東京都大田区羽田１－１０－１３
大田区 大田区南馬込４丁目 東京都大田区南馬込４－４８－１３
大田区 大田区千鳥２丁目 東京都大田区千鳥２－２１－８
大田区 ＡＮＡコンポーネントビル 東京都大田区羽田空港３－５－５
大田区 大田区久が原５丁目 東京都大田区久が原５－１５－９



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 大田区 大田区下丸子１丁目 東京都大田区下丸子１－１８－１

大田区 南馬込 東京都大田区南馬込３－２５－２
大田区 大田区矢口２丁目 東京都大田区矢口２－１５－７
大田区 蒲田２丁目東邦医大通り 東京都大田区蒲田２丁目１７－１７
大田区 大田区久が原３丁目 東京都大田区久が原３－２７－８
大田区 大田区萩中１丁目 東京都大田区萩中１丁目１０番１号
大田区 大田区多摩川２丁目 東京都大田区多摩川２丁目２７－１０
大田区 大田区久が原２丁目 東京都大田区久が原２丁目４番１５号
大田区 大田市場 東京都大田区東海３丁目２番１号
大田区 京急ＳＴ穴守稲荷 東京都大田区羽田４丁目６番１１号
大田区 大田区池上８丁目 東京都大田区池上８－１６－５
大田区 大田区蒲田１丁目北 東京都大田区蒲田１－３－２７
大田区 京急ＳＴ大森町 東京都大田区大森西３－２４－７
大田区 大田区美原通り南 東京都大田区大森東１－１６－２０
大田区 大田区蒲田あやめ橋 東京都大田区蒲田３－１７－２０
大田区 大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３－４３－１
大田区 大田区北馬込 東京都大田区北馬込２－３４－２０
大田区 御嶽山駅前 東京都大田区北嶺町３１－１４
大田区 大田区西蒲田４丁目 東京都大田区西蒲田４－１－３
大田区 大田区西糀谷４丁目 東京都大田区西糀谷４丁目１２番５号
大田区 大田区都税事務所前 東京都大田区西蒲田７－１４－３
大田区 ＡＮＡブルーベース 大田区羽田旭町１０－８　ＡＮＡＢｌｕｅＢａｓｅ４階
大田区 大田洗足池 東京都大田区東雪ケ谷１－１－１８
大田区 大田区南雪谷１丁目 東京都大田区南雪谷１－５－２
大田区 大田区久が原駅前 東京都大田区南久が原２丁目８－４
大田区 大田区大森中３丁目 東京都大田区大森中３丁目２６－１
大田区 大森駅北 東京都大田区山王１丁目６－５
大田区 大田区大森西１丁目 東京都大田区大森西１丁目１－９
大田区 大森駅北口 東京都大田区大森北１－１－４
大田区 大田区西糀谷児童公園前 東京都大田区西糀谷３－１－１０
大田区 大田区山王春日橋 東京都大田区山王３丁目１４－５
大田区 大田区下丸子ガス橋通り 東京都大田区下丸子３－２７－１２
大田区 東急プラザ蒲田 東京都大田区西蒲田７－６９－１
大田区 大田区山王１丁目 東京都大田区山王１－２５－１２
大田区 大田区石川台 東京都大田区石川町２丁目７－９
大田区 大田区仲糀谷 東京都大田区東糀谷１－１２－２６
大田区 大田区大森南３丁目 東京都大田区大森南３－２２－１
大田区 大田区役所前 東京都大田区蒲田５－４０－３
大田区 東京高校前 東京都大田区鵜の木２－３５－１７
大田区 大田区西蒲田７丁目 東京都大田区西蒲田７－４２－１１
大田区 大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号
大田区 大田区美原通り 東京都大田区大森東１－７－２７
大田区 京急蒲田駅前 東京都大田区蒲田４－２５－７
大田区 大田区新蒲田３丁目 東京都大田区新蒲田３－８－７
大田区 大田区六郷土手駅前 東京都大田区仲六郷４－２７－１０
大田区 大田区蒲田本町２丁目 東京都大田区蒲田本町２－８－１
大田区 大田区大森北４丁目 東京都大田区大森北４丁目１０－５
大田区 大田区大森中１丁目 東京都大田区大森中１－１－３
大田区 大田区中央６丁目 東京都大田区中央６丁目２６－４
大田区 大田区西蒲田８丁目 東京都大田区西蒲田８－１－７
大田区 七辻 東京都大田区南蒲田２－３０－１０
大田区 西蒲田５丁目 東京都大田区西蒲田５－２７－１０
大田区 馬込桜並木通り 東京都大田区南馬込４－９－４
大田区 大田区西六郷４丁目 東京都大田区西六郷４－６－２２
大田区 大田区大森西６丁目 東京都大田区大森西６丁目１４－１６
大田区 大田区仲六郷２丁目 東京都大田区仲六郷２丁目１５番１０号
大田区 大田区水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９－１０



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 大田区 大田区大森町 東京都大田区大森西５－６－７

大田区 大田区上池台 東京都大田区上池台１－４４－１
大田区 大森東 東京都大田区大森東４－１４－３
大田区 蒲田駅前 東京都大田区蒲田５－７－８
大田区 蓮沼 東京都大田区東矢口３－６－３
大田区 大田区東雪谷 東京都大田区東雪谷２－１７－３
大田区 西馬込 東京都大田区西馬込２ー２０ー５
大田区 大田区多摩川１丁目 東京都大田区多摩川１－３４－９
大田区 大田区蒲田５丁目 東京都大田区蒲田５－４９－１２
大田区 大田区南馬込２丁目 東京都大田区南馬込２－１９－３
大田区 大田区南蒲田１丁目 東京都大田区南蒲田１－２５－１
大田区 大田区蒲田１丁目 東京都大田区蒲田１ー２７ー７
大田区 大田区羽田 東京都大田区羽田６ー１ー２
大田区 大田区鵜の木２丁目 東京都大田区鵜の木２ー１５ー１７
大田区 大田区池上３丁目 大田区池上３ー３３ー５
大田区 大田区中央８丁目 東京都大田区中央８－２８－４
大田区 大田区東馬込２丁目 東京都大田区東馬込２ー１２ー４
大田区 大田区西糀谷３丁目 東京都大田区西糀谷３ー４３ー１
大田区 大田区東六郷３丁目 東京都大田区東六郷３－６－３
大田区 大田区大森西３丁目 東京都大田区大森西３－８－１
大田区 大田区大森中２丁目 東京都大田区大森中２丁目１１番７
大田区 大田区本羽田１丁目 東京都大田区本羽田１－１９－３
大田区 大田区西蒲田１丁目 東京都大田区西蒲田１－１６－１４
大田区 下丸子多摩堤通り 東京都大田区下丸子２－２８－３
大田区 大田区西蒲田２丁目 東京都大田区西蒲田２－５－２６
大田区 本羽田第三公園前 東京都大田区本羽田２－１１－９
大田区 大田区大森北２丁目 東京都大田区大森北２－９－１２
大田区 大田区糀谷中前 東京都大田区西糀谷３－８－２１
大田区 ７ＦＳ羽田クロノゲート 東京都大田区羽田旭町１１－１
大田区 大田区南雪谷５丁目 東京都大田区南雪谷５－２０－１６
大田区 大田区萩中３丁目 東京都大田区萩中３丁目２１番５
大田区 大田区矢口 東京都大田区矢口２－１７－２８
大田区 大田区西蒲田３丁目 東京都大田区西蒲田３－１－２６
大田区 大田区東糀谷 東京都大田区東糀谷３－６－１２
大田区 Ｌｕｚ大森 東京都大田区大森北１－１０－１４
大田区 京急ＳＴ羽田空港第１ターミナル 東京都大田区羽田空港３－３－４
大田区 蒲田アロマスクエア前 東京都大田区蒲田５－２０－１０
大田区 大田区西六郷２丁目 東京都大田区西六郷２丁目２９－７
大田区 大田区西糀谷１丁目 東京都大田区西糀谷１－１０－１８
大田区 大田区西蒲田 東京都大田区西蒲田５－３－２０
大田区 大田区池上駅南 東京都大田区池上６－１２－１１
大田区 大田区下丸子４丁目 東京都大田区下丸子４丁目１９－１３
大田区 矢口渡駅前 東京都大田区多摩川１－５－２５
大田区 大田区東六郷２丁目 東京都大田区東六郷２－２－６
大田区 西蒲田環八通り 東京都大田区西蒲田８丁目１４番１０号
大田区 大田区大森駅南 東京都大田区大森北１－３３－１
大田区 京急ＳＴ羽田空港第３ターミナル 東京都大田区羽田空港２－６－５
大田区 大田区大森南２丁目 東京都大田区大森南２－１３－１
大田区 田園調布郵便局前 東京都大田区南雪谷２－１９－１
大田区 大田区大森南１丁目 東京都大田区大森南１－１７－１
中央区 日本橋横山町 東京都中央区日本橋横山町１０－９
中央区 京橋エドグランフロアスリー 東京都中央区京橋２－２－１
中央区 銀座１丁目 東京都中央区銀座１－２６－１
中央区 晴海トリトンスクエア 東京都中央区晴海１－８－１６
中央区 ＫＯＹＯがんセンター中央病院 東京都中央区築地５－１－１
中央区 銀座１丁目中央 東京都中央区銀座１－１０－６
中央区 日本橋兜町 東京都中央区日本橋兜町１５－１３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 中央区 銀座通り口 東京都中央区銀座１－２－４

中央区 中央区月島１丁目 東京都中央区月島１－２－１３
中央区 勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２
中央区 日本橋本町３丁目 東京都中央区日本橋本町３－７－２
中央区 晴海２丁目 東京都中央区晴海２丁目２－２－４２
中央区 歌舞伎座タワー 東京都中央区銀座４－１２－１５
中央区 人形町駅西 東京都中央区日本橋人形町１丁目３－６
中央区 水天宮前 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目３８－９
中央区 銀座ファイブ 東京都中央区銀座５－１
中央区 銀座８丁目 東京都中央区銀座８－５－１２
中央区 銀座７丁目中央 東京都中央区銀座７丁目１２－９
中央区 日本橋久松町 東京都中央区日本橋久松町１０－６
中央区 銀座ナイン 東京都中央区銀座８丁目７
中央区 京橋駅前 東京都中央区京橋２丁目６－２１
中央区 中央区湊１丁目 東京都中央区湊１丁目１２
中央区 ＤＲ東京京橋ロイネット 東京都中央区京橋２丁目８－２０
中央区 日本橋室町３丁目 東京都中央区日本橋室町３丁目４番２
中央区 馬喰横山駅前 東京都中央区東日本橋３－６－１１
中央区 晴海３丁目 東京都中央区晴海３－１２－１
中央区 馬喰町駅前 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目５－８
中央区 銀座６丁目中央 東京都中央区銀座６丁目１２番１３号
中央区 聖路加タワー 東京都中央区明石町８－１
中央区 銀座３丁目 東京都中央区銀座３－１５－１０
中央区 中央区佃２丁目 東京都中央区佃２－１０－９
中央区 中央区新川１丁目 東京都中央区新川１丁目２１－５
中央区 八重洲柳通り 東京都中央区八重洲２－７－７
中央区 八重洲地下街南 東京都中央区八重洲２丁目１番八重洲地下街南１号
中央区 日本橋堀留町２丁目 東京都中央区日本橋堀留町２－３－３
中央区 銀座７丁目 東京都中央区銀座７－２－２２
中央区 日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１
中央区 東日本橋３丁目 東京都中央区東日本橋３－４－７
中央区 勝どき駅前 東京都中央区勝どき１丁目８番１号
中央区 中央区八丁堀４丁目 東京都中央区八丁堀４－３－３
中央区 日本橋人形町３丁目 東京都中央区日本橋人形町３－１－２
中央区 日本橋Ｔ－ＣＡＴ 東京都中央区日本橋箱崎町２２－１
中央区 歌舞伎座 東京都中央区銀座４丁目１２－１５
中央区 月島駅前 東京都中央区月島１－５－２
中央区 中央区明石町 東京都中央区明石町２－１
中央区 銀座２丁目 東京都中央区銀座２－１５－２
中央区 日本橋茅場町２丁目 東京都中央区日本橋茅場町２－９－５
中央区 日本橋小網町 東京都中央区日本橋小網町１番３号
中央区 中央区役所前 東京都中央区新富２－２－８
中央区 中央区入船３丁目 東京都中央区入船３丁目１－１３
中央区 兜町東証前 東京都中央区日本橋兜町６－５
中央区 ベイシティ晴海 東京都中央区晴海３－６－８
中央区 日本橋蛎殻町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８
中央区 茅場町駅前 東京都中央区日本橋茅場町１－９－２
中央区 日本橋１丁目昭和通り 東京都中央区日本橋１－１６－１１
中央区 日本橋小伝馬町 東京都中央区日本橋小伝馬町１０－１１
中央区 常盤橋 東京都中央区日本橋本石町１－２－１
中央区 銀座７丁目東 東京都中央区銀座７－１５－５
中央区 勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３
中野区 中野５丁目 東京都中野区中野５丁目４７－９
中野区 中野野方５丁目 東京都中野区野方５－１９－９
中野区 中野新井１丁目 東京都中野区新井１－４２－８
中野区 中野大和町中央通り 東京都中野区大和町４－１２－１
中野区 中野大和町１丁目 東京都中野区大和町１－２－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 中野区 南台 東京都中野区南台３－２４－５

中野区 新中野駅前 東京都中野区中央４－１－２
中野区 野方駅北口 東京都中野区野方６－１２－５
中野区 中野もみじ山通り 東京都中野区中野１丁目５８番３
中野区 中野野方１丁目 東京都中野区野方１丁目３０－３
中野区 中野駅北口一番街 東京都中野区中野５丁目６１－４
中野区 東中野銀座通り 東京都中野区東中野３丁目１２－７
中野区 東中野駅南 東京都中野区東中野２丁目２４番１号
中野区 中野上高田２丁目東 東京都中野区上高田１丁目３８－７
中野区 中野江原町２丁目 東京都中野区江原町２丁目２７－９
中野区 中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６５－９
中野区 中野本町４丁目 東京都中野区本町４－４８－１０
中野区 中野鷺ノ宮駅前 東京都中野区鷺宮３－１８－２
中野区 中野新井 東京都中野区新井２－３１－１
中野区 中野野方駅東 東京都中野区野方３－２５－７
中野区 中野上高田３丁目 東京都中野区上高田３－２２－９
中野区 中野中央１丁目東 東京都中野区中央１－３５－４
中野区 東中野４丁目 東京都中野区東中野４丁目２９－９
中野区 中野上高田１丁目 東京都中野区上高田１－８－１９
中野区 中野中央３丁目 東京都中野区中央３－２２－２
中野区 中野桃園 東京都中野区中野３－４０－３
中野区 中野坂上駅前 東京都中野区中央２－１－８
中野区 中野都立家政 東京都中野区若宮３ー１９ー１１
中野区 中野江古田 東京都中野区江古田４－７－３
中野区 中野鷺宮 東京都中野区鷺宮４－３５－１０
中野区 中野上高田 東京都中野区上高田２－４０－１４
中野区 中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９
中野区 中野鷺宮１丁目 東京都中野区鷺宮１ー２８ー７
中野区 中野中央 東京都中野区中央４－２２－１８
中野区 中野６丁目 東京都中野区中野６－１４－６
中野区 中野中央５丁目 東京都中野区中央５丁目１０番３０号
中野区 中野駅北口 東京都中野区中野５－６６－４
中野区 中野新井薬師前駅北 東京都中野区松が丘１ー１７ー１０
中野区 中野弥生町２丁目 東京都中野区弥生町２－１７－５
中野区 中野鷺宮６丁目 東京都中野区鷺宮６－３０－１８
中野区 中野中央１丁目 東京都中野区中央１－３８－１
中野区 東中野末広橋 東京都中野区東中野１－１－１９
中野区 中野野方２丁目 東京都中野区野方２－４－３
中野区 東中野１丁目 東京都中野区東中野１－３６－７
中野区 東中野２丁目 東京都中野区東中野２－１－２
町田市 町田玉川学園５丁目 東京都町田市玉川学園５－１－３
町田市 町田小川４丁目 東京都町田市小川４－２２－６
町田市 町田小山町 東京都町田市小山町２５０２－１
町田市 町田相原駅西 東京都町田市相原町１２６４－４
町田市 原町田大通り 東京都町田市原町田６－２３－３
町田市 南町田駅北口 東京都町田市鶴間１－１６－１０
町田市 町田駅北 東京都町田市森野１丁目３６－１
町田市 小田急町田下りホーム 東京都町田市原町田６－１２－２０
町田市 町田鶴川駅前 東京都町田市能ヶ谷１丁目４－６
町田市 町田小山ヶ丘３丁目 東京都町田市小山ヶ丘３丁目２番７
町田市 原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０
町田市 小田急マルシェ鶴川 東京都町田市能ヶ谷１丁目６－３
町田市 原町田４丁目 東京都町田市原町田４－１１－１８
町田市 町田多摩境駅前 東京都町田市小山ヶ丘３－２８
町田市 町田小川２丁目 東京都町田市小川２－２５－３
町田市 町田駅東口 東京都町田市原町田６－１５－１２
町田市 町田街道鶴間 東京都町田市南町田５‐３－５３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 町田市 町田駅前通り 東京都町田市森野１丁目２２番５号

町田市 町田成瀬駅北 東京都町田市南成瀬１－２５－２６
町田市 町田南成瀬さくら通り 東京都町田市南成瀬６－２２－２
町田市 玉川学園２丁目 東京都町田市玉川学園２－８－２４
町田市 町田駅西 東京都町田市森野１－１－２１
町田市 町田鶴川駅北口 東京都町田市能ヶ谷１－８－１
調布市 調布国領町５丁目 東京都調布市国領町５－４８－７
調布市 飛田給品川通り 東京都調布市飛田給２－７－３
調布市 調布ヶ丘１丁目 東京都調布市調布ケ丘１－６－１
調布市 調布小島３丁目 東京都調布市小島町３－６８－６
調布市 調布菊野台２丁目 東京都調布市菊野台２－４２－１７
調布市 調布飛田給２丁目 東京都調布市飛田給２－４６－１８
調布市 調布駅東口 東京都調布市布田１－５２－３
調布市 つつじヶ丘 東京都調布市西つつじケ丘３－３１－１
調布市 調布国領町１丁目 東京都調布市国領町１－４７－９
調布市 調布仙川駅南 東京都調布市若葉町２－１－１
調布市 調布国領町２丁目 東京都調布市国領町２－１８－５
調布市 柴崎駅北 東京都調布市菊野台１－１９－３
調布市 柴崎駅南口 東京都調布市菊野台３－１－１
調布市 調布八雲台 東京都調布市八雲台１－８－１
調布市 調布品川通り 東京都調布市布田３－２８－３
調布市 調布インター南 東京都調布市上石原１－３０－９
調布市 調布仙川１丁目 東京都調布市仙川町１－２３－２０
調布市 調布布田駅前 東京都調布市国領町５－７１－３
調布市 調布布田４丁目 東京都調布市布田４－２６－６
調布市 調布飛田給１丁目 東京都調布市飛田給１－１２－１０
調布市 調布駅北口 東京都調布市布田１－４４－１
東久留米市 東久留米駅北口 東京都東久留米市東本町１－５
東村山市 東村山市役所通り 東京都東村山市本町２－２３－１
東村山市 東村山野口町１丁目 東京都東村山市野口町１－１３－２
東村山市 東村山秋津駅前 東京都東村山市秋津町５丁目６－７
東村山市 久米川駅前 東京都東村山市栄町２－４－１
東村山市 久米川駅北口 東京都東村山市栄町１－３－６６
東村山市 東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２
東村山市 東村山栄町 東京都東村山市栄町２ー２５ー２
東村山市 東村山本町２丁目 東京都東村山市本町２－２－９
東大和市 東大和上北台３丁目 東京都東大和市上北台３－３４４－１
東大和市 東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１
東大和市 東大和市駅北口 東京都東大和市南街５－９７－７
東大和市 東大和奈良橋６丁目 東京都東大和市奈良橋６－７７４－１
東大和市 東大和上北台駅北 東京都東大和市芋窪５－１１１８－１
東大和市 東大和向原６丁目 東京都東大和市向原６－１１６５
東中市 府中八幡町２丁目 東京都府中市八幡町２丁目３０－１
東中市 府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１
東中市 府中分梅町２丁目 東京都府中市分梅町２丁目１－１
東中市 府中東郷寺通り 東京都府中市清水が丘３丁目３０－６
東中市 府中白糸台５丁目 東京都府中市白糸台５丁目２８－４
東中市 府中片町２丁目 東京都府中市片町２－１１－１
東中市 府中白糸台４丁目 東京都府中市白糸台４丁目８－３
東中市 府中八幡町 東京都府中市八幡町２－２－２
東中市 府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３
東中市 府中緑町３丁目 東京都府中市緑町３－３３－８
東中市 府中分梅 東京都府中市分梅町３－６２－１
東中市 府中駅北口 東京都府中市府中町２ー２ー５
東中市 清水ケ丘 東京都府中市清水が丘３－２１－３
東中市 府中紅葉丘 東京都府中市紅葉丘１－３９－１３
東中市 府中住吉４丁目 東京都府中市住吉町４－９－２４



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 東中市 武蔵野台駅南口 東京都府中市白糸台４丁目１７－２

東中市 府中是政３丁目 東京都府中市是政３－３１－１
東中市 府中小柳町２丁目 東京都府中市小柳町２－２９－２
東中市 府中美好町１丁目 東京都府中市美好町１－２６－３
東中市 府中本町駅北 東京都府中市本町１－１３－１
日野市 日野石田２丁目 東京都日野市石田２－２－１７
日野市 日野平山６丁目 東京都日野市平山６－１－９
日野市 日野南平７丁目 東京都日野市南平７丁目２－２
日野市 百草園駅北口 東京都日野市百草８２－３
日野市 日野高幡不動駅前 東京都日野市高幡１００７－５
日野市 日野甲州街道駅前 東京都日野市日野９５２－１
日野市 多摩動物公園 東京都日野市程久保８ー３ー６
日野市 日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０
日野市 日野大坂上１丁目 東京都日野市大坂上１－３０－１１
日野市 ＡＩＭ明星大学大学会館 東京都日野市程久保２－１－１
日野市 日野万願寺２丁目 東京都日野市万願寺２－３３－１０
八王子市 八王子京王片倉 東京都八王子市片倉町３３９－２
八王子市 八王子マルベリーブリッジ 東京都八王子市旭町１０－２
八王子市 八王子片倉駅北口 東京都八王子市片倉町７１２－５
八王子市 八王子中央図書館前 東京都八王子市千人町３丁目２－１０
八王子市 八王子ユーロード 東京都八王子市旭町７－９
八王子市 八王子せきば 東京都八王子市大塚６２２－１
八王子市 八王子高尾北口 東京都八王子市高尾町１５８５－１
八王子市 八王子北口 東京都八王子市東町１３－８
八王子市 京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１
八王子市 高尾山インター 東京都八王子市高尾町１８０６－１
八王子市 八王子高倉町 東京都八王子市高倉町６－１
八王子市 西八王子駅南口 東京都八王子市台町４－４７
八王子市 北八王子駅西口 東京都八王子市石川町２９５４－５
八王子市 八王子旭町 東京都八王子市旭町１３番２号
八王子市 八王子小宮 東京都八王子市小宮町８５１－４
八王子市 八王子堀之内３丁目 東京都八王子市堀之内３－２９－１
八王子市 京王八王子駅前 東京都八王子市明神町２－２６－９
八王子市 八王子散田１丁目 東京都八王子市散田町１－１６－１０
八王子市 八王子明神町３丁目 東京都八王子市明神町３－３－１３
八王子市 八王子めじろ台駅南 東京都八王子市めじろ台２－３３－１
八王子市 八王子西片倉３丁目 東京都八王子市西片倉３－１１－１７
八王子市 八王子万町 東京都八王子市万町２０番２
八王子市 八王子サザンスカイタワー 東京都八王子市子安町４－７－１
八王子市 八王子小比企東 東京都八王子市小比企町１１３２－２
八王子市 八王子大塚 東京都八王子市大塚１５００
八王子市 八王子東中野 東京都八王子市東中野１３－３
八王子市 八王子富士森公園北 東京都八王子市台町３丁目１２番１１号
八王子市 南大沢駅前 東京都八王子市南大沢２－２９
八王子市 八王子子安３丁目 東京都八王子市子安町３丁目６－１２
八王子市 八王子片倉南 東京都八王子市片倉町２３０８－８
八王子市 八王子みなみ野駅前 東京都八王子市みなみ野１－３－２
板橋区 板橋本町駅前 東京都板橋区本町３７－７
板橋区 板橋大谷口２丁目 東京都板橋区大谷口２－３３－２
板橋区 板橋赤塚１丁目 東京都板橋区赤塚１－６－７
板橋区 板橋３丁目南 東京都板橋区板橋３－１－４
板橋区 板橋東山町 東京都板橋区東山町１－１
板橋区 板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５
板橋区 板橋１丁目 東京都板橋区板橋１－５－６
板橋区 板橋交通公園前 東京都板橋区大山西町２０－１１
板橋区 板橋東新町川越街道 東京都板橋区東新町１－４９－１３
板橋区 板橋成増３丁目東 東京都板橋区成増３－１０－３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 板橋区 板橋赤塚中央通り 東京都板橋区赤塚６－６－３２

板橋区 板橋教育科学館前 東京都板橋区常盤台４－１９－１
板橋区 板橋三園１丁目 東京都板橋区三園１丁目５０－１２
板橋区 新高島平駅前 東京都板橋区高島平７－１４－１８
板橋区 東武練馬駅北口 東京都板橋区徳丸２丁目３－１３
板橋区 板橋大山公園前 東京都板橋区氷川町４０－６
板橋区 板橋若木１丁目 東京都板橋区若木１－１３－４
板橋区 中板橋駅前通り 東京都板橋区中板橋２１－１７
板橋区 板橋区役所駅東 東京都板橋区仲宿６４－８
板橋区 板橋西台中央通り 東京都板橋区西台２丁目１７－２２
板橋区 板橋徳丸１丁目 東京都板橋区徳丸１－３－１４
板橋区 板橋東新町２丁目 東京都板橋区東新町２－４７－４
板橋区 板橋本町駅東 東京都板橋区本町１３－５
板橋区 板橋清水町 東京都板橋区清水町４３－１０
板橋区 板橋常盤台４丁目 東京都板橋区常盤台４－２５－６
板橋区 板橋四葉２丁目 東京都板橋区四葉２－９－２
板橋区 板橋小竹向原駅南 東京都板橋区向原２－３６－４
板橋区 板橋志村四中前 東京都板橋区志村３丁目１８－１
板橋区 東武練馬駅西 東京都板橋区徳丸３丁目１－１８
板橋区 新板橋駅前 東京都板橋区板橋１－４８－１７
板橋区 板橋下赤塚駅北口 東京都板橋区赤塚２－１－１２
板橋区 板橋本蓮沼駅西 東京都板橋区大原町６－１２
板橋区 板橋徳丸６丁目 東京都板橋区徳丸６丁目９－３
板橋区 板橋清水町東 東京都板橋区清水町４９－１１
板橋区 板橋仲町 東京都板橋区仲町３３－５
板橋区 板橋成増 東京都板橋区赤塚４－６－６
板橋区 板橋相生町南 東京都板橋区相生町４番１８号
板橋区 板橋徳丸７丁目 東京都板橋区徳丸７－２７－１
板橋区 板橋高島平９丁目 東京都板橋区高島平９－２－１５
板橋区 板橋赤塚５丁目 東京都板橋区赤塚５－２９－１
板橋区 板橋赤塚２丁目 東京都板橋区赤塚２－３２－２０
板橋区 板橋志村坂上駅前 東京都板橋区志村１－１３－１６
板橋区 板橋高島平３丁目 東京都板橋区高島平３丁目９－８
板橋区 板橋志村三丁目駅北 東京都板橋区志村３－２４－５
板橋区 中板 東京都板橋区中板橋２０－８
板橋区 板橋小豆沢３丁目 東京都板橋区小豆沢３丁目６番７号
板橋区 板橋小豆沢１丁目 東京都板橋区小豆沢１－１８－２
板橋区 光が丘公園北 東京都板橋区成増１－６－９
板橋区 板橋赤塚新町２丁目 東京都板橋区赤塚新町２－１３－７
板橋区 板橋高島平２丁目 東京都板橋区高島平２－２１－４
板橋区 板橋高島平８丁目 東京都板橋区高島平８－１８－５
板橋区 板橋稲荷台 東京都板橋区稲荷台１－９
板橋区 板橋蓮根２丁目 東京都板橋区蓮根２－１９－９
板橋区 板橋２丁目 東京都板橋区板橋２－４７－８
板橋区 板橋成増１丁目 東京都板橋区成増１－３０－１０
板橋区 板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３－５
板橋区 板橋熊野町 東京都板橋区熊野町３４－１０
板橋区 板橋氷川町 東京都板橋区氷川町２ー１
板橋区 板橋３丁目 東京都板橋区板橋３－１８－１０
板橋区 蓮根 東京都板橋区蓮根３－１３－１９
板橋区 板橋４丁目 東京都板橋区板橋４－４８－４
板橋区 板橋西台駅前 東京都板橋区高島平１－８０－５
板橋区 板橋大山 東京都板橋区大山金井町５４－１４
板橋区 板橋蓮根駅前 東京都板橋区蓮根２－３１－２６
板橋区 板橋赤塚新町 東京都板橋区赤塚新町１－２５－８
板橋区 板橋仲宿 東京都板橋区仲宿５４－７
板橋区 板橋高島平１丁目西 東京都板橋区高島平１－４１－２



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 板橋区 板橋志村１丁目 東京都板橋区志村１ー３４ー１４

板橋区 板橋西台 東京都板橋区西台３ー１７ー１
板橋区 板橋大原町 東京都板橋区大原町１１－１４
板橋区 板橋前野町１丁目 東京都板橋区前野町１丁目４９番１４号
板橋区 板橋徳丸２丁目 東京都板橋区徳丸２－１５－１０
板橋区 板橋大山ハッピーロード 東京都板橋区大山町４０－７
板橋区 板橋仲宿商店街 東京都板橋区仲宿５９－１５
板橋区 高島平駅前 東京都板橋区高島平８－５－６
板橋区 板橋大谷口上町 東京都板橋区大谷口上町４－１
板橋区 板橋志村３丁目 東京都板橋区志村３丁目３２－１３
板橋区 板橋大山西町 東京都板橋区大山西町３－１０
板橋区 板橋向原２丁目 東京都板橋区向原２－８－３
板橋区 板橋小竹向原駅前 東京都板橋区向原３－１０－７
板橋区 板橋坂下３丁目 東京都板橋区坂下３－９－１
板橋区 板橋相生町 東京都板橋区相生町１０－２２
板橋区 板橋蓮根３丁目 東京都板橋区蓮根３丁目９－２０
板橋区 板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２
板橋区 板橋成増２丁目 東京都板橋区成増２－２６－３
板橋区 中板橋南 東京都板橋区中板橋１１－４
板橋区 板橋東新町若木通り 東京都板橋区東新町１－２０－３
板橋区 板橋舟渡１丁目 東京都板橋区舟渡１－１４－１７
板橋区 板橋加賀２丁目 東京都板橋区加賀２丁目１４－１０
板橋区 板橋南常盤台１丁目 東京都板橋区南常盤台１丁目３３－９
板橋区 板橋高島平１丁目 東京都板橋区高島平１－２８－１
板橋区 板橋本町駅北 東京都板橋区大和町１８－６
板橋区 板橋西台２丁目 東京都板橋区西台２－３２－１０
板橋区 板橋大和町 東京都板橋区大和町８－４
板橋区 板橋東新町１丁目 東京都板橋区東新町１丁目７－１
品川区 品川シーサイド 東京都品川区東品川４－１１－３６
品川区 大井町銀座通り 東京都品川区東大井５丁目７番１３号
品川区 品川大井１丁目 東京都品川区大井１丁目４９－１０
品川区 品川中延６丁目 東京都品川区中延６丁目３番８号
品川区 西五反田１丁目 東京都品川区西五反田１－１８－９
品川区 東品川１丁目 東京都品川区東品川１丁目３－１８
品川区 品川二葉４丁目 東京都品川区二葉４－１－１７
品川区 品川西旗の台 東京都品川区旗の台２－１１－６
品川区 品川西大井３丁目 東京都品川区西大井３丁目１－１８
品川区 品川旗の台２丁目 東京都品川区旗の台２丁目４－２２
品川区 品川戸越３丁目 東京都品川区戸越３－１１－１６
品川区 大井町駅前中央通り 東京都品川区大井１丁目２２番２号
品川区 南品川２丁目 東京都品川区南品川２－１５－９
品川区 しながわ水族館西 東京都品川区南大井３丁目１４－２
品川区 目黒セントラルスクエア３階 東京都品川区上大崎３－１－１
品川区 品川東大井１丁目 東京都品川区東大井１－１－１０
品川区 品川勝島１丁目 東京都品川区勝島１－５－２１
品川区 大崎ブライトコア 東京都品川区北品川５丁目５番１５号
品川区 品川旗の台駅前 東京都品川区旗の台２－９－１８
品川区 西五反田１丁目東 東京都品川区西五反田１－１４－２
品川区 品川西五反田３丁目 東京都品川区西五反田３丁目７－１０
品川区 北品川八ッ山通り 東京都品川区北品川１丁目２３－１３
品川区 京急ＳＴ青物横丁 東京都品川区南品川３－１－２０
品川区 品川シーサイドフォレスト 東京都品川区東品川４－１２－４
品川区 品川東大井２丁目 東京都品川区東大井２－１３－１３
品川区 品川西中延１丁目 東京都品川区西中延１丁目６番１８号
品川区 東品川３丁目 東京都品川区東品川３丁目１８－１
品川区 品川東中延２丁目 東京都品川区東中延２－４－６
品川区 品川南大井６丁目 東京都品川区南大井６－１６－１０



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 品川区 品川東五反田１丁目 東京都品川区東五反田１－１２－２

品川区 品川戸越１丁目 東京都品川区戸越１－７－２０
品川区 南品川３丁目 東京都品川区南品川３－６－１
品川区 西五反田２丁目 東京都品川区西五反田２－８－１
品川区 品川東大井５丁目 東京都品川区東大井５－１－１２
品川区 品川大崎３丁目 東京都品川区大崎３－１－３
品川区 品川大井４丁目 東京都品川区大井４－３－１
品川区 大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎２丁目９－２
品川区 武蔵小山パルム 東京都品川区荏原４－４－１
品川区 不動前駅東 東京都品川区西五反田５－１－１４
品川区 品川西大井駅前 東京都品川区西大井１ー４ー２０
品川区 戸越銀座駅前 東京都品川区平塚１－５－８
品川区 二葉町 東京都品川区二葉町１ー１０ー８
品川区 品川荏原 東京都品川区荏原１ー２１ー６
品川区 品川天王洲 東京都品川区東品川２－２－２７
品川区 品川東大井 東京都品川区東大井３－１１－２１
品川区 西大井 東京都品川区西大井６－５－１
品川区 荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１
品川区 西五反田 東京都品川区西五反田３－６－２２
品川区 南品川 東京都品川区南品川５－４－１
品川区 五反田 東京都品川区東五反田１－２１－１０
品川区 大井 東京都品川区大井５－２－１１
品川区 品川荏原６丁目 東京都品川区荏原６－１９－１５
品川区 品川中延５丁目 東京都品川区中延５－１－３
品川区 南大井浜川 東京都品川区南大井４丁目９－２
品川区 北品川３丁目 東京都品川区北品川３－７－２２
品川区 品川南大井３丁目 東京都品川区南大井３－３０－８
品川区 東五反田２丁目 東京都品川区東五反田２ー１９ー７
品川区 品川小山４丁目 東京都品川区小山４－８－２０
品川区 品川大井７丁目 東京都品川区大井７丁目２７－５
品川区 新馬場駅前 東京都品川区北品川２－１７－１
品川区 品川戸越５丁目 東京都品川区戸越５－２０－１２
品川区 西小山江戸見坂通り 東京都品川区小山６－６－２０
品川区 西小山桜並木通り 東京都品川区荏原６丁目１－２３
品川区 品川ＳＲＣビル 東京都品川区勝島１－１－１
品川区 西大井滝王子通り 東京都品川区西大井２－１４－３
品川区 大崎広小路駅西 東京都品川区西五反田８－１－５
品川区 西五反田６丁目 東京都品川区西五反田６－７－２
品川区 荏原中延駅前 東京都品川区中延３－２－７
品川区 西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７
品川区 ＡＩＭ大森ベルポート 品川区南大井６丁目２６－３大森ベルポートＤ館１階
品川区 天王洲シーフォートスクエア 東京都品川区東品川２－３－１２
品川区 品川南大井１丁目 東京都品川区南大井１丁目１０番７号
品川区 東品川４丁目 東京都品川区東品川４－９－２１
品川区 大崎百反通り 東京都品川区大崎２丁目９－１
武蔵村山市 武蔵村山神明３丁目 東京都武蔵村山市神明３－７８－５
武蔵村山市 武蔵村山三ツ藤１丁目 東京都武蔵村山市三ツ藤１－７２－８
武蔵野市 吉祥寺大正通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－４－２
武蔵野市 吉祥寺南町２丁目 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１３－８
武蔵野市 吉祥寺サンロード 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１２－２
武蔵野市 ＡＩＭＮＴＴ武蔵野研究センタ 東京都武蔵野市緑町３－９－１１
武蔵野市 吉祥寺本町２丁目 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２６－１０
武蔵野市 武蔵境１丁目 東京都武蔵野市境１丁目１６－１
武蔵野市 吉祥寺駅前 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１４－８
武蔵野市 吉祥寺駅中央 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１７－１２
武蔵野市 三鷹中央通り 東京都武蔵野市西久保１－６－２４
武蔵野市 武蔵境駅前 東京都武蔵野市境２－２－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 武蔵野市 吉祥寺東町１丁目 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１１－１８

武蔵野市 吉祥寺本町１丁目 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３２－９
武蔵野市 三鷹駅北口 東京都武蔵野市中町１丁目２０－８
武蔵野市 武蔵野境５丁目 東京都武蔵野市境５－１－１７
武蔵野市 武蔵野境２丁目 東京都武蔵野市境２ー１７ー１２
武蔵野市 吉祥寺レンガ館 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－５
福生市 福生武蔵野台１丁目 東京都福生市武蔵野台１－１５－４
福生市 福生駅前東口 東京都福生市大字福生字奈賀７８１－１
福生市 東福生駅南 東京都福生市福生２１３１－１
福生市 福生加美平３丁目 東京都福生市加美平３－１４－２
福生市 福生牛浜駅東 東京都福生市熊川９４３－１
福生市 福生志茂 東京都福生市志茂３７－４
福生市 横田第２ゲート 東京都福生市福生２２６２－１
福生市 福生牛浜駅南 東京都福生市牛浜９０
福生市 福生西口 福生市本町１４２
福生市 福生熊川 東京都福生市熊川２０６－１
福生市 福生駅東 東京都福生市福生９６５
福生市 横田基地前 東京都福生市熊川１４１１－６
文京区 ＡＩＭ日本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木１－１－５
文京区 文京春日１丁目 東京都文京区春日１－７－３
文京区 文京千駄木３丁目 東京都文京区千駄木３－４１－１４
文京区 文京真砂坂上 東京都文京区本郷４丁目１４－１０
文京区 文京関口１丁目 東京都文京区関口１－２９－３
文京区 根津駅前 東京都文京区根津１－１６－１３
文京区 飯田橋駅北 東京都文京区後楽２－３－１３
文京区 本郷三丁目駅前 東京都文京区本郷３－３６－１０
文京区 小石川白山通り 東京都文京区小石川１－２８－１
文京区 文京小石川播磨坂 東京都文京区小石川４丁目２２番２号
文京区 東京ドームシティミーツポート 東京都文京区後楽１－３－６１
文京区 茗荷谷駅前 東京都文京区大塚１－４－１０
文京区 文京植物園前 東京都文京区白山２丁目１４－２３
文京区 文京西片１丁目 東京都文京区西片１丁目１５－４
文京区 文京向丘２丁目 東京都文京区向丘２－８－７
文京区 文京湯島３丁目 東京都文京区湯島３－１４－９
文京区 文京千駄木 東京都文京区千駄木２－１３－１
文京区 文京向丘１丁目 東京都文京区向丘１－１－１４
文京区 文京水道１丁目 東京都文京区水道１－６－７
文京区 東洋大学白山キャンパス 東京都文京区白山５－２８－２０
文京区 文京千石１丁目 東京都文京区千石１－１８－１３
文京区 江戸川橋 東京都文京区関口１－１０－１１
文京区 文京動坂上 東京都文京区本駒込３－１０－２１
文京区 文京目白台２丁目 東京都文京区目白台２ー１４ー１５
文京区 文京小石川１丁目 東京都文京区小石川１ー１０－５
文京区 文京音羽１丁目 東京都文京区音羽１－１７－１１
文京区 文京本駒込１丁目 東京都文京区本駒込１ー１１ー３
文京区 文京小石川４丁目 東京都文京区小石川４ー１ー９
文京区 文京本駒込２丁目 東京都文京区本駒込２ー１９ー４ー１０２
文京区 文京本郷４丁目 東京都文京区本郷４－３－４
文京区 文京白山駅前 東京都文京区白山５ー３６ー１１
文京区 文京本駒込４丁目 東京都文京区本駒込４－４０－３
文京区 文京千駄木１丁目 東京都文京区千駄木１－２３－３
文京区 文京大塚４丁目 東京都文京区大塚４－４１－１２
文京区 文京本郷３丁目 東京都文京区本郷３－５－５
文京区 文京本郷１丁目 東京都文京区本郷１丁目２２番６号
文京区 文京千石駅前 東京都文京区千石１－２７－１２
文京区 文京神田明神下 東京都文京区湯島１ー３ー４
文京区 文京グリーンコート 東京都文京区本駒込２－２８－１０



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 豊島区 豊島南長崎５丁目東 東京都豊島区南長崎５丁目１２番８号

豊島区 池袋東京芸術劇場前 東京都豊島区西池袋３－２６－５
豊島区 池袋西一番街中央通り 東京都豊島区西池袋１－３３－２
豊島区 豊島高松３丁目 東京都豊島区高松３－２－５
豊島区 東池袋エアライズタワー 東京都豊島区東池袋４丁目５－１
豊島区 豊島要町駅前 東京都豊島区西池袋５－２５－７
豊島区 池袋４丁目 東京都豊島区池袋４丁目３１－１
豊島区 東池袋４丁目 東京都豊島区東池袋４－８－４
豊島区 北大塚１丁目西 東京都豊島区北大塚１－１９－３
豊島区 Ｉｉｎｇ電波学園 東京都豊島区東池袋３丁目６番地１
豊島区 豊島南大塚１丁目南 東京都豊島区南大塚１－１－８
豊島区 西池袋立教通り前 東京都豊島区西池袋３－２９－２
豊島区 西池袋３丁目 東京都豊島区西池袋３－９－１
豊島区 豊島高松１丁目 東京都豊島区高松１－１４－６
豊島区 ７ＦＳ帝京平成大学池袋キャンパス 東京都豊島区東池袋２－５１－４
豊島区 ７ＦＳ学習院大学 東京都豊島区目白１丁目５番１号
豊島区 豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１
豊島区 目白駅北 東京都豊島区目白３丁目１４－１
豊島区 南池袋２丁目 東京都豊島区南池袋２丁目１８－２
豊島区 豊島北大塚３丁目 東京都豊島区北大塚３－２５－１６
豊島区 池袋３丁目東 東京都豊島区池袋３－６０－２
豊島区 豊島南長崎６丁目 東京都豊島区南長崎６丁目１４－３
豊島区 ＤＲ池袋東口ロイネット 東京都豊島区南池袋１丁目２０－８
豊島区 豊島椎名町駅北 東京都豊島区長崎１丁目４番８
豊島区 豊島巣鴨白山通り 東京都豊島区巣鴨２－１１－５
豊島区 巣鴨地蔵通り 東京都豊島区巣鴨３丁目３８－１
豊島区 豊島駒込駅西 東京都豊島区駒込３丁目１－８
豊島区 豊島南大塚２丁目 東京都豊島区南大塚２－１５－６
豊島区 ＥＱＵｉＡ池袋駅改札内 東京都豊島区西池袋１－１－２１
豊島区 南池袋３丁目 東京都豊島区南池袋３丁目９－２
豊島区 東池袋２丁目 東京都豊島区東池袋２丁目６番１号
豊島区 池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２
豊島区 池袋東口 東京都豊島区東池袋１－４３－６
豊島区 大塚駅北口 東京都豊島区北大塚２丁目１－１
豊島区 上池袋４丁目 東京都豊島区上池袋４－２９－９
豊島区 キュープラザ池袋 東京都豊島区東池袋１丁目３０－１
豊島区 南池袋３丁目明治通り 東京都豊島区南池袋３丁目１３－１０
豊島区 巣鴨駅北口 東京都豊島区巣鴨２－１－１
豊島区 豊島東池袋５丁目 東京都豊島区東池袋５－８－１７
豊島区 下板橋駅前 東京都豊島区池袋本町４－３９－５
豊島区 豊島南大塚１丁目 東京都豊島区南大塚１－６０－２０
豊島区 東池袋１丁目 東京都豊島区東池袋１－２３－９
豊島区 豊島劇場通り東 東京都豊島区西池袋１－７－７
豊島区 上池袋３丁目 東京都豊島区上池袋３－１９－７
豊島区 西池袋４丁目 東京都豊島区西池袋４－２１－１４
豊島区 豊島千早１丁目 東京都豊島区千早１－１７－５
豊島区 豊島北大塚２丁目 東京都豊島区北大塚２－１９－７
豊島区 豊島高田２丁目 東京都豊島区高田２－１８－２０
豊島区 都立文京高校前 豊島区巣鴨４ー７ー６
豊島区 西池袋二又 東京都豊島区西池袋５－２－１２
豊島区 池袋北口平和通り 東京都豊島区池袋２－７５－８
豊島区 北池袋 豊島区池袋本町４－３０－１４
豊島区 池袋本町 東京都豊島区池袋本町３－１６－５
豊島区 上池袋２丁目 東京都豊島区上池袋２ー１５ー１
豊島区 新大塚駅前 東京都豊島区南大塚２－１１－４
豊島区 豊島西池袋１丁目 東京都豊島区西池袋１－５－１
豊島区 豊島南池袋２の東 東京都豊島区南池袋２－３２－１３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 豊島区 池袋西一番街 東京都豊島区西池袋１ー４１ー１

豊島区 西巣鴨駅前 東京都豊島区西巣鴨４ー１３－６
豊島区 豊島池袋本町３丁目 東京都豊島区池袋本町３－５－２３
豊島区 東池袋３丁目南 東京都豊島区東池袋３－１３－２
豊島区 南池袋１丁目南 東京都豊島区南池袋１丁目１－１１
豊島区 豊島上池袋１丁目 東京都豊島区上池袋１－３９－１０
豊島区 目白５丁目目白通り 東京都豊島区目白５－４－１
豊島区 豊島千川駅北 東京都豊島区要町３－４４－１
豊島区 豊島南長崎５丁目 東京都豊島区南長崎５－８－９
豊島区 東池袋明治通り 東京都豊島区東池袋１－８－９
豊島区 豊島巣鴨新田 東京都豊島区西巣鴨１－２２－６
豊島区 豊島高田３丁目 東京都豊島区高田３－１５－１８
豊島区 豊島長崎２丁目 東京都豊島区長崎２－２－１２
豊島区 池袋２丁目劇場通り 東京都豊島区池袋２丁目６－１
豊島区 豊島巣鴨１丁目 東京都豊島区巣鴨１－１１－３
豊島区 東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１
豊島区 池袋２丁目東 東京都豊島区池袋２－５２－３
豊島区 豊島千川駅前 東京都豊島区要町３－９－１３
豊島区 池袋３丁目 東京都豊島区池袋３－１１－１
北区 北区西ヶ原３丁目 東京都北区西ケ原３丁目５７－３４
北区 蓮沼アスリート通り 東京都北区赤羽西６－３７－３
北区 北区赤羽２丁目 東京都北区赤羽２－２７－３
北区 北区豊島６丁目東 東京都北区豊島６丁目１－８
北区 北区神谷環七通り 東京都北区神谷１丁目３３－１３
北区 王子１丁目 東京都北区王子１－６－８
北区 北区志茂２丁目 東京都北区志茂２－１９－１
北区 駒込さつき通り 東京都北区中里２－３－３
北区 北区王子４丁目 東京都北区王子４－２４－１３
北区 北区堀船３丁目北 東京都北区堀船３丁目１８番１６号
北区 北区岩淵 東京都北区岩淵町３９－３６
北区 北区岩淵北本通り 東京都北区岩淵町１－１
北区 北区赤羽１丁目北 東京都北区赤羽１－６５－４
北区 北区東十条２丁目 東京都北区東十条２－１４－７
北区 北区赤羽北３丁目 東京都北区赤羽北３丁目３番１２号
北区 北区神谷１丁目 東京都北区神谷１丁目２－６
北区 北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１
北区 北区赤羽１番街 東京都北区赤羽１－４０－１４
北区 ７ＦＳ十条駐屯地 東京都北区十条台１丁目５－７０
北区 北区浮間１丁目 東京都北区浮間１丁目１－１４
北区 北区王子駅北 東京都北区王子１丁目１３－１７
北区 北区王子２丁目 東京都北区王子２丁目１５－１０
北区 北区堀船３丁目 東京都北区堀船３－４０－３
北区 北区駒込駅東口 東京都北区中里２－５－８
北区 北区東十条４丁目 東京都北区東十条４丁目５－６
北区 北区上十条４丁目 東京都北区上十条４丁目１１－８
北区 北赤羽駅アクトピア 東京都北区赤羽北２－２５－８
北区 北区岸町１丁目 東京都北区岸町１ー６ー２
北区 北区滝野川３丁目 東京都北区滝野川３丁目４８－１１
北区 北区赤羽西５丁目 東京都北区赤羽西５－１２－４
北区 北区上中里２丁目 東京都北区上中里２丁目２６－７
北区 北区王子本町１丁目 東京都北区王子本町１－８－１０
北区 北区中十条３丁目 東京都北区中十条３丁目１８－１５
北区 北区西ヶ原２丁目 東京都北区西ヶ原２－４６－２
北区 北区滝野川６丁目 東京都北区滝野川６－８３－５
北区 北区豊島６丁目 東京都北区豊島６ー７ー６
北区 北区昭和町 東京都北区昭和町１ー４ー１０
北区 豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 北区 北区浮間２丁目 東京都北区浮間２丁目２５－４

北区 北区豊島１丁目 東京都北区豊島１－１９－９
北区 上十条 東京都北区上十条３－５－１０
北区 北区西ヶ原４丁目 東京都北区西ヶ原４－４９－３
北区 北区東十条駅前 東京都北区中十条２ー９ー１５
北区 北赤羽駅浮間口 東京都北区浮間３－２－１６
北区 北区田端駅東 東京都北区東田端１－１３－２
北区 北区志茂駅前 東京都北区志茂２－６－１３
北区 北区赤羽北２丁目 東京都北区赤羽北２－３１－１８
北区 北区滝野川２丁目 東京都北区滝野川２－４３－１
北区 赤羽駅西口 東京都北区赤羽西１－７－１
北区 北区浮間中央通り 東京都北区浮間４－１０－１６
北区 北区田端新町３丁目 東京都北区田端新町３－２４－２
北区 北区神谷３丁目 東京都北区神谷３丁目３７番３号
北区 北区王子１丁目北 東京都北区王子１－２１－１
北区 北区赤羽南１丁目 東京都北区赤羽南１－４－８
墨田区 墨田横川５丁目 東京都墨田区横川５－１－１
墨田区 墨田立花５丁目 東京都墨田区立花５－７－１
墨田区 墨田緑３丁目 東京都墨田区緑３－５－９
墨田区 錦糸町ロッテシティ１Ｆ 東京都墨田区錦糸４－６－１
墨田区 墨田本所４丁目 東京都墨田区本所４－１０－４
墨田区 オリナス錦糸町 東京都墨田区太平４－１－２
墨田区 墨田京島２丁目 東京都墨田区京島２－２７－１３
墨田区 墨田東向島２丁目 東京都墨田区東向島２丁目３１－１０
墨田区 墨田１丁目大正通り 東京都墨田区墨田１－１０－１３
墨田区 墨田５丁目 東京都墨田区墨田５丁目４３－１６
墨田区 墨田八広１丁目 東京都墨田区八広１丁目２７－９
墨田区 墨田堤通１丁目 東京都墨田区堤通１－１１－９
墨田区 墨田太平３丁目南 東京都墨田区太平３－７－７
墨田区 墨田東向島４丁目 東京都墨田区東向島４－２６－８
墨田区 墨田タワービュー通り 東京都墨田区太平１－１１－９
墨田区 墨田京島３丁目明治通り 東京都墨田区京島３－１３－３
墨田区 すみだパークプレイス 東京都墨田区横川１－１－１０
墨田区 墨田東駒形３丁目 東京都墨田区東駒形３丁目５－１０
墨田区 墨田東向島３丁目 東京都墨田区東向島３－１０－５
墨田区 墨田本所１丁目清澄通り 東京都墨田区本所１－１９－１
墨田区 墨田吾妻橋１丁目 東京都墨田区吾妻橋１－７－９
墨田区 墨田本所３丁目 東京都墨田区本所３－７－７
墨田区 墨田東向島１丁目 東京都墨田区東向島１丁目３５番１０
墨田区 両国江戸のれん 東京都墨田区横網１－３－２０
墨田区 墨田押上２丁目東 東京都墨田区押上２－３３－５
墨田区 両国駅東口 東京都墨田区両国４－３７－２
墨田区 墨田千歳 東京都墨田区千歳２－９－１２
墨田区 墨田江東橋５丁目 東京都墨田区江東橋５－２－９
墨田区 墨田押上２丁目 東京都墨田区押上２－２０－２
墨田区 墨田東向島４丁目北 東京都墨田区東向島４丁目２４－１７
墨田区 墨田錦糸１丁目 東京都墨田区錦糸１－５－１６
墨田区 錦糸町駅南口 東京都墨田区江東橋３－１０－８
墨田区 墨田菊川１丁目 東京都墨田区菊川１－１７－１２
墨田区 墨田立花４丁目 東京都墨田区立花４－４０－１３
墨田区 墨田江東橋３丁目 東京都墨田区江東橋３－５－１９
墨田区 墨田２丁目 東京都墨田区墨田２－５－１
墨田区 墨田四ツ木橋南 東京都墨田区東向島５ー３９ー１２
墨田区 墨田石原 東京都墨田区石原４－１－１
墨田区 墨田菊川 東京都墨田区菊川３－１０－６
墨田区 墨田押上１丁目 東京都墨田区押上１－３３－３
墨田区 墨田文花 東京都墨田区文花３－２３－８



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 墨田区 墨田本所２丁目 東京都墨田区本所２－１２－１４

墨田区 墨田両国４丁目 東京都墨田区両国４－３８－１２
墨田区 墨田両国３丁目 東京都墨田区両国３ー２０ー３
墨田区 墨田八広南 東京都墨田区八広２ー１５ー２０
墨田区 墨田太平３丁目 東京都墨田区太平３－２０－７
墨田区 墨田吾妻橋３丁目 東京都墨田区吾妻橋３ー３ー２
墨田区 墨田緑４丁目 東京都墨田区緑４－２０－１０
墨田区 墨田業平５丁目 東京都墨田区業平５－３－１
墨田区 墨田両国２丁目 東京都墨田区両国２－１０－１４
墨田区 墨田亀沢１丁目 東京都墨田区亀沢１－１２－８
墨田区 墨田向島５丁目 東京都墨田区向島５－１３－５
墨田区 墨田４丁目 東京都墨田区墨田４－１５－７
墨田区 墨田文花２丁目明治通り 東京都墨田区文花２－３－１４
墨田区 墨田業平４丁目 東京都墨田区業平４－９－３
墨田区 墨田業平１丁目 東京都墨田区業平１－１－６
墨田区 墨田江東橋４丁目 東京都墨田区江東橋４丁目１０－１２
墨田区 墨田八広４丁目 東京都墨田区八広４丁目４８番地１７号
墨田区 墨田亀沢３丁目 東京都墨田区亀沢３－２０－１４
墨田区 錦糸町ロッテシティ 東京都墨田区錦糸４－６－１
墨田区 ＪＲ錦糸町駅前 東京都墨田区江東橋３－１４－１０
墨田区 墨田京島１丁目 東京都墨田区京島１丁目２５番１
墨田区 東武曳舟駅前 東京都墨田区東向島２－１６－１４
墨田区 墨田八広はなみずき通り 東京都墨田区八広２丁目５５－２
墨田区 墨田立川３丁目 東京都墨田区立川３－１５－５
墨田区 墨田業平２丁目 東京都墨田区業平２丁目１８－３
目黒区 上目黒１丁目 東京都目黒区上目黒１－３－２０
目黒区 目黒自由が丘１丁目東 東京都目黒区自由が丘１－４－６
目黒区 自由が丘駅前 東京都目黒区自由が丘２－１０－４
目黒区 目黒元競馬場 東京都目黒区下目黒５－１８－２１
目黒区 目黒洗足駅前 東京都目黒区洗足２－１９－５
目黒区 自由が丘学園通り 東京都目黒区自由が丘２－３－１２
目黒区 目黒八雲５丁目 東京都目黒区八雲５丁目１４－１５
目黒区 目黒祐天寺駅西口 東京都目黒区五本木１－３０－６
目黒区 東京工業大学大岡山キャンパス 東京都目黒区大岡山２丁目１２－１
目黒区 上目黒５丁目 東京都目黒区上目黒５－３－８
目黒区 目黒３丁目 東京都目黒区目黒３－１－３
目黒区 目黒自由が丘２丁目 東京都目黒区自由が丘２－１８－１２
目黒区 目黒祐天寺 東京都目黒区祐天寺２丁目１４－３
目黒区 目黒油面 東京都目黒区目黒４－２３－１９
目黒区 都立大学駅前 東京都目黒区平町１－２５－１８
目黒区 目黒鷹番１丁目 東京都目黒区鷹番１－１１－８
目黒区 学芸大学駅西口 東京都目黒区鷹番３丁目８番１号
目黒区 目黒柿の木坂１丁目 東京都目黒区柿の木坂１－３１－１４
目黒区 上目黒３丁目 東京都目黒区上目黒３－１０－３
目黒区 目黒環七柿の木坂 東京都目黒区柿の木坂１－１－１
目黒区 都立大学駅南 東京都目黒区中根２－１１－１
目黒区 目黒行人坂 東京都目黒区下目黒１ー７ー８
目黒区 目黒大橋２丁目 東京都目黒区大橋２－２２－６
目黒区 武蔵小山西口 東京都目黒区目黒本町３－５－７
目黒区 目黒平和通り 東京都目黒区目黒本町５ー３２ー１５
目黒区 朝日橋 東京都目黒区青葉台１－２９－６
目黒区 清水池 東京都目黒区目黒本町２ー１１ー１１
目黒区 五本木 東京都目黒区五本木２－２６－１２
目黒区 中目黒 東京都目黒区中目黒２－７－１４
目黒区 目黒駒場１丁目 東京都目黒区駒場１丁目３１－６
目黒区 目黒東山３丁目 東京都目黒区東山３－７－１１
目黒区 上目黒２丁目 東京都目黒区上目黒２－１－３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 目黒区 目黒本町２丁目 東京都目黒区目黒本町２ー１７ー１９

目黒区 下目黒６丁目 東京都目黒区下目黒６－８－２５
目黒区 駒場大橋 東京都目黒区大橋２－１０－１３
目黒区 学芸大学駅東 東京都目黒区鷹番２－８－１９
目黒区 目黒中町１丁目 東京都目黒区中町１－７－６
目黒区 目黒南２丁目 東京都目黒区南２－８－６
目黒区 目黒碑文谷３丁目 東京都目黒区碑文谷３－１０－１８
目黒区 下目黒１丁目 東京都目黒区下目黒１－３－１
目黒区 中目黒アトラスタワー 東京都目黒区上目黒１－２６－１
目黒区 目黒柳通り 東京都目黒区下目黒２丁目２－１１
目黒区 目黒東が丘２丁目 東京都目黒区東が丘２丁目１２
目黒区 目黒中央１丁目 東京都目黒区中央町１丁目１１－１
目黒区 目黒青葉台３丁目 東京都目黒区青葉台３－１－１９
立川市 立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８
立川市 ＫＯＹＯＫＫＲ立川病院 東京都立川市錦町４－２－２２
立川市 立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１
立川市 立川曙町２丁目 東京都立川市曙町２－４２－２３
立川市 立川南駅前 東京都立川市柴崎町３－６－２３
立川市 多摩モノレール立川南駅 東京都立川市柴崎町３丁目７番地先
立川市 立川上砂町３丁目 東京都立川市上砂町３－５３－２２
立川市 ホテルエミシア東京立川 東京都立川市曙町２丁目１４－１６
立川市 立川錦町２丁目 東京都立川市錦町２－５－１６
立川市 立川曙橋 東京都立川市曙町２丁目８番３０
立川市 立川富士見町 東京都立川市富士見町２丁目１０－３
立川市 立川曙町 東京都立川市曙町２ー３４ー７
立川市 立川駅南口 東京都立川市柴崎町３－６－８
立川市 立川緑町 東京都立川市緑町６－５
立川市 立川砂川七番 東京都立川市柏町２－１５－２２
立川市 立川泉体育館駅前 東京都立川市栄町６丁目２５番１０
立川市 立川高松町西 東京都立川市高松町３－２１－３
立川市 立川諏訪通り 東京都立川市柴崎町２ー１０ー１５
立川市 立川武蔵砂川駅前 東京都立川市上砂町５－４８－２
立川市 立川羽衣町２丁目 東京都立川市羽衣町２－５－１３
立川市 立川通り 東京都立川市錦町３－１－１０
練馬区 練馬関町東２丁目 東京都練馬区関町東２－１５－１
練馬区 練馬早宮２丁目 東京都練馬区早宮２－１８－２４
練馬区 練馬豊玉北５丁目 東京都練馬区豊玉北５－２９－２
練馬区 練馬光が丘２丁目 東京都練馬区光が丘２－２－１
練馬区 練馬北町８丁目 東京都練馬区北町８－３７－７
練馬区 練馬富士見台４丁目 東京都練馬区富士見台４丁目１３－１
練馬区 練馬豊玉中３丁目 東京都練馬区豊玉中３丁目１６番２号
練馬区 練馬西大泉５丁目 東京都練馬区西大泉５－３３－１２
練馬区 練馬早宮４丁目 東京都練馬区早宮４－２７－２１
練馬区 練馬南田中４丁目 東京都練馬区南田中４－１３－１６
練馬区 練馬豊玉北４丁目 東京都練馬区豊玉北４－２９－５
練馬区 練馬北町３丁目 東京都練馬区北町３丁目４－２
練馬区 練馬平和台１丁目 東京都練馬区平和台１－３１－５
練馬区 練馬西大泉６丁目 東京都練馬区西大泉６－３－１０
練馬区 練馬石神井台５丁目南 東京都練馬区石神井台５－１２－２
練馬区 練馬高松６丁目 東京都練馬区高松６－１－９
練馬区 練馬立野町 東京都練馬区立野町１４－２１
練馬区 練馬春日町５丁目 東京都練馬区春日町５－２４－１５
練馬区 練馬中村かしわ公園前 東京都練馬区中村１丁目１５番１
練馬区 練馬インター 東京都練馬区三原台１丁目１４番２１号
練馬区 ７ＦＳ陸上自衛隊練馬駐屯地 東京都練馬区北町４－１－１
練馬区 練馬田柄通り 東京都練馬区田柄３－５－１５
練馬区 練馬田柄５丁目 東京都練馬区田柄５丁目２６－１



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 練馬区 練馬中村南２丁目 東京都練馬区中村南２丁目１６－６

練馬区 練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１
練馬区 練馬豊島園通り 東京都練馬区練馬３丁目２４－１
練馬区 練馬関町南２丁目 東京都練馬区関町南２丁目１－１２
練馬区 大泉学園駅南口 東京都練馬区東大泉５－４０－２１
練馬区 練馬谷原６丁目 東京都練馬区谷原６丁目１－７
練馬区 練馬旭丘１丁目 東京都練馬区旭丘１－３８－１
練馬区 練馬光が丘ＩＭＡ東館 東京都練馬区光が丘２丁目１０番２号
練馬区 練馬大泉町４丁目 東京都練馬区大泉町４丁目２２－３２
練馬区 練馬西大泉３丁目 東京都練馬区西大泉３－１２－５
練馬区 氷川台駅前 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５
練馬区 練馬大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町７丁目６
練馬区 練馬下石神井３丁目 東京都練馬区下石神井３－８－１５
練馬区 練馬駅西 東京都練馬区豊玉北５－１９－８
練馬区 練馬石神井町２丁目 東京都練馬区石神井町２－１３－２１
練馬区 練馬関町北２丁目 東京都練馬区関町北２－２９－１４
練馬区 練馬平和台駅前 東京都練馬区平和台４－２４－８
練馬区 練馬石神井台７丁目 東京都練馬区石神井台７丁目１３－１０
練馬区 練馬旭町 東京都練馬区旭町１丁目８－３
練馬区 練馬羽沢３丁目 東京都練馬区羽沢３－３６－１１
練馬区 練馬石神井台８丁目 東京都練馬区石神井台８－２１－１５
練馬区 練馬関町北１丁目 東京都練馬区関町北１－２４－７
練馬区 練馬中村北３丁目 東京都練馬区中村北３－１１－１４
練馬区 練馬大泉学園駅北 東京都練馬区東大泉４－３－１７
練馬区 練馬春日町６丁目 東京都練馬区春日町６－１０－３０
練馬区 練馬東大泉２丁目 東京都練馬区東大泉２－１８－５
練馬区 練馬中村橋駅北 東京都練馬区貫井１－７－３０
練馬区 練馬高松３丁目 東京都練馬区高松３－２２－１１
練馬区 練馬上石神井立野橋 東京都練馬区上石神井１－２５－４
練馬区 練馬富士見台駅南 東京都練馬区貫井３丁目１－９
練馬区 練馬南田中３丁目 東京都練馬区南田中３－１７－２５
練馬区 武蔵関駅北口 東京都練馬区関町北４丁目３－３
練馬区 練馬西大泉４丁目 東京都練馬区西大泉４－１１－３
練馬区 練馬平和台３丁目 東京都練馬区平和台３－１－１
練馬区 練馬高野台駅前 東京都練馬区高野台１－７－２０
練馬区 練馬桜台５丁目 東京都練馬区桜台５－１９－６
練馬区 豊玉上 東京都練馬区豊玉上２－２２－１１
練馬区 練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２
練馬区 練馬東大泉６丁目 東京都練馬区東大泉６－３４－３０
練馬区 練馬関町庚申通り 東京都練馬区関町北１－７－１
練馬区 練馬３丁目 東京都練馬区練馬３－１－１０
練馬区 石神井南 練馬区下石神井４ー５ー２０
練馬区 練馬上石神井西 練馬区上石神井１ー１６ー５
練馬区 豊島園駅前 練馬区練馬４ー１５ー１７
練馬区 練馬石神井５丁目 東京都練馬区石神井町５－１－１４
練馬区 練馬早宮３丁目 東京都練馬区早宮３－１－１７
練馬区 練馬富士見台２丁目 東京都練馬区富士見台２－２－６
練馬区 練馬桜台４丁目 東京都練馬区桜台４－２０－３
練馬区 練馬春日町４丁目 東京都練馬区春日町４－５－７
練馬区 練馬北町 東京都練馬区北町６－９－３
練馬区 練馬北町６丁目 東京都練馬区北町６－３７－２２
練馬区 練馬高松４丁目 東京都練馬区高松４－１２－１５
練馬区 練馬中村北４丁目 東京都練馬区中村北４－２－１２
練馬区 練馬早宮中央通り 東京都練馬区早宮２－６－４
練馬区 練馬中村北千川通り 東京都練馬区中村北１－２０－１１
練馬区 練馬南大泉５丁目 東京都練馬区南大泉５丁目３－９
練馬区 練馬南大泉１丁目 東京都練馬区南大泉１－２３－２３



都道府県 市町村 店名 住所
東京都 練馬区 練馬大泉学園町７丁目 東京都練馬区大泉学園町７丁目１５番９号

練馬区 練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南３－２８－３
練馬区 練馬東大泉ＮＴＴビル 東京都練馬区東大泉２－９－４
練馬区 練馬関町東１丁目 東京都練馬区関町東１－５－２
練馬区 練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２
練馬区 練馬三原台１丁目 東京都練馬区三原台１－１－２
練馬区 練馬南大泉富士街道 東京都練馬区南大泉１－１７－１７
練馬区 練馬高野台４丁目 東京都練馬区高野台４－２８－６
練馬区 土支田通り中央 東京都練馬区土支田３－４７－１１
練馬区 練馬豊玉中２丁目 東京都練馬区豊玉中２－９－５
練馬区 練馬上石神井２丁目 東京都練馬区上石神井２－３３－７
練馬区 練馬石神井町７丁目 東京都練馬区石神井町７－１０－１
練馬区 練馬関町北３丁目 東京都練馬区関町北３－４－４
練馬区 練馬大泉学園小前 東京都練馬区大泉学園町４－８－１０

福岡県 糟屋郡　須惠町 九州道須恵ＰＡ上り 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石字一ノ浦９０４－２
筑紫野市 九州道基山ＰＡ下り 福岡県筑紫野市大字原田１３１４－１０
福岡市　城南区 ＡＩＭ福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈８－１９－１
福岡市　中央区 ＤＲ福岡西中洲ダイワロイネットホテル福岡県福岡市中央区西中洲１番９号
福岡市　東区 福岡中央卸売市場 福岡県福岡市東区みなと香椎３丁目１番１－１０１号
福岡市　東区 福岡工業大学 福岡県福岡市東区和白東３－３０－１
福岡市　東区 福岡みらい病院 福岡県福岡市東区香椎照葉３丁目５番
福岡市　南区 九州中央病院 福岡県福岡市南区塩原３－２３－１
福岡市　博多区 おみやげ市場博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１
福岡市　博多区 ハートイン博多駅新幹線改札内 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１
福岡市　博多区 福岡空港国際線 福岡県福岡市博多区大字青木７３９番地
福岡市　博多区 福岡空港 福岡県福岡市博多区大字下臼井７８２番地１
福岡市　博多区 都ホテル博多 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１－１
北九州市　小倉南区 北九州空港 福岡県北九州市小倉南区空港北町６番地
北九州市　小倉北区 ハートイン小倉新幹線改札内中央 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１番１号
北九州市　小倉北区 ハートインＪＲ小倉駅新幹線口東 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１
北九州市　小倉北区 ハートインビエラ小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１

兵庫県 伊丹市 ハートインＪＲ伊丹駅前 兵庫県伊丹市伊丹１丁目１５番２０号
伊丹市 キヨスクＪＲ伊丹駅改札口 兵庫県伊丹市伊丹１－１５－２０
伊丹市 ７ＦＳ陸上自衛隊伊丹駐屯地 兵庫県伊丹市緑ヶ丘７－１－１
加古川市 ハートインＪＲ加古川駅南口 兵庫県加古川市加古川町篠原町３０－１
加古川市 ハートインＪＲ東加古川駅改札口 兵庫県加古川市平岡町新在家１４９８番
三田市 ハートインＪＲ三田駅南口 兵庫県三田市駅前町１－３２
三田市 ハートインＪＲ新三田駅前 兵庫県三田市福島字道野上４４０
神戸市　須磨区 ハートインＪＲ鷹取駅改札南口 兵庫県神戸市須磨区大池町５－１－１０
神戸市　須磨区 ハートインＪＲ須磨駅改札口 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４－２－１
神戸市　垂水区 ハートインＪＲ垂水駅東口 兵庫県神戸市垂水区神田町１－２０
神戸市　垂水区 ハートインＪＲ垂水駅西口 兵庫県神戸市垂水区神田町１－２０
神戸市　垂水区 ハートイン垂水星陵台 兵庫県神戸市垂水区星陵台４丁目１－５
神戸市　中央区 アントレマルシェ三ノ宮 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１
神戸市　中央区 ハートインＪＲ元町駅東口 兵庫県神戸市中央区元町高架通１－１００
神戸市　中央区 アントレマルシェ新神戸 兵庫県神戸市中央区加納町１丁目３－１
神戸市　中央区 ハートインＪＲ神戸駅中央口 兵庫県神戸市中央区相生町３－１－１
神戸市　中央区 ハートインＪＲ元町駅西口 兵庫県神戸市中央区元町高架通り１－１００
神戸市　中央区 ハートインＪＲ三ノ宮駅東口 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１
神戸市　長田区 ハートインＪＲ新長田駅改札口 兵庫県神戸市長田区松野通１－１
神戸市　東灘区 ハートインＪＲ摂津本山駅改札口 兵庫県神戸市東灘区岡本１－１－１
神戸市　東灘区 ハートインＪＲ甲南山手駅前 兵庫県神戸市東灘区森北町１－１
神戸市　灘区 ハートインＪＲ摩耶駅改札口 兵庫県神戸市灘区灘南通５－５
神戸市　灘区 ハートイン灘北通り６丁目 兵庫県神戸市灘区灘北通６丁目１０１番
神戸市　灘区 ハートインＪＲ灘駅改札口 兵庫県神戸市灘区岩屋北町７－３
神戸市　灘区 ＡＩＭ神戸大学工学部 兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号
神戸市　兵庫区 ハートインＪＲ兵庫駅改札口 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－３－７



都道府県 市町村 店名 住所
兵庫県 神戸市　北区 神鉄岡場駅 兵庫県神戸市北区藤原台中町１丁目１番１号

神戸市　北区 神鉄北鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区甲栄台４丁目１－１１
神戸市　北区 神鉄西鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区北五葉１丁目１番１号
神戸市　北区 神鉄鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町１丁目７番１７号
西宮市 ＪＲさくら夙川駅前 兵庫県西宮市神楽町１１－２５
西宮市 ＡＩＭ関西学院大学 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５
川西市 ハートインＪＲ川西池田駅北口 兵庫県川西市栄根２－６－２６
尼崎市 ハートインビエラ塚口 兵庫県尼崎市上坂部１丁目１番１号
尼崎市 キヨスクＪＲ塚口駅改札口 兵庫県尼崎市東塚口町１丁目９番１号
尼崎市 キヨスクＪＲ猪名寺駅改札口 兵庫県尼崎市猪名寺２－１－１
尼崎市 ハートインＪＲ尼崎駅東口改札口 兵庫県尼崎市潮江１－１－１
姫路市 ハートインＪＲ姫路駅南口 兵庫県姫路市駅前町１８８
姫路市 ハートインＪＲ姫路駅北口 兵庫県姫路市駅前町１８８－１
姫路市 ハートインピオレ姫路 兵庫県姫路市豆腐町２２２
姫路市 アントレマルシェ姫路 兵庫県姫路市駅前町１８８－１
宝塚市 ハートインＪＲ中山寺駅北口 兵庫県宝塚市中筋４丁目６番２４号
明石市 ハートインＪＲ魚住駅改札口 兵庫県明石市魚住町中尾６０７番１
明石市 ハートインＪＲ明石駅改札口 兵庫県明石市大明石町１－１－２３
明石市 ハートインＪＲ朝霧駅改札口 兵庫県明石市朝霧南町１－２３８
明石市 ハートインＪＲ明石駅北口 兵庫県明石市大明石町１－１－２３
明石市 ハートインＪＲ西明石駅西改札口 兵庫県明石市小久保２－７－２０
明石市 ハートインプリコ西明石 兵庫県明石市小久保２－７－２０
明石市 ハートインＪＲ大久保駅北口 兵庫県明石市大久保町駅前１丁目１２－１

北海道 札幌市　厚別区 札幌テクノパーク 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目３１番２１
札幌市　中央区 斗南病院 北海道札幌市中央区北４条西７丁目３番
札幌市　中央区 大丸札幌 北海道札幌市中央区北５条西４丁目７
札幌市　中央区 北海道庁別館 北海道札幌市中央区北３条西７丁目５－１
札幌市　中央区 札幌中央卸売市場 北海道札幌市中央区北１２条西２０丁目２－１
札幌市　白石区 ＫＯＹＯ北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水４条２－３－５４
札幌市　豊平区 ＫＫＲ札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸１条６丁目３番４０号
上川郡　東神楽町 旭川空港 北海道上川郡東神楽町東２線１６号９８番地
北広島市 北広島三井アウトレットパーク 北海道北広島市大曲幸町３丁目７－６

和歌山県 和歌山市 和歌山市駅前 和歌山県和歌山市杉ノ馬場１丁目４８番地
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