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都道府県 店名 郵便番号 住所
北海道 大丸札幌 060-0005 北海道札幌市中央区北５条西４丁目７
北海道 ７ＦＳ陸上自衛隊真駒内駐屯地 005-8543 北海道札幌市南区真駒内１７番地
北海道 ＡＩＭ日鋼記念病院 051-0005 北海道室蘭市新富町１－５－１３
北海道 ＡＩＭ陸上自衛隊帯広駐屯地 080-8639 北海道帯広市南町南７線３１番地
秋田県 秋田大潟 010-0445 秋田県南秋田郡大潟村字西５丁目１６番地３
茨城県 ７ＦＳ航空自衛隊百里基地 311-3494 茨城県小美玉市百里１７０
群馬県 こんにゃくパーク 370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡２０４－１
埼玉県 八潮ＰＡ 340-0822 埼玉県八潮市大字大瀬８４９－１
埼玉県 ＡＩＭ城西大学坂戸キャンパス 350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１－１
千葉県 新京成ＳＴ高根公団 274-0065 千葉県船橋市高根台１－６－１
千葉県 新京成ＳＴ三咲 274-0812 千葉県船橋市三咲２丁目２番１号
千葉県 中山競馬場 273-0037 千葉県船橋市古作１－１－１
千葉県 新京成ＳＴ元山 270-2212 千葉県松戸市五香南１丁目５番地１号
千葉県 新京成ＳＴ常盤平 270-2261 千葉県松戸市常盤平１丁目２９番地
千葉県 新京成ＳＴ八柱北口 270-2253 千葉県松戸市日暮１丁目１番１６号
千葉県 新京成ＳＴ五香 270-2251 千葉県松戸市金ケ作４０８－８
千葉県 ＡＩＭ城西国際大学 283-0002 千葉県東金市求名１
千葉県 新京成ＳＴ新津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号
千葉県 新京成ＳＴ新津田沼改札内 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号
千葉県 Ｉｉｎｇセブンパ－クアリオ柏 277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏
千葉県 大樹生命事務センター 277-0011 千葉県柏市東上町８－１８
千葉県 ＡＩＭＳＧリアルティ柏 277-0804 千葉県柏市新十余二１３－１－３
千葉県 新京成ＳＴ鎌ケ谷大仏 273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷１丁目８番１号
千葉県 新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号
東京都 ＡＩＭ三井住友海上火災保険新館 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３－１１－１
東京都 ＡＩＭ三井住友海上駿河台ビル 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３－９
東京都 丸の内ガーデンタワー 100-0005 東京都千代田区丸の内１丁目１番３号
東京都 明治安田生命本社ビル 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１
東京都 中央合同庁舎５号館 100-0013 東京都千代田区霞が関１－２－２
東京都 ＡＩＭ太陽生命日本橋ビル 103-0027 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号
東京都 ＴＢＳ放送センター 107-0052 東京都港区赤坂５－３－６
東京都 京急ＳＴ品川上り 108-0074 東京都港区高輪３－２６－２６　京急品川駅構内
東京都 京急ＳＴ品川下り北 108-0074 港区高輪３－２６－２６京急品川駅構内下りホ－ム
東京都 京急ＳＴ品川下り中央 108-0074 港区高輪３－２６－２６　京急品川駅構内下りホ－ム
東京都 Ｉｉｎｇキャピタルマークタワー 108-0023 東京都港区芝浦４－１０－１
東京都 ＡＩＭ三井住友信託銀行芝 105-0014 東京都港区芝３－３３－１
東京都 テレビ東京本社 106-8007 東京都港区六本木３－２－１
東京都 三田国際ビル 108-8305 東京都港区三田１丁目４番２８号
東京都 三田国際ビル２０Ｆ 108-8305 東京都港区三田１－４－２８
東京都 ＡＩＭ総務省第二庁舎 162-0056 東京都新宿区若松町１９－１
東京都 小田急マルシェ新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１－３
東京都 小田急新宿西口地上改札内 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１－３
東京都 小田急新宿西口地下 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１－３
東京都 ＲＯＹＡＬ伊勢丹新宿 160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１４－１
東京都 小田急新宿西口地上改札外 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１－３
東京都 小田急新宿地下中央改札内 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１－３
東京都 ＡＩＭ日本医科大学付属病院 113-8603 東京都文京区千駄木１－１－５
東京都 東京医科歯科大病院 113-8519 東京都文京区湯島１－５－４５
東京都 ＡＩＭ日本ヒューレット・パッカード 136-0072 東京都江東区大島２丁目２番１号
東京都 Ｉｉｎｇザ・豊洲タワー 135-0061 東京都江東区豊洲３－６－５
東京都 ＡＩＭ＿ＬＩＸＩＬ＿ＷＩＮＧビル 136-0072 東京都江東区大島２－１－１
東京都 ＦＲ有明 135-0063 東京都江東区有明１－６－７
東京都 ＤＲ東京有明ダイワロイネットホテル 135-0063 東京都江東区有明３－７－３
東京都 ＡＩＭ大森ベルポート 140-0013 品川区南大井６丁目２６－３大森ベルポートＤ館１階
東京都 京急ＳＴ青物横丁 140-0004 東京都品川区南品川３－１－２０
東京都 京急ＳＴ羽田第１ターミナル 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－４
東京都 京急ＳＴ羽田第２ターミナル 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－４
東京都 京急ＳＴ羽田空港国際線ターミナル 144-0041 東京都大田区羽田空港２－６－５
東京都 京急ＳＴ大森町 143-0015 東京都大田区大森西３－２４－７
東京都 ＡＮＡ訓練センター 144-0033 東京都大田区東糀谷６－７－５６
東京都 京急ＳＴ蒲田改札前 144-0052 東京都大田区蒲田４丁目５０番１１号
東京都 ＡＮＡコンポーネントビル 144-0041 東京都大田区羽田空港３－５－５
東京都 京急ＳＴ雑色 144-0055 東京都大田区仲六郷２－４２－１
東京都 京急ＳＴ梅屋敷 144-0052 東京都大田区蒲田２－２８－１
東京都 ＡＩＭ東京農業大学世田谷ＣＰ 156-8502 東京都世田谷区桜丘１－１－１
東京都 小田急喜多見 157-0067 東京都世田谷区喜多見９－２－６
東京都 小田急豪徳寺 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺１－４３－４
東京都 小田急成城学園前西口 157-0066 東京都世田谷区成城６－５－３４
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東京都 小田急祖師ヶ谷大蔵 157-0072 東京都世田谷区祖師谷１－７－１
東京都 小田急経堂 156-0052 東京都世田谷区経堂２－１－３
東京都 小田急下北沢 155-0031 東京都世田谷区北沢２－２４－２
東京都 ＩＶＹＣＳ青山学院大学１号館 150-0002 東京都渋谷区渋谷４丁目４番２５号
東京都 ＩＶＹＣＳ青山学院女子短期大学 150-0002 東京都渋谷区渋谷４丁目４番２５号
東京都 Ｉｉｎｇ電波学園 170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目６番地１
東京都 東京理科大学葛飾キャンパス 125-0051 東京都葛飾区新宿６－３－１
東京都 ＡＩＭＮＴＴ武蔵野研究センタ 180-0012 東京都武蔵野市緑町３－９－１１
東京都 小田急町田西口 194-0013 東京都町田市原町田６－１２－２０
東京都 小田急町田下りホーム 194-0013 東京都町田市原町田６－１２－２０
東京都 小田急玉川学園前 194-0041 東京都町田市玉川学園２－２１－９
東京都 小田急町田上りホーム 194-0013 東京都町田市原町田６－１２－２０
東京都 ＡＩＭ明星大学 191-8506 東京都日野市程久保２－１－１
東京都 ＡＩＭ明星大学大学会館 191-8506 東京都日野市程久保２－１－１
東京都 ＡＩＭ日野市立病院 191-0062 東京都日野市多摩平４丁目３－１
東京都 小田急狛江 201-0014 東京都狛江市東和泉１－１７－１
東京都 ＩＶＹＣＳ帝京大学八王子ＣＰ 206-0001 東京都多摩市大字和田字十三号１２０８番地５
東京都 小田急マルシェ永山 206-0025 東京都多摩市永山１－１８－２
東京都 小田急マルシェ多摩センター 206-0033 東京都多摩市落合１－１１－２
東京都 小田急多摩センター改札横 206-0033 東京都多摩市落合１－１１－２
神奈川県 京急ＳＴ鶴見 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３０－２２
神奈川県 京急ＳＴ横浜中央改札 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１６－１京急横浜駅構内
神奈川県 京急ＳＴ横浜上り 220-0011 横浜市西区高島２－１６－１　京急横浜駅構内上りホ－
神奈川県 京急ＳＴ横浜北口改札 220-0011 横浜市西区高島２－１６－１　京急横浜駅構内
神奈川県 京急ＳＴみなとみらい横浜駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１－１
神奈川県 京急ＳＴみなとみらい横浜南改札 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１－１
神奈川県 ＳＴみなとみらい駅改札内 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目５番地先
神奈川県 京急ＳＴ弘明寺 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町山下２６７
神奈川県 京急ＳＴ金沢文庫中央 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町３８４
神奈川県 京急ＳＴ金沢文庫上り 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町３８４
神奈川県 京急ＳＴ金沢文庫改札前 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町３８４
神奈川県 京急ＳＴ富岡 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西７－１－１
神奈川県 京急ＳＴ上大岡中央 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６－１
神奈川県 京急ＳＴ上大岡上り 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
神奈川県 京急ＳＴ上大岡京急 233-8556 横浜市港南区上大岡西１－６－１京急百貨店１階
神奈川県 京急ＳＴ上大岡京急館内 233-8556 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
神奈川県 Ｉｉｎｇ若葉台団地ふれあい広場 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３－６－１
神奈川県 ＡＩＭ大船ガーデンアソシエ 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間３－４５
神奈川県 京急ＳＴ川崎中央改札前 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目３－１
神奈川県 京急ＳＴ川崎中央 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１－３－１
神奈川県 京急ＳＴ小島新田 210-0822 神奈川県川崎市川崎区田町２－１３－５
神奈川県 ＡＮＡ殿町ビジネスセンター 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町３－２６－３
神奈川県 小田急読売ランド前南口 214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田３－８－１
神奈川県 小田急生田 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田７－８－４
神奈川県 小田急登戸 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２４１７
神奈川県 小田急向ヶ丘遊園 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２０４５－５
神奈川県 小田急百合ヶ丘 215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２１－１
神奈川県 小田急新百合ヶ丘上りホーム 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１８－１
神奈川県 ＩＶＹＣＳ青山学院大学相模原 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１０－１
神奈川県 小田急東林間 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間７－７－１
神奈川県 小田急相模大野 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１
神奈川県 小田急相模原 252-0314 神奈川県相模原市南区南台３－２０－１
神奈川県 京急ＳＴ久里浜 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜４－４－１０
神奈川県 京急ＳＴＹＲＰ野比 239-0841 神奈川県横須賀市野比１－９－１
神奈川県 京急ＳＴ横須賀中央上り 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－２５
神奈川県 京急ＳＴ追浜 237-0064 神奈川県横須賀市追浜町３丁目３番地
神奈川県 京急ＳＴ横須賀中央東口 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－２５
神奈川県 京急ＳＴ汐入 238-0042 神奈川県横須賀市汐入町２－４１
神奈川県 ＡＩＭ武田薬品研究所 251-0012 神奈川県藤沢市村岡東２－２６－１
神奈川県 小田急マルシェ湘南台 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１５
神奈川県 小田急藤沢 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢１－１
神奈川県 小田急小田原上りホーム 250-0045 神奈川県小田原市城山１－１－１
神奈川県 小田急本厚木ミロードイースト 243-0013 神奈川県厚木市泉町１丁目１
神奈川県 小田急愛甲石田 243-0035 神奈川県厚木市愛甲１－１－１
神奈川県 小田急本厚木上りホーム 243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１
神奈川県 小田急本厚木 243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１
神奈川県 小田急本厚木下りホーム 243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１
神奈川県 小田急マルシェ大和 242-0021 神奈川県大和市中央１丁目１－２６
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神奈川県 小田急中央林間 242-0007 神奈川県大和市中央林間３－３－８
神奈川県 小田急南林間 242-0006 神奈川県大和市南林間１－６－１１
神奈川県 小田急マルシェ海老名 243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町１番１号
神奈川県 小田急海老名下りホーム 243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町１－１
神奈川県 小田急海老名上りホーム 243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町１－１
神奈川県 小田急相武台前 252-0011 神奈川県座間市相武台１－３３－１
神奈川県 ＡＩＭ海上自衛隊厚木基地 252-1101 神奈川県綾瀬市無番地海上自衛隊厚木航空基地内
石川県 ＮＢＳ浅ノ川総合病院 920-8621 石川県金沢市小坂町中８３番地
石川県 ＮＢＳ星稜 920-0813 石川県金沢市御所町丑１０番地１
山梨県 ＡＩＭファナック 401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場３５１５－１
岐阜県 松波総合病院 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代１８５－１
静岡県 富士山静岡空港 421-0411 静岡県牧之原市坂口３３３６番地４
静岡県 道の駅伊豆ゲートウェイ函南 419-0124 静岡県田方郡函南町塚本８８７－１
愛知県 ＮＢＳ名古屋三越栄 460-8669 愛知県名古屋市中区栄３－５－１
愛知県 ＮＢＳ中京大学１号館 466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町１０１番２
愛知県 ＮＢＳ中京大学５号館 466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町１０１番地２
愛知県 ＮＢＳ名古屋学院大学 456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１－２５
愛知県 ＡＩＭ大同病院 457-8511 愛知県名古屋市南区白水町９番地
愛知県 ＮＢＳ金城学院大学 456-0035 愛知県名古屋市守山区大森２－１７２３
愛知県 ＮＢＳ中部大学キャンパスプラザ 487-0027 愛知県春日井市松本町１２００番地
愛知県 ＮＢＳ中部大学第１学生ホール 487-0027 愛知県春日井市松本町１２００番地
愛知県 ＮＢＳ中部大学第３学生ホール 487-0027 愛知県春日井市松本町１２００番地
愛知県 ＡＩＭ刈谷豊田総合病院 448-8505 愛知県刈谷市住吉町５丁目１５番地
愛知県 ＮＢＳ愛知工業大学 470-0392 愛知県豊田市八草町八千草１２４７番１
愛知県 ＮＢＳ中京大学豊田キャンパス 470-0348 愛知県豊田市貝津町床立１０１
愛知県 ＮＢＳ名古屋商科大学 470-0193 愛知県日進市米野木町三ケ峯４－４
愛知県 ＮＢＳ名古屋学芸大学カフェテリア 470-0136 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７
愛知県 ＮＢＳ名古屋学芸大学ヒューマンケア 470-0131 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７番地
愛知県 ＮＢＳプライムツリー赤池 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番
愛知県 ＮＢＳ愛知医科大学病院 480-1113 愛知県長久手市岩作雁又１－１
愛知県 ＮＢＳ愛知淑徳大学 480-1146 愛知県長久手市片平２丁目９
愛知県 ＮＢＳ愛知医大アメニティ棟 480-1103 愛知県長久手市岩作雁又１番１
三重県 ナガシマリゾート 511-1134 三重県桑名市長島町松陰９０３番１
三重県 新名神鈴鹿ＰＡ 519-0315 三重県鈴鹿市山本町字折子６３４－４
三重県 ＡＩＭデンソー大安製作所中央 511-0281 三重県いなべ市大安町門前１５３０
三重県 ＡＩＭデンソー青山寮 511-0274 三重県いなべ市大安町大井田字東山１５００
滋賀県 ７ＦＳ陸上自衛隊大津駐屯地 520-0002 滋賀県大津市際川１－１－１
京都府 ＮＢＳ佛教大学 603-8301 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町９６
京都府 ＤＲ京都テラス八条東ロイネット 601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町１４－１
京都府 ＡＩＭ龍谷大学深草キャンパス 612-0000 京都府京都市伏見区深草塚本町６７
大阪府 ＡＩＭりそな大阪本社ビル 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１
大阪府 ＡＩＭ関西外大中宮キャンパス 573-1195 大阪府枚方市中宮東之町１６－１
大阪府 ＡＩＭ関西外大御殿山キャンパス 573-1193 大阪府枚方市御殿山南町６－１
大阪府 ＡＩＭ立命館いばらきキャンパス 567-8570 大阪府茨木市岩倉町２－１５０
大阪府 ＡＩＭ関西ゲートウェイ 567-0026 大阪府茨木市松下町１－１
大阪府 ＡＩＭ近畿大学 577-0813 大阪府東大阪市新上小阪５－８６
兵庫県 ＡＩＭ神戸大学工学部 657-0013 兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号
兵庫県 ＡＩＭ神戸大学鶴甲第１キャンパス 657-0011 兵庫県神戸市灘区鶴甲１丁目２－１
兵庫県 淡河ＰＡ上り 651-1622 兵庫県神戸市北区淡河町神田字日光８６９－１
兵庫県 姫路バイパス別所ＰＡ下り 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所字向田中１２２９番１
兵庫県 姫路バイパス別所ＰＡ上り 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所字向田中９３８番１
兵庫県 ＡＩＭ神戸女学院大学 662-8505 兵庫県西宮市岡田山４－１
兵庫県 ＡＩＭ関西学院大学 662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５
兵庫県 明和病院 663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町４－３１
兵庫県 ［おみやげ街道城崎温泉改札口］ 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津字稗田２８３番地１
兵庫県 ［キヨスクＪＲ豊岡駅東口］ 668-0031 兵庫県豊岡市大手町３番地２
兵庫県 川西一庫 666-0153 兵庫県川西市一庫中ノ坪８番地
和歌山県 ［キヨスクＪＲ新宮駅改札口］ 647-0020 和歌山県新宮市徐福２丁目１番１号
和歌山県 ［おみやげ街道白浜駅改札口］ 649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田１４７５番地
鳥取県 天満屋ＤＰ米子医療センター 683-0006 鳥取県米子市車尾４－１７－１
鳥取県 米子鬼太郎空港 684-0055 鳥取県境港市佐斐神町１６３４番地
岡山県 天満屋ＤＰ岡山済生会総合病院 700-0021 岡山県岡山市北区国体町２８０番７
岡山県 天満屋ＤＰ岡山医療センター 701-1154 岡山県岡山市北区田益１７１１－１
岡山県 天満屋ＤＰバスステーション 700-0822 岡山県岡山市北区表町２－１－１
岡山県 天満屋ＤＰ岡山済生会外来センター 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町１－１７－１８
岡山県 Ｉｉｎｇアリオ倉敷 710-0813 岡山県倉敷市寿町１２－２
岡山県 天満屋ＤＰ南岡山医療センター 701-0304 岡山県都窪郡早島町早島４０６６
広島県 天満屋ＤＰＪＲ広島病院 732-0057 広島県広島市東区二葉の里３丁目１番１
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都道府県 店名 郵便番号 住所
広島県 広島経済大学 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園５丁目３７番１号
広島県 マイクロンメモリＣ棟 739-0153 広島県東広島市吉川工業団地７－１０
広島県 マイクロンメモリＧ棟 739-0153 広島県東広島市吉川工業団地７－１０
徳島県 Ｋｉｏｓｋ徳島銘品館 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１－６１
徳島県 ＤＲ徳島ダイワロイネットホテル 770-0832 徳島県徳島市寺島本町東３丁目８番
徳島県 Ｋｉｏｓｋ鴨島駅 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島４７８－２
徳島県 Ｋｉｏｓｋ阿波池田駅 778-0003 徳島県三好市池田町サラダ１８４０
徳島県 徳島阿波おどり空港 771-0213 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野１６番地２
香川県 Ｋｉｏｓｋ高松駅改札口 760-0011 香川県高松市浜ノ町１－２０
香川県 Ｋｉｏｓｋ高松銘品館 760-0011 香川県高松市浜ノ町１－２０
香川県 Ｋｉｏｓｋクレメントイン高松 760-0011 香川県高松市浜ノ町１番３号
香川県 おみやげどころ丸亀 763-0045 香川県丸亀市新町６－３－５０
香川県 Ｋｉｏｓｋ坂出駅 762-0045 香川県坂出市元町１－１－１
香川県 Ｋｉｏｓｋ善通寺駅 765-0013 香川県善通寺市文京町１－７－１
香川県 Ｋｉｏｓｋ観音寺駅 768-0072 香川県観音寺市栄町１丁目４－３０
香川県 Ｋｉｏｓｋ宇多津駅 769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜５番丁４９
香川県 Ｋｉｏｓｋ琴平駅 766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井８６４
香川県 Ｋｉｏｓｋ多度津駅 764-0011 香川県仲多度郡多度津町栄町３丁目３－１－１
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ松山駅 790-0062 愛媛県松山市南江戸１－１４－１
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ今治駅 794-0028 愛媛県今治市北宝来町１丁目甲７２９－８
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ宇和島駅 798-0034 愛媛県宇和島市錦町１０－１
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ八幡浜駅 796-0031 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１１－５
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ新居浜駅 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目３－４５
愛媛県 Ｋｉｏｓｋ伊予西条駅 793-0030 愛媛県西条市大町字福森８５９番地１
高知県 近森病院外来センター 780-0052 高知県高知市大川筋１丁目４－１
高知県 Ｋｉｏｓｋ高知駅 780-0061 高知県高知市栄田町２丁目１番１０号
高知県 Ｋｉｏｓｋ土佐山田駅 782-0031 高知県香美市土佐山田町東本町１－５－１
福岡県 福岡空港国際線 812-0851 福岡県福岡市博多区大字青木７３９番地
福岡県 福岡空港国際線出国ゲート 812-0851 福岡県福岡市博多区大字青木７３９
福岡県 福岡空港 812-0003 福岡県福岡市博多区大字下臼井７８２番地１
福岡県 ＡＩＭ済生会福岡総合病院 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－３－４６
福岡県 ＡＩＭ福岡大学 814-0180 福岡県福岡市城南区七隈８－１９－１
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 849-8501 佐賀県佐賀市鍋島５丁目１番１号
長崎県 ＡＩＭ長崎空港 856-0816 長崎県大村市箕島町５９３番地２
長崎県 大島造船 857-2494 長崎県西海市大島町１６０５番地１
熊本県 熊本大学病院 860-0811 熊本県熊本市中央区本荘１丁目１番１号
大分県 別府杉乃井ホテル 874-0822 大分県別府市観海寺１
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