
店名 住所
茨木桑原 大阪府茨木市大字桑原２０１番２

茨木沢良宜東町 大阪府茨木市沢良宜東町３－２９

茨木中穂積２丁目 大阪府茨木市中穂積２－３３－１

羽曳野西浦 大阪府羽曳野市西浦１０８０番１

河内長野市役所前 大阪府河内長野市西之山町２１－２０

河内長野南花台 大阪府河内長野市南花台３－６－１

貝塚二色浜南 大阪府貝塚市澤５６７－１

交野私部４丁目 大阪府交野市私部４丁目２８－９

交野倉治７丁目 大阪府交野市倉治７丁目５１－２９

北助松駅前 大阪府高石市綾園７丁目８－２８

高槻芝生町３丁目 大阪府高槻市芝生町３丁目１－３

高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０

高槻庄所町 大阪府高槻市庄所町１０－１０

高槻城北町１丁目 大阪府高槻市城北町１－１４－１７

高槻柱本 大阪府高槻市柱本６－１－３

阪南箱作 大阪府阪南市箱作３５２１－２

堺下田町 大阪府堺市西区下田町２５－２９

堺鳳西町１丁 大阪府堺市西区鳳西町１丁８６番１

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

堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３

堺堀上緑町 大阪府堺市西区堀上緑町１丁１－１

堺学園町 大阪府堺市中区学園町３番１２号

堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号

堺登美丘東 大阪府堺市東区高松２３５－１

堺若松台１丁 大阪府堺市南区若松台１－２－１

泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号

堺百舌鳥梅北 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４丁３５５－１

島本町山崎４丁目 大阪府三島郡島本町山崎４丁目１－１

守口東郷通 大阪府守口市東郷通２－４－８

セブンパーク天美 大阪府松原市天美東３丁目５００

吹田青葉丘南 大阪府吹田市青葉丘南２－５

モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

吹田豊二 大阪府吹田市豊津町４－５０

摂津香露園 大阪府摂津市香露園４－６

ハートインＪＲ千里丘駅西口 大阪府摂津市千里丘１－１

泉佐野松原２丁目 大阪府泉佐野市松原２－５－７４

泉佐野中町 大阪府泉佐野市中町２－３－３２

泉佐野長滝 大阪府泉佐野市長滝２２３９番１

五等分の花嫁　たまみくじフィギュア　取扱い店舗一覧

②大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山

口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・

鹿児島県・沖縄県



泉大津池浦１丁目 大阪府泉大津市池浦町１丁目１４－１

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

大阪西田辺駅東 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目２－１

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

大阪三先１丁目 大阪府大阪市港区三先１丁目１－１６

大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

大阪弁天４丁目 大阪府大阪市港区弁天４－８－１５

セレッソスポーツパーク舞洲 大阪府大阪市此花区北港緑地１丁目１－１１５

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

大阪関目２丁目 大阪府大阪市城東区関目２丁目２－６

大阪古市３丁目 大阪府大阪市城東区古市３丁目７－１５

大阪中浜３丁目 大阪府大阪市城東区中浜３－２５－１０

大阪巽東４丁目 大阪府大阪市生野区巽東４－１－２

大阪中川５丁目 大阪府大阪市生野区中川５丁目１３－１４

大阪九条南３丁目 大阪府大阪市西区九条南３－２８－１５

大阪立売堀５丁目 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番

大阪千本中２丁目 大阪府大阪市西成区千本中２丁目１－２５

天下茶屋駅前 大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目１８－２１

大阪泉尾３丁目 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目１０－１０

大阪高津２丁目 大阪府大阪市中央区高津２丁目４－１７

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

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３

大阪西天満４丁目 大阪府大阪市北区西天満４丁目６－１８

大阪天神橋１丁目 大阪府大阪市北区天神橋１丁目５－１３

大阪天六東 大阪府大阪市北区天神橋６丁目３－２４

アントレマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３－１－１

ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３

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

大東野崎駅南 大阪府大東市野崎１丁目１７番４５号

池田旭丘１丁目 大阪府池田市旭丘１丁目１０－５

池田駅南 大阪府池田市満寿美町７－５

東大阪永和１丁目 大阪府東大阪市永和１－２２－２０

近鉄河内小阪駅南 大阪府東大阪市下小阪１丁目１－３９

東大阪加納８丁目 大阪府東大阪市加納８－１９－７

東大阪御厨栄町 大阪府東大阪市御厨栄町１－４－１１

東大阪西岩田３丁目 大阪府東大阪市西岩田３－２－７

東大阪長田２丁目 大阪府東大阪市長田２丁目１１番８号

近鉄長瀬駅北 大阪府東大阪市菱屋西１－１７－５

藤井寺大井４丁目 大阪府藤井寺市大井４丁目１７－２８



柏原高井田 大阪府柏原市高井田７４３－１

堅下駅東 大阪府柏原市大県２丁目４番８号

八尾光町 大阪府八尾市光町２丁目２４番地

河内山本駅東 大阪府八尾市山本町１丁目１０－２０

八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町２－３３－１０

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

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

富田林梅の里 大阪府富田林市梅の里１丁目３－８

豊中岡町東 大阪府豊中市岡町２－８

豊中千成町 大阪府豊中市千成町３－２－１１

豊中中桜塚５丁目 大阪府豊中市中桜塚５丁目１９番３０号

豊中服部本町１丁目 大阪府豊中市服部本町１丁目６－２２

豊中北桜塚４丁目 大阪府豊中市北桜塚４丁目１７－２０

豊中本町９丁目 大阪府豊中市本町９丁目２４９番１

枚方出屋敷西町 大阪府枚方市出屋敷西町１丁目２５－２５

枚方田口４丁目 大阪府枚方市田口４丁目５０－１０

箕面西小路 大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２

門真幸福町 大阪府門真市幸福町１６－１０

門真南野口町 大阪府門真市南野口町２２－６

門真古川橋 大阪府門真市末広町３１番１０号サンコオア第２ビル１

ＪＲ和泉府中駅西口 大阪府和泉市府中町８丁目１２１６－３

店名 住所
ＪＲ竜野駅前 兵庫県たつの市揖保川町神戸北山１０５－１

伊丹緑ヶ丘１丁目 兵庫県伊丹市緑ケ丘１－２３４－１

稲美国安 兵庫県加古郡稲美町国安１０７６－１

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

加古川本町 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１

加古川東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１

三田学園前 兵庫県三田市南が丘２丁目１２番３６号

三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４

山陽道三木ＳＡ上り 兵庫県三木市大村字大門１０６７－１１０

宍粟市役所前 兵庫県宍粟市山崎町山田２０９－１

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

神戸学院大学東 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬３２８－１

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸三宮旭通 兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１ー１

神戸西元町 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目８－１０

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

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸魚崎北町４丁目 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目１５番８号

神戸本庄町１丁目 兵庫県神戸市東灘区本庄町１丁目８番１３号

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸下沢通３丁目 兵庫県神戸市兵庫区下沢通３丁目４－２８

神戸西上橘通１丁目 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通１丁目４－２７



神戸有野中町２丁目 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目９番地４

西宮甲子園口２丁目 兵庫県西宮市甲子園口２丁目４－３１

西宮ガーデンズ北口 兵庫県西宮市高松町２０－１３

西宮上ヶ原十番町 兵庫県西宮市上ヶ原十番町６－１７

西宮上田中町 兵庫県西宮市上田中町１７－２３

西宮東山台１丁目 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３

西宮北昭和町 兵庫県西宮市北昭和町３－２１

西宮柳本町 兵庫県西宮市柳本町１０－２１

ハートインＪＲ川西池田駅北口 兵庫県川西市栄根２－６－２６

川西下加茂１丁目 兵庫県川西市下加茂１丁目５－２５

丹波氷上町 兵庫県丹波市柏原町母坪４２３番１

丹波市辺南 兵庫県丹波市氷上町市辺２００番４

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

阪神尼崎駅北 兵庫県尼崎市神田北通１－８－１

阪急塚口駅東 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目６－１

尼崎浜３丁目 兵庫県尼崎市浜３丁目２２－１１

尼崎武庫元町 兵庫県尼崎市武庫元町２丁目１４－３

姫路上原田 兵庫県姫路市花田町上原田字八反田３０６－１

姫路勝原熊見 兵庫県姫路市勝原区熊見９３番地１

姫路飾磨三宅 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１４４

姫路大津西土井 兵庫県姫路市大津区西土井１８７－２

姫路豊富町御蔭 兵庫県姫路市豊富町御蔭１２８２－２

宝塚すみれガ丘１丁目 兵庫県宝塚市すみれガ丘１丁目２－１

宝塚宮の町 兵庫県宝塚市宮の町１０－３

明石荷山町 兵庫県明石市荷山町１７８８番４

明石鳥羽 兵庫県明石市小久保４丁目７番８

明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

明石田町２丁目 兵庫県明石市田町２丁目１１番１７号

兵庫太子下阿曽 兵庫県揖保郡太子町下阿曽１番１

店名 住所
綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１

宇治三室戸 京都府宇治市菟道門前２７－２

亀岡駅前 京都府亀岡市追分町大堀５４番１

京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－３

京都太秦安井藤ノ木町 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町８番１２

京都太秦大映通 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６

京都梅津 京都府京都市右京区梅津上田町５９

京都駅八条口 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１

京都東洞院七条 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町５２３

一乗寺北大丸町 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町５６

山科東野舞台町 京都府京都市山科区東野舞台町７７－２

二条城北 京都府京都市上京区下立売千本東入ル下ル中務町４８６番２０

京都下津林水掛町 京都府京都市西京区下津林水掛町１２－１

京都桂上野西町 京都府京都市西京区桂上野西町２５９



京都壬生辻町 京都府京都市中京区壬生辻町５０

京都ＪＲ円町駅前 京都府京都市中京区西ノ京西円町１－３

京都御所南 京都府京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町４３９番

東山五条 京都府京都市東山区五条橋東２丁目７番地

京都上久世 京都府京都市南区久世上久世町４４８

京都中久世４丁目 京都府京都市南区久世中久世町４丁目１４－１

ＪＲ西大路駅前 京都府京都市南区唐橋西平垣町２３

京都丹波橋駅西 京都府京都市伏見区京町北７丁目１３－１

京都向島ニユータウン 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池７－５

深草直違橋 京都府京都市伏見区深草直違橋２丁目４２２

伏見石田大山 京都府京都市伏見区石田内里町７３－１

向日南垣内 京都府向日市寺戸町南垣内４－１０

向日梅ノ木 京都府向日市寺戸町梅ノ木９

精華町山手 京都府相楽郡精華町北稲八間野田１－１

八幡市男山指月 京都府八幡市男山指月３番１９

舞鶴溝尻 京都府舞鶴市字溝尻１８－２

舞鶴丸山口 京都府舞鶴市森本町３１－６

福知山今安 京都府福知山市字拝師小字奥田２－１

福知山末広 京都府福知山市末広町５丁目１８番

木津川城山台９丁目 京都府木津川市城山台９－５－１

店名 住所
安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

近江八幡江頭町 滋賀県近江八幡市江頭町本尺寺４３３

近江八幡野田町 滋賀県近江八幡市野田町１８

湖南岩根中央 滋賀県湖南市岩根中央３丁目４２

湖南三雲 滋賀県湖南市三雲２７１－１

水口庚申口 滋賀県甲賀市水口町牛飼字流２２１６番１

滋賀新旭 滋賀県高島市新旭町熊野本字上土立１４３番１

草津矢橋北 滋賀県草津市矢橋町１８１３－１

大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１

滋賀高月 滋賀県長浜市高月町高月９１７番

東近江小田苅 滋賀県東近江市小田苅町１９５３－１

南彦根駅東口 滋賀県彦根市西今町宇品井戸５９

彦根中藪町 滋賀県彦根市中藪町６０１－７

野洲行畑１丁目 滋賀県野洲市行畑１丁目７－３

店名 住所
橿原十市町 奈良県橿原市十市町８９８－１

橿原鳥屋町 奈良県橿原市鳥屋町２８８－１

近鉄大和八木駅南口 奈良県橿原市内膳町１丁目５番８号

生駒元町１丁目 奈良県生駒市元町１丁目４４１－３

大和郡山下三橋 奈良県大和郡山市下三橋町１６７－１０

天理田井庄町 奈良県天理市田井庄町７０８

奈良秋篠町 奈良県奈良市秋篠町１４２１番１

奈良針インター 奈良県奈良市都祁白石町１２６１番



広陵町役場前 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５４６番１

店名 住所
海南沖野々 和歌山県海南市沖野々４４－１

岩出吉田 和歌山県岩出市吉田２４８－１

紀の川下井阪 和歌山県紀の川市下井坂４４５－１

紀の川打田 和歌山県紀の川市打田６２－１

紀の川東国分 和歌山県紀の川市東国分字梨ノ木４５４番

有田湯浅町 和歌山県有田郡湯浅町湯浅２３３０－１

和歌山狐島 和歌山県和歌山市狐島字長畑３５７番１

和歌山田尻南 和歌山県和歌山市田尻西新内６５６番１

和歌山楠見中西 和歌山県和歌山市楠見中３７－２

和歌山美園町４丁目 和歌山県和歌山市美園町４丁目９

和歌山平岡 和歌山県和歌山市平岡３０７

和歌山湊御殿 和歌山県和歌山市湊御殿３丁目１－１２

和歌山友田町４丁目 和歌山県和歌山市友田町４丁目３４番地

店名 住所
日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１３６２番

鳥取吉方 鳥取県鳥取市吉方１３１番地

鳥取緑ケ丘１丁目 鳥取県鳥取市緑ケ丘１丁目１２－４２

米子二本木 鳥取県米子市二本木１１２９－１

店名 住所
安来本町 島根県安来市安来町字内浜１１１０－１

安来飯島町 島根県安来市飯島町４０１

出雲西新町 島根県出雲市西新町１丁目２４５３－７

松江上乃木９丁目 島根県松江市上乃木９丁目１６４０－１

松江楽山 島根県松江市西川津町２０７６－３

松江西川津町北 島根県松江市西川津町６２７－１

ハートインＪＲ松江駅シャミネ 島根県松江市朝日町４７２－２

松江北田町西 島根県松江市北田町２２－３

ハートインＪＲ浜田駅 島根県浜田市浅井町７９１－２

浜田相生町 島根県浜田市相生町４２５０

店名 住所
岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

岡山藤崎 岡山県岡山市中区藤崎５９２－５

岡山浦安南町 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山箕島 岡山県岡山市南区箕島８４２

岡山錦町 岡山県岡山市北区錦町１番２７

岡山今６丁目 岡山県岡山市北区今６丁目４－１０

岡山西古松西町 岡山県岡山市北区西古松西町７番１０１

岡山大安寺南町 岡山県岡山市北区大安寺南町２－１－３７

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

笠岡インター 岡山県笠岡市小平井１７５６－５

高梁落合町 岡山県高梁市落合町阿部１８４１ー３

矢掛東町 岡山県小田郡矢掛町矢掛１８７８



赤磐松木 岡山県赤磐市松木５０１－１

真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

倉敷茶屋町 岡山県倉敷市茶屋町１６１４－３

倉敷福井 岡山県倉敷市福井６４－２

倉敷連島鶴新田 岡山県倉敷市連島町鶴新田３９２ー２

総社種井 岡山県総社市種井１３９番１

総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１

岡山備前インター 岡山県備前市穂浪１２８９－１

店名 住所
キヨスクＪＲ海田市駅 広島県安芸郡海田町新町２０－２０

熊野町萩原８丁目 広島県安芸郡熊野町萩原８丁目８－６３

安芸府中浜田３丁目 広島県安芸郡府中町浜田３丁目１０－１

安芸高田吉田高校前 広島県安芸高田市吉田町吉田大賀屋８４６－１

安芸音戸波多見 広島県呉市音戸町波多見２丁目４５６３番地２５

呉市広塩焼 広島県呉市広塩焼１丁目１４－１４

呉古新開 広島県呉市広古新開７丁目４２番１４号

広島船越南３丁目 広島県広島市安芸区船越南３丁目１－３０

広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４

広島中須 広島県広島市安佐南区大町東１－１７－３

広島可部中央 広島県広島市安佐北区可部３丁目４５－８

広島楽々園 広島県広島市佐伯区楽々園２丁目２－６

広島井口５丁目 広島県広島市西区井口５丁目３５－３

広島横川駅北口 広島県広島市西区三篠町１ー１２ー１３

広島打越町 広島県広島市西区打越町４番１

広島都町 広島県広島市西区福島町１丁目３－１８

広島加古町 広島県広島市中区加古町５番９号

広島広瀬町 広島県広島市中区広瀬町６－１

広島中町西 広島県広島市中区中町７－４１

広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀７番２号

広島幟町東 広島県広島市中区幟町１－１０

広島牛田新町 広島県広島市東区牛田新町２丁目４－３２

広島東青崎町 広島県広島市南区東青崎町７－１２

江田島中央 広島県江田島市江田島町中央１丁目１３番９号

広島布野 広島県三次市布野町上布野２１３０－２

東城川東 広島県庄原市東城町川東１１５８－１

庄原板橋町 広島県庄原市板橋町３３－１

大竹インター 広島県大竹市黒川１丁目８番３０号

東広島志和堀 広島県東広島市志和町志和堀字青木３５３７－１

東広島八本松東 広島県東広島市八本松東６丁目１－４８

廿日市宮内新屋敷 広島県廿日市市宮内字新屋敷３０５番２

広島串戸港 広島県廿日市市串戸２丁目９－４



廿日市大野更地 広島県廿日市市大野１８４７

福山引野北４丁目 広島県福山市引野町北４丁目２０番１号

福山御幸町中津原 広島県福山市御幸町中津原１９５５－１

福山中津原堂前 広島県福山市御幸町大字中津原堂前８２５－１

福山新市戸手 広島県福山市新市町戸手１６８

神辺川南 広島県福山市神辺町川南１０２８－１２

福山水呑半坂橋 広島県福山市水呑町５５－６

福山大門１丁目 広島県福山市大門町１丁目３６－１４

福山藤江町 広島県福山市藤江町１８０７－１

福山南松永 広島県福山市南松永町２丁目３－３７

福山南蔵王２丁目 広島県福山市南蔵王町２丁目４－２

店名 住所
宇部厚南 山口県宇部市黒石北４丁目７９２－２１

宇部若松町 山口県宇部市若松町６番２４号

宇部昭和町４丁目 山口県宇部市昭和町４丁目１０－２１

宇部西中町 山口県宇部市西中町１番５号

下関清末 山口県下関市清末千房２丁目１－２５号

下関市役所前 山口県下関市赤間町３丁目２９番地

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関椋野町 山口県下関市椋野町１丁目１５－９

周南星プラザ 山口県下松市中央町２１－３

岩国旭町 山口県岩国市旭町１丁目１０－６

玖珂野口下 山口県岩国市玖珂町１０８７－１

周東町西長野 山口県岩国市周東町西長野１５０番地

山口阿知須 山口県山口市阿知須４８３８－５

山口宮野 山口県山口市青葉台１番１号

山口大内問田 山口県山口市大内問田４丁目１０番１７号

徳山櫛ヶ浜 山口県周南市櫛ヶ浜字西浜田５１４－２１

周南代々木通 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

熊毛インター 山口県周南市大字安田２７０

周南大河内 山口県周南市大字大河内字三反田２５８番１

長門仙崎 山口県長門市仙崎４０２－１

長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１

防府桑南 山口県防府市桑南１丁目１６－５１

防府新田 山口県防府市大字新田字疋田村１６３４－１

店名 住所
阿南西路見町 徳島県阿南市西路見町江川６１－１

阿南那賀川 徳島県阿南市那賀川町工地大久保２９６－１

阿南羽ノ浦 徳島県小松島市大林町字高橋６９番１

四国大学 徳島県徳島市応神町古川字戎子野１２３－１

徳島沖浜東 徳島県徳島市沖浜東２丁目３番地

徳島国府バイパス 徳島県徳島市国府町南岩延字三反地３７－１

徳島国府町府中 徳島県徳島市国府町府中字松ノ久保７６番２

ＪＲ徳島駅前 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１－４－２



徳島入田町 徳島県徳島市入田町安都真１６－１

徳島福島２丁目 徳島県徳島市福島２丁目５３－１

北島江尻 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池６４－１

店名 住所
さぬき寒川町神前 香川県さぬき市寒川町神前１８４７ー１

丸亀郡家町 香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２

丸亀城東町２丁目 香川県丸亀市城東町２－３－１

丸亀葭町 香川県丸亀市葭町７－４

高松サンポート 香川県高松市サンポート２番１号

高松丸亀町 香川県高松市丸亀町１１番地１

高松南新町 香川県高松市南新町１番地４

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

坂出加茂町 香川県坂出市加茂町甲４４７－５

坂出久米町２丁目 香川県坂出市久米町２丁目２－２０

坂出駅南 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２番１

坂出江尻町 香川県坂出市江尻町１７２１番地１０

坂出西大浜北４丁目 香川県坂出市西大浜北４丁目５－３２

坂出川津町 香川県坂出市川津町５５番１

坂出北インター 香川県坂出市築港町１－８－３３

坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１

小豆島馬木 香川県小豆郡小豆島町馬木甲９１９－２

善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１

善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１

店名 住所
松前町恵久美 愛媛県伊予郡松前町恵久美６２８

松前町松前公園前 愛媛県伊予郡松前町大字筒井９２３番地

宇和島栄町港２丁目 愛媛県宇和島市栄町港２丁目６００－１０

ＪＡ五十崎支所前 愛媛県喜多郡内子町平岡甲７６番地１

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１－１０

松山土居田町 愛媛県松山市土居田町６０－１

松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－２７

松山道後今市 愛媛県松山市道後今市５番３０号

いよてつ古町駅 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山保免西１丁目 愛媛県松山市保免西１丁目１－１０

松山北斎院町 愛媛県松山市北斎院町１９－１

松山銀天街 愛媛県松山市湊町４丁目１０－１

松山竹原町 愛媛県松山市湊町８丁目１１５番１

松山問屋町 愛媛県松山市問屋町１６３番６

新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５

新居浜田所町 愛媛県新居浜市田所町２番３１号

西予れんげ 愛媛県西予市宇和町上松葉１９５－１

Ｋｉｏｓｋ八幡浜駅 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１１－５

八幡浜産業通 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

店名 住所



のいち東野 高知県香南市野市町東野２９７番７

高知はりまや町３丁目 高知県高知市はりまや町３丁目１番１号

高知神田川橋 高知県高知市河ノ瀬町１４９－２４

高知桟橋通１丁目 高知県高知市桟橋通１丁目８４番

高知神田西 高知県高知市朝倉甲６８－１

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１

土佐蓮池 高知県土佐市蓮池１０９０番地１

店名 住所
福岡吉井新馬場 福岡県うきは市吉井町７３６－１

うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１

うきはバイパス 福岡県うきは市浮羽町山北５９３－１

みやま恵比須町 福岡県みやま市瀬高町下庄１５９６－１１

小竹局入口 福岡県鞍手郡小竹町勝野３４７２－３

遠賀今古賀 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀４６６－１

遠賀浅木 福岡県遠賀郡遠賀町浅木２丁目１番７号

嘉麻上山田 福岡県嘉麻市上山田１２３７－１１

久留米野田 福岡県久留米市国分町１４１６ー２

久留米諏訪野町 福岡県久留米市諏訪野町字大坪２７１４－２

久留米荘島町 福岡県久留米市荘島町１６番地９

久留米大善寺 福岡県久留米市大善寺町宮本３４２－２８

久留米市役所前 福岡県久留米市中央町３２番３４

久留米通町 福岡県久留米市通町１番地１

宮田本城 福岡県宮若市本城１１０１－２

苅田磯浜町 福岡県京都郡苅田町磯浜町１丁目２２－５

苅田与原 福岡県京都郡苅田町大字与原１７８４－１

福岡苅田尾倉 福岡県京都郡苅田町尾倉１－２－１

行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２

行橋駅南 福岡県行橋市西宮市２丁目１０番１５号

行橋大橋２丁目 福岡県行橋市大橋２丁目５－７

行橋北泉 福岡県行橋市北泉２丁目３－９

大刀洗本郷 福岡県三井郡大刀洗町本郷３３７２

糸島伊都の杜 福岡県糸島市伊都の杜１丁目３番１２号

宗像王丸 福岡県宗像市王丸字徳丸７６６番地８

宗像赤間駅前 福岡県宗像市赤間駅前２丁目３番１４号

宗像吉武 福岡県宗像市武丸字前田９９８－５

春日下白水 福岡県春日市下白水北７－８１－１

春日惣利 福岡県春日市惣利１丁目２７番地

春日大土居 福岡県春日市大土居１丁目３番

春日塚原台 福岡県春日市塚原台１丁目１番１１

春日白水ヶ丘 福岡県春日市白水ヶ丘１－２６

小郡祇園１丁目 福岡県小郡市祇園１丁目１５－３

小郡祗園 福岡県小郡市小郡１３０５－２

志免南里７丁目 福岡県糟屋郡志免町南里７丁目１－１

篠栗八木山バイパス 福岡県糟屋郡篠栗町牛切谷３７６０ー１



新宮原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７４６－１

須恵古宮 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０１－３

粕屋丸の内 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿４丁目１３番２５号

粕屋仲原３丁目 福岡県糟屋郡粕屋町仲原３丁目１９－８

太宰府水城 福岡県太宰府市水城１丁目２２番１号

太宰府大佐野１丁目 福岡県太宰府市大佐野１丁目６１番

太宰府大佐野 福岡県太宰府市大佐野２丁目９－１５

太宰府都府楼前駅前 福岡県太宰府市通古賀３丁目８４

太宰府梅香苑１丁目 福岡県太宰府市梅香苑１丁目１－４９

大牟田小浜町 福岡県大牟田市小浜町１１６－３

大牟田笹林 福岡県大牟田市上町２丁目３番地１

大牟田大黒町 福岡県大牟田市大黒町１－３４－２

春日原駅東 福岡県大野城市錦町４丁目１番１８

大野城紫台 福岡県大野城市紫台１６－１１

筑後赤坂 福岡県筑後市大字蔵数字赤坂５５９番１

筑紫野筑紫 福岡県筑紫野市筑紫駅西口区画整理事業４街区１０

西鉄二日市駅前 福岡県筑紫野市二日市中央６－６３３－１５

中間垣生公園前 福岡県中間市大字垣生８４６－１

朝倉一ツ木大通り 福岡県朝倉市来春字小原３７１－１

直方中央橋 福岡県直方市頓野１５４９

田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５番地１

田川松原 福岡県田川市伊田４９２２－２

田川伊田 福岡県田川市大字伊田４５１７番１

田川夏吉 福岡県田川市大字夏吉３３２番地１

田川バイパスみそぎ 福岡県田川市大字夏吉１４０７－１

田川糒 福岡県田川市糒１９１３－３

飯塚伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須７２２－１

飯塚下三緒 福岡県飯塚市下三緒２９６－８

飯塚平恒 福岡県飯塚市平恒字天神６０１番５

飯塚鯰田上町 福岡県飯塚市鯰田１９５６番３

福岡今宿東２丁目 福岡県福岡市西区今宿東２丁目３１－３１

福岡姪浜駅西 福岡県福岡市西区内浜１－３－４３

福岡早良２丁目 福岡県福岡市早良区早良２丁目１９番１３号

福岡清川１丁目 福岡県福岡市中央区清川１丁目１２－１

福岡渡辺通１丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通１－８－４０

福岡舞鶴 福岡県福岡市中央区舞鶴１－１－３

福岡福浜２丁目 福岡県福岡市中央区福浜２丁目１－４

福岡中央高校北 福岡県福岡市中央区薬院４丁目４－１

福岡原田３丁目 福岡県福岡市東区原田３丁目９番１号

福岡香住ヶ丘２丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘２丁目４－１６

福岡三苫３丁目 福岡県福岡市東区三苫３丁目２－５２

福岡千早４丁目 福岡県福岡市東区千早４丁目２２－３７

福岡大岳１丁目 福岡県福岡市東区大岳１丁目１２－２０

福岡多々良小学校前 福岡県福岡市東区土井２丁目１５番１６号



福岡箱崎５丁目 福岡県福岡市東区箱崎５丁目４－５９

福岡八田２丁目 福岡県福岡市東区八田２丁目１６－３０

福岡和白１丁目 福岡県福岡市東区和白１丁目９ー３６

福岡宮竹小前 福岡県福岡市南区井尻１－５－１４

福岡清水１丁目 福岡県福岡市南区清水１丁目２３－５

福岡大橋駅西 福岡県福岡市南区大橋１ー１８ー１２

福岡鶴田３丁目 福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０番３２号

博多銀天町３丁目 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目１－１

博多三筑２丁目 福岡県福岡市博多区三筑２丁目１５－１

博多住吉４丁目 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１－２

板付バス停前 福岡県福岡市博多区西月隈３－８－４

博多中洲５丁目 福岡県福岡市博多区中洲５丁目２番３号

博多駅前１丁目 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１３－１

博多駅南 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３１－１

博多駅東３丁目 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目９－１１

博多板付５丁目 福岡県福岡市博多区板付５丁目１６－５

博多美野島通り 福岡県福岡市博多区美野島１丁目１７－５

博多豊１丁目 福岡県福岡市博多区豊１－９－４９

福津勝浦 福岡県福津市勝浦３４９３－１

戸畑中原西１丁目 福岡県北九州市戸畑区中原西１丁目１－３１

若松高須南１丁目 福岡県北九州市若松区高須南１丁目８番３２号

若松今光 福岡県北九州市若松区今光１丁目６番４号

小倉中吉田 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１

小倉工業高校前 福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目１－１６

小倉神岳２丁目 福岡県北九州市小倉北区神岳２丁目６－２４

小倉浅野２丁目 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目２－２１

小倉竪町 福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目６番１３号

八幡紅梅１丁目 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁目２－１３

八幡三ケ森 福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－７－８

八幡陣原４丁目 福岡県北九州市八幡西区陣原４－２－２３

八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３

門司大里戸ノ上１丁目 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１丁目１２－２７

柳川矢加部 福岡県柳川市矢加部４９２－１

店名 住所
伊万里東山代里 佐賀県伊万里市東山代町里字新田１７７番７８

有明竜王駅前 佐賀県杵島郡白石町大字坂田２７４－５

佐賀白石 佐賀県杵島郡白石町大字福吉１９５４－１

佐賀福富 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分１０６４－１

佐賀大和川上 佐賀県佐賀市大和町大字川上４２４－１

佐賀鍋島八戸 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸１３４３－５

佐賀大赤松町 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄字四本谷１３２８－１６

基山長野 佐賀県三養基郡基山町長野６０２－２

小城松尾 佐賀県小城市小城町１１４番

有田原明 佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５



鳥栖大正町 佐賀県鳥栖市大正町７２０－５

唐津佐志浜 佐賀県唐津市佐志浜町４１７９－１

唐津西高校前 佐賀県唐津市町田１７７７番地１

店名 住所
雲仙小浜マリーナ 長崎県雲仙市小浜町マリーナ５

佐世保愛宕町 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２

佐世保天神 長崎県佐世保市天神５丁目２１９１番１

長崎高丘１丁目 長崎県長崎市高丘１丁目３－７

長崎小浦町 長崎県長崎市小浦町４番地２

長崎上小島５丁目 長崎県長崎市上小島５丁目５３１－７

長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３

島原北門町 長崎県島原市北門町１２９７－１

諫早宇都町 長崎県諫早市宇都町２３０－１

諫早馬渡町 長崎県諫早市馬渡町８番９

店名 住所
阿蘇西町 熊本県阿蘇市西町８３３－１

宇城御領 熊本県宇城市不知火町御領字西原３９０番

宇土松山町 熊本県宇土市松山町２０２４－１

宇土長浜町 熊本県宇土市長浜町５６６－１９

熊本大津バイパス 熊本県菊池郡大津町大字室５３６－５

菊池七城林原 熊本県菊池市七城町林原１－７

岱明町高道 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１

玉名中 熊本県玉名市中１９１９ー１

熊本上乃裏通り 熊本県熊本市中央区上通町７番３２号

熊本帯山４丁目 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１９－７

熊本白山２丁目 熊本県熊本市中央区白山２丁目２－１

熊本壺川１丁目 熊本県熊本市中央区壺川１丁目１２番８号

熊本画図重富 熊本県熊本市東区画図町重富６３７番２

熊本桜木３丁目 熊本県熊本市東区桜木３丁目２２－１

熊本小峯２丁目 熊本県熊本市東区小峯２丁目１番９８号

熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外３丁目２－１

熊本東野４丁目 熊本県熊本市東区東野４丁目１－６

熊本総合運動公園前 熊本県熊本市東区平山町３０１５－６

熊本御幸西 熊本県熊本市南区御幸西２丁目６３９番１

熊本銭塘町 熊本県熊本市南区銭塘町２１４７－３

熊本良町２丁目 熊本県熊本市南区良町２丁目７－１６

荒尾本村 熊本県荒尾市荒尾２０３６－１

荒尾庄山 熊本県荒尾市上平山１００７

合志幾久富 熊本県合志市幾久富字八丁谷１８２８番６１

山鹿中央通り 熊本県山鹿市中央通１０１番

嘉島北甘木 熊本県上益城郡嘉島町北甘木２３３０－１

天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号

天草知ケ崎 熊本県天草市志柿町５３９１ー３

八代横手新町 熊本県八代市横手新町１５－１４



八代海士江町 熊本県八代市海士江町２３２８－７

店名 住所
宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田３１－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

杵築塩田 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５番５３１

杵築北浜 大分県杵築市大字杵築字北浜７００番１－２

玖珠帆足 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足字ドヲメキ３６５－４

国東安岐下原 大分県国東市安岐町下原字カツラヲ７５２番地１

佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１

佐伯中の島 大分県佐伯市中の島２丁目５７２７番５

大分賀来西 大分県大分市賀来西１丁目１番１７号

大分城原 大分県大分市城原大字城原４５１番

大分城東町北 大分県大分市城東町９番１６号

大分横瀬 大分県大分市横瀬字田代６３－７

中津万田 大分県中津市万田２６５－１

日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２

日田大山 大分県日田市大山町西大山字宮ノ本９０２番２

別府石垣東７丁目 大分県別府市石垣東７丁目２０５５

別府北中 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

豊後高田新栄 大分県豊後高田市新栄１３２８番２

湯布院川上 大分県由布市湯布院町川上３７３６－１

由布挾間 大分県由布市挾間町挾間字立烏帽子４８５番地１

店名 住所
えびのインター 宮崎県えびの市永山字中棚１０３０ー１

延岡浜町 宮崎県延岡市浜町５１３９番地１

宮崎桜ヶ丘町 宮崎県宮崎市大塚町倉ノ下３３８番１

宮崎住吉 宮崎県宮崎市島之内７１６８

川南トロントロン 宮崎県児湯郡川南町川南１３８７８－１

小林上堤 宮崎県小林市大字堤字金鳥居３０２５番１

西都調殿 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

都城梅北町 宮崎県都城市梅北町７３６８－１８

門川尾末 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末８４８４－１３

国富三名 宮崎県東諸県郡国富町三名１２８９－１

北郷郷之原 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２０５４－１

三股樺山 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山２０２９－１

店名 住所
姶良東餅田 鹿児島県姶良市東餅田２３４４－１

姶良総合運動公園前 鹿児島県姶良市平松３０１４－１

肝付町高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田８５８－１

東串良岩弘 鹿児島県肝属郡東串良町岩弘２６６０－２

薩摩川内隈之城町 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８５３－７

薩摩川内泰平寺前 鹿児島県薩摩川内市大小路町５７－１１

志布志３丁目 鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目２３１１－２５



志布志有明町 鹿児島県志布志市有明町野井倉８１６７番２

鹿屋寿８丁目 鹿児島県鹿屋市寿８丁目２０番１号

鹿屋新川町 鹿児島県鹿屋市新川町９９番１

鹿屋田崎町 鹿児島県鹿屋市田崎町２２１４番８

鹿児島荒田１丁目 鹿児島県鹿児島市荒田１丁目５２－１７

鹿児島坂之上４丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上４丁目３－２０

鹿児島坂之上６丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上６丁目６番３５号

鹿児島星ケ峯 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号

鹿児島西田２丁目 鹿児島県鹿児島市西田２丁目１２－３１

鹿児島中央駅前 鹿児島県鹿児島市中央町１９－４０

鹿児島谷山港入口 鹿児島県鹿児島市南栄６丁目２－２９

末吉本町 鹿児島県曽於市末吉町本町１丁目１－８

霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

国分湊 鹿児島県霧島市国分湊３８５－３

隼人姫城 鹿児島県霧島市隼人町姫城３ー２１３

店名 住所
うるまみどり町４丁目 沖縄県うるま市みどり町４丁目２０－４

うるま西原 沖縄県うるま市字西原５４－３

うるま前原 沖縄県うるま市字前原８６番１

浦添城間かねひで 沖縄県浦添市字城間３０１２－２

浦添城間４丁目 沖縄県浦添市城間４丁目３５番３－２号

沖縄諸見里１丁目 沖縄県沖縄市諸見里１丁目２４番１号

沖縄照屋２丁目 沖縄県沖縄市照屋２丁目２４番３号

沖縄北インター 沖縄県沖縄市登川３丁目９－１０

北谷上勢頭 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１４－５

南風原新川 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８－２

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１－２９－２

名護為又 沖縄県名護市為又８５９－１

名護宇茂佐の森２丁目 沖縄県名護市宇茂佐の森２丁目１４－２


