
店名 住所
旭川５条１９丁目 北海道旭川市５条通１９丁目１７１７番１４０

旭川神楽岡５条 北海道旭川市神楽岡５条５丁目１－３０

旭川神楽岡１４条 北海道旭川市神楽岡１４条５丁目１－７

旭川川端 北海道旭川市川端町３条７丁目

旭川台場２条 北海道旭川市台場２条２丁目４番５号

旭川忠和８条 北海道旭川市忠和８条６丁目１－２

旭川動物園通り 北海道旭川市東旭川町日ノ出５１番３

旭川東光２条 北海道旭川市東光２条６丁目３番３９号

旭川緑東大橋 北海道旭川市東光８条１丁目３番１０号

旭川南５条 北海道旭川市南５条通２６丁目５０４

旭川豊岡１条 北海道旭川市豊岡１条２丁目４番１９号

旭川豊岡３丁目 北海道旭川市豊岡４条３丁目３番の１

旭川豊岡１０丁目 北海道旭川市豊岡４条１０丁目３番１２号

旭川医大前 北海道旭川市緑が丘東３条１丁目３番３６３０

旭川近文 北海道旭川市緑町１５丁目２８８８－２

上芦別 北海道芦別市上芦別町７９番１

喜茂別町 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２４８番５

倶知安南４条 北海道虻田郡倶知安町南４条東１丁目１番

倶知安基町 北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地

豊浦旭町 北海道虻田郡豊浦町字旭町４４－１

伊達長和町 北海道伊達市長和町４７２－１

伊達末永町 北海道伊達市末永町１２－５８

浦河東町 北海道浦河郡浦河町東町うしお１丁目５番２２号

芽室南町 北海道河西郡芽室町西１条南６丁目１－１

芽室西５条 北海道河西郡芽室町西５条９丁目１－５

芽室東４条２丁目 北海道河西郡芽室町東４条２ー２ー１

音更木野大通西 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１番地１０

中士幌 北海道河東郡士幌町字中士幌西２線７４－１４

鹿追南町 北海道河東郡鹿追町南町２丁目１１番地

鹿部町 北海道茅部郡鹿部町字鹿部６５

岩見沢１条 北海道岩見沢市１条西３丁目３－２

岩見沢７条 北海道岩見沢市７条西１０丁目２６番地

栗沢町 北海道岩見沢市栗沢町最上２８９番地１

岩見沢幌向 北海道岩見沢市幌向南１条１丁目３７－１０

岩内万代 北海道岩内郡岩内町字万代１－１

七飯バイパス 北海道亀田郡七飯町字峠下７６－１

七飯本町 北海道亀田郡七飯町本町１丁目１６番５０号

上富良野栄町 北海道空知郡上富良野町栄町３ー２ー４

中富良野町 北海道空知郡中富良野町本町６－１

釧路町新開 北海道釧路郡釧路町新開３丁目１番

阿寒湖温泉 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目２－１
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阿寒町 北海道釧路市阿寒町中央４丁目１番

釧路鶴見橋 北海道釧路市愛国西４丁目１番１号

釧路愛国北園通 北海道釧路市愛国東４丁目３６番２２

釧路共栄大通 北海道釧路市共栄大通４丁目２－１

釧路興津２丁目 北海道釧路市興津２丁目２番４号

釧路昭和中央３丁目 北海道釧路市昭和中央３丁目５５－７

釧路新川町 北海道釧路市新川町１６番１

釧路星が浦大通５丁目 北海道釧路市星が浦大通５丁目４－１４

釧路星が浦北３丁目 北海道釧路市星が浦北３丁目２番２６号

釧路貝塚通 北海道釧路市武佐３丁目４７番５号

釧路文苑１丁目 北海道釧路市文苑１丁目２８－３

釧路公立大学前 北海道釧路市文苑４丁目６６番２

釧路北大通 北海道釧路市北大通６丁目１－６

釧路緑ケ岡 北海道釧路市緑ケ岡２丁目３６－８

恵庭バイパス 北海道恵庭市黄金南７丁目１８番地６

恵庭黄金北 北海道恵庭市黄金北１丁目１２番６

厚岸尾幌 北海道厚岸郡厚岸町尾幌７７－２

広尾並木通 北海道広尾郡広尾町並木通西２ー４５

江別一番町 北海道江別市一番町３０番１

江別大麻桜木町 北海道江別市大麻桜木町８番６

江別大麻 北海道江別市文京台東町２８番１６

根室海岸町 北海道根室市海岸町１丁目６番１

根室光洋町 北海道根室市光洋町３丁目２－１

根室大正町 北海道根室市大正町３丁目２番

根室敷島町 北海道根室市敷島町２丁目６６番地

砂川西１条 北海道砂川市西１条南５丁目１番２号

砂川東１条 北海道砂川市東１条北４丁目１番７号

札幌厚別西４条 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目４－１５

新札幌バスターミナル前 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３－３５

札幌厚別東２条 北海道札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６

札幌青葉町８丁目 北海道札幌市厚別区青葉町８丁目６－１５

札幌手稲稲穂 北海道札幌市手稲区稲穂２条４丁目１０－５

札幌西宮の沢４条 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目４－２６

札幌前田２条１０丁目 北海道札幌市手稲区前田２条１０丁目１－２２

札幌清田６条 北海道札幌市清田区清田６条２丁目１０－８

札幌平岡８条 北海道札幌市清田区平岡８条１丁目１番１号

札幌北野３条 北海道札幌市清田区北野３条５丁目１７－１２

札幌北野６条 北海道札幌市清田区北野６条２丁目１１番１号

札幌里塚１条 北海道札幌市清田区里塚１条４丁目１４番１号

札幌里塚緑ヶ丘 北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１

札幌琴似１条７丁目 北海道札幌市西区琴似１条７丁目２番８号

札幌琴似本通 北海道札幌市西区琴似２条２丁目２番２５号

札幌琴似３条２丁目 北海道札幌市西区琴似３条２丁目１番７号

札幌西町南１３丁目 北海道札幌市西区西町南１３丁目１－１



札幌西町北 北海道札幌市西区西町北４丁目１－１

札幌発寒南駅前 北海道札幌市西区西町北８丁目２－２７

札幌西野２条 北海道札幌市西区西野２条３丁目１－１

札幌八軒５条西９丁目 北海道札幌市西区八軒５条西９丁目５番１号

札幌宮の沢駅前 北海道札幌市西区発寒６条９丁目２番１５号

札幌発寒６条 北海道札幌市西区発寒６条１２丁目５番１号

札幌発寒６条１３丁目 北海道札幌市西区発寒６条１３丁目１０－２５

札幌発寒１１条 北海道札幌市西区発寒１１条６丁目３－２０

札幌福井３丁目 北海道札幌市西区福井３丁目１４－３３

札幌宮の森４条 北海道札幌市中央区宮の森４条４丁目３番

北海道ＳＴ大通 北海道札幌市中央区大通西３丁目地下鉄大通駅構内

札幌大通西１３丁目 北海道札幌市中央区大通西１３丁目４－１０２

札幌南３条西６丁目 北海道札幌市中央区南３条西６丁目８

札幌南４条西３丁目 北海道札幌市中央区南４条西３丁目Ｎ－ＰＬＡＣＥビル１階

札幌南４条西７丁目 北海道札幌市中央区南４条西７丁目１番地

札幌南４条 北海道札幌市中央区南４条西１４丁目１－３７

札幌南５条西４ 北海道札幌市中央区南５条西４丁目４番１

南７条 北海道札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号

札幌南８条西６丁目 北海道札幌市中央区南８条西６丁目１０３６番５

札幌啓明 北海道札幌市中央区南１４条西１９丁目２－１

札幌南１６条 北海道札幌市中央区南１６条西１４丁目２－１４

札幌南１９条西１２丁目 北海道札幌市中央区南１９条西１２丁目１－８

札幌南２０条西８丁目 北海道札幌市中央区南２０条西８丁目１番２５号

さっぽろ創世スクエア 北海道札幌市中央区北１条西１丁目６番地

札幌北１西４ 北海道札幌市中央区北１条西４丁目２－２

札幌北１条西５丁目 北海道札幌市中央区北１条西５丁目２番地７

札幌駅バスターミナル前 北海道札幌市中央区北４条西２丁目１－２５

札幌北４条東１丁目 北海道札幌市中央区北４条東１丁目１－２

北海道ＳＴ札幌ステラプレイス 北海道札幌市中央区北５条西２丁目５

札幌北５条西６ 北海道札幌市中央区北５条西６丁目２－２

札幌北５条東２丁目 北海道札幌市中央区北５条東２丁目１－２１

札幌北６条 北海道札幌市中央区北６条西２２丁目２５０ー１

札幌北９条二十四軒通 北海道札幌市中央区北９条西２４丁目４－１

札幌北１０条西２０丁目 北海道札幌市中央区北１０条西２０丁目２番１８号

札幌東苗穂４条 北海道札幌市東区東苗穂４条２丁目３－３１

札幌北１０条東 北海道札幌市東区北１０条東２丁目１番１５号

札幌北１５条東 北海道札幌市東区北１５条東１０丁目１－１

札幌北１８条東１５丁目 北海道札幌市東区北十八条東１５丁目１番２号

札幌北１９条東 北海道札幌市東区北１９条東１９丁目４－２９

札幌北２４条東 北海道札幌市東区北２４条東６丁目１－２５

札幌北２６条東２１丁目 北海道札幌市東区北２６条東２１丁目６－２１

札幌北３２条東８丁目 北海道札幌市東区北３２条東８丁目１番２９号

札幌北４４条東 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

札幌本町１条 北海道札幌市東区本町１条２丁目４－３６



札幌本町２条 北海道札幌市東区本町２条４丁目８－１３

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌自衛隊駅前 北海道札幌市南区澄川４条７丁目３番２５号

札幌澄川５条１１丁目 北海道札幌市南区澄川５条１１丁目３番１２号

札幌石山２条 北海道札幌市南区石山２条４丁目２番１号

札幌川沿５条３丁目 北海道札幌市南区川沿５条３丁目１－１

札幌川沿１２条 北海道札幌市南区川沿１２条４丁目１－５３

札幌栄通７丁目 北海道札幌市白石区栄通７丁目３－１０

札幌菊水９条 北海道札幌市白石区菊水９条１丁目５－１０

札幌川下公園前 北海道札幌市白石区川北４条３丁目８番１号

白石バスターミナル前 北海道札幌市白石区東札幌３条６丁目１－２

北海道ＳＴＪＲ白石 北海道札幌市白石区平和通３丁目北６－１

札幌北郷５条 北海道札幌市白石区北郷５条３丁目１２－１

札幌月寒中央通４丁目 北海道札幌市豊平区月寒中央通４丁目４－１

札幌月寒中央通 北海道札幌市豊平区月寒中央通９丁目３番３２号

札幌月寒東１条６丁目 北海道札幌市豊平区月寒東１条６丁目１－２７

札幌月寒東１条 北海道札幌市豊平区月寒東１条１７丁目２ー１０

札幌月寒東３条 北海道札幌市豊平区月寒東３条４丁目１番１号

札幌月寒東水源池通 北海道札幌市豊平区月寒東３条８丁目２番５号

札幌月寒東１９丁目 北海道札幌市豊平区月寒東５条１９丁目４－２１

札幌西岡２条 北海道札幌市豊平区西岡２条１丁目４－１１

札幌西岡４条 北海道札幌市豊平区西岡４条１３丁目２２番２０号

札幌平岸２条７丁目 北海道札幌市豊平区平岸２条７丁目２５

札幌平岸３条 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目３番８号

札幌平岸４条 北海道札幌市豊平区平岸４条９丁目１５－５

札幌南平岸 北海道札幌市豊平区平岸３条１４丁目１７番

札幌豊平１３丁目 北海道札幌市豊平区豊平３条１３丁目１－１２

札幌篠路 北海道札幌市北区篠路２条４丁目６－１６

札幌篠路２条 北海道札幌市北区篠路２条８ー４ー１５

北海道ＳＴ新琴似 北海道札幌市北区新琴似９条１丁目　ＪＲ新琴似駅高架下

札幌新川インター 北海道札幌市北区新川２条１２丁目７－１

札幌拓北 北海道札幌市北区拓北４条４丁目４ー１７

札幌屯田１１条 北海道札幌市北区屯田１１条３丁目８－７

札幌北１７条 北海道札幌市北区北１７条西３丁目１番１２号

北２７条 北海道札幌市北区北２７条西１６－３－１５

札幌北２８条 北海道札幌市北区北２８条西５丁目２－３０

三笠道の駅 北海道三笠市岡山１０５６－８

室蘭宮の森 北海道室蘭市宮の森町４ー１１ー６

室蘭中央町 北海道室蘭市中央町３－２－１

北海道四季彩館東室蘭 北海道室蘭市東町２丁目２９－４

室蘭母恋北町 北海道室蘭市母恋北町１丁目３－１７

斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８

斜里本町 北海道斜里郡斜里町本町１７番地３

小清水町 北海道斜里郡小清水町南町１丁目２１番２３号



小樽稲穂５丁目 北海道小樽市稲穂５丁目４番１８号

小樽桜町 北海道小樽市桜５丁目６番６号

小樽長橋 北海道小樽市長橋３丁目２－１

小樽蘭島 北海道小樽市蘭島１丁目２５－３１

十勝御影 北海道上川郡清水町御影本通５丁目１６番１８

旭川空港 北海道上川郡東神楽町東２線１６号９８番地

上川当麻 北海道上川郡当麻町４条東２丁目１番１号

石狩花川南 北海道石狩市花川南５条１丁目１３６番地１

石狩新港南 北海道石狩市新港南１丁目２８番３３

千歳大和 北海道千歳市大和４丁目１－１

千歳白樺 北海道千歳市白樺２丁目１－４

千歳勇舞 北海道千歳市勇舞４丁目１番１６号

標茶虹別 北海道川上郡標茶町虹別市街４ー１７

帯広十勝大橋 北海道帯広市西３条北１丁目６－１

帯広西８条春駒通 北海道帯広市西８条南１７－３ー１

帯広啓北 北海道帯広市西１２条北７ー７ー１２

帯広若葉 北海道帯広市西１６条南６丁目３－１

帯広西１９南４丁目 北海道帯広市西１９条南４丁目１４－９

滝川朝日町西 北海道滝川市朝日町西１丁目８番３号

滝川東町 北海道滝川市東町３丁目９２－４

滝川有明町 北海道滝川市有明町４丁目３－４１

十勝池田利別 北海道中川郡池田町利別西町５ー２

幕別札内文京町 北海道中川郡幕別町札内文京町４０－６８

登別若草町 北海道登別市若草町４丁目１１－２

登別市役所前 北海道登別市中央町６丁目３－７

登別温泉 北海道登別市登別温泉町６７－３

登別鷲別町５丁目 北海道登別市鷲別町５丁目７番地６

苫小牧ときわ町 北海道苫小牧市ときわ町４丁目２６－２７

苫小牧永福町１丁目 北海道苫小牧市永福町１丁目４番１号

苫小牧宮前町 北海道苫小牧市宮前町４丁目２０番２９号

苫小牧啓北２丁目 北海道苫小牧市啓北町２丁目１２－１３

苫小牧三光町 北海道苫小牧市三光町１丁目３番６号

苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４

苫小牧新明町１丁目 北海道苫小牧市新明町１丁目１－１

苫小牧澄川 北海道苫小牧市澄川町４丁目２－１０

苫小牧青葉 北海道苫小牧市青葉町１－２－４

苫小牧日吉町 北海道苫小牧市日吉町１丁目５－２４

苫小牧沼ノ端北 北海道苫小牧市北栄町３丁目８番地１

苫小牧ウトナイ 北海道苫小牧市北栄町３丁目１９番５５号

苫小牧末広 北海道苫小牧市末広町１丁目３－２

苫小牧明徳 北海道苫小牧市明徳町２丁目２番２号

苫小牧木場町 北海道苫小牧市木場町２丁目８－３

羽幌役場前 北海道苫前郡羽幌町南町１－３

渡島八雲本町 北海道二海郡八雲町本町１６０



静内旭 北海道日高郡新ひだか町静内旭町１丁目３番３３号

白糠東１条 北海道白糠郡白糠町東１条南２丁目３番２

白老虎杖浜温泉 北海道白老郡白老町字虎杖浜７３番４８

函館宮前町 北海道函館市宮前町２７－５

函館五稜郭公園前 北海道函館市五稜郭町３０－１

函館港町１丁目 北海道函館市港町１丁目２３－７

函館港町２丁目 北海道函館市港町２丁目８－６

函館昭和３丁目 北海道函館市昭和３丁目３０番７号

函館神山 北海道函館市神山２丁目５－５

函館五稜郭病院前 北海道函館市杉並町１３－７

函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町８４９－１６

函館開港通 北海道函館市大手町２２番１７号

函館中道中央 北海道函館市中道１丁目２４－２８

函館中道２丁目 北海道函館市中道２丁目３８－５

函館東山 北海道函館市東山２丁目１０番２６号

函館日吉中央通 北海道函館市日吉町２丁目１０番１９号

函館富岡町 北海道函館市富岡町２丁目４５－１１

美唄大通北 北海道美唄市西１条北５丁目１－４５

美唄西３条 北海道美唄市西３条南３丁目５－１

美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

中標津バイパス 北海道標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目９番１

中標津東５条 北海道標津郡中標津町東５南４－１

標津町 北海道標津郡標津町南４条西１丁目１番１９号

富良野協会病院前 北海道富良野市錦町７番１号

富良野若松 北海道富良野市若松町１２ー５

北見桜町 北海道北見市桜町５丁目６９番地

北見大町 北海道北見市大町９３

北見東１０号線 北海道北見市端野町三区３５６－１

北見南大通 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７

北見文京町 北海道北見市文京町６３８番地１

北見無加川 北海道北見市無加川町４０８番地６４

北広島大曲中央 北海道北広島市大曲中央２丁目１－６

北広島朝日町 北海道北広島市朝日町３丁目１－３

北斗大野橋通 北海道北斗市本町２丁目１番５３号

北斗飯生 北海道北斗市飯生２丁目１１番８号

えりも本町 北海道幌泉郡えりも町字本町４８番２２

名寄西１条 北海道名寄市西１条南６丁目１番地

名寄西１０条 北海道名寄市西１０条南８丁目４８－４

名寄徳田 北海道名寄市徳田２４９－２

女満別 北海道網走郡大空町女満別本通５丁目２番３１号

美幌稲美 北海道網走郡美幌町字稲美９０－４１

美幌美富 北海道網走郡美幌町字美富６８－７

美幌東町１丁目 北海道網走郡美幌町東町１丁目１１－３

網走駒場南 北海道網走市駒場南７丁目３－６



網走駒場北 北海道網走市駒場北１丁目３－１７

網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７番地９

網走潮見 北海道網走市潮見２丁目６番３号

遠軽豊里 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１

紋別花園 北海道紋別市花園町２丁目３８

紋別大山町 北海道紋別市大山町１丁目３５－２６

別海宮舞 北海道野付郡別海町別海宮舞町１１番地

別海緑町 北海道野付郡別海町別海緑町９番地

鵡川宮戸 北海道勇払郡むかわ町宮戸７３

安平早来 北海道勇払郡安平町早来大町１２７－４

栗山松風 北海道夕張郡栗山町松風３丁目２９８番３

夕張紅葉山 北海道夕張市紅葉山４５４－１

余市黒川１５丁目 北海道余市郡余市町黒川町１５丁目２４番地５

留萌小平 北海道留萌郡小平町字小平町３３０

留萌沖見町 北海道留萌市沖見町２ー３８

留萌合同庁舎前 北海道留萌市花園町４丁目１番３号

江差愛宕町 北海道檜山郡江差町字愛宕町７８番地１

店名 住所
五所川原鎌谷町 青森県五所川原市鎌谷町５１７－３

弘前駅前３丁目 青森県弘前市大字駅前３丁目２－２

弘前外崎 青森県弘前市大字外崎１丁目３番地４

弘前松原 青森県弘前市大字松原東１丁目４番４２

弘前新町 青森県弘前市大字新町１６５－２

弘前ショッピングプラザシティ 青森県弘前市大字大町１丁目１番２

弘前東長町 青森県弘前市大字東長町３５－１

黒石野際 青森県黒石市野際３丁目１８－１

階上蒼前西７丁目 青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８

三沢大町 青森県三沢市大町２丁目３－１

三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３

十和田東十四番町 青森県十和田市東十四番町４１番５号

青森沖館１丁目 青森県青森市沖館１丁目１番１

青森石江三好 青森県青森市大字石江字三好１３６－３

青森浜田２丁目 青森県青森市浜田２丁目１６－４

青森妙見３丁目 青森県青森市妙見３丁目３－３７

青森浪岡中央 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１３５－６

青森浪岡福田２丁目 青森県青森市浪岡福田２丁目１３番１２

八戸下長３丁目 青森県八戸市下長３丁目１３－２２

八戸江陽１丁目 青森県八戸市江陽１－１３－１

八戸城下２丁目 青森県八戸市城下２丁目１４番１２号

八戸城下４丁目 青森県八戸市城下４丁目７番６号

八戸糠塚 青森県八戸市大字糠塚字大開１１番１

八戸高岩 青森県八戸市大字上野堀端３番７

八戸北高校前 青森県八戸市大字大久保字町道１０－３

八戸田向 青森県八戸市田向４丁目３－１



店名 住所
遠野青笹町 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

奥州江刺桜木通り 岩手県奥州市江刺愛宕字谷地１８番１

奥州水沢東中通り 岩手県奥州市水沢東中通り１丁目２－３９

奥州水沢名残 岩手県奥州市水沢名残２９

前沢バイパス 岩手県奥州市前沢字株樹５３－２

山田町大沢 岩手県下閉伊郡山田町大沢第１地割４３番５

花巻松園町１丁目 岩手県花巻市松園町１丁目４－５７

釜石中妻町３丁目 岩手県釜石市中妻町３丁目９番３２

かまいし片岸 岩手県釜石市片岸町第９地割２２８番地

住田世田米 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１２番１３

盛岡みたけ３丁目 岩手県盛岡市みたけ３丁目２２番２０号

盛岡向中野１丁目 岩手県盛岡市向中野１丁目１０ー１

盛岡三ツ割 岩手県盛岡市三ツ割字鉢ノ皮３６番４７

岩手県立中央病院前 岩手県盛岡市上田１丁目６－１２

盛岡駅前通 岩手県盛岡市盛岡駅前通４２１番

盛岡東見前 岩手県盛岡市東見前８地割１５－１

盛岡南大通１丁目 岩手県盛岡市南大通１丁目１４－６

盛岡夕顔瀬町 岩手県盛岡市夕顔瀬町６－１０

滝沢せいほくタウン 岩手県滝沢市穴口１３５番２

滝沢巣子 岩手県滝沢市巣子１５６番１４

滝沢祢宜屋敷 岩手県滝沢市袮宜屋敷１番

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

二戸福岡田町 岩手県二戸市福岡字下町２２番

八幡平バイパス 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

北上国見橋 岩手県北上市稲瀬町前田１７２番５

北上江釣子五条丸 岩手県北上市上江釣子１９－２８－１０

北上上野町１丁目 岩手県北上市上野町１丁目２６－２１

北上諏訪町２丁目 岩手県北上市諏訪町２丁目３－３６

北上金属団地 岩手県北上市村崎野２２地割１６１－２

北上インター東 岩手県北上市北鬼柳１８地割１４６番３

北上江釣子インター 岩手県北上市北鬼柳１９地割１１６番地１０

陸前高田馬場前 岩手県陸前高田市高田地区被災市街地復興土地区画整理

店名 住所
小牛田青生 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３

涌谷バイパス 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏３３ー１

涌谷黄金 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字黄金迫前南２ー１６

本塩釜駅前 宮城県塩竈市海岸通り５－１

塩釜泉沢 宮城県塩竈市泉沢町２０番１５号

女川バイパス 宮城県牡鹿郡女川町大道１－２

角田中島下 宮城県角田市角田字中島下４３１－１

角田西田町 宮城県角田市角田字田町４３

岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９

岩沼梶橋 宮城県岩沼市梶橋１００８－１



岩沼桜４丁目 宮城県岩沼市桜４丁目５１

岩沼二木２丁目 宮城県岩沼市二木２丁目１７－２

気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１

気仙沼唐桑町 宮城県気仙沼市唐桑町明戸２０６－１

気仙沼東新城３丁目 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４

利府青葉台２丁目 宮城県宮城郡利府町青葉台２丁目１－２２９

栗駒岩ケ崎四日町 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎神南５－１

若柳新堤下 宮城県栗原市若柳字川南堤通１５－１０

栗原築館下宮野 宮城県栗原市築館字下宮野大仏９８－３

築館インター 宮城県栗原市築館字照越永平７２－１

柴田船岡中央３丁目 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－５－２

柴田船岡上大原 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字上大原１７２

村田中央 宮城県柴田郡村田町大字村田字反町５１

大河原幸町 宮城県柴田郡大河原町字幸町７番９

大河原西桜町 宮城県柴田郡大河原町字西桜町１－２１

大河原駅前 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１１６－３９

石巻元倉２丁目 宮城県石巻市元倉２丁目４番１５号

河南広渕 宮城県石巻市広渕字焼巻３０１番１

石巻しらさぎ台 宮城県石巻市須江字しらさぎ台３丁目２１－１

石巻中里５丁目 宮城県石巻市中里５ー２ー１

石巻貞山１丁目 宮城県石巻市貞山１丁目１６－３５

仙台宮千代１丁目 宮城県仙台市宮城野区宮千代１－１６－１３

仙台新田１丁目 宮城県仙台市宮城野区新田１－６－３２

仙台田子西 宮城県仙台市宮城野区田子西２丁目８番地１０

仙台福田町２丁目 宮城県仙台市宮城野区福田町２－３－４９

仙台東八番丁 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０６番１６

仙台榴岡３丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目７番３３号

仙台榴ヶ岡駅前 宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１－３５

仙台榴ヶ岡５丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１２－４３

仙台蒲町 宮城県仙台市若林区蒲町２５－４３

仙台荒井４丁目 宮城県仙台市若林区荒井４丁目４－９

仙台白萩町 宮城県仙台市若林区白萩町３７－１８

仙台一高前 宮城県仙台市若林区連坊２丁目１１番１号

仙台柳町通 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１４－３５

仙台一番町３丁目 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１０－２２

仙台広瀬通駅前 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－１

仙台赤坂 宮城県仙台市青葉区芋沢字赤坂２０－４

仙台錦ケ丘 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘７－１－１

仙台荒巻本沢 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢１－１－１１

北仙台駅前 宮城県仙台市青葉区昭和町３－２７

仙台台原駅前 宮城県仙台市青葉区台原３ー２９ー５０

仙台中央３丁目 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１－２１

仙台南吉成 宮城県仙台市青葉区南吉成２ー１７ー３

仙台米ケ袋１丁目 宮城県仙台市青葉区米ケ袋１－４－１



仙台北目町 宮城県仙台市青葉区北目町１－１

仙台落合６丁目 宮城県仙台市青葉区落合６丁目９－３

仙台加茂４丁目 宮城県仙台市泉区加茂４丁目１－１０

仙台泉東北高校前 宮城県仙台市泉区館７丁目１－３４

仙台泉高玉町 宮城県仙台市泉区高玉町１３番地

仙台黒松 宮城県仙台市泉区黒松２‐１‐７３６

仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

仙台泉実沢 宮城県仙台市泉区実沢字中５４－３

仙台将監９丁目 宮城県仙台市泉区将監９丁目２８－５３

仙台鶴が丘 宮城県仙台市泉区松森字鼠堂２－２

仙台泉中央２丁目 宮城県仙台市泉区泉中央２丁目１２－３

仙台南光台３丁目 宮城県仙台市泉区南光台３丁目１７－４０

仙台南光台南２丁目 宮城県仙台市泉区南光台南２丁目２６番３号

仙台富沢駅東 宮城県仙台市太白区大野田５丁目２０－１

仙台長町駅前 宮城県仙台市太白区長町５丁目２－３

仙台八木山南 宮城県仙台市太白区八木山南２ー１ー２

仙台ベニーランド前 宮城県仙台市太白区八木山本町１ー１ー９

仙台富沢西 宮城県仙台市太白区富沢字川前浦３０－１

茂庭生出 宮城県仙台市太白区茂庭字新熊野７５

仙台茂庭台 宮城県仙台市太白区茂庭台４丁目２４番１号

仙台柳生６丁目 宮城県仙台市太白区柳生６丁目１－８

多賀城笠神４丁目 宮城県多賀城市笠神４丁目４－２０

多賀城高橋 宮城県多賀城市高橋４丁目１８番１５号

多賀城高崎３丁目 宮城県多賀城市高崎３丁目２４－７

多賀城新田 宮城県多賀城市新田字新後５－１

多賀城中央２丁目 宮城県多賀城市中央２丁目３－１７

多賀城中央３丁目 宮城県多賀城市中央３丁目１９－２１

多賀城中央 宮城県多賀城市中央３丁目４１３番１

多賀城八幡４丁目 宮城県多賀城市八幡４丁目７－７０

多賀城明月 宮城県多賀城市明月１－１－８６

古川李埣 宮城県大崎市古川幸町２丁目１８０番地

大崎市役所前 宮城県大崎市古川千手寺町２丁目１２８－４

古川中里５丁目 宮城県大崎市古川中里５丁目２２３

大崎古川南町２丁目 宮城県大崎市古川南町２丁目１番

大崎古川飯川 宮城県大崎市古川飯川字十文字２２番地

大崎古川福沼２丁目 宮城県大崎市古川福沼２丁目２８０番１

古川穂波７丁目 宮城県大崎市古川穂波７丁目１４－２７

大崎松山 宮城県大崎市松山金谷字金ヶ崎６－１

鳴子末沢 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢西１２－１

登米中田町上沼 宮城県登米市中田町上沼字南桜場２９５－１

登米東和町米谷 宮城県登米市東和町米谷字元町９４

南方瀬ノ渕 宮城県登米市南方町瀬ノ渕１１０

迫佐沼小金丁 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁５４

登米迫森 宮城県登米市迫町森字平柳２番１



矢本インター 宮城県東松島市矢本字西新町１－９

白石馬場前 宮城県白石市越河五賀字馬場前２番１

名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

名取上余田 宮城県名取市上余田字千刈田５３９－１

亘理東郷 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０６－１

店名 住所
にかほ平沢 秋田県にかほ市平沢字館ヶ森１－１０

横手平和町 秋田県横手市平和町９番３号

鹿角八幡平 秋田県鹿角市花輪字高井田４４番１５

秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

秋田牛島東３丁目 秋田県秋田市牛島東３丁目４番１４号

秋田御所野堤台 秋田県秋田市御所野堤台１丁目５－１－２

秋田広面 秋田県秋田市広面字谷地沖１７－２

秋田新国道寺内 秋田県秋田市寺内字三千刈１１７－１

秋田寺内堂ノ沢 秋田県秋田市寺内堂ノ沢１－９－１６

秋田割山 秋田県秋田市新屋勝平町２番２４号

ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通７丁目２番１号

秋田添川 秋田県秋田市添川字境内川原４８－２

秋田東通８丁目 秋田県秋田市東通８丁目３番１号

大館大田面 秋田県大館市字大田面３９７－３

大館池内 秋田県大館市池内字田中２７８番

男鹿船越 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

秋田大潟 秋田県南秋田郡大潟村字西５丁目１６番地３

八郎潟川崎 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝２２６番１

由利本荘荒町 秋田県由利本荘市荒町字真城７９－１

由利本荘西目町 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２－１４９

由利本荘石脇 秋田県由利本荘市石脇字田尻野６番２２

店名 住所
蔵王みはらしの丘 山形県山形市みはらしの丘１丁目４番地２

山形花楯２丁目 山形県山形市花楯２丁目１４番４０号

山形錦町 山形県山形市錦町１５－３２

山形江南２丁目 山形県山形市江南２丁目５番５７号

山形十日町４丁目 山形県山形市十日町４丁目３－２１

山形城西町２丁目 山形県山形市城西町２丁目１－９

山形西田１丁目 山形県山形市西田１丁目１－１５

山形駅西口 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

山形立谷川 山形県山形市大字漆山伊達城４３２３－１

山形中野 山形県山形市大字中野字楯１８０２番５

山形富の中 山形県山形市富の中１丁目１３－５

山形北町２丁目 山形県山形市北町２丁目６－４５

酒田法連寺 山形県酒田市法連寺字茅針谷地７１－１

酒田本町３丁目 山形県酒田市本町３丁目６－４

上山朝日台１丁目 山形県上山市朝日台１丁目５－１

上山矢来 山形県上山市矢来４丁目９番１号



新庄松本 山形県新庄市大字松本３２０

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

河北谷地月山堂 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂６５８－１

西川町睦合 山形県西村山郡西川町大字睦合字扇田２９０－２

白鷹町荒砥 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙字熊野宮１０６９

飯豊萩生 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生字三本柳９５８－１

村山楯岡新町 山形県村山市楯岡新町３－４－２

羽黒押口 山形県鶴岡市羽黒町押口字川端１３－３６

鶴岡西新斎町 山形県鶴岡市西新斎町１－５５

鶴岡千石町 山形県鶴岡市千石町１０－４３

鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１

天童駅西４丁目 山形県天童市駅西４丁目１－１

天童石鳥居１丁目 山形県天童市石鳥居１丁目４番２５号

天童柏木町３丁目 山形県天童市柏木町３－３－３

南陽島貫 山形県南陽市島貫６１６－４

尾花沢若葉町２丁目 山形県尾花沢市若葉町２丁目１番１

米沢駅前３丁目 山形県米沢市駅前３丁目５－２７

米沢市役所前 山形県米沢市金池５－３ー１１

米沢春日３丁目 山形県米沢市春日３丁目３－１８

米沢城西３丁目 山形県米沢市城西３丁目６番１２号

米沢城北１丁目 山形県米沢市城北１丁目３１９０番２

米沢成島町１丁目 山形県米沢市成島町１丁目６－７０－１４

米沢通町４丁目 山形県米沢市通町４丁目９－１５

店名 住所
いわき中好間 福島県いわき市好間町中好間字八反田１６番１

いわき四倉東４丁目 福島県いわき市四倉町字東４丁目７２－１２

いわき小川町 福島県いわき市小川町高萩字上代７３－２

いわき下神白 福島県いわき市小名浜下神白字林崎２０－１

いわき林城 福島県いわき市小名浜林城字辻前１－１

いわき植田町中央１丁目 福島県いわき市植田町中央１丁目２－２

いわき泉玉露４丁目 福島県いわき市泉玉露４丁目２－１

いわき泉薬師前 福島県いわき市泉町下川薬師前４１番９

いわき泉滝尻中央 福島県いわき市泉町滝尻字後川３４

いわき草木台 福島県いわき市草木台２丁目１－１

いわき中岡３丁目 福島県いわき市中岡町３ー１ー２

いわき内郷みまや 福島県いわき市内郷御厩町上宿７０

いわき平下の町 福島県いわき市平字下の町１－１

いわき梅香町 福島県いわき市平字梅香町１１番地

いわき赤井 福島県いわき市平赤井字大根内３７

いわき中山 福島県いわき市平中山字諏訪下７－２

いわき勿来酒井原 福島県いわき市勿来町窪田酒井原１２－６

伊達上保原 福島県伊達市保原町上保原字馬橋２０

福島梁川右城町 福島県伊達市梁川町字右城町１９番地

福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地



会津坂下松ノ目 福島県河沼郡会津坂下町字松ノ目１５７３－１

会津西七日町 福島県会津若松市西七日町８番３号

会津門田丑渕 福島県会津若松市門田町日吉丑渕１１ー４２

鏡石成田 福島県岩瀬郡鏡石町成田７７０

鏡石中央 福島県岩瀬郡鏡石町中央５０－２

喜多方桜が丘 福島県喜多方市桜が丘２丁目４１－１　

喜多方北町 福島県喜多方市字北町上３７番地

喜多方豊川 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田１１８０

郡山西原 福島県郡山市安積荒井２丁目３番地

郡山安積町 福島県郡山市安積町長久保１－２－４

郡山安積町長久保 福島県郡山市安積町長久保４－２－４

郡山日出山１丁目 福島県郡山市安積町日出山１丁目１１１

郡山駅前１丁目 福島県郡山市駅前１丁目６番１０号

郡山駅前アーケード 福島県郡山市駅前２丁目３番７号

郡山美術館東 福島県郡山市蒲倉町字広表１１８－７

郡山御前南１丁目 福島県郡山市御前南１丁目７３番地

郡山七ツ池 福島県郡山市七ツ池町１６－１０

郡山三中前 福島県郡山市深沢２－９－１３

郡山大町２丁目 福島県郡山市大町２丁目４番１号

郡山西ノ宮西 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西１０３－２

郡山谷田川 福島県郡山市田村町谷田川字稲荷前５

郡山富田池ノ上 福島県郡山市富田町字池ノ上２６－１

郡山片平町 福島県郡山市片平町字地ノ岡７－３

郡山芳賀３丁目 福島県郡山市芳賀３丁目７－１９

郡山緑町 福島県郡山市緑町８－９

須賀川芦田塚 福島県須賀川市芦田塚６２－３

須賀川稲荷町 福島県須賀川市稲荷町１１８－１

須賀川駅前 福島県須賀川市栄町２０３

グリーンヒルズ季の郷 福島県須賀川市季の郷１７２

須賀川森宿辰根沢 福島県須賀川市森宿字辰根沢１４７－１５

須賀川池ノ上 福島県須賀川市西山寺町２０８

須賀川警察署前 福島県須賀川市八幡町１０６番

須賀川衿先 福島県須賀川市和田字衿先２１－３

福島泉崎 福島県西白河郡泉崎村泉崎八丸７４－１

福島矢吹北町 福島県西白河郡矢吹町北町１９０－２

石川長久保 福島県石川郡石川町字石田４５－２

石川南町 福島県石川郡石川町字南町１１－２

石川本宮 福島県石川郡石川町大字双里字本宮６８ー１

石川沢田 福島県石川郡石川町大字沢井字西ノ作４－１

福島平田 福島県石川郡平田村上蓬田字新屋敷１４

楢葉下小塙 福島県双葉郡楢葉町下小塙字四斗蒔１５－２

相馬大曲 福島県相馬市大曲字大毛内８１

相馬松川浦 福島県相馬市尾浜字細田２０３番地

三春インター 福島県田村郡三春町大字熊耳字神山２５３番１



船引原田 福島県田村市船引町船引字原田９２－１

大越町 福島県田村市大越町下大越字上田６５

滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地

棚倉下志宝 福島県東白川郡棚倉町関口下志宝２６ー１

棚倉バイパス 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字宮前３番１

棚倉町八槻 福島県東白川郡棚倉町大字八槻字遠鳥居１５０－１

棚倉富岡 福島県東白川郡棚倉町大字富岡字富岡１８４－１

道の駅はなわ 福島県東白川郡塙字桜木町３８８－１

原町青葉町 福島県南相馬市原町区青葉町３丁目３－２

原町本陣前 福島県南相馬市原町区本陣前２－５２－２

南相馬鹿島寺内 福島県南相馬市鹿島区寺内字東前田２０９－２

二本松駅前 福島県二本松市本町２丁目２３３－７

結城 福島県白河市字結城５５

白河バイパス 福島県白河市女石５番地１

新白河駅前 福島県白河市新白河２ー１５３

白河実業高校前 福島県白河市瀬戸原４－２

白河中央インター 福島県白河市大字豊地字砂田３５番１

白河東釜子 福島県白河市東釜子字新薄久保９８－１

白河表郷金山 福島県白河市表郷金山前沢田５－５

白河米村道北 福島県白河市米村道北８番２２

福島永井川 福島県福島市永井川字北谷地６－１

福島吉倉 福島県福島市吉倉字谷地１１－１

福島笹木野立田 福島県福島市笹木野字立田１５－７

山下町 福島県福島市山下町６－３

福島松川八丁目 福島県福島市松川町字下中島４番８

松川駅前 福島県福島市松川町字中原１３番地

福島西インター 福島県福島市成川字神崎８

福島清明町 福島県福島市清明町３番１号

福島泉 福島県福島市泉字道下１６

福島駅前吾妻通 福島県福島市置賜町１－２９

福島野田中央 福島県福島市東中央１丁目１０番１

福島東浜町 福島県福島市東浜町１０９番１

福島南沢又 福島県福島市南沢又字小堰３１－５

福島南矢野目 福島県福島市南矢野目夜梨４－１

飯野町志保井 福島県福島市飯野町字志保井４－１

飯野青木平 福島県福島市飯野町青木字平９４番地１

福島北矢野目 福島県福島市北矢野目字成田小屋１２－２

福島北矢野目西田 福島県福島市北矢野目字西田２３－１

福島野田町３丁目 福島県福島市野田町３丁目４－７８

福島野田町５丁目 福島県福島市野田町５丁目１－２

本宮荒井 福島県本宮市荒井字堀仲８２

本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１

本宮みずいろ公園前 福島県本宮市本宮字舘町１０１番１

本宮 福島県本宮市本宮字中条５２－１



猪苗代バイパス 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西６１－１

店名 住所
みどり市笠懸横町 群馬県みどり市笠懸阿左美９１２－２

桐生バイパス 群馬県みどり市笠懸町阿左美１４７６番１

笠懸久宮 群馬県みどり市笠懸町鹿４８３４－６

群馬桐原 群馬県みどり市大間々町桐原３５０４－３

安中バイパス 群馬県安中市安中４－１２－５

安中磯部４丁目 群馬県安中市磯部４丁目５番７号

安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３

伊勢崎伊与久北 群馬県伊勢崎市境伊与久３２８１

伊勢崎境上渕名 群馬県伊勢崎市境上渕名１３６２－４

伊勢崎境平塚 群馬県伊勢崎市境平塚３１５－１

群馬赤堀南 群馬県伊勢崎市市場町２丁目４７３－７

佐波東運動公園前 群馬県伊勢崎市田部井町二丁目４４０－２

伊勢崎東小保方町 群馬県伊勢崎市東小保方町３８５６－１

伊勢崎日乃出町 群馬県伊勢崎市日乃出町８２０－２

伊勢崎韮塚町 群馬県伊勢崎市韮塚町１２１１－５

伊勢崎豊城町 群馬県伊勢崎市豊城町２８４２－１

伊勢崎羽黒台 群馬県伊勢崎市茂呂町二丁目２７４１－１

館林羽附町 群馬県館林市羽附町字上志柄１７２２－１

館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５

館林三野谷 群馬県館林市上三林町１１７２－１

館林大街道１丁目 群馬県館林市大街道１－９－３

館林本町２丁目 群馬県館林市本町２丁目１１－９

館林本町 群馬県館林市本町４－６－６

桐生相生西 群馬県桐生市相生町５丁目５６９－１２

桐生天沼 群馬県桐生市相生町５丁目字郡境３１番８

桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４

群馬草津文京 群馬県吾妻郡草津町大字草津字堂裏４６２番１５

中之条バイパス 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町３１－６

長野原大津 群馬県吾妻郡長野原町大字大津字犬塚４００－４

高崎駅東口 群馬県高崎市栄町１６－１１

高崎貝沢環状線 群馬県高崎市貝沢町３２２－１

吉井岩崎 群馬県高崎市吉井町岩崎６９２

高崎京目町 群馬県高崎市京目町１４２１－１

高崎江木町 群馬県高崎市江木町１４１５－１

高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４

高崎棟高北 群馬県高崎市棟高町１２４９－１

高崎棟高町 群馬県高崎市棟高町１８６８－１１８

高崎藤塚町 群馬県高崎市藤塚町４２３－１

高崎南大類町 群馬県高崎市南大類町８３０－１

高崎日高町 群馬県高崎市日高町４９０－４

高崎塚沢 群馬県高崎市飯塚町１４４６－２

高崎大橋町 群馬県高崎市並榎町１１７－１



高崎問屋町 群馬県高崎市問屋町２丁目１０－５

渋川駅前 群馬県渋川市石原字熊野２０５－１

渋川赤城津久田 群馬県渋川市赤城町津久田２０２番地４

渋川北橘町真壁 群馬県渋川市北橘町真壁２１５４－１

沼田東原新町 群馬県沼田市東原新町１８４２番地１

前橋下石倉町 群馬県前橋市下石倉町２７－１５

前橋宮地町 群馬県前橋市宮地町３３４－１

前橋広瀬３丁目 群馬県前橋市広瀬町３丁目７－２

前橋総社町 群馬県前橋市総社町総社２０７７

群馬県庁前 群馬県前橋市大手町１丁目２－１１

前橋天川大島 群馬県前橋市天川大島町１４１９－２

前橋東大室町 群馬県前橋市東大室町１０１－１

前橋市民文化会館前 群馬県前橋市南町３－４１－５

前橋文京町 群馬県前橋市文京町１－６３７－１

前橋堀越町 群馬県前橋市堀越町８０４－９

前橋本町２丁目 群馬県前橋市本町２丁目１０－３

前橋問屋町 群馬県前橋市問屋町１－６－６

太田市古戸町 群馬県太田市古戸町１２０２－１

太田市新井町南 群馬県太田市新井町５３３－４

太田市鳥山上町 群馬県太田市鳥山上町１４６６－５

太田市鳥山中町 群馬県太田市鳥山中町２７１－３

太田市追分 群馬県太田市東金井町６８７－１

太田市藤阿久町 群馬県太田市藤阿久町３７０－３

太田市南矢島町 群馬県太田市南矢島町６７２－３

藪塚町藪塚 群馬県太田市薮塚町１２０７－１

太田市龍舞町 群馬県太田市龍舞町６８７－１

藤岡中大塚 群馬県藤岡市中大塚３２８－１

藤岡仲町 群馬県藤岡市藤岡８５９

藤岡芦田町 群馬県藤岡市藤岡１６７７－１

富岡一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

富岡七日市 群馬県富岡市七日市８８１－２

妙義上高田 群馬県富岡市妙義町上高田字久保田９４７

吉岡上毛大橋通り 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保１４３６－１

大泉吉田 群馬県邑楽郡大泉町吉田１０３８番１

大泉中央 群馬県邑楽郡大泉町中央２丁目３６番７号

大泉北小泉３丁目 群馬県邑楽郡大泉町北小泉３丁目１１－１０

板倉内蔵新田 群馬県邑楽郡板倉町大字内蔵新田字原橋下２１９

月夜野下津 群馬県利根郡みなかみ町下津２０９９－１

みなかみ上牧 群馬県利根郡みなかみ町上牧１８０３

店名 住所
喜連川寿町 栃木県さくら市喜連川３８６９－１

氏家桜野 栃木県さくら市桜野９２５－３

下野氏家勝山 栃木県さくら市氏家１２０５－２

宇都宮ゆいの杜５丁目 栃木県宇都宮市ゆいの杜５－１４－３



宇都宮越戸１丁目 栃木県宇都宮市越戸１－７－１４

河内下岡本 栃木県宇都宮市下岡本町４４１７－３

宇都宮下栗新４号南 栃木県宇都宮市下栗町７０７－１

宇都宮下川俣 栃木県宇都宮市下川俣町２０６－４７１

宇都宮環状線北 栃木県宇都宮市下川俣町字二ツ塚４２３－１

宇都宮御幸小学校前 栃木県宇都宮市御幸本町４６３３－２

宇都宮今宮 栃木県宇都宮市今宮２－２５１

宇都宮上戸祭南 栃木県宇都宮市上戸祭町４２２

宇都宮石井南 栃木県宇都宮市石井町３２４３－９

宇都宮川田町 栃木県宇都宮市川田町７８７－２４

河内中岡本 栃木県宇都宮市中岡本町２３９３－６

宇都宮中今泉 栃木県宇都宮市中今泉３－２８－６

上河内中里 栃木県宇都宮市中里町２２５－１２

宇都宮長岡百穴 栃木県宇都宮市長岡町大橋８９－３

宇都宮鶴田中央 栃木県宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号

宇都宮上鶴田 栃木県宇都宮市鶴田町１２９１－１

宇都宮東宿郷 栃木県宇都宮市東宿郷６－７－１８

宇都宮徳次郎 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５

宇都宮平松本町 栃木県宇都宮市平松本町８２１－１３

宇都宮宝木本町 栃木県宇都宮市宝木本町１１４１－１１１

宇都宮陽東５丁目 栃木県宇都宮市陽東５丁目１５－２

宇都宮簗瀬２丁目 栃木県宇都宮市簗瀬２丁目１１６２－２

高根沢光陽台 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台４－１６－４

壬生国谷 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁六美１３３－２

野木富士見通り 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８０－１

下野花見ヶ岡 栃木県下野市国分寺１２０４－２

南河内緑 栃木県下野市緑１丁目４番２

上三川しらさぎ１丁目 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目１６－１

佐野堀米東 栃木県佐野市堀米町２２－１

鹿沼栄町 栃木県鹿沼市栄町３丁目４２番６

鹿沼花岡町 栃木県鹿沼市花岡町３００－１

鹿沼上材木町 栃木県鹿沼市上材木町２６５３－７

鹿沼樅山 栃木県鹿沼市樅山町３７８－１５

小山犬塚１丁目 栃木県小山市犬塚１丁目２番６

小山犬塚６丁目 栃木県小山市犬塚６丁目１４番

小山市役所前 栃木県小山市城山町１丁目４３番１

小山城東 栃木県小山市城東２ー５ー２０

真岡下高間木 栃木県真岡市下高間木１丁目１１番地３

真岡市役所前 栃木県真岡市荒町５１２６

真岡上高間木１丁目 栃木県真岡市上高間木１丁目２４－８

真岡八木岡 栃木県真岡市八木岡４８６－１１

真岡並木 栃木県真岡市並木町３丁目１番２

足利五十部 栃木県足利市五十部町４１０

足利江川町３丁目 栃木県足利市江川町３丁目３－３



足利山前 栃木県足利市鹿島町１１２５－４

足利朝倉町 栃木県足利市朝倉町２６２－３

足利福居町 栃木県足利市福居町８１２－５

足利朝倉南 栃木県足利市堀込町２６０２－１

足利問屋団地 栃木県足利市問屋町１７５３－４

大田原親園 栃木県大田原市親園２５７３－３

大田原野崎十字路 栃木県大田原市薄葉字梅ヶ谷２２２０番３７

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

黒磯埼玉 栃木県那須塩原市埼玉５－１３

那須塩原新南 栃木県那須塩原市新南１６３－５８５

塩原接骨木 栃木県那須塩原市接骨木４４５－７８

西那須野三島中前 栃木県那須塩原市東三島２丁目１０２－１

西那須野南郷屋 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１２４－１

黒磯豊浦 栃木県那須塩原市豊浦北町６９－８２

那須伊王野 栃木県那須郡那須町大字伊王野１７６５－５

那須黒田原 栃木県那須郡那須町大字寺子乙４０３６－４

日光瀬尾 栃木県日光市瀬尾４４－２

日光大沢町 栃木県日光市大沢町字大沢久保１０６７

日光土沢北 栃木県日光市土沢字萱野９６３番１

今市木和田島 栃木県日光市木和田島２９７６－１３

市貝赤羽 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽３５１０－１

芳賀西水沼 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼１１０－５

芳賀祖母井東 栃木県芳賀郡芳賀町大字稲毛田字上ノ原１９８９番１

矢板片岡 栃木県矢板市乙畑字鶴ケ池１６４３－１０

矢板下太田 栃木県矢板市下太田字枇杷原３８７－１

矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号

矢板木幡 栃木県矢板市木幡１７８４－１

店名 住所
千代田下佐谷 茨城県かすみがうら市下佐谷１１０６－１３

茨城千代田 茨城県かすみがうら市新治１８２７－８

つくばみらい古川 茨城県つくばみらい市古川３２１－１

つくば稲荷前 茨城県つくば市稲荷前２２番７

つくば小野崎 茨城県つくば市小野崎１６１－３

つくば並木北 茨城県つくば市大角豆字中根１２８６番２

つくば観音台 茨城県つくば市谷田部６７８７－９

つくば北条 茨城県つくば市北条４４６２－１

ひたちなか高野 茨城県ひたちなか市高野７４ー１

那珂湊十三奉行 茨城県ひたちなか市西十三奉行１１６２５－３６

ひたちなか佐和下宿 茨城県ひたちなか市大字佐和１４０９番地１

ひたちなか中根 茨城県ひたちなか市中根５３３８

ひたちなか長堀 茨城県ひたちなか市長堀町３丁目１０番５号

ひたちなか堂端２丁目 茨城県ひたちなか市堂端２丁目１－２

ひたちなか新光町西 茨城県ひたちなか市馬渡１１７３－７



阿見荒川沖駅東 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６６－２

阿見実穀 茨城県稲敷郡阿見町実穀２－１１

稲敷江戸崎 茨城県稲敷市江戸崎甲３５７７－１

茨城東西代 茨城県稲敷市西代１５８１－１

茨城境染谷 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５

五霞元栗橋 茨城県猿島郡五霞町元栗橋６７５９－３

五霞新幸谷 茨城県猿島郡五霞町大字新幸谷字土塔４８８番４

下妻下木戸 茨城県下妻市下木戸３６２－５

下妻鎌庭 茨城県下妻市鎌庭２１０

下妻高道祖 茨城県下妻市高道祖１４２９－１

笠間押辺 茨城県笠間市押辺２７０９－５７０

笠間才木 茨城県笠間市笠間字ザル田７５０－３

笠間美原３丁目 茨城県笠間市美原３丁目１４７０番４２９

友部駅前通り 茨城県笠間市平町１７１７番２

ひたち野牛久 茨城県牛久市ひたち野東５丁目８－２

牛久駅西 茨城県牛久市田宮３丁目１０－１３

茨城八千代一中前 茨城県結城郡八千代町若１４４３－８

茨城八千代東蕗田 茨城県結城郡八千代町大字東蕗田７５５－１０

結城南茂呂 茨城県結城市大字北南茂呂１０１３－１

古河下辺見今泉 茨城県古河市下辺見字今泉２２２６－１

駒羽根 茨城県古河市駒羽根８１９－３

古河七軒町通り 茨城県古河市古河字鹿養道南８２９番１

古河幸町 茨城県古河市幸町１１－３２

古河松並 茨城県古河市松並１－２５－１２

古河上辺見鹿養台 茨城県古河市上辺見１２４３－３

古河大山 茨城県古河市大字大山１４６８－１

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

古河東諸川 茨城県古河市東諸川１４１番１

高萩高浜町３丁目 茨城県高萩市高浜町３ー７３

高萩インター 茨城県高萩市上手綱２３３９

坂東上岩井 茨城県坂東市岩井字西ノ台２７５番２

岩井中根 茨城県坂東市岩井字中根１９５８－３

岩井長谷 茨城県坂東市長谷１７７５－１

桜川真壁町桜井 茨城県桜川市真壁町桜井字馬場４１９番地２

鹿嶋荒野 茨城県鹿嶋市荒野字林道１５３７－１５

鹿嶋厨２丁目 茨城県鹿嶋市厨２丁目１２－１

鹿嶋宮中南 茨城県鹿嶋市大字宮中字荒原９４番

取手井野１丁目 茨城県取手市井野１丁目９番２５号

取手台宿 茨城県取手市台宿１－７－１１

取手藤代庁舎前 茨城県取手市藤代５２４－１

守谷大柏 茨城県守谷市大柏天神原１１１２－１

守谷板戸井 茨城県守谷市板戸井２２８５－１

守谷百合ケ丘 茨城県守谷市百合ケ丘２－２７１０－７

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６



守谷立沢 茨城県守谷市立沢１４０－１７

守谷御所ケ丘小学校前 茨城県守谷市立沢字直道１１３１番５

玉里北 茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－１６

常総森下町 茨城県常総市水海道森下町４３３２－１

常陸太田金井町 茨城県常陸太田市金井町３６２５

常陸大宮泉 茨城県常陸大宮市泉１２４４－１

神栖高浜 茨城県神栖市高浜２５３５－４

神栖知手東 茨城県神栖市知手字柳堀新開３６１４－２

波崎土合南 茨城県神栖市土合南１－２－９

水戸下国井町 茨城県水戸市下国井町３１１－７

水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１

水戸笠原卸売センター 茨城県水戸市笠原町６００－２１

茨城県庁西 茨城県水戸市笠原町１４７６－１

水戸見川丹下 茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１番４７５

水戸元石川町 茨城県水戸市元石川町字外和田２５７３－６

水戸五軒町２丁目 茨城県水戸市五軒町２丁目４－１４

水戸城東 茨城県水戸市城東１ー２ー３８

水戸赤塚１丁目 茨城県水戸市赤塚１丁目１９７７－１

トモス水戸大工町１丁目 茨城県水戸市大工町１丁目１６０－１

水戸大塚町東 茨城県水戸市大塚町１８５２－８３

水戸東野町 茨城県水戸市東野町西割４９１－１７

内原駅北 茨城県水戸市内原１丁目７８番

水戸三の丸 茨城県水戸市南町１丁目３－３５

石岡貝地 茨城県石岡市貝地２丁目２０２０－１

石岡小美玉スマートインター 茨城県石岡市正上内４－３５

石岡大砂 茨城県石岡市大砂１０４０４番７

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８

下館八丁 茨城県筑西市岡芹９５７－１

筑西岡芹 茨城県筑西市岡芹２０３８

筑西梶内 茨城県筑西市梶内８２９－８

下館玉戸南 茨城県筑西市玉戸１０６６－１０

筑西玉戸 茨城県筑西市玉戸字山ヶ島１００６番地５

筑西上星谷 茨城県筑西市上星谷７０－１３

筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０

筑西猫島 茨城県筑西市猫島４２０番１

下館自動車学校前 茨城県筑西市蓮沼１５３４－４

協和蓮沼 茨城県筑西市蓮沼１６０８－４２

潮来日の出６丁目 茨城県潮来市日の出６－１－２６

土浦下高津 茨城県土浦市下高津４－３９２－２

土浦西並木町 茨城県土浦市西並木町３７５５－１

土浦中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖町８７９－２１

土浦富士崎 茨城県土浦市富士崎１丁目１９６－１

茨城町小堤 茨城県東茨城郡茨城町大字小幡字北山２７６６－２

茨城町前田 茨城県東茨城郡茨城町大字前田１６８７－１



東海駅西 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－９－３

日立鮎川町６丁目 茨城県日立市鮎川町６丁目１２番１号

日立河原子海岸入口 茨城県日立市河原子町４－１－１４

日立桜川町１丁目 茨城県日立市桜川町１丁目８１番

鉾田上釜 茨城県鉾田市上釜２２３－５

鉾田新鉾田２丁目 茨城県鉾田市新鉾田２丁目１０番５

鉾田大竹 茨城県鉾田市大竹字岡ノ内４８１番

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

茨城旭村 茨城県鉾田市樅山６０４－６５

北茨城磯原町 茨城県北茨城市磯原町磯原１２１６ー１

北茨城インター 茨城県北茨城市磯原町豊田字馬場尻１２３５ー１

北茨城関本町福田 茨城県北茨城市関本町福田字外輪橋２７３７ー２

竜ケ崎小柴 茨城県龍ケ崎市小柴５ー２－１

龍ケ崎市総合体育館前 茨城県龍ケ崎市松ヶ丘２－２４－１１

竜ヶ崎中根台４丁目 茨城県龍ケ崎市中根台４丁目９番１

龍ヶ崎長沖新田 茨城県龍ケ崎市長沖新田町４３－４


