
店名 住所
旭川１条１７丁目 北海道旭川市１条通１７丁目８８５

旭川東警察署前 北海道旭川市１条通２５丁目４８９番３７

旭川３条７丁目 北海道旭川市３条通７丁目４２５番地１

旭川５条７丁目 北海道旭川市５条通７丁目１６１５番８

旭川５条１９丁目 北海道旭川市５条通１９丁目１７１７番１４０

旭川９条通 北海道旭川市９条通１２丁目２１９１－６２

旭川永山２条 北海道旭川市永山２条６丁目１－２７

旭川旭町 北海道旭川市旭町２条１５丁目２９７番地１５５

旭川永山パワーズ 北海道旭川市永山１１条４丁目１２０－４６

旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９

旭川神居３条 北海道旭川市神居３条３丁目１番２号

旭川神居４条 北海道旭川市神居４条１１丁目５番１４号

旭川神居７条 北海道旭川市神居７条１

旭川忠和８条 北海道旭川市忠和８条６丁目１－２

東旭川 北海道旭川市東旭川北１条３丁目１－２５

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

旭川豊岡８条 北海道旭川市豊岡８条２丁目１番２２号

旭川末広東１条 北海道旭川市末広東１条５丁目２７３－５

旭川末広東３条 北海道旭川市末広東３条３丁目１－１１

旭川医大前 北海道旭川市緑が丘東３条１丁目２番１７号

旭川緑町 北海道旭川市緑町２５丁目２１７４番地９６

芦別中央 北海道芦別市南１条東１丁目１１－１１

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

虻田本町 北海道虻田郡洞爺湖町本町２０４番地

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

浦河築地 北海道浦河郡浦河町築地３丁目５－１５

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

中士幌 北海道河東郡士幌町字中士幌西２線７４－１４

鹿部町 北海道茅部郡鹿部町字鹿部６５

渡島森 北海道茅部郡森町森川町２９５

岩見沢１条 北海道岩見沢市１条西３丁目３－２

岩見沢東町 北海道岩見沢市東町１条７丁目

岩内壁坂 北海道岩内郡岩内町字東山２５－１

岩内東山 北海道岩内郡岩内町字東山１３３ー１

岩内万代 北海道岩内郡岩内町字万代１－１

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

ペコちゃん人形付きお菓子バッグ　取扱い店舗一覧①

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県



南富良野 北海道空知郡南富良野町字幾寅７８９－２２

南幌元町 北海道空知郡南幌町元町２丁目１番４号

釧路興津２丁目 北海道釧路市興津２丁目２番４号

ＫＯＹＯ市立釧路総合病院 北海道釧路市春湖台１－１２

釧路春採７丁目 北海道釧路市春採７丁目１－３０

釧路城山１丁目 北海道釧路市城山１－１０－１０

釧路新川町 北海道釧路市新川町１６番１

釧路新富士通 北海道釧路市新富士町３丁目３－１

釧路新富士５丁目 北海道釧路市新富士町５丁目３－１１

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

釧路南大通 北海道釧路市南大通５丁目１番５号

釧路北大通 北海道釧路市北大通６丁目１－６

恵庭柏陽町 北海道恵庭市柏陽町３ー１２ー５

恵庭和光町 北海道恵庭市和光町２丁目１２－１４

厚岸白浜 北海道厚岸郡厚岸町白浜３丁目７番地

厚岸尾幌 北海道厚岸郡厚岸町尾幌７７－２

江別大麻晴美町 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０

江別大麻北町 北海道江別市大麻北町５１８番５７

江別大麻 北海道江別市文京台東町２８番１６

江別牧場町 北海道江別市牧場町３６－１６

江別野幌住吉町 北海道江別市野幌住吉町８番地２０号

根室海岸町 北海道根室市海岸町１丁目６番１

根室敷島町 北海道根室市敷島町２丁目６６番地

根室宝林町５丁目 北海道根室市宝林町５丁目３８番地１

砂川西１条 北海道砂川市西１条南５丁目１番２号

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

札幌ひばりが丘 北海道札幌市厚別区厚別南１丁目２－２

札幌新発寒４条 北海道札幌市手稲区新発寒４条４丁目９－１４

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

札幌富丘１条 北海道札幌市手稲区富丘１条５丁目１－２２

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

札幌琴似２条５丁目 北海道札幌市西区琴似２条５丁目４６５－１

札幌西野４条４丁目 北海道札幌市西区西野４条４丁目２－１

札幌八軒１条東１丁目 北海道札幌市西区八軒１条東１丁目１番１号

札幌発寒４条 北海道札幌市西区発寒４条２丁目４－１

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６条 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７

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

札幌北２条東１丁目 北海道札幌市中央区北２条東１丁目３－２

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

札幌東雁来 北海道札幌市東区東雁来８条１ー１５ー４５

札幌北１８条東１６丁目 北海道札幌市東区北１８条東１６丁目１－１０



札幌北２１条東１５丁目 北海道札幌市東区北２１条東１５丁目４番２３号

札幌北２４条通り 北海道札幌市東区北２４条東１８丁目１－１

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３４条東１３丁目 北海道札幌市東区北３４条東１３丁目２－２１

札幌北４１条東９丁目 北海道札幌市東区北４１条東９丁目２－１０

札幌北４４条東 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

札幌北丘珠 北海道札幌市東区北丘珠１条３丁目６５４－３４

北海道ＳＴ真駒内改札前 北海道札幌市南区真駒内１７

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６条 北海道札幌市南区澄川６条３丁目３番２５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

札幌栄通７丁目 北海道札幌市白石区栄通７丁目３－１０

札幌川下４条 北海道札幌市白石区川下４条５丁目４番１号

札幌白石中央１条 北海道札幌市白石区中央１条４丁目３－３７

東札幌５条 北海道札幌市白石区東札幌５条２丁目１ー２８

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

札幌福住２条 北海道札幌市豊平区福住２条２丁目１番１９号

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２条 北海道札幌市北区篠路２条８ー４ー１５

札幌新琴似５条 北海道札幌市北区新琴似５条７丁目７－２３

札幌新琴似９条 北海道札幌市北区新琴似９条１丁目１番３０号

札幌新川２条 北海道札幌市北区新川２条４丁目８－３５

札幌屯田３条 北海道札幌市北区屯田３条７丁目９ー２２

北海道ＳＴ札幌パセオ西 北海道札幌市北区北６条西２丁目

札幌北１７条 北海道札幌市北区北１７条西３丁目１番１２号

札幌北２８条 北海道札幌市北区北２８条西５丁目２－３０

三笠いちきしり 北海道三笠市いちきしり９５４ー７６

士別東６条 北海道士別市東６条８丁目１６０７

室蘭海岸町１丁目 北海道室蘭市海岸町１丁目２０－４

室蘭本輪西 北海道室蘭市港北町２丁目５番２１号

室蘭中島町２丁目東 北海道室蘭市中島町２丁目１９－７

室蘭母恋北町 北海道室蘭市母恋北町１丁目３－１７

斜里ウトロ 北海道斜里郡斜里町ウトロ東２２４番地

斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８

浦幌町 北海道十勝郡浦幌町字本町１４－１

小樽船見坂下 北海道小樽市稲穂３丁目２０番１２号

小樽朝里３丁目 北海道小樽市朝里３丁目１８番１２号

小樽蘭島 北海道小樽市蘭島１丁目２５－３１

知内町 北海道上磯郡知内町字重内２５－１

東川北町 北海道上川郡東川町北町２丁目１番１号

上川当麻 北海道上川郡当麻町４条東２丁目１番１号

新冠北星町 北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６

深川北光町 北海道深川市北光町２－１１

石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４



石狩花川北３条 北海道石狩市花川北３条１丁目４－１

石狩花畔 北海道石狩市花畔３条１丁目２６３－２

石狩新港南 北海道石狩市新港南１丁目２８番３３

千歳自由ケ丘 北海道千歳市自由ケ丘２丁目１８－４

千歳住吉３丁目 北海道千歳市住吉３丁目２－１

千歳信濃２丁目 北海道千歳市信濃２ー１２ー１

千歳千代田 北海道千歳市千代田町４丁目１３番地

千歳富士４丁目 北海道千歳市富士４丁目１８－８

千歳北栄 北海道千歳市北栄２丁目６１９番地

千歳勇舞 北海道千歳市勇舞４丁目１番１６号

弟子屈中央 北海道川上郡弟子屈町高栄１丁目４番５号

標茶虹別 北海道川上郡標茶町虹別市街４ー１７

帯広豊成 北海道帯広市清流東１丁目１番地１号

帯広西５条通 北海道帯広市西５条南２７丁目２番地

帯広弥生通 北海道帯広市西１０条南２９丁目１ー１

帯広西１７条競馬場通 北海道帯広市西１７条南３丁目５１－１８

帯広南５線 北海道帯広市西１７条南５丁目１１ー５１

帯広西１９南４丁目 北海道帯広市西１９条南４丁目１４－９

帯広栄通 北海道帯広市西２０条南２丁目３８－２１

帯広西２１南５丁目 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号

西帯広 北海道帯広市西２４条南２丁目１－４

帯広西２５条白樺通 北海道帯広市西２５条南３丁目２４－１６

帯広大通南１３丁目 北海道帯広市大通南１３丁目２－１

帯広大通南２８丁目 北海道帯広市大通南２８丁目１２番

帯広東２条 北海道帯広市東２条南７丁目１６－１

帯広東４条南 北海道帯広市東４条南２０丁目１９

滝川滝新通り 北海道滝川市空知町２ー５－１３

滝川本町 北海道滝川市本町３丁目４番１９号

幕別町札内暁 北海道中川郡幕別町札内暁町２７１－１０２

登別東町 北海道登別市登別東町４ー２７ー３

苫小牧桜木町 北海道苫小牧市桜木町１丁目８－１７

苫小牧三光町 北海道苫小牧市三光町１丁目３番６号

苫小牧高丘 北海道苫小牧市字高丘６番４２

苫小牧新開町 北海道苫小牧市新開町１丁目１－１５

苫小牧新開町４丁目 北海道苫小牧市新開町４丁目２－８

苫小牧青葉 北海道苫小牧市青葉町１－２－４

苫小牧船見 北海道苫小牧市船見町１丁目３－４

苫小牧大町１丁目 北海道苫小牧市大町１丁目２－５

苫小牧柏木４丁目 北海道苫小牧市柏木町４丁目１－１２

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

白老大町 北海道白老郡白老町大町３丁目３番１号

白老萩野西 北海道白老郡白老町萩野８４－１８８

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

函館山の手２丁目 北海道函館市山の手２丁目４－５

函館昭和２丁目 北海道函館市昭和２丁目２８－１

函館五稜郭機関区前 北海道函館市昭和４丁目２０－２

函館大川町 北海道函館市大川町１２－２９

函館大縄八幡通 北海道函館市大縄町２１番１号

函館東川町 北海道函館市東川町２１番７号

函館湯の川温泉 北海道函館市湯川町１丁目６番１号

函館日吉中央通 北海道函館市日吉町２丁目１０番１９号

函館弁天町 北海道函館市弁天町１８番２号

函館本町 北海道函館市本町２３－４

函館五稜郭 北海道函館市本町７番２１号第１マルカツビル１階

函館本通２丁目 北海道函館市本通２丁目３９ー１５

美唄大通南 北海道美唄市大通東１条南６丁目５－２６

美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

中標津東５条 北海道標津郡中標津町東５南４－１

中標津東中 北海道標津郡中標津町東１１条北５丁目４－１

中標津東 北海道標津郡中標津町東３９条南１丁目１番地６

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

北見とん田東町 北海道北見市とん田東町３７９番地１

北見高栄西町 北海道北見市高栄西町３ー９ー３７

北見若葉 北海道北見市若葉３丁目２－５

北見ときわ 北海道北見市常盤町２丁目２番２８号

常呂南町 北海道北見市常呂町字土佐４３番地２３

北見東１０号線 北海道北見市端野町三区３５６－１

北見美園 北海道北見市美園４６９番地１

北見北四条 北海道北見市北四条西１丁目１４番地

北見末広町 北海道北見市末広町１６８番地４

北見無加川 北海道北見市無加川町４０８番地６４

北見緑ヶ丘 北海道北見市緑ヶ丘３丁目２６－３

北斗七重浜臨港通 北海道北斗市七重浜７丁目３－２４

北斗七重浜 北海道北斗市七重浜８丁目１番１号

北斗中野通 北海道北斗市中野通１丁目５－５５

北斗追分 北海道北斗市追分２丁目１５－４０

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

上川風連 北海道名寄市風連町本町６８

美幌稲美 北海道網走郡美幌町字稲美９０－４１

網走駒場南 北海道網走市駒場南７丁目３－６

網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７番地９

網走南２条 北海道網走市南２条西３丁目７－３

網走南中央通り 北海道網走市南２条東２丁目３－１

紋別渚滑 北海道紋別市渚滑町５丁目２４－１

紋別落石 北海道紋別市落石町４丁目１６番３２号



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

栗山継立 北海道夕張郡栗山町字継立３６３－８

長沼町 北海道夕張郡長沼町旭町北１丁目７番４４号

仁木北町 北海道余市郡仁木町北町３ー１１

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

余市富沢 北海道余市郡余市町富沢町７丁目１９番地１

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１－３

留萌開運町 北海道留萌市開運町２丁目３番１６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

弘前桔梗野 青森県弘前市大字桔梗野４丁目１０－３

弘前小比内５丁目 青森県弘前市大字小比内５丁目１８－９

弘前新町 青森県弘前市大字新町１６５－２

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

三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３

三沢南山 青森県三沢市南山７２－１

十和田東十四番町 青森県十和田市東十四番町４１番５号

青森古川１丁目 青森県青森市古川１丁目１５番１０号

青森港町３丁目 青森県青森市港町３丁目６－１０

青森新町１丁目 青森県青森市新町１丁目２－１８

青森新田３丁目 青森県青森市新田３丁目６３－２

青森造道３丁目 青森県青森市造道３丁目２－２

青森石江三好 青森県青森市大字石江字三好１３６－３

青森長島４丁目 青森県青森市長島４丁目２３－２７

青森本町４丁目 青森県青森市本町４丁目４番９号

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

八戸小中野６丁目 青森県八戸市小中野６－８－１８

八戸小田 青森県八戸市小田１丁目３番２２号

八戸吹上５丁目 青森県八戸市吹上５丁目３－１６

八戸田向 青森県八戸市田向４丁目３－１

八戸湊高台２丁目 青森県八戸市湊高台２丁目２番３

鶴田バイパス 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉５０５－１

店名 住所
一関バイパス北 岩手県一関市山目字大槻８７－１

一関真柴 岩手県一関市真柴字中田７０－１

一関赤荻 岩手県一関市赤荻字亀田１１９－２

一関インター 岩手県一関市赤荻字堺９６－１

一関工業団地 岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５番地９０

遠野松崎町 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４番３９



遠野早瀬町 岩手県遠野市早瀬町４丁目２２－１

奥州江刺桜木通り 岩手県奥州市江刺愛宕字谷地１８番１

奥州水沢川端 岩手県奥州市水沢字川端１４３－２

奥州水沢大町 岩手県奥州市水沢大町５６

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

花巻西宮野目西 岩手県花巻市西宮野目９－３５－１５

花巻石鳥谷八幡 岩手県花巻市石鳥谷町八幡４－１－２

釜石中妻町３丁目 岩手県釜石市中妻町３丁目９番３２

紫波日詰西 岩手県紫波郡紫波町日詰西３丁目６－１４

紫波北日詰 岩手県紫波郡紫波町北日詰字下藪１００－１

矢巾町高田 岩手県紫波郡矢巾町高田１１地割３５－４

矢巾町南矢幅 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１５地割１０７

盛岡加賀野４丁目 岩手県盛岡市加賀野４－６－１９

盛岡菜園１丁目 岩手県盛岡市菜園１丁目７－１７

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

盛岡厨川３丁目 岩手県盛岡市厨川３丁目１３－１３

盛岡青山１丁目 岩手県盛岡市青山１丁目２３－２５

盛岡東見前 岩手県盛岡市東見前８地割１５－１

盛岡南仙北１丁目 岩手県盛岡市南仙北１丁目１５－１３

盛岡南大通１丁目 岩手県盛岡市南大通１丁目１４－６

盛岡飯岡新田 岩手県盛岡市北飯岡１丁目５番９０号

盛岡本宮 岩手県盛岡市本宮６丁目２３－２１

盛岡緑が丘４丁目 岩手県盛岡市緑が丘４－９－３５

大船渡盛町 岩手県大船渡市盛町字下舘下３番１１

大船渡赤崎 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６－２１

大船渡合同庁舎前 岩手県大船渡市猪川町字前田３番１

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

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

八幡平バイパス 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

北上さくら通り５丁目 岩手県北上市さくら通り５－１－１１

岩手県立中部病院前 岩手県北上市村崎野１８－２１６－１

北上里分 岩手県北上市里分７地割８２番１

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

本塩釜駅前 宮城県塩竈市海岸通り５－１

塩釜港町２丁目 宮城県塩竈市港町２丁目８－１

塩釜新富町 宮城県塩竈市新富町１８－３７

塩釜大日向町 宮城県塩竈市大日向町４０－１

塩釜駅前通 宮城県塩竈市東玉川町１－１６

加美バッハホール前 宮城県加美郡加美町字一本杉２０８－１



加美色麻町 宮城県加美郡色麻町四竃字北河原１－１

角田横倉 宮城県角田市横倉字今谷３５３

遠刈田温泉 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町６番地１

岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９

仙台空港 宮城県岩沼市下野郷字新田４番地

岩沼梶橋 宮城県岩沼市梶橋１００８－１

岩沼小川 宮城県岩沼市小川字新河原１７－３

気仙沼三日町 宮城県気仙沼市三日町３丁目１－１

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

宮城大衡 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原８７－２

大和吉岡南２丁目 宮城県黒川郡大和町吉岡南２丁目５－１１

柴田バイパス 宮城県柴田郡柴田町西船迫２丁目２番８

大河原西桜町 宮城県柴田郡大河原町字西桜町１－２１

石巻あゆみ野 宮城県石巻市あゆみ野３丁目２番地１９

石巻蛇田西 宮城県石巻市茜平２丁目３番地１０

石巻鹿妻 宮城県石巻市鹿妻北１丁目２－３０

河南前谷地 宮城県石巻市前谷地字西横須賀１１１番地

石巻双葉町 宮城県石巻市双葉町５番２５号

石巻大街道南 宮城県石巻市大街道南５丁目４－５７

石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６番１号

石巻貞山１丁目 宮城県石巻市貞山１丁目１６－３５

仙台燕沢東 宮城県仙台市宮城野区燕沢東２丁目１番２５号

仙台岩切 宮城県仙台市宮城野区岩切分台３丁目１３－１０

仙台原町５丁目 宮城県仙台市宮城野区原町５－２－８

仙台小鶴新田駅前 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１４－１

東仙台１丁目 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１－２７

仙台萩野町２丁目 宮城県仙台市宮城野区萩野町２丁目８－２２

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

仙台榴ヶ岡２丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目５－１９

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

仙台沖野 宮城県仙台市若林区沖野２丁目１０番６０号

仙台卸町３丁目 宮城県仙台市若林区卸町３丁目２番１１

仙台白萩町 宮城県仙台市若林区白萩町３７－１８

仙台六丁の目中町 宮城県仙台市若林区六丁の目中町４－１

仙台一番町１丁目 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目３番１号

仙台マーブルロード 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５－２

仙台一番町４丁目 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－２２

仙台宮町１丁目 宮城県仙台市青葉区宮町１丁目４番７号

仙台三条町 宮城県仙台市青葉区三条町１１－２３

仙台小田原八丁目 宮城県仙台市青葉区小田原８丁目１０－１０

仙台折立 宮城県仙台市青葉区折立３ー２ー１２

仙台南吉成６丁目 宮城県仙台市青葉区南吉成６丁目３－８

仙台泉向陽台３丁目 宮城県仙台市泉区向陽台３丁目３７－１８



仙台泉堂林 宮城県仙台市泉区市名坂字堂林３５－１

仙台泉実沢 宮城県仙台市泉区実沢字中５４－３

仙台泉中央２丁目 宮城県仙台市泉区泉中央２丁目１２－３

仙台泉中央南 宮城県仙台市泉区泉中央南３－７

仙台南光台７丁目 宮城県仙台市泉区南光台７－４０－２２

仙台西多賀 宮城県仙台市太白区西多賀４ー５ー１７

仙台西中田５丁目 宮城県仙台市太白区西中田５丁目１７－１

仙台南病院前 宮城県仙台市太白区中田町字前沖北３５－２

仙台長町南４丁目 宮城県仙台市太白区長町南４丁目２－５

仙台東中田 宮城県仙台市太白区東中田２丁目７－６

ＫＯＹＯ仙台赤十字病院 宮城県仙台市太白区八木山本町２丁目４３－３

茂庭生出 宮城県仙台市太白区茂庭字新熊野７５

多賀城下馬 宮城県多賀城市下馬５丁目７－５

多賀城桜木 宮城県多賀城市桜木三丁目３番３６号

多賀城浮島 宮城県多賀城市浮島字宮前１２８－１

古川李埣 宮城県大崎市古川幸町２丁目１８０番地

大崎古川稲葉 宮城県大崎市古川穂波４丁目１番２１号

古川穂波７丁目 宮城県大崎市古川穂波７丁目１４－２７

登米中田町上沼 宮城県登米市中田町上沼字南桜場２９５－１

中田町加賀野 宮城県登米市中田町石森字加賀野２丁目１－２０

登米迫森 宮城県登米市迫町森字平柳２番１

矢本赤井川前 宮城県東松島市赤井字川前一２７番３

矢本航空自衛隊前 宮城県東松島市矢本字中田２２９－３

富谷とちの木 宮城県富谷市とちの木１丁目１－５

宮城富谷 宮城県富谷市ひより台１丁目４３－２３

富谷富ヶ丘３丁目 宮城県富谷市富ケ丘３丁目３番１３号

富谷明石台６丁目 宮城県富谷市明石台６丁目３－４

名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

名取大手町４丁目 宮城県名取市大手町４丁目１－１

亘理祝田 宮城県亘理郡亘理町字祝田５４－２５

亘理東郷 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０６－１

宮城亘理南 宮城県亘理郡亘理町長瀞字中橋３３

店名 住所
横手大屋新町 秋田県横手市大屋新町字中野３２５－１

潟上昭和大久保 秋田県潟上市昭和大久保字堤ノ上１１５番

天王追分 秋田県潟上市天王追分３番１５

秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

秋田御所野堤台 秋田県秋田市御所野堤台１丁目５－１－２

秋田山王１丁目 秋田県秋田市山王１丁目１２－２５

秋田新国道寺内 秋田県秋田市寺内字三千刈１１７－１

秋田手形西谷地 秋田県秋田市手形字西谷地３１

秋田泉中央１丁目 秋田県秋田市泉中央１丁目３番３号

秋田泉北３丁目 秋田県秋田市泉北３丁目３－１８

秋田中通６丁目 秋田県秋田市中通６丁目８－１

秋田土崎港北７丁目 秋田県秋田市土崎港北７丁目５－１６



秋田東通８丁目 秋田県秋田市東通８丁目３番１号

秋田東通仲町 秋田県秋田市東通仲町３－２４

美郷土崎 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１１１－１０

大仙四ツ屋 秋田県大仙市四ツ屋字上前村１１６－５

男鹿船越 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

湯沢山田 秋田県湯沢市字上荻生田１０３番１

北秋田鷹巣 秋田県北秋田市栄字中綱１２３

由利本荘蓼沼 秋田県由利本荘市一番堰１７２－１

由利本荘荒町 秋田県由利本荘市荒町字真城７９－１

由利本荘大鍬町 秋田県由利本荘市大鍬町３７９－３

由利本荘鶴沼 秋田県由利本荘市鶴沼３０番１

由利本荘本田仲町 秋田県由利本荘市本田仲町７３番２

店名 住所
寒河江西根 山形県寒河江市大字西根字石川西２９２－１

寒河江仲谷地 山形県寒河江市仲谷地１丁目４－１

山形円応寺町 山形県山形市円応寺町９番２

山形花楯２丁目 山形県山形市花楯２丁目１４番４０号

山形香澄町２丁目 山形県山形市香澄町２丁目２－３６

山形小白川町４丁目 山形県山形市小白川町４丁目４－２９

山形清住町３丁目 山形県山形市清住町３丁目５－２２

山形駅西口 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

山形中野 山形県山形市大字中野字楯１８０２番５

山形鳥居ケ丘 山形県山形市鳥居ケ丘２８－２２

山形飯田５丁目 山形県山形市飯田５丁目５－４８

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

酒田亀ヶ崎２丁目 山形県酒田市亀ヶ崎２丁目１－９

酒田東大町３丁目 山形県酒田市東大町３丁目７－１４

酒田東両羽町 山形県酒田市東両羽町７番２１

上山みはらし南 山形県上山市金瓶字高谷山４２－１７

上山朝日台１丁目 山形県上山市朝日台１丁目５－１

新庄新町 山形県新庄市新町４番９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

新庄バイパス 山形県新庄市鳥越４９０－１３

朝日町宮宿 山形県西村山郡朝日町大字宮宿２３９６

山形小国町町原 山形県西置賜郡小国町大字町原堀添六３４２－１

飯豊萩生 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生字三本柳９５８－１

鶴岡宝田１丁目 山形県鶴岡市宝田１丁目８番５５

鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１

天童バイパス 山形県天童市北久野本４丁目２２番２９号

東根蟹沢 山形県東根市一本木２丁目１番１号

東根蟹沢南 山形県東根市大字蟹沢下縄目字１９２９－１

庄内余目月屋敷 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷１０１

米沢駅前３丁目 山形県米沢市駅前３丁目５－２７



米沢金池１丁目 山形県米沢市金池１－１－１６

米沢春日３丁目 山形県米沢市春日３丁目３－１８

米沢市立病院 山形県米沢市相生町６番３６号

米沢工業高校前 山形県米沢市大字川井字上谷地２１９

米沢林泉寺２丁目 山形県米沢市林泉寺２－２－１００

店名 住所
いわき遠野 福島県いわき市遠野町上遠野字太田１０１ー１

いわき錦町綾ノ内 福島県いわき市錦町綾ノ内１３３番

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

いわき鹿島御代 福島県いわき市鹿島町御代字堂ノ前４３－２

いわき小川町 福島県いわき市小川町高萩字上代７３－２

いわき小島町２丁目 福島県いわき市小島町２丁目１６－１０

いわき小名浜東田 福島県いわき市小名浜大原字東田２３－１

いわき小名浜野田 福島県いわき市小名浜野田字田中１２７－１　

いわき常磐関船 福島県いわき市常磐関船町１丁目１３－４９

いわき釜ノ前 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前１０１－２４

いわき泉薬師前 福島県いわき市泉町下川薬師前４１番９

いわき草木台 福島県いわき市草木台２丁目１－１

いわき中央台高久 福島県いわき市中央台高久２丁目８－５

内郷駅前 福島県いわき市内郷綴町榎下６５－１１

いわき草野 福島県いわき市平下神谷字出口３５ー１８

いわき平月見町 福島県いわき市平字月見町２１－１

いわき駅前通り西 福島県いわき市平字掻槌小路４番地１５

川俣町鶴沢 福島県伊達郡川俣町鶴沢学校前７

福島伊達箱崎 福島県伊達市箱崎字中２－１

保原１丁目 福島県伊達市保原町字１丁目１２

保原城ノ内 福島県伊達市保原町城ノ内１０５－１

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

会津湯川浜崎 福島県河沼郡湯川村浜崎水上１４１３ー２

北会津真宮 福島県会津若松市真宮新町南４丁目１０１番

会津中四合 福島県会津若松市神指町大字中四合字寺西乙３２１－２

会津白虎町 福島県会津若松市白虎町２１３－３

会津幕内 福島県会津若松市幕内東町１１－９

天栄沖内 福島県岩瀬郡天栄村大字沖内字上ノ原１８番１

塩川御殿場 福島県喜多方市塩川町御殿場５丁目５９番

喜多方前田 福島県喜多方市字前田４９８４－１

喜多方鳥見山 福島県喜多方市松山町鳥見山字松原１５８－１

喜多方豊川 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田１１８０

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

郡山駅前 福島県郡山市駅前２丁目１１－１

郡山島中央公園前 福島県郡山市亀田１丁目１４８番

郡山西ノ宮西 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西１０３－２

郡山富田 福島県郡山市富田町字下赤沼１０ー１



郡山富田西 福島県郡山市富田町字町西２９

郡山鳴神 福島県郡山市鳴神１－６

須賀川稲荷町 福島県須賀川市稲荷町１１８－１

須賀川丸田町 福島県須賀川市丸田町２５７

須賀川池ノ上 福島県須賀川市西山寺町２０８

岩瀬柱田 福島県須賀川市柱田字谷地前１７－２

須賀川長沼西 福島県須賀川市長沼字町尻４６番

須賀川和田道 福島県須賀川市和田道１１９－１

白河インター 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中１５２

福島泉崎 福島県西白河郡泉崎村泉崎八丸７４－１

矢吹 福島県西白河郡矢吹町字中町２０２

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

福島平田 福島県石川郡平田村上蓬田字新屋敷１４

相馬黒木 福島県相馬市黒木字勝善１００－１

相馬山上 福島県相馬市山上字南田１１０

相馬小泉 福島県相馬市小泉字根岸７６７－１

相馬川沼 福島県相馬市中村字塚田４５

福島小野町 福島県田村郡小野町大字小野新町字荒町１５

福島船引田村富士 福島県田村市船引町春山上ノ台４３－１

船引砂子田 福島県田村市船引町船引字砂子田１１２番２

船引 福島県田村市船引町船引字中ノ内前１４－１

滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地

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

福島棚倉流 福島県東白川郡棚倉町大字流字豊前１１０－１

矢祭中石井 福島県東白川郡矢祭町中石井字岡下１４９ー１

下郷湯野上 福島県南会津郡下郷町湯野上橋詰乙４４９

会津田島 福島県南会津郡南会津町田島字東町甲２８６８

原町錦町 福島県南相馬市原町区錦町２丁目８４－１

原町金沢 福島県南相馬市原町区金沢字堤下４２１－６

原町三島町 福島県南相馬市原町区三島町３－８９－１

原町石神 福島県南相馬市原町区信田沢字下信田１０８

原町大甕 福島県南相馬市原町区大甕字酒井９３－２

原町北町 福島県南相馬市原町区北町２３０－１

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

南相馬小高 福島県南相馬市小高区大町２丁目６３

二本松油井中條 福島県二本松市油井字中條６９－１

白河関辺 福島県白河市関辺上ノ原１５－１

白河久田野 福島県白河市久田野城内１９番地

白河借宿 福島県白河市借宿神田１６－１

白河白坂 福島県白河市白坂字一里段６－２０

福島栄町 福島県福島市栄町１１番３２号

福島笹谷南 福島県福島市笹谷字稲場３４－８

福島松川八丁目 福島県福島市松川町字下中島４番８



福島しのぶ台ニュータウン前 福島県福島市上鳥渡字藤ノ内１１－１

福島上名倉 福島県福島市上名倉字榎１９－１

福島西中央５丁目 福島県福島市西中央５丁目３３－３

太平寺 福島県福島市太平寺町ノ内１

福島大笹生 福島県福島市大笹生字北鬼渕２９番地

福島駅前吾妻通 福島県福島市置賜町１－２９

福島天神町 福島県福島市天神町３番１７号

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

福島八島田 福島県福島市八島田字樋ノ口６－２

福島飯坂中ノ檀 福島県福島市飯坂町平野字中ノ檀１２－１９

飯野町 福島県福島市飯野町大久保字北町２５－１

福島北矢野目西田 福島県福島市北矢野目字西田２３－１

福島本内 福島県福島市本内字松川畑２－２

本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１

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
笠懸岩宿 群馬県みどり市笠懸町阿左美２３２５－５

桐生競艇場前 群馬県みどり市笠懸町阿左美２７０３－５

みどり笠懸西鹿田 群馬県みどり市笠懸町西鹿田１０２０－１

群馬みどり北 群馬県みどり市大間々町桐原１２６３－１

安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３

安中岩井 群馬県安中市岩井６１１－２

安中板鼻 群馬県安中市板鼻字荒田１０９－１

伊勢崎今泉町１丁目 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目１１４９

赤堀間野谷 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町１６３０

新伊勢崎駅前 群馬県伊勢崎市中央町２２－１５

伊勢崎田中島 群馬県伊勢崎市田中島町１４６５－１

伊勢崎流通団地東 群馬県伊勢崎市東小保方町３３９７－１

伊勢崎波志江東 群馬県伊勢崎市波志江町４０６０－２

伊勢崎堀口町 群馬県伊勢崎市堀口町字城西７３８番１

ＫＯＹＯ伊勢崎市民病院 群馬県伊勢崎市連取本町１２－１

甘楽福島 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字大日１６２２－１

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

館林大島町 群馬県館林市大島町５３９１－１

桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３

桐生相生 群馬県桐生市相生町２丁目８０９－５

桐生相生西 群馬県桐生市相生町５丁目５６９－１２

桐生相生５丁目 群馬県桐生市相生町５丁目２０８６ー２

桐生天沼 群馬県桐生市相生町５丁目字郡境３１番８

群馬高山中山 群馬県吾妻郡高山村中山５０９ー２

群馬草津東 群馬県吾妻郡草津町大字草津字土橋６３４－１



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

長野原大津 群馬県吾妻郡長野原町大字大津字犬塚４００－４

高崎下大類町 群馬県高崎市下大類町９２９－１

高崎下中居町 群馬県高崎市下中居町２５７番１

高崎里見 群馬県高崎市下里見町１４７３－１

高崎貝沢町 群馬県高崎市貝沢町７４８－１

高崎上小塙町 群馬県高崎市上小塙町９８０－１

高崎新町笛木境 群馬県高崎市新町２２７２－２

高崎新町中河原 群馬県高崎市新町中河原１４４２－６

高崎倉賀野町南 群馬県高崎市倉賀野町２１７９－８

高崎倉渕三ノ倉 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉３８０－１

高崎塚沢 群馬県高崎市飯塚町１４４６－２

高崎中泉町 群馬県高崎市福島町７０５－１

高崎箕郷上芝 群馬県高崎市箕郷町上芝１６７－１

高崎矢島町 群馬県高崎市矢島町５５

玉村福島 群馬県佐波郡玉村町大字福島１２９２－６

渋川行幸田 群馬県渋川市行幸田２７８－３

渋川東町 群馬県渋川市渋川９０８－２５

渋川折原 群馬県渋川市渋川３６６１－３１

前橋横沢町 群馬県前橋市横沢町７－１

前橋元総社町西 群馬県前橋市元総社町９２３－５７

前橋広瀬１丁目 群馬県前橋市広瀬町１丁目２３番１１

前橋荒牧町 群馬県前橋市荒牧町２丁目１６－１

前橋勝沢町 群馬県前橋市勝沢町２３９－７

前橋大渡町 群馬県前橋市大渡町１丁目２２－２６

前橋大友町 群馬県前橋市大友町３－１５－３２

前橋中内町 群馬県前橋市中内町３３１－１

前橋天川大島 群馬県前橋市天川大島町１４１９－２

前橋六供町 群馬県前橋市六供町１００４

太田市七日市 群馬県太田市丸山町１２７１

太田市尾島バイパス 群馬県太田市岩松町５９９番１

太田市高林バイパス 群馬県太田市高林北町２００２－１

太田市細谷バイパス 群馬県太田市細谷町１０６－２

太田市市場町 群馬県太田市市場町１０５５－１

太田市新井町南 群馬県太田市新井町５３３－４

太田市新野町 群馬県太田市新野町１３４８－４

薮塚運動公園前 群馬県太田市大原町２５６－９

太田市鶴生田町 群馬県太田市鶴生田町６０１番地３

太田市追分 群馬県太田市東金井町６８７－１

太田市東金井 群馬県太田市東金井町８７１ー９

東武太田駅 群馬県太田市東本町１６－１

太田市東本町 群馬県太田市東本町４３番４

太田市藤阿久町 群馬県太田市藤阿久町３７０－３

太田市八幡町 群馬県太田市八幡町２４－６

太田市飯塚町 群馬県太田市飯塚町１５８６－１



太田市別所町 群馬県太田市別所町３１７－１

太田市宝町 群馬県太田市宝町８６２－２

太田市堀口町 群馬県太田市堀口町２９４－１

太田市矢場新町 群馬県太田市矢場新町３５－２

太田市六千石町 群馬県太田市六千石町１３０－２

藤岡鮎川 群馬県藤岡市鮎川字薬師４３７

鬼石三杉町 群馬県藤岡市鬼石字原６３４－４

藤岡中島 群馬県藤岡市中島３５３－１

藤岡緑町 群馬県藤岡市藤岡１２３９－１

藤岡芦田町 群馬県藤岡市藤岡１６７７－１

藤岡本郷 群馬県藤岡市本郷１５７７－１

藤岡本動堂 群馬県藤岡市本動堂２

富岡一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

富岡インター 群馬県富岡市下高瀬４００－３

富岡バイパス 群馬県富岡市富岡３０４７－１

吉岡上野田 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田１１７４－１

榛東広馬場 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６４０ー２

榛東新井 群馬県北群馬郡榛東村新井２９５５－１

榛東山子田 群馬県北群馬郡榛東村大字山子田９０５－１

大泉吉田 群馬県邑楽郡大泉町吉田１０３８番１

大泉中央１丁目 群馬県邑楽郡大泉町中央１丁目１番２７号

大泉朝日 群馬県邑楽郡大泉町朝日２－１６－１

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

みなかみ後閑 群馬県利根郡みなかみ町後閑３１６－１

みなかみ上牧 群馬県利根郡みなかみ町上牧１８０３

群馬みなかみ町 群馬県利根郡みなかみ町川上１０２－１

群馬昭和 群馬県利根郡昭和村大字糸井３９７－１

店名 住所
さくら卯の里４丁目 栃木県さくら市卯の里４丁目５５－１

氏家桜野 栃木県さくら市桜野９２５－３

宇都宮駅前 栃木県宇都宮市駅前通１ー５ー１

宇都宮駅前通り３丁目 栃木県宇都宮市駅前通リ３丁目４－１７

宇都宮岡本４号バイパス 栃木県宇都宮市下岡本町字鳥居１４７３－１

宇都宮下栗平成通り 栃木県宇都宮市下栗町２９１７－１１

宇都宮下田原 栃木県宇都宮市下田原字塚原１８６－３

宇都宮細谷 栃木県宇都宮市細谷町６７８－４６

宇都宮山本１丁目 栃木県宇都宮市山本１丁目３番２５号

宇都宮上籠谷 栃木県宇都宮市上籠谷町３５４９－４

宇都宮清原台みなみ 栃木県宇都宮市清原台６－３－３

宇都宮石井東 栃木県宇都宮市石井町２６２１－２

宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９

宇都宮石井南 栃木県宇都宮市石井町３２４３－９

宇都宮竹林町 栃木県宇都宮市竹林町字川端５５７－１

宇都宮鶴田中央 栃木県宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号



宇都宮駒生運動公園前 栃木県宇都宮市鶴田町１９７６－１

宇都宮鶴田三の沢 栃木県宇都宮市鶴田町２１２６ー１

宇都宮東谷町 栃木県宇都宮市東谷町４９５－１

宇都宮馬場通り 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１

宇都宮平出東 栃木県宇都宮市平出町４０６６番３

宇都宮簗瀬町 栃木県宇都宮市平松本町１１０８

ＫＯＹＯ栃木県立がんセンター 栃木県宇都宮市陽南４－９－１３

宇都宮簗瀬市場前 栃木県宇都宮市簗瀬３－２１－１４

壬生国谷 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁六美１３３－２

下野野木西口 栃木県下都賀郡野木町丸林４０８ー１１

野木丸林 栃木県下都賀郡野木町丸林６１９－１４

野木友沼小学校前 栃木県下都賀郡野木町友沼９０９－７

野木富士見通り 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８０－１

栃木小金井駅東 栃木県下野市駅東５－１－１８

下野自治医大 栃木県下野市祇園１－１３－８

石橋上古山 栃木県下野市上古山字明内１８２２－１

上三川役場前 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１－３－６

葛生中央西 栃木県佐野市葛生西１－３－３１

佐野高萩町 栃木県佐野市高萩町字屋敷東１２０２－７

佐野５０号バイパス 栃木県佐野市植下町１３４－２

佐野若宮上町 栃木県佐野市植下町１１０３

佐野大橋町 栃木県佐野市大橋町１３６８－２

佐野厄よけ大師前 栃木県佐野市大橋町２１９１番１

佐野堀米東 栃木県佐野市堀米町２２－１

鹿沼上材木町 栃木県鹿沼市上材木町２６５３－７

鹿沼警察署前 栃木県鹿沼市上殿町１００２－１

鹿沼奈佐原 栃木県鹿沼市奈佐原町１７８ー１

鹿沼府中町 栃木県鹿沼市府中町６５－１

鹿沼樅山 栃木県鹿沼市樅山町３７８－１５

小山喜沢 栃木県小山市喜沢１１４１－２

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４丁目 栃木県小山市犬塚４－１１－７

小山犬塚６丁目 栃木県小山市犬塚６丁目１４番

真岡寺内 栃木県真岡市寺内字篠山原７９３－３

真岡大谷本町 栃木県真岡市白布ケ丘９－１１

足利鹿島 栃木県足利市鹿島町８２３－１

足利山前 栃木県足利市鹿島町１１２５－４

足利坂西中央 栃木県足利市小俣町３４３－１

足利総合グランド前 栃木県足利市西砂原後町１１７７－１

足利福居町 栃木県足利市福居町８１２－５

足利福富町 栃木県足利市福富町４２１－２

足利東山 栃木県足利市芳町１１

大田原寒井 栃木県大田原市寒井１０２１

大田原黒羽田町 栃木県大田原市黒羽田町字田町５８２－２９

中田原工業団地南 栃木県大田原市中田原５７８－１



大田原蛭田 栃木県大田原市蛭田１９８８

岩舟曲ケ島 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島２０１６－１

栃木岩舟静 栃木県栃木市岩舟町静８７４－１

岩舟５０号バイパス 栃木県栃木市岩舟町静１４１７－１

栃木神田町 栃木県栃木市神田町１－１６

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

大平西野田 栃木県栃木市大平町新１０２０

大平西水代 栃木県栃木市大平町西水代２０２３－１

都賀家中 栃木県栃木市都賀町家中３６０８－１

栃木インター 栃木県栃木市野中町４６５－１

那須塩原井口 栃木県那須塩原市井口６７－１

西那須野西小前 栃木県那須塩原市三区町６５９－８４

西那須野西原 栃木県那須塩原市西原町８－２２

那須塩原太夫塚 栃木県那須塩原市太夫塚１－２３２－５３９

今市本町 栃木県日光市今市本町２０－２

日光土沢 栃木県日光市土沢１８５６－２８

日光板橋 栃木県日光市板橋字東原３１９８－２４

今市豊田 栃木県日光市豊田４４８－１

茂木バイパス 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１１５４－１

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

矢板富田 栃木県矢板市富田５４８－２

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

みらい平駅入口 茨城県つくばみらい市陽光台４丁目１６番地６

つくば下広岡 茨城県つくば市下広岡字向山１０５４－７

つくば花室 茨城県つくば市花園６番地２

つくば小野崎 茨城県つくば市小野崎１６１－３

つくば上大島 茨城県つくば市上大島字島廻り１０５１－５

つくば赤塚東 茨城県つくば市赤塚６８５－１７

つくば谷田部 茨城県つくば市台町１丁目９番地１０

つくば北条 茨城県つくば市北条４４６２－１

ひたちなか相金町 茨城県ひたちなか市相金町１６番地９

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

ひたちなか柳沢 茨城県ひたちなか市柳沢４６０ー５

阿見上本郷 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３２９－１８

阿見荒川本郷 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２４２３－３

阿見追原南 茨城県稲敷郡阿見町追原１８３４－３３

稲敷江戸崎 茨城県稲敷市江戸崎甲３５７７－１

笠間押辺 茨城県笠間市押辺２７０９－５７０

笠間下郷 茨城県笠間市下郷字室野１０９１－３

牛久岡見中央 茨城県牛久市岡見町２８９０－１

牛久女化南 茨城県牛久市女化町４１１－８



茨城八千代沼森 茨城県結城郡八千代町沼森１４９９

結城中央 茨城県結城市結城１１０

古河北利根工業団地 茨城県古河市高野８８０

古河上辺見 茨城県古河市上辺見３４７９

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

坂東みむら 茨城県坂東市みむら４－２

坂東総合文化ホール前 茨城県坂東市岩井５０９５－１

岩井中里 茨城県坂東市中里１０７４－８

岩瀬富谷 茨城県桜川市富谷１６０７－１

鹿嶋スタジアム入口 茨城県鹿嶋市宮中４６６０－１

鹿嶋荒野 茨城県鹿嶋市荒野字林道１５３７－１５

取手戸頭３丁目 茨城県取手市戸頭３丁目１番１５

取手戸頭４丁目 茨城県取手市戸頭４丁目２１－１

守谷ひがし野２丁目 茨城県守谷市ひがし野２丁目１番

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６

美野里羽刈 茨城県小美玉市羽刈３９７－２２

玉里北 茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－１６

水海道駅前 茨城県常総市水海道宝町２８２０－１

常総豊岡北 茨城県常総市豊岡町乙３５５８－３

常陸太田岡田町 茨城県常陸太田市岡田町６２０－３

常陸太田大方町 茨城県常陸太田市大方町上土橋２６７３－３

常陸大宮若林 茨城県常陸大宮市若林７２０－５

茨城大宮上町 茨城県常陸大宮市上町８６３－１

常陸大宮泉 茨城県常陸大宮市泉１２４４－１

常陸大宮野口 茨城県常陸大宮市野口１４２７－１

美和鷲子 茨城県常陸大宮市鷲子３８７２

波崎土合南 茨城県神栖市土合南１－２－９

茨城神栖日川 茨城県神栖市日川４４１３

茨城波崎本郷 茨城県神栖市波崎６３９５－３

神栖萩原 茨城県神栖市萩原８８０－２

水戸下国井町 茨城県水戸市下国井町３１１－７

水戸インター 茨城県水戸市加倉井町４１５

水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１

水戸見川 茨城県水戸市見川５ー１５４ー２

水戸元石川町 茨城県水戸市元石川町字外和田２５７３－６

水戸百合が丘ニュータウン 茨城県水戸市酒門町２９１５－３

水戸西原２丁目 茨城県水戸市西原２丁目１番８号

水戸西原 茨城県水戸市西原３ー６ー３２

水戸緑岡 茨城県水戸市千波町１８３８－７

水戸東赤塚 茨城県水戸市東赤塚２０９５－１

水戸東野町 茨城県水戸市東野町西割４９１－１７

水戸南町３丁目 茨城県水戸市南町３丁目３－２８

水戸平須町 茨城県水戸市平須町字向井１２７７－８

石岡貝地 茨城県石岡市貝地２丁目２０２０－１

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８



筑西横島 茨城県筑西市横島字遠羽賀２７１

下館八丁 茨城県筑西市岡芹９５７－１

筑西梶内 茨城県筑西市梶内８２９－８

筑西玉戸 茨城県筑西市玉戸字山ヶ島１００６番地５

筑西川島 茨城県筑西市女方１４番１

筑西村田 茨城県筑西市松原２９７２－１

下館島 茨城県筑西市島８０－１

筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０

潮来宮前 茨城県潮来市宮前２丁目３５番８

土浦烏山１２５号バイパス 茨城県土浦市烏山５丁目２００５－３

土浦菅谷 茨城県土浦市菅谷町字前山１１５２番６

土浦北インター 茨城県土浦市並木５丁目４１３１－１

茨城町小幡 茨城県東茨城郡茨城町小幡１０２８－７４

茨城町前田 茨城県東茨城郡茨城町大字前田１６８７－１

大洗祝町 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２６－４８

那珂後台 茨城県那珂市後台字東崎２２８３番２

日立鮎川町１丁目 茨城県日立市鮎川町１丁目３番１２号

日立鮎川町６丁目 茨城県日立市鮎川町６丁目１２番１号

日立桜川町１丁目 茨城県日立市桜川町１丁目８１番

日立助川町１丁目 茨城県日立市助川町１－１３－２０

日立石名坂町 茨城県日立市石名坂町２丁目４５－１１

日立千石町 茨城県日立市千石町２丁目１７番１７号

日立本宮 茨城県日立市本宮町２－３－８

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

北茨城関南町 茨城県北茨城市関南町神岡下３２１－２

龍ケ崎大徳町 茨城県龍ケ崎市大徳町２５２－２

竜ケ崎長山６丁目 茨城県龍ケ崎市長山６－８

竜ヶ崎六斗蒔 茨城県龍ケ崎市六斗蒔７８１６－１

店名 住所
浦和元町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区元町２－３９－８

浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９

浦和瀬ヶ崎 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎３丁目１－２０

さいたま仲町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目４－２２

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

岩槻駅東口 埼玉県さいたま市岩槻区本町３－１－１

岩槻本町 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目７－６

さいたま御蔵南 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵字木下１２８１－２

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

さいたま島小学校前 埼玉県さいたま市見沼区島町６２３－１

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

さいたま南中野 埼玉県さいたま市見沼区南中野８１７番２

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

さいたま吉敷町 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町２丁目１０５番地１



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

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

大宮桜木４丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３９５－３

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

ＬＡタワー 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２

さいたま与野公園 埼玉県さいたま市中央区本町西１－７－６

与野鈴谷３丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷３－２－１８

さいたま大谷口 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸１２６－１

さいたま鹿手袋 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－２０－７

南浦和駅西口 埼玉県さいたま市南区南本町１－２－７

さいたま文蔵３丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２－３

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

さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５

東浦和３丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和３丁目１９－１

さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５

上福岡駅西口 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１丁目１－３

上福岡駒林 埼玉県ふじみ野市駒林８７９－３

上福岡富士見通り 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－６－８

羽生下新郷 埼玉県羽生市大字下新郷１９６９－１

羽生北２丁目 埼玉県羽生市北２丁目１７１７－４

越谷レイクタウン９丁目 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９

越谷恩間新田 埼玉県越谷市恩間新田４２３ー１

蒲生旭町 埼玉県越谷市蒲生旭町７番２３号

蒲生西町１丁目 埼玉県越谷市蒲生西町１－４－２６

越谷宮前１丁目 埼玉県越谷市宮前１丁目４－７

越谷神明町２丁目 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４

越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１－１－５

越谷大間野町４丁目 埼玉県越谷市大間野町４丁目３４２－１

越谷増森 埼玉県越谷市大字増森２５１３－１

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

越谷大里東 埼玉県越谷市大里３８９－１

東越谷６丁目 埼玉県越谷市東越谷６丁目２６番地６

越谷平方南町 埼玉県越谷市平方南町１３－３２

越谷駅東口 埼玉県越谷市弥生町１ー１４

桶川高校前 埼玉県桶川市坂田９７８

桶川若宮２丁目 埼玉県桶川市若宮２－１６－１６

桶川泉１丁目 埼玉県桶川市泉１丁目８－１９

加須花崎北 埼玉県加須市花崎北１丁目１０番１０

加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１

加須平成中学校前 埼玉県加須市南大桑２８０９－６

加須礼羽 埼玉県加須市馬内６２７



吉川加藤 埼玉県吉川市大字加藤８８１番地１

吉川さくら通り 埼玉県吉川市大字平沼６３４－３

吉川中井３丁目 埼玉県吉川市中井３丁目２２４番地

菖蒲三箇バイパス 埼玉県久喜市菖蒲三箇２４６８－１

狭山市駅東口 埼玉県狭山市祇園４－５９

狭山根岸 埼玉県狭山市笹井１丁目１５番１号

狭山入間川３丁目 埼玉県狭山市入間川３－１０－１９

狭山富士見東 埼玉県狭山市入間川１４３４－４

狭山柏原東 埼玉県狭山市柏原２３２４－２

熊谷銀座３丁目 埼玉県熊谷市銀座３丁目３１番地１

大里屈戸 埼玉県熊谷市屈戸１８６－１

熊谷妻沼台 埼玉県熊谷市妻沼台雉子尾２３番２

熊谷拾六間 埼玉県熊谷市拾六間６０５－２

熊谷上之 埼玉県熊谷市上之１８８４－２

熊谷成田 埼玉県熊谷市上之字陣鍬２７８７－１

熊谷太井 埼玉県熊谷市太井１４６０－２

熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４

戸田喜沢南２丁目 埼玉県戸田市喜沢南２丁目８番７号

戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２丁目６－６

戸田笹目７丁目 埼玉県戸田市笹目７丁目２－１

戸田美女木４丁目 埼玉県戸田市美女木４－１０－９

戸田氷川町１丁目 埼玉県戸田市氷川町１－１２－８

鴻巣宮前 埼玉県鴻巣市宮前６４－１０

鴻巣市役所前 埼玉県鴻巣市鴻巣８４６－１

鴻巣本町 埼玉県鴻巣市本町３－３－１１

坂戸一本松 埼玉県坂戸市厚川１１－９

坂戸横沼 埼玉県坂戸市大字横沼３６２ー１

坂戸塚越 埼玉県坂戸市大字塚越１４３０－１

北坂戸駅東口 埼玉県坂戸市末広町１－２

三郷後谷 埼玉県三郷市後谷５４－１

三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１－１７１

三郷鷹野３丁目 埼玉県三郷市鷹野３－６２－２

三郷鷹野中央通り 埼玉県三郷市鷹野３丁目２６１－１

三郷新和１丁目 埼玉県三郷市中央２－１４－８

三郷彦成５丁目 埼玉県三郷市彦成５丁目１２６

志木上宗岡４丁目 埼玉県志木市上宗岡４－１３－１２

志木上宗岡５丁目 埼玉県志木市上宗岡５丁目９－１２

志木柏町４丁目 埼玉県志木市柏町４丁目２－４

志木大原 埼玉県志木市本町４－１１－１５

上里金久保 埼玉県児玉郡上里町金久保７０４－３

上里長浜 埼玉県児玉郡上里町長浜１０５５－１

神川新里 埼玉県児玉郡神川町新里１６０－９

神川渡瀬 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字姥石川端１０７４－４

美里南十条 埼玉県児玉郡美里町南十条４１７－１

春日部一ノ割 埼玉県春日部市一ノ割１－１３－１７



春日部金崎 埼玉県春日部市金崎５３－３

春日部小渕 埼玉県春日部市小渕１２０１－１

春日部小渕北 埼玉県春日部市小渕字山下１１４５－１

春日部増田新田 埼玉県春日部市増田新田３９０－１

春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５

春日部粕壁東５丁目 埼玉県春日部市粕壁東５丁目２２２６－１

春日部豊町２丁目 埼玉県春日部市豊町２丁目６－６

春日部緑町 埼玉県春日部市緑町６－１０－９

所沢金山町 埼玉県所沢市金山町１７－３

新所沢駅東口 埼玉県所沢市松葉町１１－１

所沢西狭山ヶ丘２丁目 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘２丁目２１３０－１

所沢小手指ケ原 埼玉県所沢市北野１－１－１

上尾壱丁目南 埼玉県上尾市壱丁目東３７－１４

アリコベール上尾 埼玉県上尾市宮本町２－１

上尾西宮下 埼玉県上尾市西宮下２－３３３－１

上尾中妻１丁目 埼玉県上尾市中妻１丁目１５－１９

上尾中妻３丁目 埼玉県上尾市中妻３丁目２１－３９

上尾柏座４丁目 埼玉県上尾市柏座４－１１－２４

新座栄１丁目 埼玉県新座市栄１丁目１２－７

新座菅沢１丁目 埼玉県新座市菅沢１－９－３３

新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３－１－１

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

新座畑中１丁目 埼玉県新座市畑中１－１９－１３

新座北野２丁目 埼玉県新座市北野２－８－７

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

深谷上増田 埼玉県深谷市上増田３０７－１

深谷南通り 埼玉県深谷市上野台２９４２－１

深谷中瀬 埼玉県深谷市中瀬１５４１－１

深谷長在家 埼玉県深谷市長在家１７５３

深谷田谷 埼玉県深谷市田谷９６－１

川越霞ヶ関東１丁目 埼玉県川越市霞ヶ関東１－３－１

川越岸町 埼玉県川越市岸町１ー１１ー２７

西川越小室 埼玉県川越市小室５６３ー１

川越新宿町６丁目 埼玉県川越市新宿町６丁目２－５

川越古谷上東 埼玉県川越市大字古谷上５６９２ー１８

新河岸駅東口 埼玉県川越市大字砂字西原８９６－２

川越新河岸 埼玉県川越市大字砂新田８０－２３

川越渋井 埼玉県川越市大字渋井１５４番地１

川越的場新町 埼玉県川越市的場新町１３－４

川越水上公園前 埼玉県川越市豊田本２丁目２４－１８

川口安行原 埼玉県川口市安行原２１６４

川口安行慈林 埼玉県川口市安行慈林９８５－１

川口元郷６丁目 埼玉県川口市元郷６－６－１

川口戸塚５丁目 埼玉県川口市戸塚５－１９－３５

川口幸町 埼玉県川口市幸町２ー７ー２７



川口芝４丁目 埼玉県川口市芝４丁目１８番１５号

川口芝新町 埼玉県川口市芝新町６－１６

川口芝樋ノ爪１丁目 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１－１

川口上青木３丁目 埼玉県川口市上青木３－２０－１０

川口新堀 埼玉県川口市新堀３３１－１

西川口駅西口 埼玉県川口市西川口１－５－１

川口西川口２丁目 埼玉県川口市西川口２－４－１０

川口５丁目 埼玉県川口市川口５丁目５－３１

川口安行領家 埼玉県川口市大字安行領家字中道西３８３

川口差間 埼玉県川口市大字差間３６５－２

川口西立野 埼玉県川口市西立野６１８－３

川口新郷 埼玉県川口市東本郷３０８－１

川口東領家 埼玉県川口市東領家１－２２－２

鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２

西川口駅東口 埼玉県川口市並木２－１－６

川口並木４丁目 埼玉県川口市並木４－３－４

川口本町１丁目 埼玉県川口市本町１－２－２１

鳩ヶ谷里中学校前 埼玉県川口市里６０２－１

草加旭町４丁目 埼玉県草加市旭町４－９－１３

草加栄町１丁目 埼玉県草加市栄町１丁目４－７

草加吉町２丁目 埼玉県草加市吉町２－１－６０

草加新田 埼玉県草加市金明町２１０－１

草加瀬崎町 埼玉県草加市瀬崎４－１５－３

そうか公園通り 埼玉県草加市青柳７－５０－６

草加谷塚バイパス 埼玉県草加市谷塚町１９９６－１

草加中根２丁目 埼玉県草加市中根２－９－１

草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５

草加氷川町西 埼玉県草加市氷川町６３５－７

寄居今市 埼玉県大里郡寄居町今市６３８－１

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１

寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１

寄居ホンダ工場前 埼玉県大里郡寄居町富田２５０５－１

秩父皆野 埼玉県秩父郡皆野町皆野１６１０

秩父山田 埼玉県秩父市山田２６６９－７

秩父太田 埼玉県秩父市太田４２８

朝霞栄町５丁目 埼玉県朝霞市栄町５丁目３－４０

北朝霞駅前 埼玉県朝霞市西原１－１－１

朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５

朝霞台駅南口 埼玉県朝霞市東弁財１丁目４番１０号

朝霞浜崎４丁目 埼玉県朝霞市浜崎４－７－５５

朝霞厚生病院前 埼玉県朝霞市浜崎７２４－１

朝霞本町１丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目２－３５

朝霞駅南口 埼玉県朝霞市本町３－１－５０

鶴ヶ島三ツ木 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木６５９－１

鶴ヶ島川鶴 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘２－２－１



鶴ヶ島上広谷 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５８９－１１

東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１－１５

東松山松本町 埼玉県東松山市松本町１－７－１０

日高バイパス 埼玉県日高市高萩１０４４－１

毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３

毛呂山長瀬 埼玉県入間郡毛呂山町中央４丁目１９－９

入間鍵山 埼玉県入間市鍵山１‐１３‐１７

入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７

新白岡駅西口 埼玉県白岡市新白岡７丁目１２－６

八潮２丁目 埼玉県八潮市大字２丁目字上２０６－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮ＰＡ 埼玉県八潮市大字大瀬８４９－１

八潮鶴ケ曽根 埼玉県八潮市鶴ケ曽根１３３

飯能阿須 埼玉県飯能市阿須１８７－１６

飯能新町 埼玉県飯能市新町２２－１８

森林公園駅南口 埼玉県比企郡滑川町都９ー１

小川増尾 埼玉県比企郡小川町増尾４４１番２

小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

川島伊草 埼玉県比企郡川島町伊草３６３－２

埼玉川島 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

富士見鶴馬西 埼玉県富士見市大字鶴馬３４６８－４

鶴瀬駅東口 埼玉県富士見市鶴瀬東１－１１－１７

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

北本二ツ家４丁目 埼玉県北本市二ツ家４丁目３１０

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

児玉町児玉 埼玉県本庄市児玉町児玉１１２４－８

本庄早稲田中央通り 埼玉県本庄市早稲田の杜３丁目８－２６

本庄日の出４丁目 埼玉県本庄市日の出４丁目５番地３号

蓮田井沼 埼玉県蓮田市大字井沼後塚７６９番２

蓮田末広２丁目 埼玉県蓮田市末広２－４－６

和光 埼玉県和光市本町１８ー３

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所
岬中原 千葉県いすみ市岬町中原２１８

旭川口 千葉県旭市川口３４３８－１０

干潟入野 千葉県旭市入野７９２－１１

旭市飯岡谷 千葉県旭市飯岡３１４４

安房勝山 千葉県安房郡鋸南町下佐久間８０３ー１

鋸南保田 千葉県安房郡鋸南町元名９０１番地

印西白幡 千葉県印西市浦幡新田４８－４

印西高花団地入口 千葉県印西市船尾１３７６－２

印西大塚 千葉県印西市大塚３丁目１番

栄安食駅前 千葉県印旛郡栄町安食１－２０－７

浦安今川４丁目 千葉県浦安市今川４丁目１－１

湾岸浦安インター 千葉県浦安市弁天４－２１－１



浦安駅南口 千葉県浦安市北栄１－１６－１７

浦安堀江１丁目 千葉県浦安市堀江１丁目３３－１４

浦安堀江６丁目 千葉県浦安市堀江６－１－４５

我孫子柴崎台１丁目 千葉県我孫子市柴崎台１－１４－９

我孫子柴崎台２丁目 千葉県我孫子市柴崎台２－１－１６

我孫子新々田 千葉県我孫子市新々田字三畝割９５－２

我孫子天王台２丁目 千葉県我孫子市天王台２－２０－１４

我孫子南新木 千葉県我孫子市南新木２－２２－６

我孫子布佐 千葉県我孫子市布佐１丁目１８番地３

我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号

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

新鎌ケ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷３－１７－１０

鎌ケ谷東鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷２丁目２１－２５

南鎌ヶ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷３ー１ー１

鎌ケ谷南初富３丁目 千葉県鎌ケ谷市南初富３丁目１０番４１号

鎌ケ谷北中沢１丁目 千葉県鎌ケ谷市北中沢１－６－５

安房鴨川駅前 千葉県鴨川市横渚字馬場９４５－１

鴨川広場 千葉県鴨川市広場８４２－３

館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９

館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５

館山高井 千葉県館山市高井１５８４－３

館山自衛隊前 千葉県館山市沼９８６ー２

館山那古海岸 千葉県館山市那古１４９７－１

館山北条海岸通り 千葉県館山市北条２３００－５

館山駅前 千葉県館山市北条字浜通１８３４ー１１

君津糸川 千葉県君津市糸川１０４４－１

君津小糸 千葉県君津市泉２８２－１

君津南子安４丁目 千葉県君津市南子安４丁目１－１

佐原観音 千葉県香取市観音９３９－１

小見川織幡 千葉県香取市織幡１１２５番４

京成佐倉駅前 千葉県佐倉市栄町１６－１

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉上座 千葉県佐倉市上座１２３６番地

佐倉石川 千葉県佐倉市石川字春地２９０－３

佐倉染井野３丁目 千葉県佐倉市染井野３－４１－１

佐倉白銀３丁目 千葉県佐倉市白銀３丁目４－１

横芝北清水 千葉県山武郡横芝光町北清水１３９０－１

芝山小池 千葉県山武郡芝山町小池９３２ー１

山武市役所前 千葉県山武市殿台２０１－２

蓮沼郵便局前 千葉県山武市蓮沼ハ－９０３

四街道鹿放ヶ丘西 千葉県四街道市鹿放ヶ丘２７４－２

四街道大日 千葉県四街道市大日８５２－２

四街道和良比 千葉県四街道市和良比２６４－１７

市原平成通り 千葉県市原市君塚２丁目７－１４

市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２



市原光風台 千葉県市原市光風台２－２３６

姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２

市原椎津 千葉県市原市椎津６３－１

市原根田 千葉県市原市東国分寺台１丁目１０番地１０

市原馬立 千葉県市原市馬立３４３

八幡宿駅東口 千葉県市原市八幡５６９－１

市原飯香岡通り 千葉県市原市八幡１１２６番地２７

市川南３丁目 千葉県市川市市川南３－３－２２

市川真間１丁目 千葉県市川市真間１－１５－２３

市川総合病院前 千葉県市川市菅野６－１－６

市川南行徳駅前 千葉県市川市南行徳１－２０－１３

市川南大野２丁目 千葉県市川市南大野２－４－２５

市川二俣１丁目 千葉県市川市二俣１丁目１３番１

市川八幡２丁目 千葉県市川市八幡２－１２－３

市川妙典駅前 千葉県市川市富浜１－６－２３

習志野屋敷 千葉県習志野市屋敷４－１－８

新習志野 千葉県習志野市秋津３－６－１

松戸栄町３丁目 千葉県松戸市栄町３丁目１４９－１２

松戸古ヶ崎五差路 千葉県松戸市古ヶ崎５４－１

松戸根本 千葉県松戸市根本１３５－１

松戸胡録台 千葉県松戸市松戸新田１０９－１０

松戸駐屯地前 千葉県松戸市松飛台４５－５

松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１

新松戸ゆりのき通り 千葉県松戸市新松戸北１丁目３－１

松戸西馬橋広手町 千葉県松戸市西馬橋広手町２番

新京成ＳＴ八柱北口 千葉県松戸市日暮１丁目１番１６号

松戸日暮 千葉県松戸市日暮２丁目１５－１２

松戸駅南 千葉県松戸市本町１－１

松戸稔台５丁目 千葉県松戸市稔台５丁目６－１

松戸六実駅前 千葉県松戸市六実４－６－１

成田はなのき台 千葉県成田市はなのき台１丁目２２番１１

成田囲護台南 千葉県成田市囲護台１２３７－１

成田押畑インター 千葉県成田市押畑２４４１

下総滑川 千葉県成田市滑川菊水７７

成田公津の杜 千葉県成田市公津の杜１丁目１２－９

成田公津の杜４丁目 千葉県成田市公津の杜４－６－１

成田国際空港第１ターミナル 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番地１

成田取香東 千葉県成田市取香５９６－６

７ＦＳ成田空港貨物管理ビル 千葉県成田市取香字天浪８００

成田十余三 千葉県成田市十余三１２－１

成田所 千葉県成田市所字南割１２３３－２

成田インター 千葉県成田市小菅字山田４６７－１

成田赤坂 千葉県成田市赤坂２－１－６

千葉草野 千葉県千葉市稲毛区園生町４０６－３３

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



千葉穴川インター 千葉県千葉市稲毛区作草部町１２８７－３

千葉山王町 千葉県千葉市稲毛区山王町２７０番１

千葉小深町 千葉県千葉市稲毛区小深町１４

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉天台４丁目 千葉県千葉市稲毛区天台４－７－５

花園 千葉県千葉市花見川区花園１－２０－１６

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

千葉大日町南 千葉県千葉市花見川区大日町１５８６－２

向原 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４０８

千葉みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１０－２３

千葉御殿町 千葉県千葉市若葉区御殿町２５４２－２

千葉高品町 千葉県千葉市若葉区高品町１５８６－１

千葉桜木８丁目 千葉県千葉市若葉区桜木８－２９－１

千葉御成街道若松 千葉県千葉市若葉区若松町４１０－１

千葉若葉北通り 千葉県千葉市若葉区若松町２０８７－４

千葉殿台町 千葉県千葉市若葉区殿台町１０６

千葉東寺山町 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２４

千葉塩田町 千葉県千葉市中央区塩田町３９０－２

千葉松波 千葉県千葉市中央区松波３－３－２

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

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

千葉都町２丁目 千葉県千葉市中央区都町２丁目２７－１１

千葉都町東 千葉県千葉市中央区都町５丁目２５番１７号

千葉白旗 千葉県千葉市中央区白旗２ー１２ー１３

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２

千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－２

千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１２－３

ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４

検見川浜 千葉県千葉市美浜区磯辺４ー３ー３

千葉高浜４丁目 千葉県千葉市美浜区高浜４丁目１１－１

幕張西 千葉県千葉市美浜区幕張西２－７－１９

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

船橋夏見台 千葉県船橋市夏見台１ー１８ー３

船橋京成海神 千葉県船橋市海神６丁目５番１２号

ＵＲ金杉台団地 千葉県船橋市金杉台１－１－１金杉台団地１－５－１０１

船橋習志野台４丁目 千葉県船橋市習志野台４丁目３１番１号

船橋駿河台２丁目 千葉県船橋市駿河台２丁目２１番３５号

船橋新高根６丁目 千葉県船橋市新高根６－１－１４

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

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

船橋塚田駅前 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１

船橋前原西 千葉県船橋市前原西２－３４－２０

船橋滝不動駅前 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号

船橋日の出２丁目 千葉県船橋市日の出２－１４－５

船橋馬込沢 千葉県船橋市馬込町７１６－１３



船橋飯山満町２丁目 千葉県船橋市飯山満町２丁目６２１－１０

原木中山駅前 千葉県船橋市本中山７丁目１３番

船橋薬円台２丁目 千葉県船橋市薬円台２－５－５０

野栄野手浜 千葉県匝瑳市野手１７１４６－１３１９

袖ヶ浦東横田 千葉県袖ケ浦市横田４０８

袖ヶ浦今井 千葉県袖ケ浦市今井１丁目５６番２

袖ケ浦蔵波台２丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台２丁目２１番１６

袖ヶ浦久保田 千葉県袖ケ浦市代宿９２９

袖ケ浦平成通りたちばな 千葉県袖ケ浦市飯富３５６８－１７

大網白里みやこ野 千葉県大網白里市みやこ野２丁目１番１

銚子新生 千葉県銚子市新生町２－４－１２

銚子中央町 千葉県銚子市中央町１８番地４

一宮舞台 千葉県長生郡一宮町一宮字舞台２５５１－７

長生本郷 千葉県長生郡長生村本郷字市ヶ谷７３０９－１

白子町役場入口 千葉県長生郡白子町関５０３４－３

睦沢上市場 千葉県長生郡睦沢町上市場１０９７－１

長生睦沢 千葉県長生郡睦沢町森８５－１

東金中橋 千葉県東金市田間９０番２

東金新町 千葉県東金市田間字新町２３８７番

安房富山高崎 千葉県南房総市高崎１２０２－１

柏あけぼの４丁目 千葉県柏市あけぼの４－１－３

沼南しいの木台 千葉県柏市しいの木台３－２６－１

柏十余二庚塚 千葉県柏市十余二字北庚塚３１３番２４７

柏松ヶ崎東 千葉県柏市松ヶ崎４５６

柏松ヶ崎 千葉県柏市松ケ崎７１３－１

沼南大津ヶ丘 千葉県柏市大津ヶ丘４－４－１

柏東上町 千葉県柏市東上町２－２８

柏風早工業団地 千葉県柏市藤ヶ谷１９２３－４５

柏南増尾１丁目 千葉県柏市南増尾１－２５－２３

柏駅南口 千葉県柏市柏１－２－２７

柏豊四季南 千葉県柏市豊四季３７２－４

柏豊住３丁目 千葉県柏市豊住３－３－２

柏明原 千葉県柏市明原３－３－１５

白井根 千葉県白井市根４３８

白井桜台 千葉県白井市桜台２－１

白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１

白井冨士 千葉県白井市冨士字南園２４２－１

八街吉倉 千葉県八街市吉倉６３７ー１

八街二区東 千葉県八街市八街に８－６

八街笹引 千葉県八街市八街ヘ１９９－１８５８

八街富山 千葉県八街市八街ほ２０８－７３９

八街九十九路 千葉県八街市八街九十九路に１６０－１

八街富山十字路 千葉県八街市富山１３１４－１３４３

八千代宮坂 千葉県八千代市萱田町字宮坂１０８５－８

勝田台 千葉県八千代市勝田台２－１６－１



八千代小池 千葉県八千代市神久保５３番４

村上東 千葉県八千代市村上１６０６ー２

八千代新川通り 千葉県八千代市村上南２丁目６番地１

八千代大和田北 千葉県八千代市大和田２５０－４

富津下飯野 千葉県富津市下飯野１１２８－９

富津大貫 千葉県富津市小久保２８７６

富津青木 千葉県富津市青木３丁目１番地３

富津湊 千葉県富津市湊８１１－１

富里日吉倉 千葉県富里市日吉倉３００８－２

茂原高師 千葉県茂原市高師２６８ー２

新茂原 千葉県茂原市小林２８８８ー２

茂原上永吉 千葉県茂原市上永吉５１３－５

茂原駅前 千葉県茂原市千代田町１－６

東茂原 千葉県茂原市東茂原１５－１７

茂原南吉田 千葉県茂原市南吉田２９８０

茂原渋谷 千葉県茂原市本納字廻田２６２３番１３

木更津港南台 千葉県木更津市港南台４－２－２

木更津清見台東１丁目 千葉県木更津市清見台東１－１２－５

木更津請西平川 千葉県木更津市請西１８０１－３

木更津駅東口 千葉県木更津市大和２丁目２－１

木更津潮見６丁目 千葉県木更津市潮見６－３－２

木更津畑沢南５丁目 千葉県木更津市畑沢南５丁目３番１

野田二ツ塚 千葉県野田市二ツ塚字西金打久保１３９－１０

野田木間ヶ瀬南 千葉県野田市木間ケ瀬６１９１－１

野田目吹 千葉県野田市目吹字夕村１６９５－３

野田愛宕 千葉県野田市野田８３６番地６

流山西平井 千葉県流山市西平井１－３１－１０

南流山東 千葉県流山市南流山１－４－３


