
店名 住所
茨木宮元町 大阪府茨木市宮元町１－１

茨木郡 大阪府茨木市郡５丁目８－１８

茨木五十鈴町 大阪府茨木市五十鈴町５－２８

茨木舟木町 大阪府茨木市舟木町２－２２

茨木春日１丁目 大阪府茨木市春日１丁目４－１０

ＡＩＭ関西ゲートウェイ 大阪府茨木市松下町１－１

茨木西中条町 大阪府茨木市西中条町１４－１８

茨木竹橋町 大阪府茨木市竹橋町１５ー３４

茨木中穂積２丁目 大阪府茨木市中穂積２－３３－１

茨木東太田２丁目 大阪府茨木市東太田２丁目８－１９

茨木東奈良 大阪府茨木市東奈良３－３－２７

はびきの４丁目 大阪府羽曳野市はびきの４丁目

羽曳野古市駅前 大阪府羽曳野市栄町２番１号

羽曳野高鷲 大阪府羽曳野市高鷲１０丁目８－２

河内長野小山田町 大阪府河内長野市小山田町５３５８－２

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

河内長野楠町西 大阪府河内長野市楠町西９１２－１

貝塚東山 大阪府貝塚市東山７丁目１－１２

貝塚二色浜南 大阪府貝塚市澤５６７－１

岸和田額原町 大阪府岸和田市額原町１３８番１

岸和田小松里町 大阪府岸和田市小松里町２０４９

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

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

高石総合体育館前 大阪府高石市西取石３丁目１５５７－１

高槻安岡寺１丁目 大阪府高槻市安岡寺町１丁目１４－２６

高槻栄町 大阪府高槻市栄町４丁目１－８

高槻宮野町 大阪府高槻市宮野町１－９

高槻郡家新町 大阪府高槻市郡家新町４３－３

高槻病院前 大阪府高槻市古曽部町１－７－５

高槻高槻町 大阪府高槻市高槻町１２－２３

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

高槻城北町１丁目 大阪府高槻市城北町１－１４－１７

高槻大冠町 大阪府高槻市大冠町３－１－１

高槻竹の内町 大阪府高槻市竹の内町６３－２

高槻柱本 大阪府高槻市柱本６－１－３

高槻土室町北 大阪府高槻市土室町１０－４

高槻奈佐原元町 大阪府高槻市奈佐原元町４７番４１

ハートインＪＲ高槻駅中央口 大阪府高槻市白梅町１－１
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高槻富田丘町 大阪府高槻市富田丘町１４－２１

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

阪急富田駅北口 大阪府高槻市富田町１丁目１３－８

高槻野田２丁目 大阪府高槻市野田２丁目２６－２

阪南鳥取 大阪府阪南市鳥取２０２

堺けやき通り 大阪府堺市堺区榎元町５丁９－１８

堺海山町 大阪府堺市堺区海山町５丁２０８番地

堺三国ヶ丘駅東 大阪府堺市堺区向陵中町４－２－３３

堺向陵中町５丁 大阪府堺市堺区向陵中町５丁４－１１

堺東駅前 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通１８－１

堺山本町５丁 大阪府堺市堺区山本町５丁９４－２

堺出島町３丁 大阪府堺市堺区出島町３丁８－１９

堺出島町５丁 大阪府堺市堺区出島町５丁４番７号

堺大浜中町３丁 大阪府堺市堺区大浜中町３丁１－１

堺浜シーサイド 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２

堺北瓦町１丁 大阪府堺市堺区北瓦町１丁５－２８

堺下田町 大阪府堺市西区下田町２５－２９

堺山田３丁 大阪府堺市西区山田３丁７１５－８

堺平岡町 大阪府堺市西区平岡町１７－２

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

堺八田北町 大阪府堺市中区小阪７６－６

堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号

堺辻之 大阪府堺市中区辻之２３５番３

堺土塔町 大阪府堺市中区土塔町６０－２

堺登美丘東 大阪府堺市東区高松２３５－１

堺大美野東 大阪府堺市東区大美野２－１０

堺日置荘原寺町 大阪府堺市東区日置荘原寺町４２５－１

初芝駅東 大阪府堺市東区日置荘西町３丁１－１

堺日置荘北町 大阪府堺市東区日置荘北町２丁１８－１８

泉北槇塚台 大阪府堺市南区釜室１０２４－１

堺光明池駅東 大阪府堺市南区鴨谷台２丁２－５

堺若松台１丁 大阪府堺市南区若松台１－２－１

堺若松台３丁 大阪府堺市南区若松台３丁３４－６

堺インター前 大阪府堺市南区太平寺６９６－４

泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号

堺大阪府立大学前 大阪府堺市北区中百舌鳥町６丁９８７番２

堺中百舌鳥町６丁 大阪府堺市北区中百舌鳥町６丁１０４０番地３

堺大阪労災病院前 大阪府堺市北区長曽根町１５９４－１

堺長曽根町南 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－２５

堺南花田町 大阪府堺市北区南花田町２７３－１

堺百舌鳥梅北 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４丁３５５－１

堺北花田町４丁 大阪府堺市北区北花田町４丁９３－１０

島本町山崎４丁目 大阪府三島郡島本町山崎４丁目１－１

ハートインＪＲ忍ヶ丘駅改札口 大阪府四條畷市岡山東１丁目１０－２１



四條畷中野 大阪府四條畷市西中野３丁目１－２１号

守口梶町１丁目 大阪府守口市梶町１丁目８－１７

守口大日町２丁目 大阪府守口市大日町２丁目１－３４

松原高見の里２丁目 大阪府松原市高見の里２丁目３１－６

松原上田１丁目 大阪府松原市上田１丁目１１番９号

松原上田６丁目 大阪府松原市上田６丁目２－２８

寝屋川寝屋 大阪府寝屋川市寝屋１－３５－１

寝屋川中神田町 大阪府寝屋川市中神田町４－２６

ハートインＪＲ岸辺駅改札口 大阪府吹田市岸部南１－１６－１

吹田江の木町 大阪府吹田市江の木町６－１４

吹田佐井寺４丁目 大阪府吹田市佐井寺４丁目２７－５

７ＦＳ大阪大学本部西 大阪府吹田市山田丘１番５号

阪急山田駅前 大阪府吹田市山田西４－２－４３

吹田山田南 大阪府吹田市山田南２９－１０

吹田上山田 大阪府吹田市上山田８－５

吹田新芦屋上 大阪府吹田市新芦屋上２０－５

モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

ハートインＪＲ吹田駅中央口 大阪府吹田市朝日町１－１

ハートインＪＲ吹田駅東改札口 大阪府吹田市朝日町１－１

吹田片山１丁目 大阪府吹田市片山町１丁目４－１３

ハートインＪＲ千里丘駅西口 大阪府摂津市千里丘１－１

摂津千里丘４丁目 大阪府摂津市千里丘４丁目１５－１９

摂津千里丘６丁目 大阪府摂津市千里丘６丁目１－２

摂津東一津屋 大阪府摂津市東一津屋１１－７

泉佐野中庄 大阪府泉佐野市中庄８１９－１

泉佐野南中安松 大阪府泉佐野市南中安松２９３－１

泉佐野俵屋 大阪府泉佐野市日根野４１９７－１

泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１

泉大津東助松町 大阪府泉大津市東助松町３－１－５

熊取西 大阪府泉南郡熊取町大久保北３丁目１０２５番１

泉南市役所前 大阪府泉南市樽井２丁目２２番４０号

大阪狭山市駅前 大阪府大阪狭山市狭山１丁目２３５５番８

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

大阪千林２丁目 大阪府大阪市旭区千林２丁目１５－２６

大阪中宮１丁目 大阪府大阪市旭区中宮１丁目４番９号

大阪港晴３丁目 大阪府大阪市港区港晴３丁目１－１４

大阪市岡１丁目 大阪府大阪市港区市岡１丁目１－２４

大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

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

大阪桜島３丁目 大阪府大阪市此花区桜島３丁目３－２３

大阪桜島駅前 大阪府大阪市此花区桜島５１１－２

大阪夢洲 大阪府大阪市此花区夢洲東１丁目２－１８

大阪我孫子東１丁目 大阪府大阪市住吉区我孫子東１丁目９－１６



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

地下鉄あびこ駅東 大阪府大阪市住吉区苅田７－１１－５

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

大阪山之内元町 大阪府大阪市住吉区山之内元町１－２４

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

大阪御崎８丁目 大阪府大阪市住之江区御崎８－７－２

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

大阪南港南１丁目 大阪府大阪市住之江区南港南１－２－２２４

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

大阪北島３丁目 大阪府大阪市住之江区北島３－１－２

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

ＪＳ森之宮団地 大阪府大阪市城東区森之宮１－５－１０１

大阪関目１丁目南 大阪府大阪市城東区成育２丁目１２－２３

大阪中浜３丁目 大阪府大阪市城東区中浜３－２５－１０

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

大阪林寺２丁目 大阪府大阪市生野区林寺２－１９－１４

大阪九条南２丁目 大阪府大阪市西区九条南２－６－１０

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

大阪北堀江３丁目 大阪府大阪市西区北堀江３－１－２０

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

大阪立売堀５丁目 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番

大阪靭公園東 大阪府大阪市西区靱本町１丁目８－２

大阪岸里３丁目 大阪府大阪市西成区岸里３丁目１－２２

岸里玉出駅前 大阪府大阪市西成区玉出中２－１－２９

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

大阪大野１丁目 大阪府大阪市西淀川区大野１－９－５

大阪大野２丁目 大阪府大阪市西淀川区大野２－１－４３

ＪＲ塚本駅西 大阪府大阪市西淀川区柏里３－５－４

大阪福町３丁目 大阪府大阪市西淀川区福町３丁目１－８

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

大阪千島１丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２８－８

大阪千島３丁目 大阪府大阪市大正区千島３－１３－２０

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



大阪玉造２丁目 大阪府大阪市中央区玉造２丁目２７－１３

大阪宗右衛門町東 大阪府大阪市中央区宗右衛門町１－１

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

大阪本町駅中央 大阪府大阪市中央区船場中央４－１－１０

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

大阪内本町１丁目 大阪府大阪市中央区内本町１－２－５

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

大阪日本橋１丁目 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目２５－２５

大阪堺筋本町駅前 大阪府大阪市中央区本町１丁目８－１２

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

大阪横堤５丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤５－２－２０

大阪今津中１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津中１－４－３３

大阪今津南１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津南１－６－２

大阪鶴見緑地 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１－２６

大阪鶴見６丁目 大阪府大阪市鶴見区鶴見６丁目９－２８

大阪浜３丁目 大阪府大阪市鶴見区浜３丁目１番１２号

ＪＲ放出駅西 大阪府大阪市鶴見区放出東３丁目８－１９

大阪緑１丁目 大阪府大阪市鶴見区緑１丁目２－２３

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

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

ハートインＪＲ寺田町駅北口 大阪府大阪市天王寺区大道４丁目１１番２１号

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

ハートインＪＲ天王寺駅東改札内 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番４５号

大阪天王寺駅北 大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３

大阪中野町４丁目 大阪府大阪市都島区中野町４丁目６－１４

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

大阪片町 大阪府大阪市都島区東野田町１－１－１

大阪内代 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１０番２号

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

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

大阪毛馬橋 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目２０－２０

大阪桑津１丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目２５－１４

大阪杭全５丁目 大阪府大阪市東住吉区杭全５丁目１２－４

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２－１８

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

大阪西今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目１１－１６

東住吉中野２丁目 大阪府大阪市東住吉区中野２－８－１４

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

大阪新深江駅南 大阪府大阪市東成区大今里南４－１－１０

大阪中道３丁目 大阪府大阪市東成区中道３丁目１４－９

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



地下鉄緑橋駅南 大阪府大阪市東成区東中本２－１－３

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

大阪大桐２丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐２－１－７

大阪豊新南 大阪府大阪市東淀川区豊新１丁目１４－６

大阪豊新４丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新４－９－１４

大阪豊里大橋 大阪府大阪市東淀川区豊里５丁目２７－２１

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

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

大阪玉川２丁目 大阪府大阪市福島区玉川２丁目８－６

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

大阪加美正覚寺 大阪府大阪市平野区加美正覚寺３－１－１９

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

大阪加美南３丁目 大阪府大阪市平野区加美南３－９－１９

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

大阪喜連東４丁目 大阪府大阪市平野区喜連東４丁目７番２６号

大阪長吉出戸２丁目 大阪府大阪市平野区長吉出戸２－４－２９

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

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３

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

大阪角田町 大阪府大阪市北区角田町１番１号

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

大阪北新地 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－２６

梅田神山西 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４

梅田スカイビル前 大阪府大阪市北区大淀南１－７－１８

大阪鶴野町 大阪府大阪市北区鶴野町２－９

大阪同心北 大阪府大阪市北区同心２丁目９－１７

大阪同心２丁目 大阪府大阪市北区同心２丁目１５－２７

大阪駅前第３ビル 大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３

大阪駅前第２ビルＢ１ 大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２

アントレマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３－１－１

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

大阪本庄西１丁目 大阪府大阪市北区本庄西１－８－６

大阪本庄西２丁目 大阪府大阪市北区本庄西２丁目１－２４

大阪三国本町３丁目 大阪府大阪市淀川区三国本町３－１－２

三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１

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

ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３

ＪＲ東淀川駅西口 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目１－４

大阪恵美須西１丁目 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－２－１

今宮戎前 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－７－８

大阪幸町２丁目 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目７番１０



大阪桜川２丁目 大阪府大阪市浪速区桜川２丁目５－２５

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

大阪湊町１丁目 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－５２

ハートインＪＲ四条畷駅東口 大阪府大東市学園町１－１５

大東諸福１丁目 大阪府大東市諸福１－１２－７

大東谷川２丁目 大阪府大東市谷川２－９－２０

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

大東野崎駅南 大阪府大東市野崎１丁目１７番４５号

大東野崎３丁目 大阪府大東市野崎３丁目５－７

池田旭丘１丁目 大阪府池田市旭丘１丁目１０－５

池田五月丘２丁目 大阪府池田市五月丘２－２－９

東大阪稲田新町 大阪府東大阪市稲田新町１－６－２２

東大阪永和１丁目 大阪府東大阪市永和１－２２－２０

東大阪下六万寺町 大阪府東大阪市下六万寺町３丁目１－３２

東大阪加納３丁目 大阪府東大阪市加納３丁目１４－１９

東大阪加納８丁目 大阪府東大阪市加納８－１９－７

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

東大阪高井田本通５丁目 大阪府東大阪市高井田本通５丁目１－４０

東大阪三ノ瀬１丁目 大阪府東大阪市三ノ瀬１丁目１１－１４

東大阪若江北町２丁目 大阪府東大阪市若江北町２丁目９－２４

東大阪小阪３丁目 大阪府東大阪市小阪３丁目１ー２８

東大阪小阪本町２丁目 大阪府東大阪市小阪本町２－１２－２１

東大阪西岩田３丁目 大阪府東大阪市西岩田３－２－７

東大阪西堤本通西１丁目 大阪府東大阪市西堤本通西１丁目１－３９

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

東大阪東山町 大阪府東大阪市東山町１４－２

近鉄長瀬駅北 大阪府東大阪市菱屋西１－１７－５

東大阪菱江 大阪府東大阪市菱江３－１６－３２

ひょうたんやま北 大阪府東大阪市本町７番２１号

藤井寺大井４丁目 大阪府藤井寺市大井４丁目１７－２８

藤井寺道明寺２丁目 大阪府藤井寺市道明寺２－１－５６

太子春日 大阪府南河内郡太子町春日２７１－１

柏原国分本町 大阪府柏原市国分本町２丁目６－７

柏原大県４丁目 大阪府柏原市大県４－１７－１

八尾垣内３丁目 大阪府八尾市垣内３丁目９６

八尾萱振町３丁目 大阪府八尾市萱振町３丁目８７－１

八尾久宝寺１丁目 大阪府八尾市久宝寺１丁目２－３３

八尾光町１丁目 大阪府八尾市光町１丁目３２－２

河内山本駅東 大阪府八尾市山本町１丁目１０－２０

八尾南駅前 大阪府八尾市若林町１－７６－３

八尾相生町２丁目 大阪府八尾市相生町２丁目２－２２



八尾天王寺屋２丁目 大阪府八尾市天王寺屋２丁目２２－１

八尾南太子堂２丁目 大阪府八尾市南太子堂２丁目１－５４

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

八尾八尾木東３丁目 大阪府八尾市八尾木東３丁目３７－１

八尾本町７丁目 大阪府八尾市本町７丁目１３－１７

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

富田林若松町西 大阪府富田林市若松町西２丁目１７３５番１

ＫＯＹＯＰＬ病院 大阪府富田林市新堂２２０４

富田林西板持 大阪府富田林市西板持町４丁目１００８－１

富田林川向町 大阪府富田林市川向町８番２号

豊中稲津町１丁目 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７

豊中岡町東 大阪府豊中市岡町２－８

豊中桜の町５丁目 大阪府豊中市桜の町５丁目１－１５

豊中桜の町６丁目 大阪府豊中市桜の町６丁目１８－３３

豊中庄内西町２丁目 大阪府豊中市庄内西町２丁目１８－３

モノウェル千里中央 大阪府豊中市新千里東町１－５－４

豊中千成町 大阪府豊中市千成町３－２－１１

豊中曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１－１０－３

豊中東泉丘 大阪府豊中市東泉丘４丁目６－２０

豊中利倉東２丁目 大阪府豊中市利倉東２丁目１７－２

豊中緑丘２丁目 大阪府豊中市緑丘２－２１－１０

枚方伊加賀南町 大阪府枚方市伊加賀南町９－２０

枚方伊加賀本町 大阪府枚方市伊加賀本町１２－５

枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０

枚方香里ヶ丘 大阪府枚方市香里ヶ丘３丁目２－３

枚方山之上２丁目 大阪府枚方市山之上２ー１６ー１１

枚方バイパス 大阪府枚方市山之上北町７０－２７

枚方春日西町１丁目 大阪府枚方市春日西町１丁目５０－１０

枚方招提元町 大阪府枚方市招堤元町１丁目４６－１

枚方船橋本町 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３

枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０

枚方中宮東之町 大阪府枚方市中宮東之町１５－２３－１０１

枚方長尾荒阪２丁目 大阪府枚方市長尾荒阪２丁目２８９１－３

枚方津田駅前 大阪府枚方市津田駅前１丁目１１－１０

枚方田口２丁目 大阪府枚方市田口２丁目３３番２号

枚方東船橋 大阪府枚方市東船橋２丁目３５－２

枚方牧野駅西口 大阪府枚方市牧野阪１丁目１６－９

枚方牧野阪２丁目 大阪府枚方市牧野阪２丁目６－８

枚方野村中町 大阪府枚方市野村中町１８－５

枚方養父西 大阪府枚方市養父西町２０－１５

箕面西小路 大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２

箕面坊島５丁目 大阪府箕面市坊島５－１－３２

門真下馬伏 大阪府門真市下馬伏町１１－１３

京阪大和田駅西 大阪府門真市常称寺町４８番２

モノウェル門真 大阪府門真市新橋町３６－７



門真野口 大阪府門真市大字野口８０７－３

和泉はつが野３丁目 大阪府和泉市はつが野３丁目１３－２

和泉一条院町 大阪府和泉市一条院町９２－１

ＫＯＹＯ大阪母子医療センター 大阪府和泉市室堂町８４０

和泉小田町 大阪府和泉市小田町４７９－１

和泉池上町 大阪府和泉市池上町１０９－１

和泉尾井町 大阪府和泉市鶴山台１ー２１ー３

和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１

店名 住所
たつの日飼 兵庫県たつの市龍野町日飼５１－３

芦屋打出駅北 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－１１

芦屋打出駅南 兵庫県芦屋市打出町１－１５

芦屋南宮町 兵庫県芦屋市南宮町１０－２３

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３丁目 兵庫県伊丹市伊丹３丁目２番４号

伊丹荒牧７丁目 兵庫県伊丹市荒牧７丁目１１－７

伊丹昆陽８丁目 兵庫県伊丹市昆陽８丁目６９

伊丹昆陽南 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目９－１

伊丹森本３丁目 兵庫県伊丹市森本３丁目３０－１

伊丹千僧６丁目 兵庫県伊丹市千僧町６丁目１８４－１

伊丹船原１丁目 兵庫県伊丹市船原１丁目６－３２

伊丹南町２丁目 兵庫県伊丹市南町２丁目２番１３号

伊丹南本町７丁目 兵庫県伊丹市南本町７丁目２－３

伊丹南野５丁目 兵庫県伊丹市南野５丁目９－１３

伊丹南鈴原２丁目 兵庫県伊丹市南鈴原２丁目２０８

伊丹北本町３丁目 兵庫県伊丹市北本町３丁目２１４

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

稲美国岡 兵庫県加古郡稲美町国岡２丁目１１ー１０

播磨南高校前 兵庫県加古郡播磨町古宮字阪留９１番１

播磨町駅北 兵庫県加古郡播磨町南野添３丁目６－１０

加古川駅前 兵庫県加古川市加古川町溝之口５１０－５１

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

加古川平野 兵庫県加古川市加古川町平野４６８

加古川本町 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１

加古川上荘町都染 兵庫県加古川市上荘町都染５７３番

加古川神野町 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１

加古川尾上口里 兵庫県加古川市尾上町口里５５７－１

加古川尾上長田 兵庫県加古川市尾上町長田字尾上林５１７－１１

加古川平岡辻ヶ内 兵庫県加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３３１－１

加古川平岡新在家 兵庫県加古川市平岡町新在家９１０番４

加古川平荘町 兵庫県加古川市平荘町里字山崎５６１－２

加古川別府石町 兵庫県加古川市別府町石町５９

加古川長砂 兵庫県加古川市野口町長砂７０４－１



加古川山ノ越 兵庫県加古川市野口町野口１００３

加西段下 兵庫県加西市段下町４５番地１

社町社 兵庫県加東市社町１０６７－３

加東上滝野 兵庫県加東市上滝野２５８－１

中国道社ＰＡ上り 兵庫県加東市藤田７３９－４１

高砂御旅１丁目 兵庫県高砂市荒井町御旅１丁目２番１

高砂竜山西 兵庫県高砂市中筋５丁目７－８

ハートインＪＲ三田駅南口 兵庫県三田市駅前町１－３２

三田本町駅前 兵庫県三田市相生町１１－１２

ハートインＪＲ新三田駅前 兵庫県三田市福島字道野上４４０

吉川町渡瀬橋 兵庫県三木市吉川町古市４８

三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４

三木中自由が丘 兵庫県三木市志染町中自由が丘１丁目５１６－１２

三木大塚２丁目 兵庫県三木市大塚２丁目２－７１

三木別所町正法寺 兵庫県三木市別所町正法寺６０６－５

宍粟市役所前 兵庫県宍粟市山崎町山田２０９－１

洲本小路谷 兵庫県洲本市小路谷１９６－１

小野中町南 兵庫県小野市中町字夏垣３１１番１

神戸多井畑南町 兵庫県神戸市須磨区多井畑南町７－１

神戸須磨大池町 兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目８－２２

神戸板宿駅前 兵庫県神戸市須磨区平田町２丁目３－５

神戸明神町 兵庫県神戸市須磨区明神町１丁目２－７

神戸垂水塩屋北 兵庫県神戸市垂水区下畑町３０３番２９

第二神明垂水ＰＡ下り 兵庫県神戸市垂水区下畑町鎌谷５５２－２

神戸垂水向陽３丁目 兵庫県神戸市垂水区向陽３丁目５－２４

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

神戸ジェームス山 兵庫県神戸市垂水区青山台８丁目１－１

神戸学園南インター 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番１３７２

神戸日向２丁目 兵庫県神戸市垂水区日向２丁目１９９－１

神戸舞子坂１丁目 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１－２５

神戸名谷町賀市 兵庫県神戸市垂水区名谷町賀市３４２６－４

伊川谷住宅前 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１１７９－１

神戸西神南駅前 兵庫県神戸市西区井吹台西町１丁目１－２－２

神戸王塚台５丁目 兵庫県神戸市西区王塚台５丁目１番

神戸丸塚１丁目 兵庫県神戸市西区丸塚１丁目２３－３

神戸見津が丘３丁目 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１

神戸ハイテクパーク 兵庫県神戸市西区室谷１丁目４－１

神戸平野町西戸田 兵庫県神戸市西区平野町西戸田字川原２５８－２

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸三宮駅南 兵庫県神戸市中央区旭通５丁目２番５号

神戸フラワーロード 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目１０－２

神戸花隈 兵庫県神戸市中央区花隈町３３－７

神戸三宮駅東 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２丁目３－５

神戸御幸通６丁目 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１０

神戸国香通２丁目 兵庫県神戸市中央区国香通２丁目２－５



神戸いくたロード南 兵庫県神戸市中央区三宮町２－５－５

神戸相生町１丁目北 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１番１５号

神戸相生１丁目 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目３－３

神戸トアロード 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目４番１

神戸ハンター坂 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目１３－１２

神戸中央中町通 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目３－１

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

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

コトノハコ神戸 兵庫県神戸市中央区北野町１丁目１

神戸湊川インター 兵庫県神戸市長田区苅藻通１丁目１番８号

神戸長田駒栄町 兵庫県神戸市長田区駒栄町３丁目１－３

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸上池田５丁目 兵庫県神戸市長田区上池田５－４－５

神戸二葉町 兵庫県神戸市長田区二葉町４丁目１－２

神戸岡本２丁目 兵庫県神戸市東灘区岡本２丁目２番３０号

神戸六甲アイランド東 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番４

神戸ＪＲ住吉駅前 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２

ハートインＪＲ住吉駅改札内 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－９

神戸住吉本町 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２３－５

神戸桜口町４丁目 兵庫県神戸市灘区桜口町４丁目２－１

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸灘楠丘町６丁目 兵庫県神戸市灘区楠丘町６丁目９－１８

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

神戸御崎本町３丁目 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町３丁目１番２０

神戸上沢通６丁目 兵庫県神戸市兵庫区上沢通６丁目４－８

神鉄新開地駅 兵庫県神戸市兵庫区新開地２丁目３番Ｂ－１号

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

神戸西多聞通１丁目 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通１丁目１番３－１

神戸福原町 兵庫県神戸市兵庫区福原町１番２－１

神戸湊町４丁目 兵庫県神戸市兵庫区湊町４丁目２－６

神鉄北鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区甲栄台４丁目１－１１

神戸山田小部 兵庫県神戸市北区山田町小部字宮ノ前４－１　

神戸若葉台３丁目 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２

神戸星和台１丁目 兵庫県神戸市北区星和台１丁目３４－１２

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

福崎井ノ口 兵庫県神崎郡福崎町西田原２２３－１

西宮花園町 兵庫県西宮市花園町１－３１

西宮瓦林町 兵庫県西宮市瓦林町２１ー１８

西宮甲子園八番町 兵庫県西宮市甲子園八番町５－２０

西宮上山口１丁目 兵庫県西宮市山口町上山口１丁目１４－２２

西宮上山口 兵庫県西宮市山口町上山口１－８１１

西宮小松町２丁目 兵庫県西宮市小松町２－７－２３

ハートイン西宮松山町 兵庫県西宮市松山町１３－２４

西宮上田中町 兵庫県西宮市上田中町１７－２３

ＪＲさくら夙川駅前 兵庫県西宮市神楽町１１－２５



西宮香櫨園 兵庫県西宮市川添町３ー４

西宮前浜町 兵庫県西宮市前浜町１番５０

西宮天道町 兵庫県西宮市天道町２６－６

西宮東山台１丁目 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３

西宮能登町 兵庫県西宮市能登町１４－５７

西宮北昭和町 兵庫県西宮市北昭和町３－２１

西宮武庫川学院前 兵庫県西宮市鳴尾町１－１２－３

西宮北夙川通り 兵庫県西宮市老松町１－１１

西脇和布町 兵庫県西脇市和布町１６８－１２

川西一庫 兵庫県川西市一庫中ノ坪８番地

川西下加茂１丁目 兵庫県川西市下加茂１丁目５－２５

川西鼓滝駅前 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２８－１７

猪名川つつじが丘 兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘１－４３－３

猪名川パークタウン 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－５

猪名川伏見台１丁目 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７４

相生西谷町 兵庫県相生市西谷町１９６１－１

多可町中央公民館前 兵庫県多可郡多可町中区茂利２８－３

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

淡路インター前 兵庫県淡路市岩屋２９４２－４

淡路中田 兵庫県淡路市中田２９５７－３

南あわじ賀集野田 兵庫県南あわじ市賀集野田２２０番地

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

尼崎稲葉荘４丁目 兵庫県尼崎市稲葉荘４丁目３番２３号

尼崎下坂部３丁目 兵庫県尼崎市下坂部３丁目１６－１

尼崎久々知西町１丁目 兵庫県尼崎市久々知西町１丁目９－１

尼崎七松町 兵庫県尼崎市七松町１－１９－２２

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

尼崎上坂部３丁目 兵庫県尼崎市上坂部３丁目２０８番

尼崎神田中通４丁目 兵庫県尼崎市神田中通４丁目１６３番

尼崎神田南通３丁目 兵庫県尼崎市神田南通３丁目５７－３号

尼崎神田南通６丁目 兵庫県尼崎市神田南通６丁目１５５－１

阪神尼崎駅北 兵庫県尼崎市神田北通１－８－１

阪急塚口駅北 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１２－１２

尼崎東園田６丁目 兵庫県尼崎市東園田町６丁目８８－１

尼崎東難波町２丁目 兵庫県尼崎市東難波町２丁目１６－１３

阪急塚口駅東 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目６－１

尼崎南塚口町７丁目 兵庫県尼崎市南塚口町７－２２－６２

尼崎南武庫之荘４丁目 兵庫県尼崎市南武庫之荘４丁目１０番１６号

尼崎浜田町２丁目 兵庫県尼崎市浜田町２丁目８０番

尼崎武庫の里２丁目 兵庫県尼崎市武庫の里２丁目９－１

尼崎武庫之荘５丁目 兵庫県尼崎市武庫之荘５丁目６２番地４

姫路安富町安志 兵庫県姫路市安富町安志１００７番地６

姫路伊伝居北 兵庫県姫路市伊伝居１１７番１

ハートインＪＲ姫路駅改札内 兵庫県姫路市駅前町１８８番



姫路下手野 兵庫県姫路市下手野４丁目７９２－６

姫路加納原田 兵庫県姫路市花田町加納原田３９５－１

姫路上原田 兵庫県姫路市花田町上原田字八反田３０６－１

姫路御国野町 兵庫県姫路市御国野町国分寺８３１番１

姫路御立北１丁目 兵庫県姫路市御立北１丁目１０－３

姫路広畑蒲田 兵庫県姫路市広畑区蒲田２６８－１

香寺溝口 兵庫県姫路市香寺町溝口１１５７－１

姫路山吹 兵庫県姫路市山吹２丁目１５－２８

姫路飾磨三宅 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１４４

姫路飾磨中野田 兵庫県姫路市飾磨区中野田１丁目１７

姫路船津インター 兵庫県姫路市船津町４０１１

姫路佃町 兵庫県姫路市佃町６３番

姫路砥堀 兵庫県姫路市砥堀８０９－１

姫路土山７丁目 兵庫県姫路市土山７丁目８－８

姫路南駅前町 兵庫県姫路市南駅前町１０４

姫路別所佐土 兵庫県姫路市別所町佐土３丁目１１番地

姫路北平野２丁目 兵庫県姫路市北平野２丁目９－８

姫路北平野南の町 兵庫県姫路市北平野南の町１１－２

姫路林田町 兵庫県姫路市林田町林谷５７５－７

キヨスクＪＲ宝塚駅改札口 兵庫県宝塚市栄町２丁目７番１３号

宝塚山本西 兵庫県宝塚市山本西２丁目７－１１

宝塚小林５丁目 兵庫県宝塚市小林５丁目４－１０

明石荷山町 兵庫県明石市荷山町１７８８番４

明石貴崎５丁目 兵庫県明石市貴崎５丁目１－１３

明石魚住駅前 兵庫県明石市魚住町錦が丘４丁目５－７

明石魚住浜西 兵庫県明石市魚住町清水７２－２

明石硯町 兵庫県明石市硯町２丁目２番２７号

明石桜町 兵庫県明石市桜町１１番１８号

明石山下町 兵庫県明石市山下町７番１０号

ハートインプリコ西明石 兵庫県明石市小久保２－７－２０

明石太寺天王町 兵庫県明石市太寺天王町２７８６－１

明石大久保駅南口 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り１－３－１

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

明石江井ヶ島駅前 兵庫県明石市大久保町江井島８３６－１

明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

明石大明石町 兵庫県明石市大明石町１丁目３－１５

ハートインＪＲ朝霧駅改札口 兵庫県明石市朝霧南町１－２３８

明石朝霧 兵庫県明石市朝霧南町３丁目１番３７号

明石田町２丁目 兵庫県明石市田町２丁目１１番１７号

明石明姫藤江 兵庫県明石市藤江１４１５－１

明石藤江 兵庫県明石市藤江字今崎野１６３７－１

明石林崎 兵庫県明石市林崎町１丁目１－２１

店名 住所
綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１

宇治弐番 京都府宇治市宇治弐番９６－１



宇治黄檗公園 京都府宇治市五ケ庄一番割５２－５

宇治五ヶ庄 京都府宇治市五ヶ庄福角２５－１６

宇治木幡 京都府宇治市木幡正中４６ー１１

宇治京阪木幡駅前 京都府宇治市木幡内畑３４番地９

亀岡大井 京都府亀岡市大井町並河２丁目２９－５

亀岡駅前 京都府亀岡市追分町大堀５４番１

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

亀岡余部 京都府亀岡市余部町天神又８－６

京田辺三山木 京都府京田辺市三山木中央４丁目４－２

鹿王院駅前 京都府京都市右京区嵯峨北堀町２０－１９１

京都双ヶ丘 京都府京都市右京区常盤森町１１－１

京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－３

西院月双町 京都府京都市右京区西院月双町８８番２

京都西大路松原 京都府京都市右京区西院高田町１３

西院駅南 京都府京都市右京区西院三蔵町１７番

西院駅北 京都府京都市右京区西院東淳和院町８番２１

葛野大路花屋町 京都府京都市右京区西京極東池田町１－１

西京極駅前 京都府京都市右京区西京極西池田町２９

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

ハートインＪＲ京都駅地下東口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

京都七条大橋 京都府京都市下京区七条通木屋町下る大宮町４６５番

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

京都西大路花屋町 京都府京都市下京区西七条掛越町６４

京都堀川松原 京都府京都市下京区西堀川通松原下る橋橘町１

五条千本 京都府京都市下京区中堂寺坊城町６５

京都駅八条口 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１

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

烏丸五条 京都府京都市下京区東洞院通五条下ル下万寿寺町５００

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

京都堀川仏光寺 京都府京都市下京区堀川通仏光寺下る吉水町３２５－１

一乗寺北大丸町 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町５６

下鴨水口町 京都府京都市左京区下鴨水口町２３－１

京都下鴨膳部町 京都府京都市左京区下鴨膳部町６－１

京都岩倉忠在地町 京都府京都市左京区岩倉忠在地町５３０

京都岩倉幡枝 京都府京都市左京区岩倉南平岡町６６

京都田中上古川町 京都府京都市左京区田中上古川町６

京都田中西高原町 京都府京都市左京区田中西高原町２７

百万遍 京都府京都市左京区田中門前町２８番１０

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

勧修寺西栗栖野町 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町１９７

山科勧修寺公園前 京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町４３番

京都山科今屋敷町 京都府京都市山科区西野今屋敷町６－６

山科大宅鳥井脇町 京都府京都市山科区大宅鳥井脇町１－１

山科東野舞台町 京都府京都市山科区東野舞台町７７－２



京都山科椥辻 京都府京都市山科区椥辻草海道町４４－２

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

京都葵橋寺町 京都府京都市上京区寺町通今出川上る表町１２－１

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

京都桂駅東口 京都府京都市西京区桂野里町５０－４１

京都松室 京都府京都市西京区松室追上ゲ町３７番

京都上桂山田口 京都府京都市西京区松尾大利町１２－１

京都上桂宮ノ後町 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町４番

京都上桂前田町 京都府京都市西京区上桂前田町１１－３

京都ＪＲ円町駅前 京都府京都市中京区西ノ京西円町１－３

京都御池御前 京都府京都市中京区西ノ京西月光町６－１

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

京都四条西洞院通り 京都府京都市中京区西洞院通り錦小路上る古西町４５７

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

京都堀川御池 京都府京都市中京区堀川通り上ル堀川町５７ー１

京都東山団栗橋前 京都府京都市東山区宮川筋１－２３６

東山五条 京都府京都市東山区五条橋東２丁目７番地

京都塔南高校前 京都府京都市南区吉祥院池田町２４

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

京都上鳥羽鴨田 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町２７－２

唐橋芦辺町 京都府京都市南区唐橋芦辺町１６－２

伏見下鳥羽但馬町 京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町１３０番

下鳥羽東柳長町 京都府京都市伏見区下鳥羽東柳長町２２番

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

伏見向島津田町 京都府京都市伏見区向島津田町１１３－１

伏見勧進橋 京都府京都市伏見区深草下川原町３９番地１

深草直違橋 京都府京都市伏見区深草直違橋２丁目４２２

京都西大手筋 京都府京都市伏見区村上町３７０－１

伏見竹田中島町 京都府京都市伏見区竹田中島町２４７

伏見桃山南口 京都府京都市伏見区桃山町丹後１０－１３

淀池上町 京都府京都市伏見区淀池上町４５

京都北大路大宮 京都府京都市北区紫野雲林院町３２番５

上賀茂榊田町 京都府京都市北区上賀茂榊田町３５－１

向日東田中瀬 京都府向日市寺戸町東田中瀬１番６

向日南垣内 京都府向日市寺戸町南垣内４－１０

城陽インター 京都府城陽市寺田南川顔３４番１

精華町山手 京都府相楽郡精華町北稲八間野田１－１

長岡京セブン通り 京都府長岡京市長岡１－３－９

宇治田原郷之口 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林１－１

キヨスクＪＲ園部駅改札口 京都府南丹市園部町小山東町溝辺無番地

園部内林町 京都府南丹市園部町内林町千原９－９

松井山手 京都府八幡市欽明台西４８番地

八幡市男山指月 京都府八幡市男山指月３番１９

八幡垣内山 京都府八幡市八幡垣内山１２－１



八幡五反田 京都府八幡市八幡五反田２０－１

舞鶴溝尻 京都府舞鶴市字溝尻１８－２

舞鶴西町 京都府舞鶴市字西１０７－５

舞鶴丸山口 京都府舞鶴市森本町３１－６

舞鶴北吸 京都府舞鶴市北吸１０４５－１３

福知山駅南 京都府福知山市駅南町２丁目２６７番

福知山駅前町 京都府福知山市末広町２－３

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丁目５番１

店名 住所
愛知川豊満 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２

日野町松尾 滋賀県蒲生郡日野町松尾三斗８６２

滋賀竜王町綾戸 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸８０５番１

竜王インター 滋賀県蒲生郡竜王町小口１３０４－３

近江八幡江頭町 滋賀県近江八幡市江頭町本尺寺４３３

ハートインＪＲ近江八幡駅北口 滋賀県近江八幡市鷹飼町字上地蔵５９７－１

近江八幡駅東 滋賀県近江八幡市鷹飼町北４丁目１－１２

近江八幡池田本町 滋賀県近江八幡市中小森町１２２７番１

近江八幡野田町 滋賀県近江八幡市野田町１８番

栗東宅屋 滋賀県栗東市出庭５４２

栗東中央 滋賀県栗東市上鈎１６７番１

甲良尼子 滋賀県犬上郡甲良町尼子１２０４－３

多賀大社前 滋賀県犬上郡多賀町多賀１６７５－１

甲西郵便局前 滋賀県湖南市針２２８－１

信楽長野 滋賀県甲賀市信楽町長野１１８３番地１

水口庚申口 滋賀県甲賀市水口町牛飼字流２２１６番１

水口泉 滋賀県甲賀市水口町泉１４１５

マキノ工業団地前 滋賀県高島市マキノ町西浜１１７２－２

滋賀新旭 滋賀県高島市新旭町熊野本字上土立１４３番１

守山吉身５丁目 滋賀県守山市吉身１丁目１１－３８

守山市民病院前 滋賀県守山市守山４丁目１３－１８

ハートインＪＲ守山駅西口 滋賀県守山市梅田町１－１

草津下笠 滋賀県草津市下笠町３３５

草津南笠町 滋賀県草津市笠山５丁目１－７６

名神高速草津ＰＡ下り 滋賀県草津市笠山５－２－６０

ハートインＪＲ草津駅改札内 滋賀県草津市渋川１－１

草津川原 滋賀県草津市川原２丁目１６番３３

草津湖南農業高校前 滋賀県草津市草津町１６７０

草津平井町 滋賀県草津市平井１丁目１０－２

草津野路 滋賀県草津市野路７丁目１８－１

草津パナソニック前 滋賀県草津市野路東２丁目１番６号

近江草津バイパス 滋賀県草津市野路東５丁目１番２号

草津矢橋北 滋賀県草津市矢橋町１８１３－１

大津伊香立公園前 滋賀県大津市伊香立下在地町５６６－１

大津一里山 滋賀県大津市一里山３丁目１５－１



名神高速草津ＰＡ上り 滋賀県大津市月輪５丁目２８－１

大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１

ハートインビエラ大津 滋賀県大津市春日町１－３

ＪＲ大津駅前 滋賀県大津市春日町２－１

ハートインＪＲ堅田駅前 滋賀県大津市真野１丁目１－７２

大津大萱３丁目 滋賀県大津市大萱３丁目１５－１８

大津唐崎２丁目 滋賀県大津市唐崎２丁目８－２１

大津南志賀４丁目 滋賀県大津市南志賀４丁目１８－７

大津苗鹿 滋賀県大津市苗鹿１丁目１－８

大津本堅田５丁目 滋賀県大津市本堅田５丁目１０－５

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

湖北下山田 滋賀県長浜市下山田９７５

長浜球場前 滋賀県長浜市宮司町１４７番地

北近江高月 滋賀県長浜市高月町井口１３９２－１６

滋賀高月 滋賀県長浜市高月町高月９１７番

長浜神照町 滋賀県長浜市神照町７２５－６

長浜バイオ大学前 滋賀県長浜市田村町１４０１－１

湖東横溝 滋賀県東近江市横溝町２５６－１

能登川垣見 滋賀県東近江市垣見町１３６９

名神高速黒丸ＰＡ上り 滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１２５１－２

東近江小田苅 滋賀県東近江市小田苅町１９５３－１

八日市小脇 滋賀県東近江市小脇町２３７２番地１

八日市上之町 滋賀県東近江市八日市上之町８番３２号

八日市東浜町 滋賀県東近江市八日市東浜町１９５－１

彦根岡町 滋賀県彦根市岡町１０５－５

彦根銀座町 滋賀県彦根市河原２丁目１番１号

ハートインＪＲ彦根駅北口 滋賀県彦根市古沢町４０－２

彦根小泉町 滋賀県彦根市小泉町１２８－１　

彦根大堀町 滋賀県彦根市大堀町７１６

彦根中藪町 滋賀県彦根市中藪町６０１－７

彦根城前 滋賀県彦根市尾末町７番

彦根平田町 滋賀県彦根市平田町１５２－２

彦根平田南 滋賀県彦根市平田町７９０番地

米原中多良 滋賀県米原市中多良６３６－２

米原梅ヶ原 滋賀県米原市梅ヶ原３２６

米原インター 滋賀県米原市樋口２２４

米原野一色 滋賀県米原市野一色４７１－２

野洲中主 滋賀県野洲市吉地５９６－１０

野洲市三宅 滋賀県野洲市市三宅２６４２番

野洲冨波 滋賀県野洲市冨波甲１０９２－６

野洲妙光寺 滋賀県野洲市妙光寺２９６－１

店名 住所
田原本松本 奈良県磯城郡田原本町松本８７－３

田原本千代 奈良県磯城郡田原本町千代１１２０番地１

宇陀篠楽 奈良県宇陀市榛原篠楽元篠野８２－１



橿原新賀町 奈良県橿原市新賀町１９０－３

橿原新口町 奈良県橿原市新口町１４６番

橿原醍醐町 奈良県橿原市醍醐町３３７－１

橿原中曽司町 奈良県橿原市中曽司町９３－１

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

橿原豊田町 奈良県橿原市豊田町２９８－４

葛城勝根 奈良県葛城市勝根１７４－１

葛城西室 奈良県葛城市西室１４３番６

五條北インター 奈良県五條市居伝町４６５－３６

五條須恵 奈良県五條市須恵３丁目８－１７

香芝磯壁４丁目 奈良県香芝市狐井１１９番

香芝五位堂３丁目 奈良県香芝市五位堂３丁目４５７－１

香芝西真美 奈良県香芝市西真美２丁目１－６

明日香御園 奈良県高市郡明日香村御園６９－１

桜井阿部西 奈良県桜井市吉備４４５－１

ハートインＪＲ桜井駅南口 奈良県桜井市桜井１９１－１

桜井阿部 奈良県桜井市大字阿部３８６番１

生駒壱分町 奈良県生駒市壱分町１２６８－１

生駒元町１丁目 奈良県生駒市元町１丁目４４１－３

生駒山崎町 奈良県生駒市山崎町４０５－７

生駒鹿畑町 奈良県生駒市鹿畑町８５

生駒南田原町 奈良県生駒市南田原町８２０－１

大和郡山上三橋町 奈良県大和郡山市上三橋町１４６－１

近鉄郡山駅前 奈良県大和郡山市朝日町５２０－３１

大和高田上大谷 奈良県大和高田市大字大谷３４２－１

天理庵治町 奈良県天理市庵治町１９０－１

天理稲葉町 奈良県天理市稲葉町３番１

天理喜殿町 奈良県天理市喜殿町１５３－１

天理丹波市 奈良県天理市丹波市町４７２番

天理インター 奈良県天理市櫟本町３１３１－１

奈良横井５丁目 奈良県奈良市横井５丁目４９７番１

奈良学園大和町２丁目 奈良県奈良市学園大和町２丁目８２番

奈良窪之庄町 奈良県奈良市窪之庄町４９番

奈良三碓２丁目 奈良県奈良市三碓２丁目２－６

奈良三条町 奈良県奈良市三条町４７５番１

奈良四条大路４丁目 奈良県奈良市四条大路４丁目７７番１

奈良芝辻町 奈良県奈良市芝辻町４丁目２－７

近鉄高の原駅東 奈良県奈良市朱雀３丁目１４番地２

近鉄奈良駅西 奈良県奈良市西御門町１３番２

奈良大安寺町 奈良県奈良市大安寺町５３６－１

奈良中登美ヶ丘３丁目 奈良県奈良市中登美ヶ丘３丁目１１番２

近鉄奈良駅北口 奈良県奈良市東向北町３０番１

奈良柏木町 奈良県奈良市柏木町１６１－２

奈良般若寺町 奈良県奈良市般若寺町２７４－３



ＪＲ王寺駅南口 奈良県北葛城郡王寺町王寺２－９－１５

ハートインＪＲ王寺駅北口 奈良県北葛城郡王寺町久度２－６－１０

王寺町藤井２丁目 奈良県北葛城郡王寺町藤井２丁目２－８

近鉄大輪田駅前 奈良県北葛城郡河合町広瀬台３－６－８

河合町佐味田 奈良県北葛城郡河合町佐味田１７０９番地１

広陵町役場前 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５４６番１

上牧町上牧 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧２８０８番２

店名 住所
かつらぎ町東渋田 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田３５２－２

海南沖野々 和歌山県海南市沖野々４４－１

海南下津町 和歌山県海南市下津町上字藤ノ木１２７番１

海南重根 和歌山県海南市重根東１丁目１８番地１６

ハートインＪＲ海南駅改札口 和歌山県海南市名高１８７－８

岩出根来 和歌山県岩出市根来９３８－１

岩出新田広芝 和歌山県岩出市新田広芝３７２－１

岩出清水 和歌山県岩出市清水字太刀焼４６２－１

岩出中島 和歌山県岩出市中島８６４－１

紀の川粉河 和歌山県紀の川市井田２６－１

貴志川町井ノ口 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口１０７１－１

貴志川町前田 和歌山県紀の川市貴志川町前田１５９－１

貴志川町長山 和歌山県紀の川市貴志川町長山２４７番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

紀の川粉河駅南 和歌山県紀の川市粉河９４０－６

紀の川名手大黒 和歌山県紀の川市名手市場１３４－１

橋本河瀬 和歌山県橋本市隅田町河瀬４２３番

高野口町大野 和歌山県橋本市高野口町大野２８１－１

高野口町伏原 和歌山県橋本市高野口町伏原２５０－１

橋本隅田町 和歌山県橋本市垂井７１－１

橋本インター南 和歌山県橋本市東家１０５４－１

橋本東家 和歌山県橋本市東家４丁目２－１

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 和歌山県田辺市湊１番２４号

日高町荊木 和歌山県日高郡日高町荊木５番３

有田湯浅町 和歌山県有田郡湯浅町湯浅２３３０－１

有田初島 和歌山県有田市初島町里２１１７－１

和歌山宇田森 和歌山県和歌山市宇田森字才ノ神２７７番１

和歌山栄谷 和歌山県和歌山市栄谷４０４－３

和歌山塩屋１丁目 和歌山県和歌山市塩屋１丁目４－３０

和歌山下三毛 和歌山県和歌山市下三毛字神木４１番３

和歌山四ヶ郷 和歌山県和歌山市加納２４７－１

ＪＲ和歌山駅東口 和歌山県和歌山市黒田１丁目２番１号

和歌山山吹丁 和歌山県和歌山市山吹丁２３番地

和歌山八番丁 和歌山県和歌山市西汀丁２８

和歌山向芝 和歌山県和歌山市中之島２２４２番

和歌山田尻南 和歌山県和歌山市田尻西新内６５６番１



和歌山パームシティ前 和歌山県和歌山市土入１６８－２５

和歌山美園町４丁目 和歌山県和歌山市美園町４丁目９

ハートインＪＲ和歌山駅中央口 和歌山県和歌山市美園町５－６１

和歌山マリーナ入口 和歌山県和歌山市布引６６２－３

和歌山平岡 和歌山県和歌山市平岡３０７

和歌山和佐関戸 和歌山県和歌山市和佐関戸字蛭池２５４－４

店名 住所
米子鬼太郎空港 鳥取県境港市佐斐神町１６３４番地

倉吉上灘小学校前 鳥取県倉吉市新陽町２

倉吉東巌城町 鳥取県倉吉市東巌城町１９０

鳥取雲山 鳥取県鳥取市雲山３７２－４

鳥取河原町 鳥取県鳥取市河原町布袋字東屋敷３４３－１

鳥取下坂本 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０１９番８７

鳥取千代水３丁目 鳥取県鳥取市千代水３丁目１２３

鳥取千代水４丁目 鳥取県鳥取市千代水４丁目１１番

鳥取天神町 鳥取県鳥取市天神町７０－１

鳥取湯所町 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

米子西インター 鳥取県米子市陰田町６５８番３

米子河崎 鳥取県米子市河崎３３０９－６

米子角盤町２丁目 鳥取県米子市角盤町２丁目１１１

米子旗ヶ崎７丁目 鳥取県米子市旗ヶ崎７丁目１１番１８号

米子新開１丁目 鳥取県米子市新開１丁目１２５９番４

米子諏訪 鳥取県米子市諏訪３３４番１０

米子西福原３丁目 鳥取県米子市西福原３丁目７－２５

米子日原 鳥取県米子市日原８０４番３

米子夜見町 鳥取県米子市夜見町字古屋敷２８１０番

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

益田あけぼの本町 島根県益田市あけぼの本町３番１８

益田かもしま西町 島根県益田市かもしま西町１－２

益田横田町 島根県益田市横田町１８５０－１

益田中吉田 島根県益田市中吉田町１０９９－１

江津浅利 島根県江津市浅利町８４－３

江津二宮 島根県江津市二宮町神主ハ３１５－１

出雲市駅北 島根県出雲市駅北町４番５

出雲長浜 島根県出雲市西園町字長配２７１－１

出雲斐川町出西 島根県出雲市斐川町出西字星田３７７８－１

出雲平田町薮崎 島根県出雲市平田町薮崎１５８３

松江上乃木９丁目 島根県松江市上乃木９丁目１６４０－１

ハートインＪＲ松江駅シャミネ 島根県松江市朝日町４７２－２

東出雲インター 島根県松江市東出雲町出雲郷７２２－１

松江合同庁舎前 島根県松江市東津田町１７４２－３

松江大根島 島根県松江市八束町入江字田島４２８番２

松江八幡町 島根県松江市八幡町７９６－２９



浜田国分 島根県浜田市国分町１７４９－８

浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５

浜田周布 島根県浜田市治和町イ７８－１

浜田相生町 島根県浜田市相生町４２５０

店名 住所
井原芳井町 岡山県井原市芳井町簗瀬２６７－２

岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

岡山賞田 岡山県岡山市中区賞田２８８－１

岡山倉田 岡山県岡山市中区倉田５２１－２

岡山中井 岡山県岡山市中区中井６４－１

岡山長利 岡山県岡山市中区長利３１１－１

岡山藤崎 岡山県岡山市中区藤崎５９２－５

岡山中央署前 岡山県岡山市中区浜２丁目１０番８号

岡山浜 岡山県岡山市中区浜６１７－１

岡山平井６丁目 岡山県岡山市中区平井６－５－２７

岡山可知５丁目 岡山県岡山市東区可知５丁目１２９－２４

岡山金岡東１丁目 岡山県岡山市東区金岡東町１－１１－６０

岡山瀬戸 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３５７－１

ＪＲ瀬戸駅前 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸９４－１６

岡山西大寺駅前 岡山県岡山市東区西大寺上３丁目３－２０

岡山西大寺中野 岡山県岡山市東区西大寺中野８７５－１

岡山竹原 岡山県岡山市東区竹原１６２９－３

岡山矢津 岡山県岡山市東区矢津１５１４－２

岡山浦安南町 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山洲崎３丁目 岡山県岡山市南区洲崎３丁目１－３３

岡山植松 岡山県岡山市南区植松５８０－１

岡山千鳥町 岡山県岡山市南区千鳥町１５番１

岡山築港栄町 岡山県岡山市南区築港栄町５－１２

岡山藤田錦 岡山県岡山市南区藤田錦２０９０－２

岡山豊成３丁目 岡山県岡山市南区豊成３丁目２２－２２

岡山妹尾西 岡山県岡山市南区妹尾８７９番１

岡山妹尾 岡山県岡山市南区妹尾２３２４－２

岡山妹尾崎 岡山県岡山市南区妹尾崎１１２番１

岡山箕島 岡山県岡山市南区箕島８４２

おみやげ街道さんすて岡山 岡山県岡山市北区駅元町１－１

おみやげ街道岡山駅瀬戸大橋線 岡山県岡山市北区駅元町１－１

ハートインＪＲ岡山駅地下改札口 岡山県岡山市北区駅元町１－１

ハートインＪＲ岡山駅中央改札口 岡山県岡山市北区駅元町１－１

ハートイングランヴィア岡山 岡山県岡山市北区駅元町１－５

岡山駅元町 岡山県岡山市北区駅元町３０－１２

岡山岡南町１丁目 岡山県岡山市北区岡南町１丁目３０２－１

岡山下石井２丁目 岡山県岡山市北区下石井２丁目１番１０

岡山錦町 岡山県岡山市北区錦町１番２７

岡山御津草生 岡山県岡山市北区御津草生８２２－１

岡山今７丁目 岡山県岡山市北区今７丁目２４番１２０



岡山今保 岡山県岡山市北区今保１０３－１

岡山三門東町 岡山県岡山市北区三門東町２－３

岡山鹿田町２丁目 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目２－５

岡山小山 岡山県岡山市北区小山９１－６

岡山大元駅北 岡山県岡山市北区西古松６０４－１

岡山西古松西町 岡山県岡山市北区西古松西町７番１０１

岡山青江１丁目 岡山県岡山市北区青江１丁目２－１

岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

岡山大元２丁目 岡山県岡山市北区大元２丁目２番１０号

岡山津島京町 岡山県岡山市北区津島京町１丁目１番１号

岡山田町 岡山県岡山市北区田町１丁目３番６

岡山東古松２丁目 岡山県岡山市北区東古松２丁目１０ー５３

岡山東古松南 岡山県岡山市北区東古松南町１－１４

岡山楢津 岡山県岡山市北区楢津９７６－１

岡山平野 岡山県岡山市北区平野５６１－２

岡山牟佐 岡山県岡山市北区牟佐１０７１－１

岡山問屋町 岡山県岡山市北区問屋町２０－１０５

岡山野田４丁目 岡山県岡山市北区野田４丁目６－１１４

岡山野田屋町２丁目 岡山県岡山市北区野田屋町２丁目１１－１７

ハートインＪＲ笠岡駅 岡山県笠岡市笠岡２４９３

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

笠岡五番町 岡山県笠岡市五番町５－５５

笠岡インター 岡山県笠岡市小平井１７５６－５

笠岡茂平 岡山県笠岡市茂平字西吉原１７２９－１３

玉野宇野４丁目 岡山県玉野市宇野４丁目９－６

玉野東高崎 岡山県玉野市東高崎２５－３６

高梁成羽町 岡山県高梁市成羽町下原１１２８－１

勝央町岡 岡山県勝田郡勝央町岡２４２番地１

矢掛東町 岡山県小田郡矢掛町矢掛１８７８

新見高尾 岡山県新見市高尾２４８０－２

落合栗原 岡山県真庭市栗原８９１－８

落合福田 岡山県真庭市福田３５５－２９

久世インター 岡山県真庭市目木１７９５－１

瀬戸内豆田 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１５６－４

赤磐河本 岡山県赤磐市河本字横田１０７６番１

赤磐五日市 岡山県赤磐市五日市２５９－１

赤磐すさい 岡山県赤磐市周匝６７６

赤磐松木 岡山県赤磐市松木５０１－１

赤磐町苅田 岡山県赤磐市町苅田５２４－２

赤磐穂崎 岡山県赤磐市穂崎７６３－２

里庄町新庄 岡山県浅口郡里庄町大字新庄５７８８－１

鴨方インター 岡山県浅口市鴨方町鴨方１５３５－１

浅口六条院中 岡山県浅口市鴨方町六条院中３９５１

金光町佐方 岡山県浅口市金光町佐方９０－１

金光学園前 岡山県浅口市金光町占見新田７１１



おみやげ街道倉敷 岡山県倉敷市阿知１－１－１

ハートインＪＲ倉敷駅南口 岡山県倉敷市阿知１－１－１　さんすて倉敷

倉敷亀島２丁目 岡山県倉敷市亀島２ー２４ー２１

倉敷玉島１丁目 岡山県倉敷市玉島１丁目５－１

倉敷玉島 岡山県倉敷市玉島１６１６－８

倉敷玉島堀貫 岡山県倉敷市玉島乙島６７１９－２

倉敷玉島インター 岡山県倉敷市玉島長尾３２７０－１

倉敷玉島八島 岡山県倉敷市玉島八島１７２２－２

倉敷広江 岡山県倉敷市広江６丁目５番２号

倉敷児島下の町９丁目 岡山県倉敷市児島下の町９－１２

倉敷児島小川３丁目 岡山県倉敷市児島小川３丁目４－７

倉敷市立短大前 岡山県倉敷市児島稗田町８０５－３

Ｉｉｎｇアリオ倉敷 岡山県倉敷市寿町１２－２

倉敷上東西 岡山県倉敷市上東字熊ノ免１２１５－１

新倉敷駅前１丁目 岡山県倉敷市新倉敷駅前１丁目１４１

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

倉敷神田３丁目 岡山県倉敷市神田３丁目１６番１３号

倉敷水島西常盤町 岡山県倉敷市水島西常盤町４－９

倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

水島警察署南 岡山県倉敷市水島南幸町３－７５

倉敷西阿知東 岡山県倉敷市西阿知町３８５－６

倉敷西阿知町 岡山県倉敷市西阿知町西原８２７－１

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

倉敷水島インター 岡山県倉敷市曽原３９３－１

おみやげ街道茶屋町 岡山県倉敷市茶屋町４７８

倉敷中畝１０丁目 岡山県倉敷市中畝１０ー４ー４５

倉敷鶴の浦２丁目 岡山県倉敷市鶴の浦２丁目１３番地２０

倉敷東塚５丁目 岡山県倉敷市東塚５－４７４－７

倉敷二子 岡山県倉敷市二子字牛渡り２７－１

倉敷福井 岡山県倉敷市福井６４－２

倉敷福田観音堂 岡山県倉敷市福田町古新田２５８－２０

倉敷福田町南 岡山県倉敷市福田町古新田１２０９－５０

倉敷堀南 岡山県倉敷市堀南８５２－１

倉敷有城 岡山県倉敷市有城６１２－１

倉敷連島中央１丁目 岡山県倉敷市連島中央１－１－３６

倉敷連島鶴新田 岡山県倉敷市連島町鶴新田３９２ー２

総社真壁 岡山県総社市駅南１丁目２番地１

総社岡谷 岡山県総社市岡谷字大領敷３１６－１

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

総社中央１丁目 岡山県総社市中央１丁目２－３６

津山河辺 岡山県津山市河辺１１５７番１

津山高野 岡山県津山市高野本郷１６７７－１

津山国分寺 岡山県津山市国分寺１３８



津山坂上 岡山県津山市坂上１８１－１

津山山北 岡山県津山市山北字高橋谷６４－５

津山志戸部 岡山県津山市志戸部字榎ヶ市７１９－１

津山大崎 岡山県津山市西吉田竹長１４－１

津山東一宮 岡山県津山市東一宮４７－４

津山野介代 岡山県津山市野介代９２８－１

早島町 岡山県都窪郡早島町早島３２９２－１

早島バイパス 岡山県都窪郡早島町早島３４５８－１

備前伊部 岡山県備前市伊部１２８１－１

美作中尾 岡山県美作市中尾字半田７番１

和気衣笠 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１

和気インター 岡山県和気郡和気町大中山字下新田１４２９－２

店名 住所
広島海田国信 広島県安芸郡海田町国信２－５－３９

キヨスクＪＲ海田市駅 広島県安芸郡海田町新町２０－２０

広島坂亀石山 広島県安芸郡坂町２１２９０－３

ハートインＪＲ向洋駅 広島県安芸郡府中町青崎南４－１８

安芸府中大通１丁目 広島県安芸郡府中町大通１丁目６－５

安芸府中桃山１丁目 広島県安芸郡府中町桃山１丁目１－１０

安芸府中浜田 広島県安芸郡府中町浜田１丁目１－２７

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

広島新大州橋 広島県安芸郡府中町茂陰２丁目６番６号

広島上根バイパス 広島県安芸高田市八千代町上根１０７２－２

呉阿賀中央５丁目 広島県呉市阿賀中央５丁目３５６７－２

呉市阿賀南３丁目 広島県呉市阿賀南３丁目８番２０号

広島安浦 広島県呉市安浦町中央６丁目１番１７号

広島安浦北 広島県呉市安浦町中央北２丁目９－２０

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

呉市海岸 広島県呉市海岸２丁目１１－１

呉市海岸４丁目 広島県呉市海岸４丁目９－１２

呉市吉浦 広島県呉市吉浦潭鼓町１－１

呉市広塩焼 広島県呉市広塩焼１丁目１４－１４

呉市広支所前 広島県呉市広古新開２丁目３ー５

呉潜水艦桟橋前 広島県呉市昭和町６－１７

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

広島川尻 広島県呉市川尻町東１－２７－２０

呉駅前 広島県呉市中央１丁目５－３４

呉体育館前 広島県呉市中央５丁目１－２９

呉中央６丁目 広島県呉市中央６丁目６番６号

呉市郷町 広島県呉市中央７ー３ー８

呉中通１丁目 広島県呉市中通１丁目２－１８

ハートインＪＲ呉駅 広島県呉市宝町１－１６

広島上瀬野 広島県広島市安芸区上瀬野２丁目１２番３１号

広島船越４丁目 広島県広島市安芸区船越４丁目１０６０－１

広島安芸中野東 広島県広島市安芸区中野５ー３ー４０



広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４

広島東部流通団地 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目１－１４

広島矢野東２丁目 広島県広島市安芸区矢野東２－２３－４

広島祇園１丁目 広島県広島市安佐南区祇園１丁目３番２６号

広島祇園３丁目 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２９－２３

広島山本１丁目 広島県広島市安佐南区山本１丁目９－１

広島上安２丁目 広島県広島市安佐南区上安２丁目３７－２４

広島西原９丁目 広島県広島市安佐南区西原９丁目１４－４

広島川内４丁目 広島県広島市安佐南区川内４丁目１３番３７号

広島川内 広島県広島市安佐南区川内５丁目３０－４３

広島川内５丁目 広島県広島市安佐南区川内５丁目３４－７

キヨスクＪＲ大町駅 広島県広島市安佐南区大町東２－９－２８

広島中筋２丁目 広島県広島市安佐南区中筋２丁目４－１６

広島八木２丁目 広島県広島市安佐南区八木２丁目１４－２８

広島安川通り 広島県広島市安佐南区伴東４丁目１９－６

広島あさひが丘 広島県広島市安佐北区あさひが丘７丁目１６２番

広島可部３丁目 広島県広島市安佐北区可部３－１－１９

広島可部中央 広島県広島市安佐北区可部３丁目４５－８

広島可部４丁目 広島県広島市安佐北区可部４丁目１５－１６

広島可部南３丁目 広島県広島市安佐北区可部南３丁目１－６

広島勝木台 広島県広島市安佐北区亀山９丁目１３－１４－５

広島口田３丁目 広島県広島市安佐北区口田３丁目６６０－５

広島上小田 広島県広島市安佐北区口田南３丁目１４番２６号

広島口田南 広島県広島市安佐北区口田南７丁目２７４２－１

広島小河原町 広島県広島市安佐北区小河原町字寺林１５７０－１

広島上深川町 広島県広島市安佐北区上深川町７８６－４

広島深川１丁目 広島県広島市安佐北区深川１－５１－６

広島落合１丁目 広島県広島市安佐北区落合１丁目４４－４

広島五日市７丁目 広島県広島市佐伯区五日市７丁目６－１２

広島五日市駅前 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２

キヨスクＪＲ五日市駅 広島県広島市佐伯区五日市駅前１－１３

広島石内バイパス 広島県広島市佐伯区五日市町石内４１６７

広島セントラルシティ 広島県広島市佐伯区石内北２丁目５００５番１０

広島八幡２丁目 広島県広島市佐伯区八幡２丁目２３－１０

広島八幡東３丁目 広島県広島市佐伯区八幡東３丁目２９－４６－３

キヨスクＪＲ新井口駅 広島県広島市西区井口１－３０

広島井口５丁目 広島県広島市西区井口５丁目３５－３

広島井口明神 広島県広島市西区井口明神２丁目１－３６

広島横川２丁目 広島県広島市西区横川町２－５－１２

キヨスクＪＲ横川駅 広島県広島市西区横川町３－２－３０

広島観音新町１丁目 広島県広島市西区観音新町１丁目２－３１

広島新観音橋 広島県広島市西区観音本町１丁目１７番１８号

広島観音本町 広島県広島市西区観音本町２丁目９－２

広島己斐本町 広島県広島市西区己斐本町１丁目１６－１

広島高須２丁目 広島県広島市西区高須２丁目５－３０



広島横川駅北口 広島県広島市西区三篠町１ー１２ー１３

広島山手町 広島県広島市西区山手町３番６号

広島上天満町 広島県広島市西区上天満町４－１５

広島草津梅が台 広島県広島市西区草津梅が台７－１７

広島打越町 広島県広島市西区打越町４番１

広島南観音２丁目 広島県広島市西区南観音２丁目６番３２号

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

広島舟入幸町東 広島県広島市中区舟入幸町４－３

広島舟入幸町 広島県広島市中区舟入幸町２０－２４

広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３

広島昭和町 広島県広島市中区昭和町４－２０

広島西川口町 広島県広島市中区西川口町１１－２

広島並木通り 広島県広島市中区袋町１－４

広島元安橋東 広島県広島市中区大手町１丁目５番２０

広島鷹野橋 広島県広島市中区大手町５－１７－１

広島鉄砲町 広島県広島市中区鉄砲町１０－１

広島東平塚 広島県広島市中区東平塚町３－２２

広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀７番２号

広島宝町南 広島県広島市中区宝町５－１

広島相生橋 広島県広島市中区本川町２丁目６番５号

広島流川 広島県広島市中区流川町１番１８号

広島幟町東 広島県広島市中区幟町１－１０

広島大芝水門東 広島県広島市東区牛田新町１丁目３－１４

広島牛田東 広島県広島市東区牛田東３－６－２５

広島戸坂千足 広島県広島市東区戸坂千足１丁目１０番１号

広島馬木 広島県広島市東区馬木５－１６９９－１

広島福田 広島県広島市東区福田６ー２１０１ー１

広島矢賀新町４丁目 広島県広島市東区矢賀新町４丁目１番２３号

広島旭２丁目 広島県広島市南区旭２丁目８－１

広島宇品御幸 広島県広島市南区宇品御幸５－１６－８

広島皆実４丁目 広島県広島市南区皆実町４丁目２４－２０

広島京橋東 広島県広島市南区京橋町９－２１

広島広大病院前 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０

広島出汐１丁目 広島県広島市南区出汐１丁目１７番１４号

広島出島２丁目 広島県広島市南区出島２丁目１－１

ハートインエキエ広島新幹線口 広島県広島市南区松原町１－２

ハートインＪＲ広島駅在来改札内 広島県広島市南区松原町２－３７

ハートインエキエ広島 広島県広島市南区松原町２－３７

広島スタジアムメインゲート前 広島県広島市南区西蟹屋３丁目２－１

広島青崎 広島県広島市南区青崎１丁目６番３号

広島的場１丁目 広島県広島市南区的場町１丁目２－２３

広島的場２丁目 広島県広島市南区的場町２丁目６番１０号

広島東雲本町３丁目 広島県広島市南区東雲本町３丁目３－７

広島東霞町 広島県広島市南区東霞町２－２１



広島東本浦 広島県広島市南区東本浦町１９－５

広島楠那町 広島県広島市南区楠那町５－１７

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

三原久井 広島県三原市久井町下津１６４１－９

三原古浜町 広島県三原市古浜２丁目１－２５

三原幸崎町 広島県三原市幸崎能地４丁目２８番５号

三原沼田西 広島県三原市沼田西町惣定９２０－１

広島大和町 広島県三原市大和町下徳良１９０４－８

三原久井インター 広島県三原市八幡町垣内４７０－１

三次市三次 広島県三次市三次町１２０－５

三次巴橋西 広島県三次市三次町１３１８－５

三次和知 広島県三次市四拾貫町１３５２番地１

三次東酒屋町 広島県三次市東酒屋町５２２－１

三次八次 広島県三次市南畑敷町６０２－１

広島戸河内インター 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１

広島千代田春木 広島県山県郡北広島町春木字茶堂２５３－１

広島千代田本地 広島県山県郡北広島町本地１８６８－１

広島千代田インター 広島県山県郡北広島町有田６６２

庄原山内 広島県庄原市山内町４４１－１

庄原インター 広島県庄原市新庄町２６８－３

庄原西城町 広島県庄原市西城町中野字小別当１７４７番３

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

広島世羅インター 広島県世羅郡世羅町西上原１６２７－７

世羅甲山中央 広島県世羅郡世羅町大字西上原字流４８３番２

広島世羅町 広島県世羅郡世羅町本郷６５３－２

大竹インター 広島県大竹市黒川１丁目８番３０号

竹原東大井 広島県竹原市竹原町２９９３－１

キヨスクＪＲ竹原駅 広島県竹原市中央１丁目１番１号

広島河内インター 広島県東広島市河内町入野１２９７－５

マイクロンメモリＧ棟 広島県東広島市吉川工業団地７－１０

黒瀬切田 広島県東広島市黒瀬町兼広１６９－１

黒瀬楢原 広島県東広島市黒瀬楢原東２丁目２１－２５

おみやげ街道東広島 広島県東広島市三永１丁目４番２４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

東広島西条下見北 広島県東広島市西条町下見４１４２－４

東広島御薗宇新町 広島県東広島市西条町御薗宇字上城４９１２番

東広島西条大沢 広島県東広島市西条町大沢下南４２９－１

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

東広島田口 広島県東広島市西条町田口字西東子２４４０－２

廿日市下平良２丁目 広島県廿日市市下平良２丁目１－４４

おみやげ街道宮島口 広島県廿日市市宮島口１－３－２３

廿日市大野中央 広島県廿日市市大野中央４丁目４－２２

廿日市地御前北３丁目 広島県廿日市市地御前北３丁目２６－７

広島峠 広島県廿日市市峠１１１－３



廿日市阿品 広島県廿日市市福面２－４－２

廿日市本町 広島県廿日市市本町１－１８

因島中庄 広島県尾道市因島中庄町６６０－１

因島土生 広島県尾道市因島土生町１６８１－２

尾道御調 広島県尾道市御調町市２３６－１

尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道高須町 広島県尾道市高須町４８６６番地６

尾道栗原本通り 広島県尾道市西則末町５番２号

ハートインＪＲ尾道駅 広島県尾道市東御所町１－１

尾道美ノ郷 広島県尾道市美ノ郷町本郷１０９４番１

備後府中鵜飼町 広島県府中市鵜飼町５１－１

備後府中国府 広島県府中市高木町６４６－１

備後府中中須大踏切 広島県府中市中須町７３番１５

福山伊勢丘５丁目 広島県福山市伊勢丘５丁目８－９

福山引野２丁目 広島県福山市引野町２丁目２７番２号

福山引野５丁目 広島県福山市引野町５丁目１３番４号

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

福山駅家町江良 広島県福山市駅家町江良５８７－１

福山駅家町上山守 広島県福山市駅家町大字上山守４８７番１

福山沖野上２丁目 広島県福山市沖野上町２丁目９番１６号

福山御幸町森脇 広島県福山市御幸町森脇７１４－１

福山御幸町 広島県福山市御幸町大字下岩成２７７－１

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

福山御門３丁目 広島県福山市御門町３－１－１８

福山光南３丁目 広島県福山市光南町３丁目７番３５号

福山三吉町南 広島県福山市三吉町南１－４－２２

ハートインＪＲ福山駅西 広島県福山市三之丸町３０－１

福山春日１丁目 広島県福山市春日町１丁目１－２０

福山春日６丁目 広島県福山市春日町６丁目８番３０号

福山曙５丁目 広島県福山市曙町５ー１９ー４３

福山新涯大橋西 広島県福山市新涯町４丁目１６－１６

福山新市戸手 広島県福山市新市町戸手１６８

福山神辺 広島県福山市神辺町新湯野３丁目４０－４

福山平成大学通り 広島県福山市神辺町大字十三軒屋四番目１８５－１

福山水呑半坂橋 広島県福山市水呑町５５－６

福山水呑町 広島県福山市水呑町４１２２－１

福山西新涯町 広島県福山市西新涯町２丁目１０－１５

福山多治米１丁目 広島県福山市多治米町１丁目９－２

福山東手城３丁目 広島県福山市東手城町３丁目３３－２２

福山東深津３丁目 広島県福山市東深津町３丁目３－２１

福山東町 広島県福山市東町３丁目８－１３

福山藤江町 広島県福山市藤江町１８０７－１

福山道三町 広島県福山市道三町２－１

福山南松永 広島県福山市南松永町２丁目３－３７

福山南松永３丁目 広島県福山市南松永町３丁目４－２２



福山南蔵王２丁目 広島県福山市南蔵王町２丁目４－２

福山南本庄 広島県福山市南本庄４丁目１０番８号

福山宝町 広島県福山市宝町３０－１

福山本庄町中４丁目 広島県福山市本庄町４－４－３７

福山木之庄 広島県福山市木之庄町２ー１３ー４１

福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２

店名 住所
宇部ひらき 山口県宇部市開３丁目１番１４号

宇部厚南中央 山口県宇部市厚南中央２丁目１番３４号

宇部厚南 山口県宇部市黒石北４丁目７９２－２１

宇部西岐波 山口県宇部市今村南２丁目９－１２

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

宇部西平原 山口県宇部市西平原２丁目２２３３番１

宇部空港通り 山口県宇部市則貞６丁目８－２３

宇部妻崎開作 山口県宇部市大字妻崎開作８５２－１

宇部片倉 山口県宇部市大字西岐波５１６５－４

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

宇部善和 山口県宇部市大字善和字東大谷１７６番１５

宇部中山 山口県宇部市大字中山７８６－３

宇部東インター 山口県宇部市大字東岐波字通堂７９７－１

宇部東須恵中原 山口県宇部市大字東須恵２ノ角田２７０１－２

宇部黒石 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

宇部東新川 山口県宇部市東新川町４－５

下関綾羅木新町 山口県下関市綾羅木新町３丁目３番１号

下関羽山町 山口県下関市羽山町２５－１３

下関王喜 山口県下関市王喜本町３丁目１７－７

下関球場前 山口県下関市蒲生野９５９－１

下関菊川岡枝 山口県下関市菊川町大字上岡枝８０２－７

下関汐入 山口県下関市汐入町１－４

下関上田中 山口県下関市上田中町４丁目１番１２号

下関新地 山口県下関市新地西町１０ー３

下関福江 山口県下関市大字福江字林原４８４－１

下関グリーンモール 山口県下関市竹崎町２丁目１０ー１８

下関竹崎４丁目 山口県下関市竹崎町４丁目１－３０

ハートインＪＲ下関駅東口 山口県下関市竹崎町４－３－１

ハートインＪＲ下関駅リピエ 山口県下関市竹崎町４丁目３番３号

下関長府珠の浦 山口県下関市長府珠の浦町２１－１

下関競艇場前 山口県下関市長府松小田東町６番１５号

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関彦島福浦口 山口県下関市彦島江の浦町３丁目９－１９

下関彦島向井町 山口県下関市彦島田の首町１丁目２－９

下関彦島水門 山口県下関市彦島本村町６丁目８３９－１２

下関宝町 山口県下関市宝町５番１－５号



下松久保中学校前 山口県下松市山田１００番１

下松生野屋 山口県下松市生野屋２丁目２－４

下松末武上 山口県下松市大字末武上字上中島１０７０－１

周南星プラザ 山口県下松市中央町２１－３

下松藤光町１丁目 山口県下松市藤光町１丁目７番１１号

岩国旭町 山口県岩国市旭町１丁目１０－６

岩国空港入口 山口県岩国市旭町２丁目９番５１号

岩国錦見 山口県岩国市錦見４丁目１－８

西岩国駅前 山口県岩国市錦見６丁目２３３９番３

玖珂野口下 山口県岩国市玖珂町１０８７－１

岩国元町４丁目 山口県岩国市元町４丁目６番７

周東町西長野 山口県岩国市周東町西長野１５０番地

岩国昭和町 山口県岩国市昭和町１丁目６－１５

岩国インター 山口県岩国市多田字八幡原１０１番１

岩国中津町 山口県岩国市中津町２－１６－２０

南岩国１丁目 山口県岩国市南岩国町１丁目２０－４５

岩国平田 山口県岩国市平田５丁目２８－１１

岩国保津町 山口県岩国市保津町２丁目６番３５号

岩国駅前中央通り 山口県岩国市麻里布町３丁目１７－８

岩国門前町 山口県岩国市門前町１丁目１８－２７

山口由宇 山口県岩国市由宇町南１－３－１

岩国立石 山口県岩国市立石町１丁目５－４０

岩国和木３丁目 山口県玖珂郡和木町和木３丁目３番３７号

光市光井６丁目 山口県光市光井６丁目１５６７－１

光市三井 山口県光市三井５－２０－１５

光市島田 山口県光市島田２丁目１２－７

光市虹ヶ丘 山口県光市虹ケ丘１丁目１１番３１号

山口阿知須中之坪 山口県山口市阿知須７０２７－１

山口湯田大橋 山口県山口市維新公園２丁目５番３５号

山口維新公園 山口県山口市維新公園５丁目１－１

山口下小鯖 山口県山口市下小鯖２７０６番１

山口八反田 山口県山口市下小鯖３８５８－１

山口嘉川中市 山口県山口市嘉川字熊村４８２０番１

山口吉敷中東 山口県山口市吉敷中東４丁目１番２０号

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

新山口駅前 山口県山口市小郡下郷１２９２－１

ハートインＪＲ新山口駅在来改札口 山口県山口市小郡令和１丁目２番１号

山口小郡下郷 山口県山口市小郡下郷字深田８１４－２

山口小郡御幸町 山口県山口市小郡御幸町６－３

山口県庁前 山口県山口市水の上町１７８５－６

山口泉都町 山口県山口市泉都町１－３０

山口平川 山口県山口市大字平井字久念田１４５０－２

山口インター 山口県山口市大内長野４６８－１

山口湯田温泉３丁目 山口県山口市湯田温泉３丁目１－２６

山口湯田温泉４丁目 山口県山口市湯田温泉４丁目８－２２



山口上平井 山口県山口市平井３６７番地１

山口矢原 山口県山口市矢原１１４３

山陽小野田丸河内 山口県山陽小野田市大字丸河内９７４番６８

山陽小野田厚陽 山口県山陽小野田市大字郡字東原３１６７－１

山口厚狭本町 山口県山陽小野田市大字厚狭４６１－１

小野田萩森口 山口県山陽小野田市東高泊字上山根９－１

山陽小野田平成町 山口県山陽小野田市平成町４番１号

徳山櫛ヶ浜 山口県周南市櫛ヶ浜字西浜田５１４－２１

周南孝田町 山口県周南市孝田町２番２０号

周南新宿通 山口県周南市新宿通３丁目１６番地

周南新堤 山口県周南市新堤町１０－２３

周南政所 山口県周南市政所３丁目６番１１号

周南代々木通 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

周南大内町 山口県周南市大内町３番１１号

周南二番町 山口県周南市二番町４１１６

新南陽市役所前 山口県周南市富田１丁目２－１３

周南富田 山口県周南市富田２７６４－１

周防大島久賀 山口県大島郡周防大島町大字久賀字竜頭下４７６４－５

山口大島橘 山口県大島郡周防大島町大字土居字角田１２８２－１

長門仙崎 山口県長門市仙崎４０２－１

長門東深川下郷 山口県長門市東深川字渋谷２２３５－１

長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１

萩玉江 山口県萩市大字山田４２７４－１

萩金谷 山口県萩市大字椿字金谷２８１１－１

萩椿東 山口県萩市大字椿東２９２８－４

美東大田 山口県美祢市美東町大田字温湯５２７４－１

防府桑南 山口県防府市桑南１丁目１６－５１

防府三田尻 山口県防府市三田尻２丁目３３－１７

防府西仁井令町 山口県防府市西仁井令２丁目２９－１５

防府西浦 山口県防府市大字植松字黒田１６９９－１４

防府長沢レーク 山口県防府市大字台道字先土井山５３７番２７

防府中関 山口県防府市田島４２５－３５

防府東仁井令町 山口県防府市東仁井令町５７５－１

防府迫戸町 山口県防府市迫戸町２３－１８

柳井新庄 山口県柳井市新庄１５６４－１

柳井南町３丁目 山口県柳井市南町３－２－５

柳井港前 山口県柳井市柳井字江ノ浦１５０－６５

店名 住所
阿南那賀川 徳島県阿南市那賀川町工地大久保２９６－１

阿南領家町 徳島県阿南市領家町走寄１００

海陽町宍喰 徳島県海部郡海陽町宍喰浦松原２１１－１

吉野川鴨島町絵馬堂 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６９

三好井川町 徳島県三好市井川町西井川１０３６－１

三好三野町 徳島県三好市三野町芝生３９２

三好池田町ウエノ 徳島県三好市池田町ウエノ３１２０番地１



三好池田町サラダ 徳島県三好市池田町サラダ１６１２番地３４

阿南羽ノ浦 徳島県小松島市大林町字高橋６９番１

小松島日開野町 徳島県小松島市日開野町字弥三次１１番地１

徳島かちどき橋５丁目 徳島県徳島市かちどき橋５丁目１－７

徳島吉野本町６丁目 徳島県徳島市吉野本町６丁目２２

徳島金沢１丁目 徳島県徳島市金沢１丁目８４－１０

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

徳島紺屋町 徳島県徳島市紺屋町１０－１

徳島佐古八番町 徳島県徳島市佐古八番町３－２３

ＪＲ徳島駅前 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１－４－２

徳島川内町住吉 徳島県徳島市川内町平石住吉１３９番１

徳島大道４丁目 徳島県徳島市大道４丁目２３－２

徳島津田浜之町 徳島県徳島市津田浜之町８－１

徳島不動西町 徳島県徳島市不動西町１丁目３８３－３

徳島福島２丁目 徳島県徳島市福島２丁目５３－１

徳島北田宮２丁目 徳島県徳島市北田宮２丁目４７７－１

那賀町鷲敷 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川７５－１

松茂笹木野 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２１１番

板野町西中富 徳島県板野郡板野町西中富東中須３－２

板野インター 徳島県板野郡板野町川端字惣徳田６０

北島高房 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８

北島町中村 徳島県板野郡北島町中村字本須１１２－１

北島サンフラワードーム前 徳島県板野郡北島町北村字三町地２８－１

藍住町勝瑞 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西地１３７－１

藍住徳命 徳島県板野郡藍住町徳命字元村１６６－１

美馬市穴吹町 徳島県美馬市穴吹町穴吹字市ノ須賀４０番地

美馬市美馬 徳島県美馬市美馬町字養泉３４－１

美馬市脇町 徳島県美馬市脇町字拝原２００１－２

鳴門大麻町桧 徳島県鳴門市大麻町桧字尾山谷４２－４

鳴門黒崎 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島１４７－１

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

Ｋｉｏｓｋ宇多津駅 香川県綾歌郡宇多津町浜５番丁４９

Ｋｉｏｓｋ観音寺駅 香川県観音寺市栄町１丁目４－３０

観音寺坂本 香川県観音寺市坂本町６丁目２番１３号

観音寺三本松町 香川県観音寺市三本松町２丁目２１８５－１

観音寺豊浜町 香川県観音寺市豊浜町姫浜９４－１

丸亀運動公園前 香川県丸亀市金倉町上下所９３８

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

なおしま 香川県香川郡直島町３６９９番地７

高松サンポート 香川県高松市サンポート２番１号

高松塩江町 香川県高松市塩江町安原下第１号字高畑１８７１番８



高松潟元駅北 香川県高松市屋島西町１３５０－５４

高松瓦町２丁目 香川県高松市瓦町２丁目３－８

高松丸亀町 香川県高松市丸亀町１１番地１

香川労働基準会館前 香川県高松市郷東町４３３

高松新番丁小学校前 香川県高松市錦町２丁目１７－１

高松空港 香川県高松市香川町川東下字中村４００－１

高松香南町横井 香川県高松市香南町横井９３７－１

高松国分寺町福家 香川県高松市国分寺町福家甲６７７－１

高松今里 香川県高松市今里町１丁目１６－１

高松三谷町 香川県高松市三谷町字横内西１２５７番１

高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１

高松十川西町 香川県高松市十川西町４１４

高松瓦町駅東口 香川県高松市常磐町１丁目３番地１

高松多肥下町 香川県高松市多肥下町３８４番１

高松太田下町 香川県高松市太田下町１８５６－９

高松中央町 香川県高松市中央町１４番１６号

高松中間町 香川県高松市中間町４７１番１

高松朝日町３丁目 香川県高松市朝日町３丁目４４８－１３

Ｋｉｏｓｋクレメントイン高松 香川県高松市浜ノ町１番３号

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

高松木太町本村 香川県高松市木太町１３４８番地１

高松木太町 香川県高松市木太町２２９４－１

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

三豊市役所前 香川県三豊市高瀬町下勝間２７８８番５

三豊豊中町 香川県三豊市豊中町比地大９７９番地１

三豊詫間町 香川県三豊市詫間町詫間６７８２番地２１

小豆島土庄町 香川県小豆郡土庄町甲３６－１４

小豆島オリーブタウン 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１

善通寺吉原町 香川県善通寺市吉原町字上官坊６－１

四国こどもとおとなの医療センター 香川県善通寺市仙遊町２丁目１－１

善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１

Ｋｉｏｓｋ善通寺駅 香川県善通寺市文京町１－７－１

Ｋｉｏｓｋ琴平駅 香川県仲多度郡琴平町榎井８６４

多度津町北鴨 香川県仲多度郡多度津町北鴨２－５６９－１

店名 住所
松前町松前公園前 愛媛県伊予郡松前町大字筒井９２３番地

砥部町八倉 愛媛県伊予郡砥部町八倉６６番

伊予下吾川東 愛媛県伊予市下吾川字池田９２７－３

宇和島栄町港２丁目 愛媛県宇和島市栄町港２丁目６００－１０

Ｋｉｏｓｋ宇和島駅 愛媛県宇和島市錦町１０－１

宇和島長堀橋南 愛媛県宇和島市新田町１丁目乙１６７９－１



ＪＡ五十崎支所前 愛媛県喜多郡内子町平岡甲７６番地１

今治小泉４丁目 愛媛県今治市小泉４丁目１番２６号

今治蔵敷町１丁目 愛媛県今治市蔵敷町１丁目５－５

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号

今治波止浜 愛媛県今治市波止浜１５８－３

今治片山３丁目 愛媛県今治市片山３－１－５０

今治北鳥生町４丁目 愛媛県今治市北鳥生町４丁目３番２２号

今治北日吉町２丁目 愛媛県今治市北日吉町２丁目８番２５号

四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３

松山道入野ＰＡ下り 愛媛県四国中央市土居町浦山９６番地

松山道入野ＰＡ上り 愛媛県四国中央市土居町入野３０１－６

松山空港通６丁目 愛媛県松山市空港通６丁目９－５

松山須賀町 愛媛県松山市須賀町６番３号

松山清水町１丁目 愛媛県松山市清水町１丁目８番地２１

松山束本１丁目 愛媛県松山市束本１丁目２番３号

松山大街道２丁目 愛媛県松山市大街道２丁目６番地１０

松山中央１丁目 愛媛県松山市中央１丁目１１－２８

松山天山 愛媛県松山市天山２丁目４番１８号

松山土居田町 愛媛県松山市土居田町６０－１

松山道後喜多町 愛媛県松山市道後喜多町９－２２

松山道後今市 愛媛県松山市道後今市５番３０号

松山美沢 愛媛県松山市美沢１丁目８番５１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

松山保免中２丁目 愛媛県松山市保免中２丁目１番１号

ＨＡＲＵＹＡ松山北井門２丁目 愛媛県松山市北井門２丁目２０番３２号

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

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

松山和気町 愛媛県松山市和気町１丁目４７２番地４

Ｋｉｏｓｋ新居浜駅 愛媛県新居浜市坂井町２丁目３－４５

新居浜松木町 愛媛県新居浜市松木町２番２４号

新居浜田所町 愛媛県新居浜市田所町２番３１号

丹原町願連寺 愛媛県西条市丹原町池田１６５６－１

西条北条 愛媛県西条市北条１１７６番１

西条明屋敷 愛媛県西条市明屋敷２９９－１

西予宇和町卯之町 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５５０番地

西予れんげ 愛媛県西予市宇和町上松葉１９５－１

大洲中央病院前 愛媛県大洲市東大洲１３番地１

愛媛大洲街道 愛媛県大洲市東大洲９６－１

大洲徳森 愛媛県大洲市徳森字渡り１３４９－３

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

土佐山田町西本町 高知県香美市土佐山田町西本町５丁目２番２０号

津野町葉山 高知県高岡郡津野町姫野々４９７－１

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

高知駅前町 高知県高知市駅前町１－３

高知河ノ瀬町 高知県高知市河ノ瀬町１４番６

高知葛島４丁目 高知県高知市葛島４丁目１０１

高知鴨部１丁目 高知県高知市鴨部１丁目２０－１２

高知吉田町 高知県高知市吉田町３番２号

高知桟橋通１丁目 高知県高知市桟橋通１丁目８４番

高知駅北 高知県高知市新本町１丁目１４番３０号

高知新本町２丁目 高知県高知市新本町２丁目７－２２

高知杉井流 高知県高知市杉井流１５番２７号

高知瀬戸南町１丁目 高知県高知市瀬戸南町１丁目１３番２

高知神田西 高知県高知市朝倉甲６８－１

高知長浜 高知県高知市長浜４６２３番地１号

高知横浜南 高知県高知市長浜９９０番１

高知萩町 高知県高知市萩町１丁目２－２７

高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号

高知本町２丁目 高知県高知市本町２丁目４番３３号

高知和泉町 高知県高知市和泉町４１４番

須崎桐間南 高知県須崎市桐間南１１５番地

土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲３７０番２

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

南国下末松 高知県南国市下末松４４２－２

南国篠原 高知県南国市篠原１８１７番３


