
店名 住所

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

江別大麻晴美町 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０

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

札幌山の手２条７丁目 北海道札幌市西区山の手二条７丁目２－２７

札幌新川通り 北海道札幌市西区八軒１０条西６丁目５－５

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

札幌北４４条東 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌米里中央通 北海道札幌市白石区菊水元町７条３丁目１－８

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２－５

士別東６条 北海道士別市東６条８丁目１６０７

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

小樽桂岡 北海道小樽市桂岡町３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

千歳新富 北海道千歳市新富１丁目７－２２

千歳千代田 北海道千歳市千代田町４丁目１３番地

滝川東町 北海道滝川市東町３丁目９２－４

美深西１条 北海道中川郡美深町西１条南５丁目３６－４

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

白糠東１条 北海道白糠郡白糠町東１条南２丁目３番２

名寄西１０条 北海道名寄市西１０条南８丁目４８－４

店名 住所

五所川原鎌谷町 青森県五所川原市鎌谷町５１７－３

十和田三小通り 青森県十和田市東三番町３９番４号

青森長島４丁目 青森県青森市長島４丁目２３－２７

藤崎町村井 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井２２番４

店名 住所

一関樋渡 岩手県一関市字樋渡２６－１

遠野青笹町 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

雫石バイパス 岩手県岩手郡雫石町長山赤坂１１０番２

盛岡月が丘１丁目 岩手県盛岡市月が丘１－５－１６

盛岡東宮古街道 岩手県盛岡市中野１丁目２１－８

滝沢せいほくタウン 岩手県滝沢市穴口１３５番２

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

ツイステッドワンダーランドアクリルチャーム　取扱い店舗一覧

※鳥取県・佐賀県取扱い店舗なし



八幡平バイパス 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

店名 住所

丸森舘矢間 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲４０

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

気仙沼鹿折 宮城県気仙沼市中みなと町１番１号

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

仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９

仙台卸町駅前 宮城県仙台市若林区大和町５丁目９番１号

仙台旭ケ丘２丁目 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘２丁目２５－１

仙台荒巻神明町 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１４－１

仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

仙台西田中松下 宮城県仙台市泉区西田中字松下９－１

多賀城明月 宮城県多賀城市明月１－１－８６

店名 住所

横手上真山 秋田県横手市横手町字上真山１６８

角館小館 秋田県仙北市角館町小館４９－１

男鹿船川港 秋田県男鹿市船川港金川字留山１４－６

雄勝こまちインター 秋田県湯沢市小野字新田８３番１

店名 住所

山形駅西口 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

酒田宮野浦 山形県酒田市高見台２丁目２１番地８

新庄沼田町 山形県新庄市沼田町２５－１

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

店名 住所

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

いわき小名浜島 福島県いわき市小名浜島字西屋１０番

いわき湯本山ノ神 福島県いわき市常磐湯本町山ノ神１５－１

郡山鶴見坦１丁目 福島県郡山市鶴見坦１丁目６－２３

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

三春インター 福島県田村郡三春町大字熊耳神山２５９－１　

原町石神 福島県南相馬市原町区信田沢字下信田１０８

新白河駅前 福島県白河市新白河２ー１５３

福島八島町 福島県福島市八島町５－２３

飯坂八景 福島県福島市飯坂町八景６－２

店名 住所

みどり大間々諸町 群馬県みどり市大間々町大間々３８４－１

安中バイパス 群馬県安中市安中４－１２－５

安中原市 群馬県安中市原市１４０３－１

伊勢崎田中島 群馬県伊勢崎市田中島町１４６５－１

伊勢崎下触町南 群馬県伊勢崎市波志江町３１９０番１

館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５



桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４

長野原大津 群馬県吾妻郡長野原町大字大津字犬塚４００－４

群馬吉井長根 群馬県高崎市吉井町下長根３３９

高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４

高崎倉賀野町正六 群馬県高崎市倉賀野町３５４－９

高崎大橋町 群馬県高崎市並榎町１１７－１

高崎問屋町中央通り 群馬県高崎市問屋町２－２－１

渋川吹屋 群馬県渋川市吹屋６６１－２

前橋表町２丁目 群馬県前橋市表町２－２２－１３

前橋堀越町 群馬県前橋市堀越町８０４－９

東武太田駅 群馬県太田市東本町１６－１

富岡宇田 群馬県富岡市宇田４９１－１

榛東広馬場 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６４０ー２

店名 住所

宇都宮鶴田三の沢 栃木県宇都宮市鶴田町２１２６ー１

下野自治医大 栃木県下野市祇園１－１３－８

下野上三川 栃木県河内郡上三川町上三川４３５６－１

佐野赤坂町 栃木県佐野市赤坂町９８４－１７

佐野堀米東 栃木県佐野市堀米町２２－１

小山羽川北 栃木県小山市大字羽川５１７－１３

足利羽刈工業団地 栃木県足利市羽刈町字新田５９３－７

足利問屋団地 栃木県足利市問屋町１７５３－４

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

烏山バイパス 栃木県那須烏山市城東２２０－１

黒磯埼玉 栃木県那須塩原市埼玉５－１３

矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号

店名 住所

研究学園駅西 茨城県つくば市研究学園５丁目３番地２

ひたちなか湊中央 茨城県ひたちなか市湊中央２丁目８－７

阿見あけぼの 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

阿見荒川沖駅東 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６６－２

笠間美原３丁目 茨城県笠間市美原３丁目１４７０番４２９

結城駅前 茨城県結城市大字結城１３６１５

行方根小屋 茨城県行方市根小屋字寺前１０２３

取手本郷１丁目 茨城県取手市本郷１丁目６１９４

茨城守谷松ヶ丘 茨城県守谷市松ヶ丘１－１－１

常総山田南 茨城県常総市水海道山田町４６４６

神栖１丁目 茨城県神栖市神栖１－９－１

下館八丁 茨城県筑西市岡芹９５７－１

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

潮来日の出６丁目 茨城県潮来市日の出６－１－２６

大洗祝町 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２６－４８

大洗駅前通り 茨城県東茨城郡大洗町桜道２１０



日立助川町５丁目 茨城県日立市助川町５－１８９－１

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

店名 住所

浦和元町中央 埼玉県さいたま市浦和区元町２丁目１７番１８号

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

鉄道博物館前 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２６３－１

大宮駅南銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６６－１

ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２

さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１－５

大袋駅前 埼玉県越谷市袋山２０４５－１

東越谷６丁目 埼玉県越谷市東越谷６丁目２６番地６

桶川若宮２丁目 埼玉県桶川市若宮２－１６－１６

加須礼羽 埼玉県加須市馬内６２７

狭山笹井１丁目 埼玉県狭山市笹井１丁目２４－５

江南板井 埼玉県熊谷市板井４７８

行田向町 埼玉県行田市向町２０ー３５

坂戸にっさい 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４丁目１５番地６０

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３－６８０

三郷鷹野中央通り 埼玉県三郷市鷹野３丁目２６１－１

上里神保原 埼玉県児玉郡上里町神保原町４４７－１

春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２

新所沢駅東口 埼玉県所沢市松葉町１１－１

東所沢３丁目 埼玉県所沢市東所沢３－１－１

所沢プロペ通り 埼玉県所沢市日吉町１０－２２

アリコベール上尾 埼玉県上尾市宮本町２－１

新座菅沢１丁目 埼玉県新座市菅沢１－９－３３

新座西堀２丁目 埼玉県新座市西堀２－２－１３

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

深谷血洗島 埼玉県深谷市血洗島７４－１

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

鶴ヶ島駅東口 埼玉県川越市小堤９１２－６

川越新河岸 埼玉県川越市大字砂新田８０－２３

川越水上公園前 埼玉県川越市豊田本２丁目２４－１８

川口駅東口 埼玉県川口市川口１－１－１－Ｂ１０４

西川口駅東口 埼玉県川口市並木２－１－６

川口並木３丁目 埼玉県川口市並木３－３－９

草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５

草加氷川北 埼玉県草加市氷川町２１７１－２１

草加氷川町西 埼玉県草加市氷川町６３５－７

寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１

寄居用土 埼玉県大里郡寄居町用土１７７０－２

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

東松山下野本 埼玉県東松山市下野本１７１１－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８



小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

富士見鶴瀬西２丁目 埼玉県富士見市鶴瀬西２－２５３４－１

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

本庄児玉八幡山 埼玉県本庄市児玉町八幡山北田３１番１

本庄西富田 埼玉県本庄市西富田９５０番地

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所

印西大森 千葉県印西市大森２５８９－１

浦安入船４丁目 千葉県浦安市入船４－９－１

浦安舞浜 千葉県浦安市舞浜２－４６－１

我孫子都部 千葉県我孫子市都部３５－１

鴨川長狭中学校前 千葉県鴨川市大川面字東板屋１００６－１

香取水郷 千葉県香取市一ノ分目１２０４－１

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉下志津 千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１

佐倉駅北口 千葉県佐倉市表町３丁目２番１７

横芝光インター 千葉県山武郡横芝光町宮川６０６９－１

芝山小池 千葉県山武郡芝山町小池９３２ー１

四街道美しが丘 千葉県四街道市美しが丘１－２－２

市原岩野見 千葉県市原市岩野見８７６－１

市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２

姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２

市原西五所 千葉県市原市西五所９－１

市原馬立 千葉県市原市馬立３４３

五井 千葉県市原市飯沼１３７ー１

五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８－７５

みのり台駅前 千葉県松戸市松戸新田５７５－２２

松戸駐屯地前 千葉県松戸市松飛台４５－５

上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２

成田公津の杜 千葉県成田市公津の杜１丁目１２－９

三里塚 千葉県成田市三里塚御料１ー１４１８

成田土屋 千葉県成田市土屋１２９５－１

千葉作草部町 千葉県千葉市稲毛区作草部町４７１－１

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千種 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６

新検見川 千葉県千葉市花見川区南花園２－２－１７

千葉桜木２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木２－１６－１

千葉御成街道若松 千葉県千葉市若葉区若松町４１０－１

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

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３

ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４

新京成ＳＴ北習志野 千葉県船橋市習志野台３－１－１

西船 千葉県船橋市西船４－２２－２

匝瑳吉田 千葉県匝瑳市吉田５００５番１



袖ケ浦長浦駅東 千葉県袖ケ浦市久保田１丁目１番７

銚子新生 千葉県銚子市新生町２－４－１２

銚子本城町 千葉県銚子市本城町４丁目４８３－１

東金家徳 千葉県東金市家徳６７７－２

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

Ｉｉｎｇセブンパ－クアリオ柏 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏

京成大和田駅前 千葉県八千代市大和田１００２－１

富里御料 千葉県富里市御料７４８番４

茂原長尾 千葉県茂原市長尾１９８０－１

木更津請西平川 千葉県木更津市請西１８０１－３

店名 住所

葛飾亀有駅北口 東京都葛飾区亀有５－１５－１４

葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１

葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４

葛飾西水元１丁目 東京都葛飾区西水元１－２９－１４

江戸川葛西駅西 東京都江戸川区中葛西３－１５－１６

中葛西５丁目 東京都江戸川区中葛西５－８－１５

南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９

江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８

江戸川臨海町２丁目 東京都江戸川区臨海町２－２－７

江東大島１丁目 東京都江東区大島１－１－１８

江東東砂５丁目 東京都江東区東砂５丁目１－２

江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５

芝浦３丁目 東京都港区芝浦３－１４－１５

東日暮里 東京都荒川区東日暮里３－３３－６

荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６

渋谷広尾５丁目 東京都渋谷区広尾５－８－１８

渋谷駅東口 東京都渋谷区渋谷３－１９－１

渋谷代々木１丁目南 東京都渋谷区代々木１－３０－１

高田馬場稲門ビル 東京都新宿区高田馬場２－１８－１１

新宿２丁目新宿通り 東京都新宿区新宿２－６－４

京王新宿３丁目ビル 東京都新宿区新宿３－１－２４

新宿アルタ 東京都新宿区新宿３－２４－３

東京都議会議事堂 東京都新宿区西新宿２－８－１

西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４

新宿アイランドタワー 東京都新宿区西新宿６－５－１

新宿中落合３丁目 東京都新宿区中落合３－１－３

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３

杉並荻窪５丁目 東京都杉並区荻窪５－３０－１７

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

世田谷新代田駅前 東京都世田谷区羽根木１－３－１４

世田谷通り 東京都世田谷区桜丘３－２７－６

三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１２



世田谷深沢 東京都世田谷区深沢１－１１－６

世田谷代田橋駅前 東京都世田谷区大原２丁目１７番１２号

世田谷等々力４丁目 東京都世田谷区等々力４－４－１１

秋葉原電気街口 東京都千代田区外神田１－１８－１９

九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１

秋葉原センタープレイス 東京都千代田区神田相生町１番

足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９

足立宮城１丁目 東京都足立区宮城１－２６－１０

足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２－６－１９

本木 東京都足立区本木２－４－２１

足立本木２丁目 東京都足立区本木２丁目３２－１４

浅草雷門前 東京都台東区雷門２丁目１８－７

京急ＳＴ蒲田改札前 東京都大田区蒲田４丁目５０番１１号

大田区上池台 東京都大田区上池台１－４４－１

勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２

日本橋堀留町２丁目 東京都中央区日本橋堀留町２－３－３

板橋西台駅前 東京都板橋区高島平１－８０－５

文京西片１丁目 東京都文京区西片１丁目１５－４

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

東池袋１丁目 東京都豊島区東池袋１－２３－９

北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１

北区田端新町３丁目 東京都北区田端新町３－２４－２

墨田東向島４丁目北 東京都墨田区東向島４丁目２４－１７

墨田文花 東京都墨田区文花３－２３－８

練馬春日町４丁目 東京都練馬区春日町４－５－７

練馬大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町７丁目６

練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２

あきる野小川 東京都あきる野市小川５１－１

羽村栄町２丁目 東京都羽村市栄町２－３－１

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

原町田４丁目 東京都町田市原町田４－１１－１８

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

調布仙川 東京都調布市仙川町３ー２ー１

東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２

東村山諏訪１丁目 東京都東村山市諏訪１－２７－７

東大和上北台 東京都東大和市上北台３－３５９－１

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

府中若松町 東京都府中市若松町３丁目３－１３

吉祥寺通り東 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－２－１

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７

立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１



立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８

店名 住所

愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２

横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１

横浜釜利谷東７丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目１番１号

横浜金沢八景駅前 神奈川県横浜市金沢区瀬戸４－３

東戸塚西武Ｓ．Ｃ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１

横浜戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６

横浜上大岡西２丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３

横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－４１－１９

７ＦＳそごう横浜Ｂ１ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１８－１

横浜あざみ野１丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１－１２

横浜山元町 神奈川県横浜市中区山元町２－９７

横浜鷹野橋 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５ー１７ー２８

横浜元宮１丁目 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－１７－１１

港北サウスウッド 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１

横浜都筑桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木３－９

横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９

横浜六ッ川２丁目 神奈川県横浜市南区六ッ川２－８６－６

厚木愛甲東 神奈川県厚木市愛甲東３－８－１０

厚木栄町１丁目 神奈川県厚木市栄町１丁目１４番１２号

座間栗原中央 神奈川県座間市栗原中央１丁目２５－３１

座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５

座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０

小田原下堀 神奈川県小田原市下堀１８４－２

小田原多古 神奈川県小田原市多古３７３－１

小田原飯泉南 神奈川県小田原市飯泉７４２

小田原別堀 神奈川県小田原市別堀９６－８

川崎幸町１丁目 神奈川県川崎市幸区幸町１－７９０

川崎小倉神社前 神奈川県川崎市幸区小倉４丁目６－４１

ミューザ川崎フロアツー 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地２階

川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２

川崎矢上 神奈川県川崎市幸区矢上９６５－３

川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２

川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３

川崎四ツ角 神奈川県川崎市川崎区大島３ー１５ー１５

川崎下小田中 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１

川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４－１０－８

川崎新丸子東２丁目 神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目８８４－１

神奈川藤野町 神奈川県相模原市緑区吉野２４１

相模湖インター 神奈川県相模原市緑区与瀬７１４



大和中央林間１丁目 神奈川県大和市中央林間１丁目９番１３号

平塚紅谷町 神奈川県平塚市紅谷町１１－１０

平塚代官町 神奈川県平塚市代官町１１－３６

平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６

店名 住所

燕井土巻 新潟県燕市井土巻２丁目６３番

糸魚川能生インター 新潟県糸魚川市大字寺山字石田７８－５

糸魚川高校前 新潟県糸魚川市大字平牛字大坪９４６－４

上越本町１丁目 新潟県上越市本町１丁目３番２６号

亀田曙 新潟県新潟市江南区曙１丁目８番３１号

新潟荻島 新潟県新潟市秋葉区荻島３丁目１３番２号

新潟坂井 新潟県新潟市西区坂井字村上９２６番１

新潟山二ツ 新潟県新潟市中央区山二ツ５－２－１５

新潟本町通 新潟県新潟市中央区本町通８番町１３０７

白根親和町 新潟県新潟市南区親和町６－２２

白根大通黄金 新潟県新潟市南区大通黄金４丁目１番地１０号

新潟和泉 新潟県新潟市南区和泉２１０－２

長岡日赤町１丁目 新潟県長岡市日赤町１丁目６５

南魚沼泉 新潟県南魚沼市泉甲４８－６

南魚沼二日町 新潟県南魚沼市二日町字台ノ下２５８番地１

店名 住所

伊那笠原 長野県伊那市高遠町西高遠２７－１

伊那みすず 長野県伊那市日影７１ー１

佐久石神 長野県佐久市中込原田１２６８－１

佐久長土呂北 長野県佐久市長土呂字南下原７６０－１

佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１

松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２

箕輪三日町 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町字城９６２－３

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

東部滋野 長野県東御市滋野乙２２８６－２

佐久穂町 長野県南佐久郡佐久穂町畑３６５８番１

飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１

店名 住所

大月御太刀１丁目 山梨県大月市御太刀１－１０－１３

笛吹一宮坪井 山梨県笛吹市一宮町坪井２６３－１

店名 住所

滑川上島 富山県滑川市上島２２２－３

高岡蓮花寺 富山県高岡市井口本江字五俵苅９２番１

富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１

店名 住所

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

ハートインＪＲ金沢駅 石川県金沢市広岡１丁目７番１号

ＤＲ金沢駅西口ロイネット 石川県金沢市広岡１丁目１２番１７号

金沢片町１丁目 石川県金沢市片町１丁目４－１６



金沢鳴和台 石川県金沢市鳴和台１１１

七尾国分町 石川県七尾市国分町ナ４９番

七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１

小松串茶屋町 石川県小松市串茶屋町い１４３－２

店名 住所

福井県立大学前 福井県吉田郡永平寺町松岡渡新田４字九艘沢５番３

店名 住所

松崎町江奈 静岡県賀茂郡松崎町江奈４００－１

掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

三島三好町 静岡県三島市三好町２６４－８２

三島八反畑 静岡県三島市青木１７６－４

三島平田 静岡県三島市平田１６６－１

長泉下土狩西 静岡県駿東郡長泉町下土狩字窪田３２０番４

静岡昭和町 静岡県静岡市葵区昭和町５番１

静岡上伝馬 静岡県静岡市葵区上伝馬１２－４１

静岡牧ヶ谷 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２２３９－２

静岡竜南１丁目 静岡県静岡市葵区竜南１丁目１９－１

静岡丸子新田 静岡県静岡市駿河区丸子新田字久能道下３２８－１

静岡中田２丁目 静岡県静岡市駿河区中田２丁目８－９

清水宮代町 静岡県静岡市清水区宮代町１４７－１

清水西久保 静岡県静岡市清水区西久保１丁目１番２５号

浜松佐浜町 静岡県浜松市西区佐浜町５２８０－２

浜松龍禅寺南 静岡県浜松市中区龍禅寺町７４４－３

天竜二俣町阿蔵 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１００

富士市水戸島１丁目 静岡県富士市水戸島１丁目５－２３

店名 住所

みよしあざぶＳＳ 愛知県みよし市莇生町原２

安城東端町 愛知県安城市東端町南山５８番１

岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町順喜９３－１

春日井押沢台 愛知県春日井市押沢台７丁目１４－１

春日井白山町 愛知県春日井市白山町６－６－９

瀬戸苗場町 愛知県瀬戸市苗場町１４３－２

西尾住崎町 愛知県西尾市住崎町出崎１１－３

東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９

ＮＢＳ愛知医科大学病院 愛知県長久手市岩作雁又１－１

豊橋広小路２丁目 愛知県豊橋市広小路２丁目９－１

豊橋中原町 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

豊田市神田町 愛知県豊田市神田町２丁目４番１

名古屋丸の内３本町通 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１３番２７号

名古屋金山駅西 愛知県名古屋市中区金山１丁目１５番６号

名古屋大須赤門 愛知県名古屋市中区大須３－３０－２０

名古屋上前津駅前 愛知県名古屋市中区大須４丁目１３番３４号

名古屋富士見町 愛知県名古屋市中区富士見町１１－１３



名古屋太閤通６丁目 愛知県名古屋市中村区太閤通６丁目８７番地

名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号

名古屋椿町南 愛知県名古屋市中村区椿町１８０５

名古屋六が池町 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋徳重 愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５

店名 住所

可児土田中町 岐阜県可児市土田字宿２３９６－１

岐阜芥見南山 岐阜県岐阜市芥見南山２丁目７－３

店名 住所

四日市鵜の森１丁目 三重県四日市市鵜の森１丁目７番８号

四日市つんつく大橋南 三重県四日市市日永西２丁目５番８号

店名 住所

茨木桑原 大阪府茨木市大字桑原２０１番２

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

堺旭ヶ丘北町１丁 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町１丁６－２６

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

堺百舌鳥梅北 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４丁３５５－１

松原上田１丁目 大阪府松原市上田１丁目１１番９号

泉佐野西本町 大阪府泉佐野市西本町１６－２２

泉南北野２丁目 大阪府泉南市北野２丁目４６－１

ハートインＪＲ西九条駅改札口 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１８

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

大阪千島１丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２８－８

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

大阪鶴見緑地 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１－２６

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

大阪天王寺駅北 大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３

エル京橋 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目５－６

大阪桑津１丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目２５－１４

大阪新深江駅南 大阪府大阪市東成区大今里南４－１－１０

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

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１１番のりば 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番１号

ハートインＪＲ大阪駅御堂筋南口 大阪府大阪市北区梅田３－１－１

ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３

ハートインＪＲ新大阪駅南口 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１

大阪日本橋５丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋５－１１－１

大阪日本橋西１丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目４番１９号

大東住道１丁目 大阪府大東市住道１丁目４－１

東大阪稲田新町 大阪府東大阪市稲田新町１－６－２２

東大阪三ノ瀬１丁目 大阪府東大阪市三ノ瀬１丁目１１－１４

東大阪長田２丁目 大阪府東大阪市長田２丁目１１番８号



豊中岡町東 大阪府豊中市岡町２－８

枚方船橋本町 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３

店名 住所

伊丹南町２丁目 兵庫県伊丹市南町２丁目２番１３号

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

ハートインＪＲ新三田駅前 兵庫県三田市福島字道野上４４０

三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４

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

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸桜口町４丁目 兵庫県神戸市灘区桜口町４丁目２－１

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

西宮花園町 兵庫県西宮市花園町１－３１

西宮前浜町 兵庫県西宮市前浜町１番５０

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

阪神大物駅南 兵庫県尼崎市大物町２丁目３番４号

尼崎武庫之荘５丁目 兵庫県尼崎市武庫之荘５丁目１４－８

ハートインＪＲ姫路駅北口 兵庫県姫路市駅前町１８８－１

姫路砥堀 兵庫県姫路市砥堀８０９－１

姫路白浜町北 兵庫県姫路市白浜町丙１９－１

西明石南町 兵庫県明石市西明石南町１丁目５６１－１０７

店名 住所

宇治神明 京都府宇治市神明宮北１３－５

亀岡駅前 京都府亀岡市追分町大堀５４番１

おみやげ街道ＪＲ京都駅西口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

京都西大路花屋町 京都府京都市下京区西七条掛越町６４

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ＪＲ山科駅前 京都府京都市山科区安朱北屋敷町

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

京都大宮総門口 京都府京都市北区大宮中総門口町１４

松井山手 京都府八幡市欽明台西４８番地

店名 住所

愛知川豊満 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２

甲賀大原市場 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場８９３

水口泉 滋賀県甲賀市水口町泉１４１５

滋賀安曇川五番領 滋賀県高島市安曇川町五番領１１８－３

安曇川駅前 滋賀県高島市安曇川町末広３丁目２－１

しらひげ神社前 滋賀県高島市鵜川２８８－１

大津石山駅前 滋賀県大津市粟津町６番３号

ＪＲ大津駅前 滋賀県大津市春日町２－１

北近江高月 滋賀県長浜市高月町井口１３９２－１６

八日市小脇 滋賀県東近江市小脇町２３７２番地１

彦根銀座町 滋賀県彦根市河原２丁目１番１号



彦根城前 滋賀県彦根市尾末町７番

米原梅ヶ原 滋賀県米原市梅ヶ原３２６

店名 住所

橿原中曽司町 奈良県橿原市中曽司町９３－１

五條須恵 奈良県五條市須恵３丁目８－１７

近鉄奈良駅西 奈良県奈良市西御門町１３番２

キヨスクＪＲ王寺駅改札内 奈良県北葛城郡王寺町久度２－６－１０

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

広陵町笠東 奈良県北葛城郡広陵町笠２５０－１

店名 住所

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 和歌山県田辺市湊１番２４号

和歌山宇田森 和歌山県和歌山市宇田森字才ノ神２７７番１

店名 住所
取扱い店舗なし 鳥取県

店名 住所

東出雲インター 島根県松江市東出雲町出雲郷７２２－１

松江大根島 島根県松江市八束町入江字田島４２８番２

店名 住所

岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

岡山千鳥町 岡山県岡山市南区千鳥町１５番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

岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

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

瀬戸内豆田 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１５６－４

倉敷中庄駅前 岡山県倉敷市松島１０９０－１

真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１

美作中尾 岡山県美作市中尾字半田７番１

店名 住所

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

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

広島西原９丁目 広島県広島市安佐南区西原９丁目１４－４

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

広島宝町南 広島県広島市中区宝町５－１

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 広島県広島市南区松原町２－３７

広島楠那町 広島県広島市南区楠那町５－１７

広島戸河内インター 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１

東広島志和堀 広島県東広島市志和町志和堀字青木３５３７－１

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

おみやげ街道宮島口 広島県廿日市市宮島口１－３－２３



福山曙５丁目 広島県福山市曙町５ー１９ー４３

福山藤江町 広島県福山市藤江町１８０７－１

店名 住所

宇部昭和町４丁目 山口県宇部市昭和町４丁目１０－２１

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

周南星プラザ 山口県下松市中央町２１－３

山口由宇 山口県岩国市由宇町南１－３－１

山口阿知須中之坪 山口県山口市阿知須７０２７－１

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

防府西仁井令町 山口県防府市西仁井令２丁目２９－１５

店名 住所

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

徳島福島２丁目 徳島県徳島市福島２丁目５３－１

美馬市脇町 徳島県美馬市脇町字拝原２００１－２

店名 住所

ことでん瓦町駅 香川県高松市常磐町１丁目３番地１

高松瓦町駅東口 香川県高松市常磐町１丁目３番地１

高松中央町 香川県高松市中央町１４番１６号

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

店名 住所

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

今治小泉４丁目 愛媛県今治市小泉４丁目１番２６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

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５

新居浜田所町 愛媛県新居浜市田所町２番３１号

大洲徳森 愛媛県大洲市徳森字渡り１３４９－３

店名 住所

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

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１

店名 住所

久留米市役所前 福岡県久留米市中央町３２番３４

宮田百合野 福岡県宮若市龍徳１９９番地１

大野城筒井２丁目 福岡県大野城市筒井２丁目４－４

直方中央橋 福岡県直方市頓野１５４９

八女吉田 福岡県八女市吉田８０６番３

福岡唐人町駅前 福岡県福岡市中央区今川１丁目１－２７

福岡松田２丁目 福岡県福岡市東区松田２丁目９－１５

福岡大岳１丁目 福岡県福岡市東区大岳１丁目１２－２０

福岡長住２丁目 福岡県福岡市南区長住２丁目２０番１２号



博多新和町２丁目 福岡県福岡市博多区新和町２丁目５番２３号

博多駅中央街 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７番２１号

西小倉駅前 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１４

八幡西曲里町 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

八幡竹末 福岡県北九州市八幡西区竹末２丁目４番２１号

門司港松本 福岡県北九州市門司区栄町１１－１６

店名 住所
取扱い店舗なし 佐賀県

店名 住所

佐世保愛宕町 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２

長崎稲佐橋 長崎県長崎市光町２番

島原北門町 長崎県島原市北門町１２９７－１

店名 住所

水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８

店名 住所

臼杵江無田 大分県臼杵市江無田２３７－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

大分下郡東 大分県大分市下郡東１丁目６番７号

中津東浜 大分県中津市大字東浜１０７４－１

日田大山 大分県日田市大山町西大山字宮ノ本９０２番２

豊後大野三重大原 大分県豊後大野市三重町赤嶺字松久保２６８５番地６

店名 住所

宮崎柳丸町 宮崎県宮崎市柳丸町３９０ー１１

店名 住所

加治木小学校前 鹿児島県姶良市加治木町反土２９７４－１

鹿屋今坂町 鹿児島県鹿屋市今坂町１０１１８番３

鹿屋新生町 鹿児島県鹿屋市新生町１２番２号

店名 住所

うるまみどり町４丁目 沖縄県うるま市みどり町４丁目２０－４

恩納前兼久 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久比嘉川原１５９－１

北谷上勢頭 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１４－５

津嘉山ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山３４３－１

那覇首里大名町３丁目 沖縄県那覇市首里大名町３丁目３５番３

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１－２９－２

那覇西２丁目 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

那覇壺川１丁目 沖縄県那覇市壺川１丁目１２番地１１

豊見城中央 沖縄県豊見城市字豊見城４５８－１


