
　「ペコちゃん人形付きお菓子バッグ」取扱い店舗一覧

店名 住所

旭川東警察署前 北海道旭川市１条通２５丁目４８９番３７

旭川５条１９丁目 北海道旭川市５条通１９丁目１７１７番１４０

旭川永山２条 北海道旭川市永山２条６丁目１－２７

旭川秋月２条 北海道旭川市秋月２条１丁目４－３

旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９

旭川新富２条 北海道旭川市新富２条１丁目１１番１７号

旭川神楽１０丁目 北海道旭川市神楽４条１０丁目５番７号

旭川神居３条 北海道旭川市神居３条３丁目１番２号

旭川豊岡１３条 北海道旭川市豊岡１３条４丁目１－１

旭川末広５条 北海道旭川市末広５条３ー１ー１６

芦別中央 北海道芦別市南１条東１丁目１１－１１

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

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

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

岩見沢東町 北海道岩見沢市東町１条７丁目

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

上富良野栄町 北海道空知郡上富良野町栄町３ー２ー４

奈井江町 北海道空知郡奈井江町字奈井江町１１７番地１

南富良野 北海道空知郡南富良野町字幾寅７８９－２２

釧路春採７丁目 北海道釧路市春採７丁目１－３０

釧路新富士５丁目 北海道釧路市新富士町５丁目３－１１

釧路南大通 北海道釧路市南大通５丁目１番５号

厚岸尾幌 北海道厚岸郡厚岸町尾幌７７－２

江別大麻北町 北海道江別市大麻北町５１８番５７

江別牧場町 北海道江別市牧場町３６－１６

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

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

札幌発寒７条 北海道札幌市西区発寒７条１０丁目１番３０号

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６条 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７

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

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

札幌三角点通り 北海道札幌市東区東苗穂１２条２ー６ー１５

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２６条 北海道札幌市東区北２６条東１２丁目３－１

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 北海道札幌市南区真駒内１７番地５５５

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌川沿２条 北海道札幌市南区川沿２条３丁目８－１

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

士別東６条 北海道士別市東６条８丁目１６０７

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

斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８

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２６－１

新冠北星町 北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６

石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４

石狩花川南１条 北海道石狩市花川南１条２丁目２７３番地

千歳信濃２丁目 北海道千歳市信濃２ー１２ー１

標茶開運 北海道川上郡標茶町開運５丁目１４

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

帯広西２１南５丁目 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号

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

登別若草町 北海道登別市若草町４丁目１１－２

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

苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４

苫小牧柏木４丁目 北海道苫小牧市柏木町４丁目１－１２



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

白老萩野西 北海道白老郡白老町萩野８４－１８８

函館五稜郭機関区前 北海道函館市昭和４丁目２０－２

函館大縄八幡通 北海道函館市大縄町２１番１号

函館湯の川温泉 北海道函館市湯川町１丁目６番１号

函館弁天町 北海道函館市弁天町１８番２号

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

標津町 北海道標津郡標津町南４条西１丁目１番１９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 北海道北斗市七重浜８丁目１番１号

名寄西１０条 北海道名寄市西１０条南８丁目４８－４

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

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

留萌小平 北海道留萌郡小平町字小平町３３０

留萌合同庁舎前 北海道留萌市花園町４丁目１番５号

留萌開運町 北海道留萌市開運町２丁目３番１６号

店名 住所

弘前小比内５丁目 青森県弘前市大字小比内５丁目１８－９

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

十和田東十四番町 青森県十和田市東十四番町４１番５号

おいらせ新田 青森県上北郡おいらせ町新田８１

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

青森造道３丁目 青森県青森市造道３丁目２－２



八戸沼館南 青森県八戸市沼館１丁目１０－２９

八戸高岩 青森県八戸市大字上野堀端３番７

八戸田向 青森県八戸市田向４丁目３－１

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

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

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

花巻石鳥谷八幡 岩手県花巻市石鳥谷町八幡４－１－２

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

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

盛岡夕顔瀬町 岩手県盛岡市夕顔瀬町６－１０

盛岡緑が丘４丁目 岩手県盛岡市緑が丘４－９－３５

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

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番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

北上町分 岩手県北上市町分１８地割４７番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町字馬場前３０４番地１７

陸前高田竹駒町 岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里１５番地３

店名 住所

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

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

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

岩沼小川 宮城県岩沼市小川字新河原１７－３

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

大和町相川 宮城県黒川郡大和町まいの４丁目６番地１０

柴田船岡入袋 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字入袋２００番５７

大河原西桜町 宮城県柴田郡大河原町字西桜町１－２１

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

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

仙台福田町２丁目 宮城県仙台市宮城野区福田町２－３－４９

仙台沖野 宮城県仙台市若林区沖野２丁目１０番６０号

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

仙台トラストシティ 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１

仙台一番町４丁目 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－２２

仙台芋沢 宮城県仙台市青葉区芋沢字四反田前３１－１

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

仙台折立 宮城県仙台市青葉区折立３ー２ー１２

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

仙台東中田 宮城県仙台市太白区東中田２丁目７－６

多賀城桜木 宮城県多賀城市桜木三丁目３番３６号

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

白石蔵王駅前 宮城県白石市東町２丁目１－１

名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

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

横手三ノ口 秋田県横手市横手町字三ノ口１－１

秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

秋田将軍野南２丁目 秋田県秋田市将軍野南２丁目５－３７

秋田泉北３丁目 秋田県秋田市泉北３丁目３－１８

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

由利本荘本田仲町 秋田県由利本荘市本田仲町７３番２

由利本荘大門本町通 秋田県由利本荘市裏尾崎町５２－４

店名 住所

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

山形七日町２丁目 山形県山形市七日町２丁目７番４６

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

酒田亀ヶ崎２丁目 山形県酒田市亀ヶ崎２丁目１－９

新庄新町 山形県新庄市新町４番９号

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

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

東根蟹沢 山形県東根市一本木２丁目１番１号

東根神町中央２丁目 山形県東根市神町中央２丁目９－１３

東根蟹沢南 山形県東根市大字蟹沢下縄目字１９２９－１

米沢工業高校前 山形県米沢市大字川井字上谷地２１９

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

いわき高坂 福島県いわき市内郷高坂町大町３０－１

いわき草野 福島県いわき市平下神谷字出口３５ー１８

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

会津湯川浜崎 福島県河沼郡湯川村浜崎水上１４１３ー２

会津幕内 福島県会津若松市幕内東町１１－９

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

矢吹大畑 福島県西白河郡矢吹町大畑１１

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

福島平田 福島県石川郡平田村上蓬田字新屋敷１４



飯舘村の道の駅までい館 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前１２－１

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

滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地

福島棚倉流 福島県東白川郡棚倉町大字流字豊前１１０－１

原町錦町 福島県南相馬市原町区錦町２丁目８４－１

原町三島町 福島県南相馬市原町区三島町３－８９－１

白河白坂 福島県白河市白坂字一里段６－２０

福島笹谷南 福島県福島市笹谷字稲場３４－８

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

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

福島東浜町 福島県福島市東浜町１０９番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

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

安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３

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

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

桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３

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

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

高崎新町笛木境 群馬県高崎市新町２２７２－２

高崎倉渕三ノ倉 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉３８０－１

高崎南大類町 群馬県高崎市南大類町８３０－１



高崎塚沢 群馬県高崎市飯塚町１４４６－２

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

渋川折原 群馬県渋川市渋川３６６１－３１

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

太田市市場町 群馬県太田市市場町１０５５－１

薮塚運動公園前 群馬県太田市大原町２５６－９

太田市追分 群馬県太田市東金井町６８７－１

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

太田市内ケ島東 群馬県太田市内ケ島町９２５－２

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

藤岡市藤岡 群馬県藤岡市藤岡字西ノ原２１０９－１

富岡一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

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

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

店名 住所

氏家桜野 栃木県さくら市桜野９２５－３

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

宇都宮下栗平成通り 栃木県宇都宮市下栗町２９１７－１１

宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９

宇都宮鶴田三の沢 栃木県宇都宮市鶴田町２１２６ー１

宇都宮徳次郎 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５

下野野木西口 栃木県下都賀郡野木町丸林４０８ー１１

野木富士見通り 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８０－１

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

佐野厄よけ大師前 栃木県佐野市大橋町２１９１番１

佐野栄町 栃木県佐野市鐙塚町３０４

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

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

中田原工業団地南 栃木県大田原市中田原５７８－１



岩舟曲ケ島 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島２０１６－１

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

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

西那須野緑 栃木県那須塩原市緑２丁目１１５３－１

日光土沢 栃木県日光市土沢１８５６－２８

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

店名 住所

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

つくば若栗 茨城県つくば市若栗字上塚８５２－１

つくば西大井 茨城県つくば市西大井１６９３－１

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

結城中央 茨城県結城市結城１１０

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

高萩インター 茨城県高萩市上手綱２３３９

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

小美玉寺崎 茨城県小美玉市寺崎字大畑４８２－２

美野里張星 茨城県小美玉市張星１７０－１１

常陸大宮泉 茨城県常陸大宮市泉１２４４－１

水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１

水戸見和２丁目 茨城県水戸市見和２丁目４８４－５

水戸城南 茨城県水戸市城南１ー８ー１５

水戸西原２丁目 茨城県水戸市西原２丁目１番８号

水戸大塚町 茨城県水戸市大塚町字成就院下１５５６－５

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８

筑西梶内 茨城県筑西市梶内８２９－８

土浦菅谷 茨城県土浦市菅谷町字前山１１５２番６

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

日立大沼１丁目 茨城県日立市大沼町１丁目１８４２－４

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６



北茨城関南町 茨城県北茨城市関南町神岡下３２１－２

店名 住所

浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９

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

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

さいたま清河寺 埼玉県さいたま市西区大字清河寺１３４２－１

大宮一の宮通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目７

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

さいたま浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２６５

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

与野鈴谷３丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷３－２－１８

南浦和駅西口 埼玉県さいたま市南区南本町１－２－７

さいたま宮原２丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町２－８７－６

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

大井うれし野 埼玉県ふじみ野市うれし野２丁目１番９

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

越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９

越谷恩間新田 埼玉県越谷市恩間新田４２３ー１

越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１－１－５

越谷下間久里 埼玉県越谷市大字下間久里１０４－１

越谷駅東口 埼玉県越谷市弥生町１ー１４

加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１

吉川中井３丁目 埼玉県吉川市中井３丁目２２４番地

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

熊谷妻沼台 埼玉県熊谷市妻沼台雉子尾２３番２

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

戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２丁目６－６

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

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３－６８０

三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１丁目１７０－１

三郷彦成３丁目 埼玉県三郷市彦成３－３８７－２

志木大原 埼玉県志木市本町４－１１－１５



神川渡瀬 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字姥石川端１０７４－４

春日部金崎 埼玉県春日部市金崎５３－３

春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

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３丁目 埼玉県上尾市中妻３丁目２１－３９

新座菅沢１丁目 埼玉県新座市菅沢１－９－３３

志木駅前 埼玉県新座市東北２丁目３９－２３

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

川越岸町 埼玉県川越市岸町１ー１１ー２７

川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１－１

西川越小室 埼玉県川越市小室５６３ー１

川越今福 埼玉県川越市中台１－１２

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

川口幸町 埼玉県川口市幸町２ー７ー２７

川口上青木３丁目 埼玉県川口市上青木３－２０－１０

草加吉町２丁目 埼玉県草加市吉町２－１－６０

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

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー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

朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５

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

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

東松山六軒町 埼玉県東松山市六軒町６ー８

宮代和戸 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸１４９７－１

毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３



入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７

入間豊岡東 埼玉県入間市豊岡５－４－２１

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

八潮駅南口 埼玉県八潮市大瀬６丁目１－１

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

小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

埼玉川島 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

富士見市バイパス 埼玉県富士見市下南畑３６１８－３

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

北本深井１丁目 埼玉県北本市深井１丁目７４－１

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

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所

印西竹袋 千葉県印西市木下南２丁目１９番３

浦安今川４丁目 千葉県浦安市今川４丁目１－１

浦安堀江６丁目 千葉県浦安市堀江６－１－４５

我孫子新々田 千葉県我孫子市新々田字三畝割９５－２

鎌ケ谷８丁目 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷８－５－３５

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

鎌ケ谷北中沢１丁目 千葉県鎌ケ谷市北中沢１－６－５

館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５

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

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

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

佐倉鏑木 千葉県佐倉市鏑木仲田町６番８

佐倉白銀３丁目 千葉県佐倉市白銀３丁目４－１

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

四街道鷹の台 千葉県四街道市鷹の台１ー１２１５

姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２

市原根田 千葉県市原市東国分寺台１丁目１０番地１０

市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３



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

市川二俣１丁目 千葉県市川市二俣１丁目１３番１

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

新京成ＳＴ新津田沼 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号

松戸根本 千葉県松戸市根本１３５－１

松戸小金原団地 千葉県松戸市小金原３丁目１５－９

松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１

松戸西馬橋広手町 千葉県松戸市西馬橋広手町２番

松戸大金平２丁目 千葉県松戸市大金平２－９３

松戸六実駅前 千葉県松戸市六実４－６－１

下総滑川 千葉県成田市滑川菊水７７

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

千葉大日町 千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１

千葉御殿町 千葉県千葉市若葉区御殿町２５４２－２

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

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３

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

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

船橋夏見台 千葉県船橋市夏見台１ー１８ー３

船橋芝山６丁目 千葉県船橋市芝山６丁目６０番１号

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

船橋塚田駅前 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１

船橋滝不動駅前 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号

船橋本町１丁目 千葉県船橋市本町１－９－９

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

袖ケ浦蔵波台２丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台２丁目２１番１６

銚子豊里台 千葉県銚子市豊里台１ー１０４４ー３７

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

長生睦沢 千葉県長生郡睦沢町森８５－１

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

柏大室３丁目 千葉県柏市大室３丁目１－１５



沼南大津ヶ丘 千葉県柏市大津ヶ丘４－４－１

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

ＤａｙＯｎｅタワー柏 千葉県柏市柏１丁目７番１

柏豊四季南 千葉県柏市豊四季３７２－４

白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１

八街吉倉 千葉県八街市吉倉６３７ー１

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

茂原高師 千葉県茂原市高師２６８ー２

茂原駅前 千葉県茂原市千代田町１－６

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

野田愛宕 千葉県野田市野田８３６番地６

南流山東 千葉県流山市南流山１－４－３

店名 住所

葛飾亀有駅南口 東京都葛飾区亀有３－７－７

葛飾亀有３丁目 東京都葛飾区亀有３ー２７ー３１

葛飾新小岩１丁目 東京都葛飾区新小岩１丁目５３番１０号

葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０

葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４

平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８

葛飾東新小岩７丁目 東京都葛飾区東新小岩７－３２－１

葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５

江戸川一之江７丁目 東京都江戸川区一之江７丁目１３－２８

江戸川５丁目中央 東京都江戸川区江戸川５－１３－１４

江戸川西小岩１丁目 東京都江戸川区西小岩１－２１－１４

南葛西１丁目 東京都江戸川区南葛西１ー１３ー９

南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９

江東海辺 東京都江東区海辺２－７

江東亀戸６丁目 東京都江東区亀戸６－２５－５

江東住吉２丁目 東京都江東区住吉２－７－６

北砂３丁目明治通り 東京都江東区北砂３－３－７

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

港区芝３丁目 東京都港区芝３丁目１５－９

港区南青山２丁目 東京都港区南青山２丁目１１番１７号

六本木３丁目 東京都港区六本木３ー４－３１

荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３

荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４

荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３



東尾久 東京都荒川区東尾久２－４４－１１

荒川南千住３丁目 東京都荒川区南千住３－１６

荒川南千住７丁目南 東京都荒川区南千住７丁目２８－２

西新宿甲州街道 東京都渋谷区代々木２－１３－４

渋谷東３丁目 東京都渋谷区東３ー１５ー４

新宿岩戸町 東京都新宿区岩戸町１１

高田馬場 東京都新宿区高田馬場４－３３－１

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

新宿アルタ 東京都新宿区新宿３－２４－３

東京医科大前 東京都新宿区新宿６丁目２－２

十二社 東京都新宿区西新宿４－２－１５－１０１

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

小田急喜多見 東京都世田谷区喜多見９－２－６

世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１－８－５

世田谷池尻３丁目 東京都世田谷区池尻３－２３－２

九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１

麹町駅前 東京都千代田区二番町４－３

千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８

大和ハウス九段ビル 東京都千代田区飯田橋２－１８－２

足立舎人２丁目 東京都足立区舎人２ー２１ー１０

足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立青井１丁目 東京都足立区青井１－９－８

扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号

足立辰沼１丁目 東京都足立区辰沼１－４－６

足立西保木間３丁目 東京都足立区竹の塚７－２１－１７

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立東和４丁目 東京都足立区東和４－９－４

足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２－６－１９

台東下谷３丁目 東京都台東区下谷３－１８－７

台東寿１丁目 東京都台東区寿１－１８－１

台東日本堤２丁目 東京都台東区日本堤２ー２９ー１３

蒲田駅前 東京都大田区蒲田５－７－８

大田区糀谷中前 東京都大田区西糀谷３－８－２１

大田区美原通り南 東京都大田区大森東１－１６－２０

Ｌｕｚ大森 東京都大田区大森北１－１０－１４

大田区池上３丁目 東京都大田区池上３ー３３ー５

大田区水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９－１０

大田区萩中１丁目 東京都大田区萩中１丁目１０番１号

ＤＲ東京京橋ロイネット 東京都中央区京橋２丁目８－２０

銀座８丁目 東京都中央区銀座８－５－１２

中央区佃２丁目 東京都中央区佃２－１０－９



東日本橋駅前 東京都中央区東日本橋３－１１－９

日本橋蛎殻町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８

馬喰町駅前 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目５－８

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６５－９

板橋高島平１丁目 東京都板橋区高島平１－２８－１

板橋志村１丁目 東京都板橋区志村１ー３４ー１４

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

板橋常盤台４丁目 東京都板橋区常盤台４－２５－６

板橋赤塚新町２丁目 東京都板橋区赤塚新町２丁目１３－７

板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３－５

西小山江戸見坂通り 東京都品川区小山６－６－２０

文京水道１丁目 東京都文京区水道１－６－７

文京神田明神下 東京都文京区湯島１ー３ー４

文京本郷３丁目 東京都文京区本郷３－５－５

池袋西一番街中央通り 東京都豊島区西池袋１－３３－２

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

池袋３丁目東 東京都豊島区池袋３－６０－２

池袋東口 東京都豊島区東池袋１－４３－６

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１

墨田押上１丁目 東京都墨田区押上１－３３－３

墨田押上２丁目東 東京都墨田区押上２－３３－５

墨田吾妻橋３丁目 東京都墨田区吾妻橋３ー３ー２

墨田石原１丁目 東京都墨田区石原１丁目２７－１

墨田石原 東京都墨田区石原４－１－１

墨田東向島２丁目 東京都墨田区東向島２丁目３１－１０

目黒大橋２丁目 東京都目黒区大橋２－２２－６

練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１

練馬田柄５丁目 東京都練馬区田柄５丁目２６－１

練馬南大泉１丁目 東京都練馬区南大泉１－２３－２３

氷川台駅前 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５

あきる野伊奈 東京都あきる野市伊奈４９０

あきる野小川 東京都あきる野市小川５１－１

あきる野草花 東京都あきる野市草花１７０７－１

国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

小平上水新町１丁目 東京都小平市上水新町１－２４－４２

昭島駅北口 東京都昭島市田中町５６２ー８

昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１

清瀬駅北口 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号

清瀬元町１丁目 東京都清瀬市元町１丁目１４－２６



清瀬中清戸５丁目 東京都清瀬市中清戸５－８３－４

瑞穂武蔵 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵３７８－１

瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１

日の出大久野 東京都西多摩郡日の出町大久野１１００－１

長渕 東京都青梅市長渕４－２２９－１

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

多摩永山２丁目 東京都多摩市永山２－１５－３

聖蹟桜ケ丘駅前 東京都多摩市関戸１ー１１ー３

小田急多摩センター改札横 東京都多摩市落合１－１１－２

小田急マルシェ多摩センター 東京都多摩市落合１－１１－２

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

町田大蔵 東京都町田市大蔵町５６０－１

本町田 東京都町田市本町田３２３９

深大寺 東京都調布市深大寺北町５－１－９

調布ヶ丘１丁目 東京都調布市調布ケ丘１－６－１

京王調布駅 東京都調布市布田４－４－２２

東久留米幸町４丁目 東京都東久留米市幸町４－６－１５

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１－３－６６

東村山秋津町３丁目 東京都東村山市秋津町３丁目８－２１

東大和上北台駅北 東京都東大和市芋窪５－１１１８－１

東大和立野４丁目 東京都東大和市立野４－５６７－２

日野高幡不動駅前 東京都日野市高幡１００７－５

日野東平山２丁目 東京都日野市東平山２－１５－１

日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０

八王子館町 東京都八王子市館町２４９－１

八王子高倉南 東京都八王子市高倉町５０－４

八王子散田１丁目 東京都八王子市散田町１－１６－１０

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

八王子上野町 東京都八王子市上野町２８－１１

八王子富士森公園北 東京都八王子市台町３丁目１２番１１号

八王子陵南 東京都八王子市東浅川町５５６－１

八王子北口 東京都八王子市東町１３－８

府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３

府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中白糸台４丁目 東京都府中市白糸台４丁目８－３

武蔵村山榎３丁目 東京都武蔵村山市榎３－１１９－１

武蔵村山岸１丁目 東京都武蔵村山市岸１－１－１

武蔵村山神明３丁目 東京都武蔵村山市神明３－７８－５

吉祥寺駅前 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１４－８

吉祥寺駅中央 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１７－１２

武蔵境駅南 東京都武蔵野市境南町２丁目９

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７



立川高松町 東京都立川市高松町２－２２－１

立川砂川三番 東京都立川市砂川町３－２５－２

店名 住所

愛川中津西 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３３－１

愛川中津太田 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１８－４

愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２

綾瀬大上８丁目 神奈川県綾瀬市大上８丁目３番１５号

伊勢原高森２丁目 神奈川県伊勢原市高森２丁目４番１８号

浦賀 神奈川県横須賀市浦賀３－１６－４

横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２－２－７

横須賀佐野町３丁目 神奈川県横須賀市佐野町３－１０

横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５

横浜上白根２丁目 神奈川県横浜市旭区上白根２丁目６１－４６

横浜川井宿町 神奈川県横浜市旭区川井宿町１－２

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

横浜栄長倉町 神奈川県横浜市栄区長倉町１－２９

横浜戸塚吉田町 神奈川県横浜市戸塚区吉田町６２２－２

横浜戸塚平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸町５４５３ー１

横浜関 神奈川県横浜市港南区笹下２丁目２－３

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

横浜新子安１丁目 神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目７－１３

横浜下瀬谷２丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２丁目１１－５

横浜伊勢町３丁目 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７－１１

横浜浅間町５丁目 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２

横浜みたけ台 神奈川県横浜市青葉区みたけ台４５－２０

横浜美しが丘２丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－８

横浜伊勢佐木町４丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町４丁目１１２－２

横浜羽衣町２丁目 神奈川県横浜市中区羽衣町２－７－４

横浜小港町１丁目 神奈川県横浜市中区小港町１－６

横浜長者町清正公通り 神奈川県横浜市中区長者町８－１３２－５

横浜本牧町１丁目 神奈川県横浜市中区本牧町１－５８－５

横浜鶴見東寺尾３丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾３－１６－７

横浜川向町 神奈川県横浜市都筑区川向町１００－１

横浜中川８丁目 神奈川県横浜市都筑区中川８－１－１６

横浜センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１

プレミアヨコハマ 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３０－１

横浜仲町台駅前 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２－２０

横浜六ツ川 神奈川県横浜市南区六ツ川１－４４８－５

横浜六ッ川２丁目 神奈川県横浜市南区六ッ川２－８６－６

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜川辺町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－１



横浜保土ケ谷公園前 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字向原１００６－５

海老名中央１丁目 神奈川県海老名市中央１－１２－１８

海老名中央２丁目 神奈川県海老名市中央２丁目１１番９号

茅ヶ崎新栄町 神奈川県茅ヶ崎市新栄町７－２

厚木旭町５丁目 神奈川県厚木市旭町５－４２－２５

厚木市戸田 神奈川県厚木市戸田１０９３番

厚木妻田北３丁目 神奈川県厚木市妻田北３－３７－２１

小田急本厚木 神奈川県厚木市泉町１－１

小田急本厚木ミロードイースト 神奈川県厚木市泉町１丁目１

厚木緑ケ丘 神奈川県厚木市緑ヶ丘１－１１－１１

座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５

座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間相模が丘１丁目 神奈川県座間市相模が丘１－１８－５５

座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１

小田原寿町町田 神奈川県小田原市寿町３－２－６

小田急小田原 神奈川県小田原市城山１－１－１

秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９

川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区西野川１－５－４６

川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８

川崎坂戸２丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目８番５号

川崎出来野 神奈川県川崎市川崎区出来野１１ー２５

川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６

川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６

川崎生田７丁目 神奈川県川崎市多摩区生田７－１１－８

相模原宮下北 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目８番２０号

相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９

相模原淵野辺本町４丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町４丁目３７－１４

相模原磯部 神奈川県相模原市南区磯部１４１０－１

相模大野駅南 神奈川県相模原市南区相模大野７－２４－１５

相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１

相模原二本松３丁目 神奈川県相模原市緑区二本松３－１９－８

箱根仙石原 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１１－１

開成町円通寺 神奈川県足柄上郡開成町円通寺１８０－１

松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

大和西鶴間 神奈川県大和市西鶴間２ー１ー１

小田急マルシェ大和 神奈川県大和市中央１丁目１－２６

大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷５３９－４

二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８

藤沢亀井野北 神奈川県藤沢市亀井野３８６－１

小田急マルシェ湘南台 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１５

藤沢湘南台７丁目 神奈川県藤沢市湘南台７丁目１７－１１

藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４



南足柄岩原 神奈川県南足柄市岩原２９３－１

平塚横内 神奈川県平塚市横内３２３７－１

平塚松風町 神奈川県平塚市松風町２７－３５

平塚駅北口 神奈川県平塚市宝町２－６

平塚万田 神奈川県平塚市万田４１５－１

店名 住所

燕吉田法花堂 新潟県燕市吉田法花堂２２２８－１

関川土沢 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番

広神押切 新潟県魚沼市今泉１５７０－１０

見附本所 新潟県見附市本所１丁目４２８－１

五泉論瀬 新潟県五泉市論瀬５７８６

三条西裏館 新潟県三条市西裏館２丁目３９９－１

三条下須頃 新潟県三条市大字下須頃９５９－１

十日町高田 新潟県十日町市高田町３丁目２９８－２１

十日町中条 新潟県十日町市中条甲９０３

上越大潟 新潟県上越市大潟区潟町５２２－４４

上越高田インター 新潟県上越市中田原１５３－２

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

亀田曙 新潟県新潟市江南区曙１丁目８番３１号

新潟紫竹山 新潟県新潟市中央区紫竹山３－５－２２

新潟女池 新潟県新潟市中央区女池南１丁目９番２８号

新潟本町通 新潟県新潟市中央区本町通８番町１３０７

新潟牡丹山 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目２４－２

新潟浜谷町 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２

白根親和町 新潟県新潟市南区親和町６－２２

長岡南中央通り 新潟県長岡市摂田屋町２６２７－１

中越大和南 新潟県南魚沼市一村尾１６２３－１

柏崎茨目 新潟県柏崎市茨目１丁目７８８－１

柏崎若葉町 新潟県柏崎市若葉町３－８

柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

妙高下町 新潟県妙高市下町７８０－２


