
2022/4/8（金）～　2022/5/15（日）　新生活応援！nanacoでおトクに衣替えキャンペーン　対象店舗

設置先住所

茨城県

クリーニング専科　千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉２６３２－３

クリーニング専科　稲吉店 茨城県かすみがうら市新治１８３２番８０

クリーニング専科　絹の台店 茨城県つくばみらい市絹の台３丁目２１－５

クリーニング専科　みらい平店 茨城県つくばみらい市陽光台１丁目１４－１

クリーニング専科　みどりの店 茨城県つくば市みどりの２丁目６４－３

クリ－ニング専科　つくば花室店 茨城県つくば市花園２１－１５

クリ－ニング専科　研究学園店 茨城県つくば市研究学園南Ｅ１０９街区１　ツクバリゾートマンションエリフェスタ１Ｆ

クリーニング専科　テクノパーク桜店 茨城県つくば市桜２丁目３８－１２　中村テナント

クリーニング専科　春日３丁目店 茨城県つくば市春日３丁目１９－１５

クリーニング専科　大穂店 茨城県つくば市筑穂２丁目１－１

クリ－ニング専科　つくば並木店 茨城県つくば市並木３丁目２５－２

クリーニング専科　佐和店 茨城県ひたちなか市高場８２７

クリーニング専科　市毛店 茨城県ひたちなか市市毛１０８０－３

クリーニング専科　長堀店 茨城県ひたちなか市長堀町３丁目１１－２

クリーニング専科　東石川店 茨城県ひたちなか市東石川１５３８

クリーニング専科　馬渡向野店 茨城県ひたちなか市東部第二土地区画整理事業７０街区５

クリーニング専科　北神敷台店 茨城県ひたちなか市北神敷台６－２

クリーニング専科　阿見店 茨城県稲敷郡阿見町岡崎３－１７－１０

クリーニング専科　荒川沖店 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３３３　－１

クリーニング専科　江戸崎店 茨城県稲敷市江戸崎甲２１４６－３

クリーニング専科　下妻店 茨城県下妻市小野子町乙５０７－８

クリーニング専科　友部旭町店 茨城県笠間市旭町西原２５３－９

クリーニング専科　笠間店 茨城県笠間市寺崎１－１　笠間アクロスプラザ

クリーニング専科　八雲店 茨城県笠間市八雲２丁目１０５８－２０８

クリ－ニング専科　ひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東５丁目８－３

クリーニング専科　牛久南店 茨城県牛久市南３丁目１２－１

クリーニング専科　八千代店 茨城県結城郡八千代町菅谷６３７－３

クリーニング専科　古河西牛谷店 茨城県古河市西牛谷６２４－１－６

クリーニング専科　玉造店 茨城県行方市玉造甲１８２５－１

クリーニング専科　高萩安良川店 茨城県高萩市安良川１６３－１４

クリーニング専科　岩井店 茨城県坂東市岩井２８８７－１

クリーニング専科　鹿嶋スタジアム店 茨城県鹿嶋市宮中４７７９－１

クリーニング専科　宮中南店 茨城県鹿嶋市宮中荒原１２４－１

クリーニング専科　鹿島鉢型店 茨城県鹿嶋市鉢形中山１５１８番地１７

クリーニング専科　米ノ井店 茨城県取手市米ノ井辻田１４３－１５

クリーニング専科　西取手店 茨城県取手市本郷１丁目１４－１１

クリ－ニング専科　守谷ひがし野店 茨城県守谷市ひがし野２丁目１　ブロンズシティ守谷１Ｆ

クリーニング専科　羽鳥店 茨城県小美玉市羽鳥２７２７－６

クリーニング専科　ピアシティ小川店 茨城県小美玉市中延２２８４

クリーニング専科　石下店 茨城県常総市本石下４３３４－１

クリーニング専科　常陸太田店 茨城県常陸太田市塙町３６１２番地

クリーニング専科　常陸大宮店 茨城県常陸大宮市上町８５８－３

クリーニング専科　波崎店 茨城県神栖市波崎８４６８－１

クリーニング専科　神栖店 茨城県神栖市平泉東町田２－１８８

クリーニング専科　笠原店 茨城県水戸市笠原町９７５－１０

クリーニング専科　水戸見川店 茨城県水戸市見川２丁目７５－１

クリーニング専科　元吉田中央店 茨城県水戸市元吉田町１６７３－２

クリーニング専科　水戸住吉店 茨城県水戸市住吉町９１－８

クリーニング専科　上水戸店 茨城県水戸市上水戸３丁目７－５

クリーニング専科　赤塚２丁目店 茨城県水戸市赤塚２丁目２０１６－９０

クリーニング専科　文化センター入口店 茨城県水戸市中央２丁目４－１７

クリーニング専科　内原店 茨城県水戸市内原８４１

クリーニング専科　渡里店 茨城県水戸市堀町９４９－１

クリ－ニング専科　水戸浜田店 茨城県水戸市本町３丁目２３－２０

クリーニング専科　八郷下林店 茨城県石岡市下林３２１

クリーニング専科　セイブ若松店 茨城県石岡市若宮３丁目３－３７

クリーニング専科　東石岡店 茨城県石岡市東石岡４丁目１０－３６

クリーニング専科　潮来曲松店 茨城県潮来市曲松２７４５

クリ－ニング専科　土浦おおつ野店 茨城県土浦市おおつ野８丁目１７２

クリ－ニング専科　土浦卸町店 茨城県土浦市卸町２丁目１３－２

クリーニング専科　土浦桜ケ丘店 茨城県土浦市桜ヶ丘町１５－２

クリーニング専科　土浦真鍋店 茨城県土浦市真鍋２丁目１－２７

クリーニング専科　中高津店 茨城県土浦市中高津店２－４－１２

クリ－ニング専科　土浦北インタ－店 茨城県土浦市都和３丁目４０５２－２

クリーニング専科　茨城町店 茨城県東茨城郡茨城町奥谷７４－１

クリーニング専科　桜の郷店 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷１２００－１

クリーニング専科　茨城町前田店 茨城県東茨城郡茨城町前田１７０７－２８１

クリーニング専科　城里店 茨城県東茨城郡城里町那珂西西大堀２６２８－５

クリーニング専科　大洗店 茨城県東茨城郡大洗町桜道７５

クリーニング専科　東海駅西口店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西２－６－１０

設置先店舗漢字名



クリーニング専科　東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東２－２３－１１

クリーニング専科　那珂菅谷店 茨城県那珂市菅谷２２７９－２２

クリーニング専科　鮎川店 茨城県日立市鮎川町４丁目７－２１

クリーニング専科　水木店 茨城県日立市水木町２丁目７－２１

クリーニング専科　川尻店 茨城県日立市川尻町５丁目３６－２７

クリーニング専科　大みか店 茨城県日立市大みか町６丁目４－３０－１０１

クリーニング専科　日立本宮店 茨城県日立市本宮町４丁目１－１０

クリーニング専科　鉾田舟木店 茨城県鉾田市舟木１７３－２

クリーニング専科　新鉾田店 茨城県鉾田市新鉾田１丁目５－４

クリーニング専科　鉾田店 茨城県鉾田市鉾田１１３－１

クリーニング専科　光順田店 茨城県龍ヶ崎市光順田１６９８－１

群馬県

クリ－ニング専科　伊勢崎末広店 群馬県伊勢崎市末広町１６５－５

クリ－ニング専科　伊勢崎茂呂店 群馬県伊勢崎市茂呂町２丁目２８１２－１

クリ－ニング専科　伊勢崎工場店 群馬県伊勢崎市連取町１８７１－１

クリ－ニング専科　館林緑町店 群馬県館林市緑町２丁目２４－１

クリ－ニング専科　太田西本町店 群馬県太田市西本町５８－６

クリ－ニング専科　太田飯塚店 群馬県太田市飯塚町１０２６－２

埼玉県

クリ－ニング専科　上里店 埼玉県児玉郡上里町七本木２０３９－２

クリ－ニング専科　深谷上柴東店 埼玉県深谷市上柴町東５丁目５－１９

クリ－ニング専科　本庄見福店 埼玉県本庄市見福４丁目９－７

千葉県

クリーニング専科　君津南子安店 千葉県君津市南子安４丁目２１－５

クリーニング専科　東庄笹川店 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－７

クリーニング専科　小見川店 千葉県香取市小見川８１１

クリーニング専科　佐原店 千葉県香取市北２丁目１２－８

クリーニング専科　成東店 千葉県山武市成東９９－１

クリ－ニング専科　四街道鹿渡店 千葉県四街道市鹿渡１１３４－６　アラン・ヴエール１０２号室

クリ－ニング専科　四街道大日店 千葉県四街道市大日緑ヶ丘４３１－３

クリーニング専科　ちはら台南店 千葉県市原市ちはら台南２丁目３２－２

クリ－ニング専科　市原古市場店 千葉県市原市古市場２９６－１

クリ－ニング専科　平成通り店 千葉県市原市五井東３丁目４８－１

クリ－ニング専科　姉崎店 千葉県市原市姉崎２０６０（サクマビル）

クリーニング専科　西国分寺台 千葉県市原市西国分寺台１丁目１６－１１

クリーニング専科　白金店 千葉県市原市白金町４丁目２５－１

クリ－ニング専科　小仲台８丁目店 千葉県千葉市稲毛区小仲台８丁目１８－２　サンタカラビル１Ｆ

クリーニング専科　稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町３１３－１

クリ－ニング専科　稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町３１３－１

クリ－ニング専科　みつわ台大通り店 千葉県千葉市若葉区みつわ台４丁目１６－２

クリ－ニング専科　都賀１丁目店 千葉県千葉市若葉区都賀１丁目１９－３

クリ－ニング専科　蘇我店 千葉県千葉市中央区蘇我２丁目２４

クリーニング専科　東千葉店 千葉県千葉市中央区東千葉２丁目３２－１２

クリ－ニング専科　高洲店 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目１２－１０

クリ－ニング専科　千葉あすみが丘店 千葉県千葉市緑区あすみが丘７丁目５－１

クリーニング専科　おゆみ野中央店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央４丁目２４－７

クリ－ニング専科　蔵波台店 千葉県袖ヶ浦市蔵波台５丁目１９－１

クリーニング専科　ベイシア大網白里店 千葉県大網白里市大網２７３－２

クリーニング専科　大網増穂店 千葉県大網白里市富田２１３７

クリーニング専科　東金上宿店 千葉県東金市東金２５５－１

クリーニング専科　東金店 千葉県東金市東新宿１－９－１０

クリーニング専科　ピアシティ　八街店 千葉県八街市八街に２５２－６

クリ－ニング専科　カスミ茂原東郷店 千葉県茂原市谷本２１２２

クリーニング専科　東部台店 千葉県茂原市東部台２丁目１－１

クリーニング専科　茂原内長谷店 千葉県茂原市内長谷川向野中４２５－３

クリーニング専科　茂原八千代店 千葉県茂原市八千代１丁目９－１７

クリーニング専科　茂原本納店 千葉県茂原市本納外川戸３３４６－１

クリーニング専科　木更津桜町店 千葉県木更津市桜町２丁目７－９

クリーニング専科　木更津請西店 千葉県木更津市請西２丁目１６－２，１６－３

クリ－ニング専科　木更津太田店 千葉県木更津市太田１丁目３－２

クリーニング専科　木更津畑沢店 千葉県木更津市畑沢南５丁目３－１１

長野県

クリーニング専科　佐久岩村田店 長野県佐久市岩村田２０８８－３

クリーニング専科　佐久中込店 長野県佐久市中込１丁目６－８

クリーニング専科　小諸東店 長野県小諸市御幸町２丁目３－９

栃木県

クリーニング専科　宇都宮越戸店 栃木県宇都宮市越戸町１４３－４

クリ－ニング専科　下栗店 栃木県宇都宮市下栗町２３０２番１

クリ－ニング専科　京町店 栃木県宇都宮市京町４２ほか

クリ－ニング専科　上戸祭店 栃木県宇都宮市上戸祭２丁目３－９　雀屋Ｅ棟Ａ号室店舗

クリ－ニング専科　鶴田店 栃木県宇都宮市鶴田町７３９－８

クリ－ニング専科　雀宮店 栃木県宇都宮市茂原１丁目１１９２

クリーニング専科　野木丸林店 栃木県下都賀郡野木町丸林５６０－２

クリ－ニング専科　上三川店 栃木県河内郡上三川町上三川４３５７－１

クリーニング専科　小山花垣店 栃木県小山市花垣町２丁目１－１０

クリーニング専科　小山東間々田店 栃木県小山市東間々田３丁目２－１５



クリーニング専科　小山東城南店 栃木県小山市東城南４丁目２７－７

クリ－ニング専科　真岡熊倉店 栃木県真岡市熊倉１丁目１－１

クリーニング専科　真岡台町店 栃木県真岡市台町２８５５－５

クリ－ニング専科　足利山川店 栃木県足利市山川町９７－１２

クリ－ニング専科　足利大前店 栃木県足利市大前町９６０－１

クリ－ニング専科　足利朝倉店 栃木県足利市朝倉町３丁目３－１１

クリ－ニング専科　足利福居店 栃木県足利市福居町３８－１

クリ－ニング専科　足利本城店 栃木県足利市本城１丁目１４５１－１

クリーニング専科　栃木箱森店 栃木県栃木市箱森町２－３０

福島県

クリーニング専科　錦店 福島県いわき市錦町江栗２丁目３３－１

クリーニング専科　小名浜店 福島県いわき市小名浜大原字甲新地１１７

クリーニング専科　小名浜大原店 福島県いわき市小名浜大原東田４４

クリーニング専科　湯本店 福島県いわき市常磐下湯長谷町シザ７２－１－５

クリーニング専科　泉店 福島県いわき市泉町滝尻折返６

クリーニング専科　中央台店 福島県いわき市中央台飯野３丁目３８－５

クリーニング専科　平紅葉町店 福島県いわき市平紅葉町３８－９

クリーニング専科　平店 福島県いわき市平新川町４０－１　　Ａ

クリーニング専科　谷川瀬店 福島県いわき市平谷川瀬三十九町４３－１


