
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

設置店舗名 設置先住所

青森県　

うさちゃんクリーニング　ユニバース城東店 青森県弘前市大字早稲田４－２－２

うさちゃんクリーニング　アクロスプラザ店 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻６２０－１

うさちゃんクリーニング　青森店 青森県青森市南佃１－１９－２５

うさちゃんクリーニング　金沢店 青森県青森市大字浪館字泉川２２－１

うさちゃんクリーニング　浪館通り店 青森県青森市北金沢１－１３－１５

うさちゃんクリーニング　東造道店 青森県青森市東造道３－１２－１０

うさちゃんクリーニング　弘前店 青森県弘前市取上１－８－１

うさちゃんクリーニング　五所川原店 青森県五所川原市字田町１８７－２

うさちゃんクリーニング　マエダストア木造店 青森県つがる市木造赤根１８１－１

うさちゃんクリーニング　あおば店 青森県青森市青葉３－８－２

宮城県　

うさちゃんクリーニング　西友木町店 宮城県仙台市青葉区木町１－３１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ住吉台店 宮城県仙台市泉区住吉台西４－２－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル仙台上谷刈店 宮城県仙台市泉区上谷刈４－１１－２３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル南中山店 宮城県仙台市泉区南中山６－１－１

うさちゃんクリーニング　ビッグハウス大野田店 宮城県仙台市太白区大野田３－１１－１４

うさちゃんクリーニング　フォレオせんだい宮の杜店 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－１４－７

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ成田店 宮城県富谷市成田１－６－８

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ杜のまち店 宮城県黒川郡大和町杜の丘１－１６

うさちゃんクリーニング　ウジエスーパー塩釜店 宮城県塩釜市杉の入２丁目２２－１

うさちゃんクリーニング　生協塩釜栄町店 宮城県塩釜市栄町９－３７

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ塩釜中の島店 宮城県塩釜市中の島２－１６

うさちゃんクリーニング　ヨークタウン白石店 宮城県白石市大手町１－８

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル角田店 宮城県角田市角田字町尻４２８

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル岩沼店 宮城県岩沼市藤浪２－４－１０

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル塩釜北浜店 宮城県塩釜市北浜１丁目１１番４０号

うさちゃんクリーニング　モリヤ落合店 宮城県仙台市青葉区落合２－６－７

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ吉岡店 宮城県黒川郡大和町吉岡南第２土地区画整理地内

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台１－１－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ多賀城店 宮城県多賀城市城南２－１４－７

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭台４－１－３２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル愛子店 宮城県仙台市青葉区上愛子新宮前８－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東３－１－５

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル真美沢店 宮城県仙台市泉区八乙女中央５－１０－２９

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル泉古内店 宮城県仙台市泉区古内坂ノ上１－２３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル泉将監店 宮城県仙台市泉区将監殿２－２－５

うさちゃんクリーニング　栗生店 宮城県仙台市青葉区栗生６－４－３

うさちゃんクリーニング　市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂原田１６９－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ荒井店 宮城県仙台市若林区荒井３丁目２９番３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成３－１－２１

うさちゃんクリーニング　仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町３－３－７

うさちゃんクリーニング　生協新寺店 宮城県仙台市若林区新寺１－８－１

うさちゃんクリーニング　生協高森店 宮城県仙台市泉区高森８－５３－４７

うさちゃんクリーニング　生協大河原店 宮城県柴田郡大河原町字広表２２－３

うさちゃんクリーニング　生協新八木山店 宮城県仙台市太白区八木山本町２－３３－１

うさちゃんクリーニング　生協桜ヶ丘店 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１

うさちゃんクリーニング　生協明石台店 宮城県富谷市明石台６－１－３９

うさちゃんクリーニング　生協利府店 宮城県宮城郡利府町利府字堀切前３５－１

うさちゃんクリーニング　鶴ヶ谷４丁目店 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷４－２－２

うさちゃんクリーニング　生協長町店 宮城県仙台市太白区長町７－５－１

うさちゃんクリーニング　泉崎店 宮城県仙台市太白区長町南４－１２－２７

うさちゃんクリーニング　利府店 宮城県宮城郡利府町中央１－７－３

うさちゃんクリーニング　生協南光台店 宮城県仙台市泉区南光台７－１９－１１

うさちゃんクリーニング　生協国見ヶ丘店 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘１－２－２

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ松陵店 宮城県仙台市泉区松陵２－５－１



うさちゃんクリーニング　泉ヶ丘店 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘４－９－５

うさちゃんクリーニング　向陽台店 宮城県仙台市泉区向陽台４－２４－１７

うさちゃんクリーニング　仙台店 宮城県仙台市青葉区東勝山３－１８－１１

うさちゃんクリーニング　生協虹の丘店 宮城県仙台市泉区虹の丘４丁目６－２

うさちゃんクリーニング　生協貝ヶ森店 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森６－８－１

うさちゃんクリーニング　スーパービッグ六丁目店 宮城県仙台市若林区伊在字屋敷４９

うさちゃんクリーニング　サンマリ沖野店 宮城県仙台市若林区沖野２－１２－４０

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ長命ヶ丘店 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘５－１３

うさちゃんクリーニング　サン・マルシェ東中田店 宮城県仙台市太白区東中田２丁目３９－２７

うさちゃんクリーニング　生協セラビ岩沼店 宮城県岩沼市梶橋２－３０

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ白石東店 宮城県白石市鷹巣１－１４－２８

うさちゃんクリーニング　八幡町４丁目店 宮城県仙台市青葉区八幡町４丁目１－１２

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ古川バイパス店 宮城県大崎市古川字竹内２７９－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ古川北店 宮城県大崎市古川江合寿町３－６－２

うさちゃんクリーニング　フォレストモール仙台茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭字新御所川６２番

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル富沢西店 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北１１４

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ中田店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田１９－１

うさちゃんクリーニング　ＢＲＡＮＣＨ仙台店 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘７丁目４０－１

うさちゃんクリーニング　岩沼西口店 宮城県岩沼市土ヶ崎２－８－１３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル名取愛島店 宮城県名取市愛の杜１－１－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ田子店 宮城県仙台市宮城野区田子２－４０－２８

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ白石北店 宮城県白石市福岡長袋高畑１外

うさちゃんクリーニング　トラスト岩出山店 宮城県大崎市岩出山上野目字涎池１７－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ角田店 宮城県角田市角田字中島下５１９－１

うさちゃんクリーニング　原町店 宮城県仙台市宮城野区原町２－５－５７

うさちゃんクリーニング　フーズガーデン玉浦店 宮城県岩沼市玉浦西４－１－１

秋田県　

うさちゃんクリーニング　秋田泉店 秋田県秋田市泉北３－４－１２

うさちゃんクリーニング　いとく秋田東店 秋田県秋田市広面字家の下７２－３

うさちゃんクリーニング　いとく川尻店 秋田県秋田市川尻みよし町１８－１

うさちゃんクリーニング　千秋矢留店 秋田県秋田市千秋矢留町２－３

うさちゃんクリーニング　グランマート本荘南店 秋田県由利本荘市堤脇１５

うさちゃんクリーニング　フレスポ本荘店 秋田県由利本荘市石脇田頭１７５－１

うさちゃんクリーニング　白金町店 秋田県大仙市大曲白金町１１３－１

うさちゃんクリーニング　ハッピータウン店 秋田県横手市条里３－２－６

うさちゃんクリーニング　潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷６９－１

うさちゃんクリーニング　ナイス追分店 秋田県潟上市天王字追分９－３

うさちゃんクリーニング　茨島店 秋田県秋田市茨島４丁目７－７

うさちゃんクリーニング　いとく秋田新国道店 秋田県秋田市高陽幸町１４－２７

うさちゃんクリーニング　グランマート湯沢店 秋田県湯沢市元清水４－３－７

うさちゃんクリーニング　ドジャース広面店 秋田県秋田市広面字宮田２０

うさちゃんクリーニング　横手店 秋田県横手市前郷字大乗院塚５０－８

うさちゃんクリーニング　将軍野店 秋田県秋田市土崎港東４－６－６６

うさちゃんクリーニング　仁井田本町店 秋田県秋田市仁井田本町５－１０－１５

うさちゃんクリーニング　よねや湯沢店 秋田県湯沢市万石２４－２

うさちゃんクリーニング　平鹿病院通店 秋田県横手市横手町字五ノ口３５－１

うさちゃんクリーニング　ドジャース山王店 秋田県秋田市川尻大川８－２５

うさちゃんクリーニング　秋田第２店 秋田県秋田市外旭川字八柳３－１６－６４

うさちゃんクリーニング　秋田南店 秋田県秋田市仁井田新田２－６－１７

うさちゃんクリーニング　よねや富士見町店 秋田県大仙市富士見町１０－６０

うさちゃんクリーニング　大仙店 秋田県大仙市戸蒔字福田１６８－１

うさちゃんクリーニング　よねや大曲店 秋田県大仙市戸蒔字錨２８

うさちゃんクリーニング　稲川店 秋田県湯沢市川連町字大舘疣橋７２－３

うさちゃんクリーニング　グランマート十文字店 秋田県横手市十文字町仁井田字東４５

うさちゃんクリーニング　本荘店 秋田県由利本荘市石脇赤兀１－２３４

うさちゃんクリーニング　八橋店 秋田県秋田市八橋田五郎１－２０

うさちゃんクリーニング　ラッキー店 秋田県横手市十文字町仁井田字東２２－１

山形県　

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ村山駅西店 山形県村山市大字楯岡西８０５１－１

うさちゃんクリーニング　東泉町店 山形県酒田市東泉町４－１－６

うさちゃんクリーニング　遊佐店 山形県飽海郡遊佐町小原田字道の下５－９



うさちゃんクリーニング　ヤマザワ尾花沢店 山形県尾花沢市大字尾花沢下新田１４０

うさちゃんクリーニング　村山中央店 山形県村山市中央１－６－４

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ寒河江西店 山形県寒河江市中郷字角田１５７５－１他

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル新東根店 山形県東根市小林１－２－４８

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ富の中店 山形県山形市富の中４－４－３３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル南陽店 山形県南陽市三間通１２５９－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ宮町店 山形県山形市宮町５丁目９－２２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル河北店 山形県西村山郡河北町ひな市３－１－１１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル新庄下田店 山形県新庄市金沢２３４３－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ天童西店 山形県天童市南小畑４－１１－３３

うさちゃんクリーニング　富士見町店 山形県酒田市富士見町３－２－５

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル上山店 山形県上山市仙石字元糸目７８６－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル天童老野森店 山形県天童市東久野本１－６－５３

うさちゃんクリーニング　寒河江店 山形県寒河江市寒河江赤田６４－３

うさちゃんクリーニング　青田店 山形県山形市青田南２３－２８

うさちゃんクリーニング　新東根店 山形県東根市中央南２－１－３１

うさちゃんクリーニング　東原店 山形県山形市東原町２丁目４－１５

うさちゃんクリーニング　山形北町店 山形県山形市北町３－１１－２０

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ高畠店 山形県東置賜郡高畠町高畠渋作２８７

うさちゃんクリーニング　新庄店 山形県新庄市五日町清水川１３２２－５

うさちゃんクリーニング　下条店 山形県山形市下条町２－５－９

うさちゃんクリーニング　おーばん山形東店 山形県山形市五十鈴２丁目２－２５

うさちゃんクリーニング　おーばん山辺店 山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘１－１－６

うさちゃんクリーニング　天童店 山形県天童市北目３－８－１０

うさちゃんクリーニング　コープ鈴川店 山形県山形市五十鈴１－７－６５

うさちゃんクリーニング　上町店 山形県山形市上町４丁目１１－１４

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ相生店 山形県米沢市相生町１７８９－１

うさちゃんクリーニング　おーばん村山店 山形県東根市温泉町３－１４－１１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ米沢中田町店 山形県米沢市中田町９９０

うさちゃんクリーニング　うめや長井北店 山形県長井市緑町９－７７

うさちゃんクリーニング　うめや南陽店 山形県南陽市宮内４５２４－１

うさちゃんクリーニング　おーばん嶋店 山形県山形市嶋北２－１－２

うさちゃんクリーニング　おーばん南天童店 山形県天童市東芳賀２－８－１

うさちゃんクリーニング　コープなかのくち店 山形県酒田市東栄町１０－５

うさちゃんクリーニング　東町店 山形県酒田市東町１－７－４

うさちゃんクリーニング　ト一屋みずほ通り店 山形県酒田市松原南４－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ新庄店 山形県新庄市金沢大道上２０３３－４

うさちゃんクリーニング　ヨークタウン嶋店 山形県山形市嶋北４－２－３３

うさちゃんクリーニング　おーばん南尾花沢店 山形県尾花沢市上町３－３－１６

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ余目店 山形県東田川郡庄内町余目字滑石３８－１

うさちゃんクリーニング　余慶町店 山形県鶴岡市余慶町１１－８

うさちゃんクリーニング　鶴岡城南店 山形県鶴岡市千石町７－３７

うさちゃんクリーニング　白山店 山形県鶴岡市白山字西野１５４

うさちゃんクリーニング　おーばんさくらんぼ東根店 山形県東根市中央１丁目９－２８

うさちゃんクリーニング　春日町店 山形県山形市春日町１０－１２

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ花沢店 山形県米沢市花沢町２７１０－１

うさちゃんクリーニング　うめや川西店 山形県東置賜郡川西町上小松１２１６－２

うさちゃんクリーニング　米沢店 山形県東置賜郡高畠町糠野目字鎌塚台２４０２－１

うさちゃんクリーニング　マルホンカウボーイ米沢店 山形県米沢市林泉寺二丁目２－８３

うさちゃんクリーニング　うめや長井南店 山形県長井市館町南１２－５２

うさちゃんクリーニング　上山店 山形県上山市弁天１－９－４

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ上山店 山形県上山市矢来３－７－２３

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道６３－１

うさちゃんクリーニング　おーばん久野本店 山形県天童市北久野本１－８－２０

うさちゃんクリーニング　山形幸町店 山形県山形市幸町１７－１

うさちゃんクリーニング　生協切添店 山形県鶴岡市切添町１７－１５

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ新庄宮内店 山形県新庄市五日町宮内２７２－１

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ旭新町店 山形県酒田市旭新町１６－１

うさちゃんクリーニング　八幡店 山形県酒田市小泉字前田２４－１

うさちゃんクリーニング　コープ千石店 山形県鶴岡市長者町８－２５

うさちゃんクリーニング　ヤマザワ鶴岡茅原店 山形県鶴岡市茅原字草見鶴３３－２



うさちゃんクリーニング　おーばん桜田南店 山形県山形市桜田南２－５

福島県　

うさちゃんクリーニング　コープマート方木田店 福島県福島市大森字北島２０－１

うさちゃんクリーニング　台新店 福島県郡山市台新１－３１－３４

うさちゃんクリーニング　ヨークタウン希望ヶ丘店 福島県郡山市富田町大徳南６－１０

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル荒井店 福島県郡山市安積町荒井字西原１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル日和田店 福島県郡山市日和田町字前田１９－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル一箕町店 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原５２番地

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル花春店 福島県会津若松市花春町３－１６

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル門田店 福島県会津若松市天神町２２－１１

うさちゃんクリーニング　コープマート国見店 福島県伊達郡国見町大字藤田字五反田１－３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル須賀川南店 福島県須賀川市高久田境９１－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル西若松店 福島県会津若松市住吉町２８２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル相馬黒木店 福島県相馬市黒木大字源多田２２番地

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル富久山店 福島県郡山市富久山町久保田字上野１３６－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル片平店 福島県郡山市中ノ目１－１６

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル飯寺店 福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西７３７－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル猪苗代店 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西９２

うさちゃんクリーニング　福島店 福島県福島市方木田字谷地１２－５

うさちゃんクリーニング　ダイユーエイトＭＡＸ店 福島県福島市曽根田町１－１８

うさちゃんクリーニング　コープマート笹谷店 福島県福島市笹谷字中谷地１４－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル城西町店 福島県会津若松市城西町８－８

うさちゃんクリーニング　会津店 福島県会津若松市門田町大字飯寺字村東８６０－１６

うさちゃんクリーニング　コープマート梁川店 福島県伊達市梁川町字御八郎１３－１

うさちゃんクリーニング　郡山店 福島県郡山市安積４－２６４－２

うさちゃんクリーニング　堤下店 福島県郡山市堤下町１－５６

うさちゃんクリーニング　ブイチェーン喜久田東原店 福島県郡山市喜久田町字前北１５－１

うさちゃんクリーニング　ブイチェーン緑ヶ丘店 福島県郡山市緑ヶ丘東３－２－１

茨城県　

うさちゃんクリーニング　かましん下館店 茨城県筑西市丙１８－１３

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル筑西横島店 茨城県筑西市横島８３０－１

うさちゃんクリーニング　岩瀬店 茨城県桜川市御領１－７４

うさちゃんクリーニング　とりせん下妻店 茨城県下妻市下妻字寺後丙８５３

うさちゃんクリーニング　結城店 茨城県結城市結城９８５８

うさちゃんクリーニング　とりせん大沢店 茨城県常総市大沢１９３８－２

うさちゃんクリーニング　とりせんみらい平店 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１－２－５

うさちゃんクリーニング　ピアシティ荒川本郷店 茨城県稲敷郡阿見町本郷３－１－１

うさちゃんクリーニング　ミスターマックス取手店 茨城県取手市東４－５－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル結城四ツ京店 茨城県結城市大字結城１１８３９－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル守谷店 茨城県守谷市松並１９３０－１０９

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル千代田モール店 茨城県かすみがうら市下稲吉２６３３－７

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル土浦真鍋店 茨城県土浦市真鍋新町２０番１９号

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル友部東平店 茨城県笠間市東平３－１－４５

うさちゃんクリーニング　一本松店 茨城県筑西市一本松１９－１

うさちゃんクリーニング　笠間店 茨城県笠間市笠間１４６４－７

うさちゃんクリーニング　鴻巣店 茨城県古河市大字鴻巣９７５

うさちゃんクリーニング　ベルク古河駒羽根店 茨城県古河市駒羽根４４－２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマルつくばみらい店 茨城県つくばみらい市絹の台６－２０－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル水戸赤塚店 茨城県水戸市姫子２－３０

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル石岡店 茨城県石岡市東大橋１９３７－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル水戸笠原店 茨城県水戸市小吹町字新山２５８２－１９

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル水戸浜田店 茨城県水戸市浜田１－２－３０

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル東大島店 茨城県ひたちなか市東大島２－１３－４

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル大成店 茨城県ひたちなか市大成町１１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル羽鳥東店 茨城県小美玉市羽鳥２７３７

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル茨城町店 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字中丸原３４８１－５７７

うさちゃんクリーニング　総和店 茨城県古河市上辺見９３６－１

うさちゃんクリーニング　木田余ショッピングモール店 茨城県土浦市木田余字一町田台４５９４－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル土浦生田町店 茨城県土浦市生田町９－３１

うさちゃんクリーニング　ＴＡＩＲＡＹＡ川島店 茨城県筑西市布川１３１７

うさちゃんクリーニング　ＴＡＩＲＡＹＡ関本店 茨城県筑西市関本中１７０



うさちゃんクリーニング　とりせん結城店 茨城県結城市新福寺６－１１－４

うさちゃんクリーニング　玉戸モール店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島１０１８－３５

うさちゃんクリーニング　マスダ三和店 茨城県古河市諸川海道西１１１４－３

うさちゃんクリーニング　パワーマート岩瀬店 茨城県桜川市富士見台２丁目９６

うさちゃんクリーニング　西友ひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東１－２３－１

うさちゃんクリーニング　ランドローム竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市中根台３－６

うさちゃんクリーニング　ランドロームもえぎ野店 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台２丁目１－１

うさちゃんクリーニング　竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市馴馬町５１９－１

うさちゃんクリーニング　新町店 茨城県取手市新町６－１－１

うさちゃんクリーニング　パワーマート見川店 茨城県水戸市見川５－１１５－４

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル取手戸頭店 茨城県取手市戸頭１１１８番１

うさちゃんクリーニング　クスリのアオキ二の宮店 茨城県つくば市二の宮３－１５－７

うさちゃんクリーニング　水戸店 茨城県水戸市見川町２１３１－９８４

うさちゃんクリーニング　ＴＡＩＲＡＹＡ石下店 茨城県常総市本石下４５９７

うさちゃんクリーニング　エコス小川店 茨城県小美玉市野田３５４－１

うさちゃんクリーニング　タイヨー美野里店 茨城県小美玉市堅倉８７２

うさちゃんクリーニング　フォレストモール石岡店 茨城県石岡市石岡水久保１２８８６

うさちゃんクリーニング　クスリのアオキまりやま店 茨城県土浦市摩利山新田１１６－１

うさちゃんクリーニング　ランドローム竜ヶ岡店 茨城県龍ヶ崎市松ヶ丘１－１

栃木県　

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル若松原店 栃木県宇都宮市北若松原１－１３－１５

うさちゃんクリーニング　小山ゆうえんち店 栃木県小山市大字喜沢１４７５－１８２

うさちゃんクリーニング　かましん益子店 栃木県芳賀郡益子町大字益子２０２４

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル御幸ヶ原店 栃木県宇都宮市御幸ヶ原５０－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル佐野田島町店 栃木県佐野市田島町字東４８－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル氏家店 栃木県さくら市氏家２８９２－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル小山雨ヶ谷店 栃木県小山市雨ヶ谷町６１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル西川田店 栃木県宇都宮市西川田町９２０－２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル西那須野店 栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－６

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル石井店 栃木県宇都宮市石井町３３５１－１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル栃木平柳店 栃木県栃木市平柳町２－２６－２１

うさちゃんクリーニング　宇都宮店 栃木県宇都宮市塙田４－５－４

うさちゃんクリーニング　花園店 栃木県宇都宮市花園町２－２

うさちゃんクリーニング　江曽島店 栃木県宇都宮市双葉１－５－６

うさちゃんクリーニング　小山店 栃木県小山市駅南町２－２７－４

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル戸祭店 栃木県宇都宮市戸祭元町１２－１１

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル細谷店 栃木県宇都宮市細谷町３７５－２

うさちゃんクリーニング　ヨークベニマル大田原住吉店 栃木県大田原市住吉町二丁目２４７３－５

うさちゃんクリーニング　かましんカルナ市貝店 栃木県芳賀郡市貝町赤羽３５５－５

うさちゃんクリーニング　小山東店 栃木県小山市横倉新田３１５－５

うさちゃんクリーニング　小山城東店 栃木県小山市城東７－１８－８

うさちゃんクリーニング　たいらや泉が丘店 栃木県宇都宮市泉が丘１丁目１７－１６

うさちゃんクリーニング　とりせん真岡店 栃木県真岡市下高間木２－２－４

うさちゃんクリーニング　ＴＡＩＲＡＹＡ小金井店 栃木県下野市駅東２－７

うさちゃんクリーニング　上三川店 栃木県河内郡上三川町大字上三川４６７８－１

うさちゃんクリーニング　自治医大店 栃木県下野市祇園３－１－２

うさちゃんクリーニング　たいらや城東店 栃木県宇都宮市城東１－１－１１

うさちゃんクリーニング　とりせん蔵の街店 栃木県栃木市富士見町５－３２

うさちゃんクリーニング　フォルテ間々田店 栃木県小山市美しが丘１丁目１９－１

うさちゃんクリーニング　御幸本町店 栃木県宇都宮市御幸本町４７３２－２４

うさちゃんクリーニング　那須塩原店 栃木県那須塩原市西三島１－１３７－４

うさちゃんクリーニング　かましん日光森友店 栃木県日光市森友７４０－１

うさちゃんクリーニング　たいらや姿川店 栃木県宇都宮市西川田町１０４７

埼玉県　

うさちゃんクリーニング　東武ストア土呂店 埼玉県さいたま市北区土呂町１－６－２

うさちゃんクリーニング　西友西所沢店 埼玉県所沢市西所沢１－２６－４

うさちゃんクリーニング　西友新座店 埼玉県新座市野火止８－１６－１３

うさちゃんクリーニング　とりせん北本店 埼玉県北本市北中丸１－７５－１

うさちゃんクリーニング　生鮮市場ＴＯＰ白岡西店 埼玉県白岡市西６－５－１

うさちゃんクリーニング　ヤオコー八潮店 埼玉県八潮市大字大瀬５－１－７

うさちゃんクリーニング　マルエツ松原店 埼玉県草加市栄町３－８－１３



うさちゃんクリーニング　マルエツ東川口店 埼玉県川口市戸塚２－２８－１０

うさちゃんクリーニング　所沢店 埼玉県所沢市北野南１－９－９

うさちゃんクリーニング　上尾店 埼玉県上尾市上尾村１２１７－２

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ東岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪５－１－１

うさちゃんクリーニング　ヨークマート越谷花田店 埼玉県越谷市花田２－２－３

うさちゃんクリーニング　西友川口赤山店 埼玉県川口市赤山１４２６

うさちゃんクリーニング　西友草加店 埼玉県草加市高砂１－６－２１

うさちゃんクリーニング　さいたま北店 埼玉県さいたま市北区東大成２－８９－９

うさちゃんクリーニング　大宮櫛引店 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目８２３細谷ビル１Ｆ

うさちゃんクリーニング　日進２丁目店 埼玉県さいたま市北区日進町２－７８１

うさちゃんクリーニング　宮原１丁目店 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１８４－１９

うさちゃんクリーニング　宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目３９

うさちゃんクリーニング　三郷店 埼玉県三郷市戸ヶ崎２丁目２３２－２

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ所沢花園店 埼玉県所沢市花園１－２３１３－１

うさちゃんクリーニング　ヤオコー北本中央店 埼玉県北本市中央４丁目６３番

うさちゃんクリーニング　ヤオコー西大宮店 埼玉県さいたま市西区西大宮４丁目５番地１

うさちゃんクリーニング　ヤオコー所沢有楽町店 埼玉県所沢市有楽町７－４

うさちゃんクリーニング　ヤオコー久喜菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲７００１番

うさちゃんクリーニング　ベルクス草加谷塚店 埼玉県草加市谷塚上町２７１－１

うさちゃんクリーニング　ヨークマート北本二ツ家店 埼玉県北本市二ツ家４丁目１１８－１

うさちゃんクリーニング　ヨークマート三室店 埼玉県さいたま市緑区松木２－８－１

千葉県　

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ都町店 千葉県千葉市中央区都町２－６－１

うさちゃんクリーニング　西友薬円台店 千葉県船橋市薬円台６－６－７

うさちゃんクリーニング　ヨークマート柏の葉公園店 千葉県柏市十余二５７５－７１

うさちゃんクリーニング　ヨークマート谷津店 千葉県習志野市谷津４－８－５

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ都賀店 千葉県千葉市若葉区都賀１－１２－１

うさちゃんクリーニング　柴崎台店 千葉県我孫子市柴崎台２－７－２９

うさちゃんクリーニング　ピアシティ稲毛海岸店 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－４

うさちゃんクリーニング　船橋店 千葉県船橋市海神町南１－１５４４－１９

うさちゃんクリーニング　ヨークマート習志野台店 千葉県船橋市習志野台３－６－１

東京都　

うさちゃんクリーニング　ヨークマート練馬平和台店 東京都練馬区早宮２－２－２８

うさちゃんクリーニング　西友蓮根坂下店 東京都板橋区坂下２－２３－１

うさちゃんクリーニング　池袋サンシャイン前店 東京都豊島区東池袋４－２１－１

うさちゃんクリーニング　ポンテポルタ千住店 東京都足立区千住橋戸町１－１３

うさちゃんクリーニング　コープみらいひばりヶ丘店 東京都西東京市谷戸町２－１

うさちゃんクリーニング　イトーヨーカドー高砂店 東京都葛飾区高砂３－１２－５

うさちゃんクリーニング　コープぬくい坂下店 東京都小金井市貫井南町２－７－１６

うさちゃんクリーニング　イトーヨーカドー東大和店 東京都東大和市桜が丘２－１４２－１

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ東村山店 東京都東村山市恩多町５－４７－５

うさちゃんクリーニング　ヨークフーズ石神井店 東京都練馬区下石神井１－２－８

うさちゃんクリーニング　西友ひばりヶ丘団地店 東京都西東京市ひばりが丘団地３－６

うさちゃんクリーニング　池袋店 東京都豊島区要町３－１２－７

うさちゃんクリーニング　西友清瀬店 東京都清瀬市元町１－４－５

うさちゃんクリーニング　西友浅草ＲＯＸ店 東京都台東区浅草１－２５－１５

うさちゃんクリーニング　コープみらい柴崎店 東京都調布市柴崎２－２－１

うさちゃんクリーニング　中村南店 東京都練馬区中村南３－１６－７

うさちゃんクリーニング　中野店 東京都中野区中野１－５－１

うさちゃんクリーニング　コープ中野鷺宮店 東京都中野区鷺宮２－１８－６

うさちゃんクリーニング　コープみらい小川西町店 東京都小平市小川西町１－２－１

うさちゃんクリーニング　コープ上北台店 東京都東大和市立野２－３－５

うさちゃんクリーニング　石神井２丁目店 東京都練馬区石神井町２－８－２７

うさちゃんクリーニング　蓮根店 東京都板橋区蓮根２－１９－２５

うさちゃんクリーニング　上板橋店 東京都板橋区上板橋１－１９－２４

うさちゃんクリーニング　西友青井店 東京都足立区青井３－１－１

うさちゃんクリーニング　コープみらい牟礼店 東京都三鷹市牟礼５－３－１

うさちゃんクリーニング　豊玉中店 東京都練馬区豊玉中３－１２－６

うさちゃんクリーニング　コープみらい若葉台店 東京都稲城市若葉台３－１０

うさちゃんクリーニング　コープみらい貝取店 東京都多摩市貝取３－８

うさちゃんクリーニング　西友富士見ヶ丘店 東京都杉並区高井戸西２－１０－１３



うさちゃんクリーニング　コープみらい高倉店 東京都八王子市高倉町４９－３

うさちゃんクリーニング　千歳北口店 東京都世田谷区船橋１－９－１１

うさちゃんクリーニング　国立さくら通り店 東京都国立市富士見台３－４－４

うさちゃんクリーニング　西友青柳店 東京都国立市青柳３－８－３

うさちゃんクリーニング　コープみらい北野台店 東京都八王子市北野台５－４９－６

うさちゃんクリーニング　コープみらいときわ店 東京都町田市常盤町３１７０－１

うさちゃんクリーニング　コープみらい城山手店 東京都八王子市城山手１－２７

うさちゃんクリーニング　谷保店 東京都国立市富士見台１丁目１０－１５

うさちゃんクリーニング　西友高野台店 東京都練馬区高野台１－２０－１

うさちゃんクリーニング　ＳＯＣＯＬＡ武蔵小金井店 東京都小金井市本町６丁目２番３０号

うさちゃんクリーニング　コープみらい国分寺内藤店 東京都国分寺市内藤１丁目２２

うさちゃんクリーニング　クルネ店 東京都東久留米市野火止１－３－３

うさちゃんクリーニング　国立駅前店 東京都国立市北１－６－１２


