
店舗名 郵便番号

半田店 475-0911 愛知県 半田市星崎町3-38-4

鳴海店 458-0009 愛知県 名古屋市緑区平手南2-213

豊橋飯村店 440-0836 愛知県 豊橋市飯村町7-624

春日井店 486-0913 愛知県 春日井市柏原町4-23

水主町店 450-0003 愛知県 名古屋市中村区名駅南5-1-24

甚目寺店 490-1115 愛知県 あま市坂牧76-1

中川中島店 454-0932 愛知県 名古屋市中川区中島新町3-2708-1

瀬戸店 489-0808 愛知県 瀬戸市見付町47-1

豊川店 442-0888 愛知県 豊川市千歳通2-10-1

名古屋白壁店 461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁3-11-25

豊橋曙店 441-8151 愛知県 豊橋市曙町字若松103

津島店 496-0038 愛知県 津島市橘町1-65-2

弥次ヱ店 457-0821 愛知県 名古屋市南区弥次エ町3-2-1

春日井大留店 487-0024 愛知県 春日井市大留町2-2-4

江南店 483-8422 愛知県 江南市東野町神上154

安城店 446-0007 愛知県 安城市東栄町3-817-5

岡崎大樹寺店 444-2121 愛知県 岡崎市鴨田町字広元265

名古屋守山店 463-0004 愛知県 名古屋市守山区平池東808

久保一色店 485-0001 愛知県 小牧市久保一色東1-11

師勝店 481-0004 愛知県 北名古屋市鹿田47

新川店 452-0902 愛知県 清須市助七新田字芳花25-1

西尾店 445-0063 愛知県 西尾市今川町東大城31-1

高浜店 444-1321 愛知県 高浜市稗田町4-1-22

豊田毘森公園店 471-0035 愛知県 豊田市小坂町2丁目62-9

青森浜田店 030-0843 青森県 青森市大字浜田字玉川196-11

五所川原店 037-0004 青森県 五所川原市大字唐笠柳字藤巻629-1

弘前八幡店 036-8057 青森県 弘前市大字八幡町3-2-4

八戸類家店 031-0001 青森県 八戸市類家4-5-11

三沢店 033-0037 青森県 三沢市松園町3-3-1

むつ店 035-0072 青森県 むつ市金谷2-1-32

黒石店 036-0371 青森県 黒石市花園町1-2

弘前安原店 036-8162 青森県 弘前市大字安原1-1-1

八戸沼館店 031-0071 青森県 八戸市沼館4-4-1

野辺地店 039-3171 青森県 上北郡野辺地町字二本木31-1

住所



店舗名 郵便番号 住所

青森東バイパス店 030-0911 青森県 青森市造道3-1-28

十和田店 034-0011 青森県 十和田市稲生町5-43

青森西バイパス店 038-0003 青森県 青森市石江字三好150-5

大仙店 014-0021 秋田県 大仙市福田町17-3

秋田将軍野店 011-0936 秋田県 秋田市将軍野南2-5-36

大館店 017-0045 秋田県 大館市中道2-3-35

秋田御所野店 010-1419 秋田県 秋田市御所野堤台1-1-2

湯沢店 012-0844 秋田県 湯沢市田町2-3-37

横手店 013-0042 秋田県 横手市前郷字下横山104

たかのす店 018-3302 秋田県 北秋田市栄字中綱36-1

能代店 016-0188 秋田県 能代市字寺向61

男鹿店 010-0341 秋田県 男鹿市船越字内子1-738

由利本荘店 015-0011 秋田県 由利本荘市石脇字尾花沢8-3

秋田広面店 010-0041 秋田県 秋田市広面字堤敷34-1

古河店 306-0002 茨城県 古河市三杉町1-2717

守谷店 302-0118 茨城県 守谷市立沢2059-1

高萩店 318-0013 茨城県 高萩市高浜町3-62-5

イオンモール下妻店 304-0033 茨城県 下妻市堀篭972-1
盛岡北山店 020-0061 岩手県 盛岡市北山2-27-5

盛岡南店 020-0851 岩手県 盛岡市向中野2-20-30

北上店 024-0083 岩手県 北上市柳原町2-1-47

花巻店 025-0081 岩手県 花巻市里川口町1-2

水沢店 023-0003 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目97-1

久慈店 028-0041 岩手県 久慈市長内町34地割3-6

釜石店 026-0034 岩手県 釜石市中妻町2-1-2

一関店 021-0055 岩手県 一関市山目泥田86-1

別府店 874-0919 大分県 別府市石垣東10-7-10

枚方店 573-1162 大阪府 枚方市田口4-46-1

茨木宇野辺店 567-0042 大阪府 茨木市宇野辺1-2-38

松原店 580-0016 大阪府 松原市上田4-685-1

南津守店 557-0063 大阪府 大阪市西成区南津守2-1-17

豊中庄内店 561-0828 大阪府 豊中市三和町2-2-3

生野店 544-0014 大阪府 大阪市生野区巽東1-5-24

寝屋川香里店 572-0089 大阪府 寝屋川市香里西之町26番23号



店舗名 郵便番号 住所

貝塚店 597-0021 大阪府 貝塚市小瀬1-27-1

堺向陵店 590-0025 大阪府 堺市堺区向陵東町1-1-25

箕面店 562-0043 大阪府 箕面市桜井3-8-9

寝屋川太秦店 572-0856 大阪府 寝屋川市宇谷町2-3

堺美原店 587-0002 大阪府 堺市美原区黒山169-1

豊中上新田店 560-0085 大阪府 豊中市上新田4丁目5-5-2

東住吉店 546-0022 大阪府 大阪市東住吉区住道矢田5-13-9

東淀川店 533-0013 大阪府 大阪市東淀川区豊里7丁目19-18

鶴見諸口店 538-0051 大阪府 大阪市鶴見区諸口1丁目1-6

境川店 550-0024 大阪府 大阪市西区境川1-2-27

津山店 708-0822 岡山県 津山市林田72-1

総社店 719-1126 岡山県 総社市総社1005-5

児島店 711-0921 岡山県 倉敷市児島駅前3-14

笠岡店 714-0084 岡山県 笠岡市三番町1

岡山大福店 701-0204 岡山県 岡山市南区大福字前阪381-1

倉敷店 710-0038 岡山県 倉敷市新田2892-7-1

秦野店 257-0015 神奈川県 秦野市平沢394-1

南林間店 242-0001 神奈川県 大和市下鶴間3002番23

横須賀三春店 238-0014 神奈川県 横須賀市三春町4－1－22

三浦店 238-0113 神奈川県 三浦市初声町入江字二番地186-1

横浜戸塚店 244-0812 神奈川県 横浜市戸塚区柏尾町955-9

相模大野店 252-0303 神奈川県 相模原市南区相模大野1-25-3

川崎市ノ坪店 211-0016 神奈川県 川崎市中原区市ノ坪581

平塚店 254-0014 神奈川県 平塚市四之宮2-7-11

都岡店 241-0805 神奈川県 横浜市旭区都岡町57-4

横浜笠間店 247-0006 神奈川県 横浜市栄区笠間3-15-5

北新横浜店 223-0057 神奈川県 横浜市港北区北新横浜1-4-12

大和下和田店 242-0015 神奈川県 大和市下和田795-1

逗子店 249-0006 神奈川県 逗子市逗子1-11-10

上大岡ミオカ店 233-0002 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1－18－3ミオカリスト館6階

横浜西口エキニア店 220-0004 神奈川県 横浜市西区北幸1-1-8エキニア横浜2階

岐南店 501-6001 岐阜県 羽島郡岐南町上印食5丁目110-1

岐阜又丸店 501-1157 岐阜県 岐阜市又丸村中48-1

各務原蘇原店 504-0855 岐阜県 各務原市蘇原新栄町1-24



店舗名 郵便番号 住所

穂積店 501-0223 岐阜県 瑞穂市穂積1666-1

大垣店 503-0837 岐阜県 大垣市安井町4-7-1

美濃加茂店 505-0036 岐阜県 美濃加茂市山手町2-89

カインズモール関店 501-3941 岐阜県 関市小屋名字五反田1467

可児店 509-0214 岐阜県 可児市広見2341-1

モレラ岐阜店 501-0497 岐阜県 本巣市三橋1100モレラ岐阜1197区画

西京極店 615-0807 京都府 京都市右京区西京極東大丸町2

向日店 617-0004 京都府 向日市鶏冠井町馬司18

宇治店 611-0042 京都府 宇治市小倉町神楽田19

八幡店 614-8067 京都府 八幡市八幡中ノ山196-1

東舞鶴店 625-0025 京都府 舞鶴市大字市場28

京のとんぼ 604-0021 京都府 京都市中京区河原町通蛸薬師下ル塩屋町330

桐生店 376-0013 群馬県 桐生市広沢町4-2060-1

富岡店 370-2316 群馬県 富岡市富岡2356

三俣店 371-0018 群馬県 前橋市三俣町1-23-2

渋川店 377-0006 群馬県 渋川市行幸田238-2

伊勢崎店 372-0813 群馬県 伊勢崎市韮塚町1186-3

藤岡店 375-0053 群馬県 藤岡市中大塚字東東海道260-2

館林店 374-0011 群馬県 館林市羽附町1653-1

沼田店 378-0004 群馬県 沼田市下久屋町字下原1045-1

太田店 373-0852 群馬県 太田市新井町502-3

安中店 379-0132 群馬県 安中市高別当
こうべっとう

140-1
八代店 866-0045 熊本県 八代市建馬町3-1

クロス２１宇土店 869-0411 熊本県 宇土市水町50-1

草加店 340-0051 埼玉県 草加市長栄町二丁目一番地33

深谷店 366-0051 埼玉県 深谷市上柴町東5-7-9

幸手店 340-0155 埼玉県 幸手市大字上高野2119-1

新三橋店 331-0052 埼玉県 さいたま市西区三橋5-1033-1

蓮田店 349-0141 埼玉県 蓮田市西新宿2-119-2

本庄店 367-0035 埼玉県 本庄市大字西富田社具路683

越谷大里店 343-0031 埼玉県 越谷市大字大里386-1

上尾店 362-0045 埼玉県 上尾市向山2-17-1

久喜店 346-0001 埼玉県 久喜市大字古久喜356-1

鶴ヶ島店 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市脚折町6丁目30-4



店舗名 郵便番号 住所

飯能店 357-0023 埼玉県 飯能市大字岩沢190番1

大宮植竹店 331-0813 埼玉県 さいたま市北区植竹町1-819

秩父店 368-0005 埼玉県 秩父市大字大野原字宿西927-1

北上尾店 362-0015 埼玉県 上尾市緑丘3-5-37

東松山店 355-0032 埼玉県 東松山市新宿町1-8

越谷レイクタウン店 343-0828 埼玉県 越谷市レイクタウン9-1-29

イオンモール与野店 338-0004 埼玉県 さいたま市中央区本町西5-2-9
川越店 350-0031 埼玉県 川越市大字小仙波1057-1

川口柳崎店 333-0861 埼玉県 川口市柳崎3丁目8番21号

大津尾花川店 520-0031 滋賀県 大津市尾花川10-28

長浜店 526-0021 滋賀県 長浜市八幡中山町字三ノ坪80-4

八日市店 527-0025 滋賀県 東近江市八日市東本町3-34

焼津店 425-0045 静岡県 焼津市祢宜島252-1

清水店 424-0066 静岡県 静岡市清水区七ツ新屋2-1-60

浜松東若林店 432-8052 静岡県 浜松市南区東若林町1-1

三島店 411-0843 静岡県 三島市三好町13-17

浜北店 434-0014 静岡県 浜松市浜北区本沢合175-1

静岡有明店 422-8031 静岡県 静岡市駿河区有明町7-15

浜松頭陀寺店 430-0817 静岡県 浜松市南区頭陀寺町312-1

袋井店 437-0064 静岡県 袋井市川井1312-10

磐田店 438-0071 静岡県 磐田市今之浦3-12-3

沼津店 410-0302 静岡県 沼津市東椎路字春ノ木496-3

菊川店 439-0031 静岡県 菊川市加茂6084

吉田店 421-0301 静岡県 榛原郡吉田町住吉字元森1271-1

富士柚木店 416-0908 静岡県 富士市柚木391-5

伊東店 414-0035 静岡県 伊東市南町2-59-1

浜松三方原店 433-8111 静岡県 浜松市中区葵西5丁目23-6

君津店 299-1162 千葉県 君津市南子安6-20-8

茂原店 297-0074 千葉県 茂原市小林1978-32

旭店 289-2504 千葉県 旭市ニ3149-1

鎌ヶ谷店 273-0104 千葉県 鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷1-3-31

東金店 283-0811 千葉県 東金市台方868-2

銚子店 288-0802 千葉県 銚子市松本町3-864-1

市川東大和田店 272-0026 千葉県 市川市東大和田1-25-13



店舗名 郵便番号 住所

八千代店 276-0046 千葉県 八千代市大和田新田1062-6

千葉東寺山店 264-0035 千葉県 千葉市若葉区東寺山町809-1

流山店 270-0144 千葉県 流山市前ヶ崎川村台726-1

市原店 290-0008 千葉県 市原市古市場字臂曲626-1

柏店 277-0837 千葉県 柏市大山台1-17

富里店 286-0221 千葉県 富里市七栄632-1

鴨川店 296-0004 千葉県 鴨川市貝渚字南川田39-1

佐倉寺崎店 285-0819 千葉県 佐倉市寺崎北3-3-11

三鷹店 181-0004 東京都 三鷹市新川6-25-12

板橋店 174-0074 東京都 板橋区東新町1-48-10

練馬貫井店 176-0021 東京都 練馬区貫井2-4-15

足立谷在家店 123-0863 東京都 足立区谷在家2-1-1

青梅店 198-0024 東京都 青梅市新町7-1-7

葛飾立石店 124-0012 東京都 葛飾区立石5-2-3

アクロスプラザ若葉台店 206-0824 東京都 稲城市若葉台2-8

新小岩ルミエール店 124-0024 東京都 葛飾区新小岩1-49-1松富ﾋﾞﾙB1Ｆ

黒磯店 325-0062 栃木県 那須塩原市住吉町77-23

佐野店 327-0821 栃木県 佐野市高萩町1341-6

西那須野店 329-2755 栃木県 那須塩原市西原町8-27

栃木店 328-0074 栃木県 栃木市薗部町1-21-25

倉吉店 682-0041 鳥取県 倉吉市河北町197

鳥取安長店 680-0913 鳥取県 鳥取市安長174-1

米子店 683-0802 鳥取県 米子市東福原2-1-59

上高田店 380-0907 長野県 長野市大字鶴賀334-6

更埴店 387-0014 長野県 千曲市大字打沢25-1

上田店 386-0027 長野県 上田市常磐城1-8-31

下諏訪店 393-0000 長野県 諏訪郡下諏訪町4996-3

南松本店 390-0833 長野県 松本市双葉18-22

新須坂店 382-0052 長野県 須坂市大字塩川字神田500

佐久中込店 385-0051 長野県 佐久市中込中央区3143-1

信州中野店 383-0046 長野県 中野市大字片塩字松崎58-2

上田国分店 386-0016 長野県 上田市大字国分字浦沖1251-1

新飯山店 389-2255 長野県 飯山市大字静間1481

北松本店 390-0852 長野県 松本市島立荒井323-1



店舗名 郵便番号 住所

豊科店 399-8201 長野県 安曇野市豊科南穂高576-1

長野稲田店 381-0042 長野県 長野市稲田1-13-16

川中島店 381-2233 長野県 長野市川中島町上氷鉋602-1

諏訪インター店 392-0012 長野県 諏訪市大字四賀字塚田通り2328

飯田店 395-0002 長野県 飯田市上郷飯沼3403

上田築地店 386-1107 長野県 上田市築地32

伊那店 396-0012 長野県 伊那市上新田2703

飯田インター店 395-0153 長野県 飯田市上殿岡655

塩尻店 399-0706 長野県 塩尻市広丘原新田575-1

大町店 398-0004 長野県 大町市常盤5897-14

駒ヶ根店 399-4117 長野県 駒ヶ根市赤穂1347-1

香芝店 639-0224 奈良県 香芝市別所59-1

奈良柏木店 630-8031 奈良県 奈良市柏木町413-1

奈良二名店 631-0072 奈良県 奈良県奈良市二名3-1061

奈良桜井店 633-0068 奈良県 桜井市東新堂486-1

逢谷内店 950-0814 新潟県 新潟市東区逢谷内6-10-17

上越店 943-0821 新潟県 上越市土橋1665-2

新発田店 957-0063 新潟県 新発田市新栄町3-1315-1

長岡インター店 940-2024 新潟県 長岡市堺町字浦田2657

白根店 950-1221 新潟県 新潟市南区神屋215-1

新津店 956-0865 新潟県 新潟市秋葉区新津5163-3

十日町店 948-0094 新潟県 十日町市上島丑575-1

柏崎店 945-0817 新潟県 柏崎市宝町1-60

村上店 958-0823 新潟県 村上市仲間町字大沢600-1

六日町店 949-6603 新潟県 南魚沼市川窪1014番地1

魚沼小出店 946-0076 新潟県 魚沼市井口新田963-1

尼崎店 660-0802 兵庫県 尼崎市長洲中通3-24-33

明石店 673-0028 兵庫県 明石市硯町1-10-23

神戸須磨店 654-0025 兵庫県 神戸市須磨区寺田町3-1-24

垂水舞子店 655-0031 兵庫県 神戸市垂水区清水が丘3-1-20

豊岡店 668-0052 兵庫県 豊岡市九日市下町163-1

姫路野里店 670-0814 兵庫県 姫路市野里上野町2-3-18

太子店 671-1521 兵庫県 揖保郡太子町東出250-4

西宮前浜店 662-0931 兵庫県 兵庫県西宮市前浜町1-46



店舗名 郵便番号 住所

洲本店 656-0013 兵庫県 洲本市下加茂1丁目4番32号

中山寺店 665-0874 兵庫県 宝塚市中筋6丁目3-10

三木店 673-0404 兵庫県 三木市大村531-2

淡路店 656-2131 兵庫県 淡路市志筑3102-2

松永店 729-0104 広島県 福山市松永町6-8-20

フレスポ神辺店 720-2123 広島県 福山市神辺町大字川北1533

尾道店 722-0014 広島県 尾道市新浜1-7-9

広島矢賀店 732-0044 広島県 広島市東区矢賀新町3-4-13

広島佐伯店 731-5145 広島県 広島市佐伯区隅の浜3-9-28

広島呉店 737-0141 広島県 呉市広大新開2-21-11

飯倉店 814-0161 福岡県 福岡市早良区飯倉7-32-8

福岡長丘店 815-0075 福岡県 福岡市南区長丘3-1-8

大野城店 816-0935 福岡県 大野城市錦町3-3-47

ゆめモール柳川店 832-0827 福岡県 柳川市三橋町蒲船津字西ノ内277-3

新相馬店 976-0036 福島県 相馬市馬場野字雨田129-1

郡山亀田店 963-8032 福島県 郡山市下亀田22-1

いわき平店 970-8036 福島県 いわき市平谷川瀬二丁目2-1

福島矢野目店 960-0112 福島県 福島市南矢野目字桜内36-2

福島鎌田店 960-0102 福島県 福島市鎌田字樋口3-1

いわき鹿島店 971-8144 福島県 いわき市鹿島町久保2-1-3

会津若松店 965-0026 福島県 会津若松市平安町1-12

郡山南店 963-8842 福島県 郡山市南1-51

福島黒岩店 960-8153 福島県 福島市黒岩字堂ノ後64-1

いわき植田店 974-8212 福島県 いわき市東田町2-18-9

郡山駅東ＳＣ店 963-8801 福島県 郡山市向河原町4-60

会津若松南店 965-0830 福島県 会津若松市西年貢1-4-4

船引店 963-4312 福島県 田村市船引町船引字小沢川代63

白河店 961-0831 福島県 白河市老久保123-1

桑名店 511-0912 三重県 桑名市大字星川字十二882-1

松阪三雲店 515-2122 三重県 松阪市久米町1192-7

鈴鹿店 513-0809 三重県 鈴鹿市西条6-98

伊勢御薗店 516-0804 三重県 伊勢市御薗町長屋2090

鳥羽店 517-0011 三重県 鳥羽市鳥羽1-2383-6

久居店 514-1101 三重県 津市久居明神町字風早2597-1



店舗名 郵便番号 住所

津藤方店 514-0815 三重県 津市藤方563-2

名取店 981-1224 宮城県 名取市増田5-580-8

泉バイパス店 981-3105 宮城県 仙台市泉区天神沢1-3-18

仙台中野栄店 983-0013 宮城県 仙台市宮城野区中野字出花西16-4

仙台長町店 982-0023 宮城県 仙台市太白区鹿野1-1-30

古川店 989-6223 宮城県 大崎市古川竹の内290-1

石巻店 981-0501 宮城県 東松島市赤井字鷲塚6

大河原店 989-1245 宮城県 柴田郡大河原町字新南62-19

佐沼店 987-0511 宮城県 登米市迫町佐沼字中江2-3-2

気仙沼店 988-0045 宮城県 気仙沼市田谷9-3

岩沼店 989-2433 宮城県 岩沼市桜1-6-43

寒河江店 991-0041 山形県 寒河江市大字寒河江字横道124-1

天童店 994-0027 山形県 天童市桜町2-9

南陽店 999-2232 山形県 南陽市三間通1251-1

さくらんぼ東根店 999-3720 山形県 東根市さくらんぼ駅前1-10-14

酒田店 998-0831 山形県 酒田市東両羽町4-11

山形嶋店 990-0886 山形県 山形市嶋南3-15-32

米沢店 992-0012 山形県 米沢市金池6-1-1

酒田北店 998-0006 山形県 酒田市ゆたか1-1-6

新庄店 996-0002 山形県 新庄市金沢字南沢1803-10

山形元木店 990-2447 山形県 山形市元木1-10-34

鶴岡店 997-0043 山形県 鶴岡市東新斎町１－３

新下関店 751-0869 山口県 下関市伊倉新町4-1-35

下松店 744-0019 山口県 下松市桜町3-15-18

山口店 753-0815 山口県 山口市維新公園3丁目1-11

宇部店 759-0203 山口県 宇部市中野開作416-2

防府店 747-0024 山口県 防府市国衙1-12-5

甲府向町店 400-0813 山梨県 甲府市向町298-1

甲府アルプス通店 409-3867 山梨県 中巨摩郡昭和町清水新居46-1

河口湖インター店 403-0017 山梨県 富士吉田市新西原2-32-11

南アルプス店 400-0301 山梨県 南アルプス市桃園1690-1

イオンタウン山梨中央店 409-3821 山梨県 中央市下河東400

和歌山店 640-8127 和歌山県 和歌山市元町奉行丁2-12

和歌山六十谷店 640-8482 和歌山県 和歌山市六十谷1039-3
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