
店舗名 住所
Laundry Press 初台店 東京都渋谷区本町2-40-4
ドミールアイ経堂店 東京都世田谷区経堂１－３６
TOSEI Lａｕｎｄｒｙ 東京都中野区東中野１丁目３６－８
コインランドリー五反田店 東京都品川区東五反田１丁目１６－４
コインランドリーハル 長野県上田市真田町本原545-14
ママコット 東京都小金井市本町1-10-2
コインランドリーWao+ 秋田県秋田市東通８丁目２－８
クリーンランドリー青木島 長野県長野市下氷鉋１丁目３
クリーンランドリー青梅 東京都青梅市新町６丁目１６
Laundry’s Direct相模原清新店 神奈川県相模原市中央区清新３－１－１４
エネオス畑町SS 千葉県千葉市花見川区畑町６７６－１
EARTH LAUNDRY湊店 東京都中央区湊２－１２－３
EARTH LAUNDRY入船店 東京都中央区入船１－４－５
フトン巻きのジロー春日部小渕 埼玉県春日部市小渕1132-5
フトン巻きのジロー小山駅南 栃木県小山市駅南町1-26-4
フトン巻きのジロー岩曽 栃木県宇都宮市岩曽町46－5
フトン巻きのジロー上戸祭 栃木県宇都宮市上戸祭町3014-3
フトン巻きのジロー久喜東 埼玉県久喜市久喜東2-36-43
フトン巻きのジロー町田小山 東京都町田市小山町149-6
フトン巻きのジロー春日部豊町 埼玉県春日部市豊町4-1-５
フトン巻きのジロー松原 栃木県宇都宮市松原2-1-9
フトン巻きのジロー佐野高萩 栃木県佐野市高萩町471-1
フトン巻きのジロー下野祇園 栃木県下野市祇園1-15-3
フトン巻きのジロー横浜鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-12-23
フトン巻きのジロー茂原 栃木県宇都宮市茂原1丁目3-10
フトン巻きのジロー平松本町 栃木県宇都宮市平松本町756-21
フトン巻きのジロー一宮BP 愛知県一宮市富士3-4-1
フトン巻きのジローイオン水戸南 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3480-101
フトン巻きのジロー星置 北海道札幌市手稲区星置三条4-3-1
フトン巻きのジロー宝来 栃木県宇都宮市細谷町2600
フトン巻きのジロー江別 北海道江別市上江別西町56-4
フトン巻きのジロー山形天童 山形県天童市南町1丁目4-18
フトン巻きのジロー新潟関新 新潟県新潟市中央区関新1-2-3
フトン巻きのジロー郡山芳賀 福島県郡山市芳賀2-18-13
フトン巻きのジロー土浦桜ヶ丘 茨城県土浦市桜ケ丘町22-3
フトン巻きのジロー土浦神立 茨城県土浦市神立中央5-13-30
フトン巻きのジロー秦野平沢 神奈川県秦野市平沢50-5
ウォッシュライク東松戸 千葉県松戸市東松戸４丁目２－１３
コインランドリー ウェリナ 石狩市樽川９条１丁目１－１
FUQLEAR 東京都墨田区立花5-23-1
コインランドリーふわふわ本舗 荻川店 新潟県新潟市秋葉区中野5-102-25
コインランドリーピットイン 埼玉県所沢市山口2711-1
ランドリーラクーン 新潟県中央区本町通7番町1153
CoinLaundry川口並木店 埼玉県川口市並木３－８－８
ホワイトピア成田三里塚店 千葉県成田市三里塚御料１－１３７５
WHITE ISLAND宮前平店 神奈川県川崎市宮前区土橋１－１３－４
EARTH LAUNDRY両国店 東京都墨田区緑２－１８－７
WaterWash 神奈川県相模原市中央区緑が丘１－１２－１８
FUWATT築地店 東京都中央区築地７－８－７ 
ホワイトピア富里御料店 千葉県富里市御料７２０
EARTH LAUNDRY築地店 東京都中央区築地６－１１－３
EARTH LAUNDRY奥沢店 東京都世田谷区東玉川２－４０－１６
FUWATT四街道店 千葉県四街道市もねの里６－１０－３
FUWATT竹ノ塚店 東京都足立区竹ノ塚２－９－２１
ドライブウォッシュ 千葉県松戸市松戸新田３８６－１
FUWATT元浅草店 東京都台東区元浅草１－１９－４
EARTH LAUNDRY赤羽店 東京都北区赤羽２－２１－４
SALTO COIN LAUNDRY板橋徳丸店 東京都板橋区徳丸１－４５－９
EARTH LAUNDRY森下店 東京都墨田区千歳３－５－９
Ｓｅｌｅｎｅ 東京都中野区弥生町２－４８－７
KYOEIコインランドリー清見台東店 千葉県木更津市清見台東２－１－２０
あらいくまくん 埼玉県戸田市上戸田３－３－６
EARTH LAUNDRY木場店 東京都江東区木場３－１２－１
ピエロ ２８９号 榎町店 埼玉県熊谷市榎町１２
ピエロ ３０８号 岩戸北店 東京都狛江市岩戸北３－１４－２１
ピエロ ３１６号 御幸町店 栃木県宇都宮市御幸町２５８－６
ピエロ ３２６号 久下店 埼玉県加須市久下５－２０－６



ピエロ ２７５号 立川市錦町店 東京都立川市錦町３－１２－１６
ピエロ ２８１号 南烏山店 東京都世田谷区南烏山３－２５－１０
レインボー 戸ヶ崎店 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-111
洗乾ぼっくすSUN北本町店 千葉県船橋市北本町2-59-1
レインボー蒲生店 埼玉県越谷市蒲生寿町13-46
ランドリー２４ 埼玉県さいたま市北区吉野町１－２９－１６ 
レインボー差間店 埼玉県川口市差間３丁目２６－５
Ｓｏｒａ 千葉県流山市芝崎101-7
マライカ コインレスコインランドリー 埼玉県深谷市上柴町東4-18-15
CoinWash八日町店 東京都八王子市八日町１－４
CoinWash日野店 東京都日野市日野1531
コインランドリーJABOON鈴川町店 山形県山形市鈴川町3-4-10
Whitopia 仙台港インター店 宮城県仙台市宮城野区中野5-3-13
コインランドリーふわラッコ須賀川市館取町店 福島県須賀川市館取町136
Laundry Plaza ふわり 福島県郡山市安積町荒井西原山4-8
コインランドリーふわラッコ 郡山市池ノ台店 福島県郡山市池ノ台19-32
コインランドリーふわラッコ 新白河店 福島県白河市新白河1-203
WASH&FOLD仙台二日町店 宮城県仙台市青葉区二日町11-16
ウォッシュレーノ 山形県東田川郡三川町横山堤191-5
コインランドリーMiMi 山形県米沢市松が岬2-3-49
コインランドリーMoMo 山形県米沢市春日1-6-40
Laundryふわっとcarat 山形県米沢市万世町金谷667-37
うさちゃんクリーニング鶴岡東原町店 山形県鶴岡市東原町9-35
ランドリーハウス 宮城県仙台市青葉区昭和町5-16
生協コインランドリーあじさい館 青森県青森市松原3-9-2
コインランドリー La・Sabon 秋田県横手市安田向田204
コインランドリー洗濯屋ゆうちゃん岳温泉店 福島県二本松市岳温泉1-207-1
コインランドリーあ 福島県郡山市富田町下曲田14-8
コインランドリー洗濯屋ゆうちゃん郡山昭和店 福島県郡山市昭和2-9-14
コインランドリー洗濯屋ゆうちゃん会津若松駅前町店 福島県会津若松市駅前町2-2
ONE DAYコインランドリー東福島店 福島県福島市北五老内町6-22
コインランドリー洗濯屋ゆうちゃん小野町店 福島県田村郡小野町飯豊二本木1-1
ONE DAY コインランドリー中町店 福島県福島市中町1-15
コインランドリーあら～う能代店 秋田県能代市出戸本町18-17
コインランドリーじゃぶじゃぶ 秋田県秋田市外旭川小谷地4-1
コインランドリー Queen 東京都北区豊島8-1-19
ブルースター東バイパス店 青森県青森市矢田前弥生田20-2
生協コインランドリー八重田店 青森県青森市造道3-25-11
大型コインランドリー ピア問屋町店 青森県青森市問屋町2-3-2
ＬＢコインランドリー 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-87
アクアコインランドリー気仙沼田中前店 宮城県気仙沼市田中前4-2
LaundryHouse－N 岩手県釜石市浜町1-45-12
Laundry Basket 宮城県仙台市青葉区大手町７－８
ペリ乾ランド西の平店 宮城県仙台市太白区西の平１－１５－４０
ペリ乾ランド南光台店 宮城県仙台市泉区南光台二丁目１４－４３
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰみかんちゃん まほろば店 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目５－８
FU-KURA黒岩店 福島県福島市黒岩字浜井場１０－１７
サード利府青山店 宮城県宮城郡利府町青山2丁目の1番地2
ペリ乾ランド黒岩店 福島県福島市黒岩字中沖４２－２
ペリ乾ランド長者店 福島県郡山市長者1丁目6-90
ペリ乾ランド安積4丁目店 福島県郡山市安積4丁目55-2
ペリ乾ランド大河原店 宮城県柴田郡大河原町字小島２１－１
ペリカン飯寺店 会津若松市門田町大字飯寺字村西３８５－２
ペリ乾ランド寺岡店 宮城県仙台市泉区寺岡四丁目５－１１
ペリ乾ランド高森店 宮城県仙台市泉区高森4-2-539
洗たくじょうず 八島町店 福島県福島市飯坂町平野字中ノ内7-2
ペリ乾ランド柴田店 宮城県柴田郡柴田町西船迫2丁目８－１
コインランドリー城下店 青森県八戸市城下４－２０－３６
ペリ乾ランド上杉店 宮城県仙台市青葉区上杉２－２－２５
ペリ乾ランド大槻店 福島県郡山市御前南１－１９
ペリ乾ランドメガステージ二本松店 福島県二本松市冠木３８番
コインランドリー WASH＆DRY 中島店 福島県会津若松市中島町7-18
ペリ乾ランド川俣店 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴沢東６８
FU-KURAイオン福島店 福島県福島市南矢野目字中谷地３０－１
サード恵み野店 宮城県石巻市恵み野1丁目３－８
コインランドリー ユース 岩手県盛岡市上田2-4-1
コインランドリー しろくま 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖の目123
ピュア月寒中央通店 北海道札幌市東区北35条東7丁目3
ピュア北25条東店 北海道札幌市東区北25条東21-2-1



ジャバ清田店 北海道札幌市清田区清田1条3-7-55
コインランドリーかっぱ 北海道夕張郡長沼町中央南1-1-17
エンパイアーノース円山店 北海道札幌市中央区北6条西26丁目6-1
ロイヤルネット函南店 静岡県函南町大土肥23-2
富士ホームエナジー 北海道札幌市中央区北九条西18-2-6
rico café Laundy 市役所前店 北海道函館市東雲町6-5
鵡川町コイン 北海道勇払郡むかわ町文京3丁目80番
コインランドリー美洗 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目2
エンパイアー山鼻店 北海道札幌市中央区南22条西7丁目1-22 アクロスプラザ南22条内
ジャバ4番通り店 北海道札幌市北区新琴似8条
laund ring 北海道札幌市中央区南4条西10丁目
Sun Place 平岸店 北海道札幌市豊平区平岸4条7丁目13-8
rico café Laundy 富岡中央店 北海道函館市富岡町2-47-5
わやキレイ 北海道函館市湯浜町14-36
Wash Up 北海道帯広市自由が丘4-9-11
T’ｓ Ｌａｕｎｄｒｙ 北海道帯広市東4条南16丁目6
アルムランドリー札内店 北海道中川郡幕別町札内新町北町77-37
アルムランドリー芽室店 北海道河西郡芽室町東10条9丁目4-12
新らくらく生活24Ｈ 横浜鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7
新洗濯生活 門前仲町店 東京都江東区牡丹2-10-1ﾘｳﾞｪｰﾙ河庄1Ｆ
ランドリーガーデン 東京都目黒区五本木3-19-8
KiraKira 東京都大田区東矢口3-2-1
コインランドリーLUCE 神奈川県足柄郡開成町吉田島3726-3
ぐるぐるらんど大形本町店 新潟県新潟市東区大形本町5-18-22
ぐるぐるらんど弁天橋通店 新潟県新潟市中央区弁天橋通2-6-20
ISG LAUNDRY 八街店 千葉県八街市八街い186-4
トップランドリー 六町店 東京都足立区南花畑3-33-5
ISG LAUNDRY つくばみどりの店 茨城県つくば市みどりの東6-5
Odakyu Laundry 経堂店 東京都世田谷区経堂1-41-6
ISG LAUNDRY 成田店 千葉県成田市松崎1647-8
セールランドリー 亀有店 東京都葛飾区亀有3-11-7
セールランドリー 綾瀬店 東京都足立区綾瀬2-41-3
シロヤ長沢店 神奈川県 川崎市多摩区 長沢4丁目25－5
コインランドリーランドリー 明大前 東京都世田谷区松原2-23-7
Happy & Laundry さいたま北店 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目89-9
コインランドリーAoi 東京都足立区青井3丁目1-18
メイトドリーム大平 栃木県栃木市大平町下皆川２７９－１
メイトドリーム小金井 栃木県下野市小金井４－３－２
メイトドリーム富士見町店 栃木県栃木市富士見町５－１０４３－２
メイトドリーム西川田店 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15
洗濯工房リウム鹿島 栃木県足利市鹿島町７７１－３
メイトドリーム今市店 栃木県日光市今市本町２９－１
ドルフィン加須店 埼玉県加須市大門町５－１
メイトドリーム佐野大橋 栃木県佐野市大橋町３２３９－２
メイトドリーム氏家 栃木県さくら市櫻野字逆田３４０２－１
洗濯工房リウム毛野 栃木県足利市八椚町３６５
サンフラワー 栃木県宇都宮市宿郷３－１７－９
メイトドリーム城内 栃木県栃木市城内町２－２－１７
メイトドリーム西那須野 栃木県那須塩原市緑2丁目
メイトドリーム若松原 栃木県宇都宮市若松原１ー１６－３９
メイトドリーム真岡 栃木県真岡市熊倉町１－３５－６
メイトドリーム佐野 栃木県佐野市米山南町３－４
ランドリープラスワン インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク６－５－１
ランドリープラスワン 古河店 茨城県古河市小堤1916-1
クリーニング403 韮崎店 山梨県韮崎市若宮３丁目１０－１１
ピュアクロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町３丁目１３－１
Ｃａｒａｔ 山梨県都留市田原２丁目８３５－２
アリスクリーニング真田店 神奈川平塚市真田2-17-2
クリーニング403 寿店 山梨県富士吉田市上暮地１丁目１９－８
クリーニング403 塩山店 山梨県甲州市塩山下於曽1564
コインランドリー青葉 静岡県藤枝市青葉町1-25-7
クリーニング403 徳行店 山梨県甲府市徳行２丁目１１－１４
クリーニング403 河口湖本店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3161-2
クリーニング403 小笠原店 山梨県南アルプス市小笠原１６０２－２
京丸ＣＬ マム藤枝店 静岡県藤枝市郡１丁目１２－２５
ピュアクリーニング富士松本 静岡県富士市松本320-4
コインランドリー373 山梨県中央市中楯1272-1
ふわり納米里店 静岡県駿東郡長泉町納米里２０４－２
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰｼｭﾘﾝﾌﾟ 愛知県名古屋市昭和区桜山町一丁目３番地２



LAUNDRY STORE 福井市四ツ井１丁目２－２４
スパークル敷島 岐阜県岐阜市敷島町4－１
英国屋 魚住北店 兵庫県明石市魚住町西岡370-5
さくらやクリーニング 京都府京都市右京区嵯峨野神之木町10-3
ジャブラ貴船店 愛知県名古屋市名東区貴船３－１０９
コインランドリー四日市塩浜街道店 三重県四日市市宮東町三丁目２６
ランドリーガーデン icott(イコット）中川店 愛知県名古屋市中川区長須賀１丁目201番地
ココデウォッシュ ２ 愛知県名古屋市中区金山２－４－２３
Good LAUNDRY 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０－３
Ｇｏｏｄ Ｌａｕｎｄｒｙ イオンタウン各務原鵜沼西町店 岐阜県各務原市鵜沼西町３丁目２４４の一部、２４５
コインランドリーＴＵＢ’Ｓ 富山県富山市新庄北町２７番３号
ふかふかランドリー 稲沢下津西店 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８
コパンコインランドリー 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷４９７－１
コインランドリー 蔵子２丁目店 愛知県豊川市蔵子２丁目１５－２５
コインランドリーＡＯＩＳＯＲＡ綾子店 富山県小矢部市綾子３９８２
ランドリーカフェ プラスウォッシュ向台2丁目店 愛知県名古屋市守山区向台２丁目２１０７
コインランドリー 陽だまりの丘店 三重県桑名市陽だまりの丘８丁目３０６
プラスウォッシュ瀬戸汗干町店 愛知県瀬戸市汗干町６８－１
ホワイト急便「コインランドリー」京町店 愛知県豊田市京町３丁目１０１－１５
ふわふわステーション 静岡県浜松市北区三方原町１１８５－１
㈲ホープクリーニング富山滑川店 富山県滑川市沖田新215-6
スパークル養老押越店 岐阜県養老郡養老町押越１０１９－１
くろちゃんランドリー 瑞浪店 岐阜県瑞浪市樽上町１丁目１２７
コインランドリーひまわり豊川店 愛知県豊川市三蔵子町一里塚41－５
コインランドリーRAKU豊川店 愛知県豊川市駅前通４丁目７－１
コインランドリーホワイトピア名古屋木場店 愛知県名古屋市港区木場町２－１３３
コインランドリーホワイトピア喜惣治店 愛知県名古屋市北区喜惣治１丁目２９６ エトワールシャトー
コインランドリー Sunny Days Laundry 愛知県豊田市御幸本町２丁目２０３－４
フトン巻きのジロー名古屋新守山店 愛知県名古屋市守山区瀬古東2-1106
フトン巻きのジロー甲府国玉店 山梨県甲府市国玉町973-1
フトン巻きのジロー豊田土橋駅前店 愛知県豊田市曙町5-37
フトン巻きのジロー一宮富士バイパス店 愛知県一宮市富士3-4-1
フトン巻きのジロー江南滝学園前店 愛知県江南市東野町米野82
ブルースカイランドリー ザ・ビッグエクスプレス夏見橋店 三重県名張市夏見字上之出２４５２ ザ・ビッグエクスプレス夏見橋店内
ブルースカイランドリーアクロスプラザ東久留米店 東京都東久留米市上の原１丁目４－５ アクロスプラザ東久留米内
ブルースカイランドリー カネスエ正木店 岐阜県羽島市正木町 字中畑１７３７－１ カネスエ正木店駐車場敷地内
ブルースカイランドリーライフガーデン仁戸名店 千葉県千葉市中央区仁戸名町６９８－１１ 内 ライフガーデン仁戸名
ブルースカイランドリー蒲田本町店 東京都大田区蒲田本町１丁目１－１０
フトン丸洗い館 徳重駅前店 愛知県名古屋市緑区亀が洞1丁目102
フトン丸洗い館 長久手図書館通り店 愛知県長久手市岩作下島99-1
白英舎 四郷スマートタウン店 愛知県豊田四郷駅周辺土地区画整理地24
スマイルランドリー新舞子店 愛知県知多市新舞子字北西田42番１
スマイルランドリー加木屋店 愛知県東海市加木屋町倉池171-1
MEISEKI WASH & DRY 三重県桑名市星見ヶ丘二丁目２０１
コインランドリー 愛知県愛知郡東郷町諸輪上鉾12-459
ＬＡＵＮＤＲＹ Ｂｌａｎｃ 静岡県焼津市大村新田２４０－１
寝ずにーランドリー 静岡県焼津市石津１０１
FUWARU 静岡県静岡市駿河区西島３４４－２
Bi LAUNDRY 三重県四日市市小林町小林新田３０２５
コインランドリーＡＬＯＨＡ 愛知県岡崎市竜美北１－５－１５ 
マーブルキャンディ篠原店 静岡県浜松市西区篠原町１４０００
L.A.U.N.D.R.Y. コインランドリー&トレーラーカフェ 静岡県袋井市新屋２-３-２５ 
ＨＡＲＥＮＯＨＩ 静岡県静岡市駿河区敷地１丁目１８－２８
富士市天間コインランドリー 静岡県富士市天間１２９２－６
コインランドリー高蔵寺店 愛知県春日井市高蔵寺町北２丁目１３２
コインランドリー東五城店 愛知県一宮市東五城北作野１３－１
コインランドリー古知野店 愛知県江南市古知野町本郷３６番地
コインランドリー岩倉市北島店 愛知県岩倉市北島町宮東１２－４
コインランドリー藤島店 愛知県小牧市藤島町五才田１－１
コインランドリーアルモ 愛知県一宮市今伊勢町馬寄西切戸３７
コインランドリーあっぱれ津島店 愛知県津島市寺前町１－１８
コインランドリーＡＬＬＤＡＹ 岐阜県安八郡安八町東結字堀分１００４
ＬＡＵＮＤＲＹ ＨＯＵＳＥ ＨＡＲＥ 愛知県小牧市中央３丁目３０
松並木のせんたく屋さん 愛知県豊川市御油町池田57-1
コインランドリーふわりんパル おかし広場店 愛知県西尾市一色町一色伊那誇５４
コインランドリー パル川崎店 愛知県豊橋市川崎町２３２－８
コインランドリーパル駒ヶ根店 長野県駒ケ根市赤穂１０５１７番地１
コインランドリー桜 パル西幡豆店 愛知県西尾市西幡豆町中村郷9番地
コインランドリーパル牟呂店 愛知県豊橋市牟呂町松島東３０



コインランドリーパル穂の国店 愛知県豊橋市菰口町3丁目９０番地
コインランドリーパル形原店 愛知県蒲郡市形原町南大明地20-5
コインランドリーパル新城稲木店 愛知県新城市稲木字仲野70番35
コインランドリーパル伊那中央店 長野県伊那市中央5134
桜ウォッシュ信大前店 長野県上伊那郡南箕輪村神子柴８３０４－８９
Ｔｈｅ ＬＡＵＮＤＲＹ 常盤店 長野県大町市常盤３５５８
コインランドリーＰｏｏｃｈ 長野県岡谷市長地御所１－１－４
コインランドリー新らくらく生活 オギノ田富店 山梨県中央市西花輪３４６１
コインランドリーどんぐり瑞穂稲里店 岐阜県瑞穂市稲里６７８
コインランドリーB-WASH 加福本通店 愛知県名古屋市南区加福本通３－５９
Ｕ・ＴＯＰＩＡランドリー岐阜大学前店 岐阜県岐阜市折立村前８７５
Ｕ・ＴＯＰＩＡランドリー正木店 岐阜県岐阜市正木１２５５－２
ランドリー ラクラシカ 三重県多気郡大台町栃原１４５５－２
Ｔｈｅ ＬＡＵＮＤＲＹ 桜田町店 長野県大町市大町３７６９－１
コインランドリー テルフィー 長野県上伊那郡辰野町中央６０６－１
コインランドリーsunny（サニー）鈴鹿 三重県鈴鹿市三日市町998-1
かりんコインランドリー 三重県桑名市江場９２８－１
ランドリー倶楽部からっと富州原店 三重県四日市市富州原町１１－１２
ランドリー倶楽部からっと服部店 三重県伊賀市服部町２６５－１
ＬＡＵＮＤＲＹ１０ 愛知県豊橋市牛川町洗島６６－５
コインランドリーUPHill 愛知県知多郡武豊町北中根４－５１－２
ＣＯＩＮＬＡＵＮＤＲＹ春日井小野店 愛知県春日井市小野町２－１８－１
コインランドリードライもん大喜店 愛知県名古屋市瑞穂区大喜町６－２４
ポワンブク可児店 岐阜県可児市下恵土１６８５‐１
コインランドリーシャンピア２４西荘店 岐阜県岐阜市西荘１丁目１２－１３
コインランドリーシャンピア２４六条南店 岐阜県岐阜市六条南３丁目２－２５
キレイネコさんのコインランドリー那加信長店 岐阜県各務原市那加信長町2-93
コインランドリー エアリー 三重県鈴鹿市住吉４丁目７－５
コインランドリーきれい館正木店 岐阜県岐阜市正木１２７１
コインランドリー洗濯美人 岐阜県本巣郡北方町芝原中町５－７３
ＬＡＶＡＮＯ神田店 静岡県浜松市中区神田町１０４
ＬＡＶＡＮＯ 浜北於呂 店 静岡県浜松市浜北区於呂２７９４－６
コインランドリーオートレース場前店 静岡県浜松市中区和合町９３６－５０３
コインランドリーＴＯＮＴＯＮ 静岡県浜松市南区若林町１６３２－１
コインランドリーセダー 静岡県静岡市駿河区南安倍３丁目10-17
ＬＡＵＮＤＲＹ 磐田上岡田店 静岡県磐田市上岡田９５６－１
ｌａｕｎｄｒｙ ｋａｒａｒｉ 静岡県掛川市下垂木１８９４－２
ＬＡＶＡＮＯ新都田店 静岡県浜松市北区新都田５丁目４８－１３
コインランドリーパル向山店 愛知県豊橋市向山町字川北１１
コインランドリーパル吉良店 愛知県西尾市吉良町乙川道下1‐1
コインランドリーパル小坂井店 愛知県豊川市篠束町若宮６３番地１
コインランドリーパル西小沢渡店 静岡県浜松市南区小沢渡町1053
ｅｃｏランドリー浜松市野店 静岡県浜松市東区小池町2425-1
ｅｃｏランドリープラス富士見店 静岡県磐田市富士見町4-9-3
コインランドリーきれい館琴塚店 岐阜県岐阜市琴塚２丁目９－２
スマイルランドリー 美浜店 愛知県知多郡美浜町北方東側３－８
コインランドリーさくら 三重県伊賀市上野丸之内１５６－１
ＳＵＮ ＦＡＣＴＯＲＹ 愛知県弥富市鯏浦町下六１８
ナチュレ名駅井深町店 愛知県名古屋市中村区井深町１１番１２号
コインランドリーＲＥＢＯＲＮ 愛知県瀬戸市陶原町４丁目４５番
ＵＧ Ｌａｕｎｄｒｙ ＤＯＫＡ 三重県亀山市椿世町５４７－１
ＪＡランドリー羽島 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内７丁目６２番地
ＪＡランドリー各務原羽場 岐阜県各務原市鵜沼羽場町２丁目１６２番地４
コインランドリー ＭＩＲＲＯＲ 愛知県豊橋市中郷１９２
コインランドリーささゆり 三重県いなべ市大安町石榑東下百合沢２０１２－３
Ｂｅｌｌ’ｓ Ｌａｕｎｄｒｙ 三重県松阪市中央町５７７－３
SOLAR ランドリー 滋賀県大津市南郷２－１－１ 南郷プラザ１階
ＦＯＲＥＳＴ又穂店 愛知県名古屋市西区又穂町１－６５
コインランドリー ガーベラ 静岡県駿東郡清水町徳倉１１８７－１
（株）ＳＳＴ 沼津志下店 静岡県沼津市志下３８２
クリーニングのサトウ 川島田店 静岡県御殿場市川島田７７１－３
ドン・キホーテ掛川店 静岡県掛川市大池２８２６番地
ピュアクリーニング馬渕店 静岡県静岡市駿河区馬渕二丁目７番８号
ピュアクリーニング草薙店 静岡県静岡市清水区草薙３丁目９－１
サトウクリーニング三島徳倉店 静岡県三島市徳倉９０６－１
ピュアクリーニング千代田店 静岡市葵区千代田１丁目１１－１７
ｃｏｉｎ ｌａｕｎｄｒｙ  ａ・ｌａｔｔｅ 静岡県御殿場市東田中字便船塚１０１６－６
ピュアクリーニング松本店 静岡県富士市松本３２０－４
クリーニングのサトウ 瓜島町店 静岡県富士市瓜島町４７



コインランドリー向日葵 静岡県富士宮市淀川町７５１番１
八楠ランドリー 静岡県焼津市八楠４－１２－１
ピュアクリーニング柚木店 静岡県富士市柚木１１５－６
ピュアクリーニング五味島店 静岡県富士市米之宮町２３７
ピュアクリーニング三島青木店 静岡県三島市青木１４６－２
コインランドリー 静岡県下田市西本郷１丁目６－２６
サトウＣＬ藤枝店 静岡県藤枝市郡１丁目１２―２５
サトウＣＬ富士宮併設店 静岡県富士宮市穂波町２－９
ピュアクリーニング池田店 静岡県静岡市駿河区池田８３４－１
ＬＡＵＮＤＲＹ ＴＩＭＥ 静岡県静岡市清水区駒越西２丁目２－３
ブルースカイランドリー カインズ浜松小豆餅店 静岡県浜松市中区小豆餅４－１４－４１
速乾工房 コインランドリー 豊橋市神野新田町字口ノ割１８８－１
ふわり１号店 静岡県駿東郡長泉町竹原３９０－７
ふわり２号店 静岡県駿東郡長泉町本宿２１２－１３
ふわり下土狩店 静岡県駿東郡長泉町下土狩１２９６
コインランドリー 静岡県藤枝市青葉町１丁目２５－７
ＳＷＥＥＴＬＡＵＮＤＲＹ於呂店 静岡県浜松市浜北区於呂１４７６－３
ＨＩＮＡＴＡ 青木店 静岡県藤枝市青木１丁目１２－９
ＨＩＮＡＴＡ 千歳店 静岡県藤枝市藤枝５丁目１１－３８
コインランドリー１１１ 静岡県静岡市葵区若松町１１２
英俊舎コインランドリー 静岡県榛原郡吉田町川尻６６３－２
コインランドリー クリアランドリー 静岡県静岡市駿河区中島１－１
ウォッシュランド アポロ 静岡県静岡市駿河区小黒２丁目８－１
コインランドリー クリアランドリー 静岡県静岡市駿河区中村町４３９－１
ＪａぶＪａぶ安城東栄店 愛知県安城市東栄町４丁目８－１
ＦＯＲＥＳＴ 静岡県伊東市宇佐美１６６４－１
コインランドリーＰｉｎｏ 冨塚 静岡県浜松市中区富塚町２０５２－２
コインランドリーｐｉｎｏ 静岡県浜松市中区葵西五丁目１４番１０号
コインランドリーｐｉｎｏ竜洋店  静岡県磐田市岡１０３６
コインランドリーｐｉｎｏかみにし店  静岡県浜松市東区上西町２３‐７
コインランドリーｐｉｎｏ新川店  静岡県静岡市駿河区新川１丁目１２－３８
コインランドリーｐｉｎｏ井口店  静岡県島田市井口１１３６
ｅｃｏランドリー 国府台店 静岡県磐田市国府台25-22
ｅｃｏランドリー イオンタウン磐田店 静岡県磐田市西貝塚3690
コインランドリーラクーン 愛知県知立市宝３丁目１４－７
コインランドリー ナチュレ 安城百石町店 愛知県安城市百石町２－２１－１
ランドリー君 野々市店 石川県野々市市矢作３－１２６
ランドリー君 神谷内店 石川県金沢市神谷内町ニ２４－１
ｍａａｒｌ’ｓ ｃｏｉｎ ｗａｓｈ 石川県金沢市泉１丁目５番２０号
コインランドリー２４金沢もりの里店 石川県金沢市田上の里１－８０
コインランドリー 福井県坂井市丸岡町本町４丁目２５
Boon正印店 富山県中新川郡上市町正印２５７
ザブーン木田町 福井県福井市木田３－２３０７
ザブーン笠舞 石川県金沢市笠舞本町２－２－７
ザブーン横宮 石川県野々市市横宮長３４－１
ザブーン豊岡 福井県福井市豊岡１丁目２－１６
コインランドリー洗楽菊川店 石川県金沢市菊川２丁目２７－２
月山ランドリー 富山県下新川郡朝日町月山８５４－１
コインランドリーふわふわランド三国イーザ店 福井県坂井市三国町三国東５丁目１－２０
コインランドリードルフィン東富山店 富山県富山市下飯野東半田１７
ドルフィン高岡万葉店 富山県高岡市米島宇東向３４８番地１
ジャパンレンタカー株式会社 彦根店 滋賀県彦根市西沼波町大字檜物町２２－３
ジャパンレンタカー株式会社 金沢店 石川県金沢市駅西新町２丁目２番７号
ジャパンレンタカー株式会社 富山店 富山県富山市天正寺１０７５
コインランドリー白英舎 愛知県豊田市四郷町森前１００
ＪａぶＪａぶ北名古屋法成寺店 愛知県北名古屋市法成寺道久３番
コインランドリー Ｆｕｗａ―Ｒｅ 愛知県岡崎市上地４丁目１４－１
コインランドリー ドライもん 押切店 愛知県名古屋市西区菊井１丁目１－３
ホームドライハーツ神中店 福井県鯖江市神中町２丁目５０１
コインランドリー アプロ箕面店 大阪府箕面市粟生間谷東１－３４－３ 粟生ＯＳビル１階
コインランドリーＹＭＰ高槻栄町店 大阪府高槻市栄町２丁目５番６号
ハピネス下山手通店 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１－２５
ハピネス大久保南店 大阪府泉南郡熊取町大久保南５丁目１０－５
コインランドリー旭区新森店 大阪市旭区新森６丁目９－１２クレール新森１０７号
コインランドリーFuwari門真店 大阪府門真市島頭４丁目１０－２１
コインランドリーFuwari瓦屋町 大阪市中央区瓦屋町２丁目１－８
コインランドリー高島安曇川店 滋賀県高島市安曇川町西万木１２１４
コインランドリー東大阪吉田下島店 大阪府東大阪市吉田下島２２－４
コインランドリー瓢箪山 大阪府東大阪市喜里川町２－２５



コインランドリー大和小泉店 奈良県大和郡山市小泉町９１８
イクロスランドリー 大阪市西成区南津守７丁目１３－３０コーポラスローザ１階
ふとんも洗えるコインランドリー 奈良県葛城市竹内７９８－１３
LAUNDRY PRESENTS 岡山県井原市下出部町２－９－１４
Rest and Wash 滋賀県守山市勝部5-3-29
コインランドリーＨａｐｐｙ 高辻店 京都府京都市右京区西京極北大入町10
Wonder Laundry 西京極店 京都府京都市右京区西京極池田町9-4 コスミック西京極1F
コインランドリーZABZAB 京都市南区唐橋赤金町1
Wonder Laundry 天満店 大阪府大阪市北区天満2-11-10 小島マンション1F
加古川サザンプラザ 兵庫県加古川市尾上町池田１８９７－７
ホームドライ社店 兵庫県加東市社字駒通１２０５－１
ホームドライ豊中春日店 大阪府豊中市春日町３－７－４１
LAUNDRY FAN 京都府京都市南区東九条上御霊町４０－２
ランドリースタイル 大町店 愛媛県西条市大町字加茂新町１２０１－８
JABOON 大津店 滋賀県大津市相模町３－２８
コインランドリーＨａｐｐｙ 月読橋店 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町１－３
ルミエール戸牧 兵庫県豊岡市戸牧１１－７
水島ランドリー 堀南店 岡山県倉敷市堀南697-1
コインランドリーＦＵＷＡＴＴ 高師浜店 大阪府高石市高師浜４丁目１－１５
ホワイトピア上町台店 大阪市天王寺区上本町２－１－２４
コインランドリーあおぞら 滋賀県東近江市東沖野１丁目７－４３
コインランドリーＨａｐｐｙ 今里店 京都府長岡京市今里４丁目１６
コインランドリーＨ＆Ａ 滋賀県長浜市高月町高月９１０－１
ホワイトピア 上桂店 京都府京都市西京区松尾木ノ曽町３７－４
Village Laundry 京都府京都市八幡市男山泉１５－１
SEIYOSHA 上笠店 滋賀県草津市上笠２丁目２８－１０
ホワイトピア上本町駅前店 大阪府大阪市天王寺区上本町２－１－２４
SEIYOSHA 小野原店 大阪府箕面市小野原東１－９－４５
コインランドリーパレット 千代川店 京都府亀岡市千代川町小林北ン田
LAUNDRY DRIVE 大阪府寝屋川市日新町１２－１０
ひだまり泉北2号店 大阪府堺市中区毛穴町109-1
JABOON元田中店 京都府京都市左京区田中南大久保町５５
コインランドリーOz 京都府京都市右京区西京極郡町７５
コインランドリー杭全店 大阪府大阪市東住吉区杭全４丁目１２－１８
コインランドリー兵庫本町店 兵庫県神戸市兵庫区本町２丁目３－２１
コインランドリー東花園店 大阪府東大阪市花園東町２丁目５－３１
ドルフィン シオン宝町店 大阪府東大阪市宝町１－４５
ウォッシュランド・愛 大阪府大阪市西成区南津守４丁目１－８３
コインランドリー クニッテル 京都府亀岡市北古世町１丁目１２－１３
Ｌａｕｎｄｒｙｐｌｕｓ 大阪府大阪市淀川区塚本６－４－１４
サンウォッシュ杉店 大阪府枚方市杉３丁目１５－１
ＷＡＳＨ・ＤＲＹ 十三店 大阪府大阪市淀川区木川西４丁目２番３号
大型コインランドリー はれドリー堺高須店 大阪府堺市堺区高須町１丁１番５号
コインランドリーＳＥＩＷＡ 大阪府和泉市幸１－２－１０
サンウォッシュ大和田店 大阪府門真市常称寺２７－２
ＥＣＬＡＴ ＷＡＳＨ 大阪府大阪市北区中崎２－８－１３
ＷＡＳＨ・ＤＲＹ 桑津店 大阪府大阪市東住吉区桑津１－５－９サンシティ桑津ＩＩ １階店舗
コインランドリー大正区役所前店 大阪府大阪市大正区千島３－１２－７
コインランドリー屋島店 香川県高松市屋島西町２４８５－１８
コインランドリー柳井店 愛媛県松山市柳井町２丁目８－４
ＩＣＯＩランドリー 愛媛県伊予郡松前町大字浜８００－１
大型コインランドリーＩＲＵ 海塚店 大阪府貝塚市海塚１丁目２－１６
ヤングドライ高瀬店ｗｉｔｈコインランドリー 香川県三豊市高瀬町下勝間２４４４－１
コインランドリー黒崎店 大阪府大阪市北区黒崎町８－２
ＬＡＬＡＬＡＵＮＤＲＹ 香川県綾歌郡宇多津町浜５４－１
Hａｐｐｙ Ｃｏｉｎ Ｌａｕｎｄｒｙ 京橋店 大阪府大阪市都島区東野田１－１－１９
近江コインランドリーハッピー米原店 滋賀県米原市飯２５
どるふぃん兵庫駅前通り店 兵庫県神戸市兵庫区駅前通５－３－６
はれドリー十三店 大阪府大阪市淀川区十三元今里２丁目２－４９号
どるふぃん明石野々上店 兵庫県明石市野々上２丁目１－１－１０３
洗乾工房 天理店 奈良県天理市別所町２４０－１－１０１
コインランドリー 松原店 大阪府松原市田井城１－７－２６
ホームドライ南吹田店 大阪府吹田市南吹田２丁目２０番５号
ファンファンランドリー 千里山店 大阪府吹田市千里山月が丘１
どるふぃん王子公園店 兵庫県神戸市灘区原田通１－１－１
コインランドリー ハルナガーデン店 岡山県岡山市北区中央町１０－２０
仰木の里７丁目テナント 店舗３ 滋賀県大津市仰木の里７丁目１－１
ホームドライ松山店 兵庫県西宮市松山町４３番１
ハピネス須磨海浜水族園店 兵庫県神戸市須磨区衣掛町５－３－１６



ハピネス垂水本多聞店 兵庫県神戸市垂水区本多聞２－１０－４
コインランドリー三津屋中店 大阪府大阪市淀川区三津屋中２－１４－１３
コインランドリー境川店 大阪府大阪市西区境川１－４－３５
ハピネス塚口上坂部店 兵庫県尼崎市上坂部３－１５－１
サンウォッシュ津田駅前店 大阪府枚方市津田駅前１－１６－１
コインランドリートークティー守口店 大阪府守口市川原町１０－１５
サンウォッシュ津田駅前店 大阪府枚方市津田駅前１－１６－１
サンウォッシュ中宮山戸町店 大阪府枚方市中宮山戸町２－１３
総合企画新栄 沢田店 大阪府藤井寺市沢田１－４－１１
総合企画新栄 藤が丘店 大阪府藤井寺市藤ヶ丘３－１１－９
コインランドリー喜楽 大阪府大阪市西成区鶴見橋２丁目８－５
株式会社総合企画新栄 軽里店 大阪府藤井寺市軽里１－３－７
コインランドリー春日丘店 大阪府茨木市春日丘２－９－２３
株式会社総合企画新栄 羽曳が丘店 大阪府羽曳野市蔵之内４０－２
ＴＯＳＥＩ ＥＣＯ ＬＡＵＮＤＲＹ 和歌山県和歌山市西小二里２丁目５１９番４
コインランドリー 上大市店 兵庫県西宮市上大市１丁目６番３９号
コインランドリー下小坂店 大阪府東大阪市下小坂５－６－１
ハピネス灘南通店 兵庫県神戸市灘南通４－３－１８
コインランドリー境川店 大阪府大阪市西区境川１－４－３５
小柴ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・ハローズ高屋店 広島県東広島市高屋町杵原１３２４－３
小柴ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・西条御条店 広島県東広島市西条御条町４－４４
なん・なんランドリー 岡山県津山市志戸部 ７０６－９ トキワコーポ１
小柴クリーニング 翠二丁目店 広島県広島市南区翠２－１１－２４
ＳＵＮ・ＳＵＮ・ＥＬＥＶＥＮ 南国店 高知県南国市篠原４８
ウォッシュタイムズ観音高校前 広島県広島市西区南観音町１－１８
WASHタウン 山口県熊毛郡田布施町下田布施２１５
コインランドリー ＷＡＳＨ ＪＯＹ 庚午店 広島県広島市西区庚午北１丁目１４－２０
サンサンイレブン総社店 岡山県総社市井手９６９－５
大型コインランドリー ＷＡＳＨ ＪＯＹ 五日市店 広島県広島市佐伯区利松１丁目５－６
Ｄ－ＷＡＳＨ館 広島県広島市佐伯区石内北１丁目３番８号
東町コインランドリー 愛媛県西条市東町２１１番
クレまちコインランドリー 広島県呉市東中央２－８－２４
ピュアホワイトコインランドリー山本店 広島県広島市安佐南区山本４丁目１３－５１
ＷＡＳＨタウン柳井西店 山口県柳井市新庄築山１０９０－７
コインランドリーシャルマンリッチ 兵庫県神戸市中央区元町通４－６－１８
コインランドリー勝山店 大阪府大阪市天王寺区寺田町１－６－５
ドルフィン今池店 愛知県名古屋市千種区今池２丁目９－７ コーポシオン１Ｆ
ay'sランドリー大垣 岐阜県大垣市墨俣町二ツ木268-1
STATION LAUNDRY YOKKAICHI 三重県四日市市安島１－２－１９
コインランドリー金沢新店 石川県金沢市駅西新町１－１５－５
Ｌａｕｎｄｒｙ Ｋ．Ｃｏｍ 奈良県奈良市山稜町268
WASH＆DRY 大阪府大東市氷野２丁目１-１８
ヤマジンクリーニング津島店 愛知県津島市大字津島字北新開１８９
T-WASH八尾刑部店 大阪府八尾市刑部4-318-2
コインランドリーひだまり 大阪府羽曳野市伊賀２丁目１５－１４
マミー岩橋店 和歌山県和歌山市岩橋1332-3
コインランドリー２４ 大阪府大阪市生野区小路３丁目１７－８
コインランドリー松１０ 大阪府大阪市浪速区恵美須東１丁目１６－８
どるふぃん黒野店 岐阜県岐阜市折立２９５
コインランドリーせんたく館夕凪店 大阪府大阪市港区三先１－１－１７
ハッピーコインランドリー住之江店 大阪府大阪市住之江区新北島５－１－１０
コインランドリー Ｆｌｏｒａ 大阪府藤井寺市恵美坂２丁目１－４５
コインランドリーペガサス 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１番３号
コインランドリーマロン安城店 愛知県安城市百石町２丁目１５－５
ランドスケープ 天満店 大阪府大阪市北区池田町２－１
RIRI LAND 大阪府堺市中区福田８６８－１
HIMAWARI 倉谷店 京都府舞鶴市倉谷１５１８
コインランドリーＢｌｕｅ Ｐｌｕｓ 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字大正坊３－４
３９LAUNDRY桜ノ宮 大阪府大阪市都島区東野田１－１７－２７
３９LAUNDRY新地 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－５－２７
FUWAWA王寺店 奈良県北葛城郡王子町2-7-6
コインランドリーＳＯＲＡ 兵庫県尼崎市南塚口町1-15-19
サンケイドルフィン大津市勧学店 滋賀県大津市勧学２－４－２１
長洲st 兵庫県尼崎市長洲本通1-14-54
５５ＬＡＵＮＤＲＹ＆ＣＡＦＥ 兵庫県宍粟市山崎町加生字菖蒲3-1
レールランドリー 大阪府豊中市服部西町3-1-6
第一ランドリー 枚方店 大阪府枚方市家具町1-5-10
山科コインランドリー 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町16-3
コインランドリー ハピネス甲南店 兵庫県神戸市東灘区甲南町２－２－８アイテラス甲南町１Ｆ



コインランドリー西山天王山駅前店 京都府乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前63
コインランドリー 鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区浜3-13-3
フタバクリーニング都塚店 大阪府八尾市都塚4-45-1
３９LAUNDRY長柄 大阪府大阪市北区長柄西１－１－２６
どるふぃん 羽地店 沖縄県名護市田井等
浦川クリーニング 川棚店 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３８５－４
丸三丸大糸満店 沖縄県糸満市阿波根1543
ふれあい大竜店 鹿児島市大竜町4-10
フトン巻きのジロー真栄原店 沖縄県宜野湾市真栄原3-8-2
ふれ愛ランドリー 西伊敷店 鹿児島市川上町3719-1
有限会社白東 健軍店 熊本県熊本市東区健軍2丁目20番1号
コインランドリーオクムラ 草牟田店 鹿児島県鹿児島市草牟田2-1-25
株式会社ホームドライ レガネット柳川店 福岡県柳川市三橋町藤吉515-1 にしてつストアレガネット柳川内
フトン巻きのジロー 首里石嶺店 沖縄県那覇市首里石嶺町4-317
クリーニングの向洋 伊形店 宮崎県延岡市伊形町5047-5
コインランドリーこたけ店 福岡県鞍手郡小竹町勝野３１６７－３
フトン巻きのジロー石垣新栄町11号店 沖縄県石垣市新栄町16-6
コインランドリーホームドライ アスタラビスタ八女店 福岡県筑後市長浜土居の内92
洗乾舎 大塔店 長崎県佐世保市大塔町2016-16
フトン巻きのジロー 与那原店 沖縄県島尻郡与那原町与那原62-2
合同ガス株式会社 田川店 福岡県田川市伊田２７１３－４４
フトン巻きのジロー古島13号店 沖縄県那覇市古島2-1-12
ふれ愛ﾗﾝﾄﾞﾘｰ川内中郷2号店 鹿児島県薩摩川内市中郷4-22
南興クリーンサービス 国分中央店 鹿児島県霧島市国分中央3-39-10
フトン巻きのジローみどり町14号店 沖縄県うるま市みどり町4-1-17
株式会社ホームドライ宮永店 福岡県柳川市上宮永町123-2
フトン巻きのジロー北谷15号店 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-4-6
フトン巻きのジロー江洲店 沖縄県うるま市江洲398
フトン巻きのジロー仲井真店 那覇市仲井真60
国分バッティングセンター 福岡県久留米市国分町1406
GREEN DAYS 大分県大分市大字田尻435-4
有限会社イチコーコインランドリー 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平西原1200番
フトン巻きのジロー大里店 南城市大里2100-2
ふれ愛ランドリー姶良2号店 鹿児島県姶良市宮島町56-20
ふら愛ランドリー 隼人日当山店  鹿児島県霧島市隼人町内1359-1
コインランドリーオクムラ 垂水店 鹿児島県垂水市田神3491-1
Well Wash 宮若店 福岡県宮若市本城1119
フトン巻きのジロー 繁多川店 沖縄県那覇市繁多川5丁目17-8
フトン巻きのジロー浦添前田店 沖縄県浦添市前田3丁目2-2
コインランドリーどるふぃん 大牟田唐船西店 福岡県大牟田市大字唐船塩浜54-2
フトン巻きのジロー与儀店 沖縄県那覇市与儀2丁目21-6
株式会社Fujitaka 福岡直営店 福岡県福岡市博多区博多駅南3-8-14
フトン巻きのジロー 名護宇茂佐の森店 沖縄県名護市宇茂佐の森5丁目4-2
大洋舎クリーニング 福岡県柳川市下宮永町 中の古賀154-1
有限会社 白東 合志店 熊本県合志市竹迫2232-1
洗乾舎 福石店 長崎県佐世保市福石町12-4
株式会社 丸三 美原店 沖縄県沖縄市美原3-19
フトン巻きのジローうるま石川店 沖縄県うるま市石川1-39-27
コインランドリー 大野店 長崎県佐世保市瀬戸越4-4-32
株式会社サワライズ 福岡県福岡市西区小戸２丁目１－２５
LAN＆DRY 鹿児島市西田3-15-6
フトン巻きのジローうるま知花店 沖縄市知花1-26-51
WASH UP２４ 銘苅店 沖縄県那覇市銘苅1-10-9
ホワイト急便 龍田駅物件 熊本県熊本市東区長嶺東8丁目6-34
どるふぃん 東江店 沖縄県名護市東江東江4丁目6-12
洗乾舎日野店 長崎県佐世保市日野町858-1
ハピネス須磨海浜公園前店 兵庫県神戸市須磨区
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ小川町店 熊本県宇城市小川町河江 字八の坪104
どるふぃん 宮里店 沖縄県名護市字宮里587-5-2
ジローはにんす宜野湾店 沖縄県宜野湾市大山7-1400-16
日義不動産 熊本市北区八景水谷2-2-10
ホワイト急便次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸4-16-10
ホワイト急便日田店 大分県日田市十二町461
ｼﾃｨｰﾗﾝﾄﾞﾘｰ志真志店 沖縄県宜野湾市志真志1-4-5
㈱ｶﾘｰﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 泡ノ屋 菊陽店 熊本県菊池郡菊陽町菊陽第二土地区画 3街区3-11
ホームドライ下庄店 福岡県みやま市瀬高町下庄1537-1
ホワイトピア 多布施店 佐賀県佐賀市多布施1丁目6-50 レッドキャベツ多布施店 敷地内
もろとみクリーニング 大分県別府市富士見町1063-1
フトン巻きのジロー熊本新外店 熊本県熊本市東区新外4-7-1



フトン巻きのジロー熊本健軍店 熊本県熊本市東区健軍5-4-3
ジローはにんす宜野湾店 沖縄県宜野湾市大山7-1400-16
フトン巻きのジロー熊本西原店 熊本県熊本市東区西原2-2-21
(有)ホワイト急便 大久保店 大阪府守口市大久保2-1-5
コインランドリー KURURU 熊本県熊本市中央区神水2-11-15
フトン巻きのジロー熊本西原店 熊本県熊本市東区西原2-2-21
㈱太陽殖産 紫原ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ 鹿児島市紫原6-29-7
㈱丸三 津嘉山店 沖縄県島尻郡南風原津嘉山1360
フトン巻きのジロー照屋店 沖縄市照屋3-3-4
どるふぃん小郡店 福岡県小郡市大保1019
フトン巻きのジロー佐賀伊万里店 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1262
WASH&DRY 熊本県菊池郡大津町444-1
フトン巻きのジロー山内店 沖縄市南桃原1-6-1
フトン巻きのジロー喜屋武店 沖縄県島尻郡南風原町喜屋武184-2
WASH UP２４ 三原店 沖縄県那覇市三原1-14
１ｓｔランドリー 沖縄県中頭郡北中城村美崎
コインランドリー 佐賀兵庫SS 佐賀県佐賀市兵庫北６丁目１０－７
ホワイトピア博多駅前店 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目３２
パワーズ本店 大分県佐伯市鶴岡西町1-197
フトン巻きのジロー平和台店 宮崎県宮崎市下北方町垣下1-7
ＨＵＴ 真嘉比店 沖縄県那覇市真嘉比2-35-21
どるふぃん大北店 沖縄県名護市大北5-2-14
フトン巻きのジロー樋川店 沖縄県那覇市樋川1-26-15
コインランドリー by TOSEI 天王町店 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－８－１３
コインランドリー by TOSEI 溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝口３丁目１３－２
コインランドリー by TOSEI 千駄木店 東京都文京区千駄木４丁目１６－１
コインランドリー by TOSEI 平台店 神奈川県横浜市都筑区平台１－２０
コインランドリーぴゅあ 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－３１
コインランドリーぴゅあ 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－３１
LAUNDRY CoCo 東京都目黒区五本木３丁目１９－８
コインランドリーWASHWITH 群馬県前橋市天川大島町２６０－１３
コインランドリーMEHANA 埼玉県川口市朝日6丁目2-13
Wash ONE 鶴瀬西店 埼玉県富士見市鶴瀬西2-5-45
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