
※ご覧いただいた時点で、一部開店・キャッシュレス端末利用開始間近の店舗が含まれている可能性がございます。予めご了承ください。
店舗名

ＪａぶＪａぶ安城東栄店 愛知県 安城市東栄町４丁目８－１
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　ナチュレ　安城百石町店 愛知県 安城市百石町２－２１－１
ジャブラ貴船店 愛知県 名古屋市名東区貴船３－１０９
中川ＰＡＲＫ 愛知県 名古屋市中川区長須賀一丁目２０３番地
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 愛知県 名古屋市西区菊井１丁目１番３号
ＬＡＵＮＤＲＹ　ＨＯＵＳＥ　ＨＡＲＥ 愛知県 小牧市中央３丁目３０
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
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
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
コインランドリーマロン 愛知県 安城市百石町２丁目１５－５
コインランドリー　パル川崎店 愛知県 豊橋市川崎町２３２－２
コインランドリー　Ｆｕｗａ―Ｒｅ 愛知県 岡崎市上地４丁目１４－１
ココデウォッシュ　２ 愛知県 名古屋市中区金山２－４－２３
コインランドリーＡＬＯＨＡ（長坂様貸店舗Ａ） 愛知県 岡崎市竜美北１－５－１５　
コインランドリーパル新城稲木店 愛知県 新城市稲木中野７０－３５
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
Ｌａｕｎｄｒｙ　Ｃｈｉｔａ 愛知県 知多市八幡字西水代７０
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
コインランドリーラクーン 愛知県 知立市宝３－１４－７
イオンモール常滑駐車場　Ｇｏｏｄ　Ｌａｕｎｄｒｙ 愛知県 常滑市りんくう町２丁目２０－３
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
ＬＡＵＮＤＲＹ１０ 愛知県 豊橋市牛川町洗島６６－５他
松並木のせんたく屋さん 愛知県 豊川市御油町池田５７
コインランドリー加福本通店 愛知県 名古屋市南区加福本通３－５９
コインランドリーＺＥＲＯ 愛知県 北名古屋市鹿田南蒲屋敷６９４
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
フォレスト　又穂店 愛知県 名古屋市西区又穂町１－６５
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　ナチュレ　太田川店 愛知県 東海市太田川駅周辺土地区画整理５１街区１
コインランドリー 愛知県 みよし市三好町半野木１－８５
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番１、１番２
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
コインランドリーひまわり　豊川店 愛知県 豊川市三蔵子町一里塚４１－５
武豊コインランドリー（仮称） 愛知県 知多郡武豊町北中根４－５１－２
ふかふかランドリー　稲沢下津西店 愛知県 稲沢市下津下町西三丁目４８
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
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番１３３
コインランドリー白英舎 愛知県 豊田市四郷町森前１００
ＳＵＮ　ＦＡＣＴＯＲＹ 愛知県 弥富市鯏浦町下六１８
フトン巻きのジロー　一宮富士バイパス店 愛知県 一宮市富士三丁目４－１
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
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
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番２５
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二丁目２１０７番
コインランドリーＲＥＢＯＲＮ 愛知県 瀬戸市陶原町４丁目４５番
フトン丸洗い館　長久手図書館通店 愛知県 長久手市岩作下島９９－１
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
フトン巻きのジロー　豊田土橋駅前 愛知県 豊田市曙町５－３０－１８
コインランドリー　ＭＩＲＲＯＲ 愛知県 豊橋市中郷１９２
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
コインランドリー豊橋神野店 愛知県 豊橋市神野新田町字口ノ割１８８－１
コインランドリーシュリンプ 愛知県 名古屋市昭和区桜山町一丁目３番地２
フトン巻きのジロー　江南滝学園前 愛知県 江南市東野町米野８３
有限会社ホワイト急便豊田　京町店 愛知県 豊田市京町３－１０１－１４
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番１　エトワールシャトー１０２
プラスウォッシュ瀬戸汗干町店 愛知県 瀬戸市汗干町６８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
コインランドリー藤島店（仮称） 愛知県 小牧市藤島町五才田１－１
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
コインランドリー津島店（仮称） 愛知県 津島市寺前町１－１８
Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ　Ｌａｕｎｄｒｙ　御幸本町店 愛知県 豊田市御幸本町２丁目２０３－４　オフィス９８　１Ｂ
ＪａぶＪａぶ稲沢国府宮店 愛知県 稲沢市国府宮４丁目１２番１７
フトン丸洗い館　国府宮店 愛知県 稲沢市稲島町西狭間２７ー３
コインランドリー優洗乾 愛知県 新城市長篠字矢貝津７－２
ＴＲＳ　ＣＯＩＮ　ＬＡＵＮＤＲＹ 愛知県 一宮市奥町野方７０－４
スマイルランドリー半田有楽町店 愛知県 半田市成岩東町１７－１
アルファー新宿店 愛知県 名古屋市名東区新宿１－１３８
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
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ー８
スマイルランドリー新舞子店 愛知県 知多市新舞子北西田４２ー１
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
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
東町コインランドリー 愛媛県 西条市東町２１１番
フトン巻きのジロー松山椿 愛媛県 松山市居相４－１６－２２
フトン巻きのジロー西条大町 愛媛県 西条市大町１７６２
フトン巻きのジロー　イオン水戸南 茨城県 東茨城郡大字長岡３４８０イオンタウン水戸南
フトン巻きのジロー土浦桜ヶ丘 茨城県 土浦市桜ヶ丘町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５－４５８０－１
ＩＳＧ　ＬＡＵＮＤＲＹ　つくば店（仮） 茨城県 つくば市みどりの東６－５
ランドリープラスワン　古河店 茨城県 古河市小堤１９１６－１
ＷＡＳＨ　ＳＡＬＯＮ　ＷＨＩＴＥ　ＲＩＶＥＲ 茨城県 神栖市木崎２４０６－２０５
マザーランド高萩店 茨城県 高萩市安良川なしの木４２３－１
グランパス総社 岡山県 総社市中央１－２１－１０１

住所



レジデンス久安１Ｆ 岡山県 井原市下出部町２－９－１４
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
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
フトン巻きのジロー倉敷笹沖 岡山県 倉敷市笹沖１２４０－３
サンサンイレブン総社店 岡山県 総社市井手９６９－５
フトン巻きのジロー倉敷連島 岡山県 倉敷市連島３－４－３
フトン巻きのジロー東岡山 岡山県 岡山市中区下３８２－１
フトン巻きのジロー並木町 岡山県 岡山市南区並木町２丁目１－３１
丸三　糸満店 沖縄県 糸満市阿波根１５４３
ランドリージロー真栄原８号店 沖縄県 宜野湾市真栄原３－８－２サンライズビル１０３号室
フトン巻のジロー 沖縄県 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３１７
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
フトン巻きのジロー　うるま店 沖縄県 うるま市みどり町４－１－１７
フトン巻きのジロー　うるま江洲店 沖縄県 うるま市江洲３９８
フトン巻きのジロー　仲井真店 沖縄県 那覇市仲井真６０
フトン巻きのジロー北谷店 沖縄県 中頭郡北谷町北谷１－４－６
コインランドリー２４／７ 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平西原１２００番１
フトン巻きのジロー与儀店 沖縄県 那覇市与儀２－２１－６
フトン巻きのジロー繁多川店 沖縄県 沖縄県那覇市繁多川５－１７－８
フトン巻きのジロー名護宇茂佐の森店 沖縄県 沖縄県名護市宇茂佐の森５－４－２
フトン巻きのジロー　浦添前田店 沖縄県 浦添市前田３－２－２
フトン巻きのジロー知花店 沖縄県 沖縄市知花１－２６－５
フトン巻きのジロー石川店 沖縄県 うるま市石川１－３９
コインランドリー銘苅店 沖縄県 那覇市銘苅１－１０－１２
フトン巻きのジローはにんす宜野湾店 沖縄県 宜野湾市大山７－６－１
シティーランドリー志真志店 沖縄県 宜野湾市志真志１－４－５
コインランドリーＧａｉ　Ｌａｖａｇｅ 沖縄県 那覇市宇栄原１００８
丸三コインランドリー津嘉山店 沖縄県 島尻郡南風原町津崋山１３６０－３
コインランドリーどるふぃん羽地店 沖縄県 名護市田井等７８１－１
コインランドリーどるふぃん東江店 沖縄県 名護市東江４－９４
コインランドリーどるふぃん宮里店 沖縄県 名護市宮里５８７－５
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
フトン巻きのジロー石垣店 沖縄県 石垣市新栄町１６－６
フトン巻きのジロー大里稲嶺店 沖縄県 南城市大里稲嶺２１００－２
フトン巻きのジロー照屋店 沖縄県 沖縄市照屋３－３－４
丸三コインランドリー美原店 沖縄県 沖縄市美原３－１９－１２
フトン巻きのジロー山内店 沖縄県 沖縄市南桃原１－６－１
コインランドリー美崎店 沖縄県 中頭郡北中城村美崎１１８
コインランドリーどるふぃん大北店 沖縄県 名護市大北５丁目２－１４
コインランドリーＨＵＴ真嘉比６号店 沖縄県 那覇市真嘉比２－３５－２１グランドテラス真嘉比１Ｆ
フトン巻きのジロー　古島店 沖縄県 那覇市古島２－１－１２
フトン巻きのジロー　樋川店 沖縄県 那覇市樋川１－２６－１５
いい部屋ランドリー南風原店 沖縄県 島尻郡南風原町津嘉山１８０６番地　ゆうやけ荘１Ｆ
コインランドリー　ユース 岩手県 盛岡市上田２丁目４－１　ユースパンション上田
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ノ目１２３
Ｌａｕｎｄｒｙ　Ｈｏｕｓｅ－Ｎ 岩手県 釜石市浜町１－５－２３
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丁目９３番地
スパークル敷島新店 岐阜県 岐阜市敷島町４丁目１
ポワンブク可児店 岐阜県 可児市下恵土１６８５-１
キレイネコさんのコインランドリー岩地店 岐阜県 岐阜市岩地１丁目１１番地１３号
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
コインランドリー岐阜市琴塚 岐阜県 岐阜市琴塚２丁目９－２
コインランドリー岐阜市正木 岐阜県 岐阜市正木１２７１
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
コインランドリーシャンピア２４六条南店 岐阜県 岐阜市六条南３丁目２－２５
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
岐菱商事コインランドリー 岐阜県 安八郡安八町東結字堀分１００４、１００５
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
サンフラワー岐大前店 岐阜県 岐阜市折立２９５
コパン　コインランドリー（仮） 岐阜県 可児郡御嵩町古屋敷４９７－１
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
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
ＪＡランドリー各務原羽場店 岐阜県 各務原市鵜沼羽場町２丁目１６２番地４
ＴＨＥ　ＷＡＳＨ　多治見店 岐阜県 多治見市住吉３－１９－１
ホームランドリー延岡店 宮崎県 延岡市伊形町５０４７－５
フトン巻きのジロー　宮崎平和台店 宮崎県 宮崎市下北方町垣下１番地７
ペリ乾ランド西の平店 宮城県 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２－１６１－１６６
コインランドリーみかんちゃん　まほろば店 宮城県 黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目５－２０
ペリ乾ランド利府店 宮城県 宮城郡利府町青山２－１－１
ペリ乾ランド高森店 宮城県 泉区高森４－２－５３９
ペリ乾ランド寺岡店 宮城県 泉区寺岡４－５－１１
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
ペリ乾ランド大河原店 宮城県 柴田郡大河原町小島２１－１
ペリ乾ランド上杉店 宮城県 仙台市青葉区上杉２－２－２５
ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤ仙台二日町店 宮城県 仙台市青葉区二日町１１－１６
コインランドリー　サード恵み野店 宮城県 石巻市恵み野一丁目３－８
イオンスーパーセンター　鈎取店　別館 宮城県 仙台市太白区鈎取本町１丁目２０３地
アクアコインランドリー　田中前店 宮城県 気仙沼市田中前４丁目ー２－１０
ランドリーバスケット　仙台大手町店 宮城県 仙台市青葉区大手町２８５－１
コインランドリーホワイトピア仙台港店（仮） 宮城県 仙台市宮城野区中野５－３－９
ランドリーハウス 宮城県 仙台市青葉区昭和町１０１－２
コインランドリーバブルパパ大街道店 宮城県 石巻市大街道西１－１－２９
コインランドリーＰＬＡＴＺ柏木店 宮城県 仙台市青葉区柏木三丁目５－１８　魚六北八新鮮館１階Ｃ区画
コインランドリーＨＡＰＰＹ 京都府 京都市右京区西京極北大入町１０
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
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
レジデンスＬＩＣ 京都府 京都市南区東九条上御霊町４０－２
コインランドリーＨａｐｐｙ　 京都府 京都市下京区七条御所ノ内北町１－３
コインランドリーメトロ舞鶴店 京都府 舞鶴市倉谷１５１８



コインランドリーＨａｐｐｙ　 京都府 長岡京市今里４丁目１６
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
ヒルサイドビレッジＡ棟　１Ｆ 京都府 八幡市男山泉１５－１
白バラドライフレスポ福知山店 京都府 福知山市篠尾小字長ケ坪１１５－７
三裕建設山科コインランドリー（仮称） 京都府 京都市山科区四ノ宮大将軍町１６－３
フレッシュバザール亀岡千代川店 京都府 亀岡市千代川町小林北ン田
加藤マンション 京都府 京都市右京区西京極郡町７５
マンマチャオ伏見桃山南口 京都府 京都市伏見区桃山町丹後１０
ＪＡＢＯＯＮ元田中店 京都府 京都市左京区田中南大久保町５５リバティハウス１Ｆ
コインランドリー白東　健軍店 熊本県 熊本市東区健軍２－２０－１
白東　アンビー店 熊本県 合志市竹迫２２３２－１
ホワイトランドリー竜田口店 熊本県 熊本市北区黒髪７－１０１－３
エムマート八景水谷店　敷地内店舗 熊本県 熊本市北区八景水谷２丁目２番１６号
泡の屋菊陽店 熊本県 菊池郡菊陽町津久礼２４３５
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
フトン巻きのジロー熊本西原店 熊本県 熊本市東区西原１－２－７０
コインランドリー神水店 熊本県 熊本県熊本市中央区神水２－１１－１５
Ｗａｓｙ＆Ｄｒｙ 熊本県 菊池郡大津町下町３４０
コインランドリー泡ノ屋　宇土店 熊本県 宇土市境目町綾織９３番１号
コインランドリーＷＡＳＨＷＩＴＨ 群馬県 前橋市天川大島町２５５番地１３
マンマチャオ　スーパーセンターフィール店 群馬県 藤岡市中栗須３９０
小柴クリーニング　ハローズ高屋店 広島県 東広島市高屋町杵原１３２４－３
小柴クリーニング　西条御条店 広島県 東広島市西条御条町４－４４
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
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
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
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
ダイハツ広島　Ｄ－ＷＡＳＨ館 広島県 広島市佐伯区石内北１丁目３番８号
（仮）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
コインランドリー屋島店 香川県 高松市屋島西町２４８５－１８
ＬａＬａ　Ｌａｕｎｄｒｙ 香川県 綾歌郡　宇多津町　浜５４－１
ＳＵＮ・ＳＵＮ・ＥＬＥＶＥＮ　南国店 高知県 南国市篠原４８
フトン巻きのジロー佐賀伊万里 佐賀県 伊万里市二里町八谷搦１２６２
セルフ兵庫ＳＳ 佐賀県 佐賀市兵庫南２－１４－１
ホワイトピア　佐賀店 佐賀県 佐賀市多布施１－６－５０
ふわっと文蔵店 埼玉県 さいたま市南区文蔵２－２９－１９
レインボー　戸ヶ崎店 埼玉県 三郷市戸ヶ崎３丁目１１１番
ＪＳｍｉｌｅＷａｓｈ航空公園駅東口店 埼玉県 所沢市並木３－１　所沢パークタウン駅前通り団地２－１１２号室
フトン巻きのジロー久喜東店 埼玉県 久喜市久喜東２－３６－４３
フトン巻きのジロー春日部豊町店 埼玉県 春日部市豊町４－１－５
コインランドリー川口並木店 埼玉県 川口市並木３－８－８
ランドリーラッシュ 埼玉県 さいたま市南区大谷口５４２８番地
コインランドリー　ピットイン 埼玉県 所沢市山口２７１１－１
レインボー　蒲生店 埼玉県 埼玉県越谷市蒲生寿町１３－４６
コインランドリーピエロ２８９号榎町店 埼玉県 熊谷市榎町１２
コインランドリーピエロ３２６号久下店 埼玉県 加須市久下５－２０－６
コインランドリー２４　吉野町店 埼玉県 さいたま市北区吉野町１－２９－１６
バザール深谷店 埼玉県 深谷市上柴町東４－１８－１５
あらいくまくん 埼玉県 戸田市上戸田３－３－６
コインランドリー洗風堂 埼玉県 深谷市原郷３８－４
レインボー　差間店 埼玉県 川口市差間３－２６－５
メハナ 埼玉県 川口市朝日６丁目２番４号
Ｗａｓｈ　Ｏｎｅ　富士見鶴瀬店 埼玉県 富士見市鶴瀬西２－４５－５
ふとん巻きのジロー　春日部小渕店 埼玉県 春日部市小渕１１３２－５
コイランドリー 三重県 桑名市江場９２８－１
マーブル・キャンディ鈴鹿店 三重県 鈴鹿市三日市町９９２－１　横
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
ビーアイ　コイン　ランドリー 三重県 四日市市小林町小林新田３０２５番１８３、１８４
ＳＴＡＴＩＯＮ　ＬＡＵＮＤＲＹ　ＹＯＫＫＡＩＣＨＩ 三重県 四日市市安島１丁目２－１９　ウエストビル１階
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
コインランドリー星見ヶ丘店 三重県 桑名市星見ヶ丘二丁目２０１
ＵＧ　Ｌａｕｎｄｒｙ　ＤＯＫＡ 三重県 亀山市椿世町５４７－１
Ｂｅｌｌ’ｓ　Ｌａｕｎｄｒｙ 三重県 松阪市中央町５７７－３
コインランドリーさくら 三重県 伊賀市上野丸之内１５６－１
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
ランドリー　ラクラシカ 三重県 多気郡大台町栃原１４５５－２
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
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
マイマイランドリー 三重県 志摩市磯部町恵利原６５７番地８
Ｌａｕｎｄｒｙ　Ｐｉｎｏ　Ｂｌａｎｃ 三重県 伊賀市緑ヶ丘南町２３０１－１４
コインランドリー杉山 三重県 三重郡菰野町菰野２３００－２
らすかるコインランドリー 三重県 津市柳山津興５５８
ウォッシュレーノ 山形県 東田川郡三川町横山堤１９１ー５
コインランドリーＭＩＭＩ 山形県 米沢市松が岬２丁目４８７２-９
コインランドリ－ＪＡＢＯＯＮ　鈴川町店 山形県 山形市鈴川町３丁目４－１０
コインランドリーＭＯＭＯ 山形県 米沢市春日一丁目６-２７
米沢万世コインランドリー 山形県 米沢市万世町金谷６６７－３７
フトン巻きのジロー山形天童店 山形県 天童市南町１－４－１８
ＪＡＢＯＯＮ中山町店（仮） 山形県 東村山郡中山町長崎４１１－３
ウォッシュ　タウン 山口県 熊毛郡田布施町下田布施２１５
ＷＡＳＨタウン柳井西店 山口県 柳井市新庄築山１０９０－７
４０３寿店コインランドリー 山梨県 富士吉田市上暮地１－１９－８
４０３塩山店コインランドリー 山梨県 甲州市塩山下於曽１５６７
４０３小笠原店コインランドリー 山梨県 南アルプス市小笠原１６０２－２
４０３徳行店コインランドリー 山梨県 甲府市徳行２丁目３７２－２
コインランドリー　パール　イッツモア山梨店 山梨県 山梨市小原西９７４－２
４０３韮崎店コインランドリー 山梨県 韮崎市若宮３丁目１０－１５
フトン巻きのジロー山梨国王店 山梨県 甲府市国王町９７３－１



コインランドリー新らくらく生活　オギノ田富店　（仮称） 山梨県 中央市西花輪３４６１
４０３河口湖店コインランドリー 山梨県 南都留郡富士河口湖船津３１６１－２
Ｃａｒａｔ 山梨県 都留市田原２丁目８３５－２
ランドリー３７３ 山梨県 中央市中楯１２７２－７
コインランドリー　鈴与商事　甲府朝気店 山梨県 山梨県甲府市朝気３－３３８－１
コインランドリー猿橋店 山梨県 大月市猿橋町殿上１－１
カーレックス大津 滋賀県 大津市相模町３－２８
ＣＯＩＮ　ＬＡＵＮＤＲＹ　Ｆａｒｂｅ 滋賀県 大津市下阪本５丁目３－１０
ＤＡＩＳＨＩＮテナントビル 滋賀県 東近江市東沖野１丁目７－４３
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
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
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
南郷プラザ　１階 滋賀県 大津市南郷２－１－１　南郷プラザ１階
コインランドリーＨ＆Ａ 滋賀県 長浜市高月町高月９１０－１
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
メゾン上笠 滋賀県 草津市上笠２丁目２８－１０
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
フトン巻きのジロー草津追分店 滋賀県 草津市追分南４－２－３
コインランドリーオクムラ草牟田店 鹿児島県 鹿児島市草牟田二丁目１－２５
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番地１
ＬＡＮＤＲＹ 鹿児島県 鹿児島市西伊敷二丁目１番４号
大竜店 鹿児島県 鹿児島市　大竜町４－１０
大口店 鹿児島県 伊佐市大口里７３３－５
西伊敷店 鹿児島県 鹿児島市川上町３７１９－１
伊集院３号店 鹿児島県 日置市伊集院町郡１７９７－１
鹿屋寿店 鹿児島県 鹿屋市寿３丁目８－３１４７－２
川内中郷２号店 鹿児島県 薩摩川内市中郷４丁目２２番
国分中央店 鹿児島県 霧島市国分中央３丁目３９－１０
姶良２号店 鹿児島県 姶良市西餅田１６６
隼人日当山店 鹿児島県 霧島市隼人町内１３５８－１
コインランドリー紫原店 鹿児島県 鹿児島市紫原６－２９－７
指宿店 鹿児島県 指宿市東方１０８２６番地
コインランドリーあら～う 秋田県 能代市出戸本町１８－１７
ホワイトランドリー 秋田県 秋田市泉南２－１５－２４
外旭川コインランドリー（仮） 秋田県 秋田市外旭川小谷地４－１
ホームクリニックコインランドリー 秋田県 横手市安田向田２０４
コインランドリー東通店（仮） 秋田県 秋田市東通８－２－８
荻川店 新潟県 新潟市秋葉区中野５－１０２－１１
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
クリーニングラボワゴー　リオンドール新津店 新潟県 新潟市秋葉区さつき野４丁目２０－２０
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丁目２－３
フトン巻きのジロー新潟亀貝 新潟県 新潟市西区亀貝１３６９
エネさんランドリー新潟槇尾店 新潟県 新潟市西区槇尾４３４－１
ランドリーダイレクト・相模原清新店 神奈川県 相模原市中央区清新３－１－４
コインランドリーｂｙＴＯＳＥＩ　天王町店 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区天王町１－８－１３
コインランドリーｂｙＴＯＳＥＩ溝の口店 神奈川県 川崎市高津区溝口３－１３－２
（有）シロヤ長沢店 神奈川県 川崎市多摩区長沢４－２５－５
ｗａｔｅｒ　ｗａｓｈ 神奈川県 相模原市中央区緑が丘１－１２
マンマチャオ戸部駅前店 神奈川県 横浜市西区戸部本町２４－１１
マンマチャオ黄金町店 神奈川県 横浜市南区南吉田町１－１２
チルランドリーハヤマ 神奈川県 神奈川県三浦郡葉山町堀内１９６８－７
マンマチャオ栗木店 神奈川県 横浜市磯子区栗木２－１－２
コインランドリー横浜中央 神奈川県 横浜市西区中央２－４６－２１
コインランドリー平台店 神奈川県 横浜市都筑区平台１－２０
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１－１２－２５
マンマチャオ戸部店 神奈川県 横浜市西区中央２－５２－１１
（株）セントラルホール横浜葬儀社　大岡式場 神奈川県 横浜市南区大岡５－３－２８
ホワイトアイランド宮前平店 神奈川県 川崎市宮前区土橋１－１３－５
マンマチャオ磯子丸山 神奈川県 横浜市磯子区丸山２－７－６８
アリスクリーニング真田店コインランドリー 神奈川県 平塚市真田２丁目１７－２
浦郷スパーク大型コインランドリー 神奈川県 横須賀市浦郷町２－６９－９
新　らくらく生活２４ｈ　新横浜店 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ヶ谷２－３８－７
フトン巻きのジロー秦野平沢 神奈川県 秦野市平沢５０
フトン巻きのジロー横浜立場 神奈川県 横浜市泉区中田西１－１９－１５
クリーニング＆コインランドリーブルースター矢田前店 青森県 青森市大字矢田前字弥生田２０-２
大型コインランドリー問屋町店 青森県 青森市問屋町２－３－２
生協コインランドリー八重田 青森県 青森市造道３丁目２５－９
生協コインランドリー松原 青森県 青森市松原３－９－２
コインランドリー城下店 青森県 八戸市城下４－２０－３６
ガス檢中部コインランドリー 静岡県 静岡市駿河区中村町４３９－１
（株）ＳＳＴ　沼津志下店 静岡県 沼津市志下３８２
コインランドリー伊豆の国店 静岡県 伊豆の国市　神島　２４４
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
ぴ～ファイブ　コインランドリー 静岡県 島田市本通五丁目２番の２
ＬＡＶＡＮＯ神田店 静岡県 浜松市中区神田町１０４
サトウＣＬ富士宮併設店 静岡県 富士宮市穂波町２－９
ＬＡＵＮＤＲＹ 静岡県 袋井市新屋２丁目３－２５
マーブルキャンディ篠原店 静岡県 浜松市西区篠原町１４０００
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
富士市天間コインランドリー 静岡県 富士市天間１２９２－６
コインランドリーパル西小沢渡店 静岡県 浜松市南区西小沢渡町１０５４
コインランドリー向日葵 静岡県 富士宮市淀川町７５１番１
ｆｕｗａｒｕ 静岡県 静岡市駿河区西島３４４－２
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
ピュアクリーニング千代田店 静岡県 静岡市葵区千代田１丁目１１－１７
ＨＡＲＥＮＯＨＩ　グランツ敷地店 静岡県 静岡市駿河区敷地１丁目１８－２８
八楠ランドリー 静岡県 焼津市八楠４－１２－１
ＨＩＮＡＴＡ　青木店 静岡県 藤枝市青木１丁目１２－９
コインランドリーｐｉｎｏ新川店　 静岡県 静岡県駿河区新川１丁目１２－３８



寝ずにーランドリー 静岡県 焼津市石津１０１
ＬＡＶＡＮＯ　浜北於呂　店 静岡県 浜松市浜北区於呂２７９４－６
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ｐｉｎｏ井口店　 静岡県 島田市井口１１３６
サトウクリーニング三島徳倉店コインランドリー 静岡県 三島市徳倉９０６－１
ふわり下土狩店 静岡県 駿東郡長泉町下土狩１２９６
クリーニングのサトウ　瓜島町店 静岡県 富士市瓜島町４７
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
ガス檢中部コインランドリー　３号店 静岡県 静岡市駿河区中島１－１
ＬＡＵＮＤＲＹ　Ｂｌａｎｃ 静岡県 焼津市大村新田２４０－１
英俊舎コインランドリー 静岡県 榛原郡吉田町川尻６６３－２
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
ｃｏｉｎ　ｌａｕｎｄｒｙ　　ａ・ｌａｔｔｅ 静岡県 御殿場市東田中字便船塚１０１６－６
コインランドリー藤枝末広ショップ 静岡県 藤枝市青葉町１－２５－７
株式会社ＦＯＲＥＳＴ 静岡県 伊東市宇佐美１６６４－１
ドン・キホーテ掛川店 静岡県 掛川市大池２８２６番地
コインランドリー１１１ 静岡県 静岡市葵区若松町１１２
ｌａｕｎｄｒｙ　ｋａｒａｒｉ 静岡県 掛川市下垂木１８９４－２
クリーニングのサトウ藤枝店コインランドリー 静岡県 藤枝市郡１丁目１２―２５
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
ＬＡＵＮＤＲＹ　ＴＩＭＥ 静岡県 静岡市清水区駒越西２丁目２－３
ｅｃｏランドリー　国府台店 静岡県 磐田市国府台２５－２２
ｅｃｏランドリー浜松市野店 静岡県 浜松市東区小池町字一里山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丁目９－３
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
ピュアクリーニング松本店コインランドリー 静岡県 富士市松本３２０－４
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
ＳＷＥＥＴＬＡＵＮＤＲＹ於呂店 静岡県 浜松市浜北区於呂１４７６－３
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　ふわふわステーション 静岡県 浜松市北区三方原町１１８５－１
Ｆｕｗａｒｉ納米里店 静岡県 駿東郡長泉町納米里２０４－２
ＬＡＵＮＤＲＹ　Ｂｌａｎｃ 静岡県 静岡市葵区両替町１丁目２－１
ＬＡＵＮＤＲＹ　磐田上岡田 静岡県 磐田市上岡田９５６－１
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池田店 静岡県 静岡市駿河区池田８３４－１
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
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
ピュアクリーニング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
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
ピュアクリーニング中丸店 静岡県 富士市中丸５１１－２
東町ランドリー 静岡県 島田市東町１１５３
ＬＡＵＮＤＲＹ　ＴＩＭＥ　船越店 静岡県 静岡市清水区木の下町３２９－１
Ｃｏｔｏｂｕｋｉ 静岡県 焼津市田尻３８０－１
フトン巻きのジロー静岡函南店 静岡県 田方郡函南町大土肥１０４－１
コインランドリーＰｉｎｏ元島田 静岡県 島田市元島田２５６－１
コインランドリー金澤屋２号店 石川県 金沢市駅西新町１－１５－５
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
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
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
ザブーン笠舞店 石川県 金沢市笠舞本町２－２－７
ザブーン横宮店 石川県 野々市市横宮長３４－１
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
ザブーン西泉店 石川県 金沢市泉本町７－７
いい部屋ランドリー　間明町店 石川県 金沢市間明町１丁目２４０
コインランドリー金沢屋　昭和町店 石川県 金沢市昭和町６００
白クマコインランドリー　市川大洲店 千葉県 市川市大洲４－８－９
マンマチャオ稲毛海岸駅前店 千葉県 千葉市美浜区高洲３－２０－３
マンマチャオ稲毛店 千葉県 千葉市稲毛区小仲台３－８－１０
コインランドリー　ホワイトピア　冨里御料 千葉県 冨里市御料７２０-１
しろくまランドリー千葉高浜店 千葉県 千葉県千葉市美浜区高浜４丁目１－４
ＦＵＷＡＴＴもねの里店 千葉県 四街道市もねの里６－１０－３
しろくまランドリー市川南大野 千葉県 市川市南大野１－１－２３
洗乾ぼっくすＳＵＮ　北本町店 千葉県 船橋市北本町２－５９－１
セルフ松戸ＳＳ 千葉県 松戸市松戸新田字大作３８６－１
ＩＳ－ＬＡＵＮＤＲＹ 千葉県 八街市八街い１８６－４
ＷＡＳＨ　ＳＴＡＴＩＯＮ 千葉県 船橋市夏見４－４０－５
コインランドリーソラ 千葉県 流山市芝崎１０１－７
共栄ランドリー 千葉県 木更津市清見台東２－１－２０
コインランドリー　ホワイトピア 千葉県 成田市三里塚御料１－１３７５
ＩＳＧ　ＬＡＵＮＤＲＹ　成田店（仮） 千葉県 成田市松崎１６４７－８
ウォッシュライク東松戸店 千葉県 松戸市東松戸４丁目２番地１３
ＥＮＥＯＳジェネレーションズ千葉畑町ＳＳ 千葉県 千葉市花見川区畑町６７６－１
ＷＡＳＨ・ＤＲＹ　十三店 大阪府 大阪市淀川区木川西４丁目２番３号
サンウォッシュ大和田店 大阪府 門真市常称寺２７－２
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
サンウォッシュ杉店 大阪府 枚方市杉３丁目１５－１
ホームドライ豊中春日店 大阪府 豊中市春日町３－７－４１
コインランドリーＳＥＩＷＡ 大阪府 大阪府和泉市幸１－２－１０
ＥＣＬＡＴ　ＷＡＳＨ 大阪府 大阪市北区中崎２－８－１３
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
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
Ｌａｕｎｄｒｙｐｌｕｓ 大阪府 大阪市淀川区塚本６－４－１４
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
メガコインランドリー朝潮橋店 大阪府 大阪市港区八幡屋１丁目２番１号
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
コインランドリーＢｕｂｂｌｅｓ 大阪府 大阪市都島区都島南通１丁目４－１７



コインランドリー旭区新森店 大阪府 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瓦屋町店 大阪府 大阪市中央区瓦屋町２丁目１－８
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
コインランドリーフジリン　１５番館 大阪府 大阪市浪速区浪速東１－９－２０
ランドスケープ北区池田町店 大阪府 大阪市北区池田町２－１
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
コインランドリー鶴見緑地店 大阪府 大阪市鶴見区浜３丁目１３－３
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
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
ＲＩＲＩＬＡＮＤ　福田店 大阪府 堺市中区福田８６８－１
コインランドリーＹＭＰ東大阪店 大阪府 東大阪市吉田下島２２－４
コインランドリーはびきの 大阪府 羽曳野市はびきの２－７－３４
コインランドリー瓢箪山店 大阪府 東大阪市喜里川町２－２５　レジデンスイズミ１階
大正区役所前店 大阪府 大阪市大正区千島３－１２－７
ＭＡＴＳＵＪＹＵ　ＬＡＵＮＤＲＹ 大阪府 大阪市浪速区恵美須東１丁目１６－８　　　　　　　　　　　　　　　　　
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
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
レバンカ天神橋ＡＰ１Ｆ 大阪府 大阪市北区長柄西１－１－２６
グルーグ桜ノ宮 大阪府 大阪市都島区東野田１－１７－２７
ジアス新地 大阪府 大阪市北区曽根崎新地２－５－２７
せんたく館夕凪店 大阪府 大阪市港区三先１－１－１７
コインランドリー　松原店 大阪府 大阪府松原市田井城１－７－２６
サンウォッシュ中宮本町店 大阪府 枚方市中宮本町１－２３
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
コインランドリーイクロス北加賀屋店 大阪府 大阪市西成区南津守７丁目１３－３０コーポラスローザ１階
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
あさひ在宅サービスセンター 大阪府 大阪市西成区鶴見橋２丁目８－５
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　Ｆｌｏｒａ 大阪府 藤井寺市恵美坂２丁目１－４５
総合企画新栄　藤が丘店 大阪府 藤井寺市藤ヶ丘３－１１－９
総合企画新栄　沢田店 大阪府 藤井寺市沢田１－４－１１
ホワイト急便大久保店 大阪府 守口市大久保町２－１－２
ＷＡＳＨ＆ＤＲＹ　門真堂山店 大阪府 門真市堂山町２０－３０
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
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
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
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
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
コインランドリー春日丘店 大阪府 茨木市春日丘２－９－２３
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
コインランドリートモエ赤井店 大阪府 大東市氷野２－１－１８赤井マンション１Ｆ
コインランドリー黒崎店 大阪府 大阪市北区黒崎町８－２
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
レールランドリー　豊中服部店 大阪府 豊中市服部西町３－１－６
Ｔ－ＷＡＳＨ八尾刑部店 大阪府 八尾市刑部４－３１８－２
コインランドリー長尾家具町店 大阪府 枚方市長尾家具町１－５－１０
セルフ香里園ＳＳ 大阪府 寝屋川市日新町１２－１０
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
コインランドリー住之江新北島店 大阪府 大阪市住之江区新北島５－１－１０
ＨＡＰＰＹ　ＣＯＩＮ　ＬＡＵＮＤＲＹ　　京橋店 大阪府 大阪市都島区東野田１－１－９
コインランドリーひだまり泉北２号店 大阪府 堺市中区毛穴町１０９－１
仮　コインランドリーアイウォッシュ 大阪府 大阪市西成区南津守４丁目１－８３
コインランドリー北余部店 大阪府 堺市北区北余部４－１－１０
ホワイトピア上町台店 大阪府 大阪市天王寺区上本町２－１－２４
ホワイトピア上本町駅前店 大阪府 大阪市中央区上本町西５－３－１９
ハピネス王子店 大阪府 貝塚市王子２５－１
コインランドリー境川店 大阪府 大阪市西区境川１－４－３５
エクラウォッシュ　東天満店 大阪府 大阪市北区東天満２－２－１４
Ｂａｌｕｋｏ　Ｌａｕｎｄｒｙ　　Ｐｌａｃｅ　都島桜宮店 大阪府 大阪市都島区中野町５－１３
ダイゴハイツ１階 大阪府 箕面市小野原東１丁目９－４５　ダイゴハイツ１階
マンマチャオ貝塚加神店 大阪府 貝塚市加神１－９－５
コインランドリーＷＡＳＨ　ＭＡＸ 大阪府 東大阪市吉田本町１丁目７－８
コインランドリー内本町店 大阪府 吹田市内本町２－２０－１５
トーセイ　ランドリー新大阪店 大阪府 大阪市淀川区東三国５－１３
コインランドリー西脇店 大阪府 大阪市平野区西脇４ー６ー２
コインランドリー９９田尻店 大分県 大分市田尻４３５－４
ホワイト急便　日田店 大分県 日田市大字十二町４６１－１
もろとみクリーニング 大分県 別府市富士見３－６
株式会社パワーズ本店 大分県 佐伯市鶴岡西町１丁目１９７番地
コインランドリー佐世保大野店 長崎県 佐世保市瀬戸越４－４－３２
コインランドリー洗乾舎　大塔店 長崎県 佐世保市大塔町２０１６－１６
洗乾舎　福石店 長崎県 佐世保市福石町１２－４
洗乾舎　日野店 長崎県 佐世保市日野町８５８－１
川棚店 長崎県 東彼杵郡川棚町下組郷３８５－４
コインランドリーパル駒ヶ根店 長野県 駒ヶ根市赤穂１０５１７番１
コインランドリーフジマキ 長野県 大町市常盤３５５８
コインランドリーハル 長野県 上田市真田町本原５４５－１４
コインランドリー佐久平駅北店 長野県 佐久市佐久平駅北１８－２
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
コインランドリーパル伊那中央店 長野県 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　大町店 長野県 大町市大町３７６９－１
クリーンランドリー青木島 長野県 長野市青木島４－４－５
コインランドリーＰｏｏｃｈ 長野県 岡谷市長地御所１－１－４
（仮称）クオシア　コインランドリー 長野県 小諸市丙字水押３９７番地１
桜ウォッシュ元大島店 長野県 下伊那郡松川町元大島３３０１
（仮称）クオシア　コインランドリー　２号店 長野県 小諸市古城２丁目２－２８
株式会社ワタナベ　コインランドリー　竹内団地 鳥取県 境港市竹内団地８１－３
ドミールアイ経堂 東京都 世田谷区経堂１－３６－１



コインランドリージャバ東葛西店 東京都 江戸川区東葛西５－３３－８
ＴＯＳＥＩ　Ｌａｕｎｄｒｙ東中野店 東京都 中野区東中野１－３６－８
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 東久留米市上の原一丁目３３３番３９の一部、二丁目３３３番１６の一部
ユニオンハイツ１階 東京都 世田谷区松原２－２３－７
ＦＵＷＡＴＴ築地店 東京都 中央区築地７丁目８番地７号
ＦＵＷＡＴＴ竹ノ塚店 東京都 足立区竹ノ塚２－９－２１
アースランドリー両国店 東京都 墨田区緑２－１８－７
アースランドリー湊店 東京都 中央区湊２－１２－３
アースランドリー入船店 東京都 中央区入船１－４－５
アースランドリー奥沢店 東京都 世田谷区東玉川２－４０－１６
アースランドリー築地店 東京都 中央区築地６－１１－３
リヴェール河庄１階コインランドリー 東京都 江東区牡丹２－１０－１
ＦＵＱＬＥＡＲ 東京都 墨田区立花５－２３
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１－１－１０
トップランドリー六町店 東京都 足立区南花畑３－６５－４
ランドリープレス初台店 東京都 渋谷区本町２－４０－４
ＦＵＷＡＴＴ元浅草店 東京都 台東区元浅草１－１９－４
ランドリーサロン河辺駅前店 東京都 青梅市河辺町１０－６－３
フトン巻きのジロー町田小山 東京都 町田市小山町１４９－６
キラキラランドリー 東京都 大田区東矢口３－２－１－１０４
コインランドリーピエロ２７５号立川市錦町店 東京都 立川市錦町３－１２－１６
コインランドリーピエロ２８１号南烏山店 東京都 世田谷区南烏山３－２５－１０
コインランドリーピエロ３０８号岩戸北店 東京都 狛江市岩戸北３－１４－２１
アースランドリー赤羽店 東京都 北区赤羽２－２１－４
Ｈ’ｓ　Ｌａｕｎｄｒｙ 東京都 港区三田５－１８－４
アースランドリー森下店 東京都 墨田区千歳３－５－９　第三川本ビル１階
コインランドリーＡｏｉ 東京都 足立区青井３－１－１８
コインランドリー　ママコット 東京都 小金井市本町１－１０－２カーサ早川１Ｆ
マンマチャオ不動前 東京都 品川区西五反田５－２－２１
ドエル中野富士見町　１Ｆ 東京都 中野区弥生町２－４８－７　ドエル中野富士見町　１Ｆ
アーティム学芸大１Ｆ 東京都 目黒区五本木３丁目１９－８
マンマチャオ北大塚 東京都 豊島区北大塚２－９－４
（仮）亀有コインランドリー 東京都 葛飾区亀有３－１１－７
ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤ東京ミズマチ店 東京都 墨田区向島１－２３－１１　イーストゾーンＥ０４
Ｏｄａｋｙｕ　Ｌａｕｎｄｒｙ　経堂店 東京都 世田谷区経堂１－４１－６
コインランドリー　ＱＵＥＥＮ 東京都 北区豊島８－１－１９
セールランドリー綾瀬店（仮） 東京都 足立区綾瀬２－４１－３
コインランドリーブロッサム 東京都 八王子市八日町１－４　ソレイユ八王子１階
クリーンランドリー青梅 東京都 青梅市新町６丁目１６－１５
コインランドリー　タキセ 東京都 日野市日野１５２１－１
アースランドリー木場店 東京都 江東区木場３－１２－１　カーサ・ミレ１０５
マンマチャオ練馬豊玉中店サテライト 東京都 練馬区豊玉中３丁目１２－３
コインランドリーｂｙＴＯＳＥＩ五反田店 東京都 品川区東五反田１－１６－４　ＡＪＩビル１階
サルトコインランドリー板橋徳丸 東京都 板橋区徳丸１－４５－９
コインランドリーピエロ４３７号田無町店 東京都 西東京市田無町２－１２－１１
（仮）マイベストホームランドリー 東京都 杉並区善福寺１丁目１６－２２
ＳＯＬＡＲＥ／ＬＡＵＮＤＲＹ 東京都 町田市中区３－７－１４
（仮）光正コインランドリー 東京都 杉並区梅里１丁目２１－１１
Ｂａｌｕｋｏ　Ｌａｕｎｄｒｙ　　Ｐｌａｃｅ　小松川 東京都 江戸川区平井一丁目七番地七号
コインランドリーＭＡ２ 東京都 足立区佐野２－２１－１４
大型コインランドリーマイタイム 東京都 日野市日野７２６－１
アースランドリー江古田店 東京都 練馬区旭丘１－７５－５
アースランドリー大島店 東京都 江東区大島５－４－８
アースランドリー菊川店 東京都 江東区森下４－９－１２
トーセイ　ランドリー千駄木店 東京都 文京区千駄木４－１６－１
アースランドリー人形町店 東京都 中央区日本橋人形町２－３４－１１イーストワールド人形町
コインランドリー　マルナカ脇町店 徳島県 美馬市脇町拝原１７１１－１
ふとん巻きのジロー　小山駅南店 栃木県 小山市駅南町２－６－１
ふとん巻きのジロー　宇都宮岩曽店 栃木県 宇都宮市岩曽町３４－７
洗濯工房　リウム 栃木県 足利市鹿島町７７１－３
ふとん巻きのジロー　宇都宮上戸祭店 栃木県 宇都宮市上戸祭３０１５－１８
ふとん巻きのジロー　宇都宮松原店 栃木県 宇都宮市松原２－１－９
ふとん巻きのジロー　下野祇園店 栃木県 下野市祇園１－１５－３
ふとん巻きのジロー　佐野高萩店 栃木県 佐野市高萩町字屋敷西４７１－１
ふとん巻きのジロー　宝木 栃木県 宇都宮市細谷宝木土地区画整理事業１街区１画地外
コインランドリーピエロ３１６号御幸町店 栃木県 宇都宮市御幸町２５８－６
ふとん巻きのジロー　茂原 栃木県 宇都宮市茂原１丁目２－２３
ふとん巻きのジロー　平松本町 栃木県 宇都宮市平松本町７５４
メイトドリーム　佐野大橋町店 栃木県 佐野市大橋町３２３９－２
メイトドリーム　富士見町店 栃木県 栃木市富士見町１０４３番地２
メイトドリーム　氏家店 栃木県 さくら市櫻野逆田３４０２番地１
洗濯工房リウム　毛野店 栃木県 足利市八椚町３６６
メイトドリーム　佐野店 栃木県 佐野市米山南町字北摘田３－４
メイトドリーム　若松原店 栃木県 宇都宮市若松原１丁目１６番地３９
メイトドリーム　城内店 栃木県 栃木市城内町２丁目２番地１７
メイトドリーム　真岡店 栃木県 真岡市熊倉町１丁目３５番地６
メイトドリーム　西那須野店 栃木県 那須塩原市緑２丁目１２９３番地１５
サイトハウスランドリー（仮） 栃木県 佐野市免鳥町８６９－１
メイトドリーム　小金井店 栃木県 下野市小金井４－３－２
メイトドリーム　大平店 栃木県 大平町下皆川字下田２７９－１
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
メイトドリーム　小山駅東店 栃木県 小山市駅東通り３－１０３７－１３
クリアランド高根沢店 栃木県 塩谷郡高根沢町大字平田字高谷畑１９８９番２
Ｌａｕｎｄｒｙ　Ｋ．ｃｏｍ 奈良県 奈良市山陵町２６８
洗乾工房　生野店 奈良県 天理市別所町２４０－１－１０１
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
コインランドリー竹内 奈良県 葛城市竹内７９３－１３
【イオン】ザ・ビッグ香芝店 奈良県 香芝市畑２丁目１４９６－１
マービアンランドリー 富山県 富山市五福５区３４１５ー２２
コインランドリー赤祖父 富山県 高岡市赤祖父７２１－２
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



コインランドリーＴＵＢ’Ｓ 富山県 富山市新庄北町２７番３号
月山ランドリー 富山県 下新川郡朝日町月山８５４－１
Ｂｏｏｎ法音寺 富山県 中新川郡上市町三日市４７－４２
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　富山店 富山県 富山県富山市天正寺１０７５
Ｂｏｏｎ正印 富山県 中新川郡上市町正印２５７
Ｗ－ｗａｓｈ 富山県 高岡市本丸町８－１０
らららランドリー 富山県 中新川郡立山町二ツ塚１０１
ホープクリーニング富山滑川店 富山県 滑川市沖田新２１６－１
ママランドリー館　雄山町店 富山県 富山市雄山町２－４
ＡＯＩＳＯＲＡ　綾子店 富山県 小矢部市綾子３９８２－１
ホームドライ鯖江店 福井県 鯖江市神中町２丁目５０１－３
株式会社マルサ石油店 福井県 福井市四ツ井１丁目２－２０８
コインランドリー 福井県 坂井市丸岡町本町４丁目２５・２６番
コインランドリーふわふわランド　ＪＡ福井県　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　ザブーン木田店 福井県 福井市木田３－２３０７
ＺＡＢＯＯＮ豊岡ＢＰ店 福井県 福井市豊岡１丁目２－１６　１階
ホワイトピア田川店 福岡県 田川市伊田５０００－２８
コインランドリーこたけまち 福岡県 鞍手郡小竹町勝野１５３２－４
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
コインランドリー合同ガス 福岡県 田川市伊田２７１３－４５
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５２１－３の一部
コインランドリー　ホームドライ　宮永町店 福岡県 柳川市上宮永町１２３－２
コインランドリー　クリーンアップ 福岡県 久留米市国分町１４０８
どるふぃん大牟田北インター店 福岡県 大牟田市唐船５４－２
イキイキランドリー 福岡県 宮若市本城１１１９
せんたくハウスコスモ 福岡県 柳川市下宮永町１５５－３
ホームドライ下庄店 福岡県 みやま市瀬高町下庄１５３７－１
ホワイト急便　次郞丸店 福岡県 福岡市早良区次郞丸４－１６－１０
コインランドリーどるふぃん小郡店 福岡県 小郡市大保１０１９
＆Ｌａｎｄｒｙ 福岡県 福岡市西区小戸２－１－２５
ホワイトピア　博多南店 福岡県 福岡市博多区博多機南３－８－１３
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
コインランドリーホワイトピア八女店（仮称） 福岡県 八女市本村９８３番１
Ｌａｎｕｄｒｙ　Ｐｌａｚａ　ふわり 福島県 郡山市安積町荒井字西原山４－８
コインランドリーふわラッコ 福島県 須賀川市館取町１３６
Ｃｏｉｎ　Ｌａｕｎｄｒｙ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｂｙ　洗濯屋ゆうちゃん 福島県 二本松市岳温泉１丁目２０７－１
コインランドリー　あ 福島県 郡山市冨田町下曲田１４－８
洗濯屋ゆうちゃん　郡山昭和店 福島県 郡山市昭和二丁目１３９－１
洗濯屋ゆうちゃん　会津駅前店 福島県 会津若松市駅前町２－３
ワンデイコインランドリー北五老内町 福島県 福島市北五老内町６－２２
ＦＵ－ＫＵＲＡ　黒岩店 福島県 福島市黒岩字浜井場１０－２
ふわラッコ白河店 福島県 白河市新白河１－２０３
洗たくじょうず八島町店 福島県 福島市舘の前２６－７
ワンデイ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　ＷＡＳＨ＆ＤＲＹ　中島店 福島県 会津若松市中島町７－１８
ペリ乾ランド長者店 福島県 郡山市長者一丁目９０
ペリ乾ランド黒岩店 福島県 福島市黒岩字中沖４２番２
フトン巻きのジロー郡山芳賀店 福島県 郡山市芳賀２－１８－１３
洗濯屋ゆうちゃん　小野町店（仮） 福島県 田村郡小野町飯豊二本木１－１
ペリ乾ランド安積四丁目店 福島県 郡山市安積四丁目５５－２
ペリ乾ランド大槻店 福島県 郡山市御前南１丁目３１番
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
ふわラッコ池ノ台店 福島県 郡山市池ノ台１９－３２
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番の一部、その他７筆
ＦＵーＫＵＲＡ　イオン福島店 福島県 福島市南矢野目字中谷地３０－１
コインランドリー飯寺店 福島県 会津若松市門田町大字飯寺字村西３８５－２
洗濯屋ゆうちゃん　八山田東平作店 福島県 郡山市富久山町八山田東平作１１－１
ペリ乾ランド大越店 福島県 田村市大越町下大越字上田６８－１・７０の一部
ＬＡＵＮＤＲＹ　ＲＯＯＭ　＋ 福島県 郡山市菜根４－２－１
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　洗濯びより　日高店 兵庫県 豊岡市日高町祢布９８８
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
サウサリートコウベ１０１号室 兵庫県 神戸市兵庫区駅前通５－３－６
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
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
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
ルミエール戸牧 兵庫県 豊岡市戸牧１１－７
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　Ｂｌｕｅ　Ｐｌｕｓ　鈴蘭台店 兵庫県 神戸市北区山田町下谷上字大正坊３－４
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
ハピネス塚口上坂部店 兵庫県 尼崎市上坂部３－１５－１
明石市魚住町西岡３７０－５ 兵庫県 明石市魚住町西岡３７０－５
ＬＡＵＮＤＲＹ　ＳＯＲＡ　 兵庫県 尼崎市南塚口町１丁目１５－１９サンパレス２１塚口
仮称　新城様コインランドリー 兵庫県 尼崎市長洲本通１－１４－５４
コインランドリー神戸兵庫店 兵庫県 神戸市兵庫区本町２丁目３－２１
５５ＬＡＵＮＤＲＹ＆ＣＡＦＥ 兵庫県 宍粟市山崎町加生字菖蒲３番地１
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
ハピネス灘南通店 兵庫県 神戸市灘南通４－３－１８
ハピネス御影中町店 兵庫県 神戸市東灘区御影中町２ー１－７
ハピネス西宮店 兵庫県 西宮市東町１ー１４ー２８
ふとんもランドリー 兵庫県 姫路市東郷町１４５４－３
シティバッハ 兵庫県 神戸市西区池上１丁目１３
クリーニングピュア北２５条東店 北海道 札幌市東区北２５条東２１丁目２－１
コインランドリ－　Ｗａｓｈ　Ｕｐ 北海道 帯広市自由が丘４丁目９番地１１
コインランドリーピュア月寒店 北海道 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１番１８号
コインランドリー清田店 北海道 札幌市清田区清田１条３丁目７番５５号
コインランドリーウェリナ 北海道 石狩市樽川９条１丁目１－１



コインランドリー　ノース円山店 北海道 札幌市中央区北６条西２６丁目６－１
ｌａｕｎｄｒｙ　ｒｏｏｍ 北海道 釧路郡釧路町北都２－５－１７
ｒｉｃｏ　ｓｍａｒｔ　Ｌａｕｎｄｒｙ 北海道 北海道函館市東雲町５番６号
クリーンランド 北海道 札幌市白石区菊水元町９条２丁目５－１３
コインランドリー旭川緑町店 北海道 旭川市緑町１８丁目３０３７－２
クリーンスペースＮＩＮＥ 北海道 勇払郡むかわ町文京３丁目７８－１
美洗 北海道 札幌市厚別区厚別東５条１丁目２番１０号
コインランドリー　山鼻店 北海道 札幌市中央区南２２条西７丁目１－５
まちなかランドリーム近文店 北海道 旭川市錦町１９－２１６７－１７
フレスポ戸倉 北海道 函館市戸倉町３２０－１
Ｌａｕｎｄ　Ｒｉｎｇ 北海道 札幌市中央区南４条西１０丁目１００５－４
リコカフェランドリー　富岡中央店 北海道 函館市富岡中央２丁目４７－５
スノーメディアコインランドリー（仮） 北海道 札幌市北区篠路町拓北１６２－４８
ランドリーわやキレイ 北海道 函館市湯浜町１４－３６
コインランドリーウェリナ　東苗穂 北海道 札幌市東区東苗穂１条３丁目２
コインランドリー　スマイル 北海道 函館市港町１丁目１４番１７号
マミークリーニング岩橋店 和歌山県 和歌山市岩橋１３３２－３
ＮＥＭ　ＬＡＵＮＤＲＹ 和歌山県 和歌山市湊５７１－１
ＴＯＳＥＩ　ＥＣＯ　ＬＡＵＮＤＲＹ 和歌山県 和歌山市西小二里２丁目５１９番４
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