
店舗名称 郵便番号 住所

ＴＸ研究学園駅 305-0817 茨城県つくば市研究学園５－１０－１

ＴＸ守谷駅 302-0115 茨城県守谷市中央４－９

ＴＸつくば駅 305-0031 茨城県つくば市吾妻２－１２８

ＴＸ三郷中央駅 341-0038 埼玉県三郷市中央１－１

ＴＸ八潮駅 340-0822 埼玉県八潮市大瀬６－５－１

エキア志木 352-0001 埼玉県新座市東北２丁目３８－１

エキア朝霞 351-0011 埼玉県朝霞市本町２丁目１３－５２

北越谷駅前 343-0025 埼玉県越谷市大澤３－４－２６

エキア松原 340-0041 埼玉県草加市松原１丁目１ ＴＯＢＵファイン松原

武里駅 344-0021 埼玉県春日部市大場４５０

草加駅 340-0015 埼玉県草加市高砂２丁目５－２５

岩槻駅 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町１丁目１－１

鶴瀬駅 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東１丁目

若葉駅 350-0215 埼玉県坂戸市関間４－１３－１

東松山駅 355-0028 埼玉県東松山市箭弓町１丁目１２－１１ 東武東松山駅構内

エキア東武動物公園 345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代町百間２丁目３－２４

新田駅 340-0052 埼玉県草加市金明町道下２６３－２

エキアプレミエ和光 351-0114 埼玉県和光市本町４－６

岩槻駅東口／Ｓ 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町一丁目１番２号

ふじみ野駅 354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東１丁目２６番地

せんげん台駅前 343-0042 埼玉県越谷市千間台東町６１

新越谷駅前 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１１－４

川越駅ホーム 350-1122 埼玉県川越市脇田町２４－９

東武大宮駅 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630

トモニー武蔵藤沢駅 358-0011 埼玉県入間市下藤沢一丁目１５番地４

トモニー入間市駅 358-0008 埼玉県入間市河原町２－１

トモニー飯能駅 357-0038 埼玉県飯能市仲町１１－２１

トモニー小手指駅 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁目８－１

トモニー本川越駅 350-0043 埼玉県川越市新富町１－２２

トモニー狭山ヶ丘駅 359-1161 埼玉県所沢市狭山ケ丘１丁目２９８０

トモニー新狭山駅 350-1311 埼玉県狭山市新狭山３丁目１２－１

トモニー所沢駅中央改札内 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台１－１４－５

トモニー新所沢駅 359-1111 埼玉県所沢市緑町１丁目２１－２５

トモニー航空公園駅 359-0042 埼玉県所沢市並木２丁目４－１

トモニー所沢駅中央改札外 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１４－５

トモニー狭山市駅 350-1305 埼玉県狭山市入間川１丁目１－１

印西牧の原駅 270-1335 千葉県印西市原１丁目２１９１

京成八幡駅前 272-0021 千葉県市川市八幡３丁目３－１

京成八幡駅構内 272-0021 千葉県市川市八幡３丁目

京成八千代台駅 276-0031 千葉県八千代市八千代台北１丁目

京成千葉駅 260-0028 千葉県千葉市中央区新町２５０－３

ユーカリが丘駅 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－８－２

京成船橋駅下りホーム 273-0005 千葉県船橋市本町１－５－１

京成船橋駅上りホーム 273-0005 千葉県船橋市本町１丁目５－１

うすい駅 285-0837 千葉県佐倉市王子台３－３０－３

船橋競馬場駅 273-0003 千葉県船橋市宮本８丁目４２－１

勝田台駅上りホーム 276-0023 千葉県八千代市勝田台１－８－１

京成佐倉駅構内 285-0014 千葉県佐倉市栄町１００１－５

空港第２ビル駅 282-0004 千葉県成田市古込１－１

京成幕張本郷駅構内 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目

成田 286-0033 千葉県成田市花崎町８２８－１２８

実籾駅 275-0002 千葉県習志野市実籾１丁目１－１

京成津田沼駅構内 275-0016 千葉県習志野市津田沼３丁目



店舗名称 郵便番号 住所

津田沼パルコ 274-0825 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号

公津の杜駅 286-0048 千葉県成田市公津の杜４丁目１１－２ 公津の杜駅ビル

流山セントラルパーク駅前 270-0152 千葉県流山市前平井１４５番１

成田空港駅 286-0116 千葉県成田市三里塚御料牧場１－１

ちはら台駅 290-0143 千葉県市原市ちはら台西１丁目１

道野辺中央 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

千葉みなと 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港３番８号

勝田台駅 276-0023 千葉県八千代市勝田台一丁目８番１号

京成西船駅前／Ｓ 273-0031 千葉県船橋市西船４丁目１５番７１号

千葉中央駅 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町１５ー１

Ｐａｓａｒ幕張上り 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町２－２６２１

千葉ニュータウン中央東 270-1337 千葉県印西市草深１１０１－１

海浜幕張駅北口 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＦ棟１Ｆ

千葉問屋町 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町１１１番５

新鎌ケ谷駅構内／Ｓ 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷一丁目１３番１号

京成八千代台駅構内 276-0031 千葉県八千代市八千代台北１丁目１－０

京成志津駅 285-0846 千葉県佐倉市上志津１６６９

京成船橋駅前 273-0005 千葉県船橋市本町４丁目４５－２３

京成谷津駅前 275-0026 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２

ネクスト船橋 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目５－１

京成幕張本郷駅 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３

東松戸駅 270-2225 千葉県松戸市東松戸二丁目１５８番地

千葉ニュータウン中央駅 270-1300 千葉県印西市武西字馬橋台１３９０－２

新鎌ケ谷駅 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２

市川妙典駅 272-0115 千葉県市川市富浜１丁目２－１０

ＴＸ柏の葉キャンパス駅 277-0871 千葉県柏市若柴１７４

ＴＸ流山おおたかの森駅 270-0128 千葉県流山市おおたかの森西一丁目１番地の１

馬込沢駅 273-0047 千葉県船橋市藤原７－２－１馬込沢駅構内

柏駅 277-0842 千葉県柏市末広町１－１

東武新鎌ケ谷駅 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１０－１

梅郷駅前 278-0022 千葉県野田市山崎１８９２－１４

西麻布一丁目 106-0031 東京都港区西麻布１－８－１０

中延二丁目 142-0053 東京都品川区中延２－６－１８

渋谷桜丘町 150-0031 東京都渋谷区桜丘町２４－１橋本ビル

三田ステーションビル 108-0014 東京都港区芝５－３１－７三田ステーションビル３Ｆ

歌舞伎町広場前 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－２１－７ヒューマックスパビリオン新宿アネックス

歌舞伎町交番前 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３８－３

砧城山通り 157-0073 東京都世田谷区砧２－２３－２

芦花公園駅南 157-0062 東京都世田谷区南烏山２丁目３６－１スクエアサイド芦花公園１Ｆ

赤羽駅東口 115-0045 東京都北区赤羽１－２２－２

赤羽平和通り 115-0042 東京都北区志茂２－３９－８

本駒込一丁目 113-0021 東京都文京区本駒込１丁目４－４ 旭商店白山ビル

赤羽スズラン通り 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１６－２

町屋駅 116-0002 東京都荒川区荒川７－４０－６

日暮里駅ホーム 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目

青砥駅 116-0000 東京都葛飾区青戸３－３６－１

お花茶屋駅 124-0005 東京都葛飾区宝町２－３７－１

押上駅 131-0045 東京都墨田区押上１丁目１

青砥駅下りホーム 125-0062 東京都葛飾区青戸３丁目３６－１

京成曳舟駅構内 131-0046 東京都墨田区京島１丁目３９－１ 京成曳舟駅

柴又駅前 125-0052 東京都葛飾区柴又四丁目８番１６号

八広駅前 131-0041 東京都墨田区八広六丁目２６番３号

八広駅／Ｓ 272-0021 東京都墨田区八広６丁目２５－２０

京成上野駅 110-0005 東京都台東区上野公園１－６０

日暮里駅構内 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目１９－１



店舗名称 郵便番号 住所

京成四ツ木駅 124-0014 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先

京成高砂駅 125-0054 東京都葛飾区高砂５丁目２８－１

京成金町駅 125-0042 東京都葛飾区金町５丁目３７－９

葛飾立石六丁目 124-0012 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

ＴＸ北千住駅 120-0026 東京都足立区千住旭町４２－３

ＴＸ秋葉原駅 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１－６－１０

東京ソラマチ１Ｆ 131-0045 東京都墨田区押上１丁目１－１３

東京ソラマチＢ３Ｆ 131-0045 東京都墨田区押上１丁目－１－１３

上板橋駅 174-0076 東京都板橋区上板橋２丁目３６－７

エキア西新井 123-0843 東京都足立区西新井栄町２丁目１－１

エキア曳舟 131-0032 東京都墨田区東向島２丁目２６－２

エキア北千住 120-0026 東京都足立区千住 旭町４２－１

東京ミズマチ 131-0033 東京都墨田区向島１丁目２３番８号

東武鉄道本社 131-0045 東京都墨田区押上２－１８－１２

池袋駅西 171-0021 東京都豊島区西池袋１－４－１０

北千住駅ホーム 120-0026 東京都足立区千住旭町４２－１東武伊勢崎線北千住駅

トモニー練馬駅 176-0001 東京都練馬区練馬１丁目３－５

トモニー練馬高野台駅 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－２７

トモニー高田馬場駅橋上 169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２

トモニー国分寺駅 185-0012 東京都国分寺市本町２－１－２３

トモニー中村橋駅 176-0023 東京都練馬区中村北４－２－１

トモニー富士見台駅 176-0021 東京都練馬区貫井３－７－４

トモニー田無駅 188-0011 東京都西東京市田無町４－１－１

トモニー清瀬駅 204-0021 東京都清瀬市元町１－２－４

トモニー小平駅 187-0041 東京都小平市美園町１－３４－１

トモニー上石神井駅 177-0041 東京都練馬区上石神井１－２－４５

トモニー玉川上水駅 190-0002 東京都立川市幸町６－３６－１

トモニー保谷駅 202-0012 東京都西東京市東町３丁目１４－３０

トモニー東長崎駅 171-0051 東京都豊島区長崎５－１－１

トモニー花小金井駅 187-0002 東京都小平市花小金井１丁目１０－５

トモニー西武柳沢駅 202-0015 東京都西東京市保谷町３－１１－２４

トモニー江古田駅 176-0005 東京都練馬区旭丘１丁目７８－７

トモニー野方駅 165-0027 東京都中野区野方６－３－３

トモニー久米川駅 189-0013 東京都東村山市栄町２－３－１

トモニー小川駅 187-0031 東京都小平市小川東町１丁目２０－１

トモニー池袋駅地下改札内 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２８－１

トモニー西武新宿駅正面口 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目－３０－１

トモニー東大和市駅 207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘１－１４１５－１

トモニー石神井公園駅中央口 177-0041 東京都練馬区石神井町３－２３－１０

トモニー池袋駅１階改札内 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８－１

トモニー拝島駅 196-0001 東京都昭島市美堀町５丁目２１－２

トモニー高田馬場駅早稲田口 169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２

トモニー高田馬場駅ホーム 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３５－２

トモニー西武新宿駅北口 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目３０－１

トモニー池袋駅東口 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８－１

トモニー石神井公園駅西口 177-0041 東京都練馬区石神井町３丁目

トモニー池袋駅地下改札外 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８－１

トモニー大泉学園駅 178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目２９－７

トモニー東久留米駅 203-0014 東京都東久留米市東本町１丁目８番

トモニー中井駅 161-0032 東京都新宿区中落合１丁目１９－１

トモニー鷺ノ宮駅 165-0032 東京都中野区鷺宮３丁目１５－１

トモニー東村山駅 189-0014 東京都東村山市本町２丁目３－３２

トモニーひばりヶ丘駅 202-0005 東京都西東京市住吉町３丁目９－１９

トモニースタイル西武新宿駅／Ｓ 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目３０－１

相鉄三ツ境駅 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境４相鉄三ツ境駅



店舗名称 郵便番号 住所

相鉄かしわ台駅 243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷１０２６

相鉄大和駅 242-0021 神奈川県大和市中央２－１－１

相鉄いずみ野駅 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町５７３６

ジョイナステラス二俣川 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７ 二俣川駅

鎌倉御成町 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町９－２８

伊勢原三ノ宮 259-1103 神奈川県伊勢原市三ノ宮１１０１番地１

大和駅南 242-0016 神奈川県大和市大和南１－３－３

相模原東林間駅前 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間５丁目２－１

関内駅前 231-0017 神奈川県横浜市中区港町２丁目９－２

横浜片倉町 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

相鉄さがみ野駅 243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷２丁目３０－３１

相鉄横浜駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目５－１

相鉄二俣川駅 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７

相鉄希望ヶ丘駅 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望ヶ丘２６５

相鉄湘南台駅 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２丁目４１－１７

相鉄瀬谷駅 246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４丁目１－１

相鉄鶴ヶ峰駅 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目７８

はまりんあざみ野駅 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－２－２０

はまりん新横浜駅 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００

はまりん横浜駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－９

はまりん横浜駅ミニ 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－９

はまりん上永谷駅 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１－１

はまりん戸塚駅 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２－１

はまりん中山駅 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山一丁目４番Ｂ１号

はまりんセンター南駅 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１－１

はまりん仲町台駅 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－１－１

はまりん新羽駅 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１２８５－１

はまりん上大岡駅 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－９－Ｂ－１

名鉄岐阜駅イクト 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

名鉄岐阜駅ホーム 500-8833 岐阜県岐阜市神田町９丁目１番地

岐阜田神駅前 500-8152 岐阜県岐阜市入舟町１丁目２２番地１

近鉄名古屋駅地下改札内中央 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２ 近鉄名古屋駅地下改札内

近鉄名古屋駅１番ホーム前 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２ 近鉄名古屋駅地下改札内

近鉄名古屋駅地上改札外 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２ 近鉄名古屋駅地上改札外

近鉄蟹江駅 497-0033 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町１１丁目３００番

近鉄伏屋駅 454-0996 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１

名鉄名古屋駅上りホーム 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－１名鉄名古屋駅構内

豊田市駅 471-0026 愛知県豊田市若宮町１丁目－３５

セントレアホテルプラザ 479-0881 愛知県常滑市セントレア１丁目－１中部国際空港駅

名鉄バスセンター 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－４ 名鉄バスターミナルビル

前後駅 470-1151 愛知県豊明市前後町善江１６３４－２

知多半田駅 475-0857 愛知県半田市広小路町１５０－６

栄町駅 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１２番地先

太田川駅 477-0031 愛知県東海市大田町後田５２

西春駅 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地

柏森駅 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森天神１番地

名鉄金山駅上りホーム 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１－１８

名鉄金山駅下りホーム 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１－１８

中部国際空港駅 479-0881 愛知県常滑市セントレア１丁目１番地中部国際空港駅構内

犬山駅 484-0081 愛知県犬山市大字犬山富士見町１４

名鉄病院 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生２丁目２６－１１

東岡崎駅 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町４丁目７０

名鉄名古屋駅下りホーム 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２番１号 名古屋駅構内

小幡駅 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２１番２１号

江南駅 483-8213 愛知県江南市古知野町 朝日２８０



店舗名称 郵便番号 住所

名鉄大曽根駅 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南５丁目２番６号

知立駅北 472-0037 愛知県知立市栄２丁目６０

名鉄一宮駅 491-0912 愛知県一宮市新生１丁目１－１

神宮前駅 456-0032 愛知県名古屋市熱田区三本松町１８－１ 名鉄神宮前駅

名鉄大同町駅 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町３丁目１番地１

名鉄鳴海駅 458-0831 愛知県愛知県 名古屋市緑区鳴海町字向田１番地の３

近鉄伊勢市駅４番ホーム 516-0073 三重県伊勢市吹上１－１－５７

近鉄宇治山田駅改札外 516-0037 三重県伊勢市岩渕２－１－１３

近鉄賢島駅改札外 517-0502 三重県志摩市阿児町神明字賢島７４７－１７

近鉄鳥羽駅改札外橋上 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽１丁目８－１３

近鉄鵜方駅改札外橋上 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方１６７０－２

近鉄四日市駅１番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

近鉄四日市駅３番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

近鉄津駅ホーム 514-0009 三重県津市羽所町２４２

近鉄白子駅改札外橋上 510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前２２－１

近鉄中川駅４番ホーム 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町１丁目９３番地

近鉄松阪駅改札内橋上 515-0018 三重県松阪市京町１区４３－１

近鉄四日市駅改札内 510-0075 三重県四日市市安島１丁目

近鉄鈴鹿市駅 513-0801 三重県鈴鹿市神戸１丁目１－１

近鉄津新町駅前 514-0042 三重県津市新町１丁目１３番９号

近鉄津駅改札内橋上 514-0009 三重県津市羽所町２４２ 近鉄津駅

近鉄四日市駅前ふれあいモール 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

近鉄四日市駅前 510-0075 三重県四日市市安島１丁目３１－１

近鉄桑名駅改札外橋上 511-0811 三重県桑名市大字東方９７

近鉄四日市駅南口 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－６０

近鉄名張駅 518-0713 三重県名張市平尾２９６１

近鉄丹波橋駅１番ホーム 612-0072 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町４５

近鉄新田辺駅改札外橋上 610-0361 京都府京田辺市河原食田２－３

近鉄京都駅３番ホーム前 600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１

近鉄向島駅改札内橋上 612-8155 京都府京都市伏見区向島東定請１１

近鉄大久保駅 611-0031 京都府宇治市広野町西裏８１－２

近鉄新田辺駅前 610-0361 京都府京田辺市河原 食田２－３

近鉄京都駅 600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１ 近鉄京都駅構内

近鉄古市駅改札内橋上 583-0852 大阪府羽曳野市古市１－１－２２

近鉄八尾駅中央改札外 581-0802 大阪府八尾市北本町２丁目１５３－２

近鉄布施駅２階北改札外 577-0056 大阪府東大阪市長堂１－１－１８

近鉄山本駅改札外橋上 581-0867 大阪府八尾市山本町１丁目１－１７

近鉄瓢箪山駅改札外橋上 579-8046 大阪府東大阪市昭和町４－１

近鉄布施駅３階大阪線ホーム 577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８

近鉄吉田駅改札外 578-0903 大阪府東大阪市今米１丁目１－６

近鉄阿部野橋駅西改札内 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

近鉄鶴橋駅１番ホーム西 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０

近鉄鶴橋駅３番ホーム西 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０

近鉄難波駅東改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－１－１７

近鉄難波駅東改札内 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

近鉄阿部野橋駅地下東改札外 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

近鉄上本町駅地上８番ホーム前 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄難波駅西改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

近鉄鶴橋駅東３階 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２－１－２０

近鉄上本町駅地下１番ホーム 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄上本町駅地下中央改札内 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄阿部野橋駅地下中改札内 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

近鉄日本橋駅改札内中央 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１８－１４

ファミマあべのハルカス 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

近鉄河内天美駅前 580-0033 大阪府松原市天美 南３丁目１５－４５



店舗名称 郵便番号 住所

近鉄藤井寺駅改札外橋上 583-0027 大阪府藤井寺市岡２－７－１８

近鉄針中野駅 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８

近鉄新石切駅改札外 579-8013 大阪府東大阪市西石切町３丁目３ 新石切駅

近鉄若江岩田駅 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５

近鉄大阪上本町駅 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄河内松原駅 580-0016 大阪府松原市上田３丁目５－１

近鉄生駒駅改札外橋上 630-0257 奈良県生駒市元町１丁目１－１

近鉄生駒駅改札内橋上 630-0257 奈良県生駒市元町１丁目１－１

近鉄西大寺駅３番ホーム 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１

近鉄奈良駅改札内 630-8215 奈良県奈良市東向中町２９

近鉄八木駅６番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２

近鉄五位堂駅改札外橋上 639-0225 奈良県香芝市瓦口２６８

近鉄八木駅１番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２

近鉄高の原駅改札内橋上 631-0806 奈良県奈良市朱雀３丁目１２－３

近鉄八木駅３番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２

近鉄学園前駅２番ホーム中央 631-0034 奈良県奈良市学園南３丁目１－１

近鉄富雄駅ホーム 631-0078 奈良県奈良市富雄元町２丁目３－３５

近鉄桜井駅前 633-0091 奈良県桜井市桜井１９０－２

近鉄天理駅前 632-0016 奈良県天理市川原城町８１５番地

花吉野ガーデンヒルズ 638-0833 奈良県吉野郡大淀町福神１－１２５

近鉄西大寺駅改札内橋上 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１

近鉄西大寺駅改札外橋上 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１

近鉄学園前駅 631-0036 奈良県奈良市学園北１丁目１－１－１０３

近鉄橿原神宮前駅 634-0063 奈良県橿原市久米町６１８

ＪＲ戸畑駅 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－１

ＪＲ小倉駅 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

ＪＲ門司駅 800-0039 福岡県北九州市門司区中町２－１

ＪＲ赤間駅 811-4183 福岡県宗像市赤間駅前１丁目１－１

ＪＲ福間駅 811-3217 福岡県福津市中央３丁目１－１

ＪＲ海老津駅 811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町町海老津駅前１－１

ＪＲ若松駅 808-0035 福岡県北九州市若松区白山１丁目１８－１－２

ＪＲ教育大前駅 811-4146 福岡県宗像市赤間６丁目４－１７

ＪＲ古賀駅 811-3101 福岡県古賀市天神１丁目１－１

銘品蔵門司港駅 801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸１丁目５－３１

ＪＲ遠賀川駅 811-4307 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川１丁目１ー１

ＪＲ折尾駅 807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾１丁目１２－１

小倉駅新幹線口 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

ＪＲ八幡駅 805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町３丁目６－１

ＪＲ千早駅 813-0044 福岡県福岡市東区千早４丁目９３－１

ＪＲ香椎駅 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前１－１１－１

ＪＲ福工大前駅 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２２－２７

ＪＲ箱崎駅 812-0061 福岡県福岡市東区筥松２－３２－１

ＪＲ新飯塚駅 820-0003 福岡県飯塚市立岩９３１－１

ＪＲ和白駅前 811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４

博多駅中央改札口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

ＪＲ吉塚駅 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－２８

ＪＲ博多シティ 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号

新幹線博多駅 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号

ＪＲ姪浜駅 819-0002 福岡県福岡市西区姪浜４丁目８－１

ＪＲ博多駅 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号

ＪＲ二日市駅 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央１丁目１－１

ＪＲ大牟田駅 836-0843 福岡県大牟田市不知火町１丁目無番地

ＪＲ久留米駅 830-0022 福岡県久留米市城南町２番３４

銘品蔵久留米駅 830-0028 福岡県久留米市京町８７ー１２

ＪＲ行橋駅 824-0031 福岡県行橋市西宮市２丁目１－１



店舗名称 郵便番号 住所

銘品蔵熊本駅改札内 860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０

銘品蔵熊本駅新幹線口 860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０

熊本駅白川口 860-0047 熊本県熊本市西区春日３丁目１５－３０

ＪＲ八代駅 866-0831 熊本県八代市萩原町１丁目１－１

ＪＲ武蔵塚駅前 861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８番２８号

ＪＲ熊本駅前 860-0047 熊本県熊本市西区春日三丁目１５－５５

ＪＲ中津駅 871-0033 大分県中津市大字島田２１９－２

ＪＲ別府駅 874-0935 大分県別府市駅前町１２－１３

大分高城駅前 870-0157 大分県大分市高城本町１番３号

ＪＲ大分駅 870-0831 大分県大分市要町１番４０号

ＪＲ亀川駅前 874-0014 大分県別府市亀川浜田町７番２４号

ＪＲ佐伯駅 876-0803 大分県佐伯市駅前２丁目６番２９号

ＪＲ佐賀駅 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１丁目１１－１０

ＪＲ鳥栖駅 841-0034 佐賀県鳥栖市京町７０９番地

ＪＲ新鳥栖駅 841-0071 佐賀県鳥栖市原古賀町一本松２１９－３

ＪＲ唐津駅 847-0816 佐賀県唐津市新興町２９３５－１

アミュプラザ長崎 850-0058 長崎県長崎市尾上町１－１

ＪＲ佐世保駅 857-0863 長崎県佐世保市三浦町２１－１

銘品蔵諫早駅 854-0072 長崎県諫早市永昌町１－２

ＪＲ大村駅 856-0831 長崎県大村市東本町１０４－１

ＪＲ長崎駅 850-0058 長崎県長崎市尾上町１ー６７

長崎浦上駅 852-8108 長崎県長崎市川口町１－５１


