保険クリニック回収店舗一覧
2020年3月4日現在
【留意事項】
・都道府県ごとに記載しております。
・各店舗の事情等により、回収ボックスが設置されていない場合がございますが、店舗スタッフにお声がけいただき直接お渡しいただければ寄付をさせていただきます。
・郵送により各店舗等へ直接送付することはご遠慮ください。
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50 保険クリニック
51 保険クリニック
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53 保険クリニック
54 保険クリニック

サッポロファクトリー店
ラソラ札幌店
新さっぽろカテプリ店
日高店
苫小牧店

〒060-0032
〒003-0003
〒004-0052
〒056-0024
〒053-0033

北海道札幌市中央区北２条東４丁目サッポロファクトリー３条館１階
札幌市⽩⽯区東札幌3条1丁⽬1-1 ラソラ札幌 Bタウン2F
北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番カテプリ2F
北海道日高郡新ひだか町静内山手町3-9-9
北海道苫小牧市木場町３－１３－１２ＫＳビル２Ｆ

山形店

〒990-0033

山形県山形市諏訪町2-1-3

盛岡大通店
盛岡インター店
盛岡フェザン店

〒020-0026
〒020-0148
〒020-0034

岩手県盛岡市開運橋通1-25BOSS62 1F
岩手県盛岡市前潟2-2-20
岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号 フェザンおでんせ館B1

仙台ＰＡＲＣＯ２店
榴岡店

〒980-8450
〒983-0852

宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 PARCO2 5F
宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目1-35-2F

フォレオせんだい宮の杜店

〒983-0833

宮城県仙台市宮城野区東仙台4丁目14-7フォレオせんだい宮の杜

仙台北店

〒981-3332

宮城県富谷市明石台3-2-1

イオンモールいわき小名浜店
福島店
郡山店

〒971-8555
〒960-0112
〒963-8863

福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 イオンモールいわき小名浜 3F
福島県福島市南矢野目字古屋敷56-24プロムナード101
福島県郡山市菜根屋敷416-1

文京本郷店
池袋店
新宿店
新大久保店
飯田橋店
戸越銀座店
大崎ニューシティ店
中目黒GTプラザ店
渋谷道玄坂店
渋谷東口店
錦糸町パルコ店
高円寺純情商店街店
荻窪タウンセブン店
北千住西口駅前店
ベルクスモール足立花畑店
新小岩駅前店
ユアエルム青戸店
ベルクスモール浮間舟渡店
石神井公園駅前店
ラパーク瑞江店
ららぽーと豊洲店
島忠ホームズ仙川店
クロスガーデン調布店
三鷹コラル店
nonowa東小金井店
立川フロム中武店
ままともプラザ町田店

〒113-0033
〒171-0021
〒160-0023
〒169-0072
〒102-0072
〒142-0051
〒141-0032
〒153-0051
〒150-0043
〒150-0002
〒130-0022
〒166-0002
〒167-0043
〒120-0034
〒121-0061
〒130-0013
〒125-0062
〒174-0041
〒177-0041
〒132-0011
〒135-8614
〒182-0003
〒182-0007
〒181-0013
〒184-0002
〒190-0012
〒194-0023

東京都文京区本郷2-27-20本郷センタービル4Ｆ
東京都豊島区西池袋3-27-12池袋ウェストパークビル5F
東京都新宿区西新宿1-13-12西新宿昭和ビル6F
東京都新宿区大久保1丁目2-18 藤江ビル1F
東京都千代田区飯田橋3-9-7飯田橋丸ビル３階
東京都品川区平塚2-18-7第二石岡ビル１Ｆ
東京都品川区大崎1-6-5大崎ニューシティ2階
東京都目黒区上目黒2-1-3 中目黒GTプラザ1階
東京都渋谷区道玄坂2-11-1 G-SQUARE 3F
東京都渋谷区渋谷1-23-16 渋谷cocoti4階
東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ店7F
東京都杉並区高円寺北2-7-6
東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン6階
東京都足立区千住２丁目２２番５号
東京都足立区花畑5-13-2 ベルクス足立花畑中央店1F
東京都葛飾区新小岩1-46-1ケンコクドビル1F
東京都葛飾区青戸３−３６−１ユアエルム青戸 ６番街
東京都板橋区舟渡1-6-22ベルクスモール浮間舟渡1F
東京都練馬区石神井町2-14-1 石神井公園ピアレスA棟1F
東京都江戸川区瑞江2-1-2ラパーク瑞江店4階
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲1F
東京都調布市若葉町2-1-7島忠ホームズ仙川2階
東京都調布市菊野台1丁目33番地3号 2階
東京都三鷹市下連雀３丁目３５−１三鷹コラル1階
東京都小金井市梶野町５－１－１ｎｏｎｏｗａ東小金井１Ｆ
東京都立川市曙町 2-11-2フロム中武 3 階
東京都町田市旭町1-24-1 ままともプラザ町田2F

川崎アゼリア店
川崎アゼリア京急口店
新川崎スクエア店
トレッサ横浜店
ジョイナステラス二俣川店
戸塚トツカーナ店
横浜南店
横浜関内店
アクロスプラザ店
相模大野ステーションスクエア店
いせはらCOMA店

〒210-0007
〒210-0007
〒212-0058
〒222-0002
〒241-0821
〒244-0003
〒232-0016
〒231-0016
〒221-0001
〒252-0303
〒259-1132

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2-1047
神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２－３０５９
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-3新川崎スクエア3F
神奈川県横浜市港北区師岡町700 トレッサ横浜南棟1F
神奈川県横浜市旭区二俣川２－９１－７ジョイナステラス二俣川４Ｆ
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1トツカーナモール３階
神奈川県横浜市南区宮元町1-21-15
神奈川県横浜市中区真砂町2丁目12関内駅前第一ビル1階
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1-16-15 アクロスプラザ東神奈川1階
神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1小田急相模大野ステーションスク
エアB館 7F
神奈川県伊勢原市桜台1-3-3いせはらCOMA1F

C-2棟

55 保険クリニック
56 保険クリニック
57 保険クリニック
千葉県
58 保険クリニック
59 保険クリニック
60 保険クリニック
61 保険クリニック
62 保険クリニック
63 保険クリニック
64 保険クリニック
65 保険クリニック

厚木店
ヤオコー平塚店
ODAKYU 湘南 GATE店

〒243-0016
〒254-0036
〒251-8570

神奈川県厚木市寿町3-1-1ルリエ本厚木10階
神奈川県平塚市宮松町9-7ヤオコー2F
神奈川県藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE内 5F

イオン稲毛店
島忠ホームズ蘇我店
ミーナ津田沼店
船橋フェイスビル店
ダイエー市川店
市川八幡店
イオン新浦安店
キテミテマツド店

〒263-0043
〒260-0835
〒275-0016
〒273-0005
〒272-0034
〒272-0021
〒279-0012
〒271-0092

66 保険クリニック

セブンパーク アリオ柏店

〒277-0922

67 保険クリニック
68 保険クリニック

カインズモール市原店
イオンノア野田店

〒290-0050
〒278-0031

千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛2階
千葉県千葉市中央区川崎町55-3
千葉県習志野市津田沼1-3-1ミーナ津田沼3階
千葉県船橋市本町1-3-1船橋フェイスビル3F
千葉県市川市市川１丁目４−１０ダイエー市川店4階
千葉県市川市八幡３－２６－６
千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安店3F
千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド 1F
千葉県柏市大島田1-6-1セブンパーク アリオ柏 イースト・ウイング3
階
千葉県市原市更級3-1-1 カインズホーム市原店1階
千葉県野田市中根36-1イオンノア野田店1階

69 保険クリニック

イオンタウン野田七光台店

〒278-0051

千葉県野田市七光台4-2 イオンタウン野田七光台 メディカルモール1階

70
71
72
73
74

ヤオコー南流山店
流山おおたかの森駅前店
イオンタウン木更津朝日店
八千代店
ユアエルム八千代台店

〒270-0162
〒270-0121
〒292-0055
〒276-0023
〒276-0032

保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック

イオンタウンユーカリが丘店

〒285-0850

76 保険クリニック
77 保険クリニック
78 保険クリニック
79 保険クリニック
埼玉県
80 保険クリニック
81 保険クリニック
82 保険クリニック
83 保険クリニック

イオンタウン成田富里店
ユアエルム成田店
ＢＩＧＨＯＰ印西店
香取佐原店

〒286-0025
〒286-0048
〒270-1335
〒287-0003

千葉県流山市大字木402番地ヤオコー南流山2階
千葉県流山市西初石6-182-3こかげテラス1F
千葉県木更津市朝日3-10-19イオンタウン木更津朝日店1階
千葉県八千代市勝田台2-6-15
千葉県八千代市八千代台東1-1-10 ユアエルム八千代台店1F
千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地3イオンタウンユーカリが丘
東街区3階
千葉県成田市東町133イオンタウン成田富里2階
千葉県成田市公津の杜4-5-3ユアエルム成田 Ｂ１階
千葉県印西市原1-2 BIG HOPガーデンモール印西1F
千葉県香取市佐原イ345

大宮ラクーン店
ララガーデン川口店
T-FRONTE 戸田店
上尾駅前店

〒330-0802
〒332-0028
〒335-0021
〒362-0042

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60大宮ラクーン５階
埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2階
埼玉県戸田市新曽662T-FRONTE 2F
埼玉県上尾市谷津2-1-50-39ＭＯＲＩＫＵＭＡビル1F

84 保険クリニック

越谷レイクタウンkaze店

〒343-0828

埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2

85
86
87
88
89
90

川越駅マイン店
所沢店
島忠ホームズ所沢店
高麗川店
ウニクス上里本庄店
蔦屋書店東松山店

〒350-1122
〒359-1123
〒359-1105
〒350-1231
〒369-0306
〒355-0048

ソヨカふじみ野店

〒356-0056

イトーヨーカドー春日部店

〒344-0067

埼玉県川越市脇田町103東武ストア川越マイン店Ｂ1
埼玉県所沢市日吉町16-15ライナス所沢ビル1F
埼玉県所沢市青葉台1327 ホームズ所沢1F
埼玉県日高市大字鹿山308-1
埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1ウニクス上里1F
埼玉県東松山市あずま町4丁目8番3号
埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-3 ショッピングセンターソヨカふじみ
野1F
埼玉県春日部市中央1-13-1 イトーヨーカドー春日部店1階

高崎店
ミスターマックス倉賀野店
伊勢崎店
ベルク太田竜舞店
富岡店

〒370-0018
〒370-1201
〒372-0033
〒373-0806
〒370-2343

群馬県高崎市新保町158-1
群馬県高崎市倉賀野町4691番1号
群馬県伊勢崎市南千木町1732B棟
群馬県太田市龍舞町5002ベルク竜舞店内
群馬県富岡市七日市294-13MST1F

宇都宮駅西口店
トナリエ宇都宮店
ヤオコー足利大前店
ベイシア小山店

〒321-0966
〒321-0964
〒326-0845
〒323-0062

栃木県宇都宮市今泉1-3-8
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮店4F
栃木県足利市大前町664-1
栃木県小山市立木934-1ベイシア小山店

水戸店
たつのこまち龍ケ崎モール店
ジョイフル本田ニューポートひたち
なか店
つくばみらい店
鹿嶋チェリオ店

〒310-0836
〒301-0854

茨城県水戸市元吉田町332-4FOMAビル1F
茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール 蔦屋書店内

〒312-0005

茨城県ひたちなか市新光町34-1

〒300-2417
〒314-0031

茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘1-1ピアシティ富士見ヶ丘内
茨城県鹿嶋市宮中290-1ショッピングセンターチェリオ２F

富山店

〒939-8215

富山県富山市掛尾栄町4-60BNKビル2-1階

金沢店

〒921-8043

イオンモール新小松店

〒923-0861

イオンかほく店

〒929-1198

石川県金沢市西泉2丁目11番地1
石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区
２０６１
石川県かほく市内日角タ25番

75 保険クリニック

保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック
保険クリニック

91 保険クリニック
92 保険クリニック
群馬県
93 保険クリニック
94 保険クリニック
95 保険クリニック
96 保険クリニック
97 保険クリニック
栃木県
98 保険クリニック
99 保険クリニック
100 保険クリニック
101 保険クリニック
茨城県
102 保険クリニック
103 保険クリニック
104 保険クリニック
105 保険クリニック
106 保険クリニック
富山県
107 保険クリニック
石川県
108 保険クリニック
109 保険クリニック
110 保険クリニック
福井県

イオンレイクタウンkaze

２階

3階

区画番号

111 保険クリニック
112 保険クリニック
113 保険クリニック
新潟県
114 保険クリニック
115 保険クリニック
116 保険クリニック
117 保険クリニック
長野県
118 保険クリニック
119 保険クリニック
120 保険クリニック
121 保険クリニック
山梨県
122 保険クリニック
123 保険クリニック
静岡県
124 保険クリニック
125 保険クリニック
126 保険クリニック
127 保険クリニック
128 保険クリニック
129 保険クリニック
130 保険クリニック
131 保険クリニック
岐阜県
132 保険クリニック
133 保険クリニック
134 保険クリニック
135 保険クリニック
136 保険クリニック
137 保険クリニック
138 保険クリニック
139 保険クリニック
140 保険クリニック
愛知県
141 保険クリニック
142 保険クリニック
143 保険クリニック
144 保険クリニック
145 保険クリニック
146 保険クリニック
147 保険クリニック
148 保険クリニック
149 保険クリニック
150 保険クリニック
151 保険クリニック
三重県
152 保険クリニック
153 保険クリニック
滋賀県
154 保険クリニック
京都府
155 保険クリニック
大阪府
156 保険クリニック
157 保険クリニック
158 保険クリニック
159 保険クリニック
160 保険クリニック
161 保険クリニック
162 保険クリニック
163 保険クリニック
164 保険クリニック
兵庫県
165 保険クリニック
166 保険クリニック
167 保険クリニック
168 保険クリニック

敦賀店
福井エルパ店
武生楽市店

〒914-0138
〒910-0836
〒915-0094

福井県敦賀市櫛林9-4-1
福井県福井市大和田2丁目1212-2F
福井県越前市横市町28-14-1-1F

新潟店
原信マーケットシティ河渡店
長岡インター店
燕三条店

〒950-0904
〒950-0015
〒940-2116
〒955-0083

新潟県新潟市中央区水島町4-22
新潟県新潟市東区河渡庚135番地1
新潟県長岡市南七日町79-18
新潟県三条市荒町2-26-7エフピーエムビル２F

イオン豊科店
イオン南松本店
アピタ伊那店
上田東御店

〒399-8205
〒390-0833
〒396-0026
〒386-0152

長野県安曇野市豊科4272-10
長野県松本市双葉5-20イオン南松本店1F
長野県伊那市西町５１８２‐１アピタ伊那店１F
長野県上田市大屋236-15日信ビル１F

ビバモール甲斐敷島店
甲府昭和店

〒400-0124
〒409-3866

山梨県甲斐市中下条2000番1 ビバモール甲斐敷島2F
山梨県中巨摩郡昭和町西条5235

静岡店
静岡七間町店
浜松店
浜松メイワン店
ららぽーと沼津店
焼津店
静岡吉田店
三島本町店

〒421-0115
〒420-0035
〒433-8114
〒430-0926
〒410-8541
〒425-0036
〒421-0303
〒411-0855

静岡県静岡市駿河区みずほ1-7-8
静岡県静岡市葵区七間町6-3桃園ビル1F
静岡県浜松市中区葵東2-26-21
静岡県浜松市中区砂山町6-1メイワン 4F
静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3 ららぽーと沼津3F
静岡県焼津市西小川１丁目11-21
静岡県榛原郡吉田町片岡384-1
静岡県三島市本町12-22

岐阜店
イオンタウン各務原店
イオンタウン鵜沼店
アピタ美濃加茂店
イオンタウン大垣店
アピタ北方店
ルビットタウン高山店
ルビットタウン中津川店
バロー正家店

〒500-8441
〒504-0832
〒509-0132
〒505-0023
〒503-0808
〒501-0438
〒506-0054
〒508-0034
〒509-7203

岐阜県岐阜市城東通4-21
岐阜県各務原市蘇原花園町2-31-2イオンタウン内
岐阜県各務原市鵜沼西町3丁目309
岐阜県美濃加茂市野笹町2丁目5番65号
岐阜県大垣市三塚町丹瀬463-1イオンタウン大垣１Ｆ
岐阜県本巣郡北方町平成2丁目3番地アピタ北方1F
岐阜県高山市岡本町3-18-2
岐阜県中津川市淀川町3-8 ルビットタウン中津川1階
岐阜県恵那市長島町正家526番地9 バロー正家店

名古屋南店
アピタ新守山店
清水屋 藤ヶ丘店
イオンモールナゴヤドーム前店
上小田井店
ヨシヅヤ師勝店
MEGAドン・キホーテUNY気噴店
安城店
ベイシア常滑店
マックスバリュ大府店
岩倉駅西 PLATTO HOME店

〒468-0037
〒463-0070
〒463-8533
〒461-0048
〒452‐0817
〒481-0004
〒487-0014
〒446-0033
〒479-0842
〒474-0073
〒482-0022

愛知県名古屋市天白区天白町野並笹原1533-25
愛知県名古屋市守山区新守山2830番地アピタ新守山店2F
愛知県名古屋市守山区森孝東1-509 清水屋 藤ヶ丘店1階
愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前3階
愛知県名古屋市西区二方町35番1
愛知県北名古屋市鹿田1929ヨシヅヤ師勝店1Ｆ
愛知県春日井市気噴町2丁目11番地11階
愛知県安城市日の出町1番地21号 バロー安城日の出店内
愛知県常滑市大鳥町４－４１
愛知県大府市東新町1丁目235番地
愛知県岩倉市栄町２－９１かねまつビル1F

四日市店
イオンモール津南店

〒510-0063
〒514-0817

三重県四日市市十七軒町4-18 2F
三重県津市高茶屋小森町145番地 イオンモール津南3F シネマ横

イオン近江八幡店

〒523-0898

滋賀県近江八幡市鷹飼町南3-7
番街2階

京都伏見MOMOテラス店

〒612-8002

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32MOMOテラス 1F

大阪梅田店
大阪駅前店
大阪肥後橋店
なかもず店
ジョイパーク泉ヶ丘店
イオンモール堺鉄砲町店
コムボックス光明池店
イオンSENRITO店

〒530-0001
〒530-0001
〒550-0003
〒591-8023
〒590-0111
〒590-0905
〒594-1101
〒560-0082

大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT24F
大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル6階
大阪府大阪市西区京町堀1-4-9 京町橋八千代ビル10階
大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁5番ノービレオプス203号
大阪府堺市南区三原台１－１－３ジョイパーク泉ヶ丘１階
大阪府堺市堺区鉄砲町1 イオンモール堺鉄砲町2F
大阪府和泉市室堂町824-36コムボックス光明池1F
大阪府豊中市新千里東町1－1－3

イオン藤井寺ＳＣ店

〒583-0027

大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター1F

イオンモール神戸南店
イオンモール神戸北店
神戸三宮店
イオンフードスタイル神戸学園店

〒652-0844
〒651-1515
〒650-0035
〒651-2103

兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北1F
兵庫県神戸市中央区浪花町64三宮電電ビル4Ｆ
兵庫県神戸市西区学園西町1-4 2F

イオン近江八幡ショッピングセンター1

169 保険クリニック
170 保険クリニック
171 保険クリニック
172 保険クリニック
173 保険クリニック
174 保険クリニック
175 保険クリニック
和歌山県
176 保険クリニック
177 保険クリニック
178 保険クリニック
奈良県
179 保険クリニック
鳥取県
180 保険クリニック
岡山県
181 保険クリニック
182 保険クリニック
広島県
183 保険クリニック
184 保険クリニック
185 保険クリニック
186 保険クリニック
187 保険クリニック
188 保険クリニック
189 保険クリニック
山口県
190 保険クリニック
191 保険クリニック
愛媛県
192 保険クリニック
福岡県
193 保険クリニック
194 保険クリニック
195 保険クリニック
196 保険クリニック
197 保険クリニック
198 保険クリニック
199 保険クリニック
200 保険クリニック
201 保険クリニック
202 保険クリニック
203 保険クリニック
佐賀県
204 保険クリニック
長崎県
205 保険クリニック
206 保険クリニック
熊本県
207 保険クリニック
208 保険クリニック
大分県
209 保険クリニック
宮崎県
210 保険クリニック
鹿児島県
211 保険クリニック
212 保険クリニック
沖縄県
213 保険クリニック
214 保険クリニック
215 保険クリニック
216 保険クリニック
217 保険クリニック
218 保険クリニック

神戸芦屋店
姫路大手前通り店
姫路今宿店
姫路手柄店
姫路ヤマダストアー花田店
川西店
姫路店

〒659-0094
〒670-0902
〒670-0057
〒670-0972
〒671-0255
〒666-0024
〒670-0902

オークワセントラルシティ店
田辺店
和歌山日高店

〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1
〒646 -0032 和歌山県田辺市下屋敷町25
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田985-2

奈良店

〒630-8014

奈良県奈良市四条大路2-2-12

鳥取雲山店

〒680-0862

鳥取県鳥取市雲山210-4

岡山店
倉敷店

〒700-0913
〒710-0801

岡山県岡山市北区大供1-2-1磯村ビル5階
岡山県倉敷市酒津2716-1Mビル２階

ファミリータウン広電楽々園店
広島石内バイパス店
イオン広島段原店
ゆめタウン安古市店
福山駅前リム店
ゆめタウン蔵王店
呉店

〒731-5136
〒731-5102
〒732-0814
〒731-0144
〒720-0067
〒721-0973
〒737-0045

広島県広島市佐伯区楽々園4-14-1ファミリータウン ナイスディ1階
広島県広島市佐伯区五日市町石内6741
広島県広島市南区段原南1-3-52広島段原ショッピングセンター2階
広島県広島市安佐南区高取北1-6-11
広島県福山市西町1-1-1エフピコRiM 3F
広島県福山市南蔵王町5-9-18
広島県呉市本通1-5-10隠田第三ビル1F

ザ・ビッグ安岡店
ザ・ビッグイオンタウン周南店

〒759-6614
〒746-0025

山口県下関市梶栗町4丁目3番33号 ザ・ビッグ安岡1F
山口県周南市古市1-4-1 ザ・ビッグイオンタウン周南店

四国中央店

〒799-0111

愛媛県四国中央市金生町下分231-31

福岡天神店
福岡赤坂店
福岡南店
北九州店
小倉駅前店
イオン戸畑店
イオンタウン黒崎店
八幡店
久留米店
うきは店
福岡那珂川店

〒810-0001
〒810-0073
〒811-1347
〒800-0226
〒802-0002
〒804-0067
〒806-0036
〒807-0075
〒830-0021
〒839-1333
〒811-1211

福岡県福岡市中央区天神2丁目3-10天神パインクレスト1F
福岡県福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
福岡県福岡市南区野多目2-1-5
福岡県北九州市小倉南区田原新町2-5-1
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1COLET/I'm地下1階
福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2イオン戸畑ショッピングセンター2F
福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1イオンタウン黒崎2階
福岡県北九州市八幡西区下上津役1-19-5
福岡県久留米市篠山町12-3 1F
福岡県うきは市吉井町富永1495-4
福岡県那珂川市今光6-1

鹿島店

〒849-1311

佐賀県鹿島市大字常広135-3

諫早店
雲仙国見店

〒854-0004
〒859-1311

長崎県諫早市金谷町１０－３
長崎県雲仙市国見町土黒甲83-2

蔦屋書店熊本三年坂店
熊本流通団地店

〒860-0801
〒860-0834

熊本県熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通１F
熊本県熊本市南区江越1-19-10

大分賀来店

〒870-0849

大分県大分市賀来南1-1-83

宮崎店

〒880-0053

宮崎県宮崎市神宮1-237

鹿児島店
奄美大島店

〒892-0841
〒894-0068

鹿児島県鹿児島市照国町2-8
鹿児島県奄美市名瀬浦上町9-3

おきなわ本店
おきなわ中部店
おきなわ名護店
石垣島店
宮古島店
イオンモール沖縄ライカム店

〒900-0011
〒904-1106
〒905-0018
〒907-0002
〒906-0013
〒901-2306

沖縄県那覇市上之屋1-20-9
沖縄県うるま市石川1丁目43-6
沖縄県名護市大西2丁目4-40MoanaTerrace１F
沖縄県石垣市真栄里103-5
沖縄県宮古島市平良字下里1068-7
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 2F

兵庫県芦屋市松ノ内町1-10ラリーブ2F
兵庫県姫路市白銀町41 福光ビル401
兵庫県姫路市北今宿1丁目1-8 103号
兵庫県姫路市手柄1丁目151
兵庫県姫路市花田町小川字東戸手66番地
兵庫県川西市久代1丁目８－３３
兵庫県姫路市白銀町41福光ビル401

