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池袋駅、目白駅、水道橋駅、田端駅、駒込駅、大塚駅、赤羽駅、王
子駅、北千住駅、浦和駅、南浦和駅、川越駅

飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、水道橋駅、白山駅、千石駅、
巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、
本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島
平駅、新高島平駅、西高島平駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日
町駅、光ヶ丘駅

南千住駅、北千住駅、青井駅、六町駅、八潮駅、三郷中央駅

池袋駅、高田馬場駅

大宮駅、新越谷駅

町屋駅

川越店、川越駅前店、川越東洋大学前店、川越インター店、川
越霞ケ関店、籠原店、熊谷肥塚店、熊谷ニットモール店、西川口
店、川口青木橋店、川口朝日店、川口中央店、川口店、西川口駅
前店、行田店、所沢店、小手指店、東所沢駅前店、所沢北原店、
所沢小手指店、新所沢店、児玉店、東松山高坂店、東松山店、ス
テーキガスト春日部緑町店、春日部小渕店、入間川店、羽生店、
吹上店、上尾柏座店、草加松江店、草加松原店、草加西町店、
松原団地店、南越谷店、越谷大袋店、越谷赤山町店、戸田店、
入間市駅前店、武蔵藤沢店、鳩ヶ谷店、朝霞台店、朝霞城山店、
志木店、和光市駅前店、和光インター店、和光店、志木ニュータ
ウン店、新座店、志木駅前店、久喜店、北本店、フレスポ八潮店、
ふじみ野店、富士見関沢店、三郷高洲店、坂戸店、幸手店、鶴ヶ
島三ツ木店、武蔵高萩店、日高店、吉川店、上福岡店、ふじみ野
東店、毛呂山店、武蔵嵐山店、小川町店、本庄上里町店、寄居
店、騎西店、西白岡店、栗橋店、鷲宮店、杉戸店

川越笠幡店、川越新河岸店、熊谷店、川口駅前店、東川口店、川
口青木町公園店、新所沢店、春日部中央店、狭山上広瀬店、上
尾店、草加谷塚店、蕨東口店、入間店、鳩ヶ谷店、北朝霞駅前
店、志木本町店、和光新倉店、新座東店、新座片山店、新座駅
前店、八潮西袋店、みずほ台駅前店、三郷戸ヶ崎店、蓮田店、吉
川店、上福岡店、ふじみ野店

大宮宮町店、さいたま北袋町二丁目店、大宮宮町二丁目店、Ｎ
Ｌ大宮駅西口店、大宮アルシェ店、浦和大久保店、埼玉大学店、
さいたま町谷一丁目店、ラフレさいたま店、与野下落合店、さい
たま本町東五丁目店、さいたま本町西店、さいたま八王子三丁
目店、さいたま大門店、大門小入口店、さいたま浦和美園店、さ
いたま原山四丁目店、南浦和店、さいたま別所七丁目店、さい
たま辻五丁目店、武蔵浦和駅前店、さいたま大谷口店、さいた
ま白幡三丁目店、ＬＴＦさいたま白幡五丁目店、大宮山店、さい
たま深作店、さいたま春岡一丁目店、さいたま東門前店、さいた
ま東門前南店、七里駅前店・さいたま膝子店、さいたま南中丸
店、さいたま東大宮五丁目店、さいたま堀崎店、さいたま大和田
二丁目店、さいたま南中野店、武里団地店、春日部不動院野
店、春日部藤塚店、春日部赤沼店、春日部大沼五丁目店、北春
日部駅東口店、春日部栄町二丁目店、春日部駅東口店、春日部
緑町四丁目店、春日部豊町三丁目店、春日部中央三丁目店、春
日部西金野井店、庄和金崎店、春日部永沼店、春日部一ノ割
店、春日部水角店、川口東領家二丁目店、川口領家中央店、川
口末広三丁目店、川口元郷一丁目店、川口駅前店、川口六丁目
店、川口栄町店、川口栄町一丁目店、西川口店、西川口四丁目
店、西川口駅西口店、川口青木五丁目店、川口青木三丁目店、
川口西青木店、東川口四丁目店、川口戸塚二丁目店、川口戸塚
四丁目店、道合店、川口前上町店、川口上青木店、川口柳崎一
丁目店、川口芝宮根店、川口安行出羽一丁目店、川口安行小山
店、川口新郷店、川口赤井四丁目店、鳩ケ谷店、川口南鳩ヶ谷
六丁目店、川口弥平二丁目店、新井宿駅前店、ＬＴＦ川口北原
台店、西川口六丁目店、ＬＴＦ川口朝日四丁目店、ＬＴＦ川口北
原台二丁目店、ＬＴＦ川口二丁目店、ＬＴＦ東川口二丁目店、川
口長蔵一丁目店、川口安行領根岸店、行田北河原店、行田若小
玉店、行田１２５号バイパス店、行田佐間一丁目店、行田堤根
店、行田門井町一丁目店、行田持田一丁目店、行田宮本店、行
田持田西店、行田佐間二丁目店、行田長野三丁目店、行田上池
守店、行田持田店、行田酒巻店、幸手インター店、幸手平野店、
草加青柳七丁目店、草加稲荷一丁目店、草加松江六丁目店、草
加瀬崎町店、草加谷塚町店、草加谷塚仲町店、草加親善町店、
草加新栄道上店、草加長栄二丁目店、草加瀬崎四丁目店、草
加氷川店、草加栄町三丁目店、川越下広谷南店、川越街道新
河岸店、川越古谷上店、川越木野目店、川越仙波町店、川越鯨
井店、川越福田店、川越石原町一丁目店、川越松郷店、川越鴨
田店、川越下松原店、川越木野目六角店、川越的場一丁目店、
川越小ケ谷店、川越市駅前店、川越駅西口店、川越駅前西店、
川越今福店、川越笠幡上野前店、戸田駅西口店、川越下広谷
西店、川越西ロータリー前店、上尾上野店、上尾瓦葺店、上尾
原市店、上尾柏座一丁目店、上尾須ヶ谷三丁目店、上尾緑丘
店、北上尾店、上尾栄町南店、上尾上町二丁目店、上尾小敷谷
店、上尾井戸木二丁目店、上尾浅間台三丁目店、上尾春日二丁
目店、上尾瓦葺安中店、上尾駅東口店、大宮仲町二丁目店、上
尾大谷本郷店、ＬＴＦ川越木野目北店、ＬＴＦ大宮桜木町店、新
河岸駅西口店、川越石田店、ＮＬさいたま一の宮通り店、さいた

ま大成町二丁目店、上尾平塚南店、上尾上平店、さいたま岩槻
大口店、岩槻末田店、岩槻笹久保店、岩槻店、岩槻谷下店、岩
槻南平野店、さいたま岩槻上野四丁目店、さいたま岩槻釣上
新田店、さいたま浦和美園尾ケ崎店、ＬＴＦ岩槻仲町店、ＬＴＦ
さいたま柏崎店、岩槻横根店、和光下新倉店、和光病院前店、
和光本町店、和光新倉五丁目店、ＬＴＦ和光市駅前店、ＬＴＦ
和光南店、さいたま東高砂町店、さいたま高砂店、浦和高砂一
丁目店、さいたま岸町四丁目店、与野駅西口店、さいたま上木
崎店、北浦和一丁目店、さいたま指扇店、さいたま西区役所前
店、さいたまシティハイツ三橋店、さいたま三橋五丁目店、さい
たま宝来店、さいたま吉野町二丁目店、さいたま日進町三丁目
店、さいたま三橋六丁目店

町屋店、町屋駅店、西日暮里一丁目店、日暮里駅構内店、西日
暮里二丁目店、西日暮里四丁目店、新三河島駅前店、西尾久一
丁目店、兼升西尾久店、町屋一丁目店、町屋二丁目店、荒川尾
竹橋店、町屋八丁目店、薬ヒグチ日暮里店、日暮里駅前店、東
日暮里六丁目店、丸善日暮里店、荒川東尾久店、三ノ輪橋店、
南千住一丁目店、南千住四丁目店、ワタナベ南千住店、南千住
八丁目店、南千住五丁目店、綾瀬二丁目店、綾瀬駅前店、綾瀬
駅東口店、足立綾瀬西口店、綾瀬西口店、加平一丁目店、加平
インター店、加平三丁目店、足立宮城一丁目店、江北二丁目
店、江北三丁目店、江北七丁目店、皿沼二丁目店、鹿浜二丁目
店、足立鹿浜店、足立舎人一丁目店、小台二丁目店、新田一丁
目店、新田三丁目店、西伊興四丁目店、西加平一丁目店、田口
屋西新井大師店、西新井二丁目店、西新井三丁目店、西新井
栄町一丁目店、亀山西新井本町店、竹ノ塚駅西店、足立西竹の
塚一丁目店、足立青井店、ポンテポルタ千住店、千住三丁目
店、北千住駅東口店、ＴＸ北千住駅店、千住河原町墨堤通り
店、タジマ千住元町店、牛田関屋駅前店、千住曙町店、千住警
察署前店、足立五反野駅前店、大谷田三丁目店、北綾瀬駅前
店、足立谷中二丁目店、足立中央本町四丁目店、島根二丁目
店、島根四丁目店、東綾瀬一丁目店、足立東綾瀬一丁目店、東
保木間二丁目店、足立東和店、南花畑店、南花畑車検場通り
店、南花畑四丁目店、入谷三丁目店、足立入谷八丁目店、梅田
四丁目店、西新井駅東口店、梅島駅前店、足立平野店、保木間
五丁目店、堀之内一丁目店、本木南町店、六町駅前店、六木二
丁目店、六木四丁目店、足立竹の塚二丁目店、熊代栄町店、東
京家政大学店、向原一丁目店、板橋向原三丁目店、高島平一
丁目店、板橋高島平団地前店、西台駅前店、板橋高島平七丁
目店、板橋市場通り店、坂下一丁目店、蓮根駅前店、板橋坂下
三丁目店、坂下二丁目店、桜川三丁目店、板橋三園店、三園一
丁目店、三園二丁目店、板橋四葉店、四葉二丁目店、志村駅前
通り店、志村三丁目駅前店、若木二丁目店、板橋舟渡三丁目
店、板橋舟渡二丁目店、小豆沢一丁目店、小豆沢二丁目店、小
豆沢環八通り店、小竹向原店、小茂根二丁目店、上板橋三丁目
店、常盤台北口店、上板橋駅北口店、板橋新河岸一丁目店、板
橋新河岸二丁目店、板橋成増一丁目店、成増駅前店、成増駅
南店、板橋西台店、板橋赤塚二丁目店、板橋赤塚新町三丁目
店、板橋前野町三丁目店、金井窪山手通り店、板橋ハッピー
ロード大山店、大山駅南店、大山駅北店、板橋日大病院前店、
さんみせ大谷口店、板橋大谷口北町店、板橋大谷口店、中板橋
駅前店、板橋東新町二丁目店、板橋徳丸二丁目店、板橋一丁目
店、板橋駅西口店、新板橋店、板橋三丁目店、新板橋駅前店、
下赤塚店、蓮根二丁目店、板橋徳丸七丁目店、板橋南ときわ台
店、板橋本町駅北店、音羽一丁目店、文京音羽一丁目店、護国
寺駅前店、音羽二丁目店、関口一丁目店、江戸川橋駅西店、後
楽店、文京向丘一丁目店、向丘二丁目北店、文京向丘二丁目
店、伝通院前店、小石川一丁目店、文京小石川二丁目店、小石
川ゆたて坂店、小石川五丁目店、文京小石川一丁目店、千駄木
五丁目店、大塚一丁目店、大塚三丁目店、お茶の水店、湯島三
丁目店、湯島駅前店、文京湯島春日通り店、文京白山駅前店、
本郷三丁目店、壱岐坂上店、文京本郷店、本郷五丁目店、東大
正門前店、本駒込一丁目店、本駒込二丁目店、本駒込駅前店、
六義園店、本駒込六丁目店、湯島一丁目店、茗荷谷店、王子明
治通り店、王子駅前店、東京成徳学園前店、王子神谷駅前店、
王子本町一丁目店、赤羽岩淵町店、赤羽平和通り店、十条仲原
一丁目店、十条仲原三丁目店、上十条三丁目店、上中里三丁目
店、西ケ丘一丁目店、駒込霜降橋店、西ヶ原駅前店、赤羽駅東
口店、赤羽一番街店、赤羽一丁目店、赤羽二丁目店、亀屋赤羽
西店、赤羽駅西口店、赤羽西六丁目店、赤羽南店、赤羽駅南
店、環八北赤羽店、赤羽北三丁目店、滝野川一丁目店、滝野川
店、滝野川五丁目店、板橋駅桜通り店、田端一丁目店、サンズ田
端新町店、田端新町三丁目店、東十条六丁目店、浮間一丁目
店、浮間舟渡駅前店、浮間中央通り店、浮間五丁目店、北区豊
島二丁目店、豊川通り店、北区豊島七丁目店、王子駅南口店、
赤羽駅前店、江古田駅南口店、新桜台店、羽沢三丁目店、下石
神井一丁目店、丸萬上井草店、富士見台駅前店、貫井町店、関
町北二丁目店、練馬中村橋店、練馬高松一丁目店、練馬光ヶ丘
店、高松六丁目店、練馬高松五丁目店、高野台一丁目店、高野
台二丁目店、練馬高野台店、練馬桜台店、三原台一丁目店、春
日町一丁目店、練馬春日町六丁目店、江古田日芸前店、上石神
井駅前店、丸萬上石神井店、練馬上石神井四丁目店、西大泉
四丁目店、上石神井北小学校前店、石神井台二丁目店、石神
井台七丁目店、関町庚申通り店、石神井台六丁目店、石神井公
園店、石神井公園駅南口店、練馬石神井三丁目店、石神井銀
座通り店、練馬石神井町店、練馬石神井町八丁目店、氷川台
店、平和台店、早宮四丁目店、大泉学園町四丁目店、大泉学園
通り店、大泉長久保通り店、練馬大泉町店、練馬大泉町一丁目
店、大泉インター店、大泉目白通り店、練馬谷原六丁目店、中村
南店、中村橋駅西店、田柄一丁目店、田柄二丁目店、田柄四丁
目店、大泉学園駅北店、練馬東大泉四丁目店、大泉学園駅前
店、練馬西税務署前店、練馬大泉小学校北店、大泉学園橋店、
南大泉五丁目店、南大泉三丁目店、保谷駅南口店、南大泉六丁
目店、氷川台三丁目店、練馬氷川台店、練馬平和台二丁目店、
練馬平和台店、平和台環八通り店、江古田千川通り店、豊玉中
三丁目店、豊玉南三丁目店、新江古田駅前店、練馬中央通り

店、豊玉北六丁目店、豊玉北四丁目店、練馬北町一丁目店、練
馬北町店、平和台駅前店、練馬駅西口店、練馬駅前店、豊島園
駅前店、練馬一丁目店、田柄三丁目店、練馬富士見台店、練馬
旭丘一丁目店、桜台駅前店、ふじみ野二丁目店、ふじみ野上野
台店、ふじみ野新駒林二丁目店、ふじみ野駒林店、ふじみ野清
見店、ふじみ野大井店、ドラッグエース鶴ケ岡店、ふじみ野鶴ケ
岡店、ふじみ野苗間一丁目店、上福岡総合病院前店、ふじみ野
さくら通店、大原店、下羽生店、羽生三田ヶ谷店、羽生東七丁目
店、Ｐａｓａｒ羽生店、越谷恩間店、越谷花田二丁目店、越谷蒲
生東町店、越谷宮本町店、越谷砂原店、越谷七左エ門通り店、
越谷七左町二丁目店、越谷西方店、越谷赤山三丁目店、千間台
西一丁目店、越谷相模町店、越谷公園前店、越谷大林店、越谷
南荻島北店、越谷南荻島店、越谷大沢四丁目店、越谷大里店、
越谷谷中通り店、新越谷駅前店、南越谷一丁目店、ビッグサン
南越谷駅前店、南越谷駅北通り店、南越谷一丁目南店、文教大
学越谷店、北越谷四丁目店、越谷弥十郎店、浦越バイパス店、
南越谷四丁目店、桶川加納店、ＴＫＳ桶川若宮店、ＴＫＳ桶川駅
前店、桶川下日出谷店、桶川上日出谷店、豊野台テクノタウン
店、角屋騎西店、加須久下店、加須不動岡店、加須駅前店、加
須礼羽店、吉川会野谷店、吉川さくら店、吉川平沼一丁目店、
フレスト栗橋河原代店、栗橋間鎌店、久喜吉羽店、久喜東店、
久喜インター店、ＴＫＳ下栢間店、菖蒲三箇店、モラージュ菖蒲
店、久喜上早見店、久喜青葉二丁目店、鷲宮東大輪店、久喜野
久喜店、鷲宮上新井店、狭山市駅東口店、狭山祇園店、狭山
店、狭山台二丁目店、狭山台南店、狭山けやき通り店、狭山広瀬
店、ドラッグエース広瀬東店、圏央道狭山日高インター店、新狭
山二丁目店、新狭山店、入曽店、狭山笹井店、狭山赤坂店、狭山
水野店、狭山東三ツ木店、狭山富士見通り店、入曽駅前店、狭
山市駅西口店、柏原ニュータウン店、狭山柏原南店、入間川病
院前店、狭山堀兼店、熊谷新堀店、江南成沢店、熊谷石原店、
熊谷村岡店、熊谷新堀小学校前店、熊谷代店、熊谷駅北口店、
熊谷肥塚店、肥塚南店、熊谷美土里町店、熊谷平戸店、熊谷万
平町店、熊谷拾六間店、熊谷武体店、妻沼道の駅前店、戸田喜
沢店、戸田笹目五丁目店、戸田笹目七丁目店、戸田笹目二丁目
店、戸田笹目北町店、上戸田二丁目店、戸田全農通り店、戸田
駅西口店、戸田新曽つつじ通り店、戸田新曽店、北戸田駅前店、
戸田駅東口店、美女木八丁目店、戸田美女木一丁目店、戸田氷
川町店、戸田公園駅前店、戸田本町一丁目店、戸田公園店、戸
田本町店、鴻巣加美店、鴻巣笠原店、鴻巣富士見店、鴻巣御成
橋店、坂戸花影町店、坂戸千代田一丁目店、一本松駅北店、坂
戸青木店、坂戸石井店、坂戸中小坂南店、坂戸塚越店、坂戸南
町店、坂戸駅北口店、坂戸薬師町店、三郷花和田店、三郷花和
田西店、三郷みなみ店、三郷戸ヶ崎店、三郷高州店、三郷駅南
店、三郷駅前店、三郷早稲田七丁目店、三郷早稲田一丁目店、
三郷鷹野店、三郷鷹野三丁目店、三郷かまくら店、三郷谷中店、
三郷彦成三丁目店、三郷彦川戸店、三郷彦川戸一丁目店、三郷
西インター店、志木下宗岡三丁目店、柳瀬川駅前店、志木幸町
四丁目店、志木上宗岡店、児玉工業団地店、所沢くすのき台
店、北秋津店、所沢駅東口店、所沢けやき台一丁目店、所沢旭
町店、所沢久米店、所沢宮本町二丁目店、所沢牛沼店、妻屋所
沢店、西武園西店、所沢寿町店、所沢新町店、小手指店、小手
指駅北口店、小手指二丁目店、所沢小手指南店、所沢松が丘
店、新所沢駅入口店、所沢松葉町店、松戸橋店、西武球場駅前
店、西所沢駅前店、西所沢店、所沢久米東店、秋津駅北口店、
所沢南永井店、所沢ニュータウン店、西武狭山ケ丘駅前店、東
狭山ヶ丘一丁目店、所沢東狭山ヶ丘店、東所沢駅前店、東所沢
和田店、所沢東新井町店、所沢東町店、所沢プロペ通り店、所
沢日吉町店、航空公園駅東口店、新所沢駅西口店、所沢緑町
二丁目店、所沢けやき通り店、所沢榎町店、所沢若狭店、小手
指四丁目店、バイパス所沢和ケ原店、所沢ネオポリス店、新座
菅沢二丁目店、新座石神一丁目店、新座東一丁目店、新座東二
丁目店、新座東北一丁目店、志木駅東口店、新座馬場二丁目
店、新座片山一丁目店、立教大学新座店、新座市役所通り店、
野火止六丁目店、新座野火止七丁目店、新座野寺二丁目店、新
座馬場店、新座駅前通り店、深谷稲荷町店、深谷樫合店、ヤマ
キ花園店、ヤマキ国済寺店、深谷日赤病院前店、深谷上柴東
店、深谷南大通り店、深谷深谷町店、深谷針ヶ谷店、深谷人見
店、深谷西大沼店、深谷駅前店、深谷折之口店、深谷田中店、ヤ
マキ東方店、ながおかや寄居店、寄居店、寄居富田店、寄居花
園橋南店、朝霞宮戸店、朝霞根岸台四丁目店、塩味朝霞溝沼
店、東洋大朝霞キャンパス前店、朝霞駅東口店、朝霞東弁財一
丁目店、朝霞東弁財店、朝霞膝折一丁目店、朝霞膝折三丁目
店、北朝霞駅東店、朝霞本町一丁目店、朝霞本町二丁目店、朝
霞本町三丁目店、朝霞膝折二丁目店、坂戸駅南けやき通り店、
圏央道鶴ヶ島西店、鶴ケ島駅前店、鶴ヶ島鉄砲通り店、鶴ヶ島
五味ケ谷店、鶴ヶ島高倉店、若葉駅西口店、若葉駅西店、鶴ヶ
島鶴ヶ丘店、若葉駅東口店、鶴ヶ島富士見四丁目店、鶴ヶ島三
ツ木店、東松山神明町店、大野東松山駅東口店、東松山岩殿
店、東松山インター店、東松山石橋店、東松山東平店、東松山
高坂店、東松山松山町店、宮代本田店、宮代和戸店、飯能日高
団地店、日高旭ヶ丘店、日高下鹿山店、日高高萩店、日高高富
店、日高上鹿山店、日高南平沢店、大井亀久保店、みよし台店、
三芳上富店、Ｐａｓａｒ三芳店、三芳藤久保店、城西大学前店、
毛呂山埼玉医大前店、武蔵藤沢駅前店、ニッセイ宮寺店、入間
春日町店、入間武蔵工業団地店、入間扇町屋店、入間藤沢橋
店、入間下藤沢店、入間インター店、入間グリーンヒル店、入間
仏子店、入間木蓮寺店、入間東藤沢店、仏子駅前店、入間豊岡
店、入間野田店、バイパス小谷田店、入間宮寺西店、１６号入間
小谷田店、プラスカスミ白岡駅西口店、白岡駅東口店、白岡上
野田店、八潮駅南店、八潮新町店、プラスカスミ八潮大原店、
八潮宮田店、八潮鶴ヶ曽根店、アイダ八潮店、八潮二丁目店、
八潮大原店、八潮緑町三丁目店、狭山日高インター西店、飯能
岩沢店、飯能阿須店、飯能上畑店、飯能青木店、飯能加治小学
校前店、飯能双柳店、飯能駅前店、飯能駅北口店、東飯能駅西
口店、飯能駅南口店、飯能東吾野店、圏央狭山インター店、野
原五明店、野原都幾川店、滑川店、滑川羽尾店、山喜屋滑川店、
小川日赤前店、小川飯田店、川島正直店、鳩山ニュータウン店、
嵐山むさし台店、嵐山店、富士見勝瀬店、富士見羽沢三丁目

店、富士見山室店、富士見針ヶ谷二丁目店、富士見水谷東店、
みずほ台駅西口店、富士見京塚店、東みずほ台店、杉戸清地
店、杉戸高野台南店、杉戸椿店、杉戸高野台駅西口店、伊奈学
園前店、伊奈本町店、北本石戸一丁目店、片山北本店、本庄駅
南一丁目店、ヤマキ本庄西店、本庄朝日町店、児玉店、本庄児
玉東店、本庄児玉インター店、本庄早稲田駅前店、坂東大橋南
店、本庄日の出二丁目店、蓮田ＳＡ店、蓮田閏戸店、蓮田黒浜小
前店、蓮田南新宿店、蓮田駅東口店、ロータス蓮田駅前店、蓮
田駅西口店、ＴＫＳ錦町店、ＴＫＳ錦二丁目店、蕨中央店、蕨塚
越三丁目店、蕨南町一丁目店、蕨南町四丁目店

綾瀬店、西新井店（ザ・プライス）、竹の塚店１、竹の塚店２、上
板橋店、浦和店、大宮宮原店、大宮店①、大宮店②、大宮店③、
アリオ川口店①、アリオ川口店②、川口店（ザ・プライス）、西川
口店（ザ・プライス）、せんげん台店（ザ・プライス）、加須店、上福
岡東店、埼玉大井店、三郷店、久喜店、春日部店、上尾店、アリ
オ上尾店、新田店、草加店、和光店、錦町店、食品館三郷店

西日暮里店、東日暮里店、東和店、伊興店、足立入谷店、西新井
店、池袋店、プチ東池袋五丁目店、プチ上中里店、四葉店、成増
南口店、成増団地店、板橋駅前店、田端店、赤羽台店、南大泉
店、練馬高松店、大泉学園店、プチ水道小桜店、浮間舟渡店①、
浮間舟渡店②、北浦和東口店、岩槻駅前店、大宮大和田店、東
大宮店、東門前店①、東門前店②、大宮砂町店①、大宮砂町店
②、白鍬店、魚悦浦和大久保店、佐知川店、大宮プラザ店、西大
宮駅前店、三橋店、与野店、南浦和東口店、武蔵浦和店、ナリア
武蔵浦和店、大成店、越谷レイクタウン店、蒲生店、桶川店、久
喜店、入間川店①、入間川店②、戸田氷川町店、幸手上高野
店、三郷中央店、一の割店①、一の割店②、春日部緑町店、所沢
御幸町店①、所沢御幸町店②、上尾井戸木店、上尾平塚店、連
雀町店、安行慈林店、安行北谷店、元郷店、芝塚原店、西川口
東口店、川口キュポラ店、東川口店、上青木店、柳崎店、松原店、
草加稲荷店、草加八幡店、朝霞店、朝霞溝沼店、八潮店、みずほ
台店、伊奈店、蓮田椿山店①、蓮田椿山店②、蕨店①、蕨店②、
蕨北町店、天沼店

本庄店①、本庄店②、本庄店③、ピオニウォーク東松山①、ピオ
ニウォーク東松山②、ピオニウォーク東松山③、ピオニウォーク
東松山④、アピタ 吹上店①、アピタ 吹上店②、アピタ 吹上店
③、アピタベニバナウォーク店①、アピタベニバナウォーク店
②、アピタベニバナウォーク店③、SOYOCAふじみ野、パサージ
オ 西新井①、パサージオ 西新井②

千住桜木二丁目店、千住寿町店、足立綾瀬二丁目店、足立東
和五丁目店、北綾瀬駅前店、亀有東和店、東尾久店、荒川町屋
二丁目店、荒川南千住五丁目店、小豆沢一丁目店、南常盤台一
丁目店、板橋赤塚二丁目店、板橋赤塚新町店、志村坂上駅前
店、板橋東山町店、北区神谷一丁目店、北浮間店、志茂一丁目
店、上板橋二丁目店、赤羽駅南口店、十条仲原店、北区豊島三
丁目店、大塚北口店、池袋西口店、池袋二丁目店、南池袋三丁
目店、東大泉三丁目店、練馬石神井三丁目店、大泉学園町八丁
目店、北浦和店、浦和高砂店、七里店、南浦和店、吉川いちょう
通店、狭山台店、戸田本町店、戸田喜沢店、戸田笹目店、新座栗
原店、新座北野店、八潮中央店、わらび中央６丁目店、春日部中
央店、武里店、北春日部店、東所沢店、川口幸町店、西川口店、
川口並木店、草加住吉店、北朝霞店、わらび中央店、東岩槻五
丁目店、大宮下町二丁目店、さいたま下落合六丁目店、南越谷
一丁目店、所沢駅東口店、霞ヶ関駅前店、入間下藤沢店、川越
新富町一丁目店、蕨北町二丁目店、大宮桜木町店、わらび駅東
口店、草加松原四丁目店、朝霞三原店、足立皿沼店、足立栗原
店、千住新橋店、足立大谷田店、板橋富士見街道店、東池袋二
丁目店、上中里三丁目店、上十条店、上石神井店、白山五丁目
店、白山駅前店、本駒込店、文京千石四丁目店、浦和さいど店、
東浦和七丁目店、上福岡店、上戸田一丁目店、志木本町店、一
ノ割駅前店、草加栄町三丁目店、町屋店、荒川西尾久三丁目
店、足立鹿浜店、千住中居町店、千住新橋店、板橋本町店、新
高島平店、板橋蓮沼町店、北大塚店、南大塚店、上池袋店、王
子神谷店、武蔵関駅前店、練馬貫井三丁目店、練馬旭丘一丁
目店

南浦和店、町屋店、東尾久店、豊島団地店、小石川店、板橋サン
ゼリゼ店、千住曙町店

東所沢店、中富店、けやき台店、新堀店

川越天沼店

川口前川店①、川口前川店②

西尾久店、荒川一丁目店、練馬大泉店、東所沢店、中浦和店、入
間春日町店

ふじみ野ソヨカ店、東松山セキチュー店

J  R

都営地下鉄

ユニー・アピタ 他

ローソンストア100

つくばエクスプレス

西武鉄道

東武鉄道

京成

ガスト

ジョナサン

ローソン

イトーヨーカドー

オザムバリュー

コーナン

スーパーバリュー

ロピア

マルエツ

※2018年6月4日現在。一部変動がある場合もありますのでご了承ください。

ファミリーマート

スーパーオザム

グルメシティ


