
TSURUHA鶴羽藥妝免稅店鋪一覽表(2019.8現在)

店舗名(中文) 店舗名(日文) 都道府県 住所

富良野店 富良野店 北海道 北海道富良野市本町2-8

千歳青葉店 千歳青葉店 北海道 北海道千歳市青葉6丁目13番4号

富良野緑町店 富良野緑町店 北海道 北海道富良野市緑町1－14

札内店 札内店 北海道 北海道中川郡幕別町札内共栄町163番地

倶知安店 倶知安店 北海道 北海道虻田郡倶知安町南6条西1丁目15-5

東旭川店 東旭川店 北海道 北海道旭川市東旭川北1条1丁目1-25 

東町店 東町店 北海道 北海道室蘭市東町1丁目11番18号

湯川店 湯川店 北海道 北海道函館市湯川町2丁目18-10

美唄店 美唄店 北海道 北海道美唄市東3条北4丁目4-1

昭和店 昭和店 北海道 北海道函館市昭和1丁目29番7号

南16條店 南16条店 北海道 札幌市中央区南16条西11丁目2番5号

釧路昭和店 釧路昭和店 北海道 北海道釧路市昭和中央3丁目3番5号

新道元町店 新道元町店 北海道 北海道札幌市東区北26条東21丁目7番1号

倶知安南店 倶知安南店 北海道 北海道虻田郡倶知安町南11条西1丁目

南稚内店 南稚内店 北海道 北海道稚内市大黒2丁目3番地

元町店 元町店 北海道 北海道札幌市東区北24条東20丁目1-21

斜里店 斜里店 北海道 北海道斜里郡斜里町青葉町26

中標津東店 中標津東店 北海道 北海道標津郡中標津町東18条南11丁目1－1

西店 西店 北海道 北海道旭川市4条通3丁目1616番1

稚内新光店 稚内新光店 北海道 北海道稚内市新光町1483番地82

朝里店 朝里店 北海道 北海道小樽市新光2丁目1番4号

星浦店 星が浦店 北海道 北海道釧路市星が浦大通2丁目5番41号

室蘭中島店 室蘭中島店 北海道 北海道室蘭市中島町3丁目27番5

小樽手宮店 小樽手宮店 北海道 北海道小樽市手宮1丁目2番1号

美瑛店 美瑛店 北海道 北海道上川郡美瑛町扇町232番

五稜郭店 五稜郭店 北海道 北海道函館市港町1丁目1-2

苫小牧王子店 苫小牧王子店 北海道 北海道苫小牧市表町4丁目3-23

戸倉店 戸倉店 北海道 北海道函館市戸倉町268-1

小樽駅前店 小樽駅前店 北海道 北海道小樽市稲穂3丁目9-1

函館松風店 函館松風店 北海道 北海道函館市松風町12番6号

新千歳空港店 新千歳空港店 北海道 北海道千歳市美々987新千歳空港店ターミナル3階

marukatsu店 マルカツ店 北海道 北海道旭川市2条通り7丁目227番地の1



北廣島大曲店 北広島大曲店 北海道 北海道北広島市大曲幸町7丁目1-3

室蘭輪西店 室蘭輪西店 北海道 北海道室蘭市輪西町1丁目33

上富良野旭町店 上富良野旭町店 北海道 空知郡上富良野町旭町4丁目212-108

幌別店 幌別店 北海道 北海道登別市幌別町6丁目2番地

南八條店 南8条店 北海道 北海道札幌市中央区南8条西7丁目1037-27

伊達店 伊達店 北海道 北海道伊達市末永町7番1

永山3條西店 永山3条西店 北海道 北海道旭川市永山3条8丁目2番6号

釧路若松店 釧路若松店 北海道 北海道釧路市若松町12番13号

廣域紋別醫院前店 広域紋別病院前店 北海道 北海道紋別市落石町1丁目3番88号

旭川購物公園通店 旭川買物公園通店 北海道 北海道旭川市1条通7丁目152番地2-2

惠野西店 恵み野西店 北海道 北海道恵庭市恵み野西3丁目1－1

東川店 東川店 北海道 北海道上川郡東川町北町4丁目2番2号

富良野彌生店 富良野弥生店 北海道 北海道富良野市弥生町4番36号

洞爺湖温泉店 洞爺湖温泉店 北海道 北海道洞爺湖町洞爺湖温泉45

室蘭築地店 室蘭築地店 北海道 北海道室蘭市築地町89番地31

薄野店 すすきの店 北海道 札幌市中央区南4条西5丁目8－8 アイビル4・5  1階

羅臼店 羅臼店 北海道 目梨郡羅臼町礼文町225-1

阿寒湖温泉店 阿寒湖温泉店 北海道 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目4番

矢吹店 矢吹店 福島県 福島県西白河郡矢吹町八幡町418番の2

猪苗代店 猪苗代店 福島県 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西７８

郡山櫻通店 郡山さくら通り店 福島県 福島県郡山市虎丸町2-1

磐城新城店 いわきニュータウン店 福島県 福島県いわき市中央台飯野4丁目1

郡山安積店 郡山安積店 福島県 福島県郡山市安積4丁目203

船引店 船引店 福島県 福島県田村市船引町船引字川代69

郡山日和田店 郡山日和田店 福島県 福島県郡山市日和田町字財の木原15-1

白河商城店 白河モール店 福島県 福島県白河市老久保73-1白河モール内

矢吹中央高速公路出入口店 矢吹中央インター店 福島県 福島県西白河郡矢吹町八幡町778

會津阪下店 会津坂下店 福島県 福島県河沼郡会津坂下町舘ノ下127

會津瀧澤店 会津滝沢店 福島県 福島県会津若松市北滝沢二丁目１－３８

會津南町店 会津南町店 福島県 福島県会津若松市南町65番1

喜多方店 喜多方店 福島県 福島県喜多方市字惣座の宮2700-12

喜多方南店 喜多方南店 福島県 福島県喜多方市関柴町上高額字前田1750

南會津店 南会津店 福島県 福島県南会津郡南会津町田島字谷地甲55-11

會津美里店 会津美里店 福島県 福島県大沼郡会津美里町字高田前川原３５５３

喜多方西店 喜多方西店 福島県 福島県喜多方市字押切南二丁目５１　



會津千石店 会津千石店 福島県 福島県会津若松市東千石１丁目１－１５

會津門田店 会津門田店 福島県 福島県会津若松市北青木２番６１号

會津扇町店 会津扇町店 福島県 福島県会津若松市白虎町１１４－１

會津河東店 会津河東店 福島県 福島県会津若松市河東町大字南高野字向原12-1

喜多方鹽川店 喜多方塩川店 福島県 福島県喜多方市塩川町字東栄町五丁目6番3

會津七日町店 会津七日町店 福島県 福島県会津若松市西七日町21番10号

梅屋敷店 梅屋敷店 東京都 東京都大森西6丁目11-16

下井草站前店 下井草駅前店 東京都 東京都杉並区下井草2-40-14下井草二丁目ﾋﾞﾙ

船堀店 船堀店 東京都 東京都江戸川区船堀1-7-5 芝本船堀第5ビル1階

千歳烏山店 千歳烏山店 東京都 東京都世田谷区南烏山6-3-3 サニーサイドビル1階

高円寺店 高円寺店 東京都 東京都杉並区高円寺南3丁目57番10号湘南堂ビル1階

蒲田店 蒲田店 東京都 東京都大田区西蒲田7－61－1

東蒲田店 東蒲田店 東京都 東京都大田区東蒲田1-15-1

Frespo若葉台店 フレスポ若葉台店 東京都 東京都稲城市若葉台2丁目4番2

南池袋店 南池袋店 東京都 東京都豊島区南池袋3-9-5

新宿上落合店 新宿上落合店 東京都 東京都新宿区上落合3－8－25　（ＦＬＡＭＰビル1Ｆ）

西一之江店 西一之江店 東京都 東京都江戸川区西一之江4丁目11－1

北葛西4丁目店 北葛西4丁目店 東京都 東京都江戸川区北葛西4丁目8－8

練馬南田中店 練馬南田中店 東京都 東京都練馬区南田中3丁目17番24号

亀有店 亀有店 東京都 東京都葛飾区亀有4丁目2番3号

足立綾瀬店 足立綾瀬店 東京都 東京都足立区綾瀬6丁目26-17

小竹向原店 小竹向原店 東京都 東京都板橋区向原3丁目10－6　NEM．ＢＬＤ（ｴﾇ･ｲｰ・ｴﾑ　ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ）1階

足立西新井店 足立西新井店 東京都 東京都足立区西新井2丁目15－5

小平小川店 小平小川店 東京都 東京都小平市小川西町4－23－25　サンエイト小野Ⅱ

神田神保町店 神田神保町店 東京都 東京都千代田区神田神保町1－3－5　冨山房ビル1階

高田馬場店 高田馬場店 東京都 東京都新宿区高田馬場三丁目3番3号　ＮＩＡビル

玉川學園前店 玉川学園前店 東京都 東京都町田市玉川学園2－11－1　ヴェルデ玉川1階－Ｄ

戸越公園店 戸越公園店 東京都 東京都品川区戸越6－8－20

練馬北町店 練馬北町店 東京都 東京都練馬区北町1－45－6

五反田店 五反田店 東京都 東京都品川区東五反田3－20－16　センチュリービル

早稲田店 早稻田店 東京都 東京都新宿区早稲田67－4リヴィラージュ早稲田

大森南店 大森南店 東京都 東京都大田区大森南2－12－1

大井1丁目店 大井1丁目店 東京都 東京都品川区大井1丁目16番2号ブリリア大井町ラヴィアンタワー

澀谷中心街店 渋谷センター街店 東京都 東京都渋谷区宇田川町34番1

葛西站前店 葛西駅前店 東京都 東京都江戸川区東葛西 6-5-4



南葛西店 南葛西店 東京都 東京都江戸川区南葛西 4-11-5

大井町店 大井町店 東京都 東京都品川区大井 5-11-6 福寿園 1F

池上站前店 池上駅前店 東京都 東京都大田区池上 3-41-7

高輪台店 高輪台店 東京都 東京都港区高輪3丁目10－1

目黒中根店 目黒中根店 東京都 東京都目黒区中根　2－2－13　中根住宅1F

南品川店 南品川店 東京都 東京都品川区南品川3丁目6-8

旗之台南口店 旗の台南口店 東京都 東京都品川区旗の台5-5-6

穴守稲荷店 穴守稲荷店 東京都 東京都大田区羽田4-3-10　羽田ビル1階

Akiruno東急店 あきる野とうきゅう店 東京都 東京都あきる野市秋川1-17-1

西糀谷店 西糀谷店 東京都 東京都大田区西糀谷1丁目4番16号

東十條北口店 東十条北口店 東京都 東京都北区東十条3丁目16番9号　第一ヒロビル1階

青梅今井店 青梅今井店 東京都 東京都青梅市今井３丁目10番9

國立店 国立店 東京都 東京都国立市中1-17-27　関口第3ﾋﾞﾙ

駒根店 駒ヶ根店 長野県 長野県駒ヶ根市下市場12番1号

佐久岩村田店 佐久岩村田店 長野県 長野県佐久市岩村田2103番

飯田上郷店 飯田上郷店 長野県 長野県飯田市上郷飯沼1452-3

伊那福島店 伊那福島店 長野県 長野県伊那市福島226

下諏訪店 下諏訪店 長野県 長野県諏訪郡下諏訪町6284番1

軽井澤店 軽井沢店 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1714-1

松本平田店 松本平田店 長野県 長野県松本市平田東3丁目1-15

小諸御影店 小諸御影店 長野県 長野県小諸市大字御影新田1850

道頓堀店 道頓堀店 大阪府 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8－26

戎橋店 戎橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8番16号

千日前店 千日前店 大阪府 大阪府大阪市中央区千日前2丁目11-1

道頓堀中央店 道頓堀中央店 大阪府 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-6　赤玉ビル1階

梅田茶屋町店 梅田茶屋町店 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町3-4 チロル茶屋町ビル1F

道頓堀東店 道頓堀東店 大阪府 大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-15 

心齋橋店 心斎橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区心斎橋1丁目2-14

天保山市場街店 天保山マーケットプレース店 大阪府 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10

心齋橋中央店 心斎橋中央店 大阪府 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目1-19

阪急東通店 阪急東通店 大阪府 大阪府大阪市北区小松原町１番１１号

心齋橋筋1丁目店 心斎橋筋2丁目店 大阪府 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目2番19号

Nansan通店 なんさん通り店 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波2丁目２番１８号

千葉中央2丁目店 千葉中央3丁目店 千葉県 千葉県千葉市中央区中央3丁目3番1号

蘇我站前店 蘇我駅前店 千葉県 千葉県千葉市中央区南町2-15-19



大野店 大野店 青森県 青森県青森市金沢3丁目12番21号

城東店 城東店 青森県 青森県弘前市大字田園2丁目３－１

十八日町店 十八日町店 青森県 青森県八戸市十八日町27

弘前ARCADIA店 弘前アルカディア店 青森県 青森県弘前市大字扇町3丁目1-2

青森新田店 青森新田店 青森県 青森県青森市新田1丁目1番10号

平賀店 平賀店 青森県 青森県青森市新田1丁目1番10号

十和田店 十和田店 青森県 青森県十和田市西十二番町15番26号

本八戸站前店 本八戸駅前店 青森県 青森県八戸市城下2丁目1-12

十和田東店 十和田東店 青森県 青森県十和田市東一番町1-30

弘前站前店 弘前駅前店 青森県 青森県弘前市大字駅前2丁目6番地１

安原店 安原店 青森県 青森県弘前市大字泉野1丁目4番地5

浪岡店 浪岡店 青森県 青森県青森市浪岡大字杉沢井ノ下126-2

弘前樹木店 弘前樹木店 青森県 青森県弘前市大字樹木4丁目3番地1

三澤南町店 三沢南町店 青森県 青森県三沢市南町2丁目31-161

三澤松園店 三沢松園店 青森県 青森県三沢市松園町三丁目4-1

三澤南山店 三沢南山店 青森県 青森県三沢市大字三沢字南山73番3号

ACROSS五所川原店 アクロス五所川原店 青森県 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻626番地

弘前堅田店 弘前堅田店 青森県 青森県弘前市大字堅田2丁目2番22

川崎銀柳街店 川崎銀柳街店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目4番4号(川崎Mビル）

横浜日之出町站前店 横浜日ノ出町駅前店 神奈川県 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目200番(日ノ出サクアス103号）

川崎店 川崎店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区駅前本町2-17 川崎MCﾋﾞﾙ1階

横浜元町店 横浜元町店 神奈川県 神奈川県横浜市中区元町5－203 元町スカイビル　1Ｆ

大和站前店 大和駅前店 神奈川県 神奈川県大和市大和東１丁目２－１　大和スカイビル１Ｆ

戸塚站前店 戸塚駅前店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-8　ＭＳ戸塚ビル

戸塚駅西口店 戸塚駅西口店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6005番地1

海老站前店 海老名駅前店 神奈川県 神奈川県海老名市中央1丁目4-31　グランドホール

平塚駅北口店 平塚駅北口店 神奈川県 神奈川県平塚市紅谷町2-3

本莊店 本荘店 秋田県 秋田県由利本荘市東梵天144

角館店 角館店 秋田県 秋田県仙北市角館町上菅沢449-1

田澤湖店 田沢湖店 秋田県 秋田県仙北市田沢湖生保内字街道ノ上71－1

毛馬内店 毛馬内店 秋田県 秋田県鹿角市十和田毛馬内字南陣場30番地1

韮崎店 韮崎店 山梨県 山梨県韮崎市藤井町南下條205

貢川店 貢川店 山梨県 山梨県甲府市徳行1丁目6－7

峡西店 峡西店 山梨県 山梨県南アルプス市下宮地713　オギノＳＣ内

和戸店 和戸店 山梨県 山梨県甲府市和戸町814-1 フレスポ甲府東SC内



笛吹店 笛吹店 山梨県 山梨県笛吹市石和町広瀬225　オギノ笛吹ＳＣ内

甲府朝氣店 甲府朝気店 山梨県 山梨県甲府市朝気3丁目17－15

甲府高畑店 甲府高畑店 山梨県 山梨県甲府市高畑1丁目10番5号

山梨石森店 山梨石森店 山梨県 山梨県山梨市下石森字宮ノ前32

上吉田店 上吉田店 山梨県 山梨県富士吉田市中曽根2丁目13番7号

山梨中央店 山梨中央店 山梨県 山梨県中央市下河東400

竜王名取店 竜王名取店 山梨県 山梨県甲斐市名取52－2

甲府昭和店 甲府昭和店 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰198－1常永土地区画整理地内63街区3画地

甲府富士見店 甲府富士見店 山梨県 山梨県甲府市富士見1丁目6番13号

都留赤坂店 都留赤坂店 山梨県 山梨県都留市四日市場129

甲府千塚店 甲府千塚店 山梨県 山梨県甲府市千塚4丁目3番27号

南阿爾卑斯八田店 南アルプス八田店 山梨県 山梨県南アルプス市野牛島2347－13

都留文大站前店 都留文大駅前店 山梨県 山梨県都留市田原2丁目1107番

甲府國母店 甲府国母店 山梨県 山梨県甲府市国母2丁目3番15号

甲府中小河原店 甲府中小河原店 山梨県 山梨県甲府市中小河原1丁目9番3号

甲斐西八幡店 甲斐西八幡店 山梨県 山梨県甲斐市西八幡3618番

甲州鹽山店 甲州塩山店 山梨県 山梨県甲州市塩山上於曽853-1

甲府向町店 甲府向町店 山梨県 山梨県甲府市向町140-1

鶴岡東店 鶴岡東店 山形県 鶴岡市大宝寺町2番3号

新庄末廣町店 新庄末広町店 山形県 山形県新庄市末広町3番5号

鶴岡店 鶴岡店 山形県 山形県鶴岡市東原町24-28

成澤店 成沢店 山形県 山形県山形市成沢西1丁目6番9号

白鷹店 白鷹店 山形県 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字田中道394

酒田本町店 酒田本町店 山形県 山形県酒田市本町3丁目9-8

鶴岡新齋店 鶴岡新斎店 山形県 山形県鶴岡市西新斎町1-38

米澤花澤店 米沢花沢店 山形県 山形県米沢市下花沢２丁目５－６0

鶴岡Atsumi店 鶴岡あつみ店 山形県 山形県鶴岡市鼠ヶ関奥田１５

遊佐店 遊佐店 山形県 山形県飽海郡遊佐町遊佐字新ラ田１０１

米澤門東店 米沢門東店 山形県 山形県米沢市門東町二丁目４番４３号

山形櫻田店 山形桜田店 山形県 山形市桜田東4丁目9番11号
天童芳賀西店 天童芳賀西店 山形県 山形県天童市芳賀タウン北三丁目１番５号 

天童東本町店 天童東本町店 山形県 山形県天童市東本町1丁目3番10号

東根店 東根店 山形県 山形県東根市温泉町3丁目3番6号

上山東店 上山東店 山形県 山形県上山市仙石字藤沼763-1

小牛田店 小牛田店 宮城県 宮城県遠田郡美里町北浦1丁目26番地



角田店 角田店 宮城県 宮城県角田市角田字町尻368

一番町店 一番町店 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目9-5

小田原店 小田原店 宮城県 宮城県仙台市青葉区小田原５丁目３番２８号

仙台中央通店 仙台中央通店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央二丁目6番6号

宮城白石店 宮城白石店 宮城県 宮城県白石市大手町1番8号

VLANDOME店 ぶらんどーむ店 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目11－10

石卷惠野店 石巻恵み野店 宮城県 宮城県石巻市恵み野3丁目2番14号

利府店 利府店 宮城県 宮城県宮城郡利府町利府字新大谷地53番地1

仙台泉中央店 仙台泉中央店 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目３７番７

TIC一番町店 ＴＩＣ一番町店 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目9番18号

仙台大和町店 仙台大和町店 宮城県 宮城県仙台市若林区大和町1丁目268-5

佐沼店 佐沼店 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字中江４丁目６番地６

Asuto長町店 あすと長町店 宮城県 宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目３番５号

仙台上愛子店 仙台上愛子店 宮城県 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神4-2

多賀城店 多賀城店 宮城県 宮城県多賀城市高橋4丁目4-1

多賀城町前店 多賀城町前店 宮城県 宮城県多賀城市町前２丁目６番５号

矢本店 矢本店 宮城県 宮城県東松島市小松字上浮足43番地

仙台榴岡店 仙台榴岡店 宮城県 宮城野区榴岡3丁目4-12

大通1丁目店 大通2丁目店 岩手県 岩手県盛岡市大通2丁目3-5

西根店 西根店 岩手県 岩手県八幡平市平舘25-138-1

雫石店 雫石店 岩手県 岩手県岩手郡雫石町千刈田97-2

大船渡店 大船渡店 岩手県 岩手県大船渡市盛町字内ノ目１４－５

瀧澤巢子店 滝沢巣子店 岩手県 岩手県滝沢市巣子95-1

花巻高木店 花巻高木店 岩手県 岩手県花巻市高木第１６地割６８－６

花巻東店 花巻東店 岩手県 岩手県花巻市南新田274-2

一關山目店 一関山目店 岩手県 岩手県一関市山目泥田86番地1

前澤店 前沢店 岩手県 岩手県奥州市前沢区向田2丁目89

久慈店 久慈店 岩手県 岩手県久慈市長内町29地割8-1

西大通店 西大通店 岩手県 岩手県花巻市西大通り2丁目1番25号

弘前外崎店 弘前外崎店 岩手県 青森県弘前市大字外崎３丁目５－１

北上鬼柳店 北上鬼柳店 岩手県 岩手県北上市鬼柳町都鳥190番地2

盛岡向中野店 盛岡向中野店 岩手県 岩手県盛岡市向中野5丁目29番38号

釜石店 釜石店 岩手県 岩手県釜石市只越町二丁目4番17号

北上若宮町店 北上若宮町店 岩手県 岩手県北上市若宮町2丁目456番地

花巻温泉店 花巻温泉店 岩手県 湯本第1地割125番地17



茨城小川店 茨城小川店 茨城県 茨城県小美玉市大字野田字御用山354-1

筑波研究學園店 つくば研究学園店 茨城県 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地

水海道店 水海道店 茨城県 茨城県常総市水海道宝町2771番

水海道榮町店 水海道栄町店 茨城県 茨城県常総市水海道栄町2680-2

水戸南店 水戸南店 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3480-101

酒田店 酒田店 山形県 山形県酒田市ゆたか2丁目1-1

天童店 天童店 山形県 山形県天童市鍬ノ町二丁目2番38号

成島店 成島店 山形県 山形県米沢市大字塩野字成島町北浦2752-1他

五十鈴店 五十鈴店 山形県 山形県山形市五十鈴2丁目2番30号

東根中央店 東根中央店 山形県 山形県東根市さくらんぼ駅前２丁目１４番１７号

南陽東店 南陽東店 山形県 山形県南陽市赤湯字川尻３０５７－１

笛吹春日居店 笛吹春日居店 山形県 山梨県笛吹市春日居町小松1140

鶴岡西店 鶴岡西店 山形県 山形県鶴岡市美咲町3-14

三川店 三川店 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端351-1

櫻岡店 桜ヶ岡店 北海道 釧路市桜ケ岡４丁目１番４号

洞爺湖温泉東店 洞爺湖温泉東店 北海道 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉70-12

藤野店 藤野店 北海道 札幌市南区藤野2条6丁目7番1号

上富良野店 上富良野店 北海道 空知郡上富良野町本町3丁目4番3号

北１２條店 北１２条店 北海道 札幌市東区北１２条東８丁目１番１５号

函館站前店 函館駅前店 北海道 函館市若松町１４番１０号　函館ツインタワー１階

旭川站前店 旭川駅前店 北海道 旭川市宮下通９丁目２番１７号

白老店 白老店 北海道 北海道白老郡白老町栄町２丁目1番２号

厚別東2條店 厚別東2条店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東２条１丁目2番１０号

Hibarigaoka店 ひばりが丘店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別南２丁目１０番地４

函館湯川西店 函館湯川西店 北海道 函館市湯川町1丁目24番16号

釧路昭和中和店 釧路昭和中和店 北海道 釧路市昭和中央5丁目2番12号

女満別店 女満別店 北海道 網走郡大空町女町別西4条4丁目2番8号

南9條店 南9条店 北海道 北海道札幌市中央区南9条西9丁目3-5

本町店 本町店 北海道 北海道札幌市東区本町2条4丁目8番16号

弟子屈店 弟子屈店 北海道 川上郡弟子屈町鈴蘭1丁目3番6号

南6條店 南6条店 北海道 北海道札幌市中央区南6条西9丁目１０１８番地２

神戸元町店 神戸元町店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区元町通2丁目7番3号

南甲子園店 南甲子園店 兵庫県 兵庫県西宮市南甲子園3-1-5

三宮SANKITA通店 三宮サンキタ通り店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３－５　光陽ビル１Ｆ・２Ｆ

長岡愛宕店 長岡愛宕店 新潟県 新潟県長岡市東栄1丁目3番22号



日光鬼怒川店 日光鬼怒川店 栃木県 鬼怒川温泉大原字坂ノ上411

大山站前店 大山駅前店 東京都 東京都板橋区大山町３２－２７

下北澤南口店 下北沢南口店 東京都 東京都世田谷区北沢2丁目15-14

中野若宮店 中野若宮店 東京都 東京都中野若宮2丁目55番6号

帶屋町店 帶屋町店 高知県 高知県高知市帯屋町１丁目１４－９

京都花園站前店 京都花園駅前店 京都府 京都府京都市右京区花園伊町３７

八坂神社前店 八坂神社前店 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側543番地

京都駅東鹽小路店 京都駅東塩小路店 京都府 京都府京都市下京区東塩小路町　557-1

四條高倉店 四条高倉店 京都府 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町71

男鹿店 男鹿店 秋田県 秋田県男鹿市脇本脇本字石館16

大館店 大館店 秋田県 秋田県大館市片山町3丁目1-1

横手壽町店 横手寿町店 秋田県 秋田県横手市寿町１番３５号

大曲田町店 大曲田町店 秋田県 秋田県大仙市大曲田町1番27号

秋田仁井店 秋田仁井店 秋田県 秋田県秋田市仁井田新田2丁目5番16号

秋田中通店 秋田中通店 秋田県 秋田県秋田市中通二丁目1-46

名古屋栄2丁目店 名古屋榮3丁目店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号　名古屋証券取引所ビル

納屋橋店 納屋橋店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄一丁目2番7号（名古屋東宝ビル1階）


