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店舗名称 住所

伊達梅本店 北海道伊達市梅本町４番地２９

岩見沢１０条東店 北海道岩見沢市１０条東１丁目１－１

岩見沢東２丁目店 北海道岩見沢市４条東２－１－５

岩見沢美園１条店 北海道岩見沢市美園１条３丁目２１

札幌美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

札幌宮の森中央店 北海道札幌市中央区宮の森３条１ー６４

札幌大通西７丁目店 北海道札幌市中央区大通西７丁目３－１

札幌南１２条店 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

札幌南２４条西１４丁目店 北海道札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号

札幌狸小路１丁目店 北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１

北星学園女子高前店 北海道札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２

札幌南７条西７丁目店 北海道札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

札幌南８条西１８丁目店 北海道札幌市中央区南８条西１８丁目３番１８号

札幌南６条西９丁目店 北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１

札幌センチュリーロイヤルホテル店 北海道札幌市中央区北５条西５丁目２－１２

札幌北１条西６丁目店 北海道札幌市中央区北一条西６丁目１－２

札幌東苗穂１４条店 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号

札幌伏古８条店 北海道札幌市東区伏古８条３丁目１－３６

札幌北１１条東６丁目店 北海道札幌市東区北１１条東６－１４－１７

札幌北２３条東８丁目店 北海道札幌市東区北２３条東８丁目２番６号

札幌北３３条東１０丁目店 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

札幌北３５条東１丁目店 北海道札幌市東区北３５条東１丁目５－１２

札幌北４０条東８丁目店 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号

真駒内駐屯地店 北海道札幌市南区真駒内１７番地　陸上自衛隊真駒内駐屯地西厚生センター内

定山渓店 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

みすまい店 北海道札幌市南区簾舞３条６－１－２８

札幌菊水元町２条店 北海道札幌市白石区菊水元町２条４丁目５－１２

白石バスターミナル前店 北海道札幌市白石区東札幌２条６丁目４－１５

白石ガーデンプレイス店 北海道札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号

札幌旭町７丁目店 北海道札幌市豊平区旭町７丁目４－１２

月寒東５条店 北海道札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３

札幌中の島店 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

札幌美園３条店 北海道札幌市豊平区美園３条２丁目１－１６

福住３条６丁目店 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５

札幌平岸４条店 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号

札幌篠路１条店 北海道札幌市北区篠路１条１０－１－１０

札幌新琴似３条店 北海道札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号

札幌新川１条６丁目店 北海道札幌市北区新川１条６丁目２－１

札幌屯田６条店 北海道札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号

札幌北９条西２丁目店 北海道札幌市北区北九条西二丁目２１番地１

札幌北２４条駅前店 北海道札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号

札幌北２２条西５丁目店 北海道札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号

札幌麻生町５丁目店 北海道札幌市北区麻生町５丁目７－２３

室蘭東町店 北海道室蘭市東町一丁目２９番４号

千歳あずさ５丁目店 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

千歳新富３丁目店 北海道千歳市新富３丁目１１番７号

千歳インター店 北海道千歳市真々地２丁目１－５

千歳本町２丁目店 北海道千歳市本町２丁目１９番地１

千歳末広２丁目店 北海道千歳市末広２丁目１番１５号

千歳勇舞７丁目店 北海道千歳市勇舞７丁目５－５

滝川大町４丁目店 北海道滝川市大町４丁目１－９

中登別店 北海道登別市中登別町１７０番地

苫小牧山手町１丁目店 北海道苫小牧市山手町一丁目４－３

苫小牧東病院前店 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

函館蔦屋書店 北海道函館市桔梗町４０８－４

五稜郭公園電停前店 北海道函館市本町２６番１７号

北斗久根別店 北海道北斗市東浜２丁目１４－８

弘前茜町三丁目店 青森県弘前市茜町３丁目１－１

弘前桔梗野店 青森県弘前市大字桔梗野一丁目１３番地１

弘前青女子店 青森県弘前市大字青女子字桜苅３１１番地１

八戸三日町店 青森県八戸市大字三日町４－１

八戸商業通り店 青森県八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

一関赤荻店 岩手県一関市赤荻字桜町１２９番５

岩手千厩店 岩手県一関市千厩町千厩字舘山４番地１
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一関千代田店 岩手県一関市千代田町２６６－２

胆沢病院前店 岩手県奥州市水沢区桜屋敷５１６－１

花巻若葉町店 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

サテライト石鳥谷前店 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

花巻大迫町店 岩手県花巻市大迫町亀ヶ森第２地割１８－１

雫石つなぎ店 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１

矢巾町上矢次店 岩手県紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３

盛岡永井南店 岩手県盛岡市永井３１地割５１番１

盛岡向中野店 岩手県盛岡市向中野五丁目１番２号

盛岡肴町店 岩手県盛岡市肴町５－９

盛岡西青山二丁目店 岩手県盛岡市西青山二丁目１番１３号

盛岡クロステラス店 岩手県盛岡市大通３丁目４番１号

盛岡天神町店 岩手県盛岡市天神町９番３３号

盛岡本宮宮沢店 岩手県盛岡市本宮六丁目１番６２号

盛岡名須川町店 岩手県盛岡市名須川町２０－１７

金ヶ崎三ヶ尻店 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻字荒巻１３８－１

北上さくら通り店 岩手県北上市さくら通り２丁目２－３６

小牛田素山町店 宮城県遠田郡美里町素山町１２４

宮城南郷店 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号４３番地１

黒川鶴巣店 宮城県黒川郡大和町鶴巣鳥屋字檀ノ輿５５－５

石巻日赤病院前店 宮城県石巻市わかば二丁目１０－２

石巻市役所前店 宮城県石巻市穀町６番１７号

鹿又店 宮城県石巻市鹿又字道的前４０番１号

石巻千石町店 宮城県石巻市千石町８番２号

石巻中里七丁目店 宮城県石巻市中里七丁目２番１４号

仙台銀杏町店 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２番１５号

仙台大和町店 宮城県仙台市若林区大和町３－３－１

電力ビル店 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号

五橋二丁目店 宮城県仙台市青葉区五橋２－４－７

仙台国見ケ丘店 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘五丁目１－１０

仙台二日町店 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号

立町店 宮城県仙台市青葉区立町１－１８

仙台実沢店 宮城県仙台市泉区実沢字広畑７５－１

南中山二丁目店 宮城県仙台市泉区南中山二丁目２７－４

八乙女中央店 宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０

四郎丸吹上店 宮城県仙台市太白区四郎丸吹上２２－１

泉崎一丁目店 宮城県仙台市太白区泉崎一丁目３４番８号

多賀城八幡店 宮城県多賀城市八幡四丁目７番５８号

大崎古川稲葉店 宮城県大崎市古川稲葉３丁目６－１６

大崎三本木店 宮城県大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

宮城小野駅前店 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３

東矢本店 宮城県東松島市矢本字作田浦１８９番地

矢本インター前店 宮城県東松島市矢本字上河戸２８６－１０

鹿角市役所前店 秋田県鹿角市花輪字小深田２９８番地

秋田北インター通り店 秋田県秋田市外旭川字小谷地４１－１

秋田広面鍋沼店 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６

秋田手形山崎店 秋田県秋田市手形山崎町８－２７

秋田新屋扇町店 秋田県秋田市新屋扇町２－２２

秋田中通六丁目店 秋田県秋田市中通六丁目３番２０号

秋田添川店 秋田県秋田市添川字境内川原１－１

秋田飯島道東店 秋田県秋田市飯島道東３丁目６－４５

由利本荘中梵天店 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３

寒河江八鍬店 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６

山形漆山店 山形県山形市大字漆山７５６番地５

山形青柳店 山形県山形市大字青柳１５６９－３

山形大学前店 山形県山形市東原町１丁目２番１８号

山形南栄町二丁目店 山形県山形市南栄町２丁目１７－２

酒田中町三丁目店 山形県酒田市中町三丁目３番２１号

新庄上小月野店 山形県新庄市五日町字桂堰１１７５番地の３

鶴岡大西町店 山形県鶴岡市大西町２６番４８号

天童貫津店 山形県天童市桜町２－１６

中山町長崎店 山形県東村山郡中山町大字長崎３０８５番地

米沢桑山団地前店 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１

いわき郷ケ丘店 福島県いわき市郷ケ丘２－２９－４



「ちいかわ」ラバークリップ２　ファミリーマート取り扱い店舗一覧 2021年8月20日現在

店舗名称 住所

いわき錦町江栗店 福島県いわき市錦町江栗馬場７５番地４

いわき錦町中央店 福島県いわき市錦町竹ノ花９番地

いわき佐糠町店 福島県いわき市佐糠町東１丁目１８－６

いわき小名浜寺廻町店 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき小名浜六反田店 福島県いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１

いわき泉町本谷店 福島県いわき市泉町本谷字大田４番地３

いわき平上荒川店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内８番地１

いわき平赤井店 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１

郡山ゆうしん安積店 福島県郡山市安積町日出山４－１８４

郡山小原田中学校前店 福島県郡山市小原田２－１７－１６

郡山うねめ通り店 福島県郡山市西ノ内一丁目１９１－１

郡山谷地本町店 福島県郡山市谷地本町８９

郡山堤三丁目店 福島県郡山市堤３丁目１８５

郡山大島西公園店 福島県郡山市並木三丁目３－１

Ｊヴィレッジ前店 福島県双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１

船引城ノ内店 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

南会津田島店 福島県南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２街区５画地

原ノ町駅前店 福島県南相馬市原町区　旭町四丁目６－３

原町金沢店 福島県南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

原町南町店 福島県南相馬市原町区南町４－４５－２

福島笹谷店 福島県福島市笹谷字出水田４－８

福島駅西店 福島県福島市三河南町１番１５号

吾妻ＰＡ下り店 福島県福島市上野寺字和喜２５－８

福島駅西口店 福島県福島市太田町３０番１５号

福島太田町店 福島県福島市太田町５－９

福島飯坂温泉駅前店 福島県福島市飯坂町字十綱下３４

福島飯坂町平野店 福島県福島市飯坂町平野字檀ノ脇８番地２

タウン蓬莱店 福島県福島市蓬莱町２－２－１０４

福島北五老内町店 福島県福島市北五老内町５－２０

本宮仁井田店 福島県本宮市仁井田字富士内７－１３

かすみがうら田伏店 茨城県かすみがうら市田伏字寺前３１８５番地４

つくば手代木店 茨城県つくば市手代木１８９５－１

つくば小田店 茨城県つくば市小田１８８９－１

つくば面野井店 茨城県つくば市大字面野井字丸山１６５－１

古河横山町店 茨城県古河市横山町３丁目１－２

古河小堤店 茨城県古河市小堤１６７番地１

鹿嶋奈良毛店 茨城県鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆

取手寺田店 茨城県取手市寺田５２１１－２

小美玉田木谷店 茨城県小美玉市田木谷１１１－１

常総新石下店 茨城県常総市新石下３９８５番２

常総菅生店 茨城県常総市菅生町２０４３－１他２筆

神栖若松店 茨城県神栖市若松中央二丁目３０

神栖知手店 茨城県神栖市知手字知手２９７５‐５３

神栖土合本町店 茨城県神栖市土合本町５丁目９８０９番２４

神栖平泉店 茨城県神栖市平泉東ニ丁目１１番４

神栖堀割二丁目店 茨城県神栖市堀割２丁目４番１８号

神栖堀割店 茨城県神栖市堀割二丁目１番３号

水戸南インター店 茨城県水戸市酒門町３２７８番２

水戸大町三丁目店 茨城県水戸市大町三丁目３番２５

石岡鹿の子一丁目店 茨城県石岡市鹿の子一丁目９５９４番１

石岡第一病院前店 茨城県石岡市石岡１３４４６番地２

筑西布川店 茨城県筑西市布川１２１２－１他１筆

潮来川尾店 茨城県潮来市築地字川尾１３４２番地２

土浦おおつ野店 茨城県土浦市おおつ野１－１－１

土浦真鍋二丁目店 茨城県土浦市真鍋二丁目１番４２号

土浦神立駅前店 茨城県土浦市神立中央一丁目１１－４３

土浦菅谷店 茨城県土浦市菅谷町字前原１２７３番１

土浦大岩田店 茨城県土浦市大岩田２４４７－４

土浦大志戸店 茨城県土浦市大志戸字二本松１７３９番他５筆

土浦藤沢店 茨城県土浦市藤沢１０１９－１

茨城上石崎店 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎４６５０－２

日立折笠店 茨城県日立市折笠町２３６番地１

佐貫駅前店 茨城県龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２

龍ヶ崎馴馬店 茨城県龍ケ崎市馴馬町３００２－１他４筆
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さくら狭間田店 栃木県さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆

さくら東原店 栃木県さくら市氏家４５０６番地７

宇都宮みどり野南店 栃木県宇都宮市みどり野町３６番地２４

宇都宮岩曽店 栃木県宇都宮市岩曽町６４４番４

宇都宮桜二丁目店 栃木県宇都宮市桜二丁目２番２５号

雀の宮七丁目店 栃木県宇都宮市雀の宮７－１９－１４

宇都宮東簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８

宇都宮東簗瀬一丁目店 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆

宇都宮辰街道店 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４

宇都宮簗瀬中央店 栃木県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

佐野小見町店 栃木県佐野市小見町３３２－１

小山美しが丘店 栃木県小山市美しが丘三丁目３５－１

大田原花園店 栃木県大田原市花園１４５８

栃木城内町店 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号

栃木大平町店 栃木県栃木市大平町富田３７１番地２

日光松原店 栃木県日光市松原町２６７－１　他２筆

日光瀬川店 栃木県日光市瀬川１１７０－１

日野屋伊勢崎高校前店 群馬県伊勢崎市南千木町２４７０－１

日野屋伊勢崎茂呂店 群馬県伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１

桐生新宿三丁目店 群馬県桐生市新宿三丁目１３－２７

高崎あら町店 群馬県高崎市あら町５９番３

高崎駅東口店 群馬県高崎市東町９－５

高崎浜川町店 群馬県高崎市浜川町２００３番地１

日野屋玉村下新田店 群馬県佐波郡　玉村町下新田４６８番地１

玉村川井店 群馬県佐波郡玉村町大字川井１８４６番地１

玉村町福島店 群馬県佐波郡玉村町福島１０９４‐１

渋川坂東橋店 群馬県渋川市北橘町下箱田６２５番地

沼田三洋ドライブイン店 群馬県沼田市屋形原町字北原１４２６

前橋下石倉町店 群馬県前橋市下石倉町２２－９

前橋富士見原之郷店 群馬県前橋市富士見町原之郷１０９４－１

前橋六供店 群馬県前橋市六供町７５６番地１

太田新井町店 群馬県太田市新井町５５８－２

太田木崎町店 群馬県太田市新田木崎町１１４８番１他１筆

藪塚大原店 群馬県太田市大原１０４－４

太田内ヶ島町店 群馬県太田市内ケ島町８６６－１

藤岡七丁目店 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４

日野屋千代田町店 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４

日野屋大泉朝日三丁目店 群馬県邑楽郡大泉町朝日三丁目１－１５

邑楽うずら店 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２

浦和岸町店 埼玉県さいたま市浦和区岸町一丁目１３番２７号

アトレ浦和店 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目１６番１２号

浦和駅東口店 埼玉県さいたま市浦和区東仲町８－２１

浦和領家一丁目店 埼玉県さいたま市浦和区領家一丁目１８番１４号１階

さいたま丸ヶ崎店 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１１８３

東大宮五丁目店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目２７－２

さいたま西堀五丁目店 埼玉県さいたま市桜区西堀５丁目４－２５

さいたま西堀店 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

さいたま町谷四丁目店 埼玉県さいたま市桜区町谷４丁目２９番１２

西大宮駅南口店 埼玉県さいたま市西区指扇３６２０番地

ＴＳＵＴＡＹＡ大宮指扇店 埼玉県さいたま市西区大字指扇２２６２

さいたま大成町一丁目店 埼玉県さいたま市大宮区大成町１丁目１３２

さいたま堀の内町店 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１丁目４２６番地

浦和根岸店 埼玉県さいたま市南区根岸２－１４－１

さいたま根岸五丁目店 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目１６番５号

南浦和東口駅前店 埼玉県さいたま市南区南浦和２丁目３８番２５号

南浦和三丁目店 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階

さいたま別所五丁目店 埼玉県さいたま市南区別所５丁目１３番地１号

さいたま別所町店 埼玉県さいたま市北区別所町８１－３１

東浦和駅前店 埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目１－２

東浦和一丁目店 埼玉県さいたま市緑区東浦和一丁目１４番地１０

羽生上岩瀬店 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１

越谷宮本町店 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１

越谷相模町店 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１

越谷大沢四丁目店 埼玉県越谷市大沢四丁目１９番５７号
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加須南小浜店 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１

久喜上早見店 埼玉県久喜市上早見４８９番１１

ドラッグエース広瀬東店 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

新狭山駅前店 埼玉県狭山市新狭山３－１－１

狭山堀兼店 埼玉県狭山市大字堀兼１０２８番の３

熊谷駅北口店 埼玉県熊谷市筑波２丁目５２新井屋本店ビル

熊谷万平町店 埼玉県熊谷市万平町１丁目２６１８－２

戸田喜沢店 埼玉県戸田市喜沢２丁目４２番地の３

上戸田二丁目店 埼玉県戸田市上戸田２－４５－４

戸田新曽つつじ通り店 埼玉県戸田市大字新曽１６８７番１

戸田本町一丁目店 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号

鴻巣御成橋店 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２

春日部新方袋店 埼玉県春日部市新方袋５３９番地

春日部駅西口店 埼玉県春日部市中央１－１－１３

春日部中央一丁目店 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１

小手指店 埼玉県所沢市小手指町１－１６－１

小手指駅北口店 埼玉県所沢市小手指町１丁目１－１

小手指二丁目店 埼玉県所沢市小手指町２－１３－６

所沢松が丘店 埼玉県所沢市松が丘１－８１

秋津駅北口店 埼玉県所沢市大字上安松１－１

東所沢駅南店 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目１番地２

上尾水上公園店 埼玉県上尾市大字上尾下１０３３―５

新座東北一丁目店 埼玉県新座市東北１丁目３－８

新座馬場二丁目店 埼玉県新座市馬場二丁目１０－２

新座片山一丁目店 埼玉県新座市片山１丁目１６－５

深谷針ヶ谷店 埼玉県深谷市針ヶ谷５４６－１

深谷西大沼店 埼玉県深谷市西大沼字溜井３２７－１

川越元町札の辻店 埼玉県川越市元町２丁目４番１３　他１筆

川越今成四丁目店 埼玉県川越市今成４－１７－９

川越砂新田店 埼玉県川越市砂新田２丁目１８－１０

川越牛子店 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆

川越府川高畑店 埼玉県川越市大字府川１２０１－２

川越南大塚店 埼玉県川越市大塚新町６１－６

川口駅東口店 埼玉県川口市栄町３－５－９

川口栄町三丁目店 埼玉県川口市栄町三丁目３番１５号

川口前川四丁目店 埼玉県川口市前川４丁目４９番１６

川口朝日三丁目店 埼玉県川口市朝日３丁目４－１４

川口朝日店 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４

川口道合西店 埼玉県川口市道合２７８番地１

川口南前川店 埼玉県川口市南前川２丁目５番１５

森かどやしんでん店 埼玉県草加市金明町７８１－１

草加二丁目店 埼玉県草加市草加二丁目１０－１

谷塚駅東口店 埼玉県草加市谷塚一丁目１番１６号　日下部ビル

ながおかや寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居１６１３－１

寄居花園橋南店 埼玉県大里郡寄居町大字富田９８番１

朝霞根岸台四丁目店 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号

宮代本田店 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

飯能日高団地店 埼玉県日高市横手１丁目１６－１

日高下鹿山店 埼玉県日高市大字下鹿山字白幡５－７

入間宮寺西店 埼玉県入間市宮寺２６６４番１

入間アウトレットパーク店 埼玉県入間市宮寺３１６９－１

入間下藤沢店 埼玉県入間市大字下藤沢字本山９２８番１

入間木蓮寺店 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

入間豊岡店 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１３号

東飯能駅西口店 埼玉県飯能市東町１－５

みずほ台駅西口店 埼玉県富士見市西みずほ台１丁目２番５

伊奈学園前店 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１

本庄児玉東店 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１

和光南一丁目店 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号

千葉ニュータウン中央東店 千葉県印西市草深１１０１－１

印西木下店 千葉県印西市木下南２－１０－２

浦安東野一丁目店 千葉県浦安市東野１－３－１

ヤックスドラッグ浦安東野店 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

アトレ新浦安店 千葉県浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０
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我孫子本町店 千葉県我孫子市本町１丁目４番７

クロスブックス我孫子店 千葉県我孫子市本町２丁目３番３号

新鎌ケ谷駅店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２

鎌ヶ谷東初富店 千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目３－６

南初富六丁目店 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

鴨川横渚店 千葉県鴨川市横渚２８７番地１

小見川神里店 千葉県香取市虫幡３９０番地１

臼井駅南口店 千葉県佐倉市王子台３－３０－４ＶＩＭ臼井駅ビル１Ｆ

佐倉王子台店 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６

京成志津駅店 千葉県佐倉市上志津１６６９

佐倉生谷店 千葉県佐倉市生谷１３３２－１２

佐倉大崎台店 千葉県佐倉市大崎台１丁目１６番１

四街道中央店 千葉県四街道市鹿渡９３３－２２８

市原岩崎店 千葉県市原市岩崎１－３６－９

市原山倉店 千葉県市原市山倉字北笠松１５４番地

市原辰巳台西二丁目店 千葉県市原市辰巳台西２丁目４－２

市原平成通り店 千葉県市原市東五所４番１

市原有秋台店 千葉県市原市不入斗５０番地３

市川高谷一丁目店 千葉県市川市高谷一丁目３番１１号

菅野一丁目店 千葉県市川市菅野一丁目７番２５－１０１号

本八幡駅南口店 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

市川南八幡店 千葉県市川市南八幡４丁目３番５号

妙典駅西口店 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん

日大生産工学部前店 千葉県習志野市大久保３－１２－１５

京成谷津駅前店 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２

京成津田沼駅構内店 千葉県習志野市津田沼３丁目

松戸梨香台店 千葉県松戸市高塚新田２８６－１

常盤平けやき通り店 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５

新八柱駅前店 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１

松戸駅西口店 千葉県松戸市本町１－１２

松戸岩瀬店 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１

成田店 千葉県成田市花崎町８２８－１２８

稲毛小中台町店 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

多田屋稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

千葉三角町店 千葉県千葉市花見川区三角町６５７－２

千葉武石町店 千葉県千葉市花見川区武石町二丁目１０５３番地

千葉若松御成街道店 千葉県千葉市若葉区若松町４３１番２０

千葉旭町店 千葉県千葉市中央区旭町７－１

西千葉春日町店 千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号

登戸小学校前店 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目３－４

本千葉駅東口店 千葉県千葉市中央区長洲一丁目２５番４号

船橋印内三丁目店 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号

船橋夏見台店 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号

船橋古和釜店 千葉県船橋市古和釜町６０５－２

船橋三咲二丁目店 千葉県船橋市三咲二丁目２番１５号

船橋三山八丁目店 千葉県船橋市三山八丁目２５番１５号

船橋実籾街道店 千葉県船橋市習志野２－１２－１３

京成西船駅前／Ｓ店 千葉県船橋市西船４丁目１５番７１号

津田沼パルコ店 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号

船橋大穴町店 千葉県船橋市大穴町６３６－１２

船橋坪井町店 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号

船橋藤原四丁目店 千葉県船橋市藤原四丁目４番１号

下総中山駅南口店 千葉県船橋市本中山３－１４－２０

袖ケ浦奈良輪店 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６番地１

大網白里駒込店 千葉県大網白里市大網白里都市計画事業大網駅東土地区画整理事業施行地区内１街区７号

大網白里南今泉店 千葉県大網白里市南今泉１３０－２

北柏三丁目店 千葉県柏市北柏３丁目１３－１９

北柏台店 千葉県柏市北柏台５番２

勝田台駅店 千葉県八千代市勝田台一丁目８番１号

八千代大和田新田店 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１

八千代緑ヶ丘駅南店 千葉県八千代市大和田新田９８８番１

八千代緑が丘西店 千葉県八千代市緑が丘西二丁目１３番８

富津青木店 千葉県富津市青木２丁目８番地の９

茂原東部台店 千葉県茂原市東部台二丁目２６－１



「ちいかわ」ラバークリップ２　ファミリーマート取り扱い店舗一覧 2021年8月20日現在

店舗名称 住所

木更津朝日三丁目店 千葉県木更津市朝日３－１－１

木更津アカデミアパーク店 千葉県木更津市矢那１６５５番地

野田梅郷店 千葉県野田市山崎１９７９－１

おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森南一丁目２４－７

江戸川台駅東口店 千葉県流山市江戸川台東２丁目４

流山前ヶ崎店 千葉県流山市前ケ崎３６６－１他

流山セントラルパーク駅前店 千葉県流山市前平井１４５番１

若葉台駅前店 東京都稲城市若葉台２－４－４

稲城いちょう並木通店 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１

京王稲城駅前店 東京都稲城市百村１６１３－３

羽村羽加美店 東京都羽村市羽加美３－８－３

亀有五丁目店 東京都葛飾区亀有５丁目２７番８号起ビル１階

新小岩ルミエール店 東京都葛飾区新小岩一丁目４８－１

西新小岩一丁目店 東京都葛飾区西新小岩１丁目－９－７

東金町一丁目店 東京都葛飾区東金町１丁目２４－１

京成四ツ木駅店 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先

葛飾立石六丁目店 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

江戸川松江一丁目店 東京都江戸川区松江１丁目２４－９

江戸川松島二丁目店 東京都江戸川区松島２丁目２９番３号

船堀三丁目店 東京都江戸川区船堀３－２－２３

南葛西四丁目店 東京都江戸川区南葛西４丁目６－８

南篠崎町四丁目店 東京都江戸川区南篠崎町４丁目４番１号

南篠崎町二丁目店 東京都江戸川区南篠崎町二丁目４５番２１

小岩駅西口店 東京都江戸川区南小岩７丁目２４－１５

小岩サンロード店 東京都江戸川区南小岩八丁目１４番２２号

北小岩六丁目店 東京都江戸川区北小岩６丁目４０－２

ＴＫＤ亀戸中之橋店 東京都江東区亀戸７－６０－１２

江東森下四丁目店 東京都江東区森下４丁目１０－８

大島五丁目店 東京都江東区大島５－３２－１２

潮見駅南店 東京都江東区潮見２－１０－２２

江東東雲一丁目店 東京都江東区東雲１丁目９－１１－１０４

江東東砂店 東京都江東区東砂３丁目１５－２４　グランデュール吉武

北砂五丁目店 東京都江東区北砂５－２１－１３

三田聖坂下店 東京都港区三田３丁目４－６

田町第一京浜店 東京都港区芝５丁目２９－１４田町日工ビル

ムスブ田町店 東京都港区芝浦三丁目１－２１

芝大門店 東京都港区芝公園１丁目７－１３

銀座中央通り店 東京都港区新橋一丁目７番１号

汐留シオサイト店 東京都港区東新橋１丁目５番２５号地先

汐留タワー店 東京都港区東新橋１丁目６－３

白金台三丁目店 東京都港区白金台三丁目１６－１１

日暮里店 東京都荒川区西日暮里二丁目１７番５号

兼升西尾久店 東京都荒川区西尾久７－５－８

国立駅北店 東京都国分寺市光町１丁目４３－１

柚木国分寺南町店 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

国分寺本多五丁目店 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１

国立東一丁目店 東京都国立市東１丁目１６－１７

国立駅南口店 東京都国立市東１丁目４番８号

狛江西野川店 東京都狛江市西野川３－１０

三鷹駅前店 東京都三鷹市下連雀３－２７－１

三鷹中央通り店 東京都三鷹市下連雀３丁目２７－１１

三鷹台団地南店 東京都三鷹市牟礼２－１５

三鷹牟礼店 東京都三鷹市牟礼７－５－１１

笹塚二丁目店 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

笹塚三丁目北店 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山

渋谷松濤一丁目店 東京都渋谷区松濤１丁目２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ

幡ヶ谷駅南店 東京都渋谷区西原２丁目３１－５

千駄ヶ谷鳩森店 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１６－１０

武蔵小金井駅北店 東京都小金井市本町５丁目９番６

小金井法政大学前店 東京都小金井市緑町２丁目１６－３１

新宿戸塚警察署前店 東京都新宿区高田馬場２丁目５－２３　第一桂城ビル

慶應義塾大学病院店 東京都新宿区信濃町３５　慶應義塾大学病院内

新宿四丁目店 東京都新宿区新宿４丁目１－２２

東新宿明治通り店 東京都新宿区新宿６－２９ー５
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飯田橋駅北店 東京都新宿区新小川町１－１６

新宿新小川町店 東京都新宿区新小川町７－１７飯田橋三幸ビル

新宿損保ジャパン店 東京都新宿区西新宿１丁目２６－１

西新宿アトラスタワー店 東京都新宿区西新宿６－２５

東新宿駅西店 東京都新宿区大久保１丁目８番２号

阿佐谷南三丁目店 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

西永福駅前店 東京都杉並区永福３－５５－１

下井草駅南口店 東京都杉並区下井草２－４４－４

杉並下高井戸四丁目店 東京都杉並区下高井戸４丁目５－２

杉並富士見ヶ丘駅前店 東京都杉並区久我山２丁目２５－１９

久我山駅北店 東京都杉並区久我山５－８－１９

高円寺南店 東京都杉並区高円寺南４丁目４４番８号

高円寺あづま通り店 東京都杉並区高円寺北２丁目３４番５号

上井草一丁目店 東京都杉並区上井草１－３２－７

杉並上荻二丁目店 東京都杉並区上荻２丁目１５－２３

上荻青梅街道店 東京都杉並区上荻４丁目１９－１５

堀ノ内三丁目水道通り店 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号

朝日生命代田橋ビル店 東京都杉並区和泉１丁目２２－１９　朝日生命代田橋ビル

杉並和泉店 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

世田谷鎌田三丁目店 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６

祖師ヶ谷大蔵駅前店 東京都世田谷区砧６丁目３９－７　桃李花ビル

経堂農大通り店 東京都世田谷区経堂１－２６－１２

桜新町一丁目店 東京都世田谷区桜新町１－４０－７

２４６世田谷桜新町店 東京都世田谷区桜新町１丁目３３－１

駒沢大学駅西口店 東京都世田谷区上馬４丁目３－３　西本アカデミーハイツ

世田谷新町三丁目店 東京都世田谷区新町３－２２－１

世田谷廻沢店 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－１

船橋希望丘通り店 東京都世田谷区船橋７丁目１４－４

世田谷等々力通り店 東京都世田谷区等々力５丁目２番地１５

芦花公園駅南店 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

芦花公園駅北店 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

ハッピーロード尾山台店 東京都世田谷区尾山台３－９－７

上馬交差点前店 東京都世田谷区野沢２－３４－３

ひばりヶ丘駅北店 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号

エミオ田無店 東京都西東京市田無町４－１－３

保谷町五丁目店 東京都西東京市保谷町５丁目９－１０

青梅今寺店 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６

東青梅四丁目店 東京都青梅市東青梅４丁目１０－５

霞ヶ関合同庁舎店 東京都千代田区霞が関２丁目１－２中央合同庁舎Ｂ１Ｆ

丸の内トラストタワー店 東京都千代田区丸の内１ー８－１丸の内トラストタワーＮ館

薬ヒグチ淡路町店 東京都千代田区神田小川町１丁目１－１６

ワテラスタワー前店 東京都千代田区神田淡路町２‐３

飯田橋駅前店 東京都千代田区飯田橋四丁目８番１３号

千代田富士見二丁目店 東京都千代田区富士見２丁目２－６

日比谷シャンテ前店 東京都千代田区有楽町１丁目２－５

足立五反野店 東京都足立区弘道１丁目１４－２

新田一丁目店 東京都足立区新田１丁目１８－１　ＴＭコーポ

西新井二丁目店 東京都足立区西新井２丁目２０番５号

足立西竹の塚一丁目店 東京都足立区西竹の塚１丁目６－７

ポンテポルタ千住店 東京都足立区千住　橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住

南花畑店 東京都足立区南花畑２－３６－１７

秀栄多摩ニュータウン通り店 東京都多摩市貝取１５０６

西浅草三丁目店 東京都台東区西浅草３丁目２９－２２

台東吉原店 東京都台東区千束４丁目２４－１１

谷中店 東京都台東区谷中３－２４－４　Ｋ－ハウス１

入谷二丁目店 東京都台東区入谷２－１－８

大田久が原五丁目店 東京都大田区久が原５丁目２番１号

大田上池台三丁目店 東京都大田区上池台３丁目４６－３

大田長原店 東京都大田区上池台一丁目４３番２号

平和島旧東海道店 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

栄屋石川台店 東京都大田区東雪谷２－１４－３

雪谷大塚店 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３

大田南馬込六丁目店 東京都大田区南馬込６丁目３番１２号

中央月島三丁目店 東京都中央区月島三丁目１２番４号
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晴海フロント店 東京都中央区晴海二丁目１番４０号晴海フロント１Ｆ

小伝馬町大門通り店 東京都中央区日本橋小伝馬町１３－７

八重洲一丁目店 東京都中央区八重洲１丁目５－９

八丁堀駅前店 東京都中央区八丁堀２丁目２２－５

上鷺宮二丁目店 東京都中野区上鷺宮２－１１－２

新中野店 東京都中野区中野２－２－１

小田急町田駅前店 東京都町田市原町田６丁目１０番１７　

町田成瀬が丘店 東京都町田市成瀬が丘一丁目３０番２

国領二丁目店 東京都調布市国領町２－１０－２

調布日活撮影所前店 東京都調布市染地２－８－１２

調布成城富士見橋店 東京都調布市入間町三丁目１０番２８

調布駅北店 東京都調布市布田１丁目２７－３

東久留米本町一丁目店 東京都東久留米市本町１－４－５

日野旭が丘三丁目店 東京都日野市旭が丘３－３－１５

八王子めじろ台二丁目店 東京都八王子市めじろ台２丁目６５番１２

セレオ八王子店 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

八王子アイロード店 東京都八王子市旭町１３番１３号

八王子西インター店 東京都八王子市下恩方町１７５８

八王子いちょうホール通り店 東京都八王子市元横山町二丁目１５－２１

八王子甲州街道店 東京都八王子市高倉町１－２

八王子高尾町店 東京都八王子市高尾町１８１９番１

ＪＲ八王子南口店 東京都八王子市子安町４丁目９－７森永産業ビル

八王子北大通り店 東京都八王子市大横町１２番１０

北野駅前通り店 東京都八王子市北野町５５４－１１

京王堀之内駅前店 東京都八王子市堀之内３丁目２７

八王子堀之内店 東京都八王子市堀之内３丁目６－１

高島平一丁目店 東京都板橋区高島平１－１１－１

板橋高島平団地前店 東京都板橋区高島平１丁目７２番２０

西台駅東口店 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号

板橋高島平七丁目店 東京都板橋区高島平７－３１－３

坂下一丁目店 東京都板橋区坂下１－１０－２０

四葉二丁目店 東京都板橋区四葉２－１０－４

上板橋三丁目店 東京都板橋区上板橋３丁目２３－７

上板橋駅北口店 東京都板橋区常盤台４丁目３３－３

板橋赤塚二丁目店 東京都板橋区赤塚２丁目－３２－１２

板橋前野町三丁目店 東京都板橋区前野町３－３１－４

板橋日大病院前店 東京都板橋区大谷口上町３１－１

板橋大谷口北町店 東京都板橋区大谷口北町６２番３号

昭和大学病院前店 東京都品川区旗の台１丁目２－２０

アトレ目黒店 東京都品川区上大崎３丁目１－１

五反田駅南店 東京都品川区西五反田１－１１－１アイオス五反田駅前

大崎ニューシティ店 東京都品川区大崎１丁目６－５　２階

青物横丁駅北店 東京都品川区南品川２丁目４－７

品川区役所前店 東京都品川区二葉１丁目７番１３号

新馬場サクセス通り店 東京都品川区北品川２－１８－３

府中押立町店 東京都府中市押立町一丁目３７番地の７号

府中寿町店 東京都府中市寿町１丁目９－６

府中清水が丘二丁目店 東京都府中市清水が丘二丁目４９番地４

府中甲州街道店 東京都府中市西府町４－１－１

拝島駅北店 東京都福生市大字熊川１７０３－１１７０４－１

湯島駅前店 東京都文京区湯島３丁目３５－１１

東池袋セイコービル店 東京都豊島区東池袋１丁目３０－６

大塚駅南口店 東京都豊島区南大塚２丁目４５－８

椎名町駅南口店 東京都豊島区南長崎１丁目２４番１号

目白駅西店 東京都豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

王子明治通り店 東京都北区王子１丁目２３－１２

東京成徳学園前店 東京都北区王子５－２３－８

王子神谷駅前店 東京都北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル

田端新町三丁目店 東京都北区田端新町三丁目１３－６

浮間中央通り店 東京都北区浮間４－５－８

東京ミズマチ店 東京都墨田区向島１丁目２３番８号

八広駅／Ｓ店 東京都墨田区八広６丁目２５－２０

八広駅前店 東京都墨田区八広六丁目２６番３号

両国四丁目店 東京都墨田区両国４－２７－６新井ビル
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伊豆屋下目黒三丁目店 東京都目黒区下目黒３ー７ー３２ー１０３

下目黒六丁目店 東京都目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル

大鳥神社前店 東京都目黒区目黒３丁目１０－１３

目黒三丁目店 東京都目黒区目黒３丁目４－８ベル　ドミール　目黒

立川南駅前店 東京都立川市柴崎町３丁目８－２

立川曙町店 東京都立川市曙町２－５－１７

立川上砂町五丁目店 東京都立川市上砂町５丁目１番地の８

玉川上水駅南口店 東京都立川市柏町４－６２－４

練馬光ヶ丘店 東京都練馬区高松５丁目５－２２

高野台一丁目店 東京都練馬区高野台１丁目２－８

練馬桜台二丁目店 東京都練馬区桜台２－８－６

上石神井駅前店 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３

石神井台二丁目店 東京都練馬区石神井台２丁目３５－３９

石神井台七丁目店 東京都練馬区石神井台７－２３－７

大泉学園通り店 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１

大泉学園駅北店 東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４

トモニー大泉学園駅店 東京都練馬区東大泉１丁目２９－７

練馬富士見台店 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号

豊玉北四丁目店 東京都練馬区豊玉北四丁目２７番１５号

愛川角田店 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９

横須賀三春町店 神奈川県横須賀市三春町１－２１

Ｍ・Ｙ湘南国際村店 神奈川県横須賀市湘南国際村１－３－１

ミナワ船越店 神奈川県横須賀市船越町７－１６

横須賀平作店 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号

高梨米が浜店 神奈川県横須賀市米が浜通２－１－４

希望ケ丘店 神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘１０２番地

鶴ヶ峰本町店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７

松山釜利谷店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３８－３

双葉笹下一丁目店 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５

妙蓮寺駅前店 神奈川県横浜市港北区菊名１－３－１２

樽町二丁目店 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５

日吉六丁目店 神奈川県横浜市港北区日吉６－１１－３３

横浜羽沢町綿打店 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１７０５－１

瀬谷阿久和西四丁目店 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１

瀬谷卸本町店 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９

はまりんあざみ野駅店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－２－２０

こどもの国店 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１

いずみ踊場駅前店 神奈川県横浜市泉区中田南１丁目１－３０

横浜元浜町店 神奈川県横浜市中区元浜町４丁目４０

シマダ黄金町店 神奈川県横浜市中区初音町三丁目４９－１

横浜市立みなと赤十字病院店 神奈川県横浜市中区新山下３－１２－１

下末吉店 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４－３２－１４

鶴見宮ノ下店 神奈川県横浜市鶴見区下末吉５丁目１９番３９号

生麦駅西口店 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１丁目２２－２２　ルミエール大谷

獅子ヶ谷二丁目店 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷２－３９－９

三ツ池公園口店 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾２－８－９

スリーウェル茅ヶ崎東店 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東４丁目１－２２

中川駅前店 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０

センター北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目１番１号

横浜宿町店 神奈川県横浜市南区宿町２－３６

宿町四丁目店 神奈川県横浜市南区宿町４－７０－６

大岡五丁目店 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

横浜狩場町店 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１００番地３

十日市場店 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１

横浜長津田町店 神奈川県横浜市緑区長津田町２３１６－１

海老名運動公園前店 神奈川県海老名市社家１１８１－１

大船一丁目店 神奈川県鎌倉市大船１丁目２５番５号

茅ヶ崎赤羽根店 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１

厚木インター店 神奈川県厚木市岡田３２０３

厚木中町三丁目店 神奈川県厚木市中町３丁目１１－２０

寒川一之宮店 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１

寒川一之宮南店 神奈川県高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号

相武台前駅南口店 神奈川県座間市相武台３丁目４２番４３号
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座間郵便局前店 神奈川県座間市相模が丘一丁目９－２２

鴨宮巡礼街道店 神奈川県小田原市鴨宮３４５－８

小田原酒匂店 神奈川県小田原市酒匂２丁目１３番２２号ヴィラコ－ト酒匂１０１

渋沢南店 神奈川県秦野市曲松１－４－１３

秦野西田原店 神奈川県秦野市西田原２１７

宮崎二丁目店 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１

宮前犬蔵一丁目店 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１－８－２８

有馬二丁目店 神奈川県川崎市宮前区有馬２丁目８‐８

ますや古市場店 神奈川県川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

薬ヒグチ川崎戸手本町店 神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目４２９

矢向駅西店 神奈川県川崎市幸区塚越３丁目４０３番６

川崎下作延店 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号

テイスティ溝ノ口店 神奈川県川崎市高津区久本３－３－７

川崎新作二丁目店 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３

川崎川中島二丁目店 神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目６番１２号

大島三丁目店 神奈川県川崎市川崎区大島３丁目１７－１２

川崎東門前店 神奈川県川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

稲田堤駅前店 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤１－３

登戸中央店 神奈川県川崎市多摩区登戸４４５

武蔵小杉Ｔプレイス店 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１

武蔵小杉駅北口店 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０

川崎中丸子店 神奈川県川崎市中原区中丸子５４９番１

王禅寺西店 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西３－２７－８

百合ヶ丘駅南口店 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１－２８

相模大野銀座通り店 神奈川県相模原市南区相模大野６丁目１９－１７

津久井太井店 神奈川県相模原市緑区太井２３０番１

大和下鶴間北店 神奈川県大和市中央林間９丁目７番２９号

大磯国府本郷店 神奈川県中郡大磯町国府本郷１２５５番１

藤沢羽鳥店 神奈川県藤沢市羽鳥１‐３‐５０

平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

平塚真土店 神奈川県平塚市西真土一丁目８－５

阿賀野南安野店 新潟県阿賀野市南安野町９番３号

見附新幸町店 新潟県見附市新幸町７番６号

亀田大月店 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号

新津車場店 新潟県新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号

新津山谷南店 新潟県新潟市秋葉区新津４５１９番地６

新津荻川店 新潟県新潟市秋葉区中野二丁目２２番２２号

巻桔梗が丘店 新潟県新潟市西蒲区巻甲８７番地

新潟とっぱら店 新潟県新潟市西区鳥原２３２９番地３

新潟関新店 新潟県新潟市中央区関新１丁目２－３

女池上山四丁目店 新潟県新潟市中央区女池上山四丁目５－１１

新潟バスセンター／Ｓ店 新潟県新潟市中央区万代一丁目６番１号

新潟紫竹二丁目店 新潟県新潟市東区紫竹２丁目１番８６号

新潟中木戸店 新潟県新潟市東区中木戸３１９番４

六日町駅東店 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

柏崎鯨波店 新潟県柏崎市大字鯨波乙１２０３番地２

魚津東町店 富山県魚津市東町２１番３０号

魚津北鬼江店 富山県魚津市北鬼江二丁目１５番２４号

高岡戸出光明寺店 富山県高岡市戸出古戸出３６番３

高岡大坪店 富山県高岡市大坪町一丁目２５７番

高岡赤丸店 富山県高岡市福岡町赤丸５１６番１

高岡問屋町店 富山県高岡市問屋町１０５番地

射水片口店 富山県射水市片口高場１１４番地３

小矢部埴生北店 富山県小矢部市埴生３９２番地

小矢部アウトレットパーク店 富山県小矢部市西中野９７２－１

小矢部川ＳＡ上り店 富山県小矢部市浅地字浄土寺１７１番３

立山中央店 富山県中新川郡立山町前沢２３２２番地の２

南砺福野店 富山県南砺市焼野４９

ファミリーブックス福光店 富山県南砺市福光３７３番地１

氷見漁港前店 富山県氷見市比美町１９番２３号

富山四方店 富山県富山市四方２８６番地１

富山千歳町店 富山県富山市千歳町１丁目６番１５号

富山辰巳町店 富山県富山市辰巳町二丁目６番地２

富山下坂倉店 富山県富山市婦中町下坂倉１１４番地１
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内灘向粟崎店 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

金沢金石東店 石川県金沢市金石東３丁目２番５号

金沢星稜前店 石川県金沢市小坂町南５３８

金沢増泉三丁目店 石川県金沢市増泉３丁目１５番１９号

七尾和倉店 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾田鶴浜店 石川県七尾市田鶴浜町り７４番地２

小松今江町三丁目店 石川県小松市今江町三丁目８０１番地

小松長崎町店 石川県小松市長崎町３丁目１０６番２

白山柏野バイパス店 石川県白山市荒屋柏野町６２０－１

能登柳田店 石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地

野々市本町六丁目店 石川県野々市市本町六丁目２３番１５号

武生家久店 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１

越前大虫店 福井県越前市上太田町第５０号４番地の１

三方五湖ＰＡ店 福井県三方上中郡若狭町生倉１８号６番１

勝山郡町店 福井県勝山市郡町一丁目１番９号

敦賀中郷店 福井県敦賀市古田刈１６－２５

今庄店 福井県南条郡南越前町今庄５５－４－７

文京１丁目店 福井県福井市文京１－２６－５

甲斐富竹新田店 山梨県甲斐市富竹新田２６４

田富布施店 山梨県中央市布施２３２７－１

昭和国母店 山梨県中巨摩郡昭和町西条４１９－２

南アルプス古市場店 山梨県南アルプス市古市場８５４－３

西桂富士みち店 山梨県南都留郡西桂町小沼　２７３０－１

西桂小沼店 山梨県南都留郡西桂町小沼８９２番１

韮崎桐ノ木店 山梨県韮崎市中田町小田川１０３４ー１

長坂駅前店 山梨県北杜市長坂町　長坂上条２４９３番４

穂高矢原店 長野県安曇野市穂高８３１番地１

ＪＡいな竜東店 長野県伊那市境１５８８－１

塩尻原新田店 長野県塩尻市広丘原新田２３４番３

塩尻郷原店 長野県塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７

塩尻高出店 長野県塩尻市大字広丘高出１６６１番地

塩尻宗賀店 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

岡谷成田町店 長野県岡谷市成田町１丁目３２１９‐１

茅野神之原西店 長野県茅野市玉川２２９６番地６

茅野塚原二丁目店 長野県茅野市塚原二丁目１１番３３号

駒ヶ根アクセス店 長野県駒ヶ根市上穂北２６番２号

佐久平駅前店 長野県佐久市大字長土呂３２４番地２

松本神戸橋店 長野県松本市大字笹賀７２２６番１

箕輪木下原町店 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３７８９番地２

上田東高校前店 長野県上田市常田三丁目４１０－３

上田塩田店 長野県上田市本郷６３５番

下諏訪春宮大門店 長野県諏訪郡下諏訪町矢木西１１

須坂駅南店 長野県須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１他

千曲若宮店 長野県千曲市大字若宮１４３１－３

千曲中央店 長野県千曲市鋳物師屋４０３番地１

長野伊勢宮一丁目店 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号

長野伊勢宮店 長野県長野市伊勢宮２－２４－２５

長野川合新田店 長野県長野市大字川合新田１０４８番地

長野若槻大通り店 長野県長野市徳間１丁目２７－２３

関平成通店 岐阜県関市平成通一丁目６６番地

岐阜茜部大川店 岐阜県岐阜市茜部　大川２丁目１２－１

岐阜西柳ヶ瀬店 岐阜県岐阜市金町４丁目２８番地

新岐関大橋店 岐阜県岐阜市溝口中１４１番地１

岐阜さぎやま店 岐阜県岐阜市鷺山北町７番１９号

岐阜鶴田町店 岐阜県岐阜市鶴田町二丁目１番地

岐阜本荘公園店 岐阜県岐阜市如月町二丁目１番地

岐阜北一色二丁目店 岐阜県岐阜市北一色２丁目１０－１

岐阜新北島店 岐阜県岐阜市北島九丁目８番地４

山県佐賀店 岐阜県山県市佐賀７９２番地３

瑞穂十九条店 岐阜県瑞穂市十九条２５４番地１

多治見小泉八丁目店 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１

大垣築捨町二丁目店 岐阜県大垣市築捨町二丁目１０２番地３

美濃加茂加茂川町店 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３

美濃加茂中富町店 岐阜県美濃加茂市中富町一丁目８番３２号
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菊川加茂北店 静岡県菊川市加茂５７９番地の１

菊川東横地店 静岡県菊川市東横地１６０３番地１

御殿場新橋店 静岡県御殿場市新橋１８７８－１

御殿場二枚橋店 静岡県御殿場市二枚橋２３９

御殿場永原店 静岡県御殿場市萩原１５４０－１

御殿場ぐみ沢店 静岡県御殿場市茱萸沢１１７７番地の１

三島壱町田店 静岡県三島市壱町田７４－３

三島梅名北店 静岡県三島市梅名５８９－４

長泉鮎壺店 静岡県駿東郡長泉町下土狩１２０７－１

長泉下土狩店 静岡県駿東郡長泉町下土狩３２３－２

沼津新沢田町店 静岡県沼津市新沢田町１８７－２

裾野深良バイパス店 静岡県裾野市深良字山梨７９５番１

静岡昭府町店 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

杏林堂静岡鷹匠店 静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７

清水草薙駅前店 静岡県静岡市清水区草薙一丁目２番２１号

藤枝瀬古東店 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号

磐田岩井原店 静岡県磐田市岩井３１８４番地２

浜松馬郡町店 静岡県浜松市西区馬郡町４０４９番地

浜松向宿町店 静岡県浜松市中区向宿２－２４－１４

浜松市野店 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

浜松将監店 静岡県浜松市東区将監町４４－８

浜松小池南店 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１

浜松天龍川町店 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地

浜松きたじま店 静岡県浜松市東区北島町５７９番地

浜松有玉北店 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松下飯田店 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地

浜北新原本村店 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５

細江西気賀店 静岡県浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２

白糸の滝店 静岡県富士宮市上井出３０９－９

富士船津店 静岡県富士市船津４９番地の３

牧之原ＳＡ店 静岡県牧之原市静谷２５５９－３

あま丹波店 愛知県あま市丹波西切６番地１

佐屋駅西店 愛知県愛西市須依町須賀割２１０８番地８

東郷三ツ池三丁目店 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

安城井杭山町店 愛知県安城市井杭山町高見１番地３

安城警察署西店 愛知県安城市横山町下毛賀知１４１番地６

一宮三ツ井店 愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番２３号

一宮浅井店 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

一宮浅井大野店 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１

一宮若年北店 愛知県一宮市大赤見字西川垂６９番地１

一宮大和町焼野店 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

一宮白旗通店 愛知県一宮市白旗通４－８

一宮北浦町店 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）

稲沢前田店 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３

稲沢横地店 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢下津西三丁目店 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８

稲沢松下店 愛知県稲沢市松下二丁目１番３０

稲沢大矢町店 愛知県稲沢市大矢町地蔵堂７５番地

岡崎元欠町店 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎大門駅前店 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６

岡崎美合新町店 愛知県岡崎市美合新町６番地１１

岡崎美合店 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

飛島木場二丁目店 愛知県海部郡　飛島村木場二丁目９２

犬山松本町店 愛知県犬山市松本町四丁目１２０番地

江南後飛保西店 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地１

江南赤童子店 愛知県江南市赤童子町桜道１４

春日井高山町店 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

春日井大手橋西店 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２

春日井大手田酉店 愛知県春日井市大手田酉町２丁目３番地の１

春日井鳥居松三丁目店 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２

如意申町一丁目店 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２

味美町店 愛知県春日井市味美町２丁目４８

小牧桃花台城山店 愛知県小牧市城山１丁目５－１５

小牧中央三丁目店 愛知県小牧市中央３丁目２５０
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小牧中央四丁目店 愛知県小牧市中央四丁目７８番地

常滑古社店 愛知県常滑市字古社１番地

新城西入船店 愛知県新城市字西入船２５番地５

新城有海店 愛知県新城市有海字作神５７番地１

瀬戸大坪町店 愛知県瀬戸市上之山町２丁目２－３

瀬戸中水野店 愛知県瀬戸市中水野町１丁目５０２番地２

清須学校橋東店 愛知県清須市春日焼田２９番地１

清須二ツ池店 愛知県清須市春日二ツ池１０４番地

清須落合店 愛知県清須市春日落合３８番地

清洲丸の内店 愛知県清須市清洲丸の内１９３０

清須西市場店 愛知県清須市西市場四丁目１１－１１

清須桃栄店 愛知県清須市桃栄三丁目１１９番地

大府共和インター店 愛知県大府市共栄町３丁目４－８

阿久比植大店 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番２

東浦南ヶ丘店 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

知多西巽が丘店 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６

知多南粕谷店 愛知県知多市南粕谷新海１丁目３１番地の１

知多長浦インター店 愛知県知多市日長赤坂７８－３

長久手インター店 愛知県長久手市岩作中根原６０番地３

長久手武蔵塚店 愛知県長久手市武蔵塚１４０５番地

長久手南店 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地

津島市民病院前店 愛知県津島市橘町３丁目３９－１　２

津島警察署前店 愛知県津島市西柳原町二丁目１７番地１

東海東山店 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１

東海名和町店 愛知県東海市名和町東岨５０－１

半田緑ヶ丘店 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

新豊橋駅店 愛知県豊橋市駅前大通一丁目１３８番地

豊橋下地店 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋向山町店 愛知県豊橋市向山町字水車４７番９

豊橋船渡店 愛知県豊橋市船渡町字前田５８番４

豊橋小鷹野店 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３

豊川御津大草店 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

豊田井上店 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１

豊田運動公園前店 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

豊田朝日ケ丘店 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１

上郷センター西店 愛知県豊田市和会町上屋敷２３－１２

豊明阿野町店 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

豊明新栄町店 愛知県豊明市新栄町四丁目１４１番地

北名古屋中之郷店 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地

北名古屋熊之庄店 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１

西春西之保店 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地

北名古屋片場店 愛知県北名古屋市片場八瀬の木２４

港本宮町店 愛知県名古屋市港区本宮町８丁目２６番

守山森宮町店 愛知県名古屋市守山区森宮町５番

守山川宮町店 愛知県名古屋市守山区川宮町８１番

天子田四丁目店 愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番

名西康生通店 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

星ヶ丘ターミナル店 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地

東山線星ヶ丘駅店 愛知県名古屋市千種区井上町８５番１号先

錦三七間町通店 愛知県名古屋市中区錦３－２０－１７メイプル錦ビル１Ｆ

地下鉄金山店 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号　ループ金山地下２

名古屋新栄二丁目店 愛知県名古屋市中区新栄二丁目５０３番

鶴舞線上前津駅店 愛知県名古屋市中区大須四丁目１１番１５号先地下鉄鶴舞線上前津駅

助光二丁目店 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

中川住宅西店 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

中村森田町店 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号

日比津グランド前店 愛知県名古屋市中村区猪之越町３丁目６番２１号

近鉄名古屋駅１番ホーム前店 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

大名古屋ビルヂング店 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング地下１階

名駅南店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号

駈上店 愛知県名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号

名南上浜町店 愛知県名古屋市南区上浜町２９３

西志賀町三丁目店 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目８１番地

如意三丁目店 愛知県名古屋市北区如意３－９８
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名東貴船二丁目店 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番

一社駅北店 愛知県名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ

名東藤が丘店 愛知県名古屋市名東区小池町１２

清水山店 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３７１１

緑敷田店 愛知県名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地

名四弥富店 愛知県弥富市三好五丁目１番地１２

弥富操出店 愛知県弥富市操出３丁目２６番地１

おばた明野店 三重県伊勢市小俣町明野５３４番地２

近鉄四日市駅前店 三重県四日市市安島１丁目３１－１

四日市城東町店 三重県四日市市城東町２１－２０

四日市楠町東店 三重県四日市市楠町北五味塚１４４６番地１

磯部穴川店 三重県志摩市磯部町穴川１１７８－２

松阪五反田店 三重県松阪市五反田町三丁目１１３７番地２

松阪中部台店 三重県松阪市立野町４５１番地４

明和町店 三重県多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

津河芸町中別保店 三重県津市河芸町中別保字貝裏２４６

津城山店 三重県津市城山一丁目１６－１６

津新町店 三重県津市八町１丁目３－９

鈴鹿寺家店 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

日野北脇店 滋賀県蒲生郡日野町北脇１０９０

栗東安養寺一丁目店 滋賀県栗東市安養寺１丁目６－１９

栗東御園店 滋賀県栗東市御園１８１６

国道小柿店 滋賀県栗東市小柿３丁目１番１０号

湖南夏見店 滋賀県湖南市夏見４１８番地２

甲西三雲店 滋賀県湖南市三雲１０７２

水口本綾野店 滋賀県甲賀市水口町本綾野２－２

安曇川西万木店 滋賀県高島市安曇川町西万木

大津におの浜店 滋賀県大津市におの浜二丁目１番１７号

石山駅前店 滋賀県大津市粟津町９－２

大津京駅前店 滋賀県大津市皇子が丘２－１０－２７

大津大将軍店 滋賀県大津市大将軍１丁目８－１０

大将軍一丁目店 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号

大津平野店 滋賀県大津市平野２丁目９００番１０

大津雄琴駅前店 滋賀県大津市雄琴北１丁目２番１６号

東近江沖野五丁目店 滋賀県東近江市沖野五丁目１０番５－１号

野洲冨波店 滋賀県野洲市久野部８４番地１

六地蔵駅前店 京都府宇治市六地蔵奈良町７４番地１パデシオン六地蔵

宮津天橋立インター店 京都府宮津市字宮村小字下１０５６－１

近鉄新田辺駅前店 京都府京田辺市河原　食田２－３

葛野西通店 京都府京都市右京区西京極午塚町５７番

山科三条通店 京都府京都市山科区竹鼻　外田町２５－３７

烏丸今出川店 京都府京都市上京区今出川通室町東入今出川町３３１

堀川今出川店 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地

下津林芝ノ宮町店 京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

桂西滝川町店 京都府京都市西京区桂西滝川町１９番地

烏丸押小路店 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

京都御池通天神店 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町１

京阪五条店 京都府京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町１１番地２

サカタニ京阪七条店 京都府京都市東山区七条通本町西入日吉町２２２

深草龍大前店 京都府京都市伏見区深草綿森町３０－１

竹田駅前店 京都府京都市伏見区竹田内畑町１６０

園部小山西町店 京都府南丹市園部町小山西町打越２番１

舞鶴天台店 京都府舞鶴市上安１７７６番地１

福知山大江町店 京都府福知山市大江町河守６３６

茨木別院町店 大阪府茨木市別院町４－１

羽曳野しまだ病院前店 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１

小浦貝塚加神店 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号

貝塚半田店 大阪府貝塚市半田１丁目２－１１

吉井町二丁目店 大阪府岸和田市吉井町二丁目１９番２７号

高石加茂三丁目店 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号

高槻大塚町三丁目店 大阪府高槻市大塚町３－２３－７

堺錦綾町店 大阪府堺市堺区錦綾町２－３－１６

堺出島海岸通店 大阪府堺市堺区出島海岸通１丁１２番１３号

堺市立総合医療センター店 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号
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堺草部店 大阪府堺市西区草部２５７－１

堺大野芝町店 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１

堺日置荘原寺店 大阪府堺市東区日置荘原寺町２９番地の６

堺八下町店 大阪府堺市東区八下町二丁３２番２

堺菩提町店 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４

堺岩室店 大阪府堺市南区岩室９６－１

堺泉北竹城台店 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

ときはま長曽根町店 大阪府堺市北区長曽根町３０４８－２

四條畷しとみや店 大阪府四條畷市蔀屋本町１３－１１

守口竜田通一丁目店 大阪府守口市竜田通１－６－２

松原阿保三丁目店 大阪府松原市阿保三丁目１番１９号

天美我堂三丁目店 大阪府松原市天美我堂３丁目１２４番４

松原別所店 大阪府松原市別所八丁目１３番２５号

江坂町二丁目店 大阪府吹田市江坂町２丁目１２－４８

吹田山田西店 大阪府吹田市山田西２－７－１６

山田西四丁目店 大阪府吹田市山田西４－２－６

吹田山田南店 大阪府吹田市山田南３０－４

吹田栄通り商店会店 大阪府吹田市昭和町１０－１８

吹田大橋店 大阪府吹田市西御旅町１－８

名神吹田インター前店 大阪府吹田市青葉丘北７－３２

吹田千里山高塚店 大阪府吹田市千里山高塚９－２

万博記念公園店 大阪府吹田市千里万博公園１－２０

グローバルビレッジ津雲台店 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

吹田豊津町店 大阪府吹田市豊津町５３－１

摂津庄屋店 大阪府摂津市庄屋２丁目２番３９号

摂津別府店 大阪府摂津市別府３丁目１９－３

泉南砂川店 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１

忠岡東一丁目店 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目２２番２５号

阪南町五丁目店 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

文の里二丁目店 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里

新森二丁目店 大阪府大阪市旭区新森２－２４－２２

スバル森小路店 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１

市岡みなと通店 大阪府大阪市港区市岡元町３－１３－１０

大阪ベイタワー店 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番４号

此花島屋店 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

遠里小野二丁目店 大阪府大阪市住吉区遠里小野２丁目１０番３４号

長居西二丁目店 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

コスモスクエア店 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－５０

関目一丁目店 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７

関目三丁目店 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９

小浦桃谷駅東店 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目２－３

勝山北店 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４

鶴橋一丁目店 大阪府大阪市生野区鶴橋一丁目７－２７

江戸堀一丁目店 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０－２　肥後橋ニッタイビル

本田みなと通店 大阪府大阪市西区本田１－１０－１７

阿波座駅前店 大阪府大阪市西区立売堀５丁目１番１１号

岸里東二丁目店 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前店 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

島之内二丁目店 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９

内本町店 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５

鶴見諸口一丁目店 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号

上本町六丁目店 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３

天王寺駅北口店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

木村都島店 大阪府大阪市都島区中野町４－１０－１７

京橋店 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ

京橋駅北口店 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル

薬ヒグチ京橋店 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル

桑津五丁目店 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

桑津一丁目店 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

井高野一丁目店 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８

瑞光一丁目店 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－３－１５

菅原二丁目店 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３

井高野駅前店 大阪府大阪市東淀川区北江口四丁目７番４号



「ちいかわ」ラバークリップ２　ファミリーマート取り扱い店舗一覧 2021年8月20日現在

店舗名称 住所

中津三丁目店 大阪府大阪市北区中津３－７－４５

東天満一丁目店 大阪府大阪市北区東天満１丁目７－１７　東天満ビル

堂山町店 大阪府大阪市北区堂山町１７－８

ディアモールマーケットＳＴ店 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街３号　Ｇ３０５

阪急南方駅前店 大阪府大阪市淀川区西中島３－１５－１１

東三国四丁目店 大阪府大阪市淀川区東三国４－１８－６

四条畷駅前店 大阪府大東市学園町３番４号

ＪＲ四条畷駅西口店 大阪府大東市北新町１８－１

石橋駅東店 大阪府池田市石橋２ー２－１４

池田駅南店 大阪府池田市満寿美町１－８－１０１

薬ヒグチ岩田南店 大阪府東大阪市岩田町３丁目１０－１５

東大阪新庄南店 大阪府東大阪市新庄南７－１３

東大阪森河内東店 大阪府東大阪市森河内東１丁目２２－１５

長田駅南店 大阪府東大阪市長田中１－４－１９

ひょうたん山北店 大阪府東大阪市本町６－１７

太子町山田店 大阪府南河内郡太子町山田２８８－１

国分駅西口店 大阪府柏原市国分西１－１－１７

八尾旭ヶ丘店 大阪府八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地

近商ストアハーベス山本店 大阪府八尾市山本町南１丁目９番２４号

八尾天王寺屋店 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番

能勢町栗栖店 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５

豊能町余野店 大阪府豊能郡豊能町余野２１６

枚方池之宮店 大阪府枚方市池之宮１丁目１３－１２

枚方藤阪元町店 大阪府枚方市藤阪元町１丁目１番１６号

枚方牧野本町店 大阪府枚方市牧野本町１丁目２２番１６号

箕面粟生外院店 大阪府箕面市粟生外院二丁目１７－８

箕面西宿店 大阪府箕面市西宿１－６－７

箕面船場店 大阪府箕面市船場西３－１－４１

箕面市役所前店 大阪府箕面市牧落１－７－２５

門真元町店 大阪府門真市元町１－６

門真元町中店 大阪府門真市元町９－２３

門真三ツ島六丁目店 大阪府門真市三ツ島６丁目３番２号

門真上野口町店 大阪府門真市上野口町５８－１２

新宮平野店 兵庫県たつの市新宮町平野９９－１０８

伊丹中野東店 兵庫県伊丹市中野東一丁目３８１

加古川稲屋店 兵庫県加古川市加古川町稲屋１３５番１

加古川あいおい橋店 兵庫県加古川市尾上町養田二丁目７８番地

新野辺北町店 兵庫県加古川市別府町新野辺北町１丁目１４番地

加古川別府西脇店 兵庫県加古川市別府町西脇１８１－１

西村書店加西店 兵庫県加西市北条町横尾２８５－１

Ｕライン名谷駅売店 兵庫県神戸市須磨区中落合２丁目

押部谷木幡店 兵庫県神戸市西区押部谷町木幡字下松原２２５番地

春日野道駅前店 兵庫県神戸市中央区筒井町３丁目１８－７

新長田駅北店 兵庫県神戸市長田区松野通一丁目５番１４号

長田神社前店 兵庫県神戸市長田区長田町２丁目１番２８号

ＪＲ鷹取駅前店 兵庫県神戸市長田区浪松町２丁目１－１２

神戸城内通店 兵庫県神戸市灘区城内通３丁目３－４

兵庫駅前店 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－１

鹿の子台店 兵庫県神戸市北区長尾町宅原４０４－１

阪急門戸厄神駅前店 兵庫県西宮市下大市東町９番３号

西宮久保町店 兵庫県西宮市久保町７－２１

西宮宮西店 兵庫県西宮市宮西町９番１４号

今津駅前店 兵庫県西宮市津門宝津町１１－９

西宮里中町店 兵庫県西宮市里中町３－１２－２９

赤穂中広店 兵庫県赤穂市加里屋中洲６丁目５番１

川西久代店 兵庫県川西市久代３－２２－１４

川西鼓が滝店 兵庫県川西市鼓が滝二丁目１番３２号

川西能勢口駅北店 兵庫県川西市中央町１０番１号

川西中央店 兵庫県川西市美園町２－１４

猪名川パークタウン店 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４

柏原南多田店 兵庫県丹波市柏原町柏原２６７２－１

立花東店 兵庫県尼崎市三反田町一丁目１３番１

東園田町六丁目店 兵庫県尼崎市東園田町六丁目５３番２

錦橋店 兵庫県尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号
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逆瀬台一丁目店 兵庫県宝塚市逆瀬台一丁目１番１１号

小林四丁目店 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

明石小久保二丁目店 兵庫県明石市小久保二丁目１１番地４

葛城忍海店 奈良県葛城市忍海４８６番地３

近鉄五位堂駅改札外橋上店 奈良県香芝市瓦口２６８

桜井安倍木店 奈良県桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５

近鉄桜井駅前店 奈良県桜井市桜井１９０－２

桜井市役所南店 奈良県桜井市大字粟殿１５８番２

生駒上町店 奈良県生駒市上町９２番地

近鉄東生駒駅前店 奈良県生駒市東生駒１－５－１

エムズドラッグ大和高田店 奈良県大和高田市市場７９６－２

近鉄天理駅前店 奈良県天理市川原城町８１５番地

天理柳本店 奈良県天理市柳本町７００番地４

奈良三条檜町店 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

近鉄西大寺駅改札内橋上店 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店 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１

奈良藤ノ木台店 奈良県奈良市中町２２９番地の１

河合店 奈良県北葛城郡河合町西山台５２４－１８

桃山町調月店 和歌山県紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２

田辺栄町店 和歌山県田辺市栄町２４－１

田辺新庄店 和歌山県田辺市新庄町２０６４－１

和歌山インター店 和歌山県和歌山市出島４１番地３

和歌山県庁正門前店 和歌山県和歌山市小松原通１－１－３６

和歌山鳴神店 和歌山県和歌山市鳴神字畠ヶ逢１０５４－１

倉吉駅前通り店 鳥取県倉吉市山根６２０番１

雲南加茂店 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１

松江下東川津店 島根県松江市下東川津町１６１番地１

松江菅田店 島根県松江市菅田町１５番地１

ＴＳＵＴＡＹＡ井原店 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

福成二丁目店 岡山県岡山市南区福成二丁目２１番２２号

岡山庭瀬店 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山東島田店 岡山県岡山市北区東島田町１－７－１７

玉野東児店 岡山県玉野市梶岡６４１番地の１

新倉敷北店 岡山県倉敷市玉島爪崎字西壱丁目２１２番地２

玉島八島店 岡山県倉敷市玉島八島７９８番地

倉敷西阿知店 岡山県倉敷市西阿知町西原１０７１－２０

浜田一丁目店 広島県安芸郡府中町浜田１丁目６番１０号

広中新開店 広島県呉市広中新開１丁目１１番１２号

上安一丁目店 広島県広島市安佐南区上安１丁目２０

Ａシティー店 広島県広島市安佐南区大塚西６－１３－１

安佐市民病院店 広島県広島市安佐北区可部南二丁目１番１号

広島井口台店 広島県広島市西区井口台二丁目１０番２８号

井口鈴が台店 広島県広島市西区井口鈴が台１－１－６

己斐本町二丁目店 広島県広島市西区己斐本町二丁目７番１８号

広島三滝本町店 広島県広島市西区三滝本町一丁目１番１２号

中広三丁目店 広島県広島市西区中広町３－１１－９

南観音町店 広島県広島市西区南観音町２０－１

楠木町三丁目店 広島県広島市西区楠木町三丁目６－１５

小町店 広島県広島市中区小町１－２０

広島西白島店 広島県広島市中区西白島町１５－１

広島駅北口店 広島県広島市東区若草町１２－１

広島曙二丁目店 広島県広島市東区曙２丁目８－２１

三原中之町店 広島県三原市中之町３－１１－２

世羅町店 広島県世羅郡世羅町大字寺町１１５４－１

宮内串戸駅前店 広島県廿日市市串戸４丁目１４番１４

地御前店 広島県廿日市市地御前２４６番地４

府中目崎店 広島県府中市目崎町３１２番地２

福山引野町店 広島県福山市引野町４丁目１３－１２

福山佐波町店 広島県福山市佐波町１２９番１

神辺町新湯野店 広島県福山市神辺町大字新湯野４２番地５

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

宇部妻崎開作店 山口県宇部市大字妻崎開作５２４番地１

宇部東岐波店 山口県宇部市大字東岐波５６１７番１１

済生会下関総合病院店 山口県下関市安岡８－５－１
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下関大学町店 山口県下関市大学町４丁目１０番１４号

岩国麻里布店 山口県岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

周南久米北店 山口県周南市大字久米２８９３番３

防府自力町店 山口県防府市自力町１１番５号

防府鋳物師町店 山口県防府市鋳物師町１４９１番１

柳井新庄店 山口県柳井市柳井４８３９－１

市場町店 徳島県阿波市市場町山野上字白坂２４９－１１

三好三野町店 徳島県三好市三野町太刀野６８１番地１

板野町川端店 徳島県板野郡板野町川端字手崎４３番１

鳴門姫田店 徳島県鳴門市大麻町姫田字久原１８

香南町由佐店 香川県高松市香南町由佐１８５番地１

Ａコープいよ店 愛媛県伊予市市場１２７－１

宇和島桝形店 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

今治郷本町店 愛媛県今治市郷本町二丁目５８６番５　他１３筆

今治別宮町店 愛媛県今治市別宮町二丁目１－８

松山石手二丁目店 愛媛県松山市石手二丁目５番１７号

堀江町店 愛媛県松山市堀江町甲１７９９

西条小松新屋敷店 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４９９番地

東温野田店 愛媛県東温市野田２丁目４８３番地１

ほにや帯屋町店 高知県高知市帯屋町二丁目２番４号

桂浜通店 高知県高知市長浜５７２２番地３

高知福井西店 高知県高知市福井町３１２９

高知市役所店 高知県高知市本町五丁目１番４５号

鞍手小牧店 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧字居尻５３７番１

桂川土師店 福岡県嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地

ＪＲ久留米駅店 福岡県久留米市城南町２番３４

久留米金島駅南店 福岡県久留米市北野町　八重亀１０１番地２

苅田臨空団地店 福岡県京都郡苅田町大字苅田３７８７－６４

糸島加布里店 福岡県糸島市加布里一丁目４番１２号

春日小倉二丁目店 福岡県春日市小倉二丁目１３４－１

志免南里一丁目店 福岡県糟屋郡志免町南里１丁目３－３１

大牟田本町店 福岡県大牟田市本町６－１－９

大野城山田店 福岡県大野城市山田５丁目１番１号

大野城仲畑三丁目店 福岡県大野城市仲畑３丁目１１－２４

筑紫駅前店 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

直方菜の花大橋東店 福岡県直方市大字感田２６３１番１

那珂川片縄店 福岡県那珂川市片縄４丁目２３

ドラッグイレブン別府店 福岡県福岡市城南区別府５丁目７番

ＪＲ姪浜駅店 福岡県福岡市西区姪浜４丁目８－１

福岡原八丁目店 福岡県福岡市早良区原八丁目１番１６号

福岡城西三丁目店 福岡県福岡市早良区城西三丁目１８番２６号

藤崎駅前店 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１－３４

福岡清川一丁目店 福岡県福岡市中央区清川１丁目９番２０号

御島崎２丁目店 福岡県福岡市東区御島崎２丁目７－３０

ＪＲ香椎駅店 福岡県福岡市東区香椎駅前１－１１－１

千早５丁目店 福岡県福岡市東区千早５丁目４－２５

福岡大橋二丁目店 福岡県福岡市南区大橋二丁目１１番２８号

福岡柳瀬一丁目店 福岡県福岡市南区柳瀬１丁目３－３

博多古門戸町店 福岡県福岡市博多区神屋町４－５ＫＳ神屋町ビル

博多駅中央通路店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

博多駅南２丁目店 福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１９－１５

博多美野島３丁目店 福岡県福岡市博多区美野島３丁目１番８０号

博多美野島一丁目店 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番５号

ＪＲ福間駅店 福岡県福津市中央３丁目１－１

戸畑中原東２丁目店 福岡県北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５

小倉重住二丁目店 福岡県北九州市小倉南区重住二丁目５－６

小倉沼緑町店 福岡県北九州市小倉南区沼緑町５丁目１番１８号

小倉中吉田六丁目店 福岡県北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番２号

小倉上到津二丁目店 福岡県北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号

ＪＲ小倉駅店 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

小倉駅北口店 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

小倉朝日ヶ丘店 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６－１４

小倉明和町店 福岡県北九州市小倉北区明和町５番１８号

八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４
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八幡西黒崎２丁目店 福岡県北九州市八幡西区黒崎２丁目１－１

上宮永店 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６

佐賀多布施店 佐賀県佐賀市多布施二丁目４番１６号

神埼日の隈店 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

佐世保吉岡町店 長崎県佐世保市吉岡町１７７６－１３

大村杭出津一丁目店 長崎県大村市杭出津１丁目５１８－１

大村小路口町店 長崎県大村市小路口町２４４－５

長崎恵美須町店 長崎県長崎市恵美須町２－５

長崎松原町店 長崎県長崎市松原町２６４９－１

諫早金谷町店 長崎県諫早市金谷町５５５－１

小国宮原店 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

阿蘇市役所前店 熊本県阿蘇市一の宮町　宮地１８０６－１

宇城豊福店 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１

サンロードシティ店 熊本県球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

ドラッグイレブン玉名店 熊本県玉名市立願寺字池田上２１１－１

熊本島崎４丁目店 熊本県熊本市西区島崎４丁目１番１号

サクラマチ店 熊本県熊本市中央区桜町３－１０

熊本出仲間３丁目店 熊本県熊本市南区出仲間３丁目４番１３７号

植木豊田店 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

合志豊岡店 熊本県合志市豊岡２０００－２１５９

山鹿日輪寺前店 熊本県山鹿市杉１６４５－１

山都町店 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１

サンロード中青井店 熊本県人吉市中青井町２９６番地

本渡古川店 熊本県天草市古川町２２

八代港町店 熊本県八代市港町３８－２

ＪＲ八代駅店 熊本県八代市萩原町１丁目１－１

八代平山新町店 熊本県八代市平山新町２５０９－１

杵築山香店 大分県杵築市山香町　大字広瀬４８１－１

住吉浜店 大分県杵築市大字守江字塩屋原４７７８－６

三川店 大分県大分市三川下３－６－１５

大分下戸次店 大分県大分市大字下戸次１５３８－２

大分寒田店 大分県大分市大字宮崎１４９６－１

中戸次店 大分県大分市大字中戸次４８１３番地

猪野店 大分県大分市大字猪野字實操７１９－１、他１筆

野津原店 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１

大分都町四丁目店 大分県大分市都町四丁目２番１９号

アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町１番１４号

中津永添店 大分県中津市大字永添８２０番１７

中津宮夫店 大分県中津市大字宮夫６２番地１

中津大貞店 大分県中津市大字大貞字３７１－７７

日田淡窓店 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号

ＪＲ亀川駅前店 大分県別府市亀川浜田町７番２４号

別府石垣西店 大分県別府市石垣西７丁目４－１５

豊後大野緒方店 大分県豊後大野市緒方町馬場１４－１

大淀二丁目店 宮崎県宮崎市大淀二丁目８４番地１

宮崎霧島二丁目店 宮崎県宮崎市霧島二丁目８６番

都城小松原店 宮崎県都城市小松原町５号７番

都北町店 宮崎県都城市都北町６４１５番地

南郷上中村店 宮崎県日南市南郷町中村甲６６６番地

はとや新生町店 鹿児島県姶良市加治木町新生町１８７－３

はとや反土店 鹿児島県姶良市加治木町反土１４０８番地１

蒲生久徳店 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳２５６３番

さつま町広瀬店 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬１４０５番地１

さつま町船木店 鹿児島県薩摩郡さつま町船木６４８番地４

入来日ノ丸店 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名７１０１

鹿屋札元一丁目店 鹿児島県鹿屋市札元一丁目３８３９－９

鹿屋打馬一丁目店 鹿児島県鹿屋市打馬１－３－３０

オロシティー店 鹿児島県鹿児島市卸本町５番３２号

卸本町店 鹿児島県鹿児島市卸本町７ー２

よかど鹿児島／Ｓ店 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

坂元店 鹿児島県鹿児島市坂元町２３－５

坂之上駅前店 鹿児島県鹿児島市坂之上五丁目３番２号

鹿児島大学病院店 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５番１号

紫原中学校前店 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目４１－４
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文化町店 鹿児島県出水市文化町２７－３

亀津南店 鹿児島県大島郡徳之島町亀津７１１５－２

加世田本町店 鹿児島県南さつま市加世田本町１５－６

伊集院下谷口店 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１８０６－１

枕崎高見店 鹿児島県枕崎市高見町２８６番地

隼人京セラ工場前店 鹿児島県霧島市隼人町内１００３番地１

パイプライン嘉数店 沖縄県宜野湾市嘉数４丁目２６番１２号

宜野湾上原店 沖縄県宜野湾市上原２丁目１０番９号

石垣新川シード店 沖縄県石垣市字新川４３９番１

石垣八重山支庁前店 沖縄県石垣市字真栄里４６９－１

石垣市役所前店 沖縄県石垣市字石垣２７０－８

石垣磯辺店 沖縄県石垣市大浜１３４９－２１０

オーケイ嘉手納店 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納４７７

西原中学校前店 沖縄県中頭郡西原町小波津３番地

中城南上原店 沖縄県中頭郡中城村字南上原７５６番１

北中喜舎場店 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場２７４－１

北中和仁屋店 沖縄県中頭郡北中城村和仁屋１８９－４

津嘉山みなみ店 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１５９６番１

八重瀬外間店 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

与那原嶺井入口店 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

プラスりうぼう泉崎店 沖縄県那覇市泉崎２丁目２３‐２


