
◆ヤオコー

＜埼玉県＞

(い)入間市 入間下藤沢店、入間仏子店-
(い)伊奈町 伊奈店-
(お)小川町 みどりが丘店-
(お)越生町 越生店-
(か)川島町 川島店-
(か)川越市 川越山田店、川越的場店、川越新宿店-
(か)川口市 川口朝日店-
(か)春日部市 南桜井店-
(か)上里町 上里店-
(き)北本市 北本店-
(き)行田市 行田門井店、行田藤原店-
(く)久喜市 菖蒲店-
(く)熊谷市 熊谷箱田店、籠原店-
(こ)越谷市 越谷蒲生店-
(こ)鴻巣市 鴻巣逆川店、鴻巣免許センター前店-
(さ)坂戸市 千代田店-
(さ)さいたま市 大宮宮原店、大宮大成店、大宮盆栽町店、大宮上小町店-
(さ)さいたま市 浦和上木崎店、浦和大久保店、岩槻西町店-
(さ)狭山市 入曽店、北入曾店、狭山店-
(さ)幸手市 幸手店-
(し)白岡市 新白岡店-
(そ)草加市 草加原町店-
(ち)秩父市 秩父大野原店、秩父上野町店-
(つ)鶴ケ島市 若葉駅西口店-
(と)所沢市 所沢北原店、所沢松井店-
(に)新座市 新座店-
(ふ)ふじみ野市 上福岡西口店、上福岡岡林店-
(ふ)富士見市 富士見羽沢店-
(ふ)深谷市 深谷上野台店、深谷国済寺店-
(み)三芳町 三芳藤久保店-
(み)皆野町 皆野店-
(も)毛呂山町 長瀬店-
(ほ)本庄市 児玉バイパス店-
(よ)寄居町 寄居店-
(ら)嵐山町 嵐山バイパス店-
(わ)蕨市 蕨南町店-



＜東京都＞

(お)青梅市 青梅今寺店-
(た)立川市 西武立川駅前店、立川若葉町店-
(ひ)東大和市 東大和店-
(こ)小平市 小平回田店-
(ち)調布市 八百幸成城店-
(い)稲城市 稲城南山店、フレスポ若葉台店-

◆マミーマート

(あ)上尾市 小敷谷店-
(い)入間市 金子店-
(お)桶川市 桶川坂田店-
(か)川越市 神明町店-
(か)川口市 芝園店、川口芝店、川口安行店-
(き)行田市 行田谷郷店-
(き)北本市 深井店-
(く)熊谷市 熊谷店、籠原店-
(く)久喜市 菖蒲店、栗橋店-
(こ)鴻巣市 生出塚店、北鴻巣店-
(こ)越谷市 弥十郎店-
(さ)坂戸市 千代田店、にっさい店-
(さ)さいたま市 西堀店、西浦和店、岩槻店-
(し)白岡市 白岡店-
(し)志木市 上宗岡店-
(す)杉戸町 杉戸店-
(と)所沢市 狭山ヶ丘店、所沢山口店、小手指店-
(は)蓮田市 蓮田店、蓮田山ノ内店-
(は)飯能市 飯能武蔵丘店-
(ひ)東松山市 松山町店、高坂店、沢口町店、松楓台店-
(ふ)ふじみ野市 鶴ヶ舞店-
(み)三芳町 三芳店-

◆やおよし

(お)小川町 小川店-
(ち)秩父市 荒川店-
(み)皆野町 皆野店-
(よ)横瀬町 横瀬店-



◆フレッセイ

(く)熊谷市 籠原店-
(ふ)深谷市 田谷店-
(ほ)本庄市 児玉店-

◆とりせん

(き)北本市 北本店-

◆エコス

(か)川越市 木野目店、的場店-

◆コープ

(お)桶川市 桶川店-
(と)所沢市 新所沢店-

◆ＴＯＰ

(か)春日部市 春日部店-
(ふ)ふじみ野市 苗間店-

◆フジマート

(な)長瀞町 長瀞店-

◆ミニストップ

(い)入間市 入間市駅前店-
(お)小川町 小川角山店-
(か)川島町 川島中山店-
(か)川越市 川越石田店、川越岸町店-
(こ)鴻巣市 鴻巣松原店-
(さ)坂戸市 坂戸駅北口店、北坂戸駅前店-
(さ)さいたま市 岩槻城南店-
(さ)狭山市 新狭山店-
(つ)鶴ヶ島市 鶴ヶ島脚折４丁目店-
(な)滑川町 滑川月輪店-
(ひ)日高市 日高南平沢店-
(ふ)富士見市 富士見鶴瀬西店、富士見鶴瀬東店、ふじみ野駅西口店-
(よ)吉見町 吉見下細谷店-
(ら)嵐山町 嵐山川島店-



◆ローソン

(い)入間市 入間市役所前店-
(お)小川町 小川町東小川四丁目店、小川町駅前店、小川町大塚店-
(お)桶川市 桶川神明一丁目店、桶川下日出谷店、桶川川田谷南店-
(お)桶川市 桶川上日出谷殿店-
(お)越生町 越生西和田店、越生如意店-
(か)川島町 川島上伊草店、川島町戸守店、川島吉原店、川島一本木店-
(か)川越市 川越木野目六角店、川越福田店、川越仙波町店-
(か)川越市 川越街道新河岸店、川越小室店、川越鴨田店-
(か)川越市 川越笠幡上野前店、川越下松原店-
(か)川口市 川口長蔵一丁目店-
(か)春日部市 春日部豊町三丁目店-
(こ)鴻巣市 鴻巣本町 丁目店- 7
(こ)越谷市 越谷七左町店、越谷宮本店、越谷下間久里仲田店-
(さ)坂戸市 坂戸上吉田店、坂戸駅北口店、坂戸石井店、坂戸萱方店-
(さ)狭山市 新狭山駅北口店、狭山上赤坂店、狭山富士見二丁目店-
(さ)狭山市 狭山祇園店、狭山台けやき台店、狭山加佐志店-
(さ)狭山市 狭山台店、狭山柏原店、新狭山店、狭山広瀬三丁目店-
(さ)狭山市 狭山上奥富店、狭山下奥富店-
(そ)草加市 草加新栄道上店-
(つ)鶴ケ島市 鶴ヶ島鶴ヶ丘店、鶴ヶ島東口店、鶴ヶ島脚折店-
(つ)鶴ケ島市 圏央道鶴ヶ島インター前店-
(と)所沢市 所沢下富北店、所沢下富駿河台店、所沢中富店-
(と)所沢市 所沢向陽町店、所沢美原町店-
(な)滑川町 滑川森林公園駅前店、滑川羽尾店-
(は)蓮田市 蓮田閏戸店-
(ひ)東松山市 東松山高坂店、東松山向台店、東松山沢口町店-
(ひ)東松山市 東松山大谷中堀店、東松山小松原町店-
(ひ)東松山 東松山加美町店、東松山美土里店、東松山上唐子中央店-
(ひ)東松山市 東松山バイパス店-
(ふ)ふじみ野市 大井武蔵野店-
(み)三芳町 三芳北永井店、三芳藤久保店、三芳藤久保東店-
(も)毛呂山町 毛呂山長瀬店、毛呂山葛貫店、毛呂山旭台店-
(よ)吉見町 吉見町江綱店、吉見松崎店-
(ら)嵐山町 嵐山町むさし台店-



◆ファミリーマート

(あ)上尾市 上尾藤波店-
(い)入間市 入間春日町店、入間豊岡店-
(い)伊奈町 伊奈学園前店-
(お)小川町 小川日赤前店-
(お)桶川市 桶川上日出谷店-
(か)川島町 川島正直店、川島三保谷店-
(か)川越市 川越市駅前店、川越田町店、川越元町札の辻店、川越山田東店-
(か)川越市 南大塚駅北口店、川越笠幡駅東店、川越笠幡店、川越的場店-
(か)川越市 川越的場北店、川越伊勢原店、川越吉田店、川越府川高畑店-
(か)川越市 埼玉医大東店、川越小仙波店、川越砂新田東店、川越今福店-
(か)川越市 川越砂新田店、川越砂新田四丁目店、川越かし野台店、川越通町店-
(か)川越市 川越豊田本店、川越今成四丁目店、川越三番町店、川越インター店-
(か)川越市 川越朝比奈親水公園前店、鶴ヶ島駅西店、川越鴨田店-
(か)川越市 川越小仙波町二丁目店、川越岸町一丁目店、川越熊野町店-
(き)北本市 片山北本店-
(こ)越谷市 越谷七左エ門通り店-
(さ)坂戸市 坂戸千代田一丁目店、坂戸薬師町店、坂戸塚越店、坂戸青木店-
(さ)坂戸市 坂戸駅南けやき通り店、一本松駅北店-
(さ)狭山市 柏原ニュータウン店、狭山赤坂店、入曽店、入間川病院前店-
(さ)狭山市 狭山富士見通り店、新狭山駅前店、狭山広瀬店、広瀬東店-
(さ)狭山市 狭山柏原南店、新狭山二丁目店-
(つ)鶴ヶ島市 鶴ヶ島五味ヶ谷店、鶴ヶ島富士見四丁目店、鶴ヶ島鉄砲通り店-
(つ)鶴ヶ島市 鶴ヶ島駅前店-
(と)所沢市 所沢ニュータウン店、所沢緑町二丁目店-
(と)ときがわ町 野原五明店、野原都幾川店-
(な)滑川町 山喜屋滑川店、滑川店-
(ひ)東松山市 大野東松山駅東口店、東松山神明町店、東松山東平店-
(ひ)東松山市 東松山松山町店、東松山石橋店-
(ひ)日高市 日高高富店-
(ふ)ふじみ野市 ふじみ野鶴ヶ丘店、ふじみ野さくら通り店、大井亀久保店-
(ふ)ふじみ野市 ふじみ野二丁目店-
(み)三芳町 三芳上富店-
(も)毛呂山町 毛呂山埼玉医大前店、城西大学前店-
(ら)嵐山町 嵐山むさし台店、嵐山店-



◆サンクス

(つ)鶴ヶ島市 鶴ヶ島三ツ木店-
(ひ)東松山市 東松山岡沼店-
(ふ)ふじみ野市 大井うれし野店-
(み)三芳町 三芳長久保店-

◆デイリーヤマザキ

(お)小川町 小川日赤病院前店-
(き)北本市 北本二ツ家店-
(さ)さいたま市 さいたま平林寺店-
(さ)坂戸市 坂戸緑町店-
(と)所沢市 所沢下富店-
(ひ)東松山市 東松山石橋店、東松山インター店-
(ひ)日高市 高麗川十一屋店-
(み)三芳町 三芳はなみずき通り店-

◆その他

(お)小川町 からあげ鳥章-
(か)川島町 ラーメン山岡屋川島店-
(か)川越市 柳屋酒店、公文初雁教室-
(さ)坂戸市 ホルモン屋北坂戸店-
(つ)鶴ヶ島市 若葉駅前出張所-
(と)ときがわ町 ナカムラストアー-
(な)滑川町 ラーメンかえで-
(は)鳩山町 カラオケグリニッチ、ひばり保育園-
(ひ)東松山市 ラーメン永楽、美容室 、小池茂八商店、ラーメン福寿苑- BIGHEAD


