
チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 東札幌店 ﾋｶﾞｼｻｯﾎﾟﾛﾃﾝ 003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目 北海道 011-821-1332
サンクス 定山渓店 ｼﾞﾖｳｻﾞﾝｹｲﾃﾝ 061-2301 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地 北海道 011-598-4252
サンクス 中の島店 ﾅｶﾉｼﾏﾃﾝ 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目 北海道 011-812-3866
サンクス 平岸５条店 ﾋﾗｷﾞｼ5ｼﾞﾖｳﾃﾝ 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸５条１０丁目７－１ 北海道 011-841-5531
サンクス 北丘珠店 ｷﾀｵｶﾀﾞﾏﾃﾝ 007-0882 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０ 北海道 011-791-1671
サンクス 東豊店 ﾄｳﾎｳﾃﾝ 007-0814 北海道札幌市東区東苗穂１４条２－１７－１０ 北海道 011-791-2016
サンクス 平岸３条店 ﾋﾗｷﾞｼ3ｼﾞｮｳﾃﾝ 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条４－８－１ 北海道 011-820-4880
サンクス 菊水１条店 ｷｸｽｲ1ｼﾞｮｳﾃﾝ 003-0801 北海道札幌市白石区菊水１条２－３－８ 北海道 011-824-4012
サンクス 丘珠空港通店 ｵｶﾀﾞﾏｸｳｺｳﾄﾃﾝ 007-0874 北海道札幌市東区伏古１４条５－１－２０ 北海道 011-781-2007
サンクス 登別栄町店 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂｻｶｴﾏﾁﾃﾝ 059-0033 北海道登別市栄町１－１５－１ 北海道 0143-87-3865
サンクス 室蘭東翔高校前店 ﾑﾛﾗﾝﾄｳｼｮｳｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 050-0072 北海道室蘭市高砂町４－３４－１２ 北海道 0143-43-9395
サンクス 新十津川店 ｼﾝﾄﾂｶﾜﾃﾝ 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央６－５８ 北海道 0125-76-4820
サンクス 中登別店 ﾅｶﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂﾃﾝ 059-0463 北海道登別市中登別町１７０ 北海道 0143-84-3189
サンクス 函館昭和店 ﾊｺﾀﾞﾃｼｮｳﾜﾃﾝ 041-0812 北海道函館市昭和２ー４ー１４ 北海道 0138-45-1745
サンクス 南４条店 ﾐﾅﾐ4ｼﾞｮｳﾃﾝ 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西５ー５ 北海道 011-231-6550
サンクス 幌別２丁目店 ﾎﾛﾍﾞﾂ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 059-0013 北海道登別市幌別町２－２６－１ 北海道 0143-88-3330
サンクス 発寒７条店 ﾊﾂｻﾑﾅﾅｼﾞﾖｳﾃﾝ 063-0827 北海道札幌市西区発寒７条１３－１－１ 北海道 011-666-9951
サンクス 北２９条西店 ｷﾀ29ｼﾞﾖｳﾆｼﾃﾝ 001-0029 北海道札幌市北区北２９条西１２丁目３－５ 北海道 011-756-7755
サンクス 西岡３条店 ﾆｼｵｶ3ｼﾞﾖｳﾃﾝ 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡３条１－４－１ 北海道 011-853-4115
サンクス 札幌元町店 ｻﾂﾎﾟﾛﾓﾄﾏﾁﾃﾝ 065-0022 北海道札幌市東区北２２条東１８ 北海道 011-783-0667
サンクス 篠路１条店 ｼﾉﾛ1ｼﾞﾖｳﾃﾝ 002-8021 北海道札幌市北区篠路１条１０－１－１０ 北海道 011-775-3633
サンクス 稲穂２条店 ｲﾅﾎ2ｼﾞﾖｳﾃﾝ 006-0032 北海道札幌市手稲区稲穂２条７丁目 北海道 011-681-9333
サンクス 美しが丘３条店 ｳﾂｸｼｶﾞｵｶ3ｼﾃﾝ 004-0813 北海道札幌市清田区美しが丘３条２－１２０－２９ 北海道 011-884-7766
サンクス 新川３条店 ｼﾝｶﾜ3ｼﾞﾖｳﾃﾝ 001-0923 北海道札幌市北区新川３条１６丁目５９５－２９９ 北海道 011-763-5355
サンクス 北３２条西店 ｷﾀ32ｼﾞﾖｳﾆｼﾃﾝ 001-0032 北海道札幌市北区北３２条西４丁目３－２５ 北海道 011-726-2854
サンクス 苫小牧若草店 ﾄﾏｺﾏｲﾜｶｸｻﾃﾝ 053-0021 北海道苫小牧市若草町５丁目５－２ 北海道 0144-35-3360
サンクス 札幌駅西口店 ｻｯﾎﾟﾛｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 060-0806 北海道札幌市北区北６条西６丁目１－４ 北海道 011-241-5545
サンクス 厚別東５条店 ｱﾂﾍﾞﾂﾋｶﾞｼ5ﾃﾝ 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４ 北海道 011-898-3911
サンクス 北１０条東店 ｷﾀ10ｼﾞﾖｳﾋｶﾃﾝ 065-0010 北海道札幌市東区北１０条東２丁目４０－１１ 北海道 011-702-5150
サンクス 岩見沢１０条東店 ｲﾜﾐｻﾞﾜ10ｼﾞﾃﾝ 068-0010 北海道岩見沢市１０条東１丁目１－１ 北海道 0126-25-5810
サンクス 北１１条東店 ｷﾀ11ｼﾞﾖｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 065-0011 北海道札幌市東区北１１条東６丁目１４－１７ 北海道 011-702-7022
サンクス すすきの店 ｽｽｷﾉﾃﾝ 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西３丁目１１－２ 北海道 011-531-2365
サンクス 室蘭東町店 ﾑﾛﾗﾝﾋｶﾞｼﾏﾁﾃﾝ 050-0083 北海道室蘭市東町１－２９－４ 北海道 0143-47-5545
サンクス 野幌若葉店 ﾉﾂﾎﾟﾛﾜｶﾊﾞﾃﾝ 069-0831 北海道江別市野幌若葉町３８－１５ 北海道 011-389-7666
サンクス 札幌流通団地店 ｻｯﾎﾟﾛﾘｭｳﾂｳﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 003-0030 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－２８ 北海道 011-846-7585
サンクス 滝川官公庁通り店 ﾀｷｶﾜｶﾝｺｳﾁｮｳﾄｵﾘﾃﾝ 073-0022 北海道滝川市大町２丁目２６３ 北海道 0125-24-4501
サンクス メイプル通り店 ﾒｲﾌﾟﾙﾄﾞｵﾘﾃﾝ 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西３丁目１－４ 北海道 011-513-1521
サンクス 千歳本町店 ﾁﾄｾﾎﾝﾁﾖｳﾃﾝ 066-0047 北海道千歳市本町２－２０－１ 北海道 0123-23-1890
サンクス 石山１条店 ｲｼﾔﾏ1ｼﾞｮｳﾃﾝ 005-0841 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０ 北海道 011-591-1525
サンクス 苫小牧明野店 ﾄﾏｺﾏｲｱｹﾉﾃﾝ 053-0054 北海道苫小牧市明野新町１―２―２０ 北海道 0144-57-5513
サンクス 千歳インター店 ﾁﾄｾｲﾝﾀｰﾃﾝ 066-0045 北海道千歳市真々地２丁目１－５ 北海道 0123-27-2711
サンクス 稲穂１条店 ｲﾅﾎ1ｼﾞｮｳﾃﾝ 006-0031 北海道札幌市手稲区稲穂１条３丁目３－２２ 北海道 011-694-8415
サンクス 中道２丁目店 ﾅｶﾐﾁ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 041-0853 北海道函館市中道２－１１－６ 北海道 0138-32-9711
サンクス 札幌ドーム前店 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞｰﾑﾏｴﾃﾝ 062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条１丁目１－８ 北海道 011-859-1863
サンクス 小樽長橋５丁目店 ｵﾀﾙﾅｶﾞﾊﾞｼ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 047-0036 北海道小樽市長橋５丁目２２－２７ 北海道 0134-21-2872
サンクス 岩見沢美園１条店 ｲﾜﾐｻﾞﾜﾐｿﾉ1ｼﾞｮｳﾃﾝ 068-0811 北海道岩見沢市美園１条３丁目２１ 北海道 0126-24-7153
サンクス 川下３条店 ｶﾜｼﾓ3ｼﾞｮｳﾃﾝ 003-0863 北海道札幌市白石区川下３条３丁目１－１ 北海道 011-876-2031
サンクス 千歳中央大通店 ﾁﾄｾﾁｭｳｵｳｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 066-0037 北海道千歳市新富３丁目１１－７ 北海道 0123-49-3303
サンクス 厚別西４条店 ｱﾂﾍﾞﾂﾆｼ4ｼﾞｮｳﾃﾝ 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５ 北海道 011-802-2913
サンクス 札幌時計台前店 ｻｯﾎﾟﾛﾄｹｲﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 060-0001 北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番 北海道 011-223-2185
サンクス 函館美原５丁目店 ﾊｺﾀﾞﾃﾐﾊﾗ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 041-0806 北海道函館市美原５丁目１９－５ 北海道 0138-34-6672
サンクス 函館花園店 ﾊｺﾀﾞﾃﾊﾅｿﾞﾉﾃﾝ 041-0843 北海道函館市花園町２４－７ 北海道 0138-30-6481
サンクス 赤平店 ｱｶﾋﾞﾗﾃﾝ 079-1143 北海道赤平市字赤平５４０－１ 北海道 0125-34-2024
サンクス 札幌大通西７丁目店 ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾄﾞｵﾘﾆｼ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 060-0042 北海道札幌市中央区大通西７丁目３－１ 北海道 011-223-3314
サンクス 札幌北６条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ6ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 065-0006 北海道札幌市東区北６条東２０丁目１番１２号 北海道 011-733-5067
サンクス 札幌駅東口店 ｻｯﾎﾟﾛｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 060-0806 北海道札幌市北区北６条西１丁目４番地２ 北海道 011-708-4574
サンクス 札幌新川１条店 ｻｯﾎﾟﾛｼﾝｶﾜ1ｼﾞｮｳﾃﾝ 001-0921 北海道札幌市北区新川１条６丁目２番１号 北海道 011-769-1252
サンクス 石狩花川東２条店 ｲｼｶﾘﾊﾅｶﾜﾋｶﾞｼ2ｼﾞｮｳﾃﾝ 061-3248 北海道石狩市花川東２条３丁目３７番地 北海道 0133-75-8204
サンクス 札幌南５条西店 ｻｯﾎﾟﾛﾐﾅﾐ5ｼﾞｮｳﾆｼﾃﾝ 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西２０丁目１番２０号 北海道 011-520-2154
サンクス 札幌厚別南３丁目店 ｻｯﾎﾟﾛｱﾂﾍﾞﾂﾐﾅﾐ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号 北海道 011-890-1031
サンクス 岩見沢岡山町店 ｲﾜﾐｻﾞﾜｵｶﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 079-0181 北海道岩見沢市岡山町６番地４ 北海道 0126-22-8711
サンクス 札幌北３６条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ36ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 007-0836 北海道札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号 北海道 011-789-1717
サンクス 札幌北２条西店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ2ｼﾞｮｳﾆｼﾃﾝ 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西三丁目１－１６ 北海道 011-252-6145
サンクス 地下鉄白石駅前店 ﾁｶﾃﾂｼﾛｲｼｴｷﾏｴﾃﾝ 003-0004 北海道札幌市白石区東札幌四条六丁目４番１２メモリアル８８ビル１階 北海道 011-860-4970
サンクス 函館美原一丁目店 ﾊｺﾀﾞﾃﾐﾊﾗ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 041-0806 北海道函館市美原１丁目３８番４号 北海道 0138-44-5018
サンクス 札幌北三十条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ30ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼ 065-0030 北海道札幌市東区北三十条東１９丁目２番１号 北海道 011-789-7021
サンクス 千歳新富二丁目店 ﾁﾄｾｼﾝﾄﾐ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 066-0037 北海道千歳市新富二丁目４番１１号 北海道 0123-40-2320
サンクス 札幌富丘３条店 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾐｵｶ3ｼﾞｮｳﾃﾝ 006-0013 北海道札幌市手稲区富丘３条５丁目４番１号 北海道 011-686-3022
サンクス 札幌北８条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ8ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 065-0008 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号 北海道 011-743-5252
サンクス 札幌国際ビル店 ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲﾋﾞﾙﾃﾝ 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１番地 北海道 011-232-1333
サンクス 函館神山２丁目店 ﾊｺﾀﾞﾃｶﾐﾔﾏ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 041-0832 北海道函館市神山２丁目２０番１０号 北海道 0138-33-1188
サンクス 札幌北４０条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ40ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 007-0840 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号 北海道 011-748-3900
サンクス 札幌屯田６条店 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾝﾃﾞﾝ6ｼﾞｮｳﾃﾝ 002-0856 北海道札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号 北海道 011-776-4655
サンクス 江別大麻新町店 ｴﾍﾞﾂｵｵｱｻｼﾝﾏﾁﾃﾝ 069-0863 北海道江別市大麻新町２３番地１号 北海道 011-388-3110
サンクス 函館石川町店 ﾊｺﾀﾞﾃｲｼｶﾜﾁｮｳﾃﾝ 041-0802 北海道函館市石川町１３４番１５の内 北海道 0138-34-6039
サンクス 札幌琴似本通店 ｻｯﾎﾟﾛｺﾄﾆﾎﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 063-0811 北海道札幌市西区琴似一条二丁目５番３号 北海道 011-640-3970
サンクス 白老社台店 ｼﾗｵｲｼｬﾀﾞｲﾃﾝ 059-0901 北海道白老郡白老町字社台１３９番１ 北海道 0144-85-3002
サンクス 札幌北２２条西店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ22ｼﾞｮｳﾆｼﾃﾝ 001-0022 北海道札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号 北海道 011-708-7055
サンクス 札幌北１条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ1ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 060-0031 北海道札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７ 北海道 011-223-3929
サンクス 苫小牧日新五丁目店 ﾄﾏｺﾏｲﾆｯｼﾝ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 053-0833 北海道苫小牧市日新町五丁目３番３号 北海道 0144-71-7812
サンクス 札幌東雁来６条店 ｻｯﾎﾟﾛﾋｶﾞｼｶﾘｷ6ｼﾞｮｳﾃﾝ 007-0826 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号 北海道 011-789-3052
サンクス 札幌北２１条東店 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ21ｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号 北海道 011-733-1581
サンクス 岩見沢大和店 ｲﾜﾐｻﾞﾜﾔﾏﾄﾃﾝ 068-0851 北海道岩見沢市大和一条七丁目４番地５ 北海道 0126-31-5888
サークルＫ 青森奥野四丁目店 ｱｵﾓﾘｵｸﾉ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 030-0841 青森県青森市奥野四丁目１８番１５号 青森県 017-721-5655
サークルＫ 八戸湊橋店 ﾊﾁﾉﾍﾐﾅﾄﾊﾞｼﾃﾝ 031-0802 青森県八戸市小中野八丁目８番１５号 青森県 0178-72-5523
サンクス バイパス尾上店 ﾊﾞｲﾊﾟｽｵﾉｴﾃﾝ 036-0232 青森県平川市蒲田玉田２２ー６ 青森県 0172-57-4101
サンクス 青森港町店 ｱｵﾓﾘﾐﾅﾄﾏﾁﾃﾝ 030-0901 青森県青森市港町１ー１９ー４ 青森県 017-744-3999
サンクス 十和田大学通り店 ﾄﾜﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾞｵﾘﾃﾝ 034-0015 青森県十和田市東二十二番町２２－４５ 青森県 0176-25-6887
サンクス 八戸河原木店 ﾊﾁﾉﾍｶﾜﾗｷﾞﾃﾝ 039-1164 青森県八戸市下長４－２－１８ 青森県 0178-28-5240
サンクス 浪打銀座店 ﾅﾐｳﾁｷﾞﾝｻﾞﾃﾝ 030-0962 青森県青森市佃１丁目２０－１ 青森県 017-765-5405
サンクス 上北上野店 ｶﾐｷﾀｳﾜﾉﾃﾝ 039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字下田２８３－１ 青森県 0176-56-5891
サンクス 六戸町店 ﾛｸﾉﾍﾏﾁﾃﾝ 033-0072 青森県上北郡六戸町大字折茂字鳥喰谷地４８－１ 青森県 0176-55-5561
サンクス 岩木高校前店 ｲﾜｷｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 036-1321 青森県弘前市大字熊嶋字豊田２６５－１１ 青森県 0172-82-1072
サンクス 十和田千歳森店 ﾄﾜﾀﾞｾﾝｻﾞｲﾓﾘﾃﾝ 034-0001 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５６―２ 青森県 0176-22-0935
サンクス 階上蒼前店 ﾊｼｶﾐｿｳｾﾞﾝﾃﾝ 039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東１丁目９－１０１０ 青森県 0178-88-1053
サンクス 弘前石川店 ﾋﾛｻｷｲｼｶﾜﾃﾝ 036-8124 青森県弘前市大字石川字平岡１２６ 青森県 0172-49-7172
サンクス 黒石中川店 ｸﾛｲｼﾅｶｶﾞﾜﾃﾝ 036-0345 青森県黒石市大字中川字花岡５２ 青森県 0172-59-0105
サンクス 八戸商業通り店 ﾊﾁﾉﾍｼｮｳｷﾞｮｳﾄｵﾘﾃﾝ 031-0023 青森県八戸市大字是川字坂ノ脇９－４ 青森県 0178-71-8198
サンクス 八戸下長店 ﾊﾁﾉﾍｼﾓﾅｶﾞﾃﾝ 039-1164 青森県八戸市下長３丁目１－１３ 青森県 0178-51-2737
サンクス 八戸是川笹子店 ﾊﾁﾉﾍｺﾚｶﾜｻｻｺﾃﾝ 031-0023 青森県八戸市大字是川字三十刈頭３－１１ 青森県 0178-71-8271



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 弘前中崎店 ﾋﾛｻｷﾅｶｻﾞｷﾃﾝ 036-8313 青森県弘前市大字中崎字平野１０９－３ 青森県 0172-39-1201
サンクス 八戸根城八丁目店 ﾊﾁﾉﾍﾈｼﾞｮｳ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 039-1166 青森県八戸市根城八丁目８番１６号 青森県 0178-73-5315
サンクス 八戸４５北バイパス店 ﾊﾁﾉﾍ45ｷﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 039-1161 青森県八戸市大字河原木字千苅田９－１ 青森県 0178-28-7791
サンクス おいらせ町店 ｵｲﾗｾﾁｮｳﾃﾝ 039-2254 青森県上北郡おいらせ町苗振谷地８―４９ 青森県 0178-50-1356
サンクス 弘前本町店 ﾋﾛｻｷﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 036-8203 青森県弘前市大字本町８０－１ 青森県 0172-31-1420
サンクス 三沢基地前店 ﾐｻﾜｷﾁﾏｴﾃﾝ 033-0012 青森県三沢市平畑１丁目１－２７ 青森県 0176-50-0104
サンクス 八食センター店 ﾊｯｼｮｸｾﾝﾀｰﾃﾝ 039-1103 青森県八戸市大字長苗代字狐田５９－１ 青森県 0178-21-8852
サンクス 弘前宮川二丁目店 ﾋﾛｻｷﾐﾔｶﾜ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 036-8051 青森県弘前市大字宮川二丁目２番地１０ 青森県 0172-31-2025
サンクス おいらせ緑ヶ丘店 ｵｲﾗｾﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 039-2187 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘七丁目５０番地２００６ 青森県 0176-51-7105
サンクス 八戸高館店 ﾊﾁﾉﾍﾀｶﾀﾞﾃﾃﾝ 039-1161 青森県八戸市大字河原木字二階堀１６番１ 青森県 0178-51-1230
サンクス 十和田元町東店 ﾄﾜﾀﾞﾓﾄﾏﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ 034-0003 青森県十和田市元町東四丁目１番２号 青森県 0176-21-5870
サンクス 七戸中野店 ｼﾁﾉﾍﾅｶﾉﾃﾝ 039-2814 青森県上北郡七戸町字道ノ下６番地１ 青森県 0176-69-1411
サンクス 黒石あけぼの町店 ｸﾛｲｼｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳﾃﾝ 036-0321 青森県黒石市あけぼの町１０４番１ 青森県 0172-59-3694
サンクス 青森高田店 ｱｵﾓﾘﾀｶﾀﾞﾃﾝ 030-0151 青森県青森市大字高田字川瀬１９２番５ 青森県 017-762-3396
サンクス 階上赤保内店 ﾊｼｶﾐｱｶﾎﾞﾅｲﾃﾝ 039-1202 青森県三戸郡階上町大字赤保内字外平２３番３８ 青森県 0178-80-0655
サンクス おいらせ木ノ下西店 ｵｲﾗｾｷﾉｼﾀﾆｼﾃﾝ 039-2155 青森県上北郡おいらせ町木ノ下西２番地３６７ 青森県 0178-50-0612
サンクス 八戸八幡店 ﾊﾁﾉﾍﾔﾜﾀﾃﾝ 039-1104 青森県八戸市大字田面木字前田表３１番地８号 青森県 0178-70-3939
サークルＫ 二ツ家店 ﾌﾀﾂﾔﾃﾝ 031-0022 青森県八戸市大字糠塚字大開１１－１ 青森県 0178-47-8745
サークルＫ 第４城東店 ﾀﾞｲ4ｼﾞﾖｳﾄｳﾃﾝ 036-8086 青森県弘前市大字田園３丁目２－９ 青森県 0172-26-3922
サークルＫ 大畑店 ｵｵﾊﾀﾃﾝ 039-4402 青森県むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１ 青森県 0175-34-3910
サークルＫ 大湊店 ｵｵﾐﾅﾄﾃﾝ 035-0083 青森県むつ市大平町５０－９ 青森県 0175-24-1988
サークルＫ 森田店 ﾓﾘﾀﾃﾝ 038-3543 青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻４３－２ 青森県 0173-26-4777
サークルＫ 碇ヶ関店 ｲｶﾘｶﾞｾｷﾃﾝ 038-0101 青森県平川市碇ケ関樋ノ口２４－１ 青森県 0172-46-2525
サークルＫ 十和田バイパス店 ﾄﾜﾀﾞﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 034-0001 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－４０８ 青森県 0176-25-3595
サークルＫ 東目屋店 ﾋｶﾞｼﾒﾔﾃﾝ 036-1441 青森県弘前市大字桜庭字清水流１１２－６ 青森県 0172-81-7715
サークルＫ 野辺地橋店 ﾉﾍｼﾞﾊﾞｼﾃﾝ 039-3172 青森県上北郡野辺地町字鳥井平１４－１ 青森県 0175-64-4266
サークルＫ みちのく天間林店 ﾐﾁﾉｸﾃﾝﾏﾊﾞﾔｼﾃﾝ 039-2731 青森県上北郡七戸町字後平７３８－２ 青森県 0176-68-2581
サークルＫ 弘前桔梗野店 ﾋﾛｻｷｷｷｮｳﾉﾃﾝ 036-8227 青森県弘前市大字桔梗野３丁目５－１１ 青森県 0172-36-0268
サークルＫ 弘前石川店 ﾋﾛｻｷｲｼｶﾜﾃﾝ 036-8124 青森県弘前市大字石川字家岸４９－４ 青森県 0172-92-2091
サークルＫ 弘前岩賀店 ﾋﾛｻｷｲﾜｶﾞﾃﾝ 036-8073 青森県弘前市大字岩賀２丁目１－４ 青森県 0172-36-1175
サークルＫ 弘前城東中央店 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳﾁｭｳｵｳﾃﾝ 036-8093 青森県弘前市城東中央４丁目１１－２７ 青森県 0172-26-0255
サークルＫ 十和田一本木沢店 ﾄﾜﾀﾞｲｯﾎﾟﾝｷﾞｻﾜﾃﾝ 034-0005 青森県十和田市大字三本木字一本木沢９０－３ 青森県 0176-23-3031
サークルＫ 七戸ざるた店 ｼﾁﾉﾍｻﾞﾙﾀﾃﾝ 039-2512 青森県上北郡七戸町字笊田２２－９ 青森県 0176-62-5103
サークルＫ むつ柳町店 ﾑﾂﾔﾅｷﾞﾏﾁﾃﾝ 035-0031 青森県むつ市柳町２丁目８－１ 青森県 0175-22-6605
サークルＫ 十和田東四番町店 ﾄﾜﾀﾞﾋｶﾞｼﾖﾝﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 034-0032 青森県十和田市東四番町５－６ 青森県 0176-24-1244
サークルＫ 十和田西三番町店 ﾄﾜﾀﾞﾆｼ3ﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 034-0083 青森県十和田市西三番町２３番３号 青森県 0176-25-0209
サンクス 外旭川店 ｿﾄｱｻﾋｶﾜﾃﾝ 010-0802 秋田県秋田市外旭川八幡田１－１－５ 秋田県 018-868-8522
サンクス 秋田東通り店 ｱｷﾀﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾃﾝ 010-0003 秋田県秋田市東通６ー９ー３３ 秋田県 018-837-6667
サンクス 秋田かみおか店 ｱｷﾀｶﾐｵｶﾃﾝ 019-1701 秋田県大仙市神宮寺字本郷野６６－１ 秋田県 0187-72-4788
サンクス 秋田若葉町店 ｱｷﾀﾜｶﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 010-0944 秋田県秋田市川尻若葉町５－２１ 秋田県 018-824-8839
サンクス 湯沢翔北高校前店 ﾕｻﾞﾜｼｮｳﾎｸｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 012-0823 秋田県湯沢市湯の原１－３－７ 秋田県 0183-73-3940
サンクス 秋田泉上の町店 ｱｷﾀｲｽﾞﾐｶﾐﾉﾃﾝ 010-0816 秋田県秋田市泉南２－１５－２４ 秋田県 018-863-5511
サンクス 大館樹海ドーム前店 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞﾕｶｲﾃﾝ 017-0041 秋田県大館市字大田面３８８－１ 秋田県 0186-49-3941
サンクス 横手赤坂店 ﾖｺﾃｱｶｻｶﾃﾝ 013-0064 秋田県横手市赤坂大沼下８９ 秋田県 0182-36-3945
サンクス 大曲白金町店 ｵｵﾏｶﾞﾘｼﾛｶﾈﾃﾝ 014-0015 秋田県大仙市大曲白金町９－２２ 秋田県 0187-62-6041
サンクス 鹿角花輪中央店 ｶﾂﾞﾉﾊﾅﾜﾁﾕｳﾃﾝ 018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪２４９－４ 秋田県 0186-23-2129
サンクス 秋田北インター通り店 ｱｷﾀｷﾀｲﾝﾀｰﾄｵﾘﾃﾝ 010-0802 秋田県秋田市外旭川字小谷地４１－１ 秋田県 018-868-1820
サンクス 秋田二ツ井店 ｱｷﾀﾌﾀﾂｲﾃﾝ 018-3147 秋田県能代市二ツ井町字小槻ノ木９ 秋田県 0185-73-2222
サンクス 秋田広面北店 ｱｷﾀﾋﾛｵﾓﾃｷﾀﾃﾝ 010-0041 秋田県秋田市広面字近藤堰越８３－１ 秋田県 018-836-4134
サンクス 横手前郷東店 ﾖｺﾃﾏｴｺﾞｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 013-0042 秋田県横手市前郷字上在家３２－１ 秋田県 0182-35-6285
サンクス 秋田飯島中央店 ｱｷﾀｲｲｼﾞﾏﾁｭｳｵｳﾃﾝ 011-0941 秋田県秋田市土崎港北３丁目１７－４１ 秋田県 018-816-0350
サンクス 秋田アルヴェ店 ｱｷﾀｱﾙｳﾞｪﾃﾝ 010-8506 秋田県秋田市東通仲町４番１号 秋田県 018-884-7837
サンクス 横手西店 ﾖｺﾃﾆｼﾃﾝ 013-0060 秋田県横手市条里一丁目１３番２２号 秋田県 0182-35-5216
サンクス 鹿角大湯店 ｶﾂﾞﾉｵｵﾕﾃﾝ 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字欠田２－３ 秋田県 0186-30-4131
サンクス 湯沢桜通り店 ﾕｻﾞﾜｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 012-0811 秋田県湯沢市桜通り１－３５ 秋田県 0183-79-6007
サンクス 能代西店 ﾉｼﾛﾆｼﾃﾝ 016-0864 秋田県能代市字鳥小屋１番１ 秋田県 0185-89-1070
サンクス 秋田八郎潟上沖谷地店 ｱｷﾀﾊﾁﾛｳｶﾞﾀｶﾐｵｷﾔﾁﾃﾝ 018-1611 秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１ 秋田県 018-854-4035
サンクス 北秋田住吉町店 ｷﾀｱｷﾀｽﾐﾖｼﾁｮｳﾃﾝ 018-3322 秋田県北秋田市住吉町８７番 秋田県 0186-60-1230
サンクス 秋田能代東インター店 ｱｷﾀﾉｼﾛﾋｶﾞｼｲﾝﾀｰﾃﾝ 016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布７０番地１ 秋田県 0185-70-1711
サンクス 能代上町店 ﾉｼﾛｶﾝﾏﾁﾃﾝ 016-0817 秋田県能代市上町８番１４号 秋田県 0185-89-5055
サンクス 秋田大館餌釣店 ｱｷﾀｵｵﾀﾞﾃｴﾂﾘﾃﾝ 017-0837 秋田県大館市餌釣字前田３７９番地 秋田県 0186-44-5330
サンクス 二ツ井きみまち阪店 ﾌﾀﾂｲｷﾐﾏﾁｻｶﾃﾝ 018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋字恋ノ沢９２番５ 秋田県 0185-71-0177
サンクス 本荘インター店 ﾎﾝｼﾞｮｳｲﾝﾀｰﾃﾝ 015-0061 秋田県由利本荘市二十六木字根木田２８０－２ 秋田県 0184-28-0302
サンクス 潟上追分店 ｶﾀｶﾞﾐｵｲﾜｹﾃﾝ 010-0101 秋田県潟上市天王字長沼１０番７ 秋田県 018-872-1081
サンクス 大館川口店 ｵｵﾀﾞﾃｶﾜｸﾞﾁﾃﾝ 017-0877 秋田県大館市立花字屋敷前７３番地 秋田県 0186-49-9239
サンクス 秋田川尻総社町店 ｱｷﾀｶﾜｼﾘｿｳｼｬﾏﾁﾃﾝ 010-0946 秋田県秋田市川尻総社町１番１号 秋田県 018-883-0922
サンクス 秋田能代明治町店 ｱｷﾀﾉｼﾛﾒｲｼﾞﾏﾁﾃﾝ 016-0833 秋田県能代市明治町１５番１７号 秋田県 0185-52-1034
サンクス 秋田中通六丁目店 ｱｷﾀﾅｶﾄﾞｵﾘ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 010-0001 秋田県秋田市中通六丁目３番２０号 秋田県 018-884-3960
サンクス 美郷六郷店 ﾐｻﾄﾛｸｺﾞｳﾃﾝ 019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１ 秋田県 0187-86-7786
サンクス 横手雄物川店 ﾖｺﾃｵﾓﾉｶﾞﾜﾃﾝ 013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一 秋田県 0182-38-6550
サンクス 天王出戸店 ﾃﾝﾉｳﾃﾞﾄﾃﾝ 010-0201 秋田県潟上市天王字上出戸１７番１ 秋田県 018-872-2626
サンクス 秋田鹿角花輪北店 ｱｷﾀｶﾂﾞﾉﾊﾅﾜｷﾀﾃﾝ 018-5201 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７番地 秋田県 0186-30-0393
サークルＫ 山手台店 ﾔﾏﾃﾀﾞｲﾃﾝ 010-1429 秋田県秋田市山手台１丁目１－９ 秋田県 018-829-1410
サークルＫ 秋田保戸野店 ｱｷﾀﾎﾄﾞﾉﾃﾝ 010-0903 秋田県秋田市保戸野八丁２５－９ 秋田県 018-862-8550
サークルＫ 大仙協和店 ﾀﾞｲｾﾝｷｮｳﾜﾃﾝ 019-2431 秋田県大仙市協和峰吉川字西窪２７ 秋田県 018-895-2235
サークルＫ 大館ドーム前店 ｵｵﾀﾞﾃﾄﾞｰﾑﾏｴﾃﾝ 017-0032 秋田県大館市字新綱２０ 秋田県 0186-48-6900
サークルＫ 能代後谷地店 ﾉｼﾛｳｼﾛﾔﾁﾃﾝ 016-0863 秋田県能代市字後谷地１０－５ 秋田県 0185-54-8800
サークルＫ 秋田外旭川店 ｱｷﾀｿﾄｱｻﾋｶﾜﾃﾝ 010-0802 秋田県秋田市外旭川字待合２５－１ 秋田県 018-868-0800
サンクス 矢巾駅前通店 ﾔﾊﾊﾞｴｷﾏｴﾄｵﾃﾝ 028-3614 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵工新田第８地割１０４ 岩手 019-697-1333
サンクス 雫石バイパス店 ｼｽﾞｸｲｼﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 020-0585 岩手県岩手郡雫石町大字晴山９１番地３ 岩手 019-692-5045
サンクス 紫波八幡店 ｼﾜﾊﾁﾏﾝﾃﾝ 028-3441 岩手県紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６ 岩手 0196-73-6698
サンクス 盛岡高松店 ﾓﾘｵｶﾀｶﾏﾂﾃﾝ 020-0114 岩手県盛岡市高松１－１５－２０ 岩手 019-663-6605
サンクス 水沢桜屋敷店 ﾐｽﾞｻﾜｻｸﾗﾔｼﾃﾝ 023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西１－１ 岩手 0197-25-6199
サンクス 江刺桜木通り店 ｴｻｼｻｸﾗｷﾞﾄﾞﾃﾝ 023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂南八日市４００－１ 岩手 0197-35-8328
サンクス 盛岡高松バイパス店 ﾓﾘｵｶﾀｶﾏﾂﾊﾞﾃﾝ 020-0114 岩手県盛岡市高松２－１２－１５ 岩手 019-664-6350
サンクス 北上本通り店 ｷﾀｶﾐﾎﾝﾄｳﾘﾃﾝ 024-0094 岩手県北上市本通り４丁目１７－１０ 岩手 0197-64-6608
サンクス 花巻桜町店 ﾊﾅﾏｷｻｸﾗﾏﾁﾃﾝ 025-0084 岩手県花巻市桜町１－４－１ 岩手 0198-22-5175
サンクス 滝沢駅前通店 ﾀｷｻﾞﾜｴｷﾏｴﾄﾃﾝ 020-0622 岩手県滝沢市野沢６２－１５ 岩手 019-688-7394
サンクス 盛岡南仙北店 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐｾﾝﾎﾃﾝ 020-0863 岩手県盛岡市南仙北１丁目１５－１２ 岩手 019-635-3901
サンクス 雫石つなぎ店 ｼｽﾞｸｲｼﾂﾅｷﾞﾃﾝ 020-0502 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１ 岩手 019-692-5477
サンクス 盛岡乙部店 ﾓﾘｵｶｵﾄﾍﾞﾃﾝ 020-0402 岩手県盛岡市黒川２２地割８－１ 岩手 019-696-3077
サンクス 盛岡加賀野店 ﾓﾘｵｶｶｶﾞﾉﾃﾝ 020-0881 岩手県盛岡市天神町９－３３ 岩手 019-653-7188
サンクス 北上さくら通り店 ｷﾀｶﾐｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 024-0082 岩手県北上市さくら通り２丁目２－３６ 岩手 0197-63-8231
サンクス 遠野バイパス店 ﾄｵﾉﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 028-0542 岩手県遠野市早瀬町４丁目４－５ 岩手 0198-62-7851
サンクス 盛岡都南店 ﾓﾘｵｶﾄﾅﾝﾃﾝ 020-0835 岩手県盛岡市津志田第１４地割１０２ 岩手 019-639-2333
サンクス 花巻西大通り店 ﾊﾅﾏｷﾆｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 025-0091 岩手県花巻市西大通り２丁目１３－８ 岩手 0198-22-1522
サンクス 江刺岩谷堂店 ｴｻｼｲﾜﾔﾄﾞｳﾃﾝ 023-1104 岩手県奥州市江刺区豊田町１丁目６番１号 岩手 0197-35-8033
サンクス 盛岡北厨川店 ﾓﾘｵｶｷﾀｸﾘﾔｶﾜﾃﾝ 020-0124 岩手県盛岡市厨川１－８－９ 岩手 019-643-4325
サンクス 花巻鍋倉店 ﾊﾅﾏｷﾅﾍﾞｸﾗﾃﾝ 025-0046 岩手県花巻市鍋倉字館１１９－１ 岩手 0198-28-3888
サンクス 盛岡加賀野２丁目店 ﾓﾘｵｶｶｶﾞﾉ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0807 岩手県盛岡市加賀野２丁目８－３２ 岩手 019-624-7331



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 前沢中央店 ﾏｴｻﾜﾁｭｳｵｳﾃﾝ 029-4208 岩手県奥州市前沢区竹沢８１－１ 岩手 0197-56-5181
サンクス 盛岡本宮店 ﾓﾘｵｶﾓﾄﾐﾔﾃﾝ 020-0866 岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３ 岩手 019-631-2022
サンクス 一関千代田店 ｲﾁﾉｾｷﾁﾖﾀﾞﾃﾝ 021-0862 岩手県一関市千代田町２６６―２ 岩手 0191-31-3988
サンクス 北上九年橋店 ｷﾀｶﾐｸﾈﾝﾊﾞｼﾃﾝ 024-0063 岩手県北上市九年橋１丁目６－１２ 岩手 0197-61-5353
サンクス 北上相去店 ｷﾀｶﾐｱｲｻﾘﾃﾝ 024-0051 岩手県北上市相去町舘下１－１９ 岩手 0197-81-5001
サンクス 盛岡本町通１丁目店 ﾓﾘｵｶﾎﾝﾁｮｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 020-0015 岩手県盛岡市本町通１丁目１７番１７号 岩手 019-621-2655
サンクス 盛岡川久保店 ﾓﾘｵｶｶﾜｸﾎﾞﾃﾝ 020-0835 岩手県盛岡市津志田２６地割７－１１ 岩手 019-631-2661
サンクス 水沢佐倉河店 ﾐｽﾞｻﾜｻｸﾗｶﾜﾃﾝ 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７ 岩手 0197-51-6711
サンクス 花巻小舟渡店 ﾊﾅﾏｷｺﾌﾞﾅﾄﾃﾝ 025-0062 岩手県花巻市上小舟渡２８ 岩手 0198-21-5266
サンクス 盛岡青山３丁目店 ﾓﾘｵｶｱｵﾔﾏ3ﾁｪｳﾒﾃﾝ 020-0133 岩手県盛岡市青山３丁目３７－３６ 岩手 019-601-1880
サンクス 水沢秋葉町店 ﾐｽﾞｻﾜｱｷﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 023-0041 岩手県奥州市水沢区秋葉町９７－１ 岩手 0197-51-6630
サンクス 盛岡名須川町店 ﾓﾘｵｶﾅｽｶﾜﾁｮｳﾃﾝ 020-0016 岩手県盛岡市名須川町２０－１７ 岩手 019-606-3636
サンクス 岩手東山店 ｲﾜﾃﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ 029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町４１７ 岩手 0191-35-3122
サンクス 盛岡津志田町２丁目店 ﾓﾘｵｶﾂｼﾀﾞﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0837 岩手県盛岡市津志田町２丁目３－４０ 岩手 019-632-1833
サンクス 八幡平西根インター店 ﾊﾁﾏﾝﾀｲﾆｼﾈｲﾝﾀｰﾃﾝ 028-7111 岩手県八幡平市大更第１地割２３０番地１ 岩手 0195-70-2877
サンクス 盛岡下ノ橋町店 ﾓﾘｵｶｼﾓﾉﾊｼﾁｮｳﾃﾝ 020-0877 岩手県盛岡市下ノ橋町６－１ 岩手 019-604-7611
サンクス 一戸奥中山店 ｲﾁﾉﾍｵｸﾅｶﾔﾏﾃﾝ 028-5133 岩手県二戸郡一戸町中山大塚７２番地１ 岩手 0195-36-1050
サンクス 江刺西大通り店 ｴｻｼﾆｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 023-1103 岩手県奥州市江刺区西大通り８－３ 岩手 0197-31-2505
サンクス 前沢北店 ﾏｴｻﾜｷﾀﾃﾝ 029-4209 岩手県奥州市前沢区あすか通り三丁目１０番地２ 岩手 0197-41-3377
サンクス 紫波桜町店 ｼﾜｻｸﾗﾏﾁﾃﾝ 028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町１丁目３番３号 岩手 019-676-4911
サンクス 岩手川口バイパス店 ｲﾜﾃｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口第５地割２６番地 岩手 0195-69-1315
サンクス 盛岡中央通三丁目店 ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目１１番１号 岩手 019-654-6010
サンクス 岩手沼宮内バイパス店 ｲﾜﾃﾇﾏｸﾅｲﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市　第１２地割５０番地１２ 岩手 0195-61-1330
サンクス 盛岡大館店 ﾓﾘｵｶｵｵﾀﾞﾃﾃﾝ 020-0147 岩手県盛岡市大館町２０番５３号 岩手 019-648-3133
サンクス 滝沢市役所前店 ﾀｷｻﾞﾜｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 020-0653 岩手県滝沢市鵜飼迫３番地５ 岩手 019-699-3930
サンクス 盛岡下川原店 ﾓﾘｵｶｼﾓｶﾜﾗﾃﾝ 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原２６番１号 岩手 019-656-3663
サンクス 紫波中央店 ｼﾜﾁｭｳｵｳﾃﾝ 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１ 岩手 019-671-2788
サンクス 盛岡国分通り店 ﾓﾘｵｶｺｸﾌﾞﾄﾞｵﾘﾃﾝ 020-0121 岩手県盛岡市月が丘三丁目３０番２０号 岩手 019-648-5030
サンクス 岩手一関相去店 ｲﾜﾃｲﾁﾉｾｷｱｲｻﾘﾃﾝ 021-0853 岩手県一関市字相去６３番地１ 岩手 0191-31-1851
サンクス 花巻やまの神店 ﾊﾅﾏｷﾔﾏﾉｶﾐﾃﾝ 025-0024 岩手県花巻市山の神６８４番地１号 岩手 0198-21-2063
サンクス 盛岡クロステラス店 ﾓﾘｵｶｸﾛｽﾃﾗｽﾃﾝ 020-0022 岩手県盛岡市大通３丁目４番１号 岩手 019-606-3533
サンクス 盛岡上田四丁目店 ﾓﾘｵｶｳｴﾀﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目３０－１ 岩手 019-606-4023
サンクス 盛岡本宮南店 ﾓﾘｵｶﾓﾄﾐﾔﾐﾅﾐﾃﾝ 020-0851 岩手県盛岡市向中野三丁目１０番１８号 岩手 019-656-5035
サンクス 北上鬼柳店 ｷﾀｶﾐｵﾆﾔﾅｷﾞﾃﾝ 024-0056 岩手県北上市鬼柳町卯の木１９２番地１ 岩手 0197-71-2300
サンクス 岩手一関インター店 ｲﾜﾃｲﾁﾉｾｷｲﾝﾀｰﾃﾝ 021-0041 岩手県一関市赤荻字月町１９７番地２ 岩手 0191-33-2208
サンクス 盛岡上堂二丁目店 ﾓﾘｵｶｶﾐﾄﾞｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0125 岩手県盛岡市上堂二丁目３番５号 岩手 019-648-5766
サンクス 奥州平泉店 ｵｳｼｭｳﾋﾗｲｽﾞﾐﾃﾝ 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字森下１１番地 岩手 0191-34-2370
サンクス 盛岡西仙北一丁目店 ﾓﾘｵｶﾆｼｾﾝﾎﾞｸ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目２０番２２号 岩手 019-656-5157
サンクス 遠野中央店 ﾄｵﾉﾁｭｳｵｳﾃﾝ 028-0517 岩手県遠野市上組町８番１３号 岩手 0198-63-3032
サンクス 宮守インター店 ﾐﾔﾓﾘｲﾝﾀｰﾃﾝ 028-0303 岩手県遠野市宮守町下鱒沢３３地割８１番地７ 岩手 0198-69-7739
サンクス 盛岡中央通二丁目店 ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 020-0021 岩手県盛岡市中央通二丁目１番２１号 岩手 019-604-2393
サンクス 滝沢はのき沢山店 ﾀｷｻﾞﾜﾊﾉｷｻﾜﾔﾏﾃﾝ 020-0625 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１ 岩手 019-694-1393
サークルＫ 二戸バイパス店 ﾆﾉﾍﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 028-6104 岩手県二戸市米沢字下村１３６－１ 岩手 0195-23-0150
サークルＫ 久慈下長内店 ｸｼﾞｼﾓｵｻﾅｲﾃﾝ 028-0022 岩手県久慈市長内町第２７地割２９－１ 岩手 0194-52-0781
サークルＫ 久慈旭町店 ｸｼﾞｱｻﾋﾁｮｳﾃﾝ 028-0014 岩手県久慈市旭町第８地割１７ 岩手 0194-52-7171
サークルＫ 洋野種市店 ﾋﾛﾉﾀﾈｲﾁﾃﾝ 028-7913 岩手県九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１ 岩手 0194-65-3515
サークルＫ 久慈北インター前店 ｸｼﾞｷﾀｲﾝﾀｰﾏｴﾃﾝ 028-0001 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２ 岩手 0194-53-2261
サンクス 国分町店 ｺｸﾌﾞﾝﾁﾖｳﾃﾝ 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１　ライオンビル１Ｆ 宮城県 022-263-3207
サンクス 北仙台駅前店 ｷﾀｾﾝﾀﾞｲｴｷﾏｴﾃﾝ 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町６ー８ 宮城県 022-234-5529
サンクス 小野駅前店 ｵﾉｴｷﾏｴﾃﾝ 981-0301 宮城県東松島市牛網字駅前１－１３－３ 宮城県 0225-87-2172
サンクス 八幡３丁目店 ﾊﾁﾏﾝ3ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡３丁目１８－１１ 宮城県 022-213-2811
サンクス 宮城野五輪店 ﾐﾔｷﾞﾉｺﾞﾘﾝﾃﾝ 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪１丁目６番１２号 宮城県 022-295-7516
サンクス バイパス若林店 ﾊﾞｲﾊﾟｽﾜｶﾊﾞﾃﾝ 984-0826 宮城県仙台市若林区若林６－１－１７ 宮城県 022-286-3147
サンクス 古川稲葉３丁目店 ﾌﾙｶﾜｲﾅﾊﾞ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉３－６－１６ 宮城県 0229-22-6713
サンクス 青葉広瀬通駅店 ｱｵﾊﾞﾋﾛｾﾄﾞｳﾃﾝ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－１０－２０ 宮城県 022-262-2545
サンクス 宮城三本木店 ﾐﾔｷﾞｻﾝﾎﾞﾝｷﾃﾝ 989-6311 宮城県大崎市三本木町坂本字寺嶋４－１ 宮城県 0229-52-6841
サンクス 仙台荒巻本沢店 ｾﾝﾀﾞｲｱﾗﾏｷﾎﾃﾝ 981-0966 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢２－１１－１１ 宮城県 022-277-5583
サンクス 古川中里店 ﾌﾙｶﾜﾅｶｻﾞﾄﾃﾝ 989-6143 宮城県大崎市古川中里２－９－３０ 宮城県 0229-24-1026
サンクス 仙台高野原店 ｾﾝﾀﾞｲﾀｶﾉﾊﾗﾃﾝ 989-3216 宮城県仙台市青葉区高野原４丁目１３－１８ 宮城県 022-394-5250
サンクス 仙台福室６丁目店 ｾﾝﾀﾞｲﾌｸﾑﾛ6ﾃﾝ 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室６丁目１－２２ 宮城県 022-786-0288
サンクス 仙台たいはっくる店 ｾﾝﾀﾞｲﾀｲﾊﾂｸﾃﾝ 982-0011 宮城県仙台市太白区長町５丁目３－１ 宮城県 022-746-7412
サンクス 仙台東口店 ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼｸﾃﾝ 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－１５　大内ビル１Ｆ 宮城県 022-293-6691
サンクス 角田幸町店 ｶｸﾀﾞｻｲﾜｲﾁﾖﾃﾝ 981-1505 宮城県角田市角田字幸町５６ 宮城県 0224-63-0639
サンクス 仙台錦町店 ｾﾝﾀﾞｲﾆｼｷﾁｮｳﾃﾝ 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町１丁目１ー９ 宮城県 022-266-5659
サンクス 仙台荒巻神明店 ｾﾝﾀﾞｲｱﾗﾏｷｼﾝﾒｲﾃﾝ 981-0963 宮城県仙台市青葉区荒巻神明１－３ 宮城県 022-233-7675
サンクス 仙台泉バイパス店 ｾﾝﾀﾞｲｲｽﾞﾐﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字上河原６－１ 宮城県 022-374-1021
サンクス 南中山店 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏﾃﾝ 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山２丁目２７－４ 宮城県 022-379-5260
サンクス 国分町２丁目店 ｺｸﾌﾞﾝﾁｮｳ2ﾁﾃﾝ 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２ー１０ー１０ 宮城県 022-262-2851
サンクス 宮城亘理店 ﾐﾔｷﾞﾜﾀﾘﾃﾝ 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字狐塚６６－１ 宮城県 0223-32-1691
サンクス 利府赤沼店 ﾘﾌｱｶﾇﾏﾃﾝ 981-0101 宮城県宮城郡利府町赤沼大日向１１２－２ 宮城県 022-767-3532
サンクス 柴田農林高前店 ｼﾊﾞﾀﾉｳﾘﾝｺｳﾏｴﾃﾝ 989-1232 宮城県柴田郡大河原町字南海道下４５－１ 宮城県 0224-53-3521
サンクス 仙台港入口店 ｾﾝﾀﾞｲｺｳｲﾘｸﾞﾁﾃﾝ 983-0007 宮城県仙台市宮城野区仙台港北一丁目６－１ 宮城県 022-786-0236
サンクス 亘理都市公園前店 ﾜﾀﾘﾄｼｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 989-2371 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南３７－７ 宮城県 0223-32-1946
サンクス 宮城蔵王店 ﾐﾔｷﾞｻﾞｵｳﾃﾝ 989-0701 宮城県刈田郡蔵王町宮字古川４３ 宮城県 0224-32-2186
サンクス 仙台タワービル店 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾜｰﾋﾞﾙﾃﾝ 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６－１ 宮城県 022-713-5170
サンクス 仙台箱堤店 ｾﾝﾀﾞｲﾊｺﾂﾂﾐﾃﾝ 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目五番一号 宮城県 022-239-6630
サンクス 免許センター前店 ﾒﾝｷｮｾﾝﾀｰﾏｴﾃﾝ 981-3109 宮城県仙台市泉区市名坂字竹内１０５－８ 宮城県 022-772-5808
サンクス 松島高城店 ﾏﾂｼﾏﾀｶｷﾞﾃﾝ 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１５－１ 宮城県 022-355-1727
サンクス 仙台松森店 ｾﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾘﾃﾝ 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字新田８１ー１ 宮城県 022-772-9811
サンクス 青葉国見ヶ丘店 ｱｵﾊﾞｸﾆﾐｶﾞｵｶﾃﾝ 989-3201 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘５丁目１－１０ 宮城県 022-303-1216
サンクス 富谷大清水店 ﾄﾐﾔｵｵｼﾐｽﾞﾃﾝ 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水二丁目１３番地６ 宮城県 022-348-1217
サンクス 宮城大衡店 ﾐﾔｷﾞｵｵﾋﾗﾃﾝ 981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西５０ 宮城県 022-347-2411
サンクス 石巻千石町店 ｲｼﾉﾏｷｾﾝｺﾞｸﾁｮｳﾃﾝ 986-0827 宮城県石巻市千石町８－２ 宮城県 0225-92-7353
サンクス 名取館腰店 ﾅﾄﾘﾀﾃｺｼﾃﾝ 989-2411 宮城県名取市本郷字焼野１４ 宮城県 022-381-1303
サンクス 白石八幡町店 ｼﾛｲｼﾊﾁﾏﾝﾁｮｳﾃﾝ 989-0247 宮城県白石市八幡町９－１ 宮城県 0224-22-2830
サンクス 鳴子温泉店 ﾅﾙｺｵﾝｾﾝﾃﾝ 989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字中野６２－２ 宮城県 0229-81-2332
サンクス 古川大江向店 ﾌﾙｶﾜｵｵｴﾑｶｴﾃﾝ 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１２７ 宮城県 0229-21-8362
サンクス 仙台上愛子店 ｾﾝﾀﾞｲｶﾐｱﾔｼﾃﾝ 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字中遠野原２８番地４ 宮城県 022-392-4325
サンクス 石巻中里七丁目店 ｲｼﾉﾏｷﾅｶｻﾞﾄ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 986-0815 宮城県石巻市中里七丁目２番１４号 宮城県 0225-92-5101
サンクス 仙台南町通店 ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐﾏﾁﾄﾞｵﾘﾃﾝ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目４番７号 宮城県 022-217-7025
サンクス 白石沢端店 ｼﾛｲｼｻﾜﾊﾞﾀﾃﾝ 989-0278 宮城県白石市字沢端１７番１ 宮城県 0224-22-2182
サンクス 岩沼館下店 ｲﾜﾇﾏﾀﾃｼﾀﾃﾝ 989-2441 宮城県岩沼市館下１丁目１番１０号 宮城県 0223-25-6522
サンクス 仙台泉松陵店 ｾﾝﾀﾞｲｲｽﾞﾐｼｮｳﾘｮｳﾃﾝ 981-3108 宮城県仙台市泉区松陵一丁目１２番１ 宮城県 022-772-6701
サンクス 仙台西の平店 ｾﾝﾀﾞｲﾆｼﾉﾀﾞｲﾗﾃﾝ 982-0825 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号 宮城県 022-307-3561
サンクス 仙台田子西店 ｾﾝﾀﾞｲﾀｺﾞﾆｼﾃﾝ 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子西土地区画整理事業地内１街区 宮城県 022-388-7539
サンクス 仙台二十人町店 ｾﾝﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾆﾝﾏﾁﾃﾝ 983-0862 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０３番地の８ 宮城県 022-791-5155
サンクス 仙台荒井東店 ｾﾝﾀﾞｲｱﾗｲﾋｶﾞｼﾃﾝ 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井東土地区画整理地内１８街区１画地 宮城県 022-287-8655
サンクス 仙台木町通一丁目店 ｾﾝﾀﾞｲｷﾏﾁﾄﾞｵﾘ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目３番３号 宮城県 022-713-6816
サンクス 多賀城高橋二丁目店 ﾀｶﾞｼﾞｮｳﾀｶﾊｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 985-0853 宮城県多賀城市高橋二丁目１２－８ 宮城県 022-389-1258
サンクス 仙台二日町店 ｾﾝﾀﾞｲﾌﾂｶﾏﾁﾃﾝ 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 宮城県 022-722-1539



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 仙台中央二丁目店 ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳｵｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１１番１３号 宮城県 022-713-8557
サンクス 宮城岩沼バイパス店 ﾐﾔｷﾞｲﾜﾇﾏﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 989-2426 宮城県岩沼市末広二丁目１０－２７ 宮城県 0223-25-6576
サンクス 仙台新寺一丁目店 ｾﾝﾀﾞｲｼﾝﾃﾗ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 984-0051 宮城県仙台市若林区新寺一丁目３番４５号 宮城県 022-292-1092
サンクス 仙台卸町三丁目店 ｾﾝﾀﾞｲｵﾛｼﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町三丁目１番２０ 宮城県 022-782-7511
サンクス 仙台堤通店 ｾﾝﾀﾞｲﾂﾂﾐﾄﾞｵﾘﾃﾝ 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目６－１０ 宮城県 022-727-0282
サンクス 仙台南町通一番町店 ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐﾏﾁﾄﾞｵﾘｲﾁﾊﾞﾝ 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番１０号 宮城県 022-722-7550
サンクス 宮城大和杜のまち店 ﾐﾔｷﾞﾀｲﾜﾓﾘﾉﾏﾁﾃﾝ 981-3628 宮城県黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６ 宮城県 022-348-0124
サンクス 仙台薬師堂前店 ｾﾝﾀﾞｲﾔｸｼﾄﾞｳﾏｴﾃﾝ 984-0047 宮城県仙台市若林区木ノ下四丁目４番９号 宮城県 022-292-3398
サンクス 石巻開北一丁目店 ｲｼﾉﾏｷｶｲﾎｸ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 986-0806 宮城県石巻市開北一丁目７番３２号 宮城県 0225-22-1884
サンクス 仙台長町南四丁目店 ｾﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾏﾁﾐﾅﾐ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南四丁目１６番１号 宮城県 022-304-5110
サンクス 仙台桂一丁目店 ｾﾝﾀﾞｲｶﾂﾗ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 981-3134 宮城県仙台市泉区桂一丁目１番１（地番） 宮城県 022-772-2030
サンクス 石巻恵み野店 ｲｼﾉﾏｷﾒｸﾞﾐﾉﾃﾝ 986-0868 宮城県石巻市恵み野五丁目１番地１ 宮城県 0225-92-6309
サンクス 富谷成田四丁目店 ﾄﾐﾔﾅﾘﾀ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 981-3341 宮城県黒川郡富谷町成田四丁目１－１ 宮城県 022-348-3396
サンクス 仙台榴岡四丁目店 ｾﾝﾀﾞｲﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 宮城県 022-292-0731
サンクス 荒巻神明町店 ｱﾗﾏｷｼﾝﾒｲﾏﾁﾃﾝ 981-0965 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町３番６号 宮城県 022-727-6220
サンクス 利府森郷店 ﾘﾌﾓﾘｺﾞｳﾃﾝ 981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷字塚崎１９番地１ 宮城県 022-349-1075
サンクス 白石駅前店 ｼﾛｲｼｴｷﾏｴﾃﾝ 989-0243 宮城県白石市字沢目５６番１（地番） 宮城県 0224-22-5155
サンクス 矢本インター前店 ﾔﾓﾄｲﾝﾀｰﾏｴﾃﾝ 981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸２８６－１０ 宮城県 0225-84-1171
サンクス 七ヶ浜境山店 ｼﾁｶﾞﾊﾏｻｶｲﾔﾏﾃﾝ 985-0824 宮城県宮城郡七ケ浜町境山二丁目１４番６号 宮城県 022-361-6070
サンクス 多賀城大代店 ﾀｶﾞｼﾞｮｳｵｵｼﾛﾃﾝ 985-0832 宮城県多賀城市大代一丁目３－１８ 宮城県 022-361-4033
サンクス あすと長町三丁目店 ｱｽﾄﾅｶﾞﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目２番２９号 宮城県 022-304-5396
サンクス 仙台幸町店 ｾﾝﾀﾞｲｻｲﾜｲﾁｮｳﾃﾝ 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号 宮城県 022-292-6394
サンクス 岩沼桑原店 ｲﾜﾇﾏｸﾜﾊﾞﾗﾃﾝ 989-2445 宮城県岩沼市桑原一丁目８番４８号 宮城県 0223-25-8239
サンクス 多賀城笠神店 ﾀｶﾞｼﾞｮｳｶｻｶﾞﾐﾃﾝ 985-0831 宮城県多賀城市笠神二丁目１０番２１号 宮城県 022-361-1265
サンクス 鶴岡みどり町店 ﾂﾙｵｶﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾃﾝ 997-0046 山形県鶴岡市みどり町７－１２ 山形県 0235-22-3003
サンクス 鶴岡美咲町店 ﾂﾙｵｶﾐｻｷﾏﾁﾃﾝ 997-0857 山形県鶴岡市美咲町１－１ 山形県 0235-23-0135
サンクス 白鷹店 ｼﾗﾀｶﾃﾝ 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１２８７ー１ 山形県 0238-85-2179
サンクス 長井舟場店 ﾅｶﾞｲﾌﾅﾊﾞﾃﾝ 993-0082 山形県長井市舟場１４番地７ 山形県 0238-84-5822
サンクス 山形城西店 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾛﾆｼﾃﾝ 990-0832 山形県山形市城西町４－５－２３ 山形県 023-645-5478
サンクス 酒田寿町店 ｻｶﾀｺﾄﾌﾞｷﾁﾖﾃﾝ 998-0035 山形県酒田市寿町６－３６ 山形県 0234-23-8221
サンクス 河北体育館前店 ｶﾎｸﾀｲｲｸｶﾝﾏｴﾃﾝ 999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－１－１ 山形県 0237-72-7522
サンクス 山形中野店 ﾔﾏｶﾞﾀﾅｶﾉﾃﾝ 990-0892 山形県山形市大字中野字馬場宿１２９－５ 山形県 023-681-5590
サンクス 山形北町店 ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀﾏﾁﾃﾝ 990-0861 山形県山形市江俣２丁目１－３８ 山形県 023-681-6886
サンクス 山形霞城セントラル店 ﾔﾏｶﾞﾀｶｼﾞｮｳｾﾝﾄﾗﾙﾃﾝ 990-8580 山形県山形市城南町一丁目１番１号 山形県 023-646-7280
サンクス 鶴岡伊勢原店 ﾂﾙｵｶｲｾﾊﾗﾃﾝ 997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３ 山形県 0235-25-8855
サンクス 最上戸沢店 ﾓｶﾞﾐﾄｻﾞﾜﾃﾝ 999-6401 山形県最上郡戸沢村大字古口字上真柄９８－１ 山形県 0233-72-3560
サンクス 天童北目店 ﾃﾝﾄﾞｳｷﾀﾒﾃﾝ 994-0049 山形県天童市南町２丁目１－１ 山形県 023-651-3050
サンクス 鶴岡ほうだし店 ﾂﾙｵｶﾎｳﾀﾞｼﾃﾝ 997-0003 山形県鶴岡市大字文下字広野３６―１ 山形県 0235-25-3788
サンクス 天童バイパス店 ﾃﾝﾄﾞｳﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 994-0002 山形県天童市乱川３－６－５ 山形県 023-651-6405
サンクス 山形桜田南店 ﾔﾏｶﾞﾀｻｸﾗﾀﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 990-2322 山形県山形市桜田南１２－２３ 山形県 023-629-6265
サンクス 天童南小畑店 ﾃﾝﾄﾞｳﾐﾅﾐｵﾊﾞﾀﾃﾝ 994-0000 山形県天童市南小畑３丁目２－７ 山形県 023-658-7516
サンクス 山形朝日町店 ﾔﾏｶﾞﾀｱｻﾋﾏﾁﾃﾝ 990-1444 山形県西村山郡朝日町四ノ沢８５５ 山形県 0237-83-7123
サンクス 庄内余目店 ｼｮｳﾅｲｱﾏﾙﾒﾃﾝ 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木字苧漬沼３６－１ 山形県 0234-45-0521
サンクス 川西時田店 ｶﾜﾆｼﾄｷﾀﾞﾃﾝ 999-0144 山形県東置賜郡川西町大字時田字他屋９１８番地１０ 山形県 0238-54-1021
サンクス 河北町西里店 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｻﾞﾄﾃﾝ 999-3533 山形県西村山郡河北町西里７３４－１ 山形県 0237-71-1030
サンクス 酒田広栄町店 ｻｶﾀｺｳｴｲﾁｮｳﾃﾝ 998-0104 山形県酒田市広栄町１丁目７－１ 山形県 0234-41-2155
サンクス 米沢春日４丁目店 ﾖﾈｻﾞﾜｶｽｶﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 992-0044 山形県米沢市春日４丁目２－８５ 山形県 0238-26-8141
サンクス 酒田砂越店 ｻｶﾀｻｺﾞｼﾃﾝ 999-6701 山形県酒田市砂越字楯之内５２－１ 山形県 0234-61-7615
サンクス 山形大石田店 ﾔﾏｶﾞﾀｵｵｲｼﾀﾞﾃﾝ 999-4101 山形県北村山郡大石田町大字鷹巣字南原４８番地１０ 山形県 0237-24-2015
サンクス 鶴岡ゆのはま店 ﾂﾙｵｶﾕﾉﾊﾏﾃﾝ 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜字浜泉４４４－３８ 山形県 0235-68-5822
サンクス 南陽熊野大社前店 ﾅﾝﾖｳｸﾏﾉﾀｲｼｬﾏｴﾃﾝ 992-0472 山形県南陽市宮内２６２５番地 山形県 0238-59-5051
サンクス 南陽川樋店 ﾅﾝﾖｳｶﾜﾄｲﾃﾝ 999-2204 山形県南陽市川樋１５４７番地の１ 山形県 0238-50-1150
サンクス 米沢中央二丁目店 ﾖﾈｻﾞﾜﾁｭｳｵｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 992-0045 山形県米沢市中央二丁目４番６号 山形県 0238-26-8010
サンクス 山形飯田西店 ﾔﾏｶﾞﾀｲｲﾀﾞﾆｼﾃﾝ 990-2331 山形県山形市飯田西４－２－１ 山形県 023-615-7313
サンクス 長井横町店 ﾅｶﾞｲﾖｺﾏﾁﾃﾝ 993-0087 山形県長井市横町１番１１号 山形県 0238-83-3080
サンクス 鶴岡大西町店 ﾂﾙｵｶｵｵﾆｼﾏﾁﾃﾝ 997-0831 山形県鶴岡市大西町２６番４８号 山形県 0235-29-1539
サンクス 天童老野森店 ﾃﾝﾄﾞｳｵｲﾉﾓﾘﾃﾝ 994-0013 山形県天童市老野森三丁目８番１５号 山形県 023-656-8390
サンクス 道の駅安達店 ﾐﾁﾉｴｷｱﾀﾞﾁﾃﾝ 969-1511 福島県二本松市下川崎字上平３３－１ 福島県 0243-53-2639
サンクス 飯坂温泉駅前店 ｲｲｻﾞｶｵﾝｾﾝｴﾃﾝ 960-0201 福島県福島市飯坂町十綱町３４番地 福島県 024-543-1701
サンクス 福島置賜町店 ﾌｸｼﾏｵｷﾀﾏﾏﾁﾃﾝ 960-8034 福島県福島市置賜町８番１８号 福島県 024-522-5680
サンクス 福島下野寺店 ﾌｸｼﾏｼﾓﾉﾃﾞﾗﾃﾝ 960-8075 福島県福島市下野寺字遠原１－４ 福島県 024-592-2471
サンクス 福島桑折町店 ﾌｸｼﾏｺｵﾘﾏﾁﾃﾝ 969-1661 福島県伊達郡桑折町大字上郡字仲丸４－１４ 福島県 024-581-2468
サンクス 福島南沢又店 ﾌｸｼﾏﾐﾅﾐｻﾜﾏﾀﾃﾝ 960-8254 福島県福島市南沢又字舘ノ内７３ 福島県 024-555-1401
サンクス 福島沼頭店 ﾌｸｼﾏﾇﾏｶﾞｼﾗﾃﾝ 960-0101 福島県福島市瀬上町字沼頭９番７ 福島県 024-526-2311
サンクス 福島国見上野台店 ﾌｸｼﾏｸﾆﾐﾜﾉﾀﾞｲﾃﾝ 969-1761 福島県伊達郡国見町大字藤田滝川四２番 福島県 024-529-1061
サンクス 福島御山店 ﾌｸｼﾏｵﾔﾏﾃﾝ 960-8252 福島県福島市御山字上原６番１ 福島県 024-555-1711
サンクス 福島伊達宮前店 ﾌｸｼﾏﾀﾞﾃﾐﾔﾏｴﾃﾝ 960-0413 福島県伊達市宮前２９番１ 福島県 024-551-1226
サンクス 福島医王寺前店 ﾌｸｼﾏｲｵｳｼﾞﾏｴﾃﾝ 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原４８番地２ 福島県 024-541-3339
サンクス 福島駅西口店 ﾌｸｼﾏｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 960-8053 福島県福島市三河南町１番１５号 福島県 024-526-1855
サンクス 福島なかまち店 ﾌｸｼﾏﾅｶﾏﾁﾃﾝ 960-8043 福島県福島市中町６－２６ 福島県 024-526-0026
サンクス 福島商業高校前店 ﾌｸｼﾏｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 960-0111 福島県福島市丸子字芳堀１３番２ 福島県 024-552-5508
サンクス 福島北裡通店 ﾌｸｼﾏｷﾀｳﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 960-8105 福島県福島市仲間町９番２４号 福島県 024-526-0531
サンクス 道の駅安達下り線店 ﾐﾁﾉｴｷｱﾀﾞﾁｸﾀﾞﾘｾﾝﾃﾝ 969-1402 福島県二本松市米沢字下川原田１０５－２ 福島県 0243-24-9155
サンクス 古河坂間店 ｺｶﾞｻｶﾏﾃﾝ 306-0056 茨城県古河市大字坂間９１－５ 茨城県 0280-48-5650
サンクス 水戸南町店 ﾐﾄﾐﾅﾐﾏﾁﾃﾝ 310-0021 茨城県水戸市南町３丁目４－１ 茨城県 029-232-2418
サンクス 古河駅前店 ｺｶﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 306-0013 茨城県古河市東本町１－２－１ 茨城県 0280-31-5280
サンクス 茨城瓜連店 ｲﾊﾞﾗｷﾞｳﾘﾂﾞﾃﾝ 319-2105 茨城県那珂市古徳１９１５－６ 茨城県 029-296-1370
サンクス 日立けやき通店 ﾋﾀﾁｹﾔｷﾄﾞｵﾘﾃﾝ 317-0072 茨城県日立市弁天町２－２４－１ 茨城県 0294-24-0328
サンクス 結城かなくぼ店 ﾕｳｷｶﾅｸﾎﾞﾃﾝ 307-0001 茨城県結城市結城峯崎６７１２－２ 茨城県 0296-33-7326
サンクス つくば寺具店 ﾂｸﾊﾞﾃﾗｸﾞﾃﾝ 300-4201 茨城県つくば市寺具字二反田４７９－７ 茨城県 029-850-9220
サンクス つくば手代木店 ﾂｸﾊﾞﾃｼﾛｷﾞﾃﾝ 305-0834 茨城県つくば市手代木１８９５－１ 茨城県 029-851-5285
サンクス 水戸南インター店 ﾐﾄﾐﾅﾐｲﾝﾀｰﾃﾝ 310-0841 茨城県水戸市酒門町３２８１－６ 茨城県 029-248-6277
サンクス 竜ヶ崎北方店 ﾘｭｳｶﾞｻｷｷﾀｶﾀﾃﾝ 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８ 茨城県 0297-63-0601
サンクス 水戸若宮店 ﾐﾄﾜｶﾐﾔﾃﾝ 310-0013 茨城県水戸市若宮１丁目３－３ 茨城県 029-231-8432
サンクス 守谷鈴塚店 ﾓﾘﾔｽｽﾞﾂｶﾃﾝ 302-0126 茨城県守谷市鈴塚字五十塚３０１－１０ 茨城県 0297-21-1771
サンクス 日立南インター店 ﾋﾀﾁﾐﾅﾐｲﾝﾀｰﾃﾝ 319-1234 茨城県日立市大和田町字蟹屋敷２３５５ 茨城県 0294-28-0205
サンクス 千代田ＰＡ店 ﾁﾖﾀﾞﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱﾃﾝ 315-0066 茨城県かすみがうら市中佐谷字愛宕１７２－１ 茨城県 0299-59-0150
サンクス 水戸駅南口店 ﾐﾄｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 310-0015 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４ 茨城県 029-300-0007
サンクス 水戸姫子店 ﾐﾄﾋﾒｺﾞﾃﾝ 311-4151 茨城県水戸市姫子２丁目７６９－４ 茨城県 029-309-4401
サンクス つくば稲荷前店 ﾂｸﾊﾞｲﾅﾘﾏｴﾃﾝ 305-0061 茨城県つくば市稲荷前１２－２ 茨城県 029-863-2360
サンクス 水戸平須町店 ﾐﾄﾋﾗｽﾁｮｳﾃﾝ 310-0853 茨城県水戸市平須町２－３６ 茨城県 029-305-6817
サンクス 結城工業団地前店 ﾕｳｷｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁﾏｴﾃﾝ 307-0046 茨城県結城市作の谷４００ 茨城県 0296-32-1639
サンクス 茨城水戸駅前店 ｲﾊﾞﾗｷﾐﾄｴｷﾏｴﾃﾝ 310-0015 茨城県水戸市宮町一丁目７番３３号 茨城県 029-303-1666
サンクス つくば梅園店 ﾂｸﾊﾞｳﾒｿﾞﾉﾃﾝ 305-0045 茨城県つくば市梅園二丁目２６番２３ 茨城県 029-861-8518
サンクス 龍ヶ崎流通経済大前店 ﾘｭｳｶﾞｻｷﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ 301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町８－２ 茨城県 0297-61-1228
サンクス 茨城つくば花畑店 ｲﾊﾞﾗｷﾂｸﾊﾞﾊﾅﾊﾞﾀｹﾃﾝ 300-3261 茨城県つくば市花畑一丁目１７－２ 茨城県 029-877-3088
サンクス 神栖中央公園前店 ｶﾐｽﾁｭｳｵｳｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 314-0144 茨城県神栖市大野原二丁目１－１７ 茨城県 0299-95-5021
サンクス 霞ヶ浦総合公園前店 ｶｽﾐｶﾞｳﾗｿｳｺﾞｳｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 300-0835 茨城県土浦市大岩田１２８６―１ 茨城県 029-835-5933
サンクス 茨城東海村店 ｲﾊﾞﾗｷﾄｳｶｲﾑﾗﾃﾝ 319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目９番２３号 茨城県 029-283-5050
サンクス ひたちなか稲田店 ﾋﾀﾁﾅｶｲﾅﾀﾞﾃﾝ 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田１２１５番地１ 茨城県 029-354-3738



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 土浦神立駅前店 ﾂﾁｳﾗｶﾝﾀﾞﾂｴｷﾏｴﾃﾝ 300-0011 茨城県土浦市神立中央一丁目１１－４３ 茨城県 029-834-8139
サンクス 常総新石下店 ｼﾞｮｳｿｳｼﾝｲｼｹﾞﾃﾝ 300-2706 茨城県常総市新石下３９８５番２ 茨城県 0297-43-0065
サンクス 茨城阿見西郷店 ｲﾊﾞﾗｷｱﾐﾆｼｺﾞｳﾃﾝ 300-0300 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２ 茨城県 029-891-3779
サンクス つくばＱ’ｔ店 ﾂｸﾊﾞｷｭｰﾄﾃﾝ 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－６－１ 茨城県 029-868-7262
サンクス 水戸渡里店 ﾐﾄﾜﾀﾘﾃﾝ 310-0902 茨城県水戸市渡里町字江川４０９２番１ 茨城県 029-222-9047
サンクス 土浦中店 ﾂﾁｳﾗﾅｶﾃﾝ 300-0841 茨城県土浦市中字嵩久保１０９５番７ 茨城県 029-834-2770
サンクス 茨城神栖平泉店 ｲﾊﾞﾗｷｶﾐｽﾋﾗｲｽﾞﾐﾃﾝ 314-0146 茨城県神栖市平泉２番地３８ 茨城県 0299-95-5339
サンクス 神栖深芝南店 ｶﾐｽﾌｶｼﾊﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 314-0148 茨城県神栖市深芝南１丁目１５番９ 茨城県 0299-91-0098
サンクス 神栖堀割店 ｶﾐｽﾎﾘﾜﾘﾃﾝ 314-0135 茨城県神栖市堀割一丁目１－４０ 茨城県 0299-91-0015
サンクス 茨城水戸米沢町店 ｲﾊﾞﾗｷﾐﾄﾖﾈｻﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 310-0847 茨城県水戸市米沢町２８５－６ 茨城県 029-304-6393
サンクス 常陸太田大森町店 ﾋﾀﾁｵｵﾀｵｵﾓﾘﾁｮｳﾃﾝ 313-0021 茨城県常陸太田市大森町１１５２－３ 茨城県 0294-70-2339
サンクス 神栖居切店 ｶﾐｽｲｷﾞﾘﾃﾝ 314-0141 茨城県神栖市居切１２３０－４５ 茨城県 0299-91-0171
サンクス つくば萱丸店 ﾂｸﾊﾞｶﾔﾏﾙﾃﾝ 305-0881 茨城県つくば市みどりのＡ－３７街区１ 茨城県 029-839-5077
サンクス 宇都宮峰１丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔﾐﾈ1ﾁﾖﾃﾝ 321-0942 栃木県宇都宮市峰１－１－２４ 栃木県 028-639-3931
サンクス 宇都宮駅東店 ｳﾂﾉﾐﾔｴｷﾋｶﾞﾃﾝ 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷４丁目１－２４ 栃木県 028-637-3330
サンクス 河内白沢店 ｶﾜﾁｼﾗｻﾜﾃﾝ 329-1102 栃木県宇都宮市白沢町１８１０－３４ 栃木県 028-673-8125
サンクス 日光松原店 ﾆﾂｺｳﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 321-1406 栃木県日光市松原町２６７－１ 栃木県 0288-54-3933
サンクス 宇都宮若草店 ｳﾂﾉﾐﾔﾜｶｸｻﾃﾝ 320-0072 栃木県宇都宮市若草４丁目１４－３ 栃木県 028-623-0394
サンクス 子ども科学館前店 ｺﾄﾞﾓｶｶﾞｸｶﾝﾏｴﾃﾝ 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町３－２４－２１ 栃木県 028-684-5539
サンクス 真岡長田店 ﾓｵｶﾅｶﾞﾀﾃﾝ 321-4364 栃木県真岡市長田字北原１２８８－１８ 栃木県 0285-84-8288
サンクス 宇都宮鶴田店 ｳﾂﾉﾐﾔﾂﾙﾀﾃﾝ 320-0857 栃木県宇都宮市鶴田２丁目１２番１１号 栃木県 028-647-3366
サンクス 大田原浅香店 ｵｵﾀﾜﾗｱｻｶﾃﾝ 324-0043 栃木県大田原市浅香１丁目１０－６０ 栃木県 0287-22-4488
サンクス 岩舟静店 ｲﾜﾌﾈｼｽﾞｶﾃﾝ 329-4307 栃木県栃木市岩舟町静２１８４―１ 栃木県 0282-55-3948
サンクス 御幸ヶ原店 ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗﾃﾝ 321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原１１８－１ 栃木県 028-663-5519
サンクス 芳賀西水沼店 ﾊｶﾞﾆｼﾐｽﾞﾇﾏﾃﾝ 321-3324 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字野元西６３２－４ 栃木県 028-678-7751
サンクス 宇都宮中央３丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 320-0806 栃木県宇都宮市中央３－４－２６ 栃木県 028-610-2521
サンクス 宇都宮川田店 ｳﾂﾉﾐﾔｶﾜﾀﾞﾃﾝ 321-0111 栃木県宇都宮市川田町１７６－１３ 栃木県 028-657-6361
サンクス 宇都宮東簗瀬店 ｳﾂﾉﾐﾔﾋｶﾞｼﾔﾅｾﾞﾃﾝ 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８ 栃木県 028-610-3250
サンクス 清原テクノ店 ｷﾖﾊﾗﾃｸﾉﾃﾝ 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜４丁目１－４７ 栃木県 028-670-8639
サンクス 宇都宮野高谷店 ｳﾂﾉﾐﾔﾉｺﾞﾔﾃﾝ 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜５丁目１５－１ 栃木県 028-670-0390
サンクス 宇都宮問屋町店 ｳﾂﾉﾐﾔﾄﾝﾔﾏﾁﾃﾝ 321-0912 栃木県宇都宮市石井町３３７７番１ 栃木県 028-657-7739
サンクス 宇都宮簗瀬４丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔﾔﾅｾﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬４丁目５７１番１ 栃木県 028-651-2539
サンクス 壬生バイパス店 ﾐﾌﾞﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 321-0201 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番１ 栃木県 0282-85-1239
サンクス 宇都宮駒生店 ｳﾂﾉﾐﾔｺﾏﾆｭｳﾃﾝ 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町２４４２番７ 栃木県 028-652-8839
サンクス 那須塩原実取店 ﾅｽｼｵﾊﾞﾗﾐﾄﾞﾘﾃﾝ 329-2732 栃木県那須塩原市一区町１００番２ 栃木県 0287-39-6360
サンクス 平出辰街道店 ﾋﾗｲﾃﾞﾀﾂｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 321-0901 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４ 栃木県 028-683-1239
サンクス 栃木城内町店 ﾄﾁｷﾞｼﾞｮｳﾅｲﾁｮｳﾃﾝ 328-0033 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号 栃木県 0282-20-2339
サンクス 宇都宮駅前店 ｳﾂﾉﾐﾔｴｷﾏｴﾃﾝ 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷２丁目４番１ホテルマイステイズ１階 栃木県 028-651-3978
サンクス 宇都宮柳田店 ｳﾂﾉﾐﾔﾔﾅｷﾞﾀﾃﾝ 321-0902 栃木県宇都宮市柳田町１７５９番地３ 栃木県 028-613-3139
サンクス 宇都宮大寛店 ｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲｶﾝﾃﾝ 320-0867 栃木県宇都宮市大寛２丁目２－７ 栃木県 028-614-2567
サンクス 宇都宮中央公園店 ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｺｳｴﾝﾃﾝ 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町２５４９番１０ 栃木県 028-614-2239
サンクス 宇都宮西原３丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔﾆｼﾊﾗ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 320-0862 栃木県宇都宮市西原３丁目３番１７ 栃木県 028-610-8039
サンクス 宇都宮西川田店 ｳﾂﾉﾐﾔﾆｼｶﾜﾀﾃﾝ 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町二丁目１２９５番１ 栃木県 028-684-1139
サンクス さくら東原店 ｻｸﾗﾋｶﾞｼﾊﾗﾃﾝ 329-1311 栃木県さくら市氏家４５０６番地７ 栃木県 028-681-8039
サンクス 宇都宮下栗１丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔｼﾓｸﾞﾘ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 321-0924 栃木県宇都宮市下栗一丁目１１番地８ 栃木県 028-610-1239
サンクス 栃木大町店 ﾄﾁｷﾞﾀﾞｲﾁｮｳﾃﾝ 328-0071 栃木県栃木市大町２９番地２２号 栃木県 0282-20-8139
サンクス 岩舟街道店 ｲﾜﾌﾈｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 329-4307 栃木県栃木市岩舟町静１０５６―１ 栃木県 0282-54-4139
サンクス 宇都宮今泉３丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔｲﾏｲｽﾞﾐ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 321-0966 栃木県宇都宮市今泉三丁目８８７番地３ 栃木県 028-600-3739
サンクス 宇都宮越戸３丁目店 ｳﾂﾉﾐﾔｺｴﾄﾞ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 321-0951 栃木県宇都宮市越戸３丁目１４番３号 栃木県 028-683-0394
サンクス さくら櫻野店 ｻｸﾗｻｸﾗﾉﾃﾝ 329-1312 栃木県さくら市櫻野４９６番地 栃木県 028-681-7200
サンクス 上三川バイパス店 ｶﾐﾉｶﾜﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川１９３２番地 栃木県 0285-55-0039
サンクス 那須西三島５丁目店 ﾅｽﾆｼﾐｼﾏ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 329-2756 栃木県那須塩原市西三島五丁目１７９番地９ 栃木県 0287-38-0110
サンクス 栃木大平町店 ﾄﾁｷﾞｵｵﾋﾗﾏﾁﾃﾝ 329-4404 栃木県栃木市大平町富田３７１番地２ 栃木県 0282-45-1257
サンクス 鹿沼茂呂店 ｶﾇﾏﾓﾛﾃﾝ 322-0026 栃木県鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３ 栃木県 0289-72-1139
サンクス 足利助戸東山町店 ｱｼｶｶﾞｽｹﾄﾞﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 326-0042 栃木県足利市助戸東山町９１５番２ 栃木県 0284-40-1617
サンクス 宇都宮本町大通り店 ｳﾂﾉﾐﾔﾎﾝﾁｮｳｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 320-0033 栃木県宇都宮市本町４番１１号 栃木県 028-600-3257
サンクス 伊勢崎波志江町店 ｲｾｻｷﾊｼｴﾏﾁﾃﾝ 372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町１６１３－３ 群馬県 0270-20-6030
サンクス 前橋富田町店 ﾏｴﾊﾞｼﾄﾐﾀﾞﾏﾁﾃﾝ 379-2161 群馬県前橋市富田町１１４１番２ 群馬県 027-230-3911
サンクス 前橋江田店 ﾏｴﾊﾞｼｴﾀﾞﾃﾝ 371-0836 群馬県前橋市江田町１０３－３ 群馬県 027-210-7311
サンクス 太田上田島店 ｵｵﾀｶﾐﾀｼﾞﾏﾃﾝ 373-0044 群馬県太田市上田島町１４６番 群馬県 0276-20-6511
サンクス 前橋インター店 ﾏｴﾊﾞｼｲﾝﾀｰﾃﾝ 370-0001 群馬県高崎市中尾町４４１ 群馬県 027-370-6123
サンクス 高崎筑縄店 ﾀｶｻｷﾂｸﾅﾜﾃﾝ 370-0075 群馬県高崎市筑縄町５２－２ 群馬県 027-370-5303
サンクス 玉村町上之手店 ﾀﾏﾑﾗﾏﾁｶﾐﾉﾃﾃﾝ 370-1127 群馬県佐波郡玉村町大字上之手１５１１－６ 群馬県 0270-30-2020
サンクス 伊勢崎市場町店 ｲｾｻｷｲﾁﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 379-2211 群馬県伊勢崎市市場町一丁目１７３番３ 群馬県 0270-40-0032
サンクス 高崎問屋西一丁目店 ﾀｶｻｷﾄﾝﾔﾆｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 370-0006 群馬県高崎市問屋町西一丁目３―１３ 群馬県 027-360-3313
サンクス 前橋天川大島店 ﾏｴﾊﾞｼｱﾏｶﾞﾜｵｵｼﾏﾃﾝ 379-2154 群馬県前橋市天川大島町３丁目２番３ 群馬県 027-210-6505
サンクス 高崎高関店 ﾀｶｻｷﾀｶｾﾞｷﾃﾝ 370-0043 群馬県高崎市高関町４１０番５ 群馬県 027-310-6288
サンクス 高崎筑縄六郷店 ﾀｶｻｷﾂｸﾅﾜﾛｸｺﾞｳﾃﾝ 370-0075 群馬県高崎市筑縄町２０番６ 群馬県 027-370-5634
サンクス 高崎島野町店 ﾀｶｻｷｼﾏﾉﾏﾁﾃﾝ 370-0015 群馬県高崎市島野町２４８番地１ 群馬県 027-350-7739
サンクス 太田大島町店 ｵｵﾀｵｵｼﾏﾁｮｳﾃﾝ 373-0055 群馬県太田市大島町１２６－１ 群馬県 0276-40-4501
サンクス 高崎江木町店 ﾀｶｻｷｴｷﾞﾏﾁﾃﾝ 370-0046 群馬県高崎市江木町３２８－４ 群馬県 027-310-6117
サンクス 伊勢崎国定町店 ｲｾｻｷｸﾆｻﾀﾞﾏﾁﾃﾝ 379-2221 群馬県伊勢崎市国定町一丁目２８２－１ 群馬県 0270-20-8355
サンクス 伊勢崎連取町店 ｲｾｻｷﾂﾅﾄﾘﾏﾁﾃﾝ 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３０００番地２ 群馬県 0270-20-7377
サンクス 南浦和店 ﾐﾅﾐｳﾗﾜﾃﾝ 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３５－１０ 埼玉県 048-882-1837
サンクス 三郷駅前店 ﾐｻﾄｴｷﾏｴﾃﾝ 341-0018 埼玉県三郷市早稲田１－１－１　加藤ビル 埼玉県 048-959-0905
サンクス 川越通町店 ｶﾜｺﾞｴﾄｵﾘﾏﾁﾃﾝ 350-0044 埼玉県川越市通町２４ー９ 埼玉県 049-223-8866
サンクス 越谷大沢店 ｺｼｶﾞﾔｵｵｻﾜﾃﾝ 343-0022 埼玉県越谷市東大沢５－５－４ 埼玉県 048-964-2721
サンクス 和光南口店 ﾜｺｳﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 351-0114 埼玉県和光市本町３－２３　ヤワラビル１Ｆ 埼玉県 048-463-6832
サンクス みずほ台駅西口店 ﾐｽﾞﾎﾀﾞｲｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２ 埼玉県 049-268-7515
サンクス 志木中宗岡店 ｼｷﾅｶﾑﾈｵｶﾃﾝ 353-0002 埼玉県志木市中宗岡２－１９－２７ 埼玉県 048-485-5435
サンクス 朝霞駅東口店 ｱｻｶｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 351-0006 埼玉県朝霞市仲町二丁目１番６号－１０２ 埼玉県 048-451-0171
サンクス かわぐち飯塚店 ｶﾜｸﾞﾁｲｲﾂﾞｶﾃﾝ 332-0023 埼玉県川口市飯塚２－１３－９ 埼玉県 048-252-4339
サンクス 新座志木駅前店 ﾆｲｻﾞｼｷｴｷﾏｴﾃﾝ 352-0001 埼玉県新座市東北２丁目３７－１１ 埼玉県 048-470-5310
サンクス 堀兼店 ﾎﾘｶﾞﾈﾃﾝ 350-1312 埼玉県狭山市堀兼１０２８－３ 埼玉県 04-2959-2385
サンクス 入間藤沢店 ｲﾙﾏﾌｼﾞｻﾜﾃﾝ 358-0011 埼玉県入間市下藤沢１２９９ー１ 埼玉県 04-2965-0211
サンクス 所沢若狭店 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾜｶｻﾃﾝ 359-1151 埼玉県所沢市若狭４－２３８４－１ 埼玉県 04-2938-5700
サンクス 大原店 ｵｵﾊﾗﾃﾝ 356-0003 埼玉県ふじみ野市大原２－１－２６ 埼玉県 049-266-2756
サンクス 川越宮下町店 ｶﾜｺﾞｴﾐﾔｼﾀﾁﾃﾝ 350-0052 埼玉県川越市宮下町１－１２－７ 埼玉県 049-223-8509
サンクス 川越霞ヶ関店 ｶﾜｺﾞｴｶｽﾐｶﾞﾃﾝ 350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東１－２－２５ 埼玉県 049-234-0117
サンクス 大井うれし野店 ｵｵｲｳﾚｼﾉﾃﾝ 356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間２５１－６ 埼玉県 049-263-6833
サンクス 川島三保谷店 ｶﾜｼﾏﾐﾎﾔﾃﾝ 350-0135 埼玉県比企郡川島町下狢５９１－１ 埼玉県 049-291-0251
サンクス 坂戸千代田店 ｻｶﾄﾞﾁﾖﾀﾞﾃﾝ 350-0213 埼玉県坂戸市栄３３６－３ 埼玉県 049-289-2755
サンクス 鳩山石坂店 ﾊﾄﾔﾏｲｼｻﾞｶﾃﾝ 350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂９４１－１１ 埼玉県 049-296-2167
サンクス 東松山岡沼店 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｵｶﾇﾏﾃﾝ 355-0001 埼玉県東松山市大字岡１８５－１ 埼玉県 0493-39-0055
サンクス 川越小仙波店 ｶﾜｺﾞｴｺｾﾝﾊﾞﾃﾝ 350-0031 埼玉県川越市大字小仙波字下町７４９－８ 埼玉県 049-223-7081
サンクス 鶴ヶ島三ツ木店 ﾂﾙｶﾞｼﾏﾐﾂｷﾞﾃﾝ 350-2217 埼玉県鶴ケ島市大字三ツ木字新井１１７－５ 埼玉県 049-279-6141
サンクス 川越東洋大前店 ｶﾜｺﾞｴﾄｳﾖｳﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 350-0807 埼玉県川越市大字吉田字堀之内１００－４ 埼玉県 049-239-5300
サンクス 飯能駅南口店 ﾊﾝﾉｳｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 357-0036 埼玉県飯能市南町１－２４ 埼玉県 042-983-1777
サンクス 川越山田東店 ｶﾜｺﾞｴﾔﾏﾀﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ 350-0822 埼玉県川越市山田１８１４－３ 埼玉県 049-227-7308
サンクス 小手指駅北口店 ｺﾃｻｼｴｷｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁目１－１ 埼玉県 04-2940-8239



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 飯能青木店 ﾊﾝﾉｳｱｵｷﾃﾝ 357-0003 埼玉県飯能市大字青木６６－１ 埼玉県 042-983-1291
サンクス 鶴ヶ島高倉店 ﾂﾙｶﾞｼﾏﾀｶｸﾗﾃﾝ 350-2223 埼玉県鶴ヶ島市高倉１１６５－６ 埼玉県 049-272-5225
サンクス 所沢ネオポリス店 ﾄｺﾛｻﾜﾈｵﾎﾟﾘｽﾃﾝ 359-0001 埼玉県所沢市大字下富１３１５－１ 埼玉県 04-2990-3501
サンクス 所沢北野天神通り店 ﾄｺﾛｻﾞﾜｷﾀﾉﾃﾝｼﾞﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 359-1156 埼玉県所沢市北野南１－１５－１ 埼玉県 04-2938-6677
サンクス レイクサイド宮沢湖店 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾐﾔｻﾞﾜｺﾃﾝ 357-0001 埼玉県飯能市大字宮沢２７番４４ 埼玉県 042-983-8800
サンクス 小手指４丁目店 ｺﾃｻｼ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 359-1141 埼玉県所沢市小手指町４丁目１９－８ 埼玉県 04-2938-5588
サンクス 川越中福店 ｶﾜｺﾞｴﾅｶﾌｸﾃﾝ 350-1156 埼玉県川越市中福４２０－５ 埼玉県 049-238-8855
サンクス 西武園西店 ｾｲﾌﾞｴﾝﾆｼﾃﾝ 359-1145 埼玉県所沢市山口２５２７－１ 埼玉県 04-2920-0033
サンクス 川越大仙波店 ｶﾜｺﾞｴｵｵｾﾝﾊﾞﾃﾝ 350-0032 埼玉県川越市大字大仙波字久保田６２３番１ 埼玉県 049-229-3911
サンクス ふじみ野さくら通店 ﾌｼﾞﾐﾉｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央三丁目２７番２ 埼玉県 049-256-4677
サンクス 狭山広瀬店 ｻﾔﾏﾋﾛｾﾃﾝ 350-1319 埼玉県狭山市広瀬２丁目３番２３号 埼玉県 04-2900-0394
サンクス 日高工業団地店 ﾋﾀﾞｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 350-1204 埼玉県日高市新堀新田２１－１４ 埼玉県 042-984-2055
サンクス 所沢プロペ通り店 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾌﾟﾛﾍﾟﾄｵﾘﾃﾝ 359-1116 埼玉県所沢市東町１２－１ 埼玉県 04-2920-2920
サンクス 秩父野坂町店 ﾁﾁﾌﾞﾉｻｶﾏﾁﾃﾝ 368-0033 埼玉県秩父市野坂町２－１６－４８ 埼玉県 0494-21-7166
サンクス 所沢パークタウン店 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾃﾝ 359-0004 埼玉県所沢市北原町１４２３－１ 埼玉県 04-2997-5300
サンクス 毛呂山埼玉医大前店 ﾓﾛﾔﾏｻｲﾀﾏｲﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷６７６ 埼玉県 049-295-5615
サンクス 新座駅前通り店 ﾆｲｻﾞｴｷﾏｴﾄｵﾘﾃﾝ 352-0011 埼玉県新座市野火止６－５－５５ 埼玉県 048-483-6622
サンクス 入間東町店 ｲﾙﾏｱｽﾞﾏﾁｮｳﾃﾝ 358-0002 埼玉県入間市東町６丁目２－１ 埼玉県 04-2960-1711
サンクス 和光白子４丁目店 ﾜｺｳｼﾗｺ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 351-0101 埼玉県和光市白子４－３－８ 埼玉県 048-458-6005
サンクス 坂戸若葉台通り店 ｻｶﾄﾞﾜｶﾊﾞﾀﾞｲﾄｵﾘﾃﾝ 350-0209 埼玉県坂戸市塚越１１４４－８ 埼玉県 049-288-3311
サンクス 若葉駅西口店 ﾜｶﾊﾞｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 350-2206 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８５１番４０ 埼玉県 049-272-5280
サンクス １６号入間小谷田店 16ｺﾞｳｲﾙﾏｺﾔﾀﾃﾝ 358-0026 埼玉県入間市小谷田１丁目１０１６番１９ 埼玉県 04-2901-2210
サンクス 朝霞本町１丁目店 ｱｻｶﾎﾝﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 351-0011 埼玉県朝霞市本町１丁目３６－４ 埼玉県 048-450-0166
サンクス 外環和光インター店 ｶﾞｲｶﾝﾜｺｳｲﾝﾀｰﾃﾝ 351-0112 埼玉県和光市丸山台２丁目２９番１ 埼玉県 048-450-5670
サンクス 所沢ニュータウン店 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ 359-0041 埼玉県所沢市中新井５丁目８－１３ 埼玉県 04-2990-1081
サンクス 川口芝園店 ｶﾜｸﾞﾁｼﾊﾞｿﾞﾃﾝ 333-0853 埼玉県川口市芝園町２－１　川口芝園ハイツ１号棟１０１号 埼玉県 048-262-0683
サンクス 西川口３丁目店 ﾆｼｶﾜｸﾞﾁ3ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 332-0021 埼玉県川口市西川口３ー２９ー１８ 埼玉県 048-255-3936
サンクス 大宮上小町店 ｵｵﾐﾔｶﾐｺﾁｮｳﾃﾝ 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町４９６－１ 埼玉県 048-645-8000
サンクス 越谷宮本町店 ｺｼｶﾞﾔﾐﾔﾓﾄﾁﾃﾝ 343-0806 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１ 埼玉県 0489-65-9586
サンクス 岩槻西町店 ｲﾜﾂｷﾆｼﾏﾁﾃﾝ 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町２－５－４１ 埼玉県 048-757-0681
サンクス 大宮桜木町１丁目店 ｵｵﾐﾔｻｸﾗｷﾞﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－８－３ 埼玉県 048-647-3566
サンクス 越谷南荻島店 ｺｼｶﾞﾔﾐﾅﾐｵｷﾞｼﾏﾃﾝ 343-0804 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井１２４８－１ 埼玉県 048-971-1666
サンクス 杉戸高野台南店 ｽｷﾞﾄﾀｶﾉﾀﾞｲﾐﾅﾐﾃﾝ 345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野１６５１－１ 埼玉県 0480-33-4666
サンクス 羽生上岩瀬店 ﾊﾆｭｳｶﾐｲﾜｾﾃﾝ 348-0044 埼玉県羽生市大字上岩瀬字中妻６４７－１ 埼玉県 048-562-5230
サンクス 南越谷４丁目店 ﾐﾅﾐｺｼｶﾞﾔ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 343-0845 埼玉県越谷市南越谷４－１１－１５ 埼玉県 048-987-3801
サンクス 熊谷武体店 ｸﾏｶﾞﾔﾌﾞﾀｲﾃﾝ 360-0843 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻５２０－２ 埼玉県 048-533-5605
サンクス 加須平永店 ｶｿﾞﾋﾗﾅｶﾞﾃﾝ 347-0046 埼玉県加須市大字平永字本田７５６ 埼玉県 0480-64-1080
サンクス 大宮西遊馬店 ｵｵﾐﾔﾆｼｱｽﾏﾃﾝ 331-0061 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１１１７－１ 埼玉県 048-620-6431
サンクス 川本道の駅前店 ｶﾜﾓﾄﾐﾁﾉｴｷﾏｴﾃﾝ 369-1101 埼玉県深谷市長在家７２６－１ 埼玉県 048-578-2132
サンクス 妻沼道の駅前店 ﾒﾇﾏﾐﾁﾉｴｷﾏｴﾃﾝ 360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾１６０１－１ 埼玉県 048-567-2588
サンクス 坂東大橋南店 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｵｵﾊｼﾐﾅﾐﾃﾝ 367-0072 埼玉県本庄市大字沼和田３７３－１ 埼玉県 0495-27-6505
サンクス 上里金久保店 ｶﾐｻﾄｶﾅｸﾎﾞﾃﾝ 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保３２２－１ 埼玉県 0495-35-3808
サンクス 鷲宮上新井店 ﾜｼﾐﾔｶﾐｱﾗｲﾃﾝ 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮字上新井７０８－１ 埼玉県 0480-57-4650
サンクス 深谷バイパス店 ﾌｶﾔﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 366-0023 埼玉県深谷市大字宮ヶ谷戸３－２ 埼玉県 048-551-7141
サンクス 本庄児玉インター店 ﾎﾝｼﾞｮｳｺﾀﾞﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 367-0035 埼玉県本庄市西富田４９４－４ 埼玉県 0495-27-6815
サンクス 見沼片柳店 ﾐﾇﾏｶﾀﾔﾅｷﾞﾃﾝ 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳字荒神９０６－２ 埼玉県 048-682-3675
サンクス 春日部小渕店 ｶｽｶﾍﾞｺﾌﾞﾁﾃﾝ 344-0001 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番１ 埼玉県 048-755-3131
サンクス 春日部増富店 ｶｽｶﾍﾞﾏｼﾄﾐﾃﾝ 344-0041 埼玉県春日部市増富６０６－１ 埼玉県 048-753-5311
サンクス 松原団地駅前店 ﾏﾂﾊﾞﾗﾀﾞﾝﾁｴｷﾏｴﾃﾝ 340-0011 埼玉県草加市栄町２－１２－１ 埼玉県 048-932-0039
サンクス 熊谷運動公園店 ｸﾏｶﾞﾔｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾃﾝ 360-0832 埼玉県熊谷市小島字島ノ前６２７番地 埼玉県 048-501-0512
サンクス 草加柿木町店 ｿｳｶｶｷﾉｷﾁｮｳﾃﾝ 340-0001 埼玉県草加市柿木町字亀４９７番１ 埼玉県 048-933-0011
サンクス モラージュ菖蒲店 ﾓﾗｰｼﾞｭｼｮｳﾌﾞﾃﾝ 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５ 埼玉県 0480-87-1725
サンクス 川口栄町店 ｶﾜｸﾞﾁｻｶｴﾁｮｳﾃﾝ 332-0017 埼玉県川口市栄町３丁目８番４号 埼玉県 048-240-6200
サンクス 杉戸椿店 ｽｷﾞﾄﾂﾊﾞｷﾃﾝ 345-0013 埼玉県北葛飾郡杉戸町椿３６０ 埼玉県 0480-36-7710
サンクス 熊谷肥塚店 ｸﾏｶﾞﾔｺｲﾂﾞｶﾃﾝ 360-0015 埼玉県熊谷市肥塚字天神久保下９９７番１ 埼玉県 048-501-1616
サンクス 久喜下清久店 ｸｷｼﾓｷﾖｸﾃﾝ 346-0033 埼玉県久喜市下清久６４０番１ 埼玉県 0480-26-9700
サンクス 上尾水上公園店 ｱｹﾞｵｽｲｼﾞｮｳｺｳｴﾝﾃﾝ 362-0025 埼玉県上尾市大字上尾下１０３３―５ 埼玉県 048-778-0212
サンクス さいたま見沼店 ｻｲﾀﾏﾐﾇﾏﾃﾝ 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１ 埼玉県 048-681-5200
サンクス 久喜吉羽店 ｸｷﾖｼﾊﾞﾃﾝ 346-0014 埼玉県久喜市吉羽２丁目１４番６号 埼玉県 0480-26-6868
サンクス 川口元郷六丁目店 ｶﾜｸﾞﾁﾓﾄｺﾞｳ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 332-0011 埼玉県川口市元郷六丁目１３番８号 埼玉県 048-228-7177
サンクス 南桜井駅前店 ﾐﾅﾐｻｸﾗｲｴｷﾏｴﾃﾝ 344-0115 埼玉県春日部市米島中屋舗１１８５－３０ 埼玉県 048-718-0139
サンクス 春日部緑町店 ｶｽｶﾍﾞﾐﾄﾞﾘﾁｮｳﾃﾝ 344-0063 埼玉県春日部市緑町３－１－４８ 埼玉県 048-739-1660
サンクス 桶川下日出谷店 ｵｹｶﾞﾜｼﾓﾋﾃﾞﾔﾃﾝ 363-0028 埼玉県桶川市下日出谷西２－１－１ 埼玉県 048-786-0534
サンクス 狭山水野店 ｻﾔﾏﾐｽﾞﾉﾃﾝ 350-1317 埼玉県狭山市大字水野字本堀７１１番２ 埼玉県 04-2950-7521
サンクス 坂戸薬師町店 ｻｶﾄﾞﾔｸｼﾁｮｳﾃﾝ 350-0229 埼玉県坂戸市薬師町２８番８ 埼玉県 049-280-8333
サンクス 入間宮寺西店 ｲﾙﾏﾐﾔﾃﾞﾗﾆｼﾃﾝ 358-0014 埼玉県入間市宮寺２６６４番１ 埼玉県 04-2934-6017
サンクス 久喜上早見店 ｸｷｶﾐﾊﾔﾐﾃﾝ 346-0021 埼玉県久喜市上早見４８９番１１ 埼玉県 0480-26-2006
サンクス 羽生三田ヶ谷店 ﾊﾆｭｳﾐﾀｶﾔﾃﾝ 348-0014 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田９４２―１ 埼玉県 048-565-4111
サンクス 飯能東吾野店 ﾊﾝﾉｳﾋｶﾞｼｱｶﾞﾉﾃﾝ 357-0205 埼玉県飯能市白子３６５番地 埼玉県 042-970-2001
サンクス 東所沢店 ﾋｶﾞｼﾄｺﾛｻﾞﾜﾃﾝ 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目１番地２ 埼玉県 04-2946-2255
サンクス ふじみ野中福岡店 ﾌｼﾞﾐﾉﾅｶﾌｸｵｶﾃﾝ 356-0013 埼玉県ふじみ野市中福岡２７１ 埼玉県 049-256-6277
サンクス 川口ＳＬ青葉通り店 ｶﾜｸﾞﾁｴｽｴﾙｱｵﾊﾞﾄﾞｵﾘﾃﾝ 332-0016 埼玉県川口市幸町三丁目１番２０ 埼玉県 048-240-1397
サンクス 川口末広店 ｶﾜｸﾞﾁｽｴﾋﾛﾃﾝ 332-0006 埼玉県川口市末広二丁目１番１号 埼玉県 048-227-6639
サンクス 志木上宗岡店 ｼｷｶﾐﾑﾈｵｶﾃﾝ 353-0001 埼玉県志木市上宗岡二丁目１４番３号 埼玉県 048-486-0055
サンクス 川口金山町店 ｶﾜｸﾞﾁｶﾅﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 332-0014 埼玉県川口市金山町１２番１－１０４号 埼玉県 048-227-3900
サンクス 柏東上町店 ｶｼﾜｱｽﾞﾏｶﾐﾁｮｳﾃﾝ 277-0011 千葉県柏市東上町３－８　柏パークホームズ１０１ 千葉県 04-7166-1258
サンクス 幕張本郷店 ﾏｸﾊﾘﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３ 千葉県 043-273-2372
サンクス 原木中山店 ﾊﾞﾗｷﾅｶﾔﾏﾃﾝ 273-0035 千葉県船橋市本中山７丁目５－１ガ－デンヒルズ原木Ａ棟 千葉県 047-333-6751
サンクス 袖ケ浦奈良輪店 ｿﾃﾞｶﾞｳﾗﾅﾗﾜﾃﾝ 299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２７－１ 千葉県 0438-63-7712
サンクス 八柱駅北口店 ﾔﾊﾞｼﾗｴｷｷﾀｸﾃﾝ 270-2253 千葉県松戸市日暮２－５－１１ 千葉県 0473-87-2739
サンクス 松戸本町店 ﾏﾂﾄﾞﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 271-0091 千葉県松戸市本町２５－４ 千葉県 0473-60-6627
サンクス 多古染井店 ﾀｺｿﾒｲﾃﾝ 289-2242 千葉県香取郡多古町染井１６７－１１ 千葉県 0479-70-6864
サンクス 南行徳２丁目店 ﾐﾅﾐｷﾞｮｳﾄｸ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 272-0138 千葉県市川市南行徳２ー２１ー１ 千葉県 047-396-3957
サンクス 市原有秋台店 ｲﾁﾊﾗﾕｳｼｭｳﾀﾃﾝ 299-0115 千葉県市原市不入斗５０ 千葉県 0436-66-8777
サンクス 小見川工業団地店 ｵﾐｶﾞﾜｺｳｷﾞｮﾃﾝ 289-0341 千葉県香取市虫幡１１０２ー１ 千葉県 0478-82-5700
サンクス 松戸稔台店 ﾏﾂﾄﾞﾐﾉﾘﾀﾞｲﾃﾝ 270-2231 千葉県松戸市稔台１丁目１２－１ 千葉県 0473-64-7776
サンクス 花輪インター店 ﾊﾅﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ 273-0002 千葉県船橋市東船橋５ー１５ー２５ 千葉県 047-426-2917
サンクス 船橋湊町店 ﾌﾅﾊﾞｼﾐﾅﾄﾁｮｳﾃﾝ 273-0011 千葉県船橋市湊町１－１－１ 千葉県 047-432-8777
サンクス 南八幡４丁目店 ﾐﾅﾐﾔﾜﾀ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 272-0023 千葉県市川市南八幡４－３－５ 千葉県 047-370-0394
サンクス 南流山駅前店 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾚﾔﾏｴﾃﾝ 270-0163 千葉県流山市南流山１ー１ー２ 千葉県 04-7159-6334
サンクス 市川南口店 ｲﾁｶﾜﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 272-0033 千葉県市川市市川南１－９－２３ 千葉県 047-325-1023
サンクス 二和向台駅前店 ﾌﾀﾜﾑｺｳﾀﾞｲｴﾃﾝ 274-0805 千葉県船橋市二和東５－２５－３６ 千葉県 047-440-1780
サンクス 銚子駅前店 ﾁﾖｳｼｴｷﾏｴﾃﾝ 288-0044 千葉県銚子市西芝町１４－１９ 千葉県 0479-25-7617
サンクス 松戸駅前店 ﾏﾂﾄﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 271-0092 千葉県松戸市松戸字亀井１１７５ 千葉県 047-361-6100
サンクス 千葉高品店 ﾁﾊﾞﾀｶｼﾅﾃﾝ 264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町１５９９－１ 千葉県 043-234-5136
サンクス 西千葉駅前店 ﾆｼﾁﾊﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町１－２７ 千葉県 043-254-2005
サンクス 新検見川駅前店 ｼﾝｹﾐｶﾞﾜｴｷﾏﾃﾝ 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園１－７－５ 千葉県 043-274-1880
サンクス 下総中山駅北口店 ｼﾓｳｻﾅｶﾔﾏｴｷﾃﾝ 273-0035 千葉県船橋市本中山２丁目１９－１ 千葉県 047-334-5920
サンクス 臼井駅ビル店 ｳｽｲｴｷﾋﾞﾙﾃﾝ 285-0837 千葉県佐倉市王子台３ー３０ー４　ＶＩＭ臼井駅ビル１Ｆ 千葉県 043-489-1781
サンクス 小室駅前店 ｺﾑﾛｴｷﾏｴﾃﾝ 270-1471 千葉県船橋市小室町３３２１ 千葉県 047-457-9993



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 北松戸駅前店 ｷﾀﾏﾂﾄﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 271-0064 千葉県松戸市上本郷８９７ー１ 千葉県 0473-67-5707
サンクス 四街道鹿放ヶ丘店 ﾖﾂｶｲﾄﾞｳﾛﾂﾎﾃﾝ 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘１４５ 千葉県 043-304-0020
サンクス 大宮インター店 ｵｵﾐﾔｲﾝﾀｰﾃﾝ 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町２１２９－４ 千葉県 043-268-6006
サンクス 市原菊間店 ｲﾁﾊﾗｷｸﾏﾃﾝ 290-0007 千葉県市原市菊間１．７２６－１６ 千葉県 0436-42-3392
サンクス 小見川小川店 ｵﾐｶﾞﾜｵｶﾞﾜﾃﾝ 289-0338 千葉県香取市下小川１２８８－１ 千葉県 0478-83-3332
サンクス 西船橋駅北口店 ﾆｼﾌﾅﾊﾞｼｴｷｷﾃﾝ 273-0031 千葉県船橋市西船４丁目２９－８ 千葉県 047-437-7889
サンクス 千葉祐光店 ﾁﾊﾞﾕｳｺｳﾃﾝ 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光４丁目１－１ 千葉県 043-224-5802
サンクス 千葉都町３丁目店 ﾁﾊﾞﾐﾔｺﾁｮｳ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 260-0001 千葉県千葉市中央区都町３丁目２２－９ 千葉県 043-234-0165
サンクス 穴川インター店 ｱﾅｶﾞﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ 264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町８１－４ 千葉県 043-284-2507
サンクス 船橋前原店 ﾌﾅﾊﾞｼﾏｴﾊﾞﾗﾃﾝ 274-0824 千葉県船橋市前原東５－１３－３０ 千葉県 047-471-1852
サンクス 千葉鶴沢店 ﾁﾊﾞﾂﾙｻﾜﾃﾝ 260-0003 千葉県千葉市中央区鶴沢町２０ 千葉県 043-201-2714
サンクス 芝山はにわ道店 ｼﾊﾞﾔﾏﾊﾆﾜﾄﾞﾃﾝ 289-1608 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１７４７－３ 千葉県 0479-78-0581
サンクス 市川新田店 ｲﾁｶﾜｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 272-0035 千葉県市川市新田４丁目８－２５ 千葉県 047-379-5118
サンクス 印西そうふけ店 ｲﾝｻﾞｲｿｳﾌｹﾃﾝ 270-1337 千葉県印西市草深９４０－４ 千葉県 0476-46-2417
サンクス 千葉干潟店 ﾁﾊﾞﾋｶﾀﾃﾝ 289-0511 千葉県旭市鏑木３８３２－１７ 千葉県 0479-68-1598
サンクス 船橋咲が丘店 ﾌﾅﾊﾞｼｻｷｶﾞｵｶﾃﾝ 274-0807 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５ 千葉県 047-407-8075
サンクス 八千代大和田新田店 ﾔﾁﾖｵｵﾜﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４３１－９ 千葉県 047-458-3966
サンクス 船橋駅北口店 ﾌﾅﾊﾞｼｴｷｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 273-0005 千葉県船橋市本町６丁目１－３ 千葉県 047-424-1697
サンクス 菅野１丁目店 ｽｶﾞﾉ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 272-0824 千葉県市川市菅野１－７－２６ 千葉県 047-329-4781
サンクス 柏１丁目店 ｶｼﾜ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 277-0005 千葉県柏市柏１―６―９ 千葉県 04-7164-5625
サンクス 市原瀬又店 ｲﾁﾊﾗｾﾏﾀﾃﾝ 290-0168 千葉県市原市永吉字川向１４１１－１ 千葉県 0436-50-5306
サンクス 成田中通店 ﾅﾘﾀﾅｶﾄﾞｵﾘﾃﾝ 286-0122 千葉県成田市大清水６７－５ 千葉県 0476-40-5133
サンクス 松戸西口店 ﾏﾂﾄﾞﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 271-0091 千葉県松戸市本町２０－１２ 千葉県 047-703-1231
サンクス 千葉長作町店 ﾁﾊﾞﾅｶﾞｻｸﾁｮｳﾃﾝ 262-0044 千葉県千葉市花見川区長作町１３１０－１ 千葉県 043-298-6830
サンクス 松戸主水新田店 ﾏﾂﾄﾞﾓﾝﾄｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 271-0042 千葉県松戸市主水新田字太田４７３－１３ 千葉県 047-374-5539
サンクス 成田上福田店 ﾅﾘﾀｶﾐﾌｸﾀﾞﾃﾝ 286-0842 千葉県成田市上福田３３２ 千葉県 0476-29-7739
サンクス 五井金杉店 ｺﾞｲｶﾅｽｷﾞﾃﾝ 290-0057 千葉県市原市五井金杉１丁目３４－１ 千葉県 0436-26-8132
サンクス 東総干潟店 ﾄｳｿｳﾋｶﾀﾃﾝ 289-0516 千葉県旭市米込１８２８－１０ 千葉県 0479-60-6767
サンクス 鎌ヶ谷中沢店 ｶﾏｶﾞﾔﾅｶｻﾞﾜﾃﾝ 273-0118 千葉県鎌ケ谷市中沢７７６－３ 千葉県 047-441-8350
サンクス 野田船形店 ﾉﾀﾞﾌﾅｶﾀﾃﾝ 270-0233 千葉県野田市船形８８４－１ 千葉県 04-7120-8266
サンクス 銚子三崎店 ﾁｮｳｼﾐｻｷﾃﾝ 288-0837 千葉県銚子市長塚６丁目４５３０ 千葉県 0479-20-0801
サンクス 浦安北栄四丁目店 ｳﾗﾔｽｷﾀｻﾞｶｴ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 279-0002 千葉県浦安市北栄４－２８－１１ 千葉県 047-304-2821
サンクス 千葉天台店 ﾁﾊﾞﾃﾝﾀﾞｲﾃﾝ 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台５丁目２３－１７ 千葉県 043-207-9389
サンクス 流山運動公園店 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾃﾝ 270-0137 千葉県流山市市野谷４２７ 千葉県 04-7157-8571
サンクス 船橋本町店 ﾌﾅﾊﾞｼﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 273-0005 千葉県船橋市本町２－１２－４ 千葉県 047-420-8101
サンクス 船橋薬円台２丁目店 ﾌﾅﾊﾞｼﾔｸｴﾝﾀﾞｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 274-0077 千葉県船橋市薬円台２丁目２３番７号 千葉県 047-496-0118
サンクス 我孫子新木店 ｱﾋﾞｺｱﾗｷﾃﾝ 270-1119 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１ 千葉県 04-7181-5250
サンクス 成田駅ロータリー前店 ﾅﾘﾀｴｷﾛｰﾀﾘｰﾏｴﾃﾝ 286-0035 千葉県成田市囲護台１－４－４　フィールドホーム第３ビル 千葉県 0476-20-0722
サンクス 千葉若松町店 ﾁﾊﾞﾜｶﾏﾂﾁｮｳﾃﾝ 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町９５１－１６ 千葉県 043-304-7166
サンクス 成田みなみ三里塚店 ﾅﾘﾀﾐﾅﾐｻﾝﾘﾂﾞｶﾃﾝ 286-0113 千葉県成田市南三里塚３０５－１ 千葉県 0476-40-5971
サンクス 東習志野五丁目店 ﾋｶﾞｼﾅﾗｼﾉ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 275-0001 千葉県習志野市東習志野五丁目３１番１５号 千葉県 047-470-5535
サンクス 千葉三角町店 ﾁﾊﾞｻﾝｶｸﾁｮｳﾃﾝ 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町６５７－２ 千葉県 043-298-9738
サンクス 野田中根店 ﾉﾀﾞﾅｶﾈﾃﾝ 278-0031 千葉県野田市中根６番９ 千葉県 04-7126-2351
サンクス 八千代中央駅店 ﾔﾁﾖﾁｭｳｵｳｴｷﾃﾝ 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台四丁目７番９ 千葉県 047-481-5636
サンクス 松戸五香八丁目店 ﾏﾂﾄﾞｺﾞｺｳ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 270-2213 千葉県松戸市五香八丁目４４番１ 千葉県 047-311-6007
サンクス 千葉船橋日の出店 ﾁﾊﾞﾌﾅﾊﾞｼﾋﾉﾃﾞﾃﾝ 273-0015 千葉県船橋市日の出二丁目１番７号 千葉県 047-495-1616
サンクス 柏花野井店 ｶｼﾜﾊﾅﾉｲﾃﾝ 277-0812 千葉県柏市花野井１８１０番地１ 千葉県 04-7137-0396
サンクス 浦安駅北口店 ｳﾗﾔｽｴｷｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 279-0002 千葉県浦安市北栄一丁目１３番１７号 千葉県 047-316-8228
サンクス 東船橋駅南店 ﾋｶﾞｼﾌﾅﾊﾞｼｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ 273-0002 千葉県船橋市東船橋４丁目３１－１ 千葉県 047-460-6716
サンクス ＪＲ船橋駅東店 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾌﾅﾊﾞｼｴｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 273-0005 千葉県船橋市本町５丁目１番１５号 千葉県 047-460-5037
サンクス 千葉宮崎店 ﾁﾊﾞﾐﾔｻﾞｷﾃﾝ 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎二丁目７番２ 千葉県 043-268-3211
サンクス 千葉武石町店 ﾁﾊﾞﾀｹｲｼﾁｮｳﾃﾝ 262-0031 千葉県千葉市花見川区武石町二丁目１０５３番地 千葉県 043-213-6605
サンクス 千葉若松御成街道店 ﾁﾊﾞﾜｶﾏﾂｵﾅﾘｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町４３１番２０ 千葉県 043-234-3251
サンクス 千葉弁天店 ﾁﾊﾞﾍﾞﾝﾃﾝﾃﾝ 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天二丁目１番２号 千葉県 043-206-7850
サンクス 松戸六高台九丁目店 ﾏﾂﾄﾞﾛｯｺｳﾀﾞｲ9ﾁｮｳﾒﾃﾝ 270-2203 千葉県松戸市六高台九丁目８７番 千葉県 047-394-1251
サンクス 鎌ヶ谷軽井沢店 ｶﾏｶﾞﾔｶﾙｲｻﾞﾜﾃﾝ 273-0132 千葉県鎌ケ谷市粟野７９５－７ 千葉県 047-441-5605
サンクス 千葉おゆみ野五丁目店 ﾁﾊﾞｵﾕﾐﾉ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野５－２９－１０ 千葉県 043-293-6266
サンクス 柏富里店 ｶｼﾜﾄﾐｻﾄﾃﾝ 277-0081 千葉県柏市富里２－５－５ 千葉県 04-7178-0130
サンクス 習志野鷺沼店 ﾅﾗｼﾉｻｷﾞﾇﾏﾃﾝ 275-0014 千葉県習志野市鷺沼三丁目１７番２４号 千葉県 047-408-0033
サンクス 成田公設市場前店 ﾅﾘﾀｺｳｾﾂｲﾁﾊﾞﾏｴﾃﾝ 286-0046 千葉県成田市飯仲４２－１９ 千葉県 0476-24-7779
サンクス 天王台駅前店 ﾃﾝﾉｳﾀﾞｲｴｷﾏｴﾃﾝ 270-1143 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１ 千葉県 04-7181-2985
サンクス 香取小見川店 ｶﾄﾘｵﾐｶﾞﾜﾃﾝ 289-0341 千葉県香取市虫幡３９０番地１ 千葉県 0478-82-7716
サンクス 千葉汐見丘町店 ﾁﾊﾞｼｵﾐｶﾞｵｶﾁｮｳﾃﾝ 260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町２３－１１ 千葉県 043-244-0622
サンクス 船橋印内町店 ﾌﾅﾊﾞｼｲﾝﾅｲﾁｮｳﾃﾝ 273-0025 千葉県船橋市印内町６７４－７ 千葉県 047-433-5750
サンクス 船橋南本町店 ﾌﾅﾊﾞｼﾐﾅﾐﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 273-0004 千葉県船橋市南本町１０－１３ 千葉県 047-495-2121
サンクス 柏光ケ丘店 ｶｼﾜﾋｶﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 277-0065 千葉県柏市光ケ丘二丁目２３番１５号 千葉県 04-7170-8600
サンクス 八千代高津東店 ﾔﾁﾖﾀｶﾂﾋｶﾞｼﾃﾝ 276-0037 千葉県八千代市高津東一丁目６番地９ 千葉県 047-486-0509
サンクス 市川高谷店 ｲﾁｶﾜｺｳﾔﾃﾝ 272-0013 千葉県市川市高谷一丁目３番１１号 千葉県 047-320-3003
サンクス 船橋小室町店 ﾌﾅﾊﾞｼｺﾑﾛﾁｮｳﾃﾝ 270-1471 千葉県船橋市小室町３１０９番地２ 千葉県 047-490-6031
サンクス 我孫子寿店 ｱﾋﾞｺｺﾄﾌﾞｷﾃﾝ 270-1152 千葉県我孫子市寿二丁目２７番４２号 千葉県 04-7181-7016
サンクス 市川平田一丁目店 ｲﾁｶﾜﾋﾗﾀ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 272-0031 千葉県市川市平田一丁目９番５号 千葉県 047-325-7510
サンクス 市川相之川店 ｲﾁｶﾜｱｲﾉｶﾜﾃﾝ 272-0143 千葉県市川市相之川三丁目８－１ 千葉県 047-307-2007
サンクス 西千葉春日町店 ﾆｼﾁﾊﾞｶｽｶﾞﾁｮｳﾃﾝ 260-0033 千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号 千葉県 043-203-3094
サンクス 木更津金田東店 ｷｻﾗﾂﾞｶﾈﾀﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ 292-0009 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２ 千葉県 0438-40-1822
サンクス 柏松ヶ崎店 ｶｼﾜﾏﾂｶﾞｻｷﾃﾝ 277-0835 千葉県柏市松ヶ崎字東前６１６－５ 千葉県 04-7137-0302
サンクス 木更津金田店 ｷｻﾗﾂﾞｶﾈﾀﾞﾃﾝ 292-0009 千葉県木更津市金田東６丁目２７－１ 千葉県 0438-41-0156
サンクス 成田宝田店 ﾅﾘﾀﾀｶﾗﾀﾞﾃﾝ 286-0844 千葉県成田市宝田４２５ 千葉県 0476-20-0339
サンクス 我孫子泉店 ｱﾋﾞｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 270-1142 千葉県我孫子市泉１７－４２ 千葉県 04-7181-7026
サンクス 千葉京成西船店 ﾁﾊﾞｹｲｾｲﾆｼﾌﾅﾃﾝ 273-0031 千葉県船橋市西船四丁目１７番８号 千葉県 047-495-2212
サンクス 京成船橋店 ｹｲｾｲﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目２４番１号 千葉県 047-433-1788
サンクス 八千代米本店 ﾔﾁﾖﾖﾅﾓﾄﾃﾝ 276-0015 千葉県八千代市米本４０４９番１０ 千葉県 047-488-5396
サンクス 東習志野三丁目店 ﾋｶﾞｼﾅﾗｼﾉ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 275-0001 千葉県習志野市東習志野三丁目１４－１７ 千葉県 047-403-7080
サークルＫ 大田千鳥店 ｵｵﾀﾁﾄﾞﾘﾃﾝ 146-0083 東京都大田区千鳥２丁目３７番１０号 東京都 03-3750-3901
サークルＫ 上大崎二丁目店 ｶﾐｵｵｻｷ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１８番３号 東京都 03-3490-3378
サークルＫ 本町田南店 ﾎﾝﾏﾁﾀﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 194-0032 東京都町田市本町田２０１６番地１ 東京都 042-721-8833
サークルＫ 東村山八坂駅前店 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏﾔｻｶｴｷﾏｴﾃﾝ 189-0013 東京都東村山市栄町３丁目２６番地１ 東京都 042-390-4170
サークルＫ 恵比寿一丁目店 ｴﾋﾞｽ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目２５番６号 東京都 03-5423-3238
サークルＫ 高円寺南店 ｺｳｴﾝｼﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 166-0003 東京都杉並区高円寺南４丁目４４番８号 東京都 03-5378-5275
サークルＫ 練馬南田中一丁目店 ﾈﾘﾏﾐﾅﾐﾀﾅｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 177-0035 東京都練馬区南田中１丁目６番１６号 東京都 03-3995-1717
サークルＫ 府中晴見町店 ﾌﾁｭｳﾊﾙﾐﾁｮｳﾃﾝ 183-0057 東京都府中市晴見町二丁目２３番地の２ 東京都 042-335-7270
サークルＫ 練馬平和台店 ﾈﾘﾏﾍｲﾜﾀﾞｲﾃﾝ 179-0083 東京都練馬区平和台３丁目３０番１４号 東京都 03-3559-8411
サークルＫ 調布佐須町五丁目店 ﾁｮｳﾌｻｽﾞﾏﾁ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 182-0016 東京都調布市佐須町５丁目１番地１ 東京都 0424-99-0285
サークルＫ 小平学園西町店 ｺﾀﾞｲﾗｶﾞｸｴﾝﾆｼﾏﾁﾃﾝ 187-0025 東京都小平市津田町３丁目３５番２２号 東京都 042-346-3518
サークルＫ 江戸川船堀店 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾌﾅﾎﾞﾘﾃﾝ 134-0091 東京都江戸川区船堀７丁目６番２０号 東京都 03-5605-2234
サークルＫ 調布深大寺南店 ﾁｮｳﾌｼﾞﾝﾀﾞｲｼﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 182-0013 東京都調布市深大寺南町５丁目５７番地３ 東京都 042-441-7872
サークルＫ 練馬石神井町八丁目店 ﾈﾘﾏｼｬｸｼﾞｲﾁｮｳ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 177-0041 東京都練馬区石神井町八丁目４０番１１号 東京都 03-3997-1136
サークルＫ 武蔵村山伊奈平店 ﾑｻｼﾑﾗﾔﾏｲﾅﾀﾞｲﾗﾃﾝ 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平２丁目２４番地の１ 東京都 042-560-0039
サークルＫ 練馬北町一丁目店 ﾈﾘﾏｷﾀﾏﾁ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 179-0081 東京都練馬区北町一丁目９番２号 東京都 03-3935-2622
サークルＫ 練馬富士街道店 ﾈﾘﾏﾌｼﾞｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 177-0045 東京都練馬区石神井台八丁目２１番１５号 東京都 03-3929-3050
サークルＫ 瑞穂長岡店 ﾐｽﾞﾎﾅｶﾞｵｶﾃﾝ 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目３８番１３ 東京都 0428-31-0399



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 国立泉店 ｸﾆﾀﾁｲｽﾞﾐﾃﾝ 186-0012 東京都国立市泉４丁目１８番地５ 東京都 042-575-2017
サークルＫ 練馬中村北店 ﾈﾘﾏﾅｶﾑﾗｷﾀﾃﾝ 176-0023 東京都練馬区中村北３丁目５番１ 東京都 03-3970-5151
サークルＫ 町田森野五丁目店 ﾏﾁﾀﾞﾓﾘﾉｺﾞﾁｮｳﾒﾃﾝ 194-0022 東京都町田市森野五丁目２１番７号 東京都 042-729-0701
サンクス 八王子高倉町店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾀｶｸﾗﾏﾁﾃﾝ 192-0033 東京都八王子市高倉町４９番地２ 東京都 0426-44-2388
サークルＫ 羽村神明台店 ﾊﾑﾗｼﾝﾒｲﾀﾞｲﾃﾝ 205-0023 東京都羽村市神明台四丁目１番地３ 東京都 042-579-2021
サークルＫ 晴海センタービル店 ﾊﾙﾐｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾝ 104-0053 東京都中央区晴海二丁目５番２４号　晴海センタービル１階 東京都 03-3531-8461
サークルＫ 台東千束店 ﾀｲﾄｳｾﾝｿﾞｸﾃﾝ 111-0031 東京都台東区千束四丁目２６番５号 東京都 03-3871-2253
サークルＫ 調布成城富士見橋店 ﾁｮｳﾌｾｲｼﾞｮｳﾌｼﾞﾐﾊﾞｼﾃﾝ 182-0004 東京都調布市入間町三丁目１０番２８ 東京都 03-3484-2607
サークルＫ 練馬大泉町店 ﾈﾘﾏｵｵｲｽﾞﾐﾏﾁﾃﾝ 178-0062 東京都練馬区大泉町１丁目５４番１３号 東京都 03-5947-5265
サークルＫ 昭島武蔵野店 ｱｷｼﾏﾑｻｼﾉﾃﾝ 196-0021 東京都昭島市武蔵野三丁目１０番８号 東京都 042-544-9888
サークルＫ 江東有明店 ｺｳﾄｳｱﾘｱｹﾃﾝ 135-0063 東京都江東区有明一丁目１番１７ 東京都 03-3529-4233
サークルＫ 八王子野猿東中野店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾔｴﾝﾋｶﾞｼﾅｶﾉﾃﾝ 192-0351 東京都八王子市東中野５０５番地１ 東京都 042-674-6562
サークルＫ 東村山本町店 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 189-0014 東京都東村山市本町四丁目６番地２ 東京都 042-398-2687
サークルＫ 練馬平和台二丁目店 ﾈﾘﾏﾍｲﾜﾀﾞｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 179-0083 東京都練馬区平和台２丁目４７番４号 東京都 03-5922-3225
サークルＫ 小平大沼町二丁目店 ｺﾀﾞｲﾗｵｵﾇﾏﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 187-0001 東京都小平市大沼町二丁目４８番１３号 東京都 042-349-3080
サークルＫ 世田谷瀬田四丁目店 ｾﾀｶﾞﾔｾﾀ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 158-0095 東京都世田谷区瀬田四丁目１番１号 東京都 03-5717-9051
サークルＫ 上野広小路駅前店 ｳｴﾉﾋﾛｺｳｼﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 110-0005 東京都台東区上野二丁目６番１２号 東京都 03-5817-6396
サンクス 石神井公園店 ｼｬｸｼﾞｲｺｳｴﾝﾃﾝ 177-0041 東京都練馬区石神井３丁目２５－２１ 東京都 03-3997-1098
サンクス 阿佐谷北店 ｱｻｶﾞﾔｷﾀﾃﾝ 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２ 東京都 03-3337-2249
サンクス 南池袋店 ﾐﾅﾐｲｹﾌﾞｸﾛﾃﾝ 171-0022 東京都豊島区南池袋３－９－３ 東京都 03-3988-8323
サンクス 西葛西店 ﾆｼｶｻｲﾃﾝ 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－２２－４　アサヒハイツ西葛西 東京都 03-3878-2663
サンクス 成増北口店 ﾅﾘﾏｽｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 175-0094 東京都板橋区成増３－３－１１　アクト２ 東京都 03-3975-0394
サンクス 北砂５丁目店 ｷﾀｽﾅ5ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 136-0073 東京都江東区北砂５－１４－１６　砂銀ビル 東京都 03-5606-4501
サンクス 京王多摩川店 ｹｲｵｳﾀﾏｶﾞﾜﾃﾝ 182-0026 東京都調布市小島町３－３４－１ 東京都 042-480-7476
サンクス 光が丘東大通り店 ﾋｶﾘｶﾞｵｶﾋｶﾞﾃﾝ 179-0073 東京都練馬区　田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２ 東京都 03-5241-3531
サンクス 弦巻１丁目店 ﾂﾙﾏｷｲﾂﾁﾖｳﾒﾃﾝ 154-0016 東京都世田谷区弦巻１－１４－１７ 東京都 03-3706-0833
サンクス 下高井戸店 ｼﾓﾀｶｲﾄﾞﾃﾝ 168-0073 東京都杉並区下高井戸１丁目１番１３ 東京都 03-3323-7132
サンクス 高島平北店 ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗｷﾀﾃﾝ 175-0082 東京都板橋区高島平８丁目１４ 東京都 03-3933-8297
サンクス 四谷３丁目店 ﾖﾂﾔ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 160-0004 東京都新宿区四谷３－５－５ 東京都 03-3357-0607
サンクス 桜新町店 ｻｸﾗｼﾝﾏﾁﾃﾝ 154-0015 東京都世田谷区桜新町２－１８－１６ 東京都 03-3429-8296
サンクス 柳沢南口店 ﾔｷﾞｻﾜﾐﾅﾐｸﾞﾃﾝ 202-0022 東京都西東京市柳沢６－１－１ 東京都 042-463-4166
サンクス 立石３丁目店 ﾀﾃｲｼ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 124-0012 東京都葛飾区立石３－１－２ 東京都 03-5670-8781
サンクス 板橋仲町店 ｲﾀﾊﾞｼﾅｶﾏﾁﾃﾝ 173-0022 東京都板橋区仲町４０－４ 東京都 03-5965-1328
サンクス 新町３丁目店 ｼﾝﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 154-0014 東京都世田谷区新町３－２２－１ 東京都 03-3420-5100
サンクス 武蔵小金井駅前店 ﾑｻｼｺｶﾞﾈｲｴｷﾃﾝ 184-0004 東京都小金井市本町２－５－３ 東京都 042-386-0394
サンクス 大久保通り店 ｵｵｸﾎﾞﾄﾞｵﾘﾃﾝ 169-0074 東京都新宿区北新宿１－１３－１８ 東京都 03-3363-1789
サンクス 柳沢北口店 ﾔｷﾞｻﾜｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 202-0015 東京都西東京市保谷町３－１２－１５ 東京都 042-469-9325
サンクス 調布菊野台店 ﾁｮｳﾌｷｸﾉﾀﾞｲﾃﾝ 182-0007 東京都調布市菊野台１－５－１ 東京都 042-482-2937
サンクス 歌舞伎町店 ｶﾌﾞｷﾁｮｳﾃﾝ 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１ー２７ー１ 東京都 03-3204-1631
サンクス 長沼団地入口店 ﾅｶﾞﾇﾏﾀﾞﾝﾁｲﾃﾝ 192-0907 東京都八王子市長沼町１３０８ー５ 東京都 042-646-1670
サンクス 本郷５丁目店 ﾎﾝｺﾞｳ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 113-0033 東京都文京区本郷５ー１ー１６ 東京都 03-5800-2142
サンクス 江古田栄町店 ｴｺﾀﾞｻｶｴﾁｮｳﾃﾝ 176-0006 東京都練馬区栄町２９ー２ 東京都 03-3948-9751
サンクス 船堀店 ﾌﾅﾎﾞﾘﾃﾝ 134-0091 東京都江戸川区船堀４ー３－６ 東京都 03-3877-9422
サンクス 大森山王店 ｵｵﾓﾘｻﾝﾉｳﾃﾝ 143-0023 東京都大田区山王２ー５ー３ 東京都 03-3777-5862
サンクス 多摩センター駅前店 ﾀﾏｾﾝﾀｰｴｷﾏｴﾃﾝ 206-0033 東京都多摩市落合１ー９ー９ 東京都 0423-76-0151
サンクス 清瀬けやき通り店 ｷﾖｾｹﾔｷﾄﾞｳﾘﾃﾝ 204-0021 東京都清瀬市元町１－４－５ 東京都 042-491-5281
サンクス お台場東京ビーチ店 ｵﾀﾞｲﾊﾞﾄｳｷｮﾃﾝ 135-0091 東京都港区台場１ー６ー１　デックス東京ビーチ 東京都 03-3599-6639
サンクス 田町東口店 ﾀﾏﾁﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 108-0023 東京都港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル 東京都 03-5445-1395
サンクス 鷺ノ宮駅前店 ｻｷﾞﾉﾐﾔｴｷﾏｴﾃﾝ 165-0035 東京都中野区白鷺１ー３１ー２０ 東京都 03-3223-8287
サンクス 板橋大和町店 ｲﾀﾊﾞｼﾔﾏﾄﾁｮﾃﾝ 173-0012 東京都板橋区大和町１６－５ 東京都 03-3963-8957
サンクス ときわ台北口店 ﾄｷﾜﾀﾞｲｷﾀｸﾞﾃﾝ 174-0071 東京都板橋区常盤台２－５－２３ 東京都 03-5392-3834
サンクス 立教通り店 ﾘｯｷｮｳﾄﾞｳﾘﾃﾝ 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２９－７ 東京都 03-3590-5960
サンクス 錦糸町店 ｷﾝｼﾁｮｳﾃﾝ 130-0022 東京都墨田区江東橋４－２９－１３　第２鈴勘ビル 東京都 03-3846-2472
サンクス 練馬桜台店 ﾈﾘﾏｻｸﾗﾀﾞｲﾃﾝ 176-0002 東京都練馬区桜台３－３８－３８ 東京都 03-5999-6971
サンクス 成増駅前店 ﾅﾘﾏｽｴｷﾏｴﾃﾝ 175-0094 東京都板橋区成増３－１３－１ 東京都 03-3938-3721
サンクス 中野ハーモニータワー ﾅｶﾉﾊｰﾓﾆｰﾀﾜﾃﾝ 164-0012 東京都中野区本町１－３２－２ 東京都 03-3373-3310
サンクス 参宮橋駅前店 ｻﾝｸﾞｳﾊﾞｼｴｷﾃﾝ 151-0053 東京都渋谷区代々木４－５－７ 東京都 03-3379-0796
サンクス 新江古田駅前店 ｼﾝｴｺﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 176-0012 東京都練馬区豊玉北１－６－１４ 東京都 03-3557-0901
サンクス 上十条１丁目店 ｶﾐｼﾞﾕｳｼﾞﾖｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 114-0034 東京都北区上十条１－２１－２ 東京都 03-5993-5120
サンクス 大井１丁目店 ｵｵｲ1ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 140-0014 東京都品川区大井１－１１－３ 東京都 03-3778-3888
サンクス 王子岸町店 ｵｳｼﾞｷｼﾏﾁﾃﾝ 114-0021 東京都北区岸町１－３－１ 東京都 03-3905-3431
サンクス 明大前北店 ﾒｲﾀﾞｲﾏｴｷﾀﾃﾝ 156-0043 東京都世田谷区松原２－４４－６ 東京都 03-3327-4484
サンクス 大森東店 ｵｵﾓﾘﾋｶﾞｼﾃﾝ 143-0012 東京都大田区大森東４－３７－１２ 東京都 03-3761-7275
サンクス 有明フロンティア店 ｱﾘｱｹﾌﾛﾝﾃｲｱﾃﾝ 135-0063 東京都江東区有明３－７－２６－１０６ 東京都 03-5500-1141
サンクス 市ヶ谷店 ｲﾁｶﾞﾔﾃﾝ 102-0073 東京都千代田区九段北４－２－１１ 東京都 03-3239-8210
サンクス 立川北口店 ﾀﾁｶﾜｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 190-0012 東京都立川市曙町２－２２－２２　ＴＢＫ立川ビル 東京都 042-529-2625
サンクス 野方駅北口店 ﾉｶﾞﾀｴｷｷﾀｸﾞﾃﾝ 165-0027 東京都中野区野方６－３－４ 東京都 03-3336-2271
サンクス 銀座８丁目店 ｷﾞﾝｻﾞ8ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１０－１７ 東京都 03-3574-8634
サンクス 桜街道店 ｻｸﾗｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 207-0023 東京都東大和市上北台３丁目４６９ 東京都 042-567-1045
サンクス 東上野店 ﾋｶﾞｼｳｴﾉﾃﾝ 110-0015 東京都台東区東上野１丁目１１－４ 東京都 03-3839-5091
サンクス 境南通り店 ｷﾖｳﾅﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－８－１９　小田急バス武蔵境ビル 東京都 0422-30-1848
サンクス 八王子北口店 ﾊﾁｵｳｼﾞｷﾀｸﾞﾃﾝ 192-0081 東京都八王子市横山町２５－６ 東京都 042-656-5756
サンクス 板橋南ときわ台店 ｲﾀﾊﾞｼﾐﾅﾐﾄｷﾃﾝ 174-0072 東京都板橋区南常盤台１－３０－８ 東京都 03-5995-4650
サンクス 南千住１丁目店 ﾐﾅﾐｾﾝｼﾞﾕ1ﾁﾃﾝ 116-0003 東京都荒川区南千住１－１５－４ 東京都 03-5811-6877
サンクス 矢口渡駅前店 ﾔｸﾞﾁﾉﾜﾀｼｴｷﾃﾝ 146-0095 東京都大田区多摩川１－１９－２ 東京都 03-3758-1081
サンクス 西ヶ原駅前店 ﾆｼｶﾞﾊﾗｴｷﾏｴﾃﾝ 114-0024 東京都北区西ヶ原２丁目４４番１０号　アクト西ヶ原１Ｆ 東京都 03-5394-3975
サンクス 東品川店 ﾋｶﾞｼｼﾅｶﾞﾜﾃﾝ 140-0002 東京都品川区東品川１－３２－３ 東京都 03-5462-3207
サンクス 田柄３丁目店 ﾀｶﾞﾗ3ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 179-0073 東京都練馬区田柄３－６－２０　グリーンハイム義 東京都 03-3926-6958
サンクス 渋谷マークシティ店 ｼﾌﾞﾔﾏｰｸｼﾃｲﾃﾝ 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－５ 東京都 03-3464-2593
サンクス 日野三沢店 ﾋﾉﾐｻﾜﾃﾝ 191-0032 東京都日野市三沢１丁目１１－３ 東京都 042-591-0079
サンクス 北野駅北口店 ｷﾀﾉｴｷｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 192-0911 東京都八王子市打越町３４４－１１ 東京都 042-646-2249
サンクス 多摩乞田店 ﾀﾏｺﾂﾀﾃﾝ 206-0014 東京都多摩市乞田１２２９－１ 東京都 042-355-0028
サンクス 豊島要町２丁目店 ﾄｼﾏｶﾅﾒﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 171-0043 東京都豊島区要町２－３１－６ 東京都 03-3974-5210
サンクス 篠崎駅前店 ｼﾉｻﾞｷｴｷﾏｴﾃﾝ 133-0061 東京都江戸川区篠崎町７－２９－１１　メナーしのざき 東京都 03-3698-6418
サンクス 台東松が谷店 ﾀｲﾄｳﾏﾂｶﾞﾔﾃﾝ 111-0036 東京都台東区松が谷２－７－７ 東京都 03-3843-6065
サンクス 要町店 ｶﾅﾒﾁﾖｳﾃﾝ 171-0043 東京都豊島区要町２－７－２１ 東京都 03-3959-6518
サンクス 東上野４丁目店 ﾋｶﾞｼｳｴﾉ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 110-0015 東京都台東区東上野４丁目３－１ 東京都 03-5828-0391
サンクス 小金井東八通り店 ｺｶﾞﾈｲﾄｳﾊﾁﾄｵﾘﾃﾝ 184-0013 東京都小金井市前原町４－１１－４０ 東京都 042-383-0183
サンクス 東陽１丁目店 ﾄｳﾖｳ1ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 135-0016 東京都江東区東陽１－１６－１２ 東京都 03-5606-9891
サンクス 綾瀬西口店 ｱﾔｾﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 120-0005 東京都足立区綾瀬４－７－３ 東京都 03-3606-1755
サンクス 小竹向原駅前店 ｺﾀｹﾑｶｲﾊﾗｴｷﾃﾝ 173-0036 東京都板橋区向原３－１０－６ 東京都 03-3530-6215
サンクス 武蔵野中町店 ﾑｻｼﾉﾅｶﾏﾁﾃﾝ 180-0006 東京都武蔵野市中町２－５－１ 東京都 0422-53-4521
サンクス 芝公園店 ｼﾊﾞｺｳｴﾝﾃﾝ 105-0014 東京都港区芝３－５－５ 東京都 03-5442-6783
サンクス 高円寺中通店 ｺｳｴﾝｼﾞﾅｶﾄﾞｵﾘﾃﾝ 166-0002 東京都杉並区高円寺北４－１７－１２ 東京都 03-3336-1322
サンクス 国分寺本町３丁目店 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾎﾝﾁｮｳ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 185-0012 東京都国分寺市本町３丁目６－２ 東京都 042-324-5361
サンクス 是政五丁目店 ｺﾚﾏｻ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 183-0014 東京都府中市是政５－６－６ 東京都 042-367-1957
サンクス 銀座１丁目店 ｷﾞﾝｻﾞ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 104-0061 東京都中央区銀座１－１４－１１ 東京都 03-5250-0031
サンクス 中野富士見町駅前店 ﾅｶﾉﾌｼﾞﾐﾁｮｳｴｷﾏｴﾃﾝ 164-0013 東京都中野区弥生町５－２７－７ 東京都 03-3384-5722
サンクス 東大和桜が丘店 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾄｻｸﾗｶﾞｵｶﾃﾝ 207-0022 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３ 東京都 042-566-2216
サンクス 豊島区役所前店 ﾄｼﾏｸﾔｸｼﾖﾏｴﾃﾝ 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１７－３ 東京都 03-5950-2760



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 吉原店 ﾖｼﾜﾗﾃﾝ 111-0031 東京都台東区千束４－３０－２ 東京都 03-5824-9039
サンクス 芝大門店 ｼﾊﾞﾀﾞｲﾓﾝﾃﾝ 105-0012 東京都港区芝大門１－１６－７　幸伸ビル１Ｆ 東京都 03-3437-5781
サンクス 東小金井駅前店 ﾋｶﾞｼｺｶﾞﾈｲｴｷﾏｴﾃﾝ 184-0002 東京都小金井市梶野町５－１プラザ東小金井 東京都 0423-82-9825
サンクス 中野通り店 ﾅｶﾉﾄﾞｳﾘﾃﾝ 165-0026 東京都中野区新井２－１－１５ 東京都 03-3319-5832
サンクス 南烏山店 ﾐﾅﾐｶﾗｽﾔﾏﾃﾝ 157-0062 東京都世田谷区南烏山６－３８－１０ 東京都 03-3326-2354
サンクス 下板橋駅前店 ｼﾓｲﾀﾊﾞｼｴｷﾏｴﾃﾝ 170-0011 東京都豊島区池袋本町４丁目４３－１２ 東京都 03-5950-3261
サンクス 中野３丁目店 ﾅｶﾉ3ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 164-0001 東京都中野区中野３丁目－４６－１３ 東京都 03-3380-8824
サンクス 神楽坂駅前店 ｶｸﾞﾗｻﾞｶｴｷﾏｴﾃﾝ 162-0825 東京都新宿区神楽坂６丁目３２ 東京都 03-3269-6358
サンクス 恵比寿１丁目店 ｴﾋﾞｽ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３ 東京都 03-3446-0326
サンクス 三鷹中央通り店 ﾐﾀｶﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目３０－１２ 東京都 0422-71-6051
サンクス 町田駅前大通り店 ﾏﾁﾀﾞｴｷﾏｴｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 194-0013 東京都町田市原町田４丁目７－１８ 東京都 042-723-8371
サンクス 中野本町店 ﾅｶﾉﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 164-0012 東京都中野区本町２－４９－１３　板屋ビル１Ｆ 東京都 03-3374-0611
サンクス 池袋北口店 ｲｹﾌﾞｸﾛｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 171-0021 東京都豊島区西池袋１―２９―５ 東京都 03-5911-4473
サンクス 立川錦町店 ﾀﾁｶﾜﾆｼｷﾁｮｳﾃﾝ 190-0022 東京都立川市錦町６丁目１－２１ 東京都 042-548-9368
サンクス 田無駅前店 ﾀﾅｼｴｷﾏｴﾃﾝ 188-0011 東京都西東京市田無町２－１１－１ 東京都 042-464-9277
サンクス 国立北店 ｸﾆﾀﾁｷﾀﾃﾝ 186-0001 東京都国立市北３丁目２９－７、２９－８ 東京都 042-540-1816
サンクス 品川シーサイド店 ｼﾅｶﾞﾜｼｰｻｲﾄﾞﾃﾝ 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－６ 東京都 03-5769-2072
サンクス 弦巻５丁目店 ﾂﾙﾏｷ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 154-0016 東京都世田谷区弦巻５－２ 東京都 03-5426-6675
サンクス 五反野南口店 ｺﾞﾀﾝﾉﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 120-0015 東京都足立区足立３－３３－２ 東京都 03-5845-2090
サンクス 中野弥生町店 ﾅｶﾉﾔﾖｲﾁｮｳﾃﾝ 164-0013 東京都中野区弥生町１－２８－８ 東京都 03-5304-5348
サンクス 多摩関戸店 ﾀﾏｾｷﾄﾞﾃﾝ 206-0011 東京都多摩市関戸５丁目１７－４、９、６、３ 東京都 042-357-5771
サンクス 西一之江店 ﾆｼｲﾁﾉｴﾃﾝ 132-0023 東京都江戸川区西一之江４丁目８－１９ 東京都 03-3651-7292
サンクス 東武練馬駅南口店 ﾄｳﾌﾞﾈﾘﾏｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 179-0081 東京都練馬区北町２－３８－７ 東京都 03-5921-1102
サンクス 入谷店 ｲﾘﾔﾃﾝ 110-0004 東京都台東区下谷２丁目１－１０ 東京都 03-5808-3051
サンクス 神田末広店 ｶﾝﾀﾞｽｴﾋﾛﾃﾝ 101-0021 東京都千代田区外神田６丁目１４－２　サカイ末広ビル 東京都 03-5807-8709
サンクス 中野桃園店 ﾅｶﾉﾓﾓｿﾞﾉﾃﾝ 164-0001 東京都中野区中野３－３３－６ 東京都 03-5342-5417
サンクス 西新井４丁目店 ﾆｼｱﾗｲ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 123-0841 東京都足立区西新井４－１４－３ 東京都 03-5839-5247
サンクス 西小岩３丁目店 ﾆｼｺｲﾜ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 133-0057 東京都江戸川区西小岩３丁目３７－５ 東京都 03-5612-3525
サンクス 田園調布本町店 ﾃﾞﾝｴﾝﾁｮｳﾌﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 145-0072 東京都大田区田園調布本町３３－１２ 東京都 03-3721-8257
サンクス 根岸５丁目店 ﾈｷﾞｼ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 110-0003 東京都台東区根岸５丁目１６－１５ 東京都 03-5808-0565
サンクス 東久留米駅西口店 ﾋｶﾞｼｸﾙﾒｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 203-0053 東京都東久留米市本町１－４－５ 東京都 042-479-5560
サンクス 町田鶴川駅北店 ﾏﾁﾀﾞﾂﾙｶﾜｴｷｷﾀﾃﾝ 195-0053 東京都町田市能ヶ谷一丁目３番２号 東京都 042-737-2130
サンクス 片柳学園店 ｶﾀﾔﾅｷﾞｶﾞｸｴﾝﾃﾝ 192-0914 東京都八王子市片倉町１４０４－１ 東京都 042-635-2351
サンクス 神田鍛冶町店 ｶﾝﾀﾞｶｼﾞﾁｮｳﾃﾝ 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１丁目７－４ 東京都 03-5298-6263
サンクス 南葛西３丁目店 ﾐﾅﾐｶｻｲ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 134-0085 東京都江戸川区南葛西３－１５－１５ 東京都 03-5658-2577
サンクス 小平回田町店 ｺﾀﾞｲﾗﾒｸﾞﾘﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 187-0013 東京都小平市回田町１０７－１ 東京都 042-320-2580
サンクス 玉川上水駅前店 ﾀﾏｶﾞﾜｼﾞｮｳｽｲｴｷﾏｴﾃﾝ 190-0004 東京都立川市柏町５－３－１ 東京都 042-590-2125
サンクス 千歳烏山駅東口店 ﾁﾄｾｶﾗｽﾔﾏｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目３－６ 東京都 03-5315-7456
サンクス 渋谷ＮＨＫ前店 ｼﾌﾞﾔｴﾇｴｲﾁｹｲﾏｴﾃﾝ 150-0047 東京都渋谷区神山町６－４　ラビアンヌビル１階 東京都 03-5452-4166
サンクス 石神井公園北口店 ｼｬｸｼﾞｲｺｳｴﾝｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 177-0041 東京都練馬区石神井町２－８－１６ 東京都 03-5910-8475
サンクス 町田鶴間店 ﾏﾁﾀﾞﾂﾙﾏﾃﾝ 194-0004 東京都町田市鶴間７５５－２ 東京都 042-788-2600
サンクス 八王子高月店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾀｶﾂｷﾃﾝ 192-0002 東京都八王子市高月町３６６－４ 東京都 042-696-4326
サンクス 千住あずま店 ｾﾝｼﾞｭｱｽﾞﾏﾃﾝ 120-0025 東京都足立区千住東二丁目１９－１ 東京都 03-5813-3177
サンクス 練馬豊中通り店 ﾈﾘﾏﾄﾖﾅｶﾄﾞｵﾘﾃﾝ 176-0012 東京都練馬区豊玉北１丁目２０－２ 東京都 03-5912-5591
サンクス 中野新江古田店 ﾅｶﾉｼﾝｴｺﾞﾀﾃﾝ 165-0023 東京都中野区江原町２丁目２９－１３ 東京都 03-5988-2390
サンクス 昭島中神町新畑店 ｱｷｼﾏﾅｶｶﾞﾐﾁｮｳｼﾝﾊﾟﾀﾃﾝ 196-0022 東京都昭島市中神町字中新畑１１５７－５（一部），６７，６８ 東京都 042-549-1767
サンクス 両国駅東口店 ﾘｮｳｺﾞｸｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 130-0026 東京都墨田区両国４丁目３７－１０ 東京都 03-5638-6437
サンクス 八王子バイパス店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 192-0024 東京都八王子市宇津木町６６３番２，４８５番１ 東京都 042-631-3525
サンクス ｏｌｉｎａｓ錦糸町店 ｵﾘﾅｽｷﾝｼﾁｮｳﾃﾝ 130-0012 東京都墨田区太平４丁目１－２ 東京都 03-5610-7335
サンクス 稲城大丸店 ｲﾅｷﾞｵｵﾏﾙﾃﾝ 206-0801 東京都稲城市大丸９１７－１ 東京都 042-370-7350
サンクス 渋谷代官山店 ｼﾌﾞﾔﾀﾞｲｶﾝﾔﾏﾃﾝ 150-0033 東京都渋谷区猿楽町７－１ 東京都 03-5428-2203
サンクス 府中東口店 ﾌﾁｭｳﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 183-0023 東京都府中市宮町１丁目１７－５ 東京都 042-340-5681
サンクス 足立東和店 ｱﾀﾞﾁﾄｳﾜﾃﾝ 120-0003 東京都足立区東和４－２５－１ 東京都 03-5613-8860
サンクス 西ヶ原４丁目店 ﾆｼｶﾞﾊﾗ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 114-0024 東京都北区西ヶ原４－６５－４ 東京都 03-5907-4305
サンクス 祖師谷大蔵駅前店 ｿｼｶﾞﾔｵｵｸﾗｴｷﾏｴﾃﾝ 157-0072 東京都世田谷区祖師谷三丁目３２－５ 東京都 03-5429-1301
サンクス 新富町駅前店 ｼﾝﾄﾐﾁｮｳｴｷﾏﾃﾝ 104-0045 東京都中央区築地２－３－２ 東京都 03-5148-7060
サンクス 月島３丁目店 ﾂｷｼﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 104-0052 東京都中央区月島３丁目１２－４ 東京都 03-5547-3955
サンクス 台東上野六丁目店 ﾀｲﾄｳｳｴﾉ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 110-0005 東京都台東区上野六丁目７－２ 東京都 03-5846-2666
サンクス 板橋東新町２丁目店 ｲﾀﾊﾞｼﾄｳｼﾝﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 174-0074 東京都板橋区東新町２－３４－６ 東京都 03-5917-3312
サンクス 墨田立川三丁目店 ｽﾐﾀﾞﾀﾃｶﾜ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 130-0023 東京都墨田区立川三丁目１１ 東京都 03-5669-1039
サンクス 新板橋駅前店 ｼﾝｲﾀﾊﾞｼｴｷﾏｴﾃﾝ 173-0004 東京都板橋区板橋４－４－３ 東京都 03-5944-4821
サンクス 南烏山５丁目店 ﾐﾅﾐｶﾗｽﾔﾏ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 157-0062 東京都世田谷区南烏山５丁目２４番８号 東京都 03-5314-1806
サンクス 東村山久米川南口店 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｸﾒｶﾞﾜﾐﾅﾐｸﾞﾃﾝ 189-0013 東京都東村山市栄町２－９－３２ 東京都 042-390-8087
サンクス 台東一丁目店 ﾀｲﾄｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 110-0016 東京都台東区台東１－４－２ 東京都 03-5812-7687
サンクス 町田成瀬が丘店 ﾏﾁﾀﾞﾅﾙｾｶﾞｵｶﾃﾝ 194-0011 東京都町田市成瀬が丘一丁目３０番２ 東京都 042-788-3317
サンクス 八王子北野公園通店 ﾊﾁｵｳｼﾞｷﾀﾉｺｳｴﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 192-0046 東京都八王子市明神町１－２４－５ 東京都 042-631-9203
サンクス 瑞穂駒形店 ﾐｽﾞﾎｺﾏｶﾞﾀﾃﾝ 190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町二本木１３５３ 東京都 042-557-0330
サンクス 羽村駅東口店 ﾊﾑﾗｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 205-0011 東京都羽村市五ノ神４－１１－１８ 東京都 042-570-6857
サンクス 青梅吉野梅郷店 ｵｳﾒﾖｼﾉﾊﾞｲｺﾞｳﾃﾝ 198-0063 東京都青梅市梅郷４－１１５８－１ 東京都 0428-77-0313
サンクス 羽村動物公園西店 ﾊﾑﾗﾄﾞｳﾌﾞﾂｺｳｴﾝﾆｼﾃﾝ 205-0013 東京都羽村市富士見平１丁目７－１６ 東京都 042-570-0361
サンクス 瑞穂栗原店 ﾐｽﾞﾎｸﾘﾊﾗﾃﾝ 190-1204 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４ 東京都 042-568-5020
サンクス 江戸川中央店 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾁｭｳｵｳﾃﾝ 132-0021 東京都江戸川区中央四丁目７－１ 東京都 03-5607-7017
サンクス 西武立川駅南口店 ｾｲﾌﾞﾀﾁｶﾜｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 190-0034 東京都立川市西砂町１丁目２２番３１ 東京都 042-520-1250
サンクス 亀有一丁目店 ｶﾒｱﾘ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 125-0061 東京都葛飾区亀有一丁目２８番８号 東京都 03-3602-3007
サンクス 銀座御門通り店 ｷﾞﾝｻﾞｺﾞﾓﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 104-0061 東京都中央区銀座八丁目１１番１１号　ＴＫ銀座８丁目ビル 東京都 03-5537-7017
サンクス 北区十条西口店 ｷﾀｸｼﾞｭｳｼﾞｮｳﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 114-0034 東京都北区上十条二丁目３１番９号 東京都 03-5963-3033
サンクス 目白三丁目店 ﾒｼﾞﾛ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 171-0031 東京都豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル 東京都 03-3565-7330
サンクス 台東柳橋一丁目店 ﾀｲﾄｳﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 111-0052 東京都台東区柳橋一丁目３番１０号 東京都 03-5833-7393
サンクス 町田本町田店 ﾏﾁﾀﾞﾎﾝﾏﾁﾀﾞﾃﾝ 194-0032 東京都町田市本町田２５０番地１ 東京都 042-709-1577
サンクス 江戸川西葛西五丁目店 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾆｼｶｻｲ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 134-0088 東京都江戸川区西葛西五丁目２番９号 東京都 03-5679-5590
サンクス 立川上砂町五丁目店 ﾀﾁｶﾜｶﾐｽﾅﾁｮｳ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 190-0032 東京都立川市上砂町５丁目１番地の８ 東京都 042-538-7452
サンクス 江戸川西葛西六丁目店 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾆｼｶｻｲ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 134-0088 東京都江戸川区西葛西６丁目１３番１２号 東京都 03-5679-4237
サンクス 墨田江東橋四丁目店 ｽﾐﾀﾞｺｳﾄｳﾊﾞｼ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 130-0022 東京都墨田区江東橋四丁目１９番１号 東京都 03-5638-8830
サンクス 赤羽駅東口店 ｱｶﾊﾞﾈｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 115-0045 東京都北区赤羽一丁目９番６号 東京都 03-5939-4277
サンクス 八王子インター西店 ﾊﾁｵｳｼﾞｲﾝﾀｰﾆｼﾃﾝ 192-0011 東京都八王子市滝山町１丁目５４９番地１ 東京都 042-696-5027
サンクス 大田上池台四丁目店 ｵｵﾀｶﾐｲｹﾀﾞｲ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 145-0064 東京都大田区上池台四丁目４０－８ 東京都 03-3728-2763
サンクス 八丁堀駅前店 ﾊｯﾁｮｳﾎﾞﾘｴｷﾏｴﾃﾝ 104-0032 東京都中央区八丁堀四丁目８－７ 東京都 03-3523-0076
サンクス 品川中延四丁目店 ｼﾅｶﾞﾜﾅｶﾉﾌﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 142-0053 東京都品川区中延四丁目７番１１号　カスタリア中延 東京都 03-5749-3263
サンクス 北区浮間三丁目店 ｷﾀｸｳｷﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 115-0051 東京都北区浮間三丁目８ 東京都 03-5915-5537
サンクス 板橋徳丸一丁目店 ｲﾀﾊﾞｼﾄｸﾏﾙ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 175-0083 東京都板橋区徳丸一丁目４９番１０号 東京都 03-5922-3339
サンクス 板橋徳丸七丁目店 ｲﾀﾊﾞｼﾄｸﾏﾙ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 175-0083 東京都板橋区徳丸七丁目７番４号 東京都 03-5922-5639
サンクス 練馬高松五丁目店 ﾈﾘﾏﾀｶﾏﾂ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 179-0075 東京都練馬区高松五丁目２１番５号 東京都 03-5923-0125
サンクス 清瀬竹丘団地店 ｷﾖｾﾀｹｵｶﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 204-0023 東京都清瀬市竹丘二丁目７番１号 東京都 042-494-7180
サンクス 稲城いちょう並木通店 ｲﾅｷﾞｲﾁｮｳﾅﾐｷﾄﾞｵﾘﾃﾝ 206-0801 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１ 東京都 042-370-5853
サンクス 八王子下恩方町店 ﾊﾁｵｳｼﾞｼﾓｵﾝｶﾞﾀﾏﾁﾃﾝ 192-0154 東京都八王子市下恩方町１１５８番１０ 東京都 042-650-0339
サンクス 府中あんず通り店 ﾌﾁｭｳｱﾝｽﾞﾄﾞｵﾘﾃﾝ 183-0004 東京都府中市紅葉丘３―１５―１ 東京都 042-352-3620
サンクス 立川柴崎町店 ﾀﾁｶﾜｼﾊﾞｻｷﾁｮｳﾃﾝ 190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目６－１７ 東京都 042-548-4450
サンクス 江戸川篠崎町六丁目店 ｴﾄﾞｶﾞﾜｼﾉｻﾞｷﾏﾁ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 133-0061 東京都江戸川区篠崎町六丁目２３―１２ 東京都 03-5636-6012
サンクス 板橋赤塚新町三丁目店 ｲﾀﾊﾞｼｱｶﾂｶｼﾝﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 175-0093 東京都板橋区赤塚新町三丁目１３番１０号 東京都 03-5904-7848
サンクス 千歳烏山駅西口店 ﾁﾄｾｶﾗｽﾔﾏｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目６番６号 東京都 03-5314-3007



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 八王子散田町三丁目店 ﾊﾁｵｳｼﾞｻﾝﾀﾞﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 193-0832 東京都八王子市散田町３丁目１３番３号 東京都 042-629-1420
サンクス 江戸川松江三丁目店 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾏﾂｴｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ 132-0025 東京都江戸川区松江三丁目９－３ 東京都 03-3656-9301
サンクス 足立竹の塚二丁目店 ｱﾀﾞﾁﾀｹﾉﾂｶ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 121-0813 東京都足立区竹の塚２―２９―１０ 東京都 03-5831-0258
サンクス 江戸川篠崎町八丁目店 ｴﾄﾞｶﾞﾜｼﾉｻﾞｷﾏﾁ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 133-0061 東京都江戸川区篠崎町八丁目９番１９号 東京都 03-5636-3919
サンクス 足立綾瀬店 ｱﾀﾞﾁｱﾔｾﾃﾝ 120-0005 東京都足立区綾瀬３－１５－５ 東京都 03-5673-3931
サンクス 北区西が丘一丁目店 ｷﾀｸﾆｼｶﾞｵｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 115-0056 東京都北区西が丘一丁目３６－３ 東京都 03-5963-6116
サンクス 南葛西レク公園前店 ﾐﾅﾐｶｻｲﾚｸｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 134-0085 東京都江戸川区南葛西三丁目２４番１６号 東京都 03-5667-6310
サンクス 清瀬松山一丁目店 ｷﾖｾﾏﾂﾔﾏ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 204-0022 東京都清瀬市松山一丁目４６番１６号 東京都 042-494-8633
サンクス 武蔵野御殿山店 ﾑｻｼﾉｺﾞﾃﾝﾔﾏﾃﾝ 180-0005 東京都武蔵野市御殿山二丁目１３番８ 東京都 0422-70-0028
サンクス 飯田橋駅前店 ｲｲﾀﾞﾊﾞｼｴｷﾏｴﾃﾝ 102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目８番１３号 東京都 03-5215-6606
サンクス 銀座中央通り店 ｷﾞﾝｻﾞﾁｭｳｵｳﾄｵﾘﾃﾝ 105-0004 東京都港区新橋一丁目７番１号 東京都 03-5537-0074
サンクス 三鷹新川六丁目店 ﾐﾀｶｼﾝｶﾜ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 181-0004 東京都三鷹市新川六丁目３２番１６号 東京都 0422-43-3915
サンクス 東武曳舟駅前店 ﾄｳﾌﾞﾋｷﾌﾈｴｷﾏｴﾃﾝ 131-0032 東京都墨田区東向島二丁目２６番６号 東京都 03-5631-6039
サンクス 国立駅南口店 ｸﾆﾀﾁｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 186-0002 東京都国立市東１丁目４番８ 東京都 042-576-5474
サンクス 西亀有一丁目店 ﾆｼｶﾒｱﾘ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 124-0002 東京都葛飾区西亀有一丁目２６番１８号 東京都 03-5650-5012
サンクス 多摩センター落合店 ﾀﾏｾﾝﾀｰｵﾁｱｲﾃﾝ 206-0033 東京都多摩市落合１丁目３２番３号 東京都 042-311-2322
サンクス 府中浅間町四丁目店 ﾌﾁｭｳｾﾝｹﾞﾝﾁｮｳ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 183-0001 東京都府中市浅間町四丁目７番１号 東京都 042-364-0021
サンクス 調布日活撮影所前店 ﾁｮｳﾌﾆｯｶﾂｻﾂｴｲｼﾞｮﾏｴﾃﾝ 182-0023 東京都調布市染地二丁目８番１２ 東京都 042-486-3380
サンクス 国分寺西恋ヶ窪店 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾆｼｺｲｶﾞｸﾎﾞﾃﾝ 185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪一丁目４６番７ 東京都 042-320-4049
サンクス 練馬富士見台店 ﾈﾘﾏﾌｼﾞﾐﾀﾞｲﾃﾝ 177-0034 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号 東京都 03-5923-0250
サンクス 江戸川篠崎街道店 ｴﾄﾞｶﾞﾜｼﾉｻﾞｷｶｲﾄﾞｳﾃﾝ 133-0061 東京都江戸川区篠崎町四丁目２１番１６号 東京都 03-5664-0127
サンクス 葛西共栄橋店 ｶｻｲｷｮｳｴｲﾊﾞｼﾃﾝ 134-0083 東京都江戸川区中葛西二丁目１番１号 東京都 03-3877-0028
サンクス 東新宿店 ﾋｶﾞｼｼﾝｼﾞｭｸﾃﾝ 169-0072 東京都新宿区大久保１丁目８番２号 東京都 03-5287-2875
サンクス 小岩南口店 ｺｲﾜﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 133-0056 東京都江戸川区南小岩六丁目３０番８号 東京都 03-5622-0355
サンクス 亀有五丁目店 ｶﾒｱﾘ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 125-0061 東京都葛飾区亀有５丁目２７番８号　起ビル１階 東京都 03-5697-8900
サンクス 葛西長島町店 ｶｻｲﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳﾃﾝ 134-0083 東京都江戸川区中葛西三丁目２８番１０号 東京都 03-5667-4571
サンクス 八王子片倉町店 ﾊﾁｵｳｼﾞｶﾀｸﾗﾁｮｳﾃﾝ 192-0914 東京都八王子市片倉町４５２－１５ 東京都 042-632-2242
サンクス 杉並松庵三丁目店 ｽｷﾞﾅﾐｼｮｳｱﾝ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 167-0054 東京都杉並区松庵三丁目１８－２０ 東京都 03-5336-9782
サンクス 八王子中町店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾅｶﾁｮｳﾃﾝ 192-0085 東京都八王子市中町６番４号 東京都 042-620-4618
サンクス 板橋帝京大学店 ｲﾀﾊﾞｼﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾃﾝ 173-0003 東京都板橋区加賀２丁目１１－１　帝京大学　大学棟本館内１Ｆ 東京都 03-5944-3910
サンクス 町田金井町店 ﾏﾁﾀﾞｶﾅｲﾏﾁﾃﾝ 195-0071 東京都町田市金井町１９３８番６ 東京都 042-737-3340
サンクス 大田洗足池店 ｵｵﾀｾﾝｿﾞｸｲｹﾃﾝ 145-0064 東京都大田区上池台二丁目３１番１１号 東京都 03-5754-4520
サンクス 大田本羽田三丁目店 ｵｵﾀﾎﾝﾊﾈﾀﾞ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 144-0044 東京都大田区本羽田三丁目２－１４ 東京都 03-5735-2070
サンクス 国分寺本多五丁目店 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾎﾝﾀﾞ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 185-0011 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１ 東京都 042-300-0035
サンクス 池袋本町一丁目店 ｲｹﾌﾞｸﾛﾎﾝﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 170-0011 東京都豊島区池袋本町１－２０－５ 東京都 03-5928-0288
サンクス 江戸川上篠崎店 ｴﾄﾞｶﾞﾜｶﾐｼﾉｻﾞｷﾃﾝ 133-0054 東京都江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号 東京都 03-5664-0388
サンクス 墨田本所三丁目店 ｽﾐﾀﾞﾎﾝｼﾞｮ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 130-0004 東京都墨田区本所三丁目２２－１１ 東京都 03-5637-9779
サンクス 板橋東坂下一丁目店 ｲﾀﾊﾞｼﾋｶﾞｼｻｶｼﾀ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 174-0042 東京都板橋区東坂下一丁目１６番１９号 東京都 03-5916-4431
サンクス 立川錦中央通り店 ﾀﾁｶﾜﾆｼｷﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 190-0022 東京都立川市錦町二丁目６番１２号 東京都 042-548-1264
サンクス 東久留米八幡町店 ﾋｶﾞｼｸﾙﾒﾊﾁﾏﾝﾁｮｳﾃﾝ 203-0042 東京都東久留米市八幡町二丁目２番１５号 東京都 042-479-0339
サンクス 西巣鴨三丁目店 ﾆｼｽｶﾞﾓ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 170-0001 東京都豊島区西巣鴨三丁目１５番 東京都 03-5907-3055
サンクス 足立環七一ツ家店 ｱﾀﾞﾁｶﾝﾅﾅﾋﾄﾂﾔﾃﾝ 121-0075 東京都足立区一ツ家四丁目１番２２号 東京都 03-5831-8093
サンクス 外神田三丁目店 ｿﾄｶﾝﾀﾞ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 101-0021 東京都千代田区外神田三丁目１４番地３号 東京都 03-5295-7020
サンクス 足立竹の塚七丁目店 ｱﾀﾞﾁﾀｹﾉﾂｶ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 121-0813 東京都足立区竹の塚七丁目２０番６号 東京都 03-5851-6080
サンクス 赤羽北二丁目店 ｱｶﾊﾞﾈｷﾀ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 115-0052 東京都北区赤羽北二丁目２４番２４号 東京都 03-5963-3031
サンクス 第三葛西小前店 ﾀﾞｲｻﾝｶｻｲｼｮｳﾏｴﾃﾝ 134-0081 東京都江戸川区北葛西四丁目１３番５号 東京都 03-5667-7017
サンクス 八王子みなみ野店 ﾊﾁｵｳｼﾞﾐﾅﾐﾉﾃﾝ 192-0916 東京都八王子市みなみ野一丁目６番地８号 東京都 042-632-5131
サンクス 足立東綾瀬公園店 ｱﾀﾞﾁﾋｶﾞｼｱﾔｾｺｳｴﾝﾃﾝ 120-0004 東京都足立区東綾瀬三丁目３－１３ 東京都 03-5697-8139
サンクス 豊洲スカイズ店 ﾄﾖｽｽｶｲｽﾞﾃﾝ 135-0061 東京都江東区豊洲六丁目２番３１号 東京都 03-3531-7220
サンクス 神田須田町二丁目店 ｶﾝﾀﾞｽﾀﾞﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 101-0041 東京都千代田区神田須田町二丁目３－１ 東京都 03-5298-5163
サンクス 学芸大学西口店 ｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番三丁目８番１号 東京都 03-5720-6394
サンクス 虎ノ門二丁目店 ﾄﾗﾉﾓﾝ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目８番１号 東京都 03-3539-2282
サークルＫ 大井松田インター南店 ｵｵｲﾏﾂﾀﾞｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ 258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子９４番５ 神奈川県 0465-85-3018
サークルＫ 横浜駒岡三丁目店 ﾖｺﾊﾏｺﾏｵｶ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡三丁目１８－１０ 神奈川県 045-584-5020
サークルＫ 横浜鴨居駅前店 ﾖｺﾊﾏｶﾓｲｴｷﾏｴﾃﾝ 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号 神奈川県 045-929-2003
サークルＫ 平塚おかざき店 ﾋﾗﾂｶｵｶｻﾞｷﾃﾝ 259-1212 神奈川県平塚市岡崎５８０２番地の１ 神奈川県 0463-50-5396
サークルＫ 新杉田店 ｼﾝｽｷﾞﾀﾃﾝ 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田４丁目１－１ 神奈川県 045-772-0628
サークルＫ 鶴見中央店 ﾂﾙﾐﾁﾕｳｵｳﾃﾝ 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目５番１ 神奈川県 045-521-5727
サークルＫ 善行店 ｾﾞﾝｷﾞｮｳﾃﾝ 251-0871 神奈川県藤沢市善行２丁目１番地１号 神奈川県 0466-81-8098
サークルＫ 藤沢駅前店 ﾌｼﾞｻﾜｴｷﾏｴﾃﾝ 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘１－１７－１４ 神奈川県 0466-24-0775
サークルＫ 矢向一丁目店 ﾔｺｳ1ﾁﾖｳﾒﾃﾝ 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向１－１１－１５ 神奈川県 045-575-0021
サークルＫ 愛川中津店 ｱｲｶﾜﾅｶﾂﾃﾝ 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字角田境１４８８－３ 神奈川県 046-286-9211
サークルＫ 座間さがみ野店 ｻﾞﾏｻｶﾞﾐﾉﾃﾝ 252-0005 神奈川県座間市さがみ野２－１－１ 神奈川県 046-258-2206
サークルＫ 平塚真土店 ﾋﾗﾂｶｼﾝﾄﾞﾃﾝ 254-0019 神奈川県平塚市西真土一丁目８番６号 神奈川県 0463-53-1373
サークルＫ 新羽駅前店 ﾆｯﾊﾟｴｷﾏｴﾃﾝ 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６９３番地の１ 神奈川県 045-544-1995
サークルＫ 日吉二丁目店 ﾋﾖｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目４番１１号 神奈川県 045-561-1011
サークルＫ 茅ヶ崎常盤店 ﾁｶﾞｻｷﾄｷﾜﾃﾝ 253-0032 神奈川県茅ヶ崎市常盤町６番２４号 神奈川県 0467-88-2488
サークルＫ 茅ヶ崎富士見町店 ﾁｶﾞｻｷﾌｼﾞﾐﾁｮｳﾃﾝ 253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町６番１０号 神奈川県 0467-88-5837
サークルＫ 相模原小町通店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｺﾏﾁﾄﾞｵﾘﾃﾝ 252-0217 神奈川県相模原市中央区小町通一丁目１２番１５号 神奈川県 042-786-1121
サークルＫ 川崎苅宿店 ｶﾜｻｷｶﾘﾔﾄﾞﾃﾝ 211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿１５番５号 神奈川県 044-422-3339
サークルＫ 川崎千年店 ｶﾜｻｷﾁﾄｾﾃﾝ 213-0022 神奈川県川崎市高津区千年７８２番地１ 神奈川県 044-797-3252
サークルＫ 愛川角田店 ｱｲｶﾜｽﾐﾀﾞﾃﾝ 243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９ 神奈川県 046-285-0565
サークルＫ 横浜上飯田店 ﾖｺﾊﾏｶﾐｲｲﾀﾞﾃﾝ 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町３６４７番地１ 神奈川県 045-805-2303
サンクス 横浜羽衣町店 ﾖｺﾊﾏﾊｺﾞﾛﾓﾁｮｳﾃﾝ 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町２丁目５番地１２ 神奈川県 045-251-8130
サークルＫ 相模原中丸店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾅｶﾏﾙﾃﾝ 252-0335 神奈川県相模原市南区下溝３０８番地７ 神奈川県 042-778-5885
サークルＫ 瀬谷卸本町店 ｾﾔｵﾛｼﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６番地９ 神奈川県 045-922-2031
サークルＫ 平塚大神店 ﾋﾗﾂｶｵｵｶﾐﾃﾝ 254-0012 神奈川県平塚市大神８５５番地１ 神奈川県 0463-54-2636
サークルＫ 愛川田代店 ｱｲｶﾜﾀｼﾛﾃﾝ 243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代１３１番地の２ 神奈川県 046-281-6336
サークルＫ 津久井三ヶ木店 ﾂｸｲﾐｶｹﾞﾃﾝ 252-0159 神奈川県相模原市緑区三ヶ木１５９３番地１ 神奈川県 042-780-2342
サークルＫ 小田原寿町店 ｵﾀﾞﾜﾗｺﾄﾌﾞｷﾁｮｳﾃﾝ 250-0002 神奈川県小田原市寿町三丁目１４番１６号 神奈川県 0465-35-0220
サークルＫ 大和下鶴間北店 ﾔﾏﾄｼﾓﾂﾙﾏｷﾀﾃﾝ 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１５５４番地の５ 神奈川県 046-277-7715
サンクス 大船二丁目店 ｵｵﾌﾅ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 247-0056 神奈川県鎌倉市大船二丁目２４番３１号 神奈川県 0467-43-2480
サークルＫ 小田原国府津店 ｵﾀﾞﾜﾗｺｳﾂﾞﾃﾝ 256-0812 神奈川県小田原市国府津２４９４番地の１ 神奈川県 0465-48-1153
サンクス 茅ヶ崎若松町店 ﾁｶﾞｻｷﾜｶﾏﾂﾁｮｳﾃﾝ 253-0051 神奈川県茅ヶ崎市若松町２番１７号 神奈川県 0467-88-0305
サークルＫ 厚木西インター店 ｱﾂｷﾞﾆｼｲﾝﾀｰﾃﾝ 243-0035 神奈川県厚木市愛甲東三丁目１３番１号 神奈川県 046-227-3023
サークルＫ 新横浜駅前店 ｼﾝﾖｺﾊﾏｴｷﾏｴﾃﾝ 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目４番地１５ 神奈川県 045-477-2520
サークルＫ 平塚四之宮店 ﾋﾗﾂｶｼﾉﾐﾔﾃﾝ 254-0014 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号 神奈川県 0463-24-4869
サークルＫ 横浜綱島東店 ﾖｺﾊﾏﾂﾅｼﾏﾋｶﾞｼﾃﾝ 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目６－４０ 神奈川県 045-540-2558
サークルＫ 足柄西大井店 ｱｼｶﾞﾗﾆｼｵｵｲﾃﾝ 258-0017 神奈川県足柄上郡大井町西大井７９１番地３ 神奈川県 0465-85-5057
サークルＫ 厚木三田店 ｱﾂｷﾞｻﾝﾀﾞﾃﾝ 243-0211 神奈川県厚木市三田３１８８番地１ 神奈川県 046-242-0122
サークルＫ 新横浜三丁目店 ｼﾝﾖｺﾊﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番地１１ 神奈川県 045-473-0155
サークルＫ 平塚西真土三丁目店 ﾋﾗﾂｶﾆｼｼﾝﾄﾞ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 254-0019 神奈川県平塚市西真土三丁目２２番３２号 神奈川県 0463-53-1002
サークルＫ 武蔵中原店 ﾑｻｼﾅｶﾊﾗﾃﾝ 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目１７番９号 神奈川県 044-740-5855
サークルＫ 横浜蒔田店 ﾖｺﾊﾏﾏｲﾀﾃﾝ 232-0043 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田９５３番地５ 神奈川県 045-742-8010
サークルＫ 都筑梅田橋店 ﾂﾂﾞｷｳﾒﾀﾞﾊﾞｼﾃﾝ 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９９番地１ 神奈川県 045-935-7334
サークルＫ 川崎鷺沼店 ｶﾜｻｷｻｷﾞﾇﾏﾃﾝ 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼二丁目６番地４ 神奈川県 044-855-6130
サークルＫ 伊勢原上粕屋店 ｲｾﾊﾗｶﾐｶｽﾔﾃﾝ 259-1141 神奈川県伊勢原市上粕屋２４０番地１ 神奈川県 0463-95-7925
サークルＫ 愛川六倉店 ｱｲｶﾜﾑﾂｸﾗﾃﾝ 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津２４６５番地１ 神奈川県 046-286-3826
サークルＫ 川崎有馬店 ｶﾜｻｷｱﾘﾏﾃﾝ 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬一丁目２２番９号 神奈川県 044-888-5656
サークルＫ 淵野辺駅南口店 ﾌﾁﾉﾍﾞｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目１２番９号　淵野辺南口駅前ビル 神奈川県 042-755-6880



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 相模原上溝店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｶﾐﾐｿﾞﾃﾝ 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１６７６番地１ 神奈川県 042-755-3722
サークルＫ 平塚片岡店 ﾋﾗﾂｶｶﾀｵｶﾃﾝ 259-1213 神奈川県平塚市片岡５６番地 神奈川県 0463-58-2089
サークルＫ 鵠沼海岸店 ｸｹﾞﾇﾏｶｲｶﾞﾝﾃﾝ 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸七丁目１９番２０号 神奈川県 0466-33-6065
サークルＫ 湯河原土肥店 ﾕｶﾞﾜﾗﾄﾞｲﾃﾝ 259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥６丁目１０番地２ 神奈川県 0465-63-7750
サークルＫ 相模原淵野辺本町店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾌﾁﾉﾍﾞﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町三丁目７番１６号 神奈川県 042-769-1357
サークルＫ 座間小松原店 ｻﾞﾏｺﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 252-0002 神奈川県座間市小松原二丁目２３番２５号 神奈川県 046-254-2258
サークルＫ 小田原たじま店 ｵﾀﾞﾜﾗﾀｼﾞﾏﾃﾝ 256-0811 神奈川県小田原市田島１１番地１ 神奈川県 0465-42-5931
サークルＫ 藤沢下土棚店 ﾌｼﾞｻﾜｼﾓﾂﾁﾀﾞﾅﾃﾝ 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚１００４番地 神奈川県 0466-46-5223
サークルＫ 相模原鵜野森店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｳﾉﾓﾘﾃﾝ 252-0301 神奈川県相模原市南区鵜野森三丁目７番１３号 神奈川県 042-740-0585
サークルＫ 横浜下永谷店 ﾖｺﾊﾏｼﾓﾅｶﾞﾔﾃﾝ 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷五丁目４番７号 神奈川県 045-825-5147
サークルＫ 秦野ひらさわ店 ﾊﾀﾞﾉﾋﾗｻﾜﾃﾝ 257-0015 神奈川県秦野市平沢２９４番地の２ 神奈川県 0463-84-0255
サークルＫ 川崎宮前南平台店 ｶﾜｻｷﾐﾔﾏｴﾅﾝﾍﾟｲﾀﾞｲﾃﾝ 216-0024 神奈川県川崎市宮前区南平台１８番１３号 神奈川県 044-978-1163
サークルＫ 秦野南矢名店 ﾊﾀﾞﾉﾐﾅﾐﾔﾅﾃﾝ 257-0003 神奈川県秦野市南矢名２２８８番地の１ 神奈川県 0463-69-3211
サークルＫ 横浜都筑池辺町店 ﾖｺﾊﾏﾂﾂﾞｷｲｹﾍﾞﾁｮｳﾃﾝ 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４３３７番地 神奈川県 045-929-5070
サークルＫ 相模原西橋本店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾆｼﾊｼﾓﾄﾃﾝ 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目１－３ 神奈川県 042-700-9811
サークルＫ 横須賀平作店 ﾖｺｽｶﾋﾗｻｸﾃﾝ 238-0032 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号 神奈川県 046-850-5120
サークルＫ 山北町店 ﾔﾏｷﾀﾏﾁﾃﾝ 258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北７４１番地１ 神奈川県 0465-75-1339
サークルＫ 大和深見西店 ﾔﾏﾄﾌｶﾐﾆｼﾃﾝ 242-0018 神奈川県大和市深見西六丁目１－２ 神奈川県 046-200-2515
サンクス 希望ケ丘店 ｷﾎﾞｳｶﾞｵｶﾃﾝ 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘１０２番地 神奈川県 045-366-6960
サンクス 星川駅前店 ﾎｼｶﾜｴｷﾏｴﾃﾝ 240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２丁目４－１ 神奈川県 045-333-1422
サンクス 上大岡東店 ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼﾃﾝ 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東２－４２－１ 神奈川県 045-846-9733
サンクス こどもの国店 ｺﾄﾞﾓﾉｸﾆﾃﾝ 227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１ 神奈川県 045-961-0530
サンクス 大口松見町店 ｵｵｸﾞﾁﾏﾂﾐﾁｮﾃﾝ 221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町１ー６ー１ 神奈川県 045-421-5218
サンクス 横浜平沼店 ﾖｺﾊﾏﾋﾗﾇﾏﾃﾝ 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－４－２６ 神奈川県 045-313-3048
サンクス 台村町店 ﾀﾞｲﾑﾗﾁｮｳﾃﾝ 226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町３６６ 神奈川県 045-934-9342
サンクス 矢向店 ﾔｺｳﾃﾝ 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向５－７－３０ 神奈川県 045-572-6048
サンクス 西寺尾店 ﾆｼﾃﾗｵﾃﾝ 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾３－１９－３ 神奈川県 045-421-8671
サンクス 緑富士見が丘店 ﾐﾄﾞﾘﾌｼﾞﾐｶﾞﾃﾝ 224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１４－２６ 神奈川県 045-941-6408
サンクス 横浜今井町店 ﾖｺﾊﾏｲﾏｲﾁﾖｳﾃﾝ 240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１５９ 神奈川県 045-351-4004
サンクス 新栄町店 ｼﾝｴｲﾁﾖｳﾃﾝ 224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町１３ 神奈川県 045-592-9091
サンクス 鶴見市場店 ﾂﾙﾐｲﾁﾊﾞﾃﾝ 230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町４－３１ 神奈川県 045-521-4066
サンクス 茅ヶ崎下町屋店 ﾁｶﾞｻｷｼﾓﾏﾁﾔﾃﾝ 253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋２－６－１９ 神奈川県 0467-88-0072
サンクス 川崎大師駅前店 ｶﾜｻｷﾀﾞｲｼｴｷﾏｴﾃﾝ 210-0802 神奈川県川崎市川崎区大師駅前１－５－５ 神奈川県 044-287-1339
サンクス 淵野辺北口店 ﾌﾁﾉﾍﾞｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１５－５ 神奈川県 042-776-3622
サンクス 黄金町駅前店 ｺｶﾞﾈﾁﾖｳｴｷﾏﾃﾝ 232-0005 神奈川県横浜市南区白金町１－１ 神奈川県 045-262-5239
サンクス 泉踊場店 ｲｽﾞﾐｵﾄﾞﾘﾊﾞﾃﾝ 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南１丁目１－３０ 神奈川県 045-805-3401
サンクス 平塚田村店 ﾋﾗﾂｶﾀﾑﾗﾃﾝ 254-0013 神奈川県平塚市田村１－９－１８　山水ビル 神奈川県 0463-54-9242
サンクス ウェルシティ横須賀店 ｳｴﾙｼﾃｨﾖｺｽｶﾃﾝ 238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町１－３８－１１ 神奈川県 046-824-5070
サンクス ヨコハマＭＭ２１店 ﾖｺﾊﾏｴﾑｴﾑ21ﾃﾝ 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４ 神奈川県 045-683-3102
サンクス 青葉若草台店 ｱｵﾊﾞﾜｶｸｻﾀﾞｲﾃﾝ 227-0045 神奈川県横浜市青葉区若草台１８－１ 神奈川県 045-962-5091
サンクス 横浜本牧通り店 ﾖｺﾊﾏﾎﾝﾓｸﾄｵﾘﾃﾝ 231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原７－５ 神奈川県 045-624-1168
サンクス 藤沢秋葉台店 ﾌｼﾞｻﾜｱｷﾊﾀﾞｲﾃﾝ 252-0815 神奈川県藤沢市石川５－９－１９ 神奈川県 0466-86-4150
サンクス 相模原相生店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｲｵｲﾃﾝ 252-0235 神奈川県相模原市中央区相生１丁目１０－８ 神奈川県 042-750-6850
サンクス 横浜菊名店 ﾖｺﾊﾏｷｸﾅﾃﾝ 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名６－１２－１２ 神奈川県 045-433-1578
サンクス 新石川２４６店 ｼﾝｲｼｶﾜ246ﾃﾝ 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町１３４－１ 神奈川県 045-914-3877
サンクス 横浜北幸店 ﾖｺﾊﾏｷﾀｻｲﾜｲﾃﾝ 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－５－４ 神奈川県 045-317-2235
サンクス 武蔵小杉南口店 ﾑｻｼｺｽｷﾞﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目４３０－１ 神奈川県 044-739-8958
サンクス センター北店 ｾﾝﾀｰｷﾀﾃﾝ 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１ 神奈川県 045-914-3857
サンクス 海老名運動公園前店 ｴﾋﾞﾅｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 243-0424 神奈川県海老名市社家１１８１－１ 神奈川県 046-236-0118
サンクス 港南台インター店 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲｲﾝﾀｰﾃﾝ 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台８－３５－１ 神奈川県 045-836-3039
サンクス 相模原若松店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾜｶﾏﾂﾃﾝ 252-0334 神奈川県相模原市南区若松３－３２－９ 神奈川県 042-701-3213
サンクス 港北新吉田店 ｺｳﾎｸｼﾝﾖｼﾀﾞﾃﾝ 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東８丁目１２－３ 神奈川県 045-534-0781
サンクス 武蔵新城南口店 ﾑｻｼｼﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城１－２－２４ 神奈川県 044-753-0163
サンクス 横浜コットンハーバ店 ﾖｺﾊﾏｺｯﾄﾝﾊｰﾊﾞﾃﾝ 221-0035 神奈川県横浜市神奈川区星野町１０ 神奈川県 045-440-3756
サンクス 杉田駅前店 ｽｷﾞﾀｴｷﾏｴﾃﾝ 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田２－１－１ 神奈川県 045-770-5860
サンクス 横浜神大寺４丁目店 ﾖｺﾊﾏｶﾝﾀﾞｲｼﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４丁目８－２ 神奈川県 045-488-5160
サンクス 茅ヶ崎サザンビーチ店 ﾁｶﾞｻｷｻｻﾞﾝﾋﾞｰﾁﾃﾝ 253-0053 神奈川県茅ヶ崎市中海岸３－１１－１２ 神奈川県 0467-84-6710
サンクス 青葉しらとり台店 ｱｵﾊﾞｼﾗﾄﾘﾀﾞｲﾃﾝ 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１－１ 神奈川県 045-989-1610
サンクス 厚木インター店 ｱﾂｷﾞｲﾝﾀｰﾃﾝ 243-0021 神奈川県厚木市岡田３２０４ 神奈川県 046-226-1361
サンクス 湘南台西口店 ｼｮｳﾅﾝﾀﾞｲﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２－１２－１ 神奈川県 0466-42-3021
サンクス 大船駅前店 ｵｵﾌﾅｴｷﾏｴﾃﾝ 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－１１－１６ 神奈川県 0467-42-7739
サンクス 都筑北山田店 ﾂﾂﾞｷｷﾀﾔﾏﾀﾃﾝ 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田２－１－１ 神奈川県 045-590-0031
サンクス 相模原下九沢店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾓｸｻﾞﾜﾃﾝ 252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢４６８番１ 神奈川県 042-764-8447
サンクス 茅ヶ崎高田４丁目店 ﾁｶﾞｻｷﾀｶﾀﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０ 神奈川県 0467-55-2431
サンクス 緑つくし野店 ﾐﾄﾞﾘﾂｸｼﾉﾃﾝ 226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町４２３２－１ 神奈川県 045-985-4224
サンクス 座間栗原中央店 ｻﾞﾏｸﾘﾊﾗﾁｭｳｵｳﾃﾝ 252-0014 神奈川県座間市栗原中央４丁目２８番２６号 神奈川県 046-257-2705
サンクス 相模原淵野辺四丁目店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾌﾁﾉﾍﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号 神奈川県 042-786-0020
サンクス 川崎中丸子店 ｶﾜｻｷﾅｶﾏﾙｺﾃﾝ 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子５４９番１ 神奈川県 044-430-1180
サンクス 横浜戸部中央店 ﾖｺﾊﾏﾄﾍﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ 220-0051 神奈川県横浜市西区中央一丁目２１番５号　セントラルハイツ１Ｆ 神奈川県 045-326-3600
サンクス 横浜上白根店 ﾖｺﾊﾏｶﾐｼﾗﾈﾃﾝ 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根二丁目４番１２号 神奈川県 045-959-5270
サンクス 横浜駅西口店 ﾖｺﾊﾏｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目２番地６ 神奈川県 045-316-1150
サンクス 横浜青葉新石川店 ﾖｺﾊﾏｱｵﾊﾞｼﾝｲｼｶﾜﾃﾝ 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目２６番５ 神奈川県 045-914-3911
サンクス 相模原大野台六丁目店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｵｵﾉﾀﾞｲ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台六丁目２１番１２号 神奈川県 042-704-6551
サンクス 相模原東原宿店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾋｶﾞｼﾊﾗｼﾞｭｸﾃﾝ 252-0102 神奈川県相模原市緑区原宿１丁目３－１１ 神奈川県 042-783-6870
サンクス 平塚湘南銀河大橋店 ﾋﾗﾂｶｼｮｳﾅﾝｷﾞﾝｶﾞｵｵﾊｼﾃﾝ 254-0014 神奈川県平塚市四之宮四丁目３番３６号 神奈川県 0463-52-0420
サンクス 川崎下作延店 ｶﾜｻｷｼﾓｻｸﾉﾍﾞﾃﾝ 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号 神奈川県 044-862-6775
サンクス 横浜洋光台店 ﾖｺﾊﾏﾖｳｺｳﾀﾞｲﾃﾝ 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目１６番１６号 神奈川県 045-830-5538
サンクス 横浜公田町店 ﾖｺﾊﾏｸﾃﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町１６３８番地４８ 神奈川県 045-890-5151
サンクス 横須賀金谷店 ﾖｺｽｶｶﾅﾔﾃﾝ 238-0034 神奈川県横須賀市金谷３－１－５ 神奈川県 046-850-6676
サンクス 横浜東高校前店 ﾖｺﾊﾏﾋｶﾞｼｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾一丁目２６番１１号 神奈川県 045-570-3071
サンクス 川崎麻生片平店 ｶﾜｻｷｱｻｵｶﾀﾋﾗﾃﾝ 215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平２丁目２５番１０号 神奈川県 044-989-1880
サンクス 横浜青葉台駅前店 ﾖｺﾊﾏｱｵﾊﾞﾀﾞｲｴｷﾏｴﾃﾝ 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－１８ 神奈川県 045-988-5739
サンクス 藤沢亀井野店 ﾌｼﾞｻﾜｶﾒｲﾉﾃﾝ 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野１６１６番地１ 神奈川県 0466-83-3933
サンクス 藤沢用田西店 ﾌｼﾞｻﾜﾖｳﾀﾞﾆｼﾃﾝ 252-0821 神奈川県藤沢市用田字大河内１７５０番１ 神奈川県 0466-49-3950
サンクス 横須賀北久里浜店 ﾖｺｽｶｷﾀｸﾘﾊﾏﾃﾝ 239-0807 神奈川県横須賀市根岸町三丁目３番地１４ 神奈川県 046-838-3398
サンクス 山北平山店 ﾔﾏｷﾀﾋﾗﾔﾏﾃﾝ 258-0114 神奈川県足柄上郡山北町平山１７８番地１９ 神奈川県 0465-79-2777
サンクス 横浜下田町五丁目店 ﾖｺﾊﾏｼﾓﾀﾞﾁｮｳ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町五丁目１番６号 神奈川県 045-566-7139
サンクス 横浜二ツ池店 ﾖｺﾊﾏﾌﾀﾂｲｹﾃﾝ 230-0073 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目２４－３４ 神奈川県 045-580-7306
サンクス 小田原成田店 ｵﾀﾞﾜﾗﾅﾙﾀﾞﾃﾝ 250-0862 神奈川県小田原市成田６４６－１（地番） 神奈川県 0465-39-5005
サンクス 川崎中丸子北店 ｶﾜｻｷﾅｶﾏﾙｺｷﾀﾃﾝ 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子３６４－１ 神奈川県 044-431-3505
サンクス 小田原蓮正寺店 ｵﾀﾞﾜﾗﾚﾝｼｮｳｼﾞﾃﾝ 250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺１０３番地５ 神奈川県 0465-39-3588
サンクス 茅ヶ崎円蔵一丁目店 ﾁｶﾞｻｷｴﾝｿﾞｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵１－１９－４３ 神奈川県 0467-55-0699
サンクス 海老名東柏ヶ谷店 ｴﾋﾞﾅﾋｶﾞｼｶｼﾜｶﾞﾔﾃﾝ 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷一丁目１４番３２ 神奈川県 046-292-7172
サンクス 南足柄和田河原店 ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗﾜﾀﾞｶﾞﾊﾗﾃﾝ 250-0112 神奈川県南足柄市和田河原１３１７番１ 神奈川県 0465-72-1030
サンクス 横浜栄町店 ﾖｺﾊﾏｻｶｴﾁｮｳﾃﾝ 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町２－１ 神奈川県 045-440-1006
サンクス 相模原千代田店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾁﾖﾀﾞﾃﾝ 252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田３丁目２番１８号 神奈川県 042-786-0084
サンクス 川崎浜町二丁目店 ｶﾜｻｷﾊﾏﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町２－１５－４ 神奈川県 044-328-6133
サンクス 大和西鶴間店 ﾔﾏﾄﾆｼﾂﾙﾏﾃﾝ 242-0005 神奈川県大和市西鶴間８－１－５ 神奈川県 046-271-7330
サンクス 愛川桜台店 ｱｲｶﾜｻｸﾗﾀﾞｲﾃﾝ 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０６１番６ 神奈川県 046-284-6706
サンクス 座間ひばりが丘店 ｻﾞﾏﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘二丁目１５番２１ 神奈川県 046-252-5589



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 相模原横山台店 ｻｶﾞﾐﾊﾗﾖｺﾔﾏﾀﾞｲﾃﾝ 252-0241 神奈川県相模原市中央区横山台一丁目２９番１０号 神奈川県 042-704-3904
サンクス 厚木及川店 ｱﾂｷﾞｵｲｶﾞﾜﾃﾝ 243-0212 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８ 神奈川県 046-243-5066
サンクス 秦野本町店 ﾊﾀﾞﾉﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 257-0035 神奈川県秦野市本町二丁目５－１１－１ 神奈川県 0463-85-0708
サークルＫ 横浜神之木町店 ﾖｺﾊﾏｶﾐﾉｷﾁｮｳﾃﾝ 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－４４ 神奈川県 045-438-3088
サンクス 伊勢原下糟屋店 ｲｾﾊﾗｼﾓｶｽﾔﾃﾝ 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１ 神奈川県 0463-97-3925
サンクス 川崎清水台店 ｶﾜｻｷｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾃﾝ 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵一丁目４０番１５号 神奈川県 044-978-6337
サンクス 藤沢宮原店 ﾌｼﾞｻﾜﾐﾔﾊﾗﾃﾝ 252-0826 神奈川県藤沢市宮原３４１０番１ 神奈川県 0466-49-4155
サンクス 川崎川中島二丁目店 ｶﾜｻｷｶﾜﾅｶｼﾞﾏ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目６番１２号 神奈川県 044-280-2332
サンクス 横浜千歳橋店 ﾖｺﾊﾏﾁﾄｾﾊﾞｼﾃﾝ 232-0025 神奈川県横浜市南区高砂町一丁目１４番 神奈川県 045-260-0396
サンクス 横浜子安通三丁目店 ﾖｺﾊﾏｺﾔｽﾄﾞｵﾘ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目２９８番地１ 神奈川県 045-444-5088
サンクス 横浜駒岡二丁目店 ﾖｺﾊﾏｺﾏｵｶ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡二丁目８番３０号 神奈川県 045-581-3901
サンクス 大和下和田店 ﾔﾏﾄｼﾓﾜﾀﾞﾃﾝ 242-0015 神奈川県大和市下和田９６０番地 神奈川県 046-279-6033
サンクス 相模原上鶴間店 ｻｶﾞﾐﾊﾗｶﾐﾂﾙﾏﾃﾝ 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間三丁目９９５番３ 神奈川県 042-701-0176
サンクス 小田原矢作店 ｵﾀﾞﾜﾗﾔﾊｷﾞﾃﾝ 250-0873 神奈川県小田原市矢作１５７番地１ 神奈川県 0465-45-2103
サークルＫ 新潟万代シティ店 ﾆｲｶﾞﾀﾊﾞﾝﾀﾞｲｼﾃｨﾃﾝ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代一丁目３番１号 新潟県 025-255-0313
サークルＫ 新発田中央町店 ｼﾊﾞﾀﾁｭｳｵｳﾁｮｳﾃﾝ 957-0053 新潟県新発田市中央町五丁目６番１４号 新潟県 0254-21-7052
サークルＫ 燕大曲砂押店 ﾂﾊﾞﾒｵｵﾏｶﾞﾘｽﾅｵｼﾃﾝ 959-1263 新潟県燕市大字大曲３６４４番地 新潟県 0256-64-4160
サークルＫ 長岡高見店 ﾅｶﾞｵｶﾀｶﾐﾃﾝ 940-0004 新潟県長岡市高見町３７番地１ 新潟県 0258-25-3289
サークルＫ 上大川前通店 ｶﾐｵｵｶﾜﾏｴﾄﾞｵﾘﾃﾝ 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１ 新潟県 025-228-9533
サークルＫ 新潟河渡本町店 ﾆｲｶﾞﾀｺｳﾄﾞﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 950-0016 新潟県新潟市東区河渡本町２２番６６号 新潟県 025-270-0866
サークルＫ 五泉旭町店 ｺﾞｾﾝｱｻﾋﾁｮｳﾃﾝ 959-1862 新潟県五泉市旭町６番４４号 新潟県 0250-42-7068
サークルＫ 吉田町本所店 ﾖｼﾀﾞﾏﾁﾎﾝｼﾞｮﾃﾝ 959-0251 新潟県燕市吉田本所１１７番地４ 新潟県 0256-93-5509
サークルＫ 新発田中曽根店 ｼﾊﾞﾀﾅｶｿﾈﾃﾝ 957-0067 新潟県新発田市中曽根町一丁目４番９号 新潟県 0254-21-3488
サークルＫ 亀田旭三丁目店 ｶﾒﾀﾞｱｻﾋ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 950-0166 新潟県新潟市江南区亀田旭三丁目１番３号 新潟県 025-382-9363
サークルＫ 新潟競馬場インター店 ﾆｲｶﾞﾀｹｲﾊﾞｼﾞｮｳｲﾝﾀｰﾃﾝ 950-3304 新潟県新潟市北区木崎字尾山２２３３番地１ 新潟県 025-384-5811
サークルＫ 三条鶴田店 ｻﾝｼﾞｮｳﾂﾙﾀﾞﾃﾝ 955-0051 新潟県三条市鶴田四丁目４番３３号 新潟県 0256-39-3722
サークルＫ 長岡古正寺店 ﾅｶﾞｵｶｺｼｮｳｼﾞﾃﾝ 940-2103 新潟県長岡市古正寺３丁目１１６番地 新潟県 0258-28-2024
サークルＫ 新潟中木戸店 ﾆｲｶﾞﾀﾅｶｷﾄﾞﾃﾝ 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸３１８番地６ 新潟県 025-275-1139
サークルＫ 新潟錦町店 ﾆｲｶﾞﾀﾆｼｷﾏﾁﾃﾝ 950-0062 新潟県新潟市東区錦町５番６８号 新潟県 025-271-1180
サークルＫ 新発田豊町店 ｼﾊﾞﾀﾕﾀｶﾁｮｳﾃﾝ 957-0016 新潟県新発田市豊町４丁目９番２１号 新潟県 0254-22-8668
サークルＫ 新津山谷南店 ﾆｲﾂﾔﾏﾔﾐﾅﾐﾃﾝ 956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津４５１９番地６ 新潟県 0250-23-5055
サークルＫ 新潟幸西店 ﾆｲｶﾞﾀｻｲﾜｲﾆｼﾃﾝ 950-0908 新潟県新潟市中央区幸西二丁目１番５号 新潟県 025-241-5848
サークルＫ 横越うぐいす団地店 ﾖｺｺｼｳｸﾞｲｽﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 950-0214 新潟県新潟市江南区うぐいす一丁目１番１号 新潟県 025-385-5422
サークルＫ 新潟天野店 ﾆｲｶﾞﾀｱﾏﾉﾃﾝ 950-1134 新潟県新潟市江南区天野一丁目１７番１号 新潟県 025-280-2574
サークルＫ 新潟逢谷内店 ﾆｲｶﾞﾀｵｳﾔﾁﾃﾝ 950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内二丁目１番１８号 新潟県 025-271-3370
サークルＫ 見附元町店 ﾐﾂｹﾓﾄﾏﾁﾃﾝ 954-0004 新潟県見附市元町二丁目３番１号 新潟県 0258-63-1083
サークルＫ 阿賀野南安野店 ｱｶﾞﾉﾐﾅﾐｱﾝﾉﾃﾝ 959-2004 新潟県阿賀野市南安野町９番３号 新潟県 0250-63-8690
サークルＫ 三条塚野目二丁目店 ｻﾝｼﾞｮｳﾂｶﾉﾒ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 955-0055 新潟県三条市塚野目二丁目５番１２号 新潟県 0256-36-5911
サークルＫ 長岡蔵王一丁目店 ﾅｶﾞｵｶｻﾞｵｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 940-0028 新潟県長岡市蔵王一丁目１番３５号 新潟県 0258-37-7911
サークルＫ 巻町桔梗が丘店 ﾏｷﾏﾁｷｷｮｳｶﾞｵｶﾃﾝ 953-0045 新潟県新潟市西蒲区桔梗ガ丘８７番地 新潟県 0256-73-0606
サークルＫ 弥彦温泉前店 ﾔﾋｺｵﾝｾﾝﾏｴﾃﾝ 959-0323 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地 新潟県 0256-94-1522
サークルＫ 亀田船戸山店 ｶﾒﾀﾞﾌﾅﾄﾔﾏﾃﾝ 950-0153 新潟県新潟市江南区船戸山５丁目９番１４号 新潟県 025-382-5152
サークルＫ 新発田高校前店 ｼﾊﾞﾀｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 957-0016 新潟県新発田市豊町一丁目１２番４号 新潟県 0254-22-7151
サークルＫ 新潟西白根店 ﾆｲｶﾞﾀﾆｼｼﾛﾈﾃﾝ 950-1262 新潟県新潟市南区西白根２５７番地１ 新潟県 025-372-2678
サークルＫ 阿賀野保田店 ｱｶﾞﾉﾔｽﾀﾞﾃﾝ 959-2221 新潟県阿賀野市保田１１６０番地 新潟県 0250-68-5033
サークルＫ 三条新保店 ｻﾝｼﾞｮｳｼﾝﾎﾞﾃﾝ 955-0808 新潟県三条市新保字橋元３３４番地 新潟県 0256-34-2922
サークルＫ 長岡川崎店 ﾅｶﾞｵｶｶﾜｻｷﾃﾝ 940-0864 新潟県長岡市川崎１丁目２５２０番地１ 新潟県 0258-37-3727
サークルＫ 加茂下条店 ｶﾓｹﾞｼﾞｮｳﾃﾝ 959-1361 新潟県加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１ 新潟県 0256-53-3671
サークルＫ 新潟すみれ野店 ﾆｲｶﾞﾀｽﾐﾚﾉﾃﾝ 950-3133 新潟県新潟市北区すみれ野２丁目１９番４０号 新潟県 025-259-6106
サークルＫ 長岡弓町店 ﾅｶﾞｵｶﾕﾐﾁｮｳﾃﾝ 940-0047 新潟県長岡市弓町１丁目３番２２号 新潟県 0258-35-1672
サークルＫ 豊栄かぶとやま店 ﾄﾖｻｶｶﾌﾞﾄﾔﾏﾃﾝ 950-3317 新潟県新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２ 新潟県 025-388-7500
サークルＫ 見附新幸町店 ﾐﾂｹｼﾝｺｳﾁｮｳﾃﾝ 954-0076 新潟県見附市新幸町７番６号 新潟県 0258-66-1950
サークルＫ 長岡宝地店 ﾅｶﾞｵｶﾎｳｼﾞﾃﾝ 940-2031 新潟県長岡市宝地町字金輪２１２番地 新潟県 0258-29-0860
サークルＫ 長岡南町店 ﾅｶﾞｵｶﾐﾅﾐﾏﾁﾃﾝ 940-0081 新潟県長岡市南町１丁目２番２２号 新潟県 0258-39-5233
サークルＫ 新潟亀田向陽店 ﾆｲｶﾞﾀｶﾒﾀﾞｺｳﾖｳﾃﾝ 950-0121 新潟県新潟市江南区亀田向陽１丁目２番１２号 新潟県 025-382-1366
サークルＫ 長岡下々条店 ﾅｶﾞｵｶｼﾓｹﾞｼﾞｮｳﾃﾝ 940-0012 新潟県長岡市下々条一丁目５０６番地２ 新潟県 0258-24-9922
サークルＫ 新発田しんえい町店 ｼﾊﾞﾀｼﾝｴｲﾁｮｳﾃﾝ 957-0063 新潟県新発田市新栄町１丁目９番２号 新潟県 0254-20-3733
サークルＫ 白根文京町店 ｼﾛﾈﾌﾞﾝｷｮｳﾁｮｳﾃﾝ 950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木９８５番地１ 新潟県 025-373-0002
サークルＫ 新潟東大通店 ﾆｲｶﾞﾀﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通１丁目２番１号 新潟県 025-245-2050
サークルＫ 新潟県立大学前店 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾏｴﾃﾝ 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町５丁目１８番８号 新潟県 025-288-6151
サークルＫ 燕井土巻店 ﾂﾊﾞﾒｲﾄﾞﾏｷﾃﾝ 959-1232 新潟県燕市井土巻３丁目１１１番地 新潟県 0256-63-7750
サークルＫ 五泉木越店 ｺﾞｾﾝｷｺﾞｼﾃﾝ 959-1834 新潟県五泉市木越１８９７番地３ 新潟県 0250-43-5550
サークルＫ 長岡中沢町店 ﾅｶﾞｵｶﾅｶｻﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 940-0857 新潟県長岡市沖田三丁目８２番地 新潟県 0258-33-5003
サークルＫ つばめ吉田東栄町店 ﾂﾊﾞﾒﾖｼﾀﾞﾋｶﾞｼｻｶｴﾁｮｳﾃﾝ 959-0232 新潟県燕市吉田東栄町１３番２３号 新潟県 0256-93-5151
サークルＫ 新潟弥生店 ﾆｲｶﾞﾀﾔﾖｲﾃﾝ 951-8147 新潟県新潟市中央区弥生町２番３４号 新潟県 025-230-9789
サークルＫ 長岡曙店 ﾅｶﾞｵｶｱｹﾎﾞﾉﾃﾝ 940-0832 新潟県長岡市曙二丁目４番１６、４番１７、４番１８（地番） 新潟県 0258-30-0737
サークルＫ 新潟女池南店 ﾆｲｶﾞﾀﾒｲｹﾐﾅﾐﾃﾝ 950-0948 新潟県新潟市中央区女池南一丁目８番２号 新潟県 025-280-9041
サークルＫ 新潟白根みの口店 ﾆｲｶﾞﾀｼﾗﾈﾐﾉｸﾁﾃﾝ 950-1213 新潟県新潟市南区能登７５１－３ 新潟県 025-371-5105
サークルＫ 長岡前川東店 ﾅｶﾞｵｶﾏｴｶﾜﾋｶﾞｼﾃﾝ 940-1144 新潟県長岡市前川東土地区画整理事業施行地区内５３街区１画地 新潟県 0258-23-7022
サークルＫ つばめ白山町店 ﾂﾊﾞﾒﾊｸｻﾝﾁｮｳﾃﾝ 959-1251 新潟県燕市白山町三丁目２２－７０ 新潟県 0256-61-5011
サークルＫ 新津吉岡町店 ﾆｲﾂﾖｼｵｶﾁｮｳﾃﾝ 956-0837 新潟県新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号 新潟県 0250-21-0857
サークルＫ 長岡寿店 ﾅｶﾞｵｶｺﾄﾌﾞｷﾃﾝ 940-0015 新潟県長岡市寿１丁目６番２１号 新潟県 0258-21-2033
サークルＫ 新潟天神尾一丁目店 ﾆｲｶﾞﾀﾃﾝｼﾞﾝｵ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 950-0905 新潟県新潟市中央区天神尾１丁目１５番１０号 新潟県 025-255-5648
サークルＫ 田上川船河店 ﾀｶﾞﾐｶﾜﾌﾈｶﾞﾜﾃﾝ 959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５ 新潟県 0256-57-7396
サークルＫ 新潟あぶみ三丁目店 ﾆｲｶﾞﾀｱﾌﾞﾐ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 950-0913 新潟県新潟市中央区鐙３丁目６番３６号 新潟県 025-240-3635
サークルＫ 富山中央通り二丁目店 ﾄﾔﾏﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 930-0045 富山県富山市砂町３番４号 富山県 076-492-0036
サークルＫ 高岡中川栄町店 ﾀｶｵｶﾅｶｶﾞﾜｻｶｴﾏﾁﾃﾝ 933-0042 富山県高岡市中川栄町１０２０番地１ 富山県 0766-28-1570
サークルＫ 富山新庄本町店 ﾄﾔﾏｼﾝｼﾞｮｳﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 930-0996 富山県富山市新庄本町一丁目２番３２号 富山県 076-451-2050
サークルＫ 羽広店 ﾊﾋﾞﾛﾃﾝ 933-0957 富山県高岡市早川５２８－１ 富山県 0766-28-2285
サークルＫ 氷見島尾店 ﾋﾐｼﾏｵﾃﾝ 935-0032 富山県氷見市島尾２９６番地 富山県 0766-91-7217
サークルＫ 福野二日町店 ﾌｸﾉﾌﾂｶﾏﾁﾃﾝ 939-1507 富山県南砺市二日町４３０番地 富山県 0763-22-7260
サークルＫ 富山上袋店 ﾄﾔﾏｶﾐﾌﾞｸﾛﾃﾝ 939-8071 富山県富山市上袋２８０番地の１ 富山県 076-421-2032
サークルＫ 魚津北鬼江店 ｳｵﾂﾞｷﾀｵﾆｴﾃﾝ 937-0066 富山県魚津市北鬼江１丁目５番１５号 富山県 0765-23-0960
サークルＫ 八尾新田店 ﾔﾂｵｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 939-2363 富山県富山市八尾町新田１１９番地 富山県 076-454-7057
サークルＫ 入善くぬぎ山店 ﾆｭｳｾﾞﾝｸﾇｷﾞﾔﾏﾃﾝ 939-0627 富山県下新川郡入善町椚山１２１３番地 富山県 0765-74-8168
サークルＫ 富山堀店 ﾄﾔﾏﾎﾘﾃﾝ 939-8057 富山県富山市堀２８番地１３ 富山県 076-422-6340
サークルＫ 富山稲荷町店 ﾄﾔﾏｲﾅﾘﾏﾁﾃﾝ 930-0012 富山県富山市稲荷町三丁目７番２４号 富山県 076-442-7727
サークルＫ 富山鍋田店 ﾄﾔﾏﾅﾍﾞﾀﾃﾝ 930-0831 富山県富山市鍋田１８番地１５号 富山県 076-451-1829
サークルＫ 入善下上野店 ﾆｭｳｾﾞﾝｼﾓｳﾜﾉﾃﾝ 939-0642 富山県下新川郡入善町上野８３７番地１ 富山県 0765-74-0209
サークルＫ 氷見中央店 ﾋﾐﾁｭｳｵｳﾃﾝ 935-0021 富山県氷見市幸町４番１５号 富山県 0766-74-0439
サークルＫ 福岡大滝西店 ﾌｸｵｶｵｵﾀｷﾆｼﾃﾝ 939-0132 富山県高岡市福岡町大滝２１３番地の１ 富山県 0766-64-6433
サークルＫ 富山向新庄店 ﾄﾔﾏﾑｶｲｼﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 930-0916 富山県富山市向新庄町６丁目９番３１号 富山県 076-451-6133
サークルＫ 富山上市中央店 ﾄﾔﾏｶﾐｲﾁﾁｭｳｵｳﾃﾝ 930-0355 富山県中新川郡上市町横法音寺８２番地１ 富山県 076-473-3411
サークルＫ 高岡金屋町店 ﾀｶｵｶｶﾅﾔﾏﾁﾃﾝ 933-0841 富山県高岡市金屋町１０番１号 富山県 0766-22-3537
サークルＫ 高岡緑の丘公園前店 ﾀｶｵｶﾐﾄﾞﾘﾉｵｶｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 933-0806 富山県高岡市赤祖父４６７番地 富山県 0766-21-0521
サークルＫ 高岡市役所前店 ﾀｶｵｶｼｬｸｼｮﾏｴﾃﾝ 933-0056 富山県高岡市中川一丁目７番２５号 富山県 0766-25-8610
サークルＫ 富山中央市場店 ﾄﾔﾏﾁｭｳｵｳｲﾁﾊﾞﾃﾝ 939-8212 富山県富山市掛尾町３８２番地１ 富山県 076-425-3580
サークルＫ 砺波苗加店 ﾄﾅﾐﾉｳｶﾃﾝ 939-1333 富山県砺波市苗加６０３番地１ 富山県 0763-34-7337
サークルＫ 射水鷲塚店 ｲﾐｽﾞﾜｼﾂﾞｶﾃﾝ 939-0305 富山県射水市鷲塚１２０番地１ 富山県 0766-55-2815
サークルＫ 富山中川原店 ﾄﾔﾏﾅｶｶﾜﾊﾗﾃﾝ 939-8015 富山県富山市中川原４４番地４ 富山県 076-493-1004



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 富山八尾町店 ﾄﾔﾏﾔﾂｵﾏﾁﾃﾝ 939-2306 富山県富山市八尾町井田字石坂４２１８番地１ 富山県 076-455-2883
サークルＫ 射水大門店 ｲﾐｽﾞﾀﾞｲﾓﾝﾃﾝ 939-0232 富山県射水市大門１６７番地２ 富山県 0766-52-7685
サークルＫ 滑川上小泉店 ﾅﾒﾘｶﾜｶﾐｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 936-0053 富山県滑川市上小泉４７３番地 富山県 076-476-0399
サークルＫ 富山黒崎店 ﾄﾔﾏｸﾛｻｷﾃﾝ 939-8214 富山県富山市黒崎字種田割１番地１ 富山県 076-428-5350
サークルＫ 黒部生地漁港前店 ｸﾛﾍﾞｷｼﾞｷﾞｮｺｳﾏｴﾃﾝ 938-0004 富山県黒部市飯沢７３１番１ 富山県 0765-56-5053
サークルＫ 高岡大清水店 ﾀｶｵｶｵｵｼﾐｽﾞﾃﾝ 939-1117 富山県高岡市戸出大清水５４１番地１ 富山県 0766-63-0017
サークルＫ 富山豊田本町店 ﾄﾔﾏﾄﾖﾀﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 931-8312 富山県富山市豊田本町一丁目６番３５号 富山県 076-426-0335
サークルＫ 立山中央店 ﾀﾃﾔﾏﾁｭｳｵｳﾃﾝ 930-0221 富山県中新川郡立山町前沢２３２２番地の２ 富山県 076-463-2260
サークルＫ 砺波安川店 ﾄﾅﾐﾔｽｶﾜﾃﾝ 939-1438 富山県砺波市安川２３５番地 富山県 0763-37-1510
サークルＫ 黒部立野東店 ｸﾛﾍﾞﾀﾃﾉﾋｶﾞｼﾃﾝ 938-0051 富山県黒部市立野１６５番地１ 富山県 0765-57-0425
サークルＫ 砺波豊町店 ﾄﾅﾐﾕﾀｶﾏﾁﾃﾝ 939-1364 富山県砺波市豊町一丁目１５番１８号 富山県 0763-32-0030
サークルＫ 黒部宇奈月店 ｸﾛﾍﾞｳﾅﾂﾞｷﾃﾝ 938-0862 富山県黒部市宇奈月町浦山５２２番地１ 富山県 0765-65-2281
サークルＫ 七尾和倉店 ﾅﾅｵﾜｸﾗﾃﾝ 926-0178 石川県七尾市石崎町香島１丁目６番地 石川県 0767-62-3811
サークルＫ 手取あおう店 ﾃﾄﾞﾘｱｵｳﾃﾝ 923-1101 石川県能美市粟生町ネ５０番地１ 石川県 0761-57-1179
サークルＫ 金沢神宮寺店 ｶﾅｻﾞﾜｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾃﾝ 920-0806 石川県金沢市神宮寺２丁目１５番１号 石川県 076-251-5226
サークルＫ 津幡中須加店 ﾂﾊﾞﾀﾅｶｽｶﾃﾝ 929-0332 石川県河北郡津幡町中須加ろ２６番地１ 石川県 076-289-7688
サークルＫ 金沢駅西口店 ｶﾅｻﾞﾜｴｷﾆｼｸﾞﾁﾃﾝ 920-0022 石川県金沢市北安江１丁目２番１号 石川県 076-231-8028
サークルＫ 能登門前店 ﾉﾄﾓﾝｾﾞﾝﾃﾝ 927-2175 石川県輪島市門前町清水３の５４番地４ 石川県 0768-42-3088
サークルＫ 金沢末町店 ｶﾅｻﾞﾜｽｴﾏﾁﾃﾝ 920-1302 石川県金沢市末町五－２７番地１ 石川県 076-229-2755
サークルＫ 小松符津店 ｺﾏﾂﾌﾂﾃﾝ 923-0302 石川県小松市符津町イ８５番地 石川県 0761-44-1130
サークルＫ 松任八ツ矢店 ﾏｯﾄｳﾔﾂﾔﾃﾝ 924-0882 石川県白山市八ツ矢町６５４番地 石川県 076-275-8550
サークルＫ 金沢上荒屋店 ｶﾅｻﾞﾜｶﾐｱﾗﾔﾃﾝ 921-8065 石川県金沢市上荒屋一丁目３０５番地 石川県 076-269-8063
サークルＫ 金沢大桑店 ｶﾅｻﾞﾜｵｵｸﾜﾃﾝ 921-8045 石川県金沢市大桑二丁目４２番地 石川県 076-241-0640
サークルＫ 金沢北安江三丁目店 ｶﾅｻﾞﾜｷﾀﾔｽｴｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ 920-0022 石川県金沢市北安江三丁目１４番２６号 石川県 076-263-7721
サークルＫ 能登松波店 ﾉﾄﾏﾂﾅﾐﾃﾝ 927-0602 石川県鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１ 石川県 0768-72-0089
サークルＫ 珠洲宝立町店 ｽｽﾞﾎｳﾘｭｳﾏﾁﾃﾝ 927-1221 石川県珠洲市宝立町金峰寺未字１４番地１ 石川県 0768-84-2510
サークルＫ 能美大成町店 ﾉﾐﾀｲｾｲﾏﾁﾃﾝ 929-0113 石川県能美市大成町２丁目３６番地 石川県 0761-55-0671
サークルＫ 加賀長谷田店 ｶｶﾞﾊｾﾀﾞﾃﾝ 922-0103 石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ３０２番地１ 石川県 0761-78-1502
サークルＫ 金沢諸江通り店 ｶﾅｻﾞﾜﾓﾛｴﾄﾞｵﾘﾃﾝ 920-0022 石川県金沢市北安江１丁目１４番１号 石川県 076-224-2206
サークルＫ 能美徳久店 ﾉﾐﾄｸﾋｻﾃﾝ 923-1235 石川県能美市徳久町子１３７番地 石川県 0761-51-2622
サークルＫ 能美寺井町店 ﾉﾐﾃﾗｲﾏﾁﾃﾝ 923-1116 石川県能美市小長野町ト４１番地１ 石川県 0761-58-6564
サークルＫ 小松今江五丁目店 ｺﾏﾂｲﾏｴ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 923-0964 石川県小松市今江町五丁目４６６番地 石川県 0761-23-2855
サークルＫ 金沢新保本店 ｶﾅｻﾞﾜｼﾝﾎﾞﾎﾝﾃﾝ 921-8062 石川県金沢市新保本５丁目１１３番地 石川県 076-269-7230
サークルＫ 七尾城山インター店 ﾅﾅｵｼﾞｮｳﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 926-0014 石川県七尾市矢田町五６番地１８ 石川県 0767-52-2720
サークルＫ 能美佐野店 ﾉﾐｻﾉﾃﾝ 923-1112 石川県能美市佐野町ハ３番地 石川県 0761-57-1810
サークルＫ 金沢涌波三丁目店 ｶﾅｻﾞﾜﾜｸﾅﾐ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 920-0953 石川県金沢市涌波三丁目１番１６号 石川県 076-262-2811
サークルＫ 金沢増泉中央店 ｶﾅｻﾞﾜﾏｽｲｽﾞﾐﾁｭｳｵｳﾃﾝ 921-8025 石川県金沢市増泉一丁目１９番３２号 石川県 076-242-1711
サークルＫ 川北町役場前店 ｶﾜｷﾀﾏﾁﾔｸﾊﾞﾏｴﾃﾝ 923-1267 石川県能美郡川北町字壱ツ屋１７２番地３ 石川県 076-277-1112
サンクス 二口店 ﾌﾀｸﾁﾃﾝ 920-0051 石川県金沢市二口町イー１０２ 石川県 076-233-0052
サンクス 野々市下林店 ﾉﾉｲﾁｼﾓﾊﾞﾔｼﾃﾝ 921-8846 石川県野々市市位川２８０ 石川県 076-294-1441
サンクス 玉鉾１丁目店 ﾀﾏﾎﾞｺ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 921-8002 石川県金沢市玉鉾１－１６１ 石川県 076-292-7233
サンクス 金沢寺中店 ｶﾅｻﾞﾜｼﾞﾁﾕｳﾃﾝ 920-0341 石川県金沢市寺中町ロ７０番４ 石川県 076-268-3909
サンクス 金沢木越店 ｶﾅｻﾞﾜｷｺﾞｼﾃﾝ 920-0001 石川県金沢市千木町口９３－１ 石川県 076-257-3500
サンクス 金沢増泉店 ｶﾅｻﾞﾜﾏｽｲｽﾞﾐﾃﾝ 921-8025 石川県金沢市増泉４丁目１７９－３ 石川県 076-247-3908
サンクス 金沢片町２丁目店 ｶﾅｻﾞﾜｶﾀﾏﾁ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 920-0981 石川県金沢市片町２丁目１番６号 石川県 076-232-5939
サンクス 金沢額新保店 ｶﾅｻﾞﾜﾇｶｼﾝﾎﾞﾃﾝ 921-8148 石川県金沢市額新保２丁目２８４ 石川県 076-298-4139
サンクス 金沢東大通り店 ｶﾅｻﾞﾜﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 920-0846 石川県金沢市昌永町１７－８ 石川県 076-251-3907
サンクス 金沢間明店 ｶﾅｻﾞﾜﾏｷﾞﾗﾃﾝ 921-8005 石川県金沢市間明町２丁目２１－１ 石川県 076-291-8139
サンクス 内灘向陽台店 ｳﾁﾅﾀﾞｺｳﾖｳﾀﾞｲﾃﾝ 920-0272 石川県河北郡内灘町字向陽台１－２０７ 石川県 076-237-2739
サンクス 金沢駅前もてなし店 ｶﾅｻﾞﾜｴｷﾏｴﾓﾃﾅｼﾃﾝ 920-0852 石川県金沢市此花町６－１　金沢ビル１階 石川県 076-231-6667
サンクス 東金沢駅前店 ﾋｶﾞｼｶﾅｻﾞﾜｴｷﾏｴﾃﾝ 920-0802 石川県金沢市三池町１８９－１ 石川県 076-252-0033
サンクス 羽咋中川店 ﾊｸｲﾅｶｶﾞﾜﾃﾝ 925-0614 石川県羽咋市中川町ヘ７２番１ 石川県 0767-26-2226
サンクス 七尾駅前店 ﾅﾅｵｴｷﾏｴﾃﾝ 926-0811 石川県七尾市御祓町ホ６番１３ 石川県 0767-53-6630
サンクス 羽咋石野店 ﾊｸｲｲｼﾉﾃﾝ 925-0026 石川県羽咋市石野町ロ４２番地 石川県 0767-22-4681
サンクス 金沢大手町店 ｶﾅｻﾞﾜｵｵﾃﾏﾁﾃﾝ 920-0912 石川県金沢市大手町３７番１ 石川県 076-223-3922
サンクス 金沢久安店 ｶﾅｻﾞﾜﾋｻﾔｽﾃﾝ 921-8164 石川県金沢市久安１丁目４９６番地 石川県 076-243-1151
サンクス 金沢朝霧台店 ｶﾅｻﾞﾜｱｻｷﾞﾘﾀﾞｲﾃﾝ 920-1158 石川県金沢市朝霧台二丁目１４番地 石川県 076-263-2322
サンクス 金沢本町店 ｶﾅｻﾞﾜﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 920-0853 石川県金沢市本町２丁目１１番７号　金沢フコク生命駅前ビル１階 石川県 076-221-5533
サンクス 白山宮永町店 ﾊｸｻﾝﾐﾔﾅｶﾞﾏﾁﾃﾝ 924-0017 石川県白山市宮永町４３２番１ 石川県 076-274-3984
サンクス かほく大崎南店 ｶﾎｸｵｵｻｷﾐﾅﾐﾃﾝ 929-1126 石川県かほく市内日角カ１番１ 石川県 076-283-6122
サンクス 金沢御影町店 ｶﾅｻﾞﾜﾐｶｹﾞﾏﾁﾃﾝ 921-8021 石川県金沢市御影町３番１６号 石川県 076-243-3911
サークルＫ 武生平出店 ﾀｹﾌﾋﾗｲﾃﾞﾃﾝ 915-0803 福井県越前市平出１丁目１３番１２号 福井県 0778-21-1472
サークルＫ 鯖江当田店 ｻﾊﾞｴﾄｳﾃﾞﾃﾝ 916-0065 福井県鯖江市当田町第９号３番地３ 福井県 0778-62-2988
サークルＫ 福井北四ツ居店 ﾌｸｲｷﾀﾖﾂｲﾃﾝ 918-8205 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号 福井県 0776-53-6640
サークルＫ 福井末広店 ﾌｸｲｽｴﾋﾛﾃﾝ 918-8172 福井県福井市末広町第１５号１３番地の１ 福井県 0776-38-3893
サークルＫ 南条店 ﾅﾝｼﾞｮｳﾃﾝ 919-0223 福井県南条郡南越前町東大道３６号１０５番地１ 福井県 0778-47-3889
サークルＫ 福井織田町店 ﾌｸｲｵﾀﾁｮｳﾃﾝ 916-0215 福井県丹生郡越前町織田４４号６１番地 福井県 0778-36-2128
サークルＫ 福井文京六丁目店 ﾌｸｲﾌﾞﾝｷｮｳﾛｸﾁｮｳﾒﾃﾝ 910-0017 福井県福井市文京六丁目９番１２号 福井県 0776-21-7633
サークルＫ 福井新保町店 ﾌｸｲｼﾝﾎﾞﾁｮｳﾃﾝ 910-0832 福井県福井市新保町第１６号４番地 福井県 0776-57-0173
サークルＫ 春江安沢店 ﾊﾙｴﾔｽｻﾜﾃﾝ 919-0484 福井県坂井市春江町安沢１０号１４番地１ 福井県 0776-51-6353
サークルＫ 清水志津が丘店 ｼﾐｽﾞｼﾂﾞｶﾞｵｶﾃﾝ 910-3636 福井県福井市山内町第１１号１１番地１５ 福井県 0776-98-8254
サークルＫ 丸岡磯部島店 ﾏﾙｵｶｲｿﾍﾞｼﾞﾏﾃﾝ 910-0346 福井県坂井市丸岡町磯部島第９号２０番地１ 福井県 0776-68-0308
サークルＫ 福井みのり店 ﾌｸｲﾐﾉﾘﾃﾝ 918-8005 福井県福井市みのり三丁目２番３０号 福井県 0776-36-0918
サークルＫ 敦賀中央町二丁目店 ﾂﾙｶﾞﾁｭｳｵｳﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 914-0811 福井県敦賀市中央町二丁目３番２号 福井県 0770-21-2283
サークルＫ 福井高柳店 ﾌｸｲﾀｶﾔﾅｷﾞﾃﾝ 910-0837 福井県福井市高柳１丁目９１２番地 福井県 0776-53-6133
サークルＫ 敦賀木崎店 ﾂﾙｶﾞｷｻﾞｷﾃﾝ 914-0814 福井県敦賀市木崎５号２番地１ 福井県 0770-22-6960
サークルＫ 武生家久店 ﾀｹﾌｲｴﾋｻﾃﾝ 915-0801 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１ 福井県 0778-21-1828
サークルＫ 鯖江丸山町店 ｻﾊﾞｴﾏﾙﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 916-0019 福井県鯖江市丸山町１丁目１番１号 福井県 0778-51-5673
サークルＫ 鯖江宮前二丁目店 ｻﾊﾞｴﾐﾔﾏｴ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 916-0045 福井県鯖江市宮前二丁目３番８号 福井県 0778-51-7675
サークルＫ 福井若杉浜三丁目店 ﾌｸｲﾜｶｽｷﾞﾊﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 918-8056 福井県福井市若杉浜三丁目７０４番地 福井県 0776-33-6539
サークルＫ 大野友江店 ｵｵﾉﾄﾓｴﾃﾝ 912-0016 福井県大野市友江１３号４番地１ 福井県 0779-65-6278
サークルＫ 福井円山店 ﾌｸｲｴﾝｻﾞﾝﾃﾝ 918-8206 福井県福井市北四ツ居町５０５番地 福井県 0776-52-1480
サークルＫ 福井石盛町店 ﾌｸｲｲｼﾓﾘﾁｮｳﾃﾝ 910-0122 福井県福井市石盛町森田北東部土地区画整理事業６８街区２番 福井県 0776-56-0766
サークルＫ 福井宝永三丁目店 ﾌｸｲﾎｳｴｲ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 910-0004 福井県福井市宝永三丁目１０番１号 福井県 0776-23-5233
サークルＫ 越前押田店 ｴﾁｾﾞﾝｵｼﾀﾞﾃﾝ 915-0083 福井県越前市押田二丁目１０番７号 福井県 0778-22-4116
サークルＫ 勝山元町一丁目店 ｶﾂﾔﾏﾓﾄﾏﾁ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 911-0804 福井県勝山市元町一丁目９番１２号６ 福井県 0779-88-3242
サークルＫ 越前向陽店 ｴﾁｾﾞﾝｺｳﾖｳﾃﾝ 915-0875 福井県越前市塚原町第２５号１２番地５ 福井県 0778-22-5557
サークルＫ 福井町屋二丁目店 ﾌｸｲﾏﾁﾔ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 910-0002 福井県福井市町屋二丁目８番６号 福井県 0776-25-2078
サークルＫ 福井御幸店 ﾌｸｲﾐﾕｷﾃﾝ 910-0854 福井県福井市御幸四丁目１番８号 福井県 0776-26-1211
サークルＫ 坂井三国東尋坊店 ｻｶｲﾐｸﾆﾄｳｼﾞﾝﾎﾞｳﾃﾝ 913-0056 福井県坂井市三国町宿第４８号１４番地１ 福井県 0776-82-1088
サークルＫ 鯖江新横江店 ｻﾊﾞｴｼﾝﾖｺｴﾃﾝ 916-0042 福井県鯖江市新横江一丁目１番３５号 福井県 0778-52-1462
サンクス 鯖江三六町店 ｻﾊﾞｴｻﾝﾛｸﾁｮｳﾃﾝ 916-0021 福井県鯖江市三六町１―１５０８ 福井県 0778-52-0195
サンクス 坂井長畑店 ｻｶｲﾅｶﾞﾊﾞﾀｹﾃﾝ 919-0511 福井県坂井市坂井町長畑２２－６－１ 福井県 0776-66-0645
サンクス 福井下河北店 ﾌｸｲｼﾓｺｷﾞﾀﾃﾝ 919-0327 福井県福井市大土呂町１－１－１ 福井県 0776-38-0088
サンクス 福井高木中央店 ﾌｸｲﾀｶｷﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ 910-0804 福井県福井市高木中央１丁目２４０６番 福井県 0776-57-2808
サンクス 福井日之出店 ﾌｸｲﾋﾉﾃﾞﾃﾝ 910-0859 福井県福井市日之出３丁目１８０３番１ 福井県 0776-22-2801
サンクス 福井花月店 ﾌｸｲｶｹﾞﾂﾃﾝ 910-0022 福井県福井市花月４丁目５０４番 福井県 0776-25-3661
サンクス 福井開発店 ﾌｸｲｶｲﾎﾂﾃﾝ 910-0842 福井県福井市開発４丁目１１６番地 福井県 0776-53-1388
サンクス 丹生越前町店 ﾆｭｳｴﾁｾﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄３３字杉縄手２０番１ 福井県 0778-34-1126
サンクス 武生問屋センター店 ﾀｹﾌﾄﾝﾔｾﾝﾀｰﾃﾝ 915-0054 福井県越前市小野谷町１４字窪田１１番２ 福井県 0778-22-6101



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 越前くりや店 ｴﾁｾﾞﾝｸﾘﾔﾃﾝ 916-0422 福井県丹生郡越前町厨７１字北布山３３４番地１ 福井県 0778-37-1515
サンクス 坂井宮領店 ｻｶｲﾐﾔﾘｮｳﾃﾝ 919-0512 福井県坂井市坂井町宮領４７字東連田３番１ 福井県 0776-66-0630
サンクス 鯖江下野田店 ｻﾊﾞｴｼﾓﾉﾀﾞﾃﾝ 916-0073 福井県鯖江市下野田町３２字西岡１０番１ 福井県 0778-62-3566
サークルＫ 東かなえ店 ﾋｶﾞｼｶﾅｴﾃﾝ 395-0817 長野県飯田市鼎東鼎１６８番地 長野県 0265-23-8050
サークルＫ 飯田北方店 ｲｲﾀﾞｷﾀｶﾀﾃﾝ 395-0151 長野県飯田市北方１５２４－１ 長野県 0265-25-8686
サークルＫ 高森下市田店 ﾀｶﾓﾘｼﾓｲﾁﾀﾞﾃﾝ 399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田１４５８－１ 長野県 0265-35-1339
サークルＫ 信州喬木店 ｼﾝｼｭｳﾀｶｷﾞﾃﾝ 395-1100 長野県下伊那郡喬木村１３１５番地の２ 長野県 0265-33-4718
サークルＫ 諏訪四賀店 ｽﾜｼｶﾞﾃﾝ 392-0012 長野県諏訪市大字四賀６６２番地１ 長野県 0266-54-2018
サークルＫ 大町上橋店 ｵｵﾏﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼﾃﾝ 398-0004 長野県大町市常盤字上橋６９０６番１３５ 長野県 0261-26-5211
サークルＫ 信州上山田温泉店 ｼﾝｼｭｳｶﾐﾔﾏﾀﾞｵﾝｾﾝﾃﾝ 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目３１番地１ 長野県 026-261-0655
サークルＫ 長野水沢上庭店 ﾅｶﾞﾉﾐｽﾞｻﾜｼﾞｮｳﾃｲﾃﾝ 388-8019 長野県長野市篠ノ井水沢上庭土地区画整理事業地７街区７画地 長野県 026-290-7710
サークルＫ 松本神戸橋店 ﾏﾂﾓﾄｺﾞｳﾄﾞﾊﾞｼﾃﾝ 399-0033 長野県松本市大字笹賀７２２６番１ 長野県 0263-85-7381
サークルＫ 長野若穂綿内店 ﾅｶﾞﾉﾜｶﾎﾜﾀｳﾁﾃﾝ 381-0101 長野県長野市若穂綿内字町８５６４番地１ 長野県 026-268-5513
サークルＫ 信州天竜峡店 ｼﾝｼｭｳﾃﾝﾘｭｳｷｮｳﾃﾝ 399-2432 長野県飯田市下瀬３８７番１ 長野県 0265-27-6511
サークルＫ 伊那上の原店 ｲﾅｳｴﾉﾊﾗﾃﾝ 396-0008 長野県伊那市上ノ原８４３８番地１ 長野県 0265-74-8560
サークルＫ 飯田名古熊店 ｲｲﾀﾞﾅｺﾞｸﾏﾃﾝ 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２５０８番地１ 長野県 0265-52-4368
サークルＫ 飯田丸山店 ｲｲﾀﾞﾏﾙﾔﾏﾃﾝ 395-0077 長野県飯田市丸山町１丁目２番地３ 長野県 0265-22-1912
サークルＫ 伊那ごんべい店 ｲﾅｺﾞﾝﾍﾞｲﾃﾝ 396-0031 長野県伊那市中の原８２２８番地２１０ 長野県 0265-76-2802
サークルＫ 飯田松尾店 ｲｲﾀﾞﾏﾂｵﾃﾝ 395-0823 長野県飯田市松尾明７７５５番地３ 長野県 0265-22-2550
サークルＫ 諏訪高島店 ｽﾜﾀｶｼﾏﾃﾝ 392-0022 長野県諏訪市高島一丁目１２８６番地１ 長野県 0266-53-8862
サークルＫ 松本水汲店 ﾏﾂﾓﾄﾐｽﾞｸﾏﾃﾝ 390-0311 長野県松本市大字水汲２００番地１ 長野県 0263-46-4610
サークルＫ 信濃松川店 ｼﾅﾉﾏﾂｶﾜﾃﾝ 399-8501 長野県北安曇郡松川村５６８９番地３１９ 長野県 0261-62-0636
サークルＫ 安曇野インター店 ｱｽﾞﾐﾉｲﾝﾀｰﾃﾝ 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高１１１番地２３ 長野県 0263-71-1611
サークルＫ 寿小赤店 ｺﾄﾌﾞｷｺｱｶﾃﾝ 399-0027 長野県松本市寿南１丁目３７番１８号 長野県 0263-57-1233
サークルＫ 茅野神之原店 ﾁﾉｶﾐﾉﾊﾗﾃﾝ 391-0011 長野県茅野市玉川２２９６番地６ 長野県 0266-82-1833
サークルＫ 長野田牧店 ﾅｶﾞﾉﾀﾏｷﾃﾝ 381-2214 長野県長野市稲里町田牧字西居帰４７７番地３ 長野県 026-291-0070
サークルＫ 須坂インター南店 ｽｻﾞｶｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ 381-0101 長野県長野市若穂綿内字南條２７５番地１ 長野県 026-268-5565
サークルＫ 篠ノ井二ツ柳店 ｼﾉﾉｲﾌﾀﾂﾔﾅｷﾞﾃﾝ 388-8012 長野県長野市篠ノ井二ツ柳６０６番地１ 長野県 026-299-6187
サークルＫ 長野高田店 ﾅｶﾞﾉﾀｶﾀﾞﾃﾝ 381-0034 長野県長野市大字高田９６１番地１ 長野県 026-217-1553
サークルＫ 松本和田店 ﾏﾂﾓﾄﾜﾀﾞﾃﾝ 390-1242 長野県松本市大字和田字東沖１８５４番地３ 長野県 0263-48-6060
サークルＫ 松本木工町店 ﾏﾂﾓﾄﾓｯｺｳﾁｮｳﾃﾝ 399-0005 長野県松本市野溝木工１丁目１０番１５号 長野県 0263-29-4717
サークルＫ 長野伊勢宮店 ﾅｶﾞﾉｲｾﾐﾔﾃﾝ 380-0958 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号 長野県 026-224-1007
サークルＫ 須坂小島店 ｽｻﾞｶｺｼﾞﾏﾃﾝ 382-0062 長野県須坂市大字小島町１１６５番地１ 長野県 026-246-2988
サークルＫ 篠ノ井バイパス店 ｼﾉﾉｲﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 388-8004 長野県長野市篠ノ井会字下広沢６１５番地１ 長野県 026-293-8522
サークルＫ 穂高矢原店 ﾎﾀｶﾔﾊﾞﾗﾃﾝ 399-8303 長野県安曇野市穂高８３１番地１ 長野県 0263-82-0303
サークルＫ 岡谷湊湖畔店 ｵｶﾔﾐﾅﾄｺﾊﾝﾃﾝ 394-0044 長野県岡谷市湊五丁目１番７号 長野県 0266-24-8096
サークルＫ 東部湯の丸インター店 ﾄｳﾌﾞﾕﾉﾏﾙｲﾝﾀｰﾃﾝ 389-0502 長野県東御市鞍掛上河原６７番地 長野県 0268-63-2399
サークルＫ 小布施中松店 ｵﾌﾞｾﾅｶﾏﾂﾃﾝ 381-0209 長野県上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６ 長野県 026-247-6210
サークルＫ 長野居町店 ﾅｶﾞﾉｲﾏﾁﾃﾝ 380-0901 長野県長野市居町３５番地４ 長野県 026-244-6685
サークルＫ 塩尻郷原店 ｼｵｼﾞﾘｺﾞｳﾊﾗﾃﾝ 399-0704 長野県塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７ 長野県 0263-53-8757
サークルＫ 上田住吉店 ｳｴﾀﾞｽﾐﾖｼﾃﾝ 386-0002 長野県上田市大字住吉１１３０番地１ 長野県 0268-25-6675
サークルＫ 長野宇木店 ﾅｶﾞﾉｳｷﾃﾝ 380-0803 長野県長野市三輪九丁目４９番２２号 長野県 026-259-4666
サークルＫ 長野小島店 ﾅｶﾞﾉｺｼﾞﾏﾃﾝ 381-0017 長野県長野市大字小島７９０番地６ 長野県 026-296-7066
サークルＫ 長野屋島店 ﾅｶﾞﾉﾔｼﾏﾃﾝ 381-0025 長野県長野市大字北長池字牧田２７１番地６ 長野県 026-259-3441
サークルＫ 駒ヶ根アクセス店 ｺﾏｶﾞﾈｱｸｾｽﾃﾝ 399-4116 長野県駒ケ根市上穂北２６番２号 長野県 0265-81-0239
サークルＫ 松本桐店 ﾏﾂﾓﾄｷﾘﾃﾝ 390-0871 長野県松本市桐一丁目２番１号 長野県 0263-33-2322
サークルＫ 長野木工団地店 ﾅｶﾞﾉﾓｯｺｳﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 381-0025 長野県長野市大字北長池３５７番地７ 長野県 026-259-7071
サークルＫ 上郷中央店 ｶﾐｻﾄﾁｭｳｵｳﾃﾝ 395-0004 長野県飯田市上郷黒田２０７８番地１ 長野県 0265-52-9233
サークルＫ 松本町神店 ﾏﾂﾓﾄﾏﾁｶﾝﾃﾝ 390-1243 長野県松本市大字神林字南原２６１９番地１ 長野県 0263-57-1136
サークルＫ 諏訪中洲店 ｽﾜﾅｶｽﾃﾝ 392-0015 長野県諏訪市大字中洲５４０３番地１ 長野県 0266-54-2221
サークルＫ 松本埋橋店 ﾏﾂﾓﾄｳｽﾞﾊｼﾃﾝ 390-0813 長野県松本市埋橋一丁目９番１１号 長野県 0263-33-7710
サークルＫ 松本神田店 ﾏﾂﾓﾄｶﾝﾀﾞﾃﾝ 390-0822 長野県松本市神田二丁目１番２号 長野県 0263-24-1680
サークルＫ 上田小泉店 ｳｴﾀﾞｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 386-1106 長野県上田市小泉８１６番地２ 長野県 0268-26-4250
サークルＫ 飯田桐林店 ｲｲﾀﾞｷﾘﾊﾞﾔｼﾃﾝ 399-2565 長野県飯田市桐林１０６１番地４ 長野県 0265-26-7775
サークルＫ 松本島高松店 ﾏﾂﾓﾄｼﾏﾀｶﾏﾂﾃﾝ 390-0851 長野県松本市大字島内１８５８番地６ 長野県 0263-47-8181
サークルＫ 諏訪文出店 ｽﾜﾌﾐﾃﾞﾃﾝ 392-0016 長野県諏訪市大字豊田２８２番地 長野県 0266-54-7087
サークルＫ 飯田上郷黒田店 ｲｲﾀﾞｶﾐｻﾄｸﾛﾀﾞﾃﾝ 395-0004 長野県飯田市上郷黒田３１５６番地３ 長野県 0265-24-3997
サークルＫ 佐久市役所前店 ｻｸｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 385-0051 長野県佐久市大字中込３０８１番地１ 長野県 0267-63-1577
サークルＫ 諏訪沖田二丁目店 ｽﾜｵｷﾀ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 392-0013 長野県諏訪市沖田町二丁目１４７番地１ 長野県 0266-53-4747
サークルＫ 伊那西町店 ｲﾅﾆｼﾏﾁﾃﾝ 396-0026 長野県伊那市西町５０８８番地２ 長野県 0265-73-6682
サークルＫ 飯島文化館前店 ｲｲｼﾞﾏﾌﾞﾝｶｶﾝﾏｴﾃﾝ 399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島２５６８番地９ 長野県 0265-86-8303
サークルＫ 長野五分一店 ﾅｶﾞﾉｺﾞﾌﾞｲﾁﾃﾝ 381-0034 長野県長野市大字高田３８９番地１ 長野県 026-229-6020
サークルＫ 長野しもひがの店 ﾅｶﾞﾉｼﾓﾋｶﾞﾉﾃﾝ 381-2211 長野県長野市稲里町下氷鉋字狐塚８６４番地１ 長野県 026-254-6855
サークルＫ 松本大久保団地店 ﾏﾂﾓﾄｵｵｸﾎﾞﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 399-0033 長野県松本市大字笹賀７８７１番地 長野県 0263-26-0567
サークルＫ 駒ヶ根北原店 ｺﾏｶﾞﾈｷﾀﾊﾗﾃﾝ 399-4117 長野県駒ケ根市赤穂１１０６番地４ 長野県 0265-81-1878
サークルＫ 下條ひさわ店 ｼﾓｼﾞｮｳﾋｻﾜﾃﾝ 399-2102 長野県下伊那郡下條村陽皐７５３番地１ 長野県 0260-27-3650
サークルＫ 伊那西春近店 ｲﾅﾆｼﾊﾙﾁｶﾃﾝ 399-4431 長野県伊那市西春近５８３８番地３ 長野県 0265-71-8033
サークルＫ 富士見町富士見店 ﾌｼﾞﾐﾏﾁﾌｼﾞﾐﾃﾝ 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見２２０６番地 長野県 0266-61-1502
サークルＫ 飯田東和町店 ｲｲﾀﾞﾄｳﾜﾁｮｳﾃﾝ 395-0086 長野県飯田市東和町三丁目５２６５番地１ 長野県 0265-59-8218
サークルＫ 塩尻高出店 ｼｵｼﾞﾘﾀｶｲﾃﾞﾃﾝ 399-0703 長野県塩尻市大字広丘高出１６６１番地 長野県 0263-51-1611
サークルＫ 信州阿南店 ｼﾝｼｭｳｱﾅﾝﾃﾝ 399-1504 長野県下伊那郡阿南町西條７４８番地１ 長野県 0260-31-1050
サークルＫ 安曇野吉野店 ｱﾂﾞﾐﾉﾖｼﾉﾃﾝ 399-8205 長野県安曇野市豊科４２０４番１ 長野県 0263-71-3013
サークルＫ 長野アップルライン店 ﾅｶﾞﾉｱｯﾌﾟﾙﾗｲﾝﾃﾝ 389-1104 長野県長野市豊野町浅野１４８８番地 長野県 026-251-5070
サークルＫ 上田天神店 ｳｴﾀﾞﾃﾝｼﾞﾝﾃﾝ 386-0025 長野県上田市天神一丁目１８４７番地８ 長野県 0268-25-6706
サークルＫ 上田三好町店 ｳｴﾀﾞﾐﾖｼﾁｮｳﾃﾝ 386-0033 長野県上田市大字御所１９６番地１１ 長野県 0268-21-6208
サークルＫ 松本空港前店 ﾏﾂﾓﾄｸｳｺｳﾏｴﾃﾝ 390-1132 長野県塩尻市大字洗馬字岩垂原８８７４番地２ 長野県 0263-57-2850
サークルＫ 上田上丸子店 ｳｴﾀﾞｶﾐﾏﾙｺﾃﾝ 386-0404 長野県上田市上丸子１４６２番地８ 長野県 0268-43-1807
サークルＫ 松川元大島店 ﾏﾂｶﾜﾓﾄｵｵｼﾏﾃﾝ 399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島６０６４番地４ 長野県 0265-34-0678
サークルＫ 上田常磐城店 ｳｴﾀﾞﾄｷﾜｷﾞﾃﾝ 386-0027 長野県上田市常磐城五丁目８１９－５ 長野県 0268-25-8425
サークルＫ 長野吉田一丁目店 ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ 381-0043 長野県長野市吉田一丁目６番１３号 長野県 026-256-9607
サークルＫ 木曽日義店 ｷｿﾋﾖｼﾃﾝ 399-6101 長野県木曽郡木曽町日義１８９７番地 長野県 0264-26-1585
サークルＫ 松本寿北店 ﾏﾂﾓﾄｺﾄﾌﾞｷｷﾀﾃﾝ 399-0011 長野県松本市寿北七丁目１８番５号 長野県 0263-86-6090
サークルＫ 長野上高田店 ﾅｶﾞﾉｶﾐﾀｶﾀﾞﾃﾝ 381-0034 長野県長野市大字高田１２１５番地３ 長野県 026-251-1411
サークルＫ 飯田上殿岡店 ｲｲﾀﾞｶﾐﾄﾉｵｶﾃﾝ 395-0153 長野県飯田市上殿岡５８２番地１ 長野県 0265-23-7277
サークルＫ 長野駅前店 ﾅｶﾞﾉｴｷﾏｴﾃﾝ 380-0825 長野県長野市大字南長野末広町１３６２番地 長野県 026-226-4442
サークルＫ 長野松岡店 ﾅｶﾞﾉﾏﾂｵｶﾃﾝ 381-0026 長野県長野市松岡二丁目９番３２号 長野県 026-222-4112
サークルＫ 長野しののい店 ﾅｶﾞﾉｼﾉﾉｲﾃﾝ 388-8006 長野県長野市篠ノ井御幣川６３６番地３ 長野県 026-293-4313
サークルＫ 木曽上松店 ｷｿｱｹﾞﾏﾂﾃﾝ 399-5608 長野県木曽郡上松町大字荻原２３４番地２ 長野県 0264-52-1622
サークルＫ 佐久根岸店 ｻｸﾈｷﾞｼﾃﾝ 385-0062 長野県佐久市根岸１１５番地１ 長野県 0267-63-7301
サークルＫ 上田長池店 ｳｴﾀﾞﾅｶﾞｲｹﾃﾝ 386-1102 長野県上田市上田原１１４４番地１ 長野県 0268-25-2661
サークルＫ 上田中丸子店 ｳｴﾀﾞﾅｶﾏﾙｺﾃﾝ 386-0405 長野県上田市中丸子１３５０番地１ 長野県 0268-43-8353
サークルＫ 長野合戦場店 ﾅｶﾞﾉｶｯｾﾝﾊﾞﾃﾝ 388-8008 長野県長野市合戦場三丁目４０番地 長野県 026-290-5025
サークルＫ 伊那中央第一店 ｲﾅﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｲﾁﾃﾝ 396-0015 長野県伊那市中央５１７６番地２ 長野県 0265-76-9155
サークルＫ 飯田上郷別府店 ｲｲﾀﾞｶﾐｻﾄﾍﾞｯﾌﾟﾃﾝ 395-0003 長野県飯田市上郷別府６９４番地 長野県 0265-52-3778
サークルＫ 佐久岩村田店 ｻｸｲﾜﾑﾗﾀﾞﾃﾝ 385-0022 長野県佐久市岩村田１９６８番地１ 長野県 0267-68-7870
サークルＫ 長野若里店 ﾅｶﾞﾉﾜｶｻﾄﾃﾝ 380-0928 長野県長野市若里六丁目３番１号 長野県 026-226-5918
サークルＫ 箕輪木下原町店 ﾐﾉﾜｷﾉｼﾀﾊﾗﾏﾁﾃﾝ 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字見取畑１３７８９番地２ 長野県 0265-70-5619
サークルＫ 長野駅東口店 ﾅｶﾞﾉｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 380-0906 長野県長野市大字鶴賀６２４番地 長野県 026-268-0102
サークルＫ 長野吉田四丁目店 ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 381-0043 長野県長野市吉田四丁目１４番１２号 長野県 026-215-8360
サークルＫ 信州昼神店 ｼﾝｼｭｳﾋﾙｶﾞﾐﾃﾝ 395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里４３０番地１ 長野県 0265-45-1030



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 信州豊丘店 ｼﾝｼｭｳﾄﾖｵｶﾃﾝ 399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０７９番地１ 長野県 0265-34-2292
サークルＫ 諏訪インター店 ｽﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ 392-0013 長野県諏訪市沖田町一丁目１５３番地 長野県 0266-54-3777
サークルＫ 松本平田西店 ﾏﾂﾓﾄﾋﾗﾀﾆｼﾃﾝ 399-0034 長野県松本市野溝東一丁目１６番８号 長野県 0263-25-5780
サークルＫ 松本つかま店 ﾏﾂﾓﾄﾂｶﾏﾃﾝ 390-0821 長野県松本市筑摩一丁目２１番１号 長野県 0263-24-3605
サークルＫ 松本笹賀店 ﾏﾂﾓﾄｻｻｶﾞﾃﾝ 399-0033 長野県松本市大字笹賀７０３７番地４ 長野県 0263-85-3051
サークルＫ 茅野塚原二丁目店 ﾁﾉﾂｶﾊﾗ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 391-0002 長野県茅野市塚原二丁目１１番３３号 長野県 0266-82-5160
サークルＫ 長野大豆島店 ﾅｶﾞﾉﾏﾒｼﾞﾏﾃﾝ 381-0022 長野県長野市大字大豆島８４１番地１０ 長野県 026-268-2032
サークルＫ 長野昭和通り店 ﾅｶﾞﾉｼｮｳﾜﾄﾞｵﾘﾃﾝ 381-0034 長野県長野市大字高田２６０番地１ 長野県 026-268-1283
サークルＫ 小諸耳取店 ｺﾓﾛﾐﾐﾄﾘﾃﾝ 384-0084 長野県小諸市大字耳取１４７９番地１ 長野県 0267-24-3965
サークルＫ 塩尻原新田店 ｼｵｼﾞﾘﾊﾗｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 399-0706 長野県塩尻市広丘原新田２３４番３ 長野県 0263-51-5050
サークルＫ 松本伊勢町店 ﾏﾂﾓﾄｲｾﾏﾁﾃﾝ 390-0811 長野県松本市中央１丁目１０番１２号 長野県 0263-38-1325
サークルＫ 長野里島店 ﾅｶﾞﾉｻﾄｼﾞﾏﾃﾝ 381-2223 長野県長野市里島９８番地１ 長野県 026-299-3350
サークルＫ 松本波田店 ﾏﾂﾓﾄﾊﾀﾃﾝ 390-1401 長野県松本市波田１６２３番地１ 長野県 0263-91-4155
サークルＫ ちの本田店 ﾁﾉﾎﾝﾀﾞﾃﾝ 391-0001 長野県茅野市ちの２６７４番地 長野県 0266-82-7155
サークルＫ 長野川合新田店 ﾅｶﾞﾉｶﾜｲｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 380-0913 長野県長野市大字川合新田１０４８番地 長野県 026-251-1861
サークルＫ 伊那富士塚店 ｲﾅﾌｼﾞﾂｶﾃﾝ 396-0025 長野県伊那市荒井４５５７番地４ 長野県 0265-71-7780
サークルＫ 箕輪三日町店 ﾐﾉﾜﾐｯｶﾏﾁﾃﾝ 399-4603 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町字曽根田９１５番地３ 長野県 0265-71-2110
サークルＫ 本今店 ﾓﾄｲﾏﾃﾝ 503-0931 岐阜県大垣市本今４丁目１０１－１ 岐阜県 0584-89-7658
サークルＫ 河間店 ｶﾞﾏﾃﾝ 503-0021 岐阜県大垣市河間町５－２４８－１ 岐阜県 0584-92-2477
サークルＫ 中川辺店 ﾅｶｶﾜﾍﾞﾃﾝ 509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井字田畑１７４９－１ 岐阜県 0574-53-2056
サークルＫ 七宗店 ﾋﾁｿｳﾃﾝ 509-0403 岐阜県加茂郡七宗町中麻生道上１５６２ 岐阜県 0574-48-1633
サークルＫ 海津店 ｶｲﾂﾞﾃﾝ 503-0652 岐阜県海津市海津町馬目字道上９９番地の１ 岐阜県 0584-53-4114
サークルＫ 木ノ本店 ｷﾉﾓﾄﾃﾝ 500-8309 岐阜県岐阜市都通４丁目２番地 岐阜県 058-252-6265
サークルＫ 中津川落合店 ﾅｶﾂｶﾞﾜｵﾁｱｲﾃﾝ 508-0006 岐阜県中津川市落合７２９番地の３ 岐阜県 0573-69-5051
サークルＫ 明智店 ｱｹﾁﾃﾝ 509-7731 岐阜県恵那市明智町字藤ノ木１１４番地の１ 岐阜県 0573-54-3601
サークルＫ 山岡店 ﾔﾏｵｶﾃﾝ 509-7603 岐阜県恵那市山岡町上手向字三ッ石１５６番地の１ 岐阜県 0573-56-3639
サークルＫ 柳津佐波店 ﾔﾅｲﾂﾞｻﾊﾞﾃﾝ 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波五丁目１８６番地 岐阜県 058-279-5689
サークルＫ 大垣熊野町店 ｵｵｶﾞｷｸﾏﾉﾁｮｳﾃﾝ 503-0032 岐阜県大垣市熊野町四丁目５９番地 岐阜県 0584-93-0212
サークルＫ 海津今尾店 ｶｲﾂﾞｲﾏｵﾃﾝ 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾２２４８番地 岐阜県 0584-65-0012
サークルＫ 美濃加茂いなべ店 ﾐﾉｶﾓｲﾅﾍﾞﾃﾝ 505-0055 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺６９５番地１ 岐阜県 0574-24-2025
サークルＫ 岐阜太郎丸店 ｷﾞﾌﾀﾛｳﾏﾙﾃﾝ 501-2579 岐阜県岐阜市太郎丸知之道２７９番地１ 岐阜県 058-229-9755
サークルＫ 岐阜柳津本郷店 ｷﾞﾌﾔﾅｲﾂﾞﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１ 岐阜県 058-218-3801
サークルＫ 白鳥バイパス店 ｼﾗﾄﾘﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７ 岐阜県 0575-82-2504
サークルＫ 郡上中津屋店 ｸﾞｼﾞｮｳﾅｶﾂﾔﾃﾝ 501-5123 岐阜県郡上市白鳥町中津屋７０４番地１ 岐阜県 0575-82-4408
サークルＫ 高山バイパス店 ﾀｶﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 506-0055 岐阜県高山市上岡本町７丁目２０番地 岐阜県 0577-36-3961
サークルＫ 飛騨萩原店 ﾋﾀﾞﾊｷﾞﾜﾗﾃﾝ 509-2518 岐阜県下呂市萩原町上呂３３９５番地１ 岐阜県 0576-54-1088
サークルＫ 岐阜南うずら店 ｷﾞﾌﾐﾅﾐｳｽﾞﾗﾃﾝ 500-8285 岐阜県岐阜市南鶉６丁目６番地 岐阜県 058-277-0822
サークルＫ 国府広瀬店 ｺｸﾌﾋﾛｾﾃﾝ 509-4119 岐阜県高山市国府町広瀬町１６３８番地１ 岐阜県 0577-72-5054
サークルＫ 大垣安井町店 ｵｵｶﾞｷﾔｽｲﾁｮｳﾃﾝ 503-0837 岐阜県大垣市安井町七丁目５番地の２ 岐阜県 0584-82-7773
サークルＫ 那加巾下店 ﾅｶﾊﾊﾞｼﾀﾃﾝ 504-0839 岐阜県各務原市那加巾下町８８番地の１ 岐阜県 058-389-5623
サークルＫ 八百津牧野店 ﾔｵﾂﾏｷﾉﾃﾝ 505-0304 岐阜県加茂郡八百津町上牧野字米之２２２番地の１ 岐阜県 0574-43-4039
サークルＫ 各務原成清店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾅﾙｷﾖﾃﾝ 504-0935 岐阜県各務原市成清町６丁目１１７番地 岐阜県 058-371-9771
サークルＫ 岐阜日野南店 ｷﾞﾌﾋﾉﾐﾅﾐﾃﾝ 500-8212 岐阜県岐阜市日野南七丁目４番３号 岐阜県 058-248-1028
サークルＫ 可児矢戸店 ｶﾆﾔﾄﾃﾝ 509-0252 岐阜県可児市矢戸１２８番地の３ 岐阜県 0574-65-5515
サークルＫ 北恵那福岡店 ｷﾀｴﾅﾌｸｵｶﾃﾝ 508-0203 岐阜県中津川市福岡１２２３番地の２９ 岐阜県 0573-72-3852
サークルＫ 那加日新店 ﾅｶﾆｯｼﾝﾃﾝ 504-0945 岐阜県各務原市那加日新町七丁目１９番地 岐阜県 058-371-5208
サークルＫ 高山三福寺店 ﾀｶﾔﾏｻﾝﾌｸｼﾞﾃﾝ 506-0807 岐阜県高山市三福寺町３３３２番地の１ 岐阜県 0577-37-6170
サークルＫ 中津川千旦林店 ﾅｶﾂｶﾞﾜｾﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼﾃﾝ 509-9131 岐阜県中津川市千旦林１５７０番地の１０９ 岐阜県 0573-68-7522
サークルＫ 各務原おがせ店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｵｶﾞｾﾃﾝ 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２ 岐阜県 058-385-5368
サークルＫ 各務原市役所前店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 504-0907 岐阜県各務原市那加住吉町１丁目２番地の１ 岐阜県 058-389-0046
サークルＫ 岐阜西鏡島店 ｷﾞﾌﾆｼｶｶﾞｼﾏﾃﾝ 501-0111 岐阜県岐阜市鏡島西３丁目５番１０号 岐阜県 058-253-7735
サークルＫ 岐阜各務野高校前店 ｷﾞﾌｶｶﾐﾉｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町３丁目５５０番地の１ 岐阜県 058-385-4191
サークルＫ 武儀下之保店 ﾑｷﾞｼﾓﾉﾎﾃﾝ 501-3521 岐阜県関市下之保５１３２番地の１ 岐阜県 0575-49-3922
サークルＫ 揖斐清水店 ｲﾋﾞｷﾖﾐｽﾞﾃﾝ 501-0615 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水９２３番地 岐阜県 0585-23-0870
サークルＫ 瑞浪上野店 ﾐｽﾞﾅﾐｳｴﾉﾃﾝ 509-6125 岐阜県瑞浪市上野町２丁目１３９番地 岐阜県 0572-68-1634
サークルＫ 岐阜長住町店 ｷﾞﾌﾅｶﾞｽﾐﾁｮｳﾃﾝ 500-8175 岐阜県岐阜市長住町十丁目４番地 岐阜県 058-253-1197
サークルＫ 八百津南店 ﾔｵﾂﾐﾅﾐﾃﾝ 505-0303 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志１７８５番地の１０ 岐阜県 0574-43-4755
サークルＫ 安八南条店 ｱﾝﾊﾟﾁﾐﾅﾐｼﾞｮｳﾃﾝ 503-0123 岐阜県安八郡安八町南条７６４番地の１ 岐阜県 0584-64-5843
サークルＫ 揖斐上南方店 ｲﾋﾞｶﾐﾐﾅﾐｶﾞﾀﾃﾝ 501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方４８０番地の１ 岐阜県 0585-23-0739
サークルＫ 養老船附店 ﾖｳﾛｳﾌﾅﾂｹﾃﾝ 503-1382 岐阜県養老郡養老町船附１４８７番地１ 岐阜県 0584-37-2256
サークルＫ 多治見明和店 ﾀｼﾞﾐﾒｲﾜﾃﾝ 507-0072 岐阜県多治見市明和町５丁目６８番地の１ 岐阜県 0572-29-1944
サークルＫ 各務原鵜沼南店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｳﾇﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町二丁目１４４番地１ 岐阜県 058-370-2033
サークルＫ 高山昭和町店 ﾀｶﾔﾏｼｮｳﾜﾏﾁﾃﾝ 506-0053 岐阜県高山市昭和町１丁目１６５番地６ 岐阜県 0577-33-0788
サークルＫ 各務原東門店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾄｳﾓﾝﾃﾝ 504-0803 岐阜県各務原市蘇原東門町三丁目４７番地２ 岐阜県 058-380-0228
サークルＫ 羽島舟橋町店 ﾊｼﾏﾌﾅﾊｼﾁｮｳﾃﾝ 501-6302 岐阜県羽島市舟橋町３３４番地 岐阜県 058-393-4660
サークルＫ 岐阜則松店 ｷﾞﾌﾉﾘﾏﾂﾃﾝ 501-1183 岐阜県岐阜市則松二丁目６１番地３ 岐阜県 058-293-9037
サークルＫ 多治見宝町店 ﾀｼﾞﾐﾀｶﾗﾏﾁﾃﾝ 507-0054 岐阜県多治見市宝町九丁目２４番地 岐阜県 0572-22-0173
サークルＫ 土岐インター店 ﾄｷｲﾝﾀｰﾃﾝ 509-5103 岐阜県土岐市泉東窯町３丁目７０番地３ 岐阜県 0572-55-0106
サークルＫ 可児土田店 ｶﾆﾄﾞﾀﾃﾝ 509-0206 岐阜県可児市土田字北裏４２６７番地４１ 岐阜県 0574-28-5820
サークルＫ 大垣坂下店 ｵｵｶﾞｷｻｶｼﾀﾃﾝ 503-0009 岐阜県大垣市坂下町１４番地１ 岐阜県 0584-73-2636
サークルＫ 羽島竹鼻町店 ﾊｼﾏﾀｹﾊﾅﾁｮｳﾃﾝ 501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１ 岐阜県 058-392-3576
サークルＫ 岐阜山県南店 ｷﾞﾌﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐﾃﾝ 501-2114 岐阜県山県市佐賀７９１番地１ 岐阜県 0581-22-2170
サークルＫ 関迫間店 ｾｷﾊｻﾏﾃﾝ 501-3924 岐阜県関市迫間字栄２７３８番地１ 岐阜県 0575-24-1325
サークルＫ 大垣丸の内店 ｵｵｶﾞｷﾏﾙﾉｳﾁﾃﾝ 503-0888 岐阜県大垣市丸の内２丁目３４番地 岐阜県 0584-78-6656
サークルＫ 羽島大浦店 ﾊｼﾏｵｵｳﾗﾃﾝ 501-6224 岐阜県羽島市正木町大浦６１２番地 岐阜県 058-392-6576
サークルＫ 高山しんぐう店 ﾀｶﾔﾏｼﾝｸﾞｳﾃﾝ 506-0035 岐阜県高山市新宮町１６２０番地 岐阜県 0577-35-1321
サークルＫ 羽島駅みなみ店 ﾊｼﾏｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ 501-6304 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地 岐阜県 058-397-1692
サークルＫ 美濃加茂川合店 ﾐﾉｶﾓｶﾜｲﾃﾝ 505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町２丁目９番１号 岐阜県 0574-24-5877
サークルＫ 岐南八剣店 ｷﾞﾅﾝﾔﾂﾙｷﾞﾃﾝ 501-6012 岐阜県羽島郡岐南町八剣一丁目１９番地 岐阜県 058-249-6622
サークルＫ 笠松きたおよび店 ｶｻﾏﾂｷﾀｵﾖﾋﾞﾃﾝ 501-6064 岐阜県羽島郡笠松町北及１９０６番地 岐阜県 058-388-7870
サークルＫ 西岐阜駅南店 ﾆｼｷﾞﾌｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ 500-8381 岐阜県岐阜市市橋六丁目１番地２ 岐阜県 058-268-6282
サークルＫ 岐阜長良橋西店 ｷﾞﾌﾅｶﾞﾗﾊﾞｼﾆｼﾃﾝ 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光２５２７番地３ 岐阜県 058-296-3231
サークルＫ 関小屋名店 ｾｷｵﾔﾅﾃﾝ 501-3941 岐阜県関市小屋名字附溝８４８番１ 岐阜県 0575-27-2720
サークルＫ 各務原大橋店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｵｵﾊｼﾃﾝ 504-0926 岐阜県各務原市上中屋町四丁目１９７番地 岐阜県 058-389-3615
サークルＫ 岐阜南うずら五丁目店 ｷﾞﾌﾐﾅﾐｳｽﾞﾗ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 500-8285 岐阜県岐阜市南鶉五丁目１２番 岐阜県 058-268-4007
サークルＫ 大垣藤江町店 ｵｵｶﾞｷﾌｼﾞｴﾁｮｳﾃﾝ 503-0893 岐阜県大垣市藤江町二丁目１０３番地 岐阜県 0584-77-4802
サークルＫ 大垣小泉町店 ｵｵｶﾞｷｺｲｽﾞﾐﾁｮｳﾃﾝ 503-0816 岐阜県大垣市小泉町２９１番地 岐阜県 0584-77-5455
サークルＫ 土岐駄知町店 ﾄｷﾀﾞﾁﾁｮｳﾃﾝ 509-5401 岐阜県土岐市駄知町２３１３番地の１ 岐阜県 0572-50-1522
サークルＫ 美濃加茂伊深店 ﾐﾉｶﾓｲﾌﾞｶﾃﾝ 505-0008 岐阜県美濃加茂市伊深町１０６６番地２ 岐阜県 0574-29-0036
サークルＫ 高山金桶店 ﾀｶﾔﾏｶﾈｵｹﾃﾝ 509-4123 岐阜県高山市国府町金桶字下ノ段３７４番３ 岐阜県 0577-72-6016
サークルＫ 海津平田町店 ｶｲﾂﾞﾋﾗﾀﾁｮｳﾃﾝ 503-0312 岐阜県海津市平田町三郷６０４番地 岐阜県 0584-65-0013
サークルＫ 坂祝町黒岩店 ｻｶﾎｷﾞﾁｮｳｸﾛｲﾜﾃﾝ 505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１ 岐阜県 0574-24-3573
サークルＫ 正木不破一色店 ﾏｻｷﾌﾜｲｼｷﾃﾝ 501-6228 岐阜県羽島市正木町不破一色３０１番地４ 岐阜県 058-391-7716
サークルＫ 土田東店 ﾄﾞﾀﾋｶﾞｼﾃﾝ 509-0206 岐阜県可児市土田５５２９番地の１ 岐阜県 0574-27-5372
サークルＫ 大垣赤坂店 ｵｵｶﾞｷｱｶｻｶﾃﾝ 503-2213 岐阜県大垣市赤坂町６０００番地 岐阜県 0584-71-4778
サークルＫ 御嵩井尻店 ﾐﾀｹｲｼﾞﾘﾃﾝ 505-0115 岐阜県可児郡御嵩町井尻７６７番地１ 岐阜県 0574-67-5789
サークルＫ 岐阜茜部寺屋敷店 ｷﾞﾌｱｶﾅﾍﾞﾃﾗﾔｼｷﾃﾝ 500-8267 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地 岐阜県 058-268-6160
サークルＫ 多治見小泉町店 ﾀｼﾞﾐｺｲｽﾞﾐﾁｮｳﾃﾝ 507-0073 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１ 岐阜県 0572-29-1960
サークルＫ 瑞浪益見店 ﾐｽﾞﾅﾐﾏｽﾐﾃﾝ 509-6101 岐阜県瑞浪市益見町三丁目４３番 岐阜県 0572-67-3399
サークルＫ 揖斐黒野店 ｲﾋﾞｸﾛﾉﾃﾝ 501-0521 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野１２２３番地 岐阜県 0585-36-2715



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 岐南薬師寺店 ｷﾞﾅﾝﾔｸｼｼﾞﾃﾝ 501-6014 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地 岐阜県 058-271-7162
サークルＫ 瑞穂十九条店 ﾐｽﾞﾎｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳﾃﾝ 501-0235 岐阜県瑞穂市十九条２５４番地１ 岐阜県 058-326-7605
サークルＫ 美濃加茂前平店 ﾐﾉｶﾓﾏｴﾋﾗﾃﾝ 505-0037 岐阜県美濃加茂市前平町二丁目１１８番地１ 岐阜県 0574-26-3536
サークルＫ 大垣笠木町店 ｵｵｶﾞｷｶｻｷﾞﾁｮｳﾃﾝ 503-0023 岐阜県大垣市笠木町２６５番地１ 岐阜県 0584-92-5061
サークルＫ 岐阜城東通店 ｷﾞﾌｼﾞｮｳﾄｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 500-8441 岐阜県岐阜市城東通一丁目２２番地 岐阜県 058-275-2158
サークルＫ 下呂市役所前店 ｹﾞﾛｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 509-2202 岐阜県下呂市森９７１番地３９ 岐阜県 0576-25-2588
サークルＫ 瑞浪陶町店 ﾐｽﾞﾅﾐｽｴﾁｮｳﾃﾝ 509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川７８１番地３ 岐阜県 0572-65-2875
サークルＫ 各務原三井町店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾐｲﾁｮｳﾃﾝ 504-0941 岐阜県各務原市三井町二丁目７１番地３ 岐阜県 058-371-9103
サークルＫ 関くらち店 ｾｷｸﾗﾁﾃﾝ 501-3936 岐阜県関市倉知４３４１番地１ 岐阜県 0575-24-9558
サークルＫ 土岐平成店 ﾄｷﾍｲｾｲﾃﾝ 509-5302 岐阜県土岐市妻木平成町二丁目１２番地 岐阜県 0572-57-4022
サークルＫ 美濃加茂蜂屋町店 ﾐﾉｶﾓﾊﾁﾔﾁｮｳﾃﾝ 505-0005 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１ 岐阜県 0574-24-3713
サークルＫ 今渡鳴子店 ｲﾏﾜﾀﾘﾅﾙｺﾃﾝ 509-0207 岐阜県可児市今渡２２１３番地１ 岐阜県 0574-61-0150
サークルＫ 恵那正家店 ｴﾅｼｮｳｹﾞﾃﾝ 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家二丁目７番地１７ 岐阜県 0573-25-6679
サークルＫ 美濃加茂西町店 ﾐﾉｶﾓﾆｼﾏﾁﾃﾝ 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町四丁目３３番地２ 岐阜県 0574-28-0238
サークルＫ 関白金店 ｾｷｼﾛｶﾈﾃﾝ 501-3947 岐阜県関市上白金９６４番地 岐阜県 0575-27-2070
サークルＫ 山県岩佐口店 ﾔﾏｶﾞﾀｲﾜｻｸﾞﾁﾃﾝ 501-2259 岐阜県山県市岩佐１１９４番地２ 岐阜県 0581-52-2155
サークルＫ 岐阜六条店 ｷﾞﾌﾛｸｼﾞｮｳﾃﾝ 500-8355 岐阜県岐阜市六条片田一丁目５番６号 岐阜県 058-277-0686
サークルＫ 新岐関大橋店 ｼﾝｷﾞｾｷｵｵﾊｼﾃﾝ 501-2556 岐阜県岐阜市溝口中１４１番地１ 岐阜県 058-229-9050
サークルＫ 神戸町井田店 ｺﾞｳﾄﾞﾁｮｳｲﾀﾞﾃﾝ 503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸７９９番地 岐阜県 0584-28-0758
サークルＫ うぬま朝日町店 ｳﾇﾏｱｻﾋﾏﾁﾃﾝ 509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１ 岐阜県 058-379-3622
サークルＫ 岐阜西改田店 ｷﾞﾌﾆｼｶｲﾃﾞﾝﾃﾝ 501-1168 岐阜県岐阜市西改田上の町３１番地１ 岐阜県 058-293-1105
サークルＫ 各務原上戸店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｼﾞｮｳｺﾞﾃﾝ 504-0927 岐阜県各務原市上戸町二丁目２０番地１ 岐阜県 058-389-6036
サークルＫ 大垣牧野店 ｵｵｶﾞｷﾏｷﾉﾃﾝ 503-0031 岐阜県大垣市牧野町一丁目３番地 岐阜県 0584-91-0568
サークルＫ 御嵩中坪店 ﾐﾀｹﾅｶﾂﾎﾞﾃﾝ 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中８３番地の３ 岐阜県 0574-68-1505
サークルＫ 岐阜薮田店 ｷﾞﾌﾔﾌﾞﾀﾃﾝ 500-8387 岐阜県岐阜市薮田中一丁目６番５号 岐阜県 058-278-7618
サークルＫ 岐阜前一色店 ｷﾞﾌﾏｴｲｯｼｷﾃﾝ 500-8232 岐阜県岐阜市前一色一丁目８番３号 岐阜県 058-249-3435
サークルＫ 笠松みなみ店 ｶｻﾏﾂﾐﾅﾐﾃﾝ 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明４３９番地 岐阜県 058-387-5119
サークルＫ 垂井宮代店 ﾀﾙｲﾐﾔｼﾛﾃﾝ 503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代３０４７番地１ 岐阜県 0584-22-6006
サークルＫ 可児大森東店 ｶﾆｵｵﾓﾘﾋｶﾞｼﾃﾝ 509-0238 岐阜県可児市大森１５３２番地１ 岐阜県 0574-56-0320
サークルＫ 柳津丸野店 ﾔﾅｲﾂﾞﾏﾙﾉﾃﾝ 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野四丁目５２番地 岐阜県 058-388-7540
サークルＫ 岐阜長良北町店 ｷﾞﾌﾅｶﾞﾗｷﾀﾏﾁﾃﾝ 502-0827 岐阜県岐阜市平和通一丁目６番地１ 岐阜県 058-296-5345
サークルＫ 加茂上川辺店 ｶﾓｶﾐｶﾜﾍﾞﾃﾝ 509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１ 岐阜県 0574-52-1023
サークルＫ 恵那武並店 ｴﾅﾀｹﾅﾐﾃﾝ 509-7122 岐阜県恵那市武並町竹折１７０１番地１３ 岐阜県 0573-28-3301
サークルＫ 美濃加茂太田南店 ﾐﾉｶﾓｵｵﾀﾐﾅﾐﾃﾝ 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町１９４３番地２ 岐阜県 0574-24-3615
サークルＫ 各務原三ツ池二丁目店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾐﾂｲｹ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町二丁目１９０番地 岐阜県 058-379-3563
サークルＫ 飛騨古川店 ﾋﾀﾞﾌﾙｶﾜﾃﾝ 509-4231 岐阜県飛騨市古川町新栄町３番６号 岐阜県 0577-74-2035
サークルＫ 岐阜曽我屋店 ｷﾞﾌｿｶﾞﾔﾃﾝ 501-0101 岐阜県岐阜市曽我屋二丁目１３７番２ 岐阜県 058-293-1656
サークルＫ 郡上稲成店 ｸﾞｼﾞｮｳｲﾅﾘﾃﾝ 501-4223 岐阜県郡上市八幡町稲成字上ノ田１１５０番１ 岐阜県 0575-66-1865
サークルＫ 多治見音羽町店 ﾀｼﾞﾐｵﾄﾜﾁｮｳﾃﾝ 507-0037 岐阜県多治見市音羽町五丁目６０番１ 岐阜県 0572-21-1276
サークルＫ 大垣旭町六丁目店 ｵｵｶﾞｷｱｻﾋﾏﾁ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 503-0824 岐阜県大垣市旭町六丁目３番地１ 岐阜県 0584-83-2950
サークルＫ 多治見豊岡町店 ﾀｼﾞﾐﾄﾖｵｶﾁｮｳﾃﾝ 507-0034 岐阜県多治見市豊岡町二丁目３０番 岐阜県 0572-21-0185
サークルＫ 岐南伏屋店 ｷﾞﾅﾝﾌｾﾔﾃﾝ 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋二丁目４９番地１ 岐阜県 058-259-6555
サークルＫ 池田下八幡店 ｲｹﾀﾞｼﾓﾔﾜﾀﾃﾝ 503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡１００２番地の１ 岐阜県 0585-44-0030
サークルＫ 可児菅刈店 ｶﾆｽｹﾞｶﾘﾃﾝ 509-0262 岐阜県可児市菅刈字東洞９４７番１ 岐阜県 0574-69-0257
サークルＫ 羽島牧野店 ﾊｼﾏﾏｷﾉﾃﾝ 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１ 岐阜県 058-394-0138
サークルＫ 岐阜北方東店 ｷﾞﾌｷﾀｶﾞﾀﾋｶﾞｼﾃﾝ 501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方字地下３０３番地８ 岐阜県 058-320-0708
サークルＫ 岐阜栄新町店 ｷﾞﾌｻｶｴｼﾝﾏﾁﾃﾝ 502-0849 岐阜県岐阜市栄新町３丁目１２ 岐阜県 058-296-0722
サークルＫ 各務原三井東店 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾐｲﾋｶﾞｼﾃﾝ 504-0914 岐阜県各務原市三井東町一丁目１４４番１ 岐阜県 058-382-2151
サークルＫ 磐田団地店 ｲﾜﾀﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 438-0039 静岡県磐田市東新町１－２－４ 静岡県 0538-37-3130
サークルＫ 焼津八楠店 ﾔｲﾂﾞﾔｸﾞｽﾃﾝ 425-0091 静岡県焼津市八楠２丁目３０番地の１４ 静岡県 054-620-3630
サークルＫ 御前崎市役所前店 ｵﾏｴｻﾞｷｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 437-1612 静岡県御前崎市池新田字西落合５２１０ 静岡県 0537-86-7251
サークルＫ 富士宮淀師店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾖﾄﾞｼﾃﾝ 418-0051 静岡県富士宮市淀師字中アラク１１１１番地－２ 静岡県 0544-23-9095
サークルＫ 富士石坂店 ﾌｼﾞｲｼｻﾞｶﾃﾝ 417-0862 静岡県富士市石坂字西ノ原１７６の１ 静岡県 0545-21-7712
サークルＫ 富士荒田島店 ﾌｼﾞｱﾗﾀｼﾞﾏﾃﾝ 417-0043 静岡県富士市荒田島町１０番１号 静岡県 0545-51-6910
サークルＫ 清水長崎店 ｼﾐｽﾞﾅｶﾞｻｷﾃﾝ 424-0065 静岡県静岡市清水区長崎字北小路１１０９－１ 静岡県 054-347-7878
サークルＫ 子安店 ｺﾔｽﾃﾝ 435-0015 静岡県浜松市東区子安町３０２番１ 静岡県 053-460-4539
サークルＫ 藤枝瀬古店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｾｺﾃﾝ 426-0082 静岡県藤枝市瀬古二丁目２３２番地 静岡県 054-646-6341
サークルＫ 二番町店 ﾆﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 438-0086 静岡県磐田市見付１９４４番地の３ 静岡県 0538-36-6756
サークルＫ 静岡有明店 ｼｽﾞｵｶｱﾘｱｹﾃﾝ 422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３－３ 静岡県 054-288-0400
サークルＫ 北高丘店 ｷﾀﾀｶｵｶﾃﾝ 433-8117 静岡県浜松市中区高丘東五丁目１５番１８号 静岡県 053-439-5078
サークルＫ 静岡瀬名店 ｼｽﾞｵｶｾﾅﾃﾝ 420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名五丁目１５番１２号 静岡県 054-265-8158
サークルＫ 天竜山東店 ﾃﾝﾘｭｳﾔﾏﾋｶﾞｼﾃﾝ 431-3304 静岡県浜松市天竜区次郎八新田２－１５ 静岡県 0539-25-6461
サークルＫ 庵原由比店 ｲﾊﾗﾕｲﾃﾝ 421-3103 静岡県静岡市清水区由比６７３番地７ 静岡県 054-375-4564
サークルＫ 掛川細谷店 ｶｹｶﾞﾜﾎｿﾔﾃﾝ 436-0112 静岡県掛川市細谷２８８番地の２ 静岡県 0537-26-0433
サークルＫ 長泉町北口店 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐﾁｮｳｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩８０番地の１ 静岡県 055-988-5518
サークルＫ 富士宮西小泉店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 418-0022 静岡県富士宮市小泉１１０７番地の４ 静岡県 0544-22-3123
サークルＫ 藤枝駅南通り店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｴｷﾅﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 426-0067 静岡県藤枝市前島３丁目１番１１号 静岡県 054-636-5544
サークルＫ 浅羽松原店 ｱｻﾊﾞﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 437-1117 静岡県袋井市松原５１５番地 静岡県 0538-23-7363
サークルＫ 浜松豊店 ﾊﾏﾏﾂﾕﾀｶﾃﾝ 431-3101 静岡県浜松市東区豊町６４１番地の３ 静岡県 053-434-6131
サークルＫ 富士宮朝霧店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｱｻｷﾞﾘﾃﾝ 418-0109 静岡県富士宮市麓４８２番地の３ 静岡県 0544-52-0315
サークルＫ 三島柳郷地店 ﾐｼﾏﾔﾅｷﾞｺﾞｳﾁﾃﾝ 411-0806 静岡県三島市柳郷地１４番地 静岡県 055-981-2522
サークルＫ 袋井延久店 ﾌｸﾛｲﾉﾍﾞﾋｻﾃﾝ 437-0053 静岡県袋井市延久２０５番地の１ 静岡県 0538-43-5587
サークルＫ 吉田インター店 ﾖｼﾀﾞｲﾝﾀｰﾃﾝ 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸１４２５番地の２ 静岡県 0548-33-3292
サークルＫ 裾野御宿店 ｽｿﾉﾐｼｭｸﾃﾝ 410-1107 静岡県裾野市御宿６８２番地の３ 静岡県 055-997-5105
サークルＫ 森町円田店 ﾓﾘﾏﾁｴﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 437-0221 静岡県周智郡森町円田７４８番地の１ 静岡県 0538-85-1607
サークルＫ 磐田二之宮東店 ｲﾜﾀﾆﾉﾐﾔﾋｶﾞｼﾃﾝ 438-0073 静岡県磐田市二之宮東１７番地の６ 静岡県 0538-32-2613
サークルＫ 芝川町役場前店 ｼﾊﾞｶﾜﾁｮｳﾔｸﾊﾞﾏｴﾃﾝ 419-0315 静岡県富士宮市長貫１１０５番地４ 静岡県 0544-65-2922
サークルＫ 静岡昭府町店 ｼｽﾞｵｶｼｮｳﾌﾁｮｳﾃﾝ 420-0871 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号 静岡県 054-253-9350
サークルＫ 浜松入野店 ﾊﾏﾏﾂｲﾘﾉﾃﾝ 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６４７番地の１ 静岡県 053-447-7398
サークルＫ 榛原中川根町店 ﾊｲﾊﾞﾗﾅｶｶﾜﾈﾁｮｳﾃﾝ 428-0314 静岡県榛原郡川根本町下長尾４５３番地の３ 静岡県 0547-56-1233
サークルＫ 磐田西貝塚店 ｲﾜﾀﾆｼｶｲﾂﾞｶﾃﾝ 438-0026 静岡県磐田市西貝塚２０３４番地の１ 静岡県 0538-33-7577
サークルＫ 富士宮東小泉店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾋｶﾞｼｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 418-0022 静岡県富士宮市小泉１８番地の１ 静岡県 0544-25-1370
サークルＫ 浜松古人見店 ﾊﾏﾏﾂｺﾋﾄﾐﾃﾝ 431-1113 静岡県浜松市西区古人見町１４３１番地の３ 静岡県 053-485-2335
サークルＫ 焼津石津中町店 ﾔｲﾂﾞｲｼﾂﾞﾅｶﾏﾁﾃﾝ 425-0043 静岡県焼津市石津中町１１番地２９ 静岡県 054-625-0239
サークルＫ 静岡牛妻店 ｼｽﾞｵｶｳｼﾂﾞﾏﾃﾝ 421-2106 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１ 静岡県 054-294-2311
サークルＫ 焼津惣右衛門店 ﾔｲﾂﾞｿｳｴﾓﾝﾃﾝ 425-0065 静岡県焼津市惣右衛門４１５番地の１ 静岡県 054-625-1139
サークルＫ 長泉中土狩店 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐﾅｶﾄｶﾞﾘﾃﾝ 411-0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩１００５番地の１ 静岡県 055-989-1335
サークルＫ 大井川高新田店 ｵｵｲｶﾞﾜﾀｶｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 421-0204 静岡県焼津市高新田６０２番地の１ 静岡県 054-622-0719
サークルＫ 松崎町那賀店 ﾏﾂｻﾞｷﾁｮｳﾅｶﾃﾝ 410-3626 静岡県賀茂郡松崎町那賀字中耕地１７３番地の２ 静岡県 0558-42-3080
サークルＫ 裾野岩波店 ｽｿﾉｲﾜﾅﾐﾃﾝ 410-1101 静岡県裾野市岩波１０４番地１ 静岡県 055-997-0025
サークルＫ 静岡紺屋町店 ｼｽﾞｵｶｺｳﾔﾏﾁﾃﾝ 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町４番地３ 静岡県 054-272-6678
サークルＫ 下田西中店 ｼﾓﾀﾞﾆｼﾅｶﾃﾝ 415-0018 静岡県下田市西中２３番地２ 静岡県 0558-22-5599
サークルＫ 三ヶ日中店 ﾐｯｶﾋﾞﾅｶﾃﾝ 431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１１４５番地の８ 静岡県 053-524-0628
サークルＫ 裾野せぎ原店 ｽｿﾉｾｷﾞﾊﾞﾗﾃﾝ 410-1123 静岡県裾野市伊豆島田５０７番地の１ 静岡県 055-993-8693
サークルＫ 静岡手越原店 ｼｽﾞｵｶﾃｺﾞｼﾊﾗﾃﾝ 421-0131 静岡県静岡市駿河区手越原６６番地の１ 静岡県 054-257-8585
サークルＫ 島田横井店 ｼﾏﾀﾞﾖｺｲﾃﾝ 427-0024 静岡県島田市横井２丁目１０番２６号 静岡県 0547-34-0603
サークルＫ 御殿場永原店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾅｶﾞﾊﾗﾃﾝ 412-0042 静岡県御殿場市萩原１５４０番地の１ 静岡県 0550-82-8177
サークルＫ 磐田インター店 ｲﾜﾀｲﾝﾀｰﾃﾝ 438-0086 静岡県磐田市見付１８０８番地の１８ 静岡県 0538-31-0131
サークルＫ 河津笹原店 ｶﾜﾂﾞｻｻﾊﾗﾃﾝ 413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地 静岡県 0558-32-3110
サークルＫ 南伊豆下賀茂店 ﾐﾅﾐｲｽﾞｼﾓｶﾓﾃﾝ 415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７ 静岡県 0558-62-2322



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 御殿場ぐみ沢店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｸﾞﾐｻﾞﾜﾃﾝ 412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢１１７７番地の１ 静岡県 0550-88-2133
サークルＫ 御殿場北久原店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾎｯｸﾊﾞﾗﾃﾝ 412-0004 静岡県御殿場市北久原２７６番地の１ 静岡県 0550-89-6954
サークルＫ 浜松上島三丁目店 ﾊﾏﾏﾂｶﾐｼﾞﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 433-8122 静岡県浜松市中区上島三丁目１８番５号 静岡県 053-465-6565
サークルＫ 清水鳥坂店 ｼﾐｽﾞﾄﾘｻｶﾃﾝ 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂３６番地１ 静岡県 054-348-1100
サークルＫ 函南平井店 ｶﾝﾅﾐﾋﾗｲﾃﾝ 419-0107 静岡県田方郡函南町平井１４４０番地の３９ 静岡県 055-979-5139
サークルＫ 沼津小諏訪店 ﾇﾏﾂﾞｺｽﾞﾜﾃﾝ 410-0872 静岡県沼津市小諏訪９５９番地の３ 静岡県 055-924-7895
サークルＫ 御殿場兎島店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｳｻｷﾞｼﾞﾏﾃﾝ 412-0033 静岡県御殿場市神山１５７１番地の２ 静岡県 0550-87-0585
サークルＫ 三方原ＰＡ店 ﾐｶﾀｶﾞﾊﾗﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱﾃﾝ 431-3123 静岡県浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６番地の２ 静岡県 053-431-6488
サークルＫ 浜松庄和町店 ﾊﾏﾏﾂｼｮｳﾜﾁｮｳﾃﾝ 431-1206 静岡県浜松市西区庄和町１３７番地の３ 静岡県 053-484-2287
サークルＫ 湖西鷲津店 ｺｻｲﾜｼﾂﾞﾃﾝ 431-0431 静岡県湖西市鷲津１２０１番地の１ 静岡県 053-574-2777
サークルＫ 函南塚本店 ｶﾝﾅﾐﾂｶﾓﾄﾃﾝ 419-0124 静岡県田方郡函南町塚本５８５番地の１ 静岡県 055-979-3177
サークルＫ 富士本吉原店 ﾌｼﾞﾎﾝﾖｼﾜﾗﾃﾝ 417-0001 静岡県富士市今泉１丁目１４番３２号 静岡県 0545-57-4777
サークルＫ 浜松インター南店 ﾊﾏﾏﾂｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ 435-0041 静岡県浜松市東区北島町１３８３番地の１ 静岡県 053-423-1511
サークルＫ 静岡登呂六丁目店 ｼｽﾞｵｶﾄﾛ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号 静岡県 054-202-3655
サークルＫ 静岡千代田七丁目店 ｼｽﾞｵｶﾁﾖﾀﾞ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田七丁目２番１８号 静岡県 054-265-8560
サークルＫ 新浜北小松店 ｼﾝﾊﾏｷﾀｺﾏﾂﾃﾝ 434-0042 静岡県浜松市浜北区小松１８１番地の３ 静岡県 053-585-1541
サークルＫ 藤枝小石川町店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｺｲｼｶﾜﾁｮｳﾃﾝ 426-0033 静岡県藤枝市小石川町３丁目４６６ 静岡県 054-645-1520
サークルＫ 富士厚原店 ﾌｼﾞｱﾂﾊﾗﾃﾝ 419-0201 静岡県富士市厚原５９１番地の１ 静岡県 0545-73-0288
サークルＫ 浜北新原本村店 ﾊﾏｷﾀｼﾝﾊﾟﾗﾎﾝﾑﾗﾃﾝ 434-0003 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５ 静岡県 053-585-2311
サークルＫ 浜松常盤町店 ﾊﾏﾏﾂﾄｷﾜﾁｮｳﾃﾝ 430-0944 静岡県浜松市中区田町２２６番地６ 静岡県 053-456-2117
サークルＫ 藤枝横内店 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾖｺｳﾁﾃﾝ 426-0002 静岡県藤枝市横内１９０番地１ 静岡県 054-645-0671
サークルＫ 静岡おしか店 ｼｽﾞｵｶｵｼｶﾃﾝ 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿３８８番地の１ 静岡県 054-202-2571
サークルＫ 藤枝青葉町店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｱｵﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 426-0066 静岡県藤枝市青葉町１丁目２５－１０ 静岡県 054-636-5322
サークルＫ 新函南柏谷店 ｼﾝｶﾝﾅﾐｶｼﾔﾃﾝ 419-0112 静岡県田方郡函南町柏谷９１６番地５ 静岡県 055-979-5670
サークルＫ 沼津北高島町店 ﾇﾏﾂﾞｷﾀﾀｶｼﾏﾁｮｳﾃﾝ 410-0054 静岡県沼津市北高島町６番２８号 静岡県 055-924-7077
サークルＫ 静岡沓谷五丁目店 ｼｽﾞｵｶｸﾂﾉﾔｺﾞﾁｮｳﾒﾃﾝ 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１ 静岡県 054-262-9022
サークルＫ 牧之原地頭方店 ﾏｷﾉﾊﾗｼﾞﾄｳｶﾞﾀﾃﾝ 421-0532 静岡県牧之原市地頭方５００番地２ 静岡県 0548-58-3161
サークルＫ 富士宮外神店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾄｶﾞﾐﾃﾝ 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４０７８番地２ 静岡県 0544-58-3939
サークルＫ 浜松インター北店 ﾊﾏﾏﾂｲﾝﾀｰｷﾀﾃﾝ 431-3104 静岡県浜松市東区貴平町１３番地 静岡県 053-435-8001
サークルＫ 浜松市野店 ﾊﾏﾏﾂｲﾁﾉﾃﾝ 435-0051 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１ 静岡県 053-434-2278
サークルＫ 藤枝与左衛門店 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾖｻﾞｴﾓﾝﾃﾝ 426-0047 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２ 静岡県 054-636-2025
サークルＫ 浜松篠原店 ﾊﾏﾏﾂｼﾉﾊﾗﾃﾝ 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地 静岡県 053-448-4448
サークルＫ 清水楠新田店 ｼﾐｽﾞｸｽﾉｷｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田２２８番地２ 静岡県 054-347-2581
サークルＫ 御殿場駒門店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺﾏｶﾄﾞﾃﾝ 412-0038 静岡県御殿場市駒門１４４番地１ 静岡県 0550-87-0352
サークルＫ 蒲原バイパス店 ｶﾝﾊﾞﾗﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原５３４２番地の１ 静岡県 054-385-5371
サークルＫ 三島松本店 ﾐｼﾏﾏﾂﾓﾄﾃﾝ 411-0822 静岡県三島市松本２６５番地１８ 静岡県 055-977-9620
サークルＫ 御前崎池新田店 ｵﾏｴｻﾞｷｲｹｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 437-1612 静岡県御前崎市池新田１５７３番地１５ 静岡県 0537-85-3161
サークルＫ 浜松下飯田店 ﾊﾏﾏﾂｼﾓｲｲﾀﾞﾃﾝ 435-0027 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地 静岡県 053-426-6331
サークルＫ 浜松有玉北町店 ﾊﾏﾏﾂｱﾘﾀﾏｷﾀﾏﾁﾃﾝ 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町４７８番地の１ 静岡県 053-435-3699
サークルＫ 清水にしくぼ店 ｼﾐｽﾞﾆｼｸﾎﾞﾃﾝ 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保４０番地３３ 静岡県 054-363-5506
サークルＫ 袋井市役所前店 ﾌｸﾛｲｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 437-0013 静岡県袋井市新屋二丁目３番地２５ 静岡県 0538-43-1910
サークルＫ 浜松新橋南店 ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾊﾟｼﾐﾅﾐﾃﾝ 432-8058 静岡県浜松市南区新橋町１４５５番地の１ 静岡県 053-442-8008
サークルＫ 浜松中田町店 ﾊﾏﾏﾂﾅｶﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 435-0057 静岡県浜松市東区中田町８１８番地 静岡県 053-463-5388
サークルＫ 浜松大平台三丁目店 ﾊﾏﾏﾂｵｵﾋﾗﾀﾞｲ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 432-8068 静岡県浜松市西区大平台三丁目１４番５号 静岡県 053-485-7988
サークルＫ 浜松小池町店 ﾊﾏﾏﾂｺｲｹﾁｮｳﾃﾝ 435-0056 静岡県浜松市東区小池町２６７０番地の１ 静岡県 053-466-2271
サークルＫ 清水清開南店 ｼﾐｽﾞｾｲｶｲﾐﾅﾐﾃﾝ 424-0925 静岡県静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４ 静岡県 054-337-0547
サークルＫ 吉田かたおか店 ﾖｼﾀﾞｶﾀｵｶﾃﾝ 421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡２６２番地１ 静岡県 0548-33-9227
サークルＫ 富士富士川店 ﾌｼﾞﾌｼﾞｶﾜﾃﾝ 421-3303 静岡県富士市南松野２５１９番地の５ 静岡県 0545-85-1767
サークルＫ 静岡下島南店 ｼｽﾞｵｶｼﾓｼﾞﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 422-8037 静岡県静岡市駿河区下島１９８番地２ 静岡県 054-238-5620
サークルＫ 島田ひがし町店 ｼﾏﾀﾞﾋｶﾞｼﾁｮｳﾃﾝ 427-0011 静岡県島田市東町４１番地１ 静岡県 0547-35-6377
サークルＫ 浜松細江三和店 ﾊﾏﾏﾂﾎｿｴﾐﾜﾃﾝ 431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１ 静岡県 053-522-3630
サークルＫ 浜北こばやし店 ﾊﾏｷﾀｺﾊﾞﾔｼﾃﾝ 434-0031 静岡県浜松市浜北区小林１５５３番地の１３ 静岡県 053-586-3277
サークルＫ 磐田富士見店 ｲﾜﾀﾌｼﾞﾐﾃﾝ 438-0083 静岡県磐田市富士見町三丁目１番地２３ 静岡県 0538-34-4071
サークルＫ 袋井かわい店 ﾌｸﾛｲｶﾜｲﾃﾝ 437-0064 静岡県袋井市川井１１８８番地９ 静岡県 0538-43-9388
サークルＫ 御前崎新川橋西店 ｵﾏｴｻﾞｷｼﾝｶﾜﾊﾞｼﾆｼﾃﾝ 437-1612 静岡県御前崎市池新田３５８９番地の１ 静岡県 0537-85-7060
サークルＫ 藤枝青南町店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｾｲﾅﾝﾁｮｳﾃﾝ 426-0063 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１ 静岡県 054-634-2239
サークルＫ 磐田新貝店 ｲﾜﾀｼﾝｶｲﾃﾝ 438-0025 静岡県磐田市新貝土地区画整理地内４０街区２ 静岡県 0538-37-8560
サークルＫ 静岡丸子六丁目店 ｼｽﾞｵｶﾏﾘｺ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子六丁目１番５１号 静岡県 054-256-8668
サークルＫ 御殿場古沢店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾌﾙｻﾜﾃﾝ 412-0011 静岡県御殿場市古沢８０６番地１ 静岡県 0550-88-5081
サークルＫ 清水興津駅前店 ｼﾐｽﾞｵｷﾂｴｷﾏｴﾃﾝ 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４ 静岡県 054-369-3597
サークルＫ 静岡大岩二丁目店 ｼｽﾞｵｶｵｵｲﾜ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 420-0886 静岡県静岡市葵区大岩二丁目１番２２号 静岡県 054-200-1820
サークルＫ 富士山静岡空港北店 ﾌｼﾞｻﾝｼｽﾞｵｶｸｳｺｳｷﾀﾃﾝ 428-0039 静岡県島田市金谷猪土居３４４４番地３７ 静岡県 0547-47-1180
サークルＫ 大井川富士見橋店 ｵｵｲｶﾞﾜﾌｼﾞﾐﾊﾞｼﾃﾝ 421-0216 静岡県焼津市相川字道下１１５１番７ 静岡県 054-664-0133
サークルＫ 静岡曲金南店 ｼｽﾞｵｶﾏｶﾞﾘｶﾈﾐﾅﾐﾃﾝ 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号 静岡県 054-202-8758
サークルＫ 牧之原細江店 ﾏｷﾉﾊﾗﾎｿｴﾃﾝ 421-0421 静岡県牧之原市細江３６０番地の３ 静岡県 0548-24-2567
サークルＫ 島田神座店 ｼﾏﾀﾞｶﾝｻﾞﾃﾝ 427-0032 静岡県島田市神座２５８１番地１ 静岡県 0547-32-2511
サークルＫ 静岡千代店 ｼｽﾞｵｶｾﾝﾀﾞｲﾃﾝ 421-1212 静岡県静岡市葵区千代二丁目１６番３ 静岡県 054-276-0985
サークルＫ 浜松きたじま店 ﾊﾏﾏﾂｷﾀｼﾞﾏﾃﾝ 435-0041 静岡県浜松市東区北島町５７９番地 静岡県 053-423-1840
サークルＫ 函南丹那店 ｶﾝﾅﾐﾀﾝﾅﾃﾝ 419-0105 静岡県田方郡函南町丹那字堂川１２１１番２ 静岡県 055-945-0800
サークルＫ 清水興津中町店 ｼﾐｽﾞｵｷﾂﾅｶﾁｮｳﾃﾝ 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１ 静岡県 054-360-3036
サークルＫ 富士八幡町店 ﾌｼﾞﾊﾁﾏﾝﾁｮｳﾃﾝ 416-0911 静岡県富士市八幡町２番４３号 静岡県 0545-65-8170
サークルＫ 藤枝大洲四丁目店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｵｵｽ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 426-0051 静岡県藤枝市大洲四丁目１３番地８ 静岡県 054-634-2237
サークルＫ 沼津沼北町店 ﾇﾏﾂﾞﾇﾏｷﾀﾁｮｳﾃﾝ 410-0058 静岡県沼津市沼北町一丁目１番１号 静岡県 055-929-7871
サークルＫ 沼津おおひら店 ﾇﾏﾂﾞｵｵﾋﾗﾃﾝ 410-0821 静岡県沼津市大平字南堀合２８７４番９０３ 静岡県 055-935-4456
サークルＫ 静岡二番町店 ｼｽﾞｵｶﾆﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町８番１８ 静岡県 054-653-2206
サークルＫ 掛川なか店 ｶｹｶﾞﾜﾅｶﾃﾝ 437-1405 静岡県掛川市中１３６７番１ 静岡県 0537-74-0055
サークルＫ きくがわ加茂店 ｷｸｶﾞﾜｶﾓﾃﾝ 439-0031 静岡県菊川市加茂５７９番地の１ 静岡県 0537-37-2160
サークルＫ 掛川成滝東店 ｶｹｶﾞﾜﾅﾙﾀｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 436-0085 静岡県掛川市成滝４１１番地の１ 静岡県 0537-62-6232
サークルＫ 富士松岡店 ﾌｼﾞﾏﾂｵｶﾃﾝ 416-0909 静岡県富士市松岡５７２番１ 静岡県 0545-65-5678
サークルＫ 静岡羽鳥三丁目店 ｼｽﾞｵｶﾊﾄﾘ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥三丁目１６番１６号 静岡県 054-276-0885
サークルＫ シーガルドーム前店 ｼｰｶﾞﾙﾄﾞｰﾑﾏｴﾃﾝ 425-0086 静岡県焼津市小土１２７４番地の１ 静岡県 054-620-7823
サークルＫ 清水沼田町店 ｼﾐｽﾞﾇﾏﾀﾁｮｳﾃﾝ 424-0935 静岡県静岡市清水区沼田町１７４０番２ 静岡県 054-337-2733
サークルＫ 磐田今之浦店 ｲﾜﾀｲﾏﾉｳﾗﾃﾝ 438-0071 静岡県磐田市今之浦二丁目９番地の１ 静岡県 0538-37-3901
サークルＫ 牧之原坂部店 ﾏｷﾉﾊﾗｻｶﾍﾞﾃﾝ 421-0412 静岡県牧之原市坂部５８０－１ 静岡県 0548-25-0688
サークルＫ 静岡宮竹店 ｼｽﾞｵｶﾐﾔﾀｹﾃﾝ 422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹二丁目１番１号 静岡県 054-236-6322
サークルＫ 静岡昭府南店 ｼｽﾞｵｶｼｮｳﾌﾐﾅﾐﾃﾝ 420-0871 静岡県静岡市葵区昭府一丁目１８番１号 静岡県 054-275-2060
サークルＫ 富士中野店 ﾌｼﾞﾅｶﾉﾃﾝ 417-0809 静岡県富士市中野２３１番地の１２ 静岡県 0545-37-2663
サークルＫ 富士宮神田川町店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｶﾝﾀﾞｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 418-0031 静岡県富士宮市神田川町１７番１４ 静岡県 0544-25-6880
サークルＫ 静岡高松店 ｼｽﾞｵｶﾀｶﾏﾂﾃﾝ 422-8034 静岡県静岡市駿河区高松二丁目５番２０号 静岡県 054-236-0280
サークルＫ 静岡宮本町店 ｼｽﾞｵｶﾐﾔﾓﾄﾁｮｳﾃﾝ 422-8065 静岡県静岡市駿河区宮本町１０番２５号 静岡県 054-202-8680
サークルＫ 島田旗指店 ｼﾏﾀﾞﾊｯｻｼﾃﾝ 427-0048 静岡県島田市旗指４９９番地の１ 静岡県 0547-33-0305
サークルＫ 袋井山科上店 ﾌｸﾛｲﾔﾏｼﾅｶﾐﾃﾝ 437-0066 静岡県袋井市山科２５０７番地の６ 静岡県 0538-42-3843
サークルＫ 浜松東本郷店 ﾊﾏﾏﾂﾋｶﾞｼﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町１３４７番地の６ 静岡県 053-411-0230
サークルＫ 富士市依田橋店 ﾌｼﾞｼﾖﾀﾞﾊﾞｼﾃﾝ 417-0002 静岡県富士市依田橋字下三条２２４番１ 静岡県 0545-31-1615
サークルＫ 藤枝瀬古東店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｾｺﾋｶﾞｼﾃﾝ 426-0082 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号 静岡県 054-647-2508
サークルＫ 浜北内野店 ﾊﾏｷﾀｳﾁﾉﾃﾝ 432-0044 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３ 静岡県 053-584-1280
サークルＫ 裾野深良バイパス店 ｽｿﾉﾌｶﾗﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 410-1102 静岡県裾野市深良字山梨７９５番１ 静岡県 055-995-3570
サークルＫ 新富士駅みなみ店 ｼﾝﾌｼﾞｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ 416-0945 静岡県富士市宮島５１１番地の３ 静岡県 0545-66-2466
サークルＫ 御殿場保土沢店 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾎﾄｻﾞﾜﾃﾝ 412-0046 静岡県御殿場市保土沢１１５７番４８ 静岡県 0550-80-1505
サークルＫ 浜松寺島店 ﾊﾏﾏﾂﾃﾗｼﾞﾏﾃﾝ 430-0925 静岡県浜松市中区寺島町２４６番地２の２ 静岡県 053-450-5010



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 富士宮中島町店 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾅｶｼﾞﾏﾁｮｳﾃﾝ 418-0045 静岡県富士宮市中島町３６４番地の１ 静岡県 0544-25-6618
サークルＫ 浜松舘山寺温泉店 ﾊﾏﾏﾂｶﾝｻﾞﾝｼﾞｵﾝｾﾝﾃﾝ 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３ 静岡県 053-487-2260
サークルＫ 修善寺温泉店 ｼｭｾﾞﾝｼﾞｵﾝｾﾝﾃﾝ 410-2416 静岡県伊豆市修善寺６５６番地１０ 静岡県 0558-74-3211
サークルＫ 浜松遠州浜店 ﾊﾏﾏﾂｴﾝｼｭｳﾊﾏﾃﾝ 430-0835 静岡県浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号 静岡県 053-427-0330
サークルＫ 静岡大岩本町店 ｼｽﾞｵｶｵｵｲﾜﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 420-0884 静岡県静岡市葵区大岩本町２５番１３号 静岡県 054-200-8980
サンクス 鷲津駅前店 ﾜｼﾂﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 431-0431 静岡県湖西市鷲津５３００番地　パルプラザ栄１Ｆ 静岡県 053-575-0778
サンクス 掛川中宿店 ｶｹｶﾞﾜﾅｶｼﾞｭｸﾃﾝ 436-0051 静岡県掛川市中宿１３９ 静岡県 0537-21-1539
サンクス 小笠上平川店 ｵｶﾞｻｶﾐﾋﾗｶﾜﾃﾝ 437-1521 静岡県菊川市上平川５６４－２ 静岡県 0537-73-6039
サンクス 浜松初生店 ﾊﾏﾏﾂﾊﾂｵｲﾃﾝ 433-8112 静岡県浜松市北区初生町３８９－１ 静岡県 053-439-7839
サンクス 都田テクノ店 ﾐﾔｺﾀﾞﾃｸﾉﾃﾝ 431-2102 静岡県浜松市北区都田町９１０６－９ 静岡県 053-428-8239
サンクス 遠州豊田店 ｴﾝｼｭｳﾄﾖﾀﾞﾃﾝ 438-0821 静岡県磐田市立野４９６－１ 静岡県 0538-39-2122
サンクス 浜松小沢渡店 ﾊﾏﾏﾂｺｻﾞﾜﾀﾘﾃﾝ 432-8063 静岡県浜松市南区小沢渡町８０７番地２ 静岡県 053-445-3986
サンクス 浜松植松店 ﾊﾏﾏﾂｳｴﾏﾂﾃﾝ 430-0803 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２ 静岡県 053-411-4339
サンクス 浜松佐藤一丁目店 ﾊﾏﾏﾂｻﾄｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 430-0807 静岡県浜松市中区佐藤一丁目２番１号 静岡県 053-411-4984
サンクス 掛川大池店 ｶｹｶﾞﾜｵｵｲｹﾃﾝ 436-0043 静岡県掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１ 静岡県 0537-61-2515
サークルＫ 自由ケ丘店 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾃﾝ 464-0016 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２－６－２４ 愛知県 052-763-4804
サークルＫ 九丁堀店 ｸﾁｮｳﾎﾞﾘﾃﾝ 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１番２号 愛知県 052-332-2259
サークルＫ 北岡崎店 ｷﾀｵｶｻﾞｷﾃﾝ 444-0913 愛知県岡崎市葵町８番５ 愛知県 0564-23-3228
サークルＫ 神明町店 ｼﾝﾒｲﾁｮｳﾃﾝ 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目４０３ 愛知県 0566-23-6396
サークルＫ 一里山店 ｲﾁﾘﾔﾏﾃﾝ 448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山１０９－１４ 愛知県 0566-36-5697
サークルＫ 北浦店 ｷﾀｳﾗﾃﾝ 491-0901 愛知県一宮市北浦町２０－１ 愛知県 0586-44-5728
サークルＫ 若林店 ﾜｶﾊﾞﾔｼﾃﾝ 473-0914 愛知県豊田市若林東町石根２２番地 愛知県 0565-53-1718
サークルＫ 平山店 ﾋﾗﾔﾏﾃﾝ 471-0827 愛知県豊田市平山町六丁目４７番 愛知県 0565-29-5550
サークルＫ 明和店 ﾒｲﾜﾃﾝ 471-0825 愛知県豊田市明和町２丁目４７－３ 愛知県 0565-29-5556
サークルＫ 豊田朝日店 ﾄﾖﾀｱｻﾋﾃﾝ 471-0031 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１ 愛知県 0565-35-0095
サークルＫ 朝倉店 ｱｻｸﾗﾃﾝ 478-0017 愛知県知多市新知字樋ノ口７２－１ 愛知県 0562-32-2881
サークルＫ 南外山店 ﾐﾅﾐﾄﾔﾏﾃﾝ 485-0025 愛知県小牧市春日寺一丁目２５番地 愛知県 0568-75-1119
サークルＫ 岡崎緑ケ丘店 ｵｶｻﾞｷﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 444-0806 愛知県岡崎市緑丘２－９－７ 愛知県 0564-54-8600
サークルＫ 高木町店 ﾀｶｷﾞﾁｮｳﾃﾝ 446-0015 愛知県安城市高木町半崎２１ 愛知県 0566-74-2452
サークルＫ 大坪店 ｵｵﾂﾎﾞﾃﾝ 468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口２丁目５０７番地 愛知県 052-835-4438
サークルＫ 安城大山店 ｱﾝｼﾞｮｳｵｵﾔﾏﾃﾝ 446-0042 愛知県安城市大山町２－１０－１１ 愛知県 0566-77-5280
サークルＫ 森岡店 ﾓﾘｵｶﾃﾝ 474-0038 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地 愛知県 0562-46-1147
サークルＫ 大高店 ｵｵﾀﾞｶﾃﾝ 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田２６９－１ 愛知県 052-621-2026
サークルＫ 大池公園店 ｵｵｲｹｺｳｴﾝﾃﾝ 476-0014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目２４０番地 愛知県 052-604-9914
サークルＫ 刈谷若松店 ｶﾘﾔﾜｶﾏﾂﾃﾝ 448-0858 愛知県刈谷市若松町５丁目４４番地 愛知県 0566-24-2433
サークルＫ 楠村店 ｸｽﾑﾗﾃﾝ 444-0325 愛知県西尾市楠村町明神左右１７－２ 愛知県 0563-59-0567
サークルＫ 北本郷店 ｷﾀﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ 444-0944 愛知県岡崎市北本郷町字野添７－１ 愛知県 0564-32-6448
サークルＫ 豊田豊栄店 ﾄﾖﾀﾎｳｴｲﾃﾝ 470-1201 愛知県豊田市豊栄町５丁目２７２－１ 愛知県 0565-24-2083
サークルＫ 東海上野店 ﾄｳｶｲｳｴﾉﾃﾝ 476-0002 愛知県東海市名和町東岨５０－１ 愛知県 052-603-8276
サークルＫ くまいでん店 ｸﾏｲﾃﾞﾝﾃﾝ 454-0984 愛知県名古屋市中川区供米田２丁目４０１番地 愛知県 052-302-8853
サークルＫ 刈谷泉田店 ｶﾘﾔｲｽﾞﾐﾀﾞﾃﾝ 448-0004 愛知県刈谷市泉田町折戸２９番地 愛知県 0566-27-6177
サークルＫ 菱池店 ﾋｼｲｹﾃﾝ 463-0042 愛知県名古屋市守山区野萩町１番６５号 愛知県 052-794-5131
サークルＫ 御園店 ﾐｿﾉﾃﾝ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目１２番６号 愛知県 052-211-6757
サークルＫ 豊明新栄店 ﾄﾖｱｹｼﾝｻｶｴﾃﾝ 470-1154 愛知県豊明市新栄町４丁目１４０番地 愛知県 0562-97-8139
サークルＫ 久屋通店 ﾋｻﾔﾄﾞｵﾘﾃﾝ 461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１番３５号　ハイエスト久屋ビル１階 愛知県 052-972-0391
サークルＫ 安城住吉店 ｱﾝｼﾞﾖｳｽﾐﾖｼﾃﾝ 446-0072 愛知県安城市住吉町荒曽根３０番地８ 愛知県 0566-97-8339
サークルＫ 千成西店 ｾﾝﾅﾘﾆｼﾃﾝ 453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通５－２５ 愛知県 052-483-5325
サークルＫ 豊田西岡店 ﾄﾖﾀﾆｼｵｶﾃﾝ 473-0936 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１ 愛知県 0565-53-8940
サークルＫ 上三本松店 ｶﾐｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾃﾝ 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番地３ 愛知県 0564-48-8208
サークルＫ 弥次エ店 ﾔｼﾞｴﾃﾝ 457-0821 愛知県名古屋市南区弥次エ町３丁目８２番地の１ 愛知県 052-613-5033
サークルＫ 弥富通店 ﾔﾄﾐﾄﾞｵﾘﾃﾝ 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５丁目９番地 愛知県 052-834-8816
サークルＫ 豊明榎山店 ﾄﾖｱｹｴﾉｷﾔﾏﾃﾝ 470-1151 愛知県豊明市前後町大狭間１４４７番地の１ 愛知県 0562-92-7038
サークルＫ 一宮馬引店 ｲﾁﾉﾐﾔﾏﾋﾞｷﾃﾝ 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地 愛知県 0586-43-4100
サークルＫ 大平駒場店 ｵｵﾋﾗｺﾏﾊﾞﾃﾝ 444-0007 愛知県岡崎市大平町字駒場２９番地２ 愛知県 0564-25-2132
サークルＫ 尾頭橋通店 ｵﾄｳﾊﾞｼﾄﾞｵﾘﾃﾝ 454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号 愛知県 052-323-7344
サークルＫ 長興寺店 ﾁｮｳｺｳｼﾞﾃﾝ 471-0878 愛知県豊田市下林町５丁目２９番地４ 愛知県 0565-35-4855
サークルＫ 木瀬店 ｷｾﾃﾝ 470-0411 愛知県豊田市木瀬町檜本３０９番地１ 愛知県 0565-76-5587
サークルＫ 柵下町店 ｻｸｼﾀﾁｮｳﾃﾝ 457-0044 愛知県名古屋市南区柵下町２丁目８番地の２ 愛知県 052-824-4084
サークルＫ 上野店 ｳｴﾉﾃﾝ 441-8157 愛知県豊橋市上野町字上野２－１ 愛知県 0532-48-3668
サークルＫ 吉胡店 ﾖｼｺﾞﾃﾝ 441-3421 愛知県田原市田原町北荒井３３－１ 愛知県 0531-23-0773
サークルＫ 渥美保美店 ｱﾂﾐﾎﾐﾃﾝ 441-3614 愛知県田原市保美町丸池１２７－１ 愛知県 0531-32-3312
サークルＫ 水竹店 ﾐｽﾞﾀｹﾃﾝ 443-0005 愛知県蒲郡市水竹町一反田１４－１ 愛知県 0533-67-8731
サークルＫ 豊橋西部団地店 ﾄﾖﾊｼｾｲﾌﾞﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 441-8087 愛知県豊橋市牟呂町字百間１番地１ 愛知県 0532-48-6831
サークルＫ 豊橋浜道店 ﾄﾖﾊｼﾊﾏﾐﾁﾃﾝ 441-8117 愛知県豊橋市浜道町字新百々池７番地４ 愛知県 0532-38-0667
サークルＫ 牛川田ノ上店 ｳｼｶﾜﾀﾉｳｴﾃﾝ 440-0016 愛知県豊橋市牛川町字田ノ上８番地の５ 愛知県 0532-52-9851
サークルＫ 豊橋豊清店 ﾄﾖﾊｼﾎｳｾｲﾃﾝ 441-3115 愛知県豊橋市豊清町字篭田２３番地の１００ 愛知県 0532-41-8550
サークルＫ 田原六連店 ﾀﾊﾗﾑﾂﾚﾃﾝ 441-3413 愛知県田原市六連町東浜辺１６２番地２ 愛知県 0531-27-1022
サークルＫ 豊川城下店 ﾄﾖｶﾜｼﾛｼﾀﾃﾝ 442-0826 愛知県豊川市牛久保町城下６９番地１ 愛知県 0533-83-5771
サークルＫ 豊橋神野南店 ﾄﾖﾊｼｼﾞﾝﾉﾐﾅﾐﾃﾝ 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割５７番地 愛知県 0532-34-7810
サークルＫ 新城とよさか店 ｼﾝｼﾛﾄﾖｻｶﾃﾝ 441-1352 愛知県新城市豊栄９７番地の２１ 愛知県 0536-23-7287
サークルＫ 豊橋南栄店 ﾄﾖﾊｼﾐﾅﾐｻｶｴﾃﾝ 441-8107 愛知県豊橋市南栄町字空池２６番地 愛知県 0532-38-8590
サークルＫ 新城一鍬田店 ｼﾝｼﾛﾋﾄｸﾜﾀﾞﾃﾝ 441-1338 愛知県新城市一鍬田字北畑１８番地２ 愛知県 0536-24-6178
サークルＫ 豊橋緑ヶ丘店 ﾄﾖﾊｼﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 440-0004 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１ 愛知県 0532-62-1720
サークルＫ 豊橋大清水店 ﾄﾖﾊｼｵｵｼﾐｽﾞﾃﾝ 441-8133 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３ 愛知県 0532-44-8078
サークルＫ 小坂井町才ノ木店 ｺｻﾞｶｲﾁｮｳｻｲﾉｷﾃﾝ 441-0103 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１ 愛知県 0533-72-2478
サークルＫ 蒲郡大塚店 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｵｵﾂｶﾃﾝ 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２ 愛知県 0533-59-8279
サークルＫ 田原赤石店 ﾀﾊﾗｱｶｲｼﾃﾝ 441-3422 愛知県田原市赤石四丁目１５番地 愛知県 0531-24-0521
サークルＫ 田原古田町店 ﾀﾊﾗｺﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 441-3613 愛知県田原市古田町エゲノ前１８２番地 愛知県 0531-33-1778
サークルＫ 豊川八幡町店 ﾄﾖｶﾜﾔﾊﾀﾁｮｳﾃﾝ 442-0857 愛知県豊川市八幡町豊川西部土地区画整理１１５街区４ 愛知県 0533-88-8220
サークルＫ 豊橋賀茂町店 ﾄﾖﾊｼｶﾓﾁｮｳﾃﾝ 441-1101 愛知県豊橋市賀茂町字森信４２番地７ 愛知県 0532-88-6380
サークルＫ 蒲郡諏訪東店 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｽﾜﾋｶﾞｼﾃﾝ 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町諏訪東６番地１ 愛知県 0533-66-6141
サークルＫ 豊橋西口町店 ﾄﾖﾊｼﾆｼｸﾞﾁﾁｮｳﾃﾝ 440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番地１ 愛知県 0532-62-1610
サークルＫ 豊橋中浜店 ﾄﾖﾊｼﾅｶﾊﾏﾃﾝ 441-8065 愛知県豊橋市中浜町４７番地 愛知県 0532-48-8821
サークルＫ 豊川御油町店 ﾄﾖｶﾜｺﾞﾕﾁｮｳﾃﾝ 441-0211 愛知県豊川市御油町八面横３２番地１ 愛知県 0533-88-3338
サークルＫ 豊橋花田町店 ﾄﾖﾊｼﾊﾅﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 441-8019 愛知県豊橋市花田町字越水１４４番地 愛知県 0532-34-6067
サークルＫ 豊橋富士見店 ﾄﾖﾊｼﾌｼﾞﾐﾃﾝ 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９ 愛知県 0532-29-3955
サークルＫ 豊川赤坂町店 ﾄﾖｶﾜｱｶｻｶﾁｮｳﾃﾝ 441-0202 愛知県豊川市赤坂町御園７１番地１ 愛知県 0533-82-2073
サークルＫ 豊橋前田二丁目店 ﾄﾖﾊｼﾏｴﾀﾞ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 440-0814 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４ 愛知県 0532-57-6227
サークルＫ 豊橋植田店 ﾄﾖﾊｼｳｴﾀﾃﾝ 441-8134 愛知県豊橋市植田町字西新切１３番 愛知県 0532-29-7017
サークルＫ 蒲郡自動車学校店 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾞｯｺｳﾃ 443-0037 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５ 愛知県 0533-66-3028
サークルＫ 犬山清水店 ｲﾇﾔﾏｼﾐｽﾞﾃﾝ 484-0077 愛知県犬山市上野清水５０３番地 愛知県 0568-63-2223
サークルＫ 緑諸ノ木店 ﾐﾄﾞﾘﾓﾛﾉｷﾃﾝ 458-0818 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１ 愛知県 052-879-5160
サークルＫ 稲沢平和工業団地店 ｲﾅｻﾞﾜﾍｲﾜｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 490-1312 愛知県稲沢市平和町下三宅菱池９１９番地４ 愛知県 0567-47-1208
サークルＫ 豊山金剛店 ﾄﾖﾔﾏｺﾝｺﾞｳﾃﾝ 480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛１７番 愛知県 0568-39-1407
サークルＫ 大府共栄店 ｵｵﾌﾞｷｮｳｴｲﾃﾝ 474-0074 愛知県大府市共栄町七丁目９番地１２ 愛知県 0562-47-7830
サークルＫ 犬山羽黒新田店 ｲﾇﾔﾏﾊｸﾞﾛｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８ 愛知県 0568-69-5017
サークルＫ 岡崎河原町店 ｵｶｻﾞｷｶﾜﾗﾁｮｳﾃﾝ 444-2118 愛知県岡崎市河原町５番地８ 愛知県 0564-65-2858
サークルＫ 清須桃栄店 ｷﾖｽﾄｳｴｲﾃﾝ 452-0918 愛知県清須市桃栄三丁目１１９番地 愛知県 052-401-8310
サークルＫ 岡崎岡町保母店 ｵｶｻﾞｷｵｶﾁｮｳﾎﾎﾞﾃﾝ 444-0005 愛知県岡崎市岡町字北保母境３番地１ 愛知県 0564-57-1615
サークルＫ 清須学校橋東店 ｷﾖｽｶﾞｯｺｳﾊﾞｼﾋｶﾞｼﾃﾝ 452-0962 愛知県清須市春日焼田２９番地１ 愛知県 052-401-7141



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 知立本町店 ﾁﾘｭｳﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 472-0038 愛知県知立市本町本７４番地１ 愛知県 0566-84-4111
サークルＫ 一宮千秋佐野店 ｲﾁﾉﾐﾔﾁｱｷｻﾉﾃﾝ 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１ 愛知県 0586-75-2560
サークルＫ 佐屋駅西店 ｻﾔｴｷﾆｼﾃﾝ 496-0902 愛知県愛西市須依町須賀割２１０８番地８ 愛知県 0567-22-3206
サークルＫ 大府大東町店 ｵｵﾌﾞﾀﾞｲﾄｳﾁｮｳﾃﾝ 474-0023 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１ 愛知県 0562-45-6282
サークルＫ 一宮小信中島北店 ｲﾁﾉﾐﾔｺﾉﾌﾞﾅｶｼﾏｷﾀﾃﾝ 494-0007 愛知県一宮市小信中島字西九反３９番地１ 愛知県 0586-63-1719
サークルＫ 八事弥生が岡店 ﾔｺﾞﾄﾔﾖｲｶﾞｵｶﾃﾝ 468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地 愛知県 052-861-1230
サークルＫ 知多新舞子店 ﾁﾀｼﾝﾏｲｺﾃﾝ 478-0037 愛知県知多市新舞子東町一丁目１番７ 愛知県 0569-44-0115
サークルＫ 港宝神店 ﾐﾅﾄﾎｳｼﾞﾝﾃﾝ 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神五丁目３００３番地 愛知県 052-382-4515
サークルＫ 大口中小口店 ｵｵｸﾞﾁﾅｶｵｸﾞﾁﾃﾝ 480-0142 愛知県丹羽郡大口町中小口三丁目５８番地の１ 愛知県 0587-94-2515
サークルＫ 港築地口店 ﾐﾅﾄﾂｷｼﾞｸﾞﾁﾃﾝ 455-0037 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号 愛知県 052-659-4414
サークルＫ 一宮小信中島東店 ｲﾁﾉﾐﾔｺﾉﾌﾞﾅｶｼﾏﾋｶﾞｼﾃﾝ 494-0007 愛知県一宮市小信中島字仁井西２９番地１ 愛知県 0586-63-1130
サークルＫ 大府中央一丁目店 ｵｵﾌﾞﾁｭｳｵｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 474-0025 愛知県大府市中央町一丁目２２０番地 愛知県 0562-45-6588
サークルＫ 田原豊島店 ﾀﾊﾗﾄｼﾏﾃﾝ 441-3417 愛知県田原市豊島町天白５１番地１ 愛知県 0531-23-1158
サークルＫ 新船町二丁目店 ｼﾝﾌﾈﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0071 愛知県名古屋市港区新船町二丁目１番地４ 愛知県 052-659-1023
サークルＫ 中川住宅西店 ﾅｶｶﾞﾜｼﾞｭｳﾀｸﾆｼﾃﾝ 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地 愛知県 052-365-1508
サークルＫ 楠あじま三丁目店 ｸｽﾉｷｱｼﾞﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0014 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地 愛知県 052-909-7667
サークルＫ 岡崎筒針店 ｵｶｻﾞｷﾂﾂﾊﾞﾘﾃﾝ 444-0932 愛知県岡崎市筒針町字池田１８６番地２ 愛知県 0564-33-5337
サークルＫ 豊田三軒町店 ﾄﾖﾀｻﾝｹﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 471-0037 愛知県豊田市三軒町八丁目３番地 愛知県 0565-36-0608
サークルＫ 愛西西新田店 ｱｲｻｲﾆｼｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 496-0903 愛知県愛西市内佐屋町西新田１６番地１ 愛知県 0567-22-2420
サークルＫ 三河豊田駅前店 ﾐｶﾜﾄﾖﾀｴｷﾏｴﾃﾝ 471-0833 愛知県豊田市山之手四丁目１５２番地 愛知県 0565-25-1132
サークルＫ 蟹江新田店 ｶﾆｴｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１ 愛知県 0567-94-0323
サークルＫ 津島東公園前店 ﾂｼﾏﾋｶﾞｼｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 496-0072 愛知県津島市南新開町二丁目２７２番地２ 愛知県 0567-22-2158
サークルＫ 中村笈瀬通店 ﾅｶﾑﾗｵｲｾﾄﾞｵﾘﾃﾝ 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤四丁目１番１８号フタバビル１Ｆ 愛知県 052-454-3073
サークルＫ 二女子店 ﾆﾆｮｼﾃﾝ 454-0036 愛知県名古屋市中川区二女子町一丁目２番地 愛知県 052-369-2150
サークルＫ ミニタイホウ刈谷南店 ﾐﾆﾀｲﾎｳｶﾘﾔﾐﾅﾐﾃﾝ 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町北藤１番地１１ 愛知県 0566-63-5788
サークルＫ ミニささしま店 ﾐﾆｻｻｼﾏﾃﾝ 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目６０番５号 愛知県 052-533-1570
サークルＫ 豊田浄水町原山店 ﾄﾖﾀｼﾞｮｳｽｲﾁｮｳﾊﾗﾔﾏﾃﾝ 470-0343 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地 愛知県 0565-44-8668
サークルＫ 千種本山店 ﾁｸｻﾓﾄﾔﾏﾃﾝ 464-0035 愛知県名古屋市千種区橋本町一丁目６９番地 愛知県 052-789-1267
サークルＫ 吉津二丁目店 ﾖｼﾂﾞ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地 愛知県 052-439-0466
サークルＫ 藤前四丁目店 ﾌｼﾞﾏｴ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前四丁目９１５番地 愛知県 052-309-3513
サークルＫ 岡崎島坂店 ｵｶｻﾞｷｼﾏｻｶﾃﾝ 444-0937 愛知県岡崎市島坂町字河原１番地５ 愛知県 0564-33-5065
サークルＫ 徳川町店 ﾄｸｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 461-0023 愛知県名古屋市東区徳川町１４０３番地 愛知県 052-979-2050
サークルＫ 名古屋大須観音店 ﾅｺﾞﾔｵｵｽｶﾝﾉﾝﾃﾝ 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号 愛知県 052-209-5539
サークルＫ 豊橋杉山町店 ﾄﾖﾊｼｽｷﾞﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 441-3302 愛知県豊橋市杉山町字向山下７９番地 愛知県 0532-29-2001
サークルＫ 名古屋東新町店 ﾅｺﾞﾔﾄｳｼﾝﾁｮｳﾃﾝ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目６番１５号 愛知県 052-238-4915
サークルＫ 稲沢北島五丁目店 ｲﾅｻﾞﾜｷﾀｼﾞﾏ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 492-8410 愛知県稲沢市北島五丁目９５番地１ 愛知県 0587-34-4150
サークルＫ 西尾永楽町店 ﾆｼｵｴｲﾗｸﾁｮｳﾃﾝ 445-0854 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地 愛知県 0563-55-3508
サークルＫ 緑区緑高校前店 ﾐﾄﾞﾘｸﾐﾄﾞﾘｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７ 愛知県 052-626-1205
サークルＫ 安城大東町南店 ｱﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲﾄｳﾁｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 446-0065 愛知県安城市大東町７番２４号 愛知県 0566-71-0012
サークルＫ 庄内通店 ｼｮｳﾅｲﾄﾞｵﾘﾃﾝ 451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通三丁目１７番地 愛知県 052-532-0676
サークルＫ 豊田平芝店 ﾄﾖﾀﾋﾗｼﾊﾞﾃﾝ 471-0065 愛知県豊田市平芝町７丁目２４番地８ 愛知県 0565-34-5589
サークルＫ 西尾戸ケ崎店 ﾆｼｵﾄｶﾞｻｷﾃﾝ 445-0075 愛知県西尾市戸ケ崎二丁目１１番地４ 愛知県 0563-54-6444
サークルＫ 豊田野口町店 ﾄﾖﾀﾉｸﾞﾁﾁｮｳﾃﾝ 470-0314 愛知県豊田市野口町水別日陰３８２番地４ 愛知県 0565-42-1331
サークルＫ 春日井神屋店 ｶｽｶﾞｲｶﾐﾔﾃﾝ 480-0304 愛知県春日井市神屋町１７７８番地の２ 愛知県 0568-88-5873
サークルＫ 木曽川黒田店 ｷｿｶﾞﾜｸﾛﾀﾞﾃﾝ 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田酉新田中ノ切１４番地 愛知県 0586-86-1525
サークルＫ 太子二丁目店 ﾀｲｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 458-0823 愛知県名古屋市緑区太子二丁目１番地 愛知県 052-623-9259
サークルＫ 一宮花池店 ｲﾁﾉﾐﾔﾊﾅｲｹﾃﾝ 491-0914 愛知県一宮市花池三丁目１１番１０号 愛知県 0586-46-6650
サークルＫ 豊明阿野町店 ﾄﾖｱｹｱﾉﾁｮｳﾃﾝ 470-1142 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１ 愛知県 0562-92-8415
サークルＫ 三好丘桜店 ﾐﾖｼｶﾞｵｶｻｸﾗﾃﾝ 470-0204 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１ 愛知県 0561-36-6489
サークルＫ 東浦役場前店 ﾋｶﾞｼｳﾗﾔｸﾊﾞﾏｴﾃﾝ 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地 愛知県 0562-84-5188
サークルＫ 西尾伊藤町店 ﾆｼｵｲﾄｳﾁｮｳﾃﾝ 445-0806 愛知県西尾市伊藤四丁目５番地１ 愛知県 0563-53-1532
サークルＫ 小渡店 ｵﾄﾞﾃﾝ 444-2846 愛知県豊田市小渡町船戸５７番地６ 愛知県 0565-68-2519
サークルＫ 岡崎生平町店 ｵｶｻﾞｷｵｲﾀﾞｲﾗﾁｮｳﾃﾝ 444-3334 愛知県岡崎市生平町字西高根１番地９ 愛知県 0564-47-2299
サークルＫ 刈谷南店 ｶﾘﾔﾐﾅﾐﾃﾝ 448-0803 愛知県刈谷市場割町２丁目３番地５ 愛知県 0566-28-6650
サークルＫ 広瀬店 ﾋﾛｾﾃﾝ 470-0309 愛知県豊田市西広瀬町西前８２番地１ 愛知県 0565-41-2311
サークルＫ 大同町店 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾁｮｳﾃﾝ 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５ 愛知県 052-613-5630
サークルＫ 御立店 ﾐﾀﾁﾃﾝ 471-0805 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３ 愛知県 0565-88-1400
サークルＫ 尾西かごや店 ﾋﾞｻｲｶｺﾞﾔﾃﾝ 494-0002 愛知県一宮市篭屋３丁目１番１５号 愛知県 0586-43-1155
サークルＫ 豊明西川店 ﾄﾖｱｹﾆｼｶﾜﾃﾝ 470-1121 愛知県豊明市西川町広原２３番地の４ 愛知県 0562-95-4303
サークルＫ 長久手蟹原店 ﾅｶﾞｸﾃｶﾆﾊﾗﾃﾝ 480-1142 愛知県長久手市蟹原６０６番地 愛知県 0561-61-0290
サークルＫ 刈谷西店 ｶﾘﾔﾆｼﾃﾝ 448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町１丁目９番地２ 愛知県 0566-24-7133
サークルＫ 新岡崎中町店 ｼﾝｵｶｻﾞｷﾅｶﾏﾁﾃﾝ 444-0016 愛知県岡崎市元欠町一丁目３番地 愛知県 0564-26-6878
サークルＫ 大井橋店 ｵｵｲﾊﾞｼﾃﾝ 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目２０番１６号 愛知県 052-323-2709
サークルＫ 三好井之口店 ﾐﾖｼｲﾉｸﾞﾁﾃﾝ 470-0224 愛知県みよし市三好町森曽２番地１ 愛知県 0561-32-4830
サークルＫ 駈上店 ｶｹｱｹﾞﾃﾝ 457-0007 愛知県名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号 愛知県 052-823-2273
サークルＫ 稲場町店 ｲﾅﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 448-0045 愛知県刈谷市新富町４丁目８１１番地 愛知県 0566-62-1181
サークルＫ 稲武町店 ｲﾅﾌﾞﾁｮｳﾃﾝ 441-2524 愛知県豊田市黒田町尾知６２番地２ 愛知県 0565-82-3833
サークルＫ 豊明神明店 ﾄﾖｱｹｼﾝﾒｲﾃﾝ 470-1101 愛知県豊明市沓掛町前田２番地の５ 愛知県 0562-93-3171
サークルＫ 甚目寺八尻店 ｼﾞﾓｸｼﾞﾊﾁｼﾞﾘﾃﾝ 490-1111 愛知県あま市甚目寺八尻１０５番地 愛知県 052-445-7841
サークルＫ 豊山和合橋店 ﾄﾖﾔﾏﾜｺﾞｳﾊﾞｼﾃﾝ 480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東川４７番地 愛知県 0568-29-2819
サークルＫ 岡崎井内町店 ｵｶｻﾞｷｲﾅｲﾁｮｳﾃﾝ 444-0203 愛知県岡崎市井内町字川田１６番地１ 愛知県 0564-54-2831
サークルＫ 瀬戸北山店 ｾﾄｷﾀﾔﾏﾃﾝ 489-0984 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１ 愛知県 0561-88-1316
サークルＫ 豊田中町店 ﾄﾖﾀﾅｶﾏﾁﾃﾝ 473-0913 愛知県豊田市竹元町和光１６番地１ 愛知県 0565-54-7397
サークルＫ 瀬戸紺屋田店 ｾﾄｺﾝﾔﾀﾞﾃﾝ 489-0035 愛知県瀬戸市紺屋田町２２番地の２ 愛知県 0561-88-2007
サークルＫ 安城榎前店 ｱﾝｼﾞｮｳｴﾉｷﾏｴﾃﾝ 444-1214 愛知県安城市榎前町北山１０番地６ 愛知県 0566-92-8288
サークルＫ 東海中ノ池店 ﾄｳｶｲﾅｶﾉｲｹﾃﾝ 477-0033 愛知県東海市中ノ池４丁目３番地の７ 愛知県 0562-33-1508
サークルＫ 小牧中央四丁目店 ｺﾏｷﾁｭｳｵｳ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 485-0029 愛知県小牧市中央四丁目７８番地 愛知県 0568-41-7656
サークルＫ 矢作小河原店 ﾔﾊｷﾞｵｶﾞﾊﾗﾃﾝ 444-0943 愛知県岡崎市矢作町字小河原９９番地１ 愛知県 0564-32-7099
サークルＫ 設楽町清崎店 ｼﾀﾗﾁｮｳｷﾖｻｷﾃﾝ 441-2302 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５ 愛知県 0536-62-2030
サークルＫ 豊明鎗ヶ名店 ﾄﾖｱｹﾔﾘｶﾞﾅﾃﾝ 470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名１８７８番地１ 愛知県 0562-95-0595
サークルＫ 知多岡田店 ﾁﾀｵｶﾀﾞﾃﾝ 478-0062 愛知県知多市岡田美里町２１番地 愛知県 0562-55-2177
サークルＫ 大口新宮二丁目店 ｵｵｸﾞﾁｼﾝﾐﾔ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮二丁目４８番地 愛知県 0587-95-8868
サークルＫ 中央市場前店 ﾁｭｳｵｳｼｼﾞｮｳﾏｴﾃﾝ 456-0073 愛知県名古屋市熱田区千代田町１番１号 愛知県 052-678-7380
サークルＫ 高蔵寺サンマルシェ店 ｺｳｿﾞｳｼﾞｻﾝﾏﾙｼｪﾃﾝ 487-0011 愛知県春日井市中央台二丁目４番地の８ 愛知県 0568-92-7100
サークルＫ 緑浦里店 ﾐﾄﾞﾘｳﾗｻﾄﾃﾝ 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里三丁目２３５番地 愛知県 052-896-8525
サークルＫ 岡崎美合店 ｵｶｻﾞｷﾐｱｲﾃﾝ 444-0803 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６ 愛知県 0564-58-1800
サークルＫ 楠一丁目店 ｸｽﾉｷ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0012 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１ 愛知県 052-902-9555
サークルＫ 岡崎上地店 ｵｶｻﾞｷｳｴﾁﾞﾃﾝ 444-0823 愛知県岡崎市上地三丁目４９番地９ 愛知県 0564-54-2284
サークルＫ 東海加木屋町店 ﾄｳｶｲｶｷﾞﾔﾏﾁﾃﾝ 477-0032 愛知県東海市加木屋町二丁目１８９番地 愛知県 0562-35-0535
サークルＫ 一宮おおけ店 ｲﾁﾉﾐﾔｵｵｹﾃﾝ 491-0132 愛知県一宮市大字大毛字丸田７１番地５ 愛知県 0586-51-7665
サークルＫ 新赤坪店 ｼﾝｱｶﾂﾎﾞﾃﾝ 457-0054 愛知県名古屋市南区砂口町１８番地の１ 愛知県 052-821-7965
サークルＫ 一宮花井方店 ｲﾁﾉﾐﾔﾊﾅｲｶﾞﾀﾃﾝ 491-0351 愛知県一宮市萩原町花井方字宮前３５番地３ 愛知県 0586-69-3112
サークルＫ 春日井丁田橋店 ｶｽｶﾞｲﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼﾃﾝ 486-0841 愛知県春日井市南下原町４丁目１６番地２ 愛知県 0568-84-8555
サークルＫ 魚の棚通店 ｳｵﾉﾀﾅﾄﾞｵﾘﾃﾝ 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号 愛知県 052-961-6767
サークルＫ 笠寺西門店 ｶｻﾃﾞﾗﾆｼﾓﾝﾃﾝ 457-0058 愛知県名古屋市南区前浜通七丁目３４番地 愛知県 052-824-0401
サークルＫ 祖父江中屋敷店 ｿﾌﾞｴﾅｶﾔｼｷﾃﾝ 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地 愛知県 0587-81-0078
サークルＫ 豊田井上店 ﾄﾖﾀｲﾉｳｴﾃﾝ 470-0372 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１ 愛知県 0565-45-4147
サークルＫ 知立上重原店 ﾁﾘｭｳｶﾐｼｹﾞﾊﾗﾃﾝ 472-0026 愛知県知立市上重原町本郷２０６番地２ 愛知県 0566-84-3977
サークルＫ ナゴヤドーム前店 ﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑﾏｴﾃﾝ 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目６番８号 愛知県 052-711-5501
サークルＫ 津島宮川店 ﾂｼﾏﾐﾔｶﾞﾜﾃﾝ 496-0855 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１ 愛知県 0567-26-6114



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 安城桜町店 ｱﾝｼﾞｮｳｻｸﾗﾏﾁﾃﾝ 446-0041 愛知県安城市桜町４－１ 愛知県 0566-72-3666
サークルＫ 江南飛高町店 ｺｳﾅﾝﾋﾀﾞｶﾁｮｳﾃﾝ 483-8068 愛知県江南市飛高町本町２００番地 愛知県 0587-53-2772
サークルＫ 大府北山町店 ｵｵﾌﾞｷﾀﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 474-0072 愛知県大府市北山町一丁目６５番地 愛知県 0562-44-7317
サークルＫ 幸田六栗店 ｺｳﾀﾑﾂｸﾞﾘﾃﾝ 444-0122 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１ 愛知県 0564-63-6296
サークルＫ 中江二丁目店 ﾅｶｴ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 457-0004 愛知県名古屋市南区中江二丁目１０番２７号 愛知県 052-811-8110
サークルＫ 佐織勝幡店 ｻｵﾘｼｮﾊﾞﾀﾃﾝ 496-8001 愛知県愛西市勝幡町駅東２２番地２ 愛知県 0567-23-6056
サークルＫ 砂田橋五丁目店 ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号 愛知県 052-722-7411
サークルＫ 辻畑町店 ﾂｼﾞﾊﾞﾀﾁｮｳﾃﾝ 454-0827 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地 愛知県 052-352-3821
サークルＫ 大口余野店 ｵｵｸﾞﾁﾖﾉﾃﾝ 480-0146 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地 愛知県 0587-95-5870
サークルＫ 鏡池通店 ｶｶﾞﾐｲｹﾄﾞｵﾘﾃﾝ 464-0816 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１ 愛知県 052-782-3032
サークルＫ 佐織諏訪店 ｻｵﾘｽﾜﾃﾝ 496-8011 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１ 愛知県 0567-23-6150
サークルＫ 小牧中宮店 ｺﾏｷﾅｶﾐﾔﾃﾝ 485-0037 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１ 愛知県 0568-75-3925
サークルＫ 辰巳町店 ﾀﾂﾐﾁｮｳﾃﾝ 455-0003 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号 愛知県 052-653-6230
サークルＫ 小牧下小針店 ｺﾏｷｼﾓｵﾊﾞﾘﾃﾝ 485-0051 愛知県小牧市下小針中島三丁目２１０番地の５ 愛知県 0568-76-7801
サークルＫ 新港西福田店 ｼﾝﾐﾅﾄﾆｼﾌｸﾀﾃﾝ 455-0874 愛知県名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２ 愛知県 052-301-0509
サークルＫ 犬山橋爪店 ｲﾇﾔﾏﾊｼﾂﾞﾒﾃﾝ 484-0076 愛知県犬山市大字橋爪字止々馬木４３番地 愛知県 0568-61-6013
サークルＫ 星ヶ丘ターミナル店 ﾎｼｶﾞｵｶﾀｰﾐﾅﾙﾃﾝ 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地 愛知県 052-783-2102
サークルＫ 安城横山南店 ｱﾝｼﾞｮｳﾖｺﾔﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 446-0045 愛知県安城市横山町横山３１６番地７ 愛知県 0566-71-4305
サークルＫ 春日井追進町店 ｶｽｶﾞｲﾂｲｼﾝﾁｮｳﾃﾝ 486-0952 愛知県春日井市追進町１丁目７番地 愛知県 0568-34-1013
サークルＫ 幸田大正店 ｺｳﾀﾀｲｼｮｳﾃﾝ 444-0111 愛知県額田郡幸田町大字高力字沖原１番地３ 愛知県 0564-62-6862
サークルＫ 一宮下浅野店 ｲﾁﾉﾐﾔｼﾓｱｻﾉﾃﾝ 491-0871 愛知県一宮市大字浅野字寺西１６番地の１ 愛知県 0586-81-2363
サークルＫ 大治西條店 ｵｵﾊﾙﾆｼｼﾞｮｳﾃﾝ 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字大門先３４番地 愛知県 052-443-5705
サークルＫ 如意三丁目店 ﾆｮｲ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0007 愛知県名古屋市北区如意三丁目９３番地 愛知県 052-909-6265
サークルＫ 豊田若林東店 ﾄﾖﾀﾜｶﾊﾞﾔｼﾋｶﾞｼﾃﾝ 473-0914 愛知県豊田市若林東町竹陽５７番地４ 愛知県 0565-54-0128
サークルＫ 西尾善明店 ﾆｼｵｾﾞﾝﾐｮｳﾃﾝ 445-0033 愛知県西尾市室町雲地３９番地１ 愛知県 0563-52-0488
サークルＫ 小牧三ッ渕店 ｺﾏｷﾐﾂﾌﾞﾁﾃﾝ 485-0075 愛知県小牧市大字三ッ渕字新田前２２１６番地３ 愛知県 0568-74-6114
サークルＫ 笹島南店 ｻｻｼﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２１番１２号 愛知県 052-533-2310
サークルＫ 朝日丸の内ビル店 ｱｻﾋﾏﾙﾉｳﾁﾋﾞﾙﾃﾝ 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２１番２０号 愛知県 052-954-8661
サークルＫ 植田南一丁目店 ｳｴﾀﾞﾐﾅﾐ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地 愛知県 052-808-2245
サークルＫ 丸野町店 ﾏﾙﾉﾁｮｳﾃﾝ 452-0835 愛知県名古屋市西区丸野二丁目１３７番地 愛知県 052-501-6670
サークルＫ 春日井西本町店 ｶｽｶﾞｲﾆｼﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 486-0958 愛知県春日井市西本町一丁目１番地の１５ 愛知県 0568-34-0730
サークルＫ 尾張旭桜ヶ丘店 ｵﾜﾘｱｻﾋｻｸﾗｶﾞｵｶﾃﾝ 488-0859 愛知県尾張旭市桜ヶ丘町一丁目３７番地 愛知県 0561-55-3515
サークルＫ 安城井杭山町店 ｱﾝｼﾞｮｳｲｸﾞｲﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 446-0074 愛知県安城市井杭山町高見１番地３ 愛知県 0566-73-9898
サークルＫ 港金船町店 ﾐﾅﾄｶﾈﾌﾈﾁｮｳﾃﾝ 455-0063 愛知県名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９ 愛知県 052-652-3030
サークルＫ 天子田一丁目店 ｱﾏｺﾀﾞ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地 愛知県 052-775-6001
サークルＫ 千種若水店 ﾁｸｻﾜｶﾐｽﾞﾃﾝ 464-0071 愛知県名古屋市千種区若水三丁目６番５号 愛知県 052-711-7180
サークルＫ 東海しあわせ村店 ﾄｳｶｲｼｱﾜｾﾑﾗﾃﾝ 476-0003 愛知県東海市荒尾町清水入２４番地１ 愛知県 052-602-2421
サークルＫ 刈谷宝町店 ｶﾘﾔﾀｶﾗﾏﾁﾃﾝ 448-0847 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４ 愛知県 0566-63-6554
サークルＫ 稲沢天池店 ｲﾅｻﾞﾜｱﾏｲｹﾃﾝ 492-8274 愛知県稲沢市天池光田町９４番地３ 愛知県 0587-33-7033
サークルＫ 地下鉄金山店 ﾁｶﾃﾂｶﾅﾔﾏﾃﾝ 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号 愛知県 052-332-2310
サークルＫ 春日井坂下七丁目店 ｶｽｶﾞｲｻｶｼﾀ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 480-0305 愛知県春日井市坂下町七丁目７９５番地の４ 愛知県 0568-88-4555
サークルＫ 城西二丁目店 ｼﾞｮｳｻｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 451-0031 愛知県名古屋市西区城西二丁目４番７号 愛知県 052-523-1718
サークルＫ 熱田伝馬町店 ｱﾂﾀﾃﾝﾏﾁｮｳﾃﾝ 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号 愛知県 052-680-1040
サークルＫ 稲沢一色下方町店 ｲﾅｻﾞﾜｲｯｼｷｼﾓｶﾀﾁｮｳﾃﾝ 492-8365 愛知県稲沢市一色下方町２８５番地３ 愛知県 0587-36-7871
サークルＫ 一宮馬寄店 ｲﾁﾐﾔｳﾏﾖｾﾃﾝ 491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字観音堂４８番地の１ 愛知県 0586-24-4702
サークルＫ 天白こうのす店 ﾃﾝﾊﾟｸｺｳﾉｽﾃﾝ 468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣１丁目２４１２番地 愛知県 052-800-8081
サークルＫ 幸田ふこうず店 ｺｳﾀﾌｺｳｽﾞﾃﾝ 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２ 愛知県 0564-63-2318
サークルＫ 本陣通店 ﾎﾝｼﾞﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地 愛知県 052-483-1236
サークルＫ 安城池浦店 ｱﾝｼﾞｮｳｲｹｳﾗﾃﾝ 446-0066 愛知県安城市池浦町丸田１４７番地１ 愛知県 0566-79-0322
サークルＫ 安城大北店 ｱﾝｼﾞｮｳｵｵｷﾀﾃﾝ 444-1221 愛知県安城市和泉町大北４６番地１ 愛知県 0566-92-4133
サークルＫ 岡崎法性寺店 ｵｶｻﾞｷﾎｯｼｮｳｼﾞﾃﾝ 444-0206 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内３０番地１ 愛知県 0564-55-3008
サークルＫ 岩倉新柳町店 ｲﾜｸﾗｼﾝﾔﾅｷﾞﾏﾁﾃﾝ 482-0021 愛知県岩倉市新柳町１丁目６番地 愛知県 0587-37-2366
サークルＫ 半田青山店 ﾊﾝﾀﾞｱｵﾔﾏﾃﾝ 475-0836 愛知県半田市青山４丁目４番地１０ 愛知県 0569-26-7501
サークルＫ 天白元八事店 ﾃﾝﾊﾟｸﾓﾄﾔｺﾞﾄﾃﾝ 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地 愛知県 052-833-6060
サークルＫ 豊田市木店 ﾄﾖﾀｲﾁｷﾃﾝ 471-0006 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３ 愛知県 0565-88-5580
サークルＫ 金山正木橋店 ｶﾅﾔﾏﾏｻｷﾊﾞｼﾃﾝ 460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目５番１０号 愛知県 052-331-5781
サークルＫ 当知住宅東店 ﾄｳﾁｼﾞｭｳﾀｸﾋｶﾞｼﾃﾝ 455-0804 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地 愛知県 052-389-1881
サークルＫ 中村岩上町店 ﾅｶﾑﾗｲﾜｶｲﾐﾁｮｳﾃﾝ 453-0847 愛知県名古屋市中村区岩上町８６番地 愛知県 052-413-2707
サークルＫ 東あじま三丁目店 ﾋｶﾞｼｱｼﾞﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0013 愛知県名古屋市北区東味鋺三丁目６０２番地 愛知県 052-903-7697
サークルＫ 熱田船方店 ｱﾂﾀﾌﾅｶﾀﾃﾝ 456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番二丁目８番１１号 愛知県 052-654-9111
サークルＫ 佐織古瀬店 ｻｵﾘｺｾﾃﾝ 496-8004 愛知県愛西市古瀬町村前７２番地２ 愛知県 0567-28-1050
サークルＫ 豊田上郷店 ﾄﾖﾀｶﾐｺﾞｳﾃﾝ 470-1218 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５ 愛知県 0565-25-9003
サークルＫ 半田緑ヶ丘店 ﾊﾝﾀﾞﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１ 愛知県 0569-29-5657
サークルＫ 鞍ヶ池ＰＡ店 ｸﾗｶﾞｲｹﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱﾃﾝ 471-0002 愛知県豊田市矢並町法沢７３１番地１ 愛知県 0565-89-0235
サークルＫ 長久手南店 ﾅｶﾞｸﾃﾐﾅﾐﾃﾝ 480-1146 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地 愛知県 0561-65-0774
サークルＫ 小牧文津店 ｺﾏｷﾌﾐﾂﾃﾝ 485-0827 愛知県小牧市大字文津字山岸１０２０番地４ 愛知県 0568-77-6619
サークルＫ 緑伝治山店 ﾐﾄﾞﾘﾃﾞﾝｼﾞﾔﾏﾃﾝ 458-0845 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地 愛知県 052-892-7775
サークルＫ 阿久比白沢店 ｱｸﾞｲｼﾗｻﾜﾃﾝ 470-2201 愛知県知多郡阿久比町大字白沢字二反ノ田５４番地５ 愛知県 0569-48-8226
サークルＫ 高浜屋敷町四丁目店 ﾀｶﾊﾏﾔｼｷﾁｮｳ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 444-1331 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２ 愛知県 0566-52-8651
サークルＫ 豊田宮町店 ﾄﾖﾀﾐﾔﾏﾁﾃﾝ 471-0043 愛知県豊田市宮町七丁目１５７番地２ 愛知県 0565-36-5618
サークルＫ 県立武道館前店 ｹﾝﾘﾂﾌﾞﾄﾞｳｶﾝﾏｴﾃﾝ 455-0077 愛知県名古屋市港区小割通二丁目３番地 愛知県 052-659-2188
サークルＫ 豊田貝津町店 ﾄﾖﾀｶｲﾂﾞﾁｮｳﾃﾝ 470-0348 愛知県豊田市貝津町箕輪２０３番地１ 愛知県 0565-46-9292
サークルＫ 港木場店 ﾐﾅﾄｷﾊﾞﾃﾝ 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９番地の５２ 愛知県 052-694-5056
サークルＫ 豊橋多米東町三丁目店 ﾄﾖﾊｼﾀﾒﾋｶﾞｼﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 440-0028 愛知県豊橋市多米東町三丁目３４番地２ 愛知県 0532-69-1220
サークルＫ 佐布里城山下店 ｿｳﾘｼﾞｮｳﾔﾏｼﾀﾃﾝ 478-0015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９ 愛知県 0562-54-0131
サークルＫ 葵店 ｱｵｲﾃﾝ 461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目１９番１９号 愛知県 052-979-2018
サークルＫ 大口大屋敷一丁目店 ｵｵｸﾞﾁｵｵﾔｼｷ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 480-0137 愛知県丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地 愛知県 0587-94-3553
サークルＫ 東郷町白鳥店 ﾄｳｺﾞｳﾁｮｳｼﾗﾄﾘﾃﾝ 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１ 愛知県 0561-37-5222
サークルＫ 金山駅北店 ｶﾅﾔﾏｴｷｷﾀﾃﾝ 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１６番８号 愛知県 052-339-5538
サークルＫ 犬山桜海道一丁目店 ｲﾇﾔﾏｻｸﾗｶｲﾄﾞｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 484-0804 愛知県犬山市羽黒桜海道一丁目１０番地８ 愛知県 0568-69-1550
サークルＫ みよし市東山台店 ﾐﾖｼｼﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞｲﾃﾝ 470-0212 愛知県みよし市東山台３２番地２ 愛知県 0561-33-5051
サークルＫ 安城警察署西店 ｱﾝｼﾞｮｳｹｲｻﾂｼｮﾆｼﾃﾝ 446-0045 愛知県安城市横山町下毛賀知１４１番地６ 愛知県 0566-73-5667
サークルＫ 名東藤見が丘東店 ﾒｲﾄｳﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶﾋｶﾞｼﾃﾝ 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘２４番地 愛知県 052-769-1270
サークルＫ 守山上志段味店 ﾓﾘﾔﾏｶﾐｼﾀﾞﾐﾃﾝ 463-0001 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字所下１０４６番地の１ 愛知県 052-739-3683
サークルＫ 一宮小日比野店 ｲﾁﾉﾐﾔｺﾋﾋﾞﾉﾃﾝ 491-0104 愛知県一宮市浅井町小日比野字本郷２２番地 愛知県 0586-53-3911
サークルＫ 西神の倉店 ﾆｼｶﾐﾉｸﾗﾃﾝ 458-0809 愛知県名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地 愛知県 052-878-0026
サークルＫ 安城上条店 ｱﾝｼﾞｮｳｼﾞｮｳｼﾞｮｳﾃﾝ 446-0023 愛知県安城市上条町根崎３９番３ 愛知県 0566-73-5040
サークルＫ 名東延珠町店 ﾒｲﾄｳｴﾝｼﾞｭﾁｮｳﾃﾝ 465-0003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地 愛知県 052-773-7078
サークルＫ 豊田京町店 ﾄﾖﾀｷｮｳﾏﾁﾃﾝ 471-0063 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４ 愛知県 0565-36-5033
サークルＫ 豊田東保見町店 ﾄﾖﾀﾋｶﾞｼﾎﾐﾁｮｳﾃﾝ 470-0345 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１ 愛知県 0565-43-1007
サークルＫ 安城和泉東店 ｱﾝｼﾞｮｳｲｽﾞﾐﾋｶﾞｼﾃﾝ 444-1221 愛知県安城市和泉町東山６５番地２ 愛知県 0566-73-8065
サークルＫ 桜通本町店 ｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２０－１９ 愛知県 052-218-6146
サークルＫ 北名古屋熊之庄店 ｷﾀﾅｺﾞﾔｸﾏﾉｼｮｳﾃﾝ 481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１ 愛知県 0568-27-2747
サークルＫ 半田南本町店 ﾊﾝﾀﾞﾐﾅﾐﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 475-0882 愛知県半田市南本町一丁目２７番地 愛知県 0569-25-4556
サークルＫ 豊田上野町店 ﾄﾖﾀｳｴﾉﾁｮｳﾃﾝ 471-0015 愛知県豊田市上野町八丁目１６１番地８ 愛知県 0565-87-2012
サークルＫ 豊田美里四丁目店 ﾄﾖﾀﾐｻﾄ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 471-0805 愛知県豊田市美里四丁目３番地７２ 愛知県 0565-87-1061
サークルＫ 大府共和西店 ｵｵﾌﾞｷｮｳﾜﾆｼﾃﾝ 474-0062 愛知県大府市共西町一丁目６２番 愛知県 0562-45-5592
サークルＫ 西尾上町東店 ﾆｼｵｶﾐﾏﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ 445-0894 愛知県西尾市上町沖道５９番２ 愛知県 0563-64-3007
サークルＫ 大府東新町店 ｵｵﾌﾞﾄｳｼﾝﾁｮｳﾃﾝ 474-0073 愛知県大府市東新町四丁目８２番地 愛知県 0562-45-4333
サークルＫ 春日井王子町店 ｶｽｶﾞｲｵｳｼﾞﾁｮｳﾃﾝ 486-0834 愛知県春日井市王子町１番 愛知県 0568-86-9161



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 三条一丁目店 ｻﾝｼﾞｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 457-0866 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号 愛知県 052-698-7041
サークルＫ 岡崎羽根北町店 ｵｶｻﾞｷﾊﾈｷﾀﾏﾁﾃﾝ 444-0831 愛知県岡崎市羽根北町五丁目８番地５ 愛知県 0564-72-5448
サークルＫ 中川富田公園東店 ﾅｶｶﾞﾜﾄﾐﾀｺｳｴﾝﾋｶﾞｼﾃﾝ 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田一丁目９８番地２ 愛知県 052-439-1688
サークルＫ 名東引山店 ﾒｲﾄｳﾋｷﾔﾏﾃﾝ 465-0002 愛知県名古屋市名東区引山一丁目１０３番地 愛知県 052-726-8466
サークルＫ 高浜本郷町店 ﾀｶﾊﾏﾎﾝｺﾞｳﾁｮｳﾃﾝ 444-1311 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３ 愛知県 0566-54-2707
サークルＫ 中村名駅東店 ﾅｶﾑﾗﾒｲｴｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４０５番 愛知県 052-581-6788
サークルＫ 中川野田店 ﾅｶｶﾞﾜﾉﾀﾞﾃﾝ 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田一丁目５１２番地 愛知県 052-369-2919
サークルＫ 知多新知小学校南店 ﾁﾀｼﾝﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾃﾝ 478-0017 愛知県知多市新知字中殿２５－１ 愛知県 0562-54-2280
サークルＫ 宮崎通五丁目店 ﾐﾔｻﾞｷﾄﾞｵﾘ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号 愛知県 052-819-5388
サークルＫ 大治東條店 ｵｵﾊﾙﾋｶﾞｼｼﾞｮｳﾃﾝ 490-1134 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地 愛知県 052-462-6910
サークルＫ 豊山中之町店 ﾄﾖﾔﾏﾅｶﾉﾁｮｳﾃﾝ 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３ 愛知県 0568-39-3410
サークルＫ 清須春日店 ｷﾖｽﾊﾙﾋﾃﾝ 452-0962 愛知県清須市春日中沼２７番地 愛知県 052-401-8960
サークルＫ 中川千音寺店 ﾅｶｶﾞﾜｾﾝﾉﾝｼﾞﾃﾝ 454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字仏供田２９５０番２ 愛知県 052-439-5780
サークルＫ 中村大宮町店 ﾅｶﾑﾗｵｵﾐﾔﾁｮｳﾃﾝ 453-0821 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番 愛知県 052-486-6804
サークルＫ 愛西大野町店 ｱｲｻｲｵｵﾉﾁｮｳﾃﾝ 496-0922 愛知県愛西市大野町郷西２００番２ 愛知県 0567-33-1898
サークルＫ 豊田畝部西町店 ﾄﾖﾀｳﾈﾍﾞﾆｼﾏﾁﾃﾝ 470-1219 愛知県豊田市畝部西町城ケ堀８番地１ 愛知県 0565-25-9250
サークルＫ 安城篠目童子店 ｱﾝｼﾞｮｳｻｻﾒﾄﾞｳｼﾞﾃﾝ 446-0073 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３ 愛知県 0566-71-0531
サークルＫ 昭和石川橋店 ｼｮｳﾜｲｼｶﾜﾊﾞｼﾃﾝ 466-0843 愛知県名古屋市昭和区菊園町六丁目２０番地１ 愛知県 052-858-4370
サークルＫ 豊田青木町店 ﾄﾖﾀｱｵｷﾁｮｳﾃﾝ 470-0335 愛知県豊田市青木町三丁目１７２番地２ 愛知県 0565-46-9002
サークルＫ 中小田井二丁目店 ﾅｶｵﾀｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目２０８番地の１ 愛知県 052-506-9021
サークルＫ 緑鳴海店 ﾐﾄﾞﾘﾅﾙﾐﾃﾝ 458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１番地２ 愛知県 052-629-4641
サークルＫ 春日井弥生町店 ｶｽｶﾞｲﾔﾖｲﾁｮｳﾃﾝ 486-0838 愛知県春日井市弥生町二丁目４５番地 愛知県 0568-86-3040
サークルＫ 津島警察署前店 ﾂｼﾏｹｲｻﾂｼｮﾏｴﾃﾝ 496-0047 愛知県津島市西柳原町二丁目１７番地１ 愛知県 0567-22-4322
サークルＫ 港土古店 ﾐﾅﾄﾄﾞﾝｺﾃﾝ 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通五丁目２６番地 愛知県 052-389-5260
サークルＫ 名古屋新栄店 ﾅｺﾞﾔｼﾝｻｶｴﾃﾝ 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目４８番２５号 愛知県 052-238-0056
サークルＫ 西尾下矢田町店 ﾆｼｵｼﾓﾔﾀﾁｮｳﾃﾝ 444-0314 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地 愛知県 0563-55-9005
サークルＫ 天白海老山町店 ﾃﾝﾊﾟｸｴﾋﾞﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 468-0042 愛知県名古屋市天白区海老山町６０７番地 愛知県 052-800-8078
サークルＫ 大府法林坊店 ｵｵﾌﾞﾎｳﾘﾝﾎﾞｳﾃﾝ 474-0053 愛知県大府市柊山町四丁目１８９番地 愛知県 0562-45-6620
サークルＫ 犬山鶴池店 ｲﾇﾔﾏﾂﾙｲｹﾃﾝ 484-0963 愛知県犬山市楽田鶴池８番地１ 愛知県 0568-68-2654
サークルＫ 昭和塩付通一丁目店 ｼｮｳﾜｼｵﾂｹﾄﾞｵﾘ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通一丁目２０番地２ 愛知県 052-732-6190
サークルＫ 守山森孝新田店 ﾓﾘﾔﾏﾓﾘﾀｶｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 463-0034 愛知県名古屋市守山区四軒家一丁目１２０１番地 愛知県 052-777-8581
サークルＫ 豊田秋葉店 ﾄﾖﾀｱｷﾊﾞﾃﾝ 471-0873 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１ 愛知県 0565-35-7557
サークルＫ 江南後飛保西町店 ｺｳﾅﾝｳｼﾛﾋﾎﾞﾆｼﾏﾁﾃﾝ 483-8386 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地 愛知県 0587-57-5477
サークルＫ 三好三本松店 ﾐﾖｼｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾃﾝ 470-0213 愛知県みよし市打越町畦違１４２番地１ 愛知県 0561-32-4520
サークルＫ 瀬戸平町二丁目店 ｾﾄﾋﾗﾏﾁﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ 489-0916 愛知県瀬戸市平町二丁目１３番地 愛知県 0561-87-1993
サークルＫ 刈谷末広店 ｶﾘﾔｽｴﾋﾛﾃﾝ 448-0802 愛知県刈谷市末広町三丁目１６番地１８ 愛知県 0566-62-6520
サークルＫ 春日下之郷店 ﾊﾙﾋｼﾓﾉｺﾞｳﾃﾝ 452-0962 愛知県清須市春日高札５８番地１ 愛知県 052-400-3034
サークルＫ 豊田深見店 ﾄﾖﾀﾌｶﾐﾃﾝ 470-0441 愛知県豊田市深見町常楽３７９番地７ 愛知県 0565-76-2348
サークルＫ 東郷山崎店 ﾄｳｺﾞｳﾔﾏｻﾞｷﾃﾝ 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０番地１２ 愛知県 0561-37-5288
サークルＫ 中島新町四丁目店 ﾅｶｼﾞﾏｼﾝﾁｮｳﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町四丁目２８０６番地 愛知県 052-382-6627
サークルＫ 栄武平通店 ｻｶｴﾌﾞﾍｲﾄﾞｵﾘﾃﾝ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目１６番２１号 愛知県 052-242-0934
サークルＫ 瑞穂田光町店 ﾐｽﾞﾎﾀｺｳﾁｮｳﾃﾝ 467-0828 愛知県名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地 愛知県 052-883-6334
サークルＫ 港築盛店 ﾐﾅﾄﾁｸﾓﾘﾃﾝ 455-0057 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地 愛知県 052-651-6645
サークルＫ 岡崎鴨田店 ｵｶｻﾞｷｶﾓﾀﾞﾃﾝ 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字広元１６９番地 愛知県 0564-65-7633
サークルＫ 大府凪場店 ｵｵﾌﾞﾅｷﾞﾊﾞﾃﾝ 474-0055 愛知県大府市一屋町五丁目５番地 愛知県 0562-46-3266
サークルＫ 小牧原新田店 ｺﾏｷﾊﾗｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 485-0829 愛知県小牧市小牧原三丁目１５８番地 愛知県 0568-75-1248
サークルＫ 新春日井南下原店 ｼﾝｶｽｶﾞｲﾐﾅﾐｼﾓﾊﾗﾃﾝ 486-0841 愛知県春日井市南下原町１５９－２－２ 愛知県 0568-89-0601
サークルＫ 春日井如意申町店 ｶｽｶﾞｲﾆｮｲｻﾙﾁｮｳﾃﾝ 486-0918 愛知県春日井市如意申町七丁目１３番地２ 愛知県 0568-34-9526
サークルＫ 安城堀内店 ｱﾝｼﾞｮｳﾎﾘｳﾁﾃﾝ 444-1155 愛知県安城市堀内町阿原１２番地 愛知県 0566-99-4739
サークルＫ 港明正一丁目店 ﾐﾅﾄﾒｲｼｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0806 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２ 愛知県 052-382-8255
サークルＫ 新一宮浅野羽根店 ｼﾝｲﾁﾉﾐﾔｱｻﾉﾊﾈﾃﾝ 491-0816 愛知県一宮市千秋町浅野羽根字西之島６番地１ 愛知県 0586-81-6181
サークルＫ 梅森坂三丁目店 ｳﾒﾓﾘｻﾞｶｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ 465-0065 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地 愛知県 052-704-3065
サークルＫ 城西病院前店 ｼﾞｮｳｻｲﾋﾞｮｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通一丁目３２番地 愛知県 052-482-7460
サークルＫ 刈谷司町店 ｶﾘﾔﾂｶｻﾁｮｳﾃﾝ 448-0834 愛知県刈谷市司町七丁目３１番地 愛知県 0566-63-6163
サークルＫ 新小牧小木店 ｼﾝｺﾏｷｺｷﾃﾝ 485-0056 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１ 愛知県 0568-71-7102
サークルＫ 津島越津町店 ﾂｼﾏｺｼﾂﾞﾁｮｳﾃﾝ 496-0022 愛知県津島市越津町字梅之木３９番地の１ 愛知県 0567-28-6001
サークルＫ 刈谷東店 ｶﾘﾔﾋｶﾞｼﾃﾝ 448-0802 愛知県刈谷市末広町二丁目３番地２ 愛知県 0566-62-5738
サークルＫ 西尾羽塚店 ﾆｼｵﾊﾂｶﾃﾝ 444-0316 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１ 愛知県 0563-59-5232
サークルＫ 枇杷島警察署前店 ﾋﾞﾜｼﾞﾏｹｲｻﾂｼｮﾏｴﾃﾝ 452-0037 愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目３番地９ 愛知県 052-504-8554
サークルＫ 南知多山海店 ﾐﾅﾐﾁﾀﾔﾏﾐﾃﾝ 470-3322 愛知県知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１ 愛知県 0569-62-0303
サークルＫ 港東通店 ｺｳﾄｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 457-0834 愛知県名古屋市南区港東通１丁目２９番地 愛知県 052-799-6451
サークルＫ 中川小栗橋店 ﾅｶｶﾞﾜｵｸﾞﾘﾊﾞｼﾃﾝ 454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町二丁目１番地２２ 愛知県 052-351-8220
サークルＫ 豊田若宮店 ﾄﾖﾀﾜｶﾐﾔﾃﾝ 471-0026 愛知県豊田市若宮町四丁目１４番地１ 愛知県 0565-34-5278
サークルＫ 児玉西店 ｺﾀﾞﾏﾆｼﾃﾝ 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉二丁目１８番１号 愛知県 052-532-3074
サークルＫ 北名古屋中之郷店 ｷﾀﾅｺﾞﾔﾅｶﾉｺﾞｳﾃﾝ 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地 愛知県 0568-23-3831
サークルＫ 津島江西店 ﾂｼﾏｴﾆｼﾃﾝ 496-0874 愛知県津島市江西町二丁目６１番地 愛知県 0567-25-9527
サークルＫ 瑞穂新瑞橋店 ﾐｽﾞﾎｱﾗﾀﾏﾊﾞｼﾃﾝ 467-0066 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目３５番地 愛知県 052-853-0222
サークルＫ 一宮玉ノ井店 ｲﾁﾉﾐﾔﾀﾏﾉｲﾃﾝ 493-0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地 愛知県 0586-86-0799
サークルＫ 豊田広美町店 ﾄﾖﾀﾋﾛﾐﾁｮｳﾃﾝ 470-1215 愛知県豊田市広美町上之切２７番地 愛知県 0565-21-6500
サークルＫ 七宝伊福橋店 ｼｯﾎﾟｳｲﾌｸﾊﾞｼﾃﾝ 497-0006 愛知県あま市七宝町下之森二之坪１番地１ 愛知県 052-449-6151
サークルＫ 甚兵衛通二丁目店 ｼﾞﾝﾍﾞｴﾄﾞｵﾘ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通二丁目２７番地１ 愛知県 052-384-7141
サークルＫ 豊田大島町店 ﾄﾖﾀｵｵｼﾏﾁｮｳﾃﾝ 473-0935 愛知県豊田市大島町錦５６番地 愛知県 0565-54-7552
サークルＫ 大高中川店 ｵｵﾀﾞｶﾅｶｶﾞﾜﾃﾝ 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字中川３２番地の１ 愛知県 052-622-1151
サークルＫ 金城町二丁目店 ｷﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0047 愛知県名古屋市北区金城町二丁目７番地の４ 愛知県 052-981-8835
サークルＫ 中あじま三丁目店 ﾅｶｱｼﾞﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 462-0015 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地 愛知県 052-902-3663
サークルＫ 三好上前店 ﾐﾖｼｶﾐﾏｴﾃﾝ 470-0213 愛知県みよし市打越町上前５７番地 愛知県 0561-34-9666
サークルＫ 名南白水店 ﾒｲﾅﾝﾊｸｽｲﾃﾝ 457-0818 愛知県名古屋市南区白水町１２番地 愛知県 052-938-5532
サークルＫ 半田亀崎店 ﾊﾝﾀﾞｶﾒｻﾞｷﾃﾝ 475-0026 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１ 愛知県 0569-29-7288
サークルＫ 犬山南店 ｲﾇﾔﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地 愛知県 0568-65-2415
サークルＫ 瑞穂内方町店 ﾐｽﾞﾎｳﾁｶﾀﾁｮｳﾃﾝ 467-0068 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２番地１ 愛知県 052-852-7441
サークルＫ 東起町一丁目店 ﾋｶﾞｼｵｺｼﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 454-0935 愛知県名古屋市中川区東起町一丁目６７番地 愛知県 052-383-9325
サークルＫ 小牧上末店 ｺﾏｷｶﾐｽﾞｴﾃﾝ 485-0822 愛知県小牧市大字上末３５８９番地１ 愛知県 0568-78-0013
サークルＫ 常滑西阿野店 ﾄｺﾅﾒﾆｼｱﾉﾃﾝ 479-0802 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２番１ 愛知県 0569-35-9244
サークルＫ 津島橋詰町店 ﾂｼﾏﾊｼﾂﾞﾒﾁｮｳﾃﾝ 496-0825 愛知県津島市橋詰町三丁目４８番地１ 愛知県 0567-26-3220
サークルＫ 西尾蔵屋敷店 ﾆｼｵｸﾗﾔｼｷﾃﾝ 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地 愛知県 0563-53-6210
サークルＫ 名西稲生店 ﾒｲｾｲｲﾉｳﾃﾝ 451-0012 愛知県名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１ 愛知県 052-981-3789
サークルＫ 小牧インター南店 ｺﾏｷｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ 485-0015 愛知県小牧市大字間々字浦通２７番地２ 愛知県 0568-76-0225
サークルＫ 上前津店 ｶﾐﾏｴﾂﾞﾃﾝ 460-0011 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号 愛知県 052-242-8901
サークルＫ 豊田豊栄町六丁目店 ﾄﾖﾀﾎｳｴｲﾁｮｳ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 470-1201 愛知県豊田市豊栄町六丁目２８０番地１ 愛知県 0565-74-0018
サークルＫ 北名古屋鹿田国門地店 ｷﾀﾅｺﾞﾔｼｶﾀｺｸﾓﾝﾁﾃﾝ 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田国門地３９番地２ 愛知県 0568-24-0343
サークルＫ 常滑前山店 ﾄｺﾅﾒﾏｴﾔﾏﾃﾝ 479-0002 愛知県常滑市久米字西前田１１４番地１ 愛知県 0569-44-4417
サークルＫ 瀬戸西本地町店 ｾﾄﾆｼﾎﾝｼﾞﾁｮｳﾃﾝ 489-0971 愛知県瀬戸市西本地町一丁目７０番地２ 愛知県 0561-83-7021
サークルＫ 高浜二池町店 ﾀｶﾊﾏﾌﾀｲｹﾁｮｳﾃﾝ 444-1322 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８ 愛知県 0566-52-2048
サークルＫ 港陽一丁目店 ｺｳﾖｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0013 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番 愛知県 052-654-0733
サークルＫ 春日井高蔵寺店 ｶｽｶﾞｲｺｳｿﾞｳｼﾞﾃﾝ 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地 愛知県 0568-53-0053
サークルＫ 助光二丁目店 ｽｹﾐﾂ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 454-0947 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地 愛知県 052-301-3036
サークルＫ 大府アラタ店 ｵｵﾌﾞｱﾗﾀﾃﾝ 474-0011 愛知県大府市横根町羽根山２１１番地 愛知県 0562-46-4929
サークルＫ 幸田野場店 ｺｳﾀﾉﾊﾞﾃﾝ 444-0128 愛知県額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３ 愛知県 0564-63-6170
サークルＫ 稲沢平和平池店 ｲﾅｻﾞﾜﾍｲﾜﾋﾗｲｹﾃﾝ 490-1315 愛知県稲沢市平和町平池大畑１０番地２ 愛知県 0567-46-6705
サークルＫ 美和高校前店 ﾐﾜｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 490-1211 愛知県あま市篠田藤東７番地２ 愛知県 052-449-5266



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 稲沢平和下起店 ｲﾅｻﾞﾜﾍｲﾜｼﾓｺｼﾃﾝ 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南２２２番地１ 愛知県 0567-47-0522
サークルＫ 春日井八田町店 ｶｽｶﾞｲﾊｯﾀﾁｮｳﾃﾝ 486-0849 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４ 愛知県 0568-86-4252
サークルＫ 瀬戸みずの坂店 ｾﾄﾐｽﾞﾉｻﾞｶﾃﾝ 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂四丁目１番地 愛知県 0561-48-0535
サークルＫ 阿久比福住店 ｱｸﾞｲﾌｸｽﾐﾃﾝ 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２ 愛知県 0569-49-2655
サークルＫ 稲沢子生和神明町店 ｲﾅｻﾞﾜｺｳﾜｼﾝﾒｲﾁｮｳﾃﾝ 492-8102 愛知県稲沢市子生和神明町９０番２ 愛知県 0587-22-0381
サークルＫ 昭和橋通二丁目店 ｼｮｳﾜﾊﾞｼﾄﾞｵﾘ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 454-0852 愛知県名古屋市中川区昭和橋通二丁目３３番地 愛知県 052-653-8228
サークルＫ 栄長島町通店 ｻｶｴﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目７番１号 愛知県 052-231-3080
サークルＫ 一宮西萩原店 ｲﾁﾉﾐﾔﾆｼﾊｷﾞﾜﾗﾃﾝ 494-0011 愛知県一宮市西萩原字大池２９番地１ 愛知県 0586-68-6770
サークルＫ 西尾徳永東店 ﾆｼｵﾄｸﾅｶﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ 444-0315 愛知県西尾市徳永町東側１４番地１ 愛知県 0563-59-0580
サークルＫ 西尾米津東店 ﾆｼｵﾖﾈﾂﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ 445-0802 愛知県西尾市米津町八百目８９番地１ 愛知県 0563-57-0201
サークルＫ 岡崎大西二丁目店 ｵｶｻﾞｷｵｵﾆｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 444-0871 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９ 愛知県 0564-65-3640
サークルＫ 長久手段之上店 ﾅｶﾞｸﾃﾀﾞﾝﾉｳｴﾃﾝ 480-1162 愛知県長久手市段の上２１０７番地 愛知県 0561-62-9822
サークルＫ 千種春岡二丁目店 ﾁｸｻﾊﾙｵｶ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡二丁目２７番１２号 愛知県 052-752-2772
サークルＫ 十一屋三丁目店 ｼﾞｭｳｲﾁﾔ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋三丁目８６番地 愛知県 052-381-2490
サークルＫ 刈谷市かりがね店 ｶﾘﾔｼｶﾘｶﾞﾈﾃﾝ 448-0011 愛知県刈谷市築地町一丁目９番地１１ 愛知県 0566-63-6125
サークルＫ 豊田高原町店 ﾄﾖﾀﾀｶﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ 471-0069 愛知県豊田市高原町四丁目８番地４ 愛知県 0565-36-4130
サークルＫ 岡崎赤渋町店 ｵｶｻﾞｷｱｶｼﾌﾞﾁｮｳﾃﾝ 444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字野中１８番地１ 愛知県 0564-57-8256
サークルＫ 岡崎本宿店 ｵｶｻﾞｷﾓﾄｼﾞｭｸﾃﾝ 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字城屋敷２番地 愛知県 0564-48-6526
サークルＫ 東浦南ヶ丘店 ﾋｶﾞｼｳﾗﾐﾅﾐｶﾞｵｶﾃﾝ 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５ 愛知県 0562-84-8651
サークルＫ 大府米田店 ｵｵﾌﾞｺﾒﾀﾞﾃﾝ 474-0043 愛知県大府市米田町二丁目２番地１ 愛知県 0562-48-7800
サークルＫ 天白植田一丁目店 ﾃﾝﾊﾟｸｳｴﾀﾞ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地 愛知県 052-800-2628
サークルＫ 知立新池店 ﾁﾘｭｳｼﾝｲｹﾃﾝ 472-0005 愛知県知立市新池二丁目１２１番地 愛知県 0566-84-3151
サークルＫ 蒲郡塩津店 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼｵﾂﾃﾝ 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町足洗５番地９ 愛知県 0533-68-2949
サークルＫ 飛島竹之郷店 ﾄﾋﾞｼﾏﾀｹﾉｺﾞｳﾃﾝ 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷一丁目８３番地１ 愛知県 0567-56-5335
サークルＫ 天白御前場店 ﾃﾝﾊﾟｸｺﾞｾﾞﾝﾊﾞﾃﾝ 468-0023 愛知県名古屋市天白区御前場町６７番地 愛知県 052-808-2160
サークルＫ 小牧藤島店 ｺﾏｷﾌｼﾞｼﾏﾃﾝ 485-0069 愛知県小牧市藤島町梵天１８番地 愛知県 0568-73-7808
サークルＫ 大口竹田二丁目店 ｵｵｸﾞﾁﾀｹﾀﾞ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地 愛知県 0587-94-3260
サークルＫ 昭和石仏町店 ｼｮｳﾜｲｼﾎﾞﾄｹﾁｮｳﾃﾝ 466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地 愛知県 052-859-1119
サークルＫ 岡崎稲熊一丁目店 ｵｶｻﾞｷｲﾅｸﾞﾏ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１ 愛知県 0564-65-5150
サークルＫ 安城東端店 ｱﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾊﾞﾀﾃﾝ 444-1213 愛知県安城市東端町南用地７番地３ 愛知県 0566-79-2266
サークルＫ 中村上ノ宮町店 ﾅｶﾑﾗｶﾐﾉﾐﾔﾁｮｳﾃﾝ 453-0043 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町一丁目１８番地 愛知県 052-471-0189
サークルＫ 松原三丁目店 ﾏﾂﾊﾞﾗ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 460-0017 愛知県名古屋市中区松原三丁目１２番３０号 愛知県 052-339-3009
サークルＫ 北名古屋九之坪店 ｷﾀﾅｺﾞﾔｸﾉﾂﾎﾞﾃﾝ 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪長堀１２７番地 愛知県 0568-26-1915
サークルＫ 愛西内佐屋町店 ｱｲｻｲｳﾁｻﾔﾁｮｳﾃﾝ 496-0903 愛知県愛西市内佐屋町五反田９３番地１ 愛知県 0567-22-5615
サークルＫ 武豊石川橋店 ﾀｹﾄﾖｲｼｶﾜﾊﾞｼﾃﾝ 470-2311 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１ 愛知県 0569-74-0082
サークルＫ 大府長草店 ｵｵﾌﾞﾅｶﾞｸｻﾃﾝ 474-0052 愛知県大府市長草町本郷１６番地 愛知県 0562-46-3457
サークルＫ 高浜湯山町店 ﾀｶﾊﾏﾕﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 444-1332 愛知県高浜市湯山町二丁目１番１２ 愛知県 0566-54-0152
サークルＫ 刈谷広小路四丁目店 ｶﾘﾔﾋﾛｺｳｼﾞ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 448-0844 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地 愛知県 0566-62-8066
サークルＫ 弥富子宝店 ﾔﾄﾐｺﾀﾞｶﾗﾃﾝ 490-1413 愛知県弥富市子宝二丁目９６番地３ 愛知県 0567-56-5472
サークルＫ 栄生二丁目店 ｻｺｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号 愛知県 052-569-4004
サークルＫ 知多寺本店 ﾁﾀﾃﾗﾓﾄﾃﾝ 478-0053 愛知県知多市清水が丘一丁目３０２番 愛知県 0562-39-3956
サークルＫ 瀬戸東十三塚町店 ｾﾄﾋｶﾞｼﾄﾐﾂﾞｶﾁｮｳﾃﾝ 489-0056 愛知県瀬戸市東十三塚町２９番地 愛知県 0561-89-5006
サークルＫ 一宮千秋店 ｲﾁﾉﾐﾔﾁｱｷﾃﾝ 491-0812 愛知県一宮市千秋町芝原１０番地１ 愛知県 0586-75-3606
サークルＫ 名東牧の里三丁目店 ﾒｲﾄｳﾏｷﾉｻﾄ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里三丁目１０４番地１ 愛知県 052-709-7334
サークルＫ 瀬戸上水野店 ｾﾄｶﾐﾐｽﾞﾉﾃﾝ 489-0062 愛知県瀬戸市上水野町８７８番地３ 愛知県 0561-86-8406
サークルＫ 港正徳町店 ﾐﾅﾄｼｮｳﾄｸﾁｮｳﾃﾝ 455-0075 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番 愛知県 052-389-1739
サークルＫ 築地口駅店 ﾂｷｼﾞｸﾞﾁｴｷﾃﾝ 455-0015 愛知県名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２ 愛知県 052-659-6076
サークルＫ 常滑小倉町店 ﾄｺﾅﾒｵｸﾞﾗﾁｮｳﾃﾝ 479-0862 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１ 愛知県 0569-44-0839
サークルＫ 碧南志貴崎町店 ﾍｷﾅﾝｼｷｻｷﾏﾁﾃﾝ 447-0816 愛知県碧南市志貴崎町五丁目２０番地 愛知県 0566-43-5105
サークルＫ 一宮西浅井店 ｲﾁﾉﾐﾔﾆｼｱｻﾞｲﾃﾝ 491-0113 愛知県一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２ 愛知県 0586-53-1869
サークルＫ 犬山若宮店 ｲﾇﾔﾏﾜｶﾐﾔﾃﾝ 484-0861 愛知県犬山市字若宮８５番１ 愛知県 0568-69-0066
サークルＫ 弥富平島中店 ﾔﾄﾐﾍｲｼﾞﾏﾅｶﾃﾝ 498-0032 愛知県弥富市平島中四丁目１４４番 愛知県 0567-64-1731
サークルＫ 豊明大久伝東店 ﾄﾖｱｹｵｵｸﾃﾋｶﾞｼﾃﾝ 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東２３番２ 愛知県 0562-91-3337
サークルＫ 安城宮前店 ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾔﾏｴﾃﾝ 446-0026 愛知県安城市安城町若宮１７番２ 愛知県 0566-71-0171
サークルＫ 春日井宮町西店 ｶｽｶﾞｲﾐﾔﾏﾁﾆｼﾃﾝ 486-0909 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６ 愛知県 0568-36-8666
サークルＫ 津島愛宕七丁目店 ﾂｼﾏｱﾀｺﾞ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 496-0036 愛知県津島市愛宕町七丁目３２番地２ 愛知県 0567-22-2099
サークルＫ 新栄二丁目店 ｼﾝｻｶｴ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目５０３番 愛知県 052-238-3506
サークルＫ 鳴海上汐田店 ﾅﾙﾐｶﾐｼｵﾀﾃﾝ 458-0835 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田２０５番地 愛知県 052-629-5959
サークルＫ あま桂店 ｱﾏｶﾂﾗﾃﾝ 497-0004 愛知県あま市七宝町桂下り戸２４番地１ 愛知県 052-462-6033
サークルＫ 豊田丸山南店 ﾄﾖﾀﾏﾙﾔﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 471-0832 愛知県豊田市丸山町９丁目８１番 愛知県 0565-74-1660
サークルＫ 名西枇杷島店 ﾒｲｾｲﾋﾞﾜｼﾞﾏﾃﾝ 451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号 愛知県 052-528-5877
サンクス 杁中駅前店 ｲﾘﾅｶｴｷﾏｴﾃﾝ 466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町６－８ 愛知県 052-836-3495
サークルＫ 植田駅前店 ｳｴﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－８１０　ステーションビルＡＳＡＴＯ 愛知県 052-802-3917
サンクス 木場町店 ｷﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町７－１０ 愛知県 052-692-8064
サークルＫ 吹上駅前店 ﾌｷｱｹﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１－６－１ 愛知県 052-731-9908
サンクス 小牧下末店 ｺﾏｷｼﾓｽﾞｴﾃﾝ 485-0825 愛知県小牧市大字下末字山畑１５７１ー１８ 愛知県 0568-71-7061
サンクス 八事町店 ﾔｺﾞﾄﾁｮｳﾃﾝ 486-0836 愛知県春日井市八事町３－１２－１ 愛知県 0568-89-0082
サンクス 上小田井店 ｶﾐｵﾀｲﾃﾝ 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町９０ 愛知県 052-504-7631
サンクス 平針住宅店 ﾋﾗﾊﾞﾘｼﾞﾕｳﾀｸﾃﾝ 468-0020 愛知県名古屋市天白区平針南１丁目２１１ 愛知県 052-806-6360
サークルＫ 亀崎南店 ｶﾒｻﾞｷﾐﾅﾐﾃﾝ 475-0023 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０ 愛知県 0569-29-3960
サンクス 如意申店 ﾆﾖｲｻﾙﾃﾝ 486-0918 愛知県春日井市如意申町１－１０－１２ 愛知県 0568-32-6745
サンクス 大府東口店 ｵｵﾌﾞﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 474-0025 愛知県大府市中央町３丁目６２ 愛知県 0562-47-3530
サンクス 津島駅店 ﾂｼﾏｴｷﾃﾝ 496-0802 愛知県津島市錦町１－２ 愛知県 0567-25-8581
サークルＫ 篠原橋店 ｼﾉﾊﾗﾊﾞｼﾃﾝ 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１ 愛知県 052-363-5751
サークルＫ 勝川インター南店 ｶﾁｶﾞﾜｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ 486-0945 愛知県春日井市勝川町２－１９－４ 愛知県 0568-33-3538
サンクス 江南赤童子店 ｺｳﾅﾝｱｶﾄﾞｳｼﾞﾃﾝ 483-8165 愛知県江南市赤童子町福住１６－１ 愛知県 0587-56-7288
サンクス 今池３丁目店 ｲﾏｲｹ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池３丁目３５番地の１ 愛知県 052-731-2081
サークルＫ 大府追分店 ｵｵﾌﾞｵｲﾜｹﾃﾝ 474-0027 愛知県大府市追分町六丁目４００番地 愛知県 0562-46-3871
サークルＫ 春日井白山町店 ｶｽｶﾞｲｼﾗﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 487-0034 愛知県春日井市白山町５丁目２２－１０ 愛知県 0568-53-3020
サークルＫ 名駅東洋ビル店 ﾒｲｴｷﾄｳﾖｳﾋﾞﾙﾃﾝ 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１４－１６ 愛知県 052-527-1075
サークルＫ 津島市民病院前店 ﾂｼﾏｼﾐﾝﾋﾞｮｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 496-0038 愛知県津島市橘町３丁目３９－１，２ 愛知県 0567-27-0285
サークルＫ 名鉄名古屋下ホーム店 ﾒｲﾃﾂﾅｺﾞﾔｸﾀﾞﾘﾎｰﾑﾃﾝ 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－１ 愛知県 052-585-2145
サークルＫ 原ターミナル店 ﾊﾗﾀｰﾐﾅﾙﾃﾝ 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１－３０１ 愛知県 052-847-2471
サークルＫ 弥富２３号店 ﾔﾄﾐ23ｺﾞｳﾃﾝ 498-0051 愛知県弥富市狐地１丁目４１－３ 愛知県 0567-66-4501
サンクス 中川玉川店 ﾅｶｶﾞﾜﾀﾏｶﾞﾜﾃﾝ 454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町１丁目１ 愛知県 052-659-7861
サークルＫ 名古屋塩付通店 ﾅｺﾞﾔｼｵﾂｹﾄｵﾘﾃﾝ 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３ 愛知県 052-858-1921
サークルＫ 一社駅北店 ｲｯｼｬｴｷｷﾀﾃﾝ 465-0095 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 愛知県 052-760-2571
サークルＫ 知多阿久比横松店 ﾁﾀｱｸﾞｲﾖｺﾏﾂﾃﾝ 470-2206 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７－３ 愛知県 0569-49-2361
サークルＫ 犬山善師野店 ｲﾇﾔﾏｾﾞﾝｼﾞﾉﾃﾝ 484-0003 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９ 愛知県 0568-63-2721
サンクス 小牧４丁目店 ｺﾏｷ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 485-0041 愛知県小牧市小牧四丁目４１７番地 愛知県 0568-74-5121
サークルＫ 名古屋池場店 ﾅｺﾞﾔｲｹﾊﾞﾃﾝ 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場３丁目１８１３ 愛知県 052-802-7339
サークルＫ 春日井八田町二丁目店 ｶｽｶﾞｲﾊｯﾀﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 486-0849 愛知県春日井市八田町二丁目１番地１７ 愛知県 0568-87-4054
サークルＫ 小牧入鹿出新田店 ｺﾏｷｲﾙｶﾃﾞｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字郷中４７８番地 愛知県 0568-74-5771
サークルＫ 春日井御幸町店 ｶｽｶﾞｲﾐﾕｷﾁｮｳﾃﾝ 486-0953 愛知県春日井市御幸町三丁目４番地１ 愛知県 0568-35-7030
サークルＫ 小牧岩崎一丁目店 ｺﾏｷｲﾜｻｷ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 485-0011 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１ 愛知県 0568-74-7715
サンクス 植田店 ｳｴﾀﾃﾝ 441-8134 愛知県豊橋市植田町字神戸坂３番２ 愛知県 0532-25-3912
サンクス 御津下佐脇店 ﾐﾄｼﾓｻﾜｷﾃﾝ 441-0302 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６ 愛知県 0533-77-1539
サンクス 岡崎小針店 ｵｶｻﾞｷｺﾊﾞﾘﾃﾝ 444-0907 愛知県岡崎市小針町３丁目５－２ 愛知県 0564-33-3917
サンクス 豊田元宮店 ﾄﾖﾀﾓﾄﾐﾔﾃﾝ 471-0871 愛知県豊田市元宮町１丁目２２番１ 愛知県 0565-36-4118
サンクス 安城赤松店 ｱﾝｼﾞｮｳｱｶﾏﾂﾃﾝ 446-0046 愛知県安城市赤松町北新屋敷８６番地２ 愛知県 0566-71-3539



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 豊橋向山店 ﾄﾖﾊｼﾑｶｲﾔﾏﾃﾝ 440-0864 愛知県豊橋市向山町字水車１８番２ 愛知県 0532-69-5539
サンクス 豊橋下地店 ﾄﾖﾊｼｼﾓｼﾞﾃﾝ 440-0086 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番 愛知県 0532-57-6739
サンクス 岡崎土井町店 ｵｶｻﾞｷﾄﾞｲﾁｮｳﾃﾝ 444-0204 愛知県岡崎市土井町字地堂４１番地１ 愛知県 0564-57-1132
サンクス 刈谷駅前店 ｶﾘﾔｴｷﾏｴﾃﾝ 448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地 愛知県 0566-63-5155
サンクス 豊橋前田町店 ﾄﾖﾊｼﾏｴﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 440-0814 愛知県豊橋市前田町一丁目６－９ 愛知県 0532-57-5239
サンクス 碧南緑町店 ﾍｷﾅﾝﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾃﾝ 447-0041 愛知県碧南市緑町一丁目１６－１ 愛知県 0566-43-5539
サンクス 豊川堺町店 ﾄﾖｶﾜｻｶｲﾏﾁﾃﾝ 442-0836 愛知県豊川市堺町一丁目６５番地 愛知県 0533-80-2539
サンクス 岡崎国正店 ｵｶｻﾞｷｸﾆﾏｻﾃﾝ 444-0214 愛知県岡崎市国正町字稲荷２４番地１ 愛知県 0564-57-5339
サンクス 豊川御津店 ﾄﾖｶﾜﾐﾄﾃﾝ 441-0312 愛知県豊川市御津町西方樋田２３番地１ 愛知県 0533-77-1039
サンクス 豊橋緑ヶ丘一丁目店 ﾄﾖﾊｼﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 440-0005 愛知県豊橋市緑ヶ丘一丁目１２番地３ 愛知県 0532-69-3739
サークルＫ 豊山豊場店 ﾄﾖﾔﾏﾄﾖﾊﾞﾃﾝ 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸３３番１ 愛知県 0568-39-2313
サークルＫ 天白野並二丁目店 ﾃﾝﾊﾟｸﾉﾅﾐ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地 愛知県 052-899-3211
サークルＫ 千種汁谷店 ﾁｸｻｼﾙﾀﾆﾃﾝ 464-0013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２番地 愛知県 052-725-3339
サークルＫ 新正店 ｼﾝｼﾖｳﾃﾝ 510-0064 三重県四日市市新正２丁目８－２３ 三重県 059-354-0759
サークルＫ 四日市下之宮店 ﾖｯｶｲﾁｼﾓﾉﾐﾔﾃﾝ 510-8034 三重県四日市市大矢知町１０８３番地の１ 三重県 059-365-1977
サークルＫ 志摩こうか店 ｼﾏｺｳｶﾃﾝ 517-0505 三重県志摩市阿児町甲賀３１０１番地５ 三重県 0599-45-8066
サークルＫ いなべ北勢町あげき店 ｲﾅﾍﾞﾎｸｾｲﾁｮｳｱｹﾞｷﾃﾝ 511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜３５２３番地 三重県 0594-82-0218
サークルＫ 朝日町おぶけ店 ｱｻﾋﾁｮｳｵﾌﾞｹﾃﾝ 510-8102 三重県三重郡朝日町大字小向９３９番地１ 三重県 059-376-6351
サークルＫ 大里睦合町店 ｵｵｻﾞﾄﾑﾂｱｲﾁｮｳﾃﾝ 514-0126 三重県津市大里睦合町３１３番地１ 三重県 059-230-7038
サークルＫ おわせ中央店 ｵﾜｾﾁｭｳｵｳﾃﾝ 519-3618 三重県尾鷲市栄町５番９号 三重県 0597-25-0508
サークルＫ 伊賀ゆめが丘店 ｲｶﾞﾕﾒｶﾞｵｶﾃﾝ 518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２ 三重県 0595-26-6567
サークルＫ 四日市釆女が丘店 ﾖｯｶｲﾁｳﾈﾒｶﾞｵｶﾃﾝ 510-0953 三重県四日市市釆女が丘一丁目１６番地 三重県 059-349-3340
サークルＫ 東員町鳥取店 ﾄｳｲﾝﾁｮｳﾄｯﾄﾘﾃﾝ 511-0241 三重県員弁郡東員町大字鳥取１６７２番地の１ 三重県 0594-86-0875
サークルＫ 四日市東富田店 ﾖｯｶｲﾁﾋｶﾞｼﾄﾐﾀﾞﾃﾝ 510-8016 三重県四日市市富州原町２番９２号 三重県 059-361-5585
サークルＫ 大王畔名店 ﾀﾞｲｵｳｱｾﾞﾅﾃﾝ 517-0603 三重県志摩市大王町波切４４６３番地１ 三重県 0599-72-5351
サークルＫ 四日市赤水店 ﾖｯｶｲﾁｱｺｽﾞﾃﾝ 512-1204 三重県四日市市赤水町１２８１番地の１ 三重県 059-326-9700
サークルＫ 明和大淀店 ﾒｲﾜｵｵﾖﾄﾞﾃﾝ 515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀２４１８番地３ 三重県 0596-55-4557
サークルＫ 津大里店 ﾂｵｵｻﾄﾃﾝ 514-0125 三重県津市大里窪田町１３２１番地２ 三重県 059-233-5116
サークルＫ 桑名桜通店 ｸﾜﾅｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 511-0813 三重県桑名市桜通５１番地の１ 三重県 0594-25-3012
サークルＫ 松阪西黒部店 ﾏﾂｻｶﾆｼｸﾛﾍﾞﾃﾝ 515-0103 三重県松阪市西黒部町３６６番地２ 三重県 0598-53-0001
サークルＫ 紀州御浜店 ｷｼｭｳﾐﾊﾏﾃﾝ 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１ 三重県 05979-2-0381
サークルＫ 南勢五ヶ所浦店 ﾅﾝｾｲｺﾞｶｼｮｳﾗﾃﾝ 516-0101 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３９５５番地 三重県 0599-66-1017
サークルＫ 桑名参宮通店 ｸﾜﾅｻﾝｸﾞｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 511-0007 三重県桑名市参宮通５７番地１０ 三重県 0594-23-3022
サークルＫ 津潮見ヶ丘店 ﾂｼｵﾐｶﾞｵｶﾃﾝ 514-0821 三重県津市大字垂水２６８０番地２ 三重県 059-222-0239
サークルＫ 長島インター店 ﾅｶﾞｼﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 511-1142 三重県桑名市長島町出口２８６番地１ 三重県 0594-42-3229
サークルＫ 志摩鵜方店 ｼﾏｳｶﾞﾀﾃﾝ 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方字中ノ河内４８７３番地 三重県 0599-43-5110
サークルＫ 松阪虹が丘店 ﾏﾂｻｶﾆｼﾞｶﾞｵｶﾃﾝ 515-0041 三重県松阪市上川町４３２６番地５ 三重県 0598-60-2705
サークルＫ 員弁町大泉店 ｲﾅﾍﾞﾁｮｳｵｵｲｽﾞﾐﾃﾝ 511-0217 三重県いなべ市員弁町大泉新田５０４番地１ 三重県 0594-84-1020
サークルＫ 松阪中部台店 ﾏﾂｻｶﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲﾃﾝ 515-0054 三重県松阪市立野町４５１番地４ 三重県 0598-23-1599
サークルＫ 鈴鹿旭が丘店 ｽｽﾞｶｱｻﾋｶﾞｵｶﾃﾝ 510-0212 三重県鈴鹿市中旭が丘三丁目１０番２５号 三重県 059-380-6744
サークルＫ 四日市滝川町店 ﾖｯｶｲﾁﾀｷｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 510-0034 三重県四日市市滝川町１１番１４号 三重県 059-333-8104
サークルＫ 桑名松の木東店 ｸﾜﾅﾏﾂﾉｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 511-0902 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６ 三重県 0594-32-1838
サークルＫ いなべ藤原店 ｲﾅﾍﾞﾌｼﾞﾜﾗﾃﾝ 511-0512 三重県いなべ市藤原町志礼石新田６番地２ 三重県 0594-46-5030
サークルＫ 桑名江場中町店 ｸﾜﾅｴﾊﾞﾅｶﾏﾁﾃﾝ 511-0836 三重県桑名市大字江場１３３５番地１ 三重県 0594-27-6770
サークルＫ 鈴鹿神戸七丁目店 ｽｽﾞｶｶﾝﾍﾞ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 513-0801 三重県鈴鹿市神戸七丁目１番１２号 三重県 059-369-0687
サークルＫ 桑名安永東店 ｸﾜﾅﾔｽﾅｶﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ 511-0839 三重県桑名市大字安永１３３８番地２ 三重県 0594-21-0355
サークルＫ わたらい大野木店 ﾜﾀﾗｲｵｵﾉｷﾃﾝ 516-2101 三重県度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５ 三重県 0596-62-1946
サークルＫ いせ中島店 ｲｾﾅｶｼﾞﾏﾃﾝ 516-0064 三重県伊勢市二俣一丁目２０番１７号 三重県 0596-20-0707
サークルＫ 名四小貝須店 ﾒｲﾖﾝｺｶﾞｲｽﾃﾝ 511-0841 三重県桑名市大字小貝須１４８番地１ 三重県 0594-25-8350
サークルＫ めいわ明星店 ﾒｲﾜﾐｮｳｼﾞｮｳﾃﾝ 515-0315 三重県多気郡明和町大字蓑村８４２番地１ 三重県 0596-53-2620
サークルＫ 四日市別山三丁目店 ﾖｯｶｲﾁﾍﾞﾂﾔﾏ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 512-0934 三重県四日市市川島町３５５５番地 三重県 059-320-2625
サークルＫ おわせ南インター店 ｵﾜｾﾐﾅﾐｲﾝﾀｰﾃﾝ 519-3600 三重県尾鷲市大字南浦１９８０番地１ 三重県 0597-25-1510
サークルＫ 榊原温泉口店 ｻｶｷﾊﾞﾗｵﾝｾﾝｸﾞﾁﾃﾝ 514-1251 三重県津市榊原町６３番地 三重県 059-254-2688
サークルＫ 津市垂水店 ﾂｼﾀﾙﾐﾃﾝ 514-0821 三重県津市垂水２８６７番地６ 三重県 059-221-4610
サークルＫ 鈴鹿庄野町店 ｽｽﾞｶｼｮｳﾉﾁｮｳﾃﾝ 513-0831 三重県鈴鹿市庄野町３番３３号 三重県 059-375-5567
サークルＫ 四日市小林町店 ﾖｯｶｲﾁｺﾊﾞﾔｼﾁｮｳﾃﾝ 510-0946 三重県四日市市小林町１９１０番地 三重県 059-320-1158
サークルＫ 三雲柳原店 ﾐｸﾓﾔﾅｷﾞﾊﾗﾃﾝ 515-2105 三重県松阪市肥留町２１０番地６ 三重県 0598-56-9116
サークルＫ 嬉野下之庄町店 ｳﾚｼﾉｼﾓﾉｼｮｳﾁｮｳﾃﾝ 515-2354 三重県松阪市嬉野下之庄町１０番地４ 三重県 0598-48-0688
サークルＫ いなべ大安いしぐれ店 ｲﾅﾍﾞﾀﾞｲｱﾝｲｼｸﾞﾚﾃﾝ 511-0264 三重県いなべ市大安町石槫東２８２２番地２ 三重県 0594-88-1246
サークルＫ 国一うねめ店 ｺｸｲﾁｳﾈﾒﾃﾝ 510-0954 三重県四日市市采女町３２４０番地 三重県 059-348-5710
サークルＫ 伊賀上野桑町店 ｲｶﾞｳｴﾉｸﾜﾏﾁﾃﾝ 518-0842 三重県伊賀市上野桑町１９３３番地 三重県 0595-23-5365
サークルＫ 津ふじかた店 ﾂﾌｼﾞｶﾀﾃﾝ 514-0815 三重県津市大字藤方５６１番地の３ 三重県 059-224-1697
サークルＫ 桑名ニュータウン店 ｸﾜﾅﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ 511-0862 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１０１番 三重県 0594-32-2023
サークルＫ 伊勢おばた店 ｲｾｵﾊﾞﾀﾃﾝ 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町２０２番地１ 三重県 0596-27-6133
サークルＫ 四日市笹川通り店 ﾖｯｶｲﾁｻｻｶﾞﾜﾄﾞｵﾘﾃﾝ 510-0944 三重県四日市市笹川二丁目１０７番地 三重県 059-322-6686
サークルＫ 四日市上海老店 ﾖｯｶｲﾁｶﾐｴﾋﾞﾃﾝ 512-1201 三重県四日市市上海老町１６３３番地８０ 三重県 059-326-9358
サークルＫ 桑名大山田店 ｸﾜﾅｵｵﾔﾏﾀﾞﾃﾝ 511-0904 三重県桑名市野田一丁目７番地１ 三重県 0594-32-0371
サークルＫ 四日市三ツ谷東町店 ﾖｯｶｲﾁﾐﾂﾔﾋｶﾞｼﾏﾁﾃﾝ 510-0801 三重県四日市市三ツ谷東町７番１７号 三重県 059-332-7025
サークルＫ 松阪伊勢寺町店 ﾏﾂｻｶｲｾﾃﾞﾗﾁｮｳﾃﾝ 515-0845 三重県松阪市伊勢寺町１００９番地５ 三重県 0598-58-0720
サークルＫ 桑名東インター店 ｸﾜﾅﾋｶﾞｼｲﾝﾀｰﾃﾝ 511-0807 三重県桑名市大字西汰上４５０番地１ 三重県 0594-21-7774
サークルＫ 菰野千草店 ｺﾓﾉﾁｸｻﾃﾝ 510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草８１５１番地 三重県 059-393-2377
サークルＫ 勢和多気店 ｾｲﾜﾀｷﾃﾝ 519-2211 三重県多気郡多気町丹生４５０４番地４ 三重県 0598-49-7118
サークルＫ 四日市茂福町店 ﾖｯｶｲﾁﾓﾁﾌﾞｸﾁｮｳﾃﾝ 510-8012 三重県四日市市茂福町７番１７号 三重県 059-363-5120
サークルＫ 四日市楠町東店 ﾖｯｶｲﾁｸｽﾁｮｳﾋｶﾞｼﾃﾝ 510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚１４４６番地１ 三重県 059-397-5812
サークルＫ 鈴鹿桜島二丁目店 ｽｽﾞｶｻｸﾗｼﾞﾏ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 513-0817 三重県鈴鹿市桜島町２丁目１番地１ 三重県 059-384-3536
サークルＫ 大山田ＰＡ上り店 ｵｵﾔﾏﾀﾞﾋﾟｰｴｰﾉﾎﾞﾘﾃﾝ 511-0862 三重県桑名市大字播磨字大代１４５５－１７ 三重県 0594-31-2014
サークルＫ 名張希央台店 ﾅﾊﾞﾘｷｵｳﾀﾞｲﾃﾝ 518-0775 三重県名張市希央台５番町１２２番地 三重県 0595-64-5780
サークルＫ 四日市東坂部店 ﾖｯｶｲﾁﾋｶﾞｼｻｶﾍﾞﾃﾝ 512-0904 三重県四日市市東坂部町１５７１番地７ 三重県 059-331-3308
サークルＫ 紀勢大内山インター店 ｷｾｲｵｵｳﾁﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 519-2802 三重県度会郡大紀町崎１９８２番地１ 三重県 0598-74-0570
サークルＫ 伊賀上之庄店 ｲｶﾞｶﾐﾉｼｮｳﾃﾝ 518-0121 三重県伊賀市上ノ庄１５７３番地２ 三重県 0595-24-7889
サークルＫ 四日市別名店 ﾖｯｶｲﾁﾍﾞﾂﾒｲﾃﾝ 510-0007 三重県四日市市別名一丁目１２番１８号 三重県 059-330-3150
サークルＫ 伊賀阿山店 ｲｶﾞｱﾔﾏﾃﾝ 518-1311 三重県伊賀市馬田１４９０番地 三重県 0595-43-1885
サークルＫ 四日市三重団地店 ﾖｯｶｲﾁﾐｴﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 512-0913 三重県四日市市西坂部町４５５１番地４ 三重県 059-333-3433
サークルＫ 東員城山店 ﾄｳｲﾝｼﾛﾔﾏﾃﾝ 511-0233 三重県員弁郡東員町城山一丁目３９ 三重県 0594-76-0545
サークルＫ 鈴鹿おかだ店 ｽｽﾞｶｵｶﾀﾞﾃﾝ 513-0027 三重県鈴鹿市岡田三丁目１５番７号 三重県 059-379-0866
サークルＫ たき五桂店 ﾀｷｺﾞｶﾂﾗﾃﾝ 519-2178 三重県多気郡多気町平谷３９番地３ 三重県 0598-37-2372
サークルＫ 四日市西山町店 ﾖｯｶｲﾁﾆｼﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 512-1103 三重県四日市市西山町７５４８番地２ 三重県 059-328-3047
サークルＫ 陽だまりの丘中央店 ﾋﾀﾞﾏﾘﾉｵｶﾁｭｳｵｳﾃﾝ 511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１１０３番地 三重県 0594-33-2010
サークルＫ 桑名芳ヶ崎店 ｸﾜﾅﾊｶﾞｻｷﾃﾝ 511-0944 三重県桑名市大字芳ケ崎１２８１番地 三重県 0594-33-1335
サークルＫ 国一桑名南店 ｺｸｲﾁｸﾜﾅﾐﾅﾐﾃﾝ 511-0839 三重県桑名市大字安永９１２番地４ 三重県 0594-22-4008
サークルＫ 鈴鹿中江島町店 ｽｽﾞｶﾅｶｴｼﾞﾏﾁｮｳﾃﾝ 510-0236 三重県鈴鹿市中江島町１４番８号 三重県 059-380-0818
サークルＫ 鈴鹿中旭が丘店 ｽｽﾞｶﾅｶｱｻﾋｶﾞｵｶﾃﾝ 510-0212 三重県鈴鹿市中旭が丘一丁目１１番１７号 三重県 059-387-0332
サークルＫ 東員ながふけ店 ﾄｳｲﾝﾅｶﾞﾌｹﾃﾝ 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字東山２１７０番地１ 三重県 0594-86-0728
サークルＫ 桑名東野店 ｸﾜﾅﾋｶﾞｼﾉﾃﾝ 511-0834 三重県桑名市大字大福６７２番地１ 三重県 0594-21-2287
サークルＫ 四日市尾上町店 ﾖｯｶｲﾁｵﾉｴﾁｮｳﾃﾝ 510-0059 三重県四日市市尾上町２０番地１６ 三重県 059-356-0618
サークルＫ 松阪花岡店 ﾏﾂｻｶﾊﾅｵｶﾃﾝ 515-0063 三重県松阪市大黒田町８１８番地８ 三重県 0598-25-1688
サークルＫ 鈴鹿北堀江町店 ｽｽﾞｶｷﾀﾎﾘｴﾁｮｳﾃﾝ 513-0044 三重県鈴鹿市北堀江町２３５番地１ 三重県 059-395-2090
サークルＫ おわせ総合病院前店 ｵﾜｾｿｳｺﾞｳﾋﾞｮｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 519-3659 三重県尾鷲市古戸野町２番１１号 三重県 0597-23-1109
サークルＫ 桑名多度小山店 ｸﾜﾅﾀﾄﾞｵﾔﾏﾃﾝ 511-0105 三重県桑名市多度町小山字天王平２４６３番地１ 三重県 0594-49-2722
サークルＫ 伊勢竹ケ鼻町店 ｲｾﾀｹｶﾞﾊﾅﾁｮｳﾃﾝ 516-0005 三重県伊勢市竹ケ鼻町３７４番地 三重県 0596-36-8111



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 志摩国府の浜店 ｼﾏｺｳﾉﾊﾏﾃﾝ 517-0506 三重県志摩市阿児町国府４１７８番地３ 三重県 0599-44-8055
サークルＫ 志摩磯部店 ｼﾏｲｿﾍﾞﾃﾝ 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間１５２番地３ 三重県 0599-55-3586
サークルＫ 四日市泊村店 ﾖｯｶｲﾁﾄﾏﾘﾑﾗﾃﾝ 510-0892 三重県四日市市泊山崎町１５番１号 三重県 059-349-2577
サークルＫ 津久居北口店 ﾂﾋｻｲｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 514-1105 三重県津市久居北口町５０４番地７ 三重県 059-255-7300
サークルＫ 伊勢津村町店 ｲｾﾂﾑﾗﾁｮｳﾃﾝ 516-1103 三重県伊勢市津村町２０８８番地５ 三重県 0596-39-6011
サークルＫ 鈴鹿須賀三丁目店 ｽｽﾞｶｽｶ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 513-0034 三重県鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号 三重県 059-381-6023
サークルＫ 桑名あこお店 ｸﾜﾅｱｺｵﾃﾝ 511-0934 三重県桑名市大字赤尾字屋敷１２５番地２ 三重県 0594-33-3590
サークルＫ いなべ久下店 ｲﾅﾍﾞﾋｻｶﾃﾝ 511-0263 三重県いなべ市大安町丹生川久下１８８２番地２ 三重県 0594-88-0557
サークルＫ 長島長徳店 ﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳﾄｸﾃﾝ 511-1133 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳５４８番３ 三重県 0594-45-8350
サークルＫ 松阪豊原町店 ﾏﾂｻｶﾄﾖﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ 515-0205 三重県松阪市豊原町４３１番地４ 三重県 0598-61-0222
サークルＫ 桑名市民会館前店 ｸﾜﾅｼﾐﾝｶｲｶﾝﾏｴﾃﾝ 511-0064 三重県桑名市新築町９番地１ 三重県 0594-27-5822
サークルＫ 鈴鹿三日市南店 ｽｽﾞｶﾐｯｶｲﾁﾐﾅﾐﾃﾝ 513-0804 三重県鈴鹿市三日市南三丁目２０２７番地１ 三重県 059-381-2501
サークルＫ 津片田店 ﾂｶﾀﾀﾞﾃﾝ 514-0075 三重県津市片田志袋町１２０３番地５ 三重県 059-239-0755
サークルＫ おわせ北インター店 ｵﾜｾｷﾀｲﾝﾀｰﾃﾝ 519-3651 三重県尾鷲市末広町４番２６号 三重県 0597-25-4646
サンクス 長島店 ﾅｶﾞｼﾏﾃﾝ 511-0011 三重県桑名市長島町大字福吉字青鷺５２６－１７ 三重県 0594-45-2822
サークルＫ 鈴鹿算所店 ｽｽﾞｶｻﾝｼﾞｮﾃﾝ 513-0806 三重県鈴鹿市算所３丁目７－２３ 三重県 059-370-2113
サークルＫ 四日市日永西店 ﾖｯｶｲﾁﾋﾅｶﾞﾆｼﾃﾝ 510-0891 三重県四日市市日永西４丁目１８－２ 三重県 059-349-5510
サークルＫ 四日市桜店 ﾖｯｶｲﾁｻｸﾗﾃﾝ 512-1211 三重県四日市市桜町８３６９－２ 三重県 0593-25-4180
サンクス 亀山インター店 ｶﾒﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 519-0167 三重県亀山市小野町字北谷６７３－１ 三重県 0595-84-3556
サークルＫ 津栗真中山店 ﾂｸﾘﾏﾅｶﾔﾏﾃﾝ 514-0103 三重県津市栗真中山町１５５－４ 三重県 059-236-5512
サンクス 鈴鹿御薗町店 ｽｽﾞｶﾐｿﾉﾁｮｳﾃﾝ 510-0261 三重県鈴鹿市御薗町４４４６ 三重県 059-372-8072
サークルＫ 菰野町福村店 ｺﾓﾉﾁｮｳﾌｸﾑﾗﾃﾝ 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字南起３６番４ 三重県 059-394-5221
サークルＫ 鈴鹿神戸九丁目店 ｽｽﾞｶｶﾝﾍﾞ9ﾁｮｳﾒﾃﾝ 513-0801 三重県鈴鹿市神戸九丁目１４番８号 三重県 059-381-1786
サークルＫ 四日市堀木一丁目店 ﾖｯｶｲﾁﾎﾘｷ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 510-0076 三重県四日市市堀木一丁目１番２６号 三重県 059-350-8170
サークルＫ 大津国分店 ｵｵﾂｺｸﾌﾞﾃﾝ 520-0844 滋賀県大津市国分一丁目３３番５号 滋賀県 077-531-2959
サークルＫ 開出今店 ｶｲﾃﾞｲﾏﾃﾝ 522-0056 滋賀県彦根市開出今町字下流１４０５－２ 滋賀県 0749-27-1277
サークルＫ 守山下之郷店 ﾓﾘﾔﾏｼﾓﾉｺﾞｳﾃﾝ 524-0013 滋賀県守山市下之郷二丁目１番２号 滋賀県 077-582-0261
サークルＫ 大津雄琴駅前店 ｵｵﾂｵｺﾞﾄｴｷﾏｴﾃﾝ 520-0107 滋賀県大津市雄琴北１丁目２番１６号 滋賀県 077-579-8066
サークルＫ 多賀大社駅前店 ﾀｶﾞﾀｲｼｬｴｷﾏｴﾃﾝ 522-0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀字神田１３１９番地 滋賀県 0749-48-0660
サークルＫ 湖南菩提寺店 ｺﾅﾝﾎﾞﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 520-3242 滋賀県湖南市菩提寺１４９１番地１０２ 滋賀県 0748-74-4088
サークルＫ 大津におの浜店 ｵｵﾂﾆｵﾉﾊﾏﾃﾝ 520-0801 滋賀県大津市におの浜二丁目１番１７号 滋賀県 077-511-3755
サークルＫ 大津大将軍店 ｵｵﾂﾀｲｼｮｳｸﾞﾝﾃﾝ 520-2145 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号 滋賀県 077-547-3363
サークルＫ 彦根西今店 ﾋｺﾈﾆｼｲﾏﾃﾝ 522-0054 滋賀県彦根市西今町３６８番地の１ 滋賀県 0749-22-3476
サークルＫ 甲西日枝店 ｺｳｾｲﾋｴﾃﾝ 520-3201 滋賀県湖南市下田２８５７番地の２ 滋賀県 0748-75-4616
サークルＫ 湖南夏見店 ｺﾅﾝﾅﾂﾐﾃﾝ 520-3223 滋賀県湖南市夏見４１８番地の２ 滋賀県 0748-72-7722
サークルＫ 草津駅東口店 ｸｻﾂｴｷﾋｶﾞｼｸﾞﾁﾃﾝ 525-0032 滋賀県草津市大路一丁目１０番３号 滋賀県 077-566-6195
サークルＫ 彦根松原店 ﾋｺﾈﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 522-0002 滋賀県彦根市松原町３６４２番地 滋賀県 0749-26-4565
サークルＫ 草津野路店 ｸｻﾂﾉｼﾞﾃﾝ 525-0058 滋賀県草津市野路東４丁目１７番９号 滋賀県 077-561-4661
サークルＫ 湖南石部南店 ｺﾅﾝｲｼﾍﾞﾐﾅﾐﾃﾝ 520-3108 滋賀県湖南市石部南８丁目５番２６号 滋賀県 0748-77-3766
サークルＫ 守山金森町店 ﾓﾘﾔﾏｶﾈｶﾞﾓﾘﾁｮｳﾃﾝ 524-0045 滋賀県守山市金森町字赤塚９７３番地 滋賀県 077-582-7063
サークルＫ 彦根高宮東店 ﾋｺﾈﾀｶﾐﾔﾋｶﾞｼﾃﾝ 522-0201 滋賀県彦根市高宮町９０番地１３ 滋賀県 0749-23-0820
サークルＫ 栗東手原店 ﾘｯﾄｳﾃﾊﾗﾃﾝ 520-3047 滋賀県栗東市手原三丁目７番１７号 滋賀県 077-553-8518
サークルＫ 彦根竹ヶ鼻店 ﾋｺﾈﾀｹｶﾞﾊﾅﾃﾝ 522-0054 滋賀県彦根市西今町１８番地 滋賀県 0749-21-2206
サークルＫ 草津団地前店 ｸｻﾂﾀﾞﾝﾁﾏｴﾃﾝ 525-0036 滋賀県草津市草津町１９０３番１ 滋賀県 077-569-4732
サークルＫ 大津今堅田店 ｵｵﾂｲﾏｶﾀﾀﾃﾝ 520-0241 滋賀県大津市今堅田二丁目６番地の４ 滋賀県 077-573-0710
サークルＫ 守山えんま堂店 ﾓﾘﾔﾏｴﾝﾏﾄﾞｳﾃﾝ 524-0042 滋賀県守山市焔魔堂町２４０番地１ 滋賀県 077-514-0240
サークルＫ 大津石山寺南店 ｵｵﾂｲｼﾔﾏﾃﾞﾗﾐﾅﾐﾃﾝ 520-0861 滋賀県大津市石山寺三丁目１７番１１号 滋賀県 077-531-1701
サークルＫ 野洲久野部店 ﾔｽｸﾉﾍﾞﾃﾝ 520-2353 滋賀県野洲市久野部８４番地１ 滋賀県 077-518-0820
サークルＫ 栗東小柿十丁目店 ﾘｯﾄｳｵｶﾞｷ10ﾁｮｳﾒﾃﾝ 520-3024 滋賀県栗東市小柿十丁目１－１０ 滋賀県 077-554-8857
サークルＫ 栗東下鈎店 ﾘｯﾄｳｼﾓﾏｶﾞﾘﾃﾝ 520-3026 滋賀県栗東市下鈎３７番地１ 滋賀県 077-551-2339
サークルＫ 伏見桃山東店 ﾌｼﾐﾓﾓﾔﾏﾋｶﾞｼﾃﾝ 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５ 京都府 075-604-5070
サークルＫ 河原町十条店 ｶﾜﾗﾏﾁｼﾞｭｳｼﾞｮｳﾃﾝ 601-8024 京都府京都市南区東九条東札辻町４番地１ 京都府 075-693-8862
サークルＫ 吉祥院東前田町店 ｷｯｼｮｳｲﾝﾋｶﾞｼﾏｴﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 601-8332 京都府京都市南区吉祥院東前田町３４番地 京都府 075-694-1655
サークルＫ やわた店 ﾔﾜﾀﾃﾝ 614-8071 京都府八幡市八幡五反田１８－６ 京都府 075-983-4366
サークルＫ 宇治駅前店 ｳｼﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 611-0021 京都府宇治市宇治妙楽１８２－１２ 京都府 0774-22-5499
サークルＫ 精華光台店 ｾｲｶﾋｶﾘﾀﾞｲﾃﾝ 619-0237 京都府相楽郡精華町光台４丁目５６番地の５ 京都府 0774-93-2130
サークルＫ 宇治中川原店 ｳｼﾞﾅｶｶﾞﾜﾗﾃﾝ 611-0041 京都府宇治市槇島町石橋６４番地 京都府 0774-24-0155
サークルＫ 京都原谷店 ｷｮｳﾄﾊﾗﾀﾞﾆﾃﾝ 603-8487 京都府京都市北区大北山原谷乾町２０７番地１ 京都府 075-465-0591
サークルＫ 烏丸寺ノ内店 ｶﾗｽﾏﾃﾗﾉｳﾁﾃﾝ 602-0898 京都府京都市上京区烏丸通寺ノ内上る相国寺門前町６４７番地８ 京都府 075-411-2370
サークルＫ 河原町丸太町店 ｶﾜﾗﾏﾁﾏﾙﾀﾏﾁﾃﾝ 602-0877 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町３６３番地 京都府 075-211-7037
サークルＫ 烏丸八条口店 ｶﾗｽﾏﾊﾁｼﾞｮｳｸﾞﾁﾃﾝ 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町４１番地１ 京都府 075-671-3288
サークルＫ 西院駅前店 ｻｲｲﾝｴｷﾏｴﾃﾝ 615-0011 京都府京都市右京区西院東淳和院町２番地１ 京都府 075-321-3331
サークルＫ 宇治紫ケ丘店 ｳｼﾞﾑﾗｻｷｶﾞｵｶﾃﾝ 611-0041 京都府宇治市槇島町南落合１６番地の１ 京都府 0774-21-8622
サークルＫ 宇治槙島店 ｳｼﾞﾏｷｼﾏﾃﾝ 611-0041 京都府宇治市槙島町本屋敷７番地 京都府 0774-20-4055
サークルＫ 三条河原町店 ｻﾝｼﾞｮｳｶﾜﾗﾏﾁﾃﾝ 604-8036 京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町２６番地 京都府 075-213-0405
サークルＫ 七条堀川店 ﾅﾅｼﾞｮｳﾎﾘｶﾜﾃﾝ 600-8262 京都府京都市下京区七条通東堀川西入八百屋町４番地 京都府 075-352-7811
サークルＫ 久御山森店 ｸﾐﾔﾏﾓﾘﾃﾝ 613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東３１３番地の１ 京都府 075-631-7809
サークルＫ 精華学研都市店 ｾｲｶｶﾞｯｹﾝﾄｼﾃﾝ 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３ 京都府 0774-93-3633
サークルＫ 男山石城店 ｵﾄｺﾔﾏｲｼｼﾛﾃﾝ 614-8374 京都府八幡市男山石城４番地１９ 京都府 075-983-6618
サークルＫ 竹田七瀬川店 ﾀｹﾀﾞﾅﾅｾｶﾞﾜﾃﾝ 612-8422 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町１５４番地４ 京都府 075-645-7722
サークルＫ 伏見新堀川店 ﾌｼﾐｼﾝﾎﾘｶﾜﾃﾝ 612-8236 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内１４ 京都府 075-602-7550
サークルＫ 師団街道深草店 ｼﾀﾞﾝｶｲﾄﾞｳﾌｶｸｻﾃﾝ 612-0004 京都府京都市伏見区深草相深町１９番地１３ 京都府 075-525-5100
サークルＫ 木津梅美台店 ｷﾂﾞｳﾒﾐﾀﾞｲﾃﾝ 619-0215 京都府木津川市梅美台一丁目１番地３ 京都府 0774-73-8447
サークルＫ 千本赤池店 ｾﾝﾎﾞﾝｱｶｲｹﾃﾝ 612-8469 京都府京都市伏見区中島河原田町１５番地 京都府 075-621-6103
サークルＫ 伏見醍醐大構店 ﾌｼﾐﾀﾞｲｺﾞｵｵｶﾏｴﾃﾝ 601-1366 京都府京都市伏見区醍醐大構町２６番地３ 京都府 075-575-2787
サークルＫ 伏見向島本丸店 ﾌｼﾐﾑｶｲｼﾞﾏﾎﾝﾏﾙﾃﾝ 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町２番地 京都府 075-604-4646
サークルＫ 木津大谷店 ｷﾂﾞｵｵﾀﾆﾃﾝ 619-0214 京都府木津川市木津八後３５番地１ 京都府 0774-73-9689
サークルＫ 八幡美濃山店 ﾔﾜﾀﾐﾉｳﾔﾏﾃﾝ 614-8277 京都府八幡市美濃山宮ノ背９８番地１ 京都府 075-981-3924
サークルＫ 京田辺市役所東店 ｷｮｳﾀﾅﾍﾞｼﾔｸｼｮﾋｶﾞｼﾃﾝ 610-0332 京都府京田辺市興戸北鉾立３７番地３ 京都府 0774-64-0070
サークルＫ 伏見出羽屋敷店 ﾌｼﾐﾃﾞﾜﾔｼｷﾃﾝ 612-0088 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地１１ 京都府 075-643-7518
サークルＫ 西大路駅前店 ﾆｼｵｵｼﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 601-8468 京都府京都市南区唐橋西平垣町１番６（１階） 京都府 075-662-7280
サークルＫ 四条大宮東店 ｼｼﾞｮｳｵｵﾐﾔﾋｶﾞｼﾃﾝ 600-8490 京都府京都市下京区四条通大宮東入立中町４９１番地 京都府 075-812-2272
サークルＫ 宇治一ノ坪店 ｳｼﾞｲﾁﾉﾂﾎﾞﾃﾝ 611-0041 京都府宇治市槇島町一ノ坪１７番地６ 京都府 0774-23-5825
サークルＫ 北野白梅町店 ｷﾀﾉﾊｸﾊﾞｲﾁｮｳﾃﾝ 603-8331 京都府京都市北区大将軍西町２００番地１ 京都府 075-467-9551
サークルＫ 木津川久保店 ｷﾂﾞｶﾜｸﾎﾞﾃﾝ 619-0222 京都府木津川市相楽川久保１６番地４ 京都府 0774-73-6706
サークルＫ 精華乾谷店 ｾｲｶｲﾇｲﾀﾞﾆﾃﾝ 619-0233 京都府相楽郡精華町大字乾谷小字岸ノ下２７番地４ 京都府 0774-75-1366
サークルＫ 山科三条通店 ﾔﾏｼﾅｻﾝｼﾞｮｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ 607-8081 京都府京都市山科区竹鼻外田町２５番地３７ 京都府 075-582-8295
サークルＫ 烏丸仏光寺店 ｶﾗｽﾏﾌﾞｯｺｳｼﾞﾃﾝ 600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６７５番地 京都府 075-344-3101
サークルＫ 長岡京城の里店 ﾅｶﾞｵｶｷｮｳｼﾛﾉｻﾄﾃﾝ 617-0835 京都府長岡京市城の里１４番地１ 京都府 075-958-4888
サークルＫ 京都嵯峨広沢店 ｷｮｳﾄｻｶﾞﾋﾛｻﾜﾃﾝ 616-8305 京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３０番地 京都府 075-861-7250
サークルＫ 京都久御山佐古店 ｷｮｳﾄｸﾐﾔﾏｻｺﾃﾝ 613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１ 京都府 0774-46-6311
サークルＫ 伏見小栗栖店 ﾌｼﾐｵｸﾞﾘｽﾃﾝ 601-1462 京都府京都市伏見区小栗栖森本町６番地６ 京都府 075-575-5124
サークルＫ 八幡月夜田店 ﾔﾜﾀﾂｷﾖﾀﾞﾃﾝ 614-8047 京都府八幡市八幡月夜田９１番地 京都府 075-983-6001
サークルＫ 亀岡下矢田店 ｶﾒｵｶｼﾓﾔﾀﾞﾃﾝ 621-0854 京都府亀岡市下矢田大末２番地１０ 京都府 0771-29-6301
サークルＫ 六地蔵駅前店 ﾛｸｼﾞｿﾞｳｴｷﾏｴﾃﾝ 611-0001 京都府宇治市六地蔵奈良町７４番地１　パデシオン六地蔵 京都府 0774-31-3023
サークルＫ 西九条南田町店 ﾆｼｸｼﾞｮｳﾅﾝﾃﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 601-8441 京都府京都市南区西九条南田町２７番地 京都府 075-694-1158
サークルＫ 宇治槇島目川店 ｳｼﾞﾏｷｼﾏﾒｶﾞﾜﾃﾝ 611-0041 京都府宇治市槇島町目川２７番地１ 京都府 0774-28-6464
サークルＫ 久御山もみいけ店 ｸﾐﾔﾏﾓﾐｲｹﾃﾝ 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山籾池３６番２ 京都府 0774-41-3323
サークルＫ 小山新町通店 ｺﾔﾏｼﾝﾏﾁﾄﾞｵﾘﾃﾝ 603-8161 京都府京都市北区小山北大野町２９番地 京都府 075-494-2885
サークルＫ 四条通梅津店 ｼｼﾞｮｳﾄﾞｵﾘｳﾒﾂﾃﾝ 615-0934 京都府京都市右京区梅津北浦町５番１ 京都府 075-873-8120



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 横大路下三栖店 ﾖｺｵｵｼﾞｼﾓﾐｽﾃﾝ 612-8241 京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町２２番地 京都府 075-623-5010
サークルＫ 寝屋川寿町店 ﾈﾔｶﾞﾜｺﾄﾌﾞｷﾁｮｳﾃﾝ 572-0029 大阪府寝屋川市寿町６０－２６ 大阪府 072-802-3480
サークルＫ 高槻真上町一丁目店 ﾀｶﾂｷﾏｶﾐﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 569-1121 大阪府高槻市真上町一丁目２３番１２号 大阪府 072-686-3176
サークルＫ 菅原七丁目店 ｽｶﾞﾊﾗ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号 大阪府 06-6370-8118
サークルＫ 東住吉杭全店 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼｸﾏﾀﾃﾝ 546-0002 大阪府大阪市東住吉区杭全二丁目１０番６号 大阪府 06-6710-2550
サークルＫ 大阪堺新金岡店 ｵｵｻｶｻｶｲｼﾝｶﾅｵｶﾃﾝ 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町五丁１番２号 大阪府 072-240-0267
サークルＫ 平野加美南店 ﾋﾗﾉｶﾐﾐﾅﾐﾃﾝ 547-0003 大阪府大阪市平野区加美南四丁目４番５４号 大阪府 06-6795-1138
サークルＫ 吹田江坂五丁目店 ｽｲﾀｴｻｶ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 564-0063 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号 大阪府 06-6310-8558
サークルＫ 淀川三津屋中店 ﾖﾄﾞｶﾞﾜﾐﾂﾔﾅｶﾃﾝ 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中二丁目６番３号 大阪府 06-6838-3368
サークルＫ 岸和田畑町店 ｷｼﾜﾀﾞﾊﾀﾏﾁﾃﾝ 596-0831 大阪府岸和田市畑町四丁目３番３号 大阪府 072-420-0988
サークルＫ 茨木鮎川五丁目店 ｲﾊﾞﾗｷｱﾕｶﾜ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 567-0831 大阪府茨木市鮎川五丁目３番４２号 大阪府 072-638-9015
サークルＫ 枚方磯島元町店 ﾋﾗｶﾀｲｿｼﾏﾓﾄﾏﾁﾃﾝ 573-1187 大阪府枚方市磯島元町４番２５号 大阪府 072-805-5602
サークルＫ マルハン新世界店 ﾏﾙﾊﾝｼﾝｾｶｲﾃﾝ 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界ビル１階 大阪府 06-6630-6065
サークルＫ 岸和田並松店 ｷｼﾜﾀﾞﾅﾝﾏﾂﾃﾝ 596-0052 大阪府岸和田市並松町２９番３０号 大阪府 072-430-3088
サークルＫ 大阪南吹田店 ｵｵｻｶﾐﾅﾐｽｲﾀﾃﾝ 564-0043 大阪府吹田市南吹田１丁目９番１０号 大阪府 06-6318-1600
サークルＫ 枚方東山二丁目店 ﾋﾗｶﾀﾋｶﾞｼﾔﾏ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 573-1114 大阪府枚方市東山二丁目４６番地１ 大阪府 072-864-5053
サークルＫ 寝屋川石津店 ﾈﾔｶﾞﾜｲｼﾂﾞﾃﾝ 572-0074 大阪府寝屋川市池田中町２０－１３ 大阪府 072-838-9908
サークルＫ 高槻岡本町店 ﾀｶﾂｷｵｶﾓﾄﾁｮｳﾃﾝ 569-1137 大阪府高槻市岡本町５番２５号 大阪府 072-692-8862
サークルＫ 大峰南町店 ｵｵﾐﾈﾐﾅﾐﾏﾁﾃﾝ 573-0145 大阪府枚方市大峰南町２４番５号 大阪府 072-859-4558
サークルＫ 花博記念公園前店 ﾊﾅﾊｸｷﾈﾝｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 535-0022 大阪府大阪市旭区新森６丁目１１番２７号 大阪府 06-6954-2951
サークルＫ 高槻芝生住宅前店 ﾀｶﾂｷｼﾎﾞｼﾞｭｳﾀｸﾏｴﾃﾝ 569-0823 大阪府高槻市芝生町３丁目２２番１１号 大阪府 072-678-6767
サークルＫ 大東諸福店 ﾀﾞｲﾄｳﾓﾛﾌｸﾃﾝ 574-0044 大阪府大東市諸福３丁目１番１５号 大阪府 072-871-3840
サークルＫ 本庄西三丁目店 ﾎﾝｼﾞｮｳﾆｼ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 531-0073 大阪府大阪市北区本庄西３丁目９番１０号 大阪府 06-4802-0347
サークルＫ 佐太中町七丁目店 ｻﾀﾅｶﾏﾁ7ﾁｮｳﾒﾃﾝ 570-0002 大阪府守口市佐太中町７丁目２２番１０号 大阪府 06-6904-8623
サークルＫ 東太田四丁目店 ﾋｶﾞｼｵｵﾀ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 567-0012 大阪府茨木市東太田４丁目４番８号 大阪府 072-626-5431
サークルＫ 宮之川原店 ﾐﾔﾉｶﾜﾗﾃﾝ 569-1033 大阪府高槻市宮之川原元町８番８号 大阪府 072-688-2251
サークルＫ 南本町一丁目店 ﾐﾅﾐﾎﾝﾏﾁ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目５番１号 大阪府 06-6266-3002
サークルＫ 豊川病院前店 ﾄﾖｶﾜﾋﾞｮｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 583-0872 大阪府羽曳野市はびきの５丁目２１番２号 大阪府 072-937-3350
サークルＫ 国道星丘店 ｺｸﾄﾞｳﾎｼｶﾞｵｶﾃﾝ 573-0013 大阪府枚方市星丘二丁目１０番１号 大阪府 072-848-6220
サークルＫ 柏原円明町店 ｶｼﾜﾗｴﾝﾐｮｳﾁｮｳﾃﾝ 582-0027 大阪府柏原市円明町１７番９号 大阪府 072-978-5039
サークルＫ 播磨町三丁目店 ﾊﾘﾏﾁｮｳ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 545-0022 大阪府大阪市阿倍野区播磨町三丁目８番１１号 大阪府 06-6696-6733
サークルＫ 枚方田口山店 ﾋﾗｶﾀﾀｸﾞﾁﾔﾏﾃﾝ 573-0001 大阪府枚方市田口山１丁目３３番８号 大阪府 072-851-2701
サークルＫ 泉佐野市場西店 ｲｽﾞﾐｻﾉｲﾁﾊﾞﾆｼﾃﾝ 598-0006 大阪府泉佐野市市場西三丁目７番１５号 大阪府 072-469-0740
サークルＫ 東大阪加納店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｶﾉｳﾃﾝ 578-0901 大阪府東大阪市加納６丁目６番８号 大阪府 072-870-1388
サークルＫ 堺八下町店 ｻｶｲﾔｼﾓﾁｮｳﾃﾝ 599-8101 大阪府堺市東区八下町３丁１番地 大阪府 072-255-0501
サークルＫ 遠里小野一丁目店 ｵﾘｵﾉ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野一丁目２番３２号 大阪府 06-6692-6038
サークルＫ 内久宝寺町三丁目店 ｳﾁｷｭｳﾎｳｼﾞﾏﾁ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号 大阪府 06-4790-2321
サークルＫ 門真三ツ島店 ｶﾄﾞﾏﾐﾂｼﾞﾏﾃﾝ 571-0015 大阪府門真市三ツ島３丁目９番１３号 大阪府 072-884-3637
サークルＫ 堺材木町西店 ｻｶｲｻﾞｲﾓｸﾁｮｳﾆｼﾃﾝ 590-0941 大阪府堺市堺区材木町西３丁１番２４号 大阪府 072-232-3931
サークルＫ 吹田春日店 ｽｲﾀｶｽｶﾞﾃﾝ 565-0853 大阪府吹田市春日１丁目１番１号サンプラザ新御堂ビル１Ｆ 大阪府 06-6388-3555
サークルＫ 名神豊中インター店 ﾒｲｼﾝﾄﾖﾅｶｲﾝﾀｰﾃﾝ 561-0843 大阪府豊中市上津島１丁目５番１７号 大阪府 06-4866-8330
サークルＫ 茨木並木町店 ｲﾊﾞﾗｷﾅﾐｷﾁｮｳﾃﾝ 567-0892 大阪府茨木市並木町１番１号 大阪府 072-638-6468
サークルＫ 豊中長興寺北店 ﾄﾖﾅｶﾁｮｳｺｳｼﾞｷﾀﾃﾝ 561-0875 大阪府豊中市長興寺北３丁目１番１号 大阪府 06-4865-8600
サークルＫ 遠里小野二丁目店 ｵﾘｵﾉ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野２丁目１０番３４号 大阪府 06-6699-5050
サークルＫ 寝屋川点野店 ﾈﾔｶﾞﾜｼﾒﾉﾃﾝ 572-0077 大阪府寝屋川市点野５丁目７番８号 大阪府 072-828-3358
サークルＫ 東中浜四丁目店 ﾋｶﾞｼﾅｶﾊﾏ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号 大阪府 06-6968-2272
サークルＫ 泉南男里店 ｾﾝﾅﾝｵﾉｻﾄﾃﾝ 590-0526 大阪府泉南市男里六丁目１６番８号 大阪府 072-483-0113
サークルＫ 鶴見諸口一丁目店 ﾂﾙﾐﾓﾛｸﾁ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号 大阪府 06-6913-4348
サークルＫ 長吉長原店 ﾅｶﾞﾖｼﾅｶﾞﾊﾗﾃﾝ 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原２丁目１１番１２号 大阪府 06-6760-5565
サークルＫ 大正小林西店 ﾀｲｼｮｳｺﾊﾞﾔｼﾆｼﾃﾝ 551-0013 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号 大阪府 06-6555-1100
サークルＫ 摂津正雀駅前店 ｾｯﾂｼｮｳｼﾞｬｸｴｷﾏｴﾃﾝ 566-0024 大阪府摂津市正雀本町１丁目２６番９号 大阪府 06-6382-2575
サークルＫ 泉南幡代店 ｾﾝﾅﾝﾊﾀｼﾛﾃﾝ 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目９番３号 大阪府 072-482-3367
サークルＫ 公園南矢田店 ｺｳｴﾝﾐﾅﾐﾔﾀﾃﾝ 546-0024 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１丁目７番１２号 大阪府 06-6605-1220
サークルＫ 城東今福西一丁目店 ｼﾞｮｳﾄｳｲﾏﾌｸﾆｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西１丁目１５番３９号 大阪府 06-6935-5056
サークルＫ 八尾南太子堂店 ﾔｵﾐﾅﾐﾀｲｼﾄﾞｳﾃﾝ 581-0056 大阪府八尾市南太子堂５丁目１番１８号 大阪府 072-928-3715
サークルＫ 平野西脇店 ﾋﾗﾉﾆｼﾜｷﾃﾝ 547-0035 大阪府大阪市平野区西脇２丁目４番３２号 大阪府 06-6760-6448
サークルＫ 八尾春日町店 ﾔｵｶｽｶﾞﾁｮｳﾃﾝ 581-0061 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号 大阪府 072-928-3910
サークルＫ 豊中緑丘店 ﾄﾖﾅｶﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾃﾝ 560-0002 大阪府豊中市緑丘五丁目９番６号 大阪府 06-6855-3898
サークルＫ 柏原田辺一丁目店 ｶｼﾜﾗﾀﾅﾍﾞ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 582-0024 大阪府柏原市田辺１丁目３番２号 大阪府 072-977-4509
サークルＫ 茨木島店 ｲﾊﾞﾗｷｼﾏﾃﾝ 567-0854 大阪府茨木市島一丁目１２番１７号 大阪府 072-637-0441
サークルＫ 門真舟田町店 ｶﾄﾞﾏﾌﾅﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 571-0021 大阪府門真市舟田町２７番２０号 大阪府 072-884-8822
サークルＫ 東住吉南田辺店 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼﾐﾅﾐﾀﾅﾍﾞﾃﾝ 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺１丁目８番２３号 大阪府 06-6628-2715
サークルＫ 池田旭丘一丁目店 ｲｹﾀﾞｱｻﾋﾞｶﾞｵｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 563-0022 大阪府池田市旭丘１丁目９番２５号 大阪府 072-762-8778
サークルＫ 豊中熊野町二丁目店 ﾄﾖﾅｶｸﾏﾉﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 560-0014 大阪府豊中市熊野町二丁目１０番１２号 大阪府 06-6850-4466
サークルＫ 池田石橋駅前店 ｲｹﾀﾞｲｼﾊﾞｼｴｷﾏｴﾃﾝ 563-0032 大阪府池田市石橋一丁目８番１号 大阪府 072-760-0118
サークルＫ 平野本町店 ﾋﾗﾉﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町５丁目９番２９号 大阪府 06-6794-1396
サークルＫ 茨木南目垣店 ｲﾊﾞﾗｷﾐﾅﾐﾒｶﾞｷﾃﾝ 567-0837 大阪府茨木市南目垣一丁目２番３号 大阪府 072-657-1130
サークルＫ 堺長曽根町南店 ｻｶｲﾅｶﾞｿﾈﾁｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町３０３５番地１ 大阪府 072-255-3656
サークルＫ 摂津鳥飼店 ｾｯﾂﾄﾘｶｲﾃﾝ 566-0072 大阪府摂津市鳥飼西二丁目４０番１５号 大阪府 072-650-2231
サークルＫ 八尾東町店 ﾔｵﾋｶﾞｼﾏﾁﾃﾝ 581-0861 大阪府八尾市東町五丁目２２番地 大阪府 072-998-7255
サークルＫ 和泉内田町店 ｲｽﾞﾐｳﾁﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ 594-1156 大阪府和泉市内田町四丁目１３番１号 大阪府 0725-53-2158
サークルＫ 守口東通店 ﾓﾘｸﾞﾁﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘﾃﾝ 570-0043 大阪府守口市南寺方東通六丁目１３番１１号 大阪府 06-6995-6616
サークルＫ 平野瓜破店 ﾋﾗﾉｳﾘﾜﾘﾃﾝ 547-0025 大阪府大阪市平野区瓜破西二丁目５番１３号 大阪府 06-6701-8255
サークルＫ 泉南砂川店 ｾﾝﾅﾝｽﾅｶﾞﾜﾃﾝ 590-0504 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１ 大阪府 072-483-8007
サークルＫ 守口東郷店 ﾓﾘｸﾞﾁﾄｳｺﾞｳﾃﾝ 570-0041 大阪府守口市東郷通一丁目７番１２号 大阪府 06-6991-5988
サークルＫ 松原天美我堂五丁目店 ﾏﾂﾊﾞﾗｱﾏﾐｶﾞﾄﾞｳ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 580-0026 大阪府松原市天美我堂五丁目６番３０号 大阪府 072-339-1223
サークルＫ 鶴見緑地東店 ﾂﾙﾐﾘｮｸﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ 538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目南１番１８号 大阪府 06-6915-3365
サークルＫ 堺浜寺船尾町店 ｻｶｲﾊﾏﾃﾞﾗﾌﾅｵﾁｮｳﾃﾝ 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地 大阪府 072-266-1088
サークルＫ 東大阪森河内西店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾓﾘｶﾜﾁﾆｼﾃﾝ 577-0061 大阪府東大阪市森河内西一丁目６番１８号 大阪府 06-6781-0905
サークルＫ 南海湊駅前店 ﾅﾝｶｲﾐﾅﾄｴｷﾏｴﾃﾝ 590-0834 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号 大阪府 072-243-3710
サークルＫ 泉佐野中庄店 ｲｽﾞﾐｻﾉﾅｶｼｮｳﾃﾝ 598-0002 大阪府泉佐野市中庄１２番地の１ 大阪府 072-469-6113
サークルＫ 住吉苅田二丁目店 ｽﾐﾖｼｶﾘﾀ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田二丁目５番２号 大阪府 06-6690-5166
サークルＫ 茨木小川町店 ｲﾊﾞﾗｷｵｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ 567-0873 大阪府茨木市小川町１番１０号 大阪府 072-645-7729
サークルＫ 箕面船場店 ﾐﾉｵｾﾝﾊﾞﾃﾝ 562-0036 大阪府箕面市船場西一丁目４番４号 大阪府 072-749-3120
サークルＫ 枚方大橋店 ﾋﾗｶﾀｵｵﾊｼﾃﾝ 573-0066 大阪府枚方市伊加賀西町１１番１０号 大阪府 072-804-3961
サークルＫ 東大阪横枕西店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾖｺﾏｸﾗﾆｼﾃﾝ 578-0956 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号 大阪府 072-960-9696
サークルＫ 摂津庄屋店 ｾｯﾂｼｮｳﾔﾃﾝ 566-0012 大阪府摂津市庄屋２丁目２番３９号 大阪府 06-6383-0155
サークルＫ 茨木東安威二丁目店 ｲﾊﾞﾗｷﾋｶﾞｼｱｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 568-0094 大阪府茨木市大字桑原１７１３番２ 大阪府 072-640-3688
サークルＫ 豊中城山町店 ﾄﾖﾅｶｼﾛﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 561-0803 大阪府豊中市城山町２丁目７番３０号 大阪府 06-6867-6014
サークルＫ 吹田長野西店 ｽｲﾀﾅｶﾞﾉﾆｼﾃﾝ 565-0817 大阪府吹田市長野西１１－８ 大阪府 06-6816-7022
サークルＫ 東大阪吉田下島店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾖｼﾀｼﾓｼﾞﾏﾃﾝ 578-0983 大阪府東大阪市吉田下島４番２３号 大阪府 072-960-3230
サークルＫ 東住吉矢田店 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼﾔﾀﾃﾝ 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目９番１７号 大阪府 06-6605-9039
サークルＫ 平野長吉六反店 ﾋﾗﾉﾅｶﾞﾖｼﾛｸﾀﾝﾃﾝ 547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反四丁目６番１２号 大阪府 06-6760-7128
サンクス 京橋店 ｷﾖｳﾊﾞｼﾃﾝ 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７　杉本ビル１Ｆ 大阪府 06-6923-5629
サンクス 総持寺店 ｿｳｼﾞｼﾞﾃﾝ 567-0803 大阪府茨木市中総持寺１０ 大阪府 072-638-2187
サンクス 日本橋店 ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾞｼﾃﾝ 542-0072 大阪府大阪市中央区高津３－２－２８ 大阪府 06-6643-8782
サンクス 深江橋店 ﾌｶｴﾊﾞｼﾃﾝ 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪４－３－１ 大阪府 06-6965-3947
サンクス 観音寺町店 ｶﾝﾉﾝｼﾞﾁｮｳﾃﾝ 594-0065 大阪府和泉市観音寺町７１８－１ 大阪府 0725-45-4066
サンクス 緑橋店 ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼﾃﾝ 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１－１１－１３ 大阪府 06-6977-4711
サンクス フェニックス通り店 ﾌｪﾆｯｸｽﾄﾞｵﾘﾃﾝ 590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町１－１－１９ 大阪府 072-228-9092



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 交野星田店 ｶﾀﾉﾎｼﾀﾞﾃﾝ 576-0016 大阪府交野市星田６－１－３０ 大阪府 072-894-3788
サンクス 上新庄駅南店 ｶﾐｼﾝｼﾞｮｳｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３ 大阪府 06-6326-8121
サンクス 南吹田店 ﾐﾅﾐｽｲﾀﾃﾝ 564-0043 大阪府吹田市南吹田５－２４－１ 大阪府 06-6821-6215
サンクス 大正駅前店 ﾀｲｼﾖｳｴｷﾏｴﾃﾝ 551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西１－２－７ 大阪府 06-6554-8882
サンクス 久米田駅前店 ｸﾒﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝﾃﾝ 596-0812 大阪府岸和田市大町３７１－５ 大阪府 072-443-4446
サンクス 吹田内本町店 ｽｲﾀｳﾁﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 564-0032 大阪府吹田市内本町１－２２－９ 大阪府 06-6317-4488
サンクス 東大阪新庄南店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｼﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾃﾝ 578-0958 大阪府東大阪市新庄南７－１３ 大阪府 06-6745-8664
サンクス 河内長野松ヶ丘店 ｶﾜﾁﾅｶﾞﾉﾏﾂｶﾃﾝ 586-0007 大阪府河内長野市松ヶ丘東町 大阪府 0721-56-5644
サンクス 新今里３丁目店 ｼﾝｲﾏｻﾞﾄ3ﾁﾖﾃﾝ 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里３丁目１４－１ 大阪府 06-4306-1661
サンクス 守口庭窪店 ﾓﾘｸﾞﾁﾆﾜｸﾎﾞﾃﾝ 570-0002 大阪府守口市佐太中町３丁目１－１１ 大阪府 06-6900-7339
サンクス 伝法店 ﾃﾞﾝﾎﾟｳﾃﾝ 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法６－５－８ 大阪府 06-6460-2471
サンクス 天満駅前店 ﾃﾝﾏｴｷﾏｴﾃﾝ 530-0034 大阪府大阪市北区錦町３－１２ 大阪府 06-6357-8844
サンクス 江戸堀１丁目店 ｴﾄﾞﾎﾞﾘ1ﾁﾖｳﾃﾝ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２５－２２ 大阪府 06-6444-3941
サンクス 大東野崎店 ﾀﾞｲﾄｳﾉｻﾞｷﾃﾝ 574-0011 大阪府大東市北条１丁目６－１０ 大阪府 072-862-4040
サンクス アクアくずは店 ｱｸｱｸｽﾞﾊﾃﾝ 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５ 大阪府 072-809-0777
サンクス 堺長曽根町店 ｻｶｲﾅｶﾞｿﾈﾁｮｳﾃﾝ 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町１２０２－１ 大阪府 072-250-6455
サンクス 堺新家町店 ｻｶｲｼﾝｹﾁﾖｳﾃﾝ 599-8232 大阪府堺市中区新家町５８６－２ 大阪府 072-239-5562
サンクス 加美正覚寺店 ｶﾐｼｮｳｶｸｼﾞﾃﾝ 547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７ 大阪府 06-4303-2881
サンクス 西三荘店 ﾆｼｻﾝｿｳﾃﾝ 570-0031 大阪府守口市橋波東之町１ー３ー８ 大阪府 06-6993-6159
サンクス 深江南３丁目店 ﾌｶｴﾐﾅﾐ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 537-0002 大阪府大阪市東成区深江南３丁目２２－１１ 大阪府 06-6973-1820
サンクス 勝山北店 ｶﾂﾔﾏｷﾀﾃﾝ 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４ 大阪府 06-6715-3549
サンクス 浪速塩草店 ﾅﾆﾜｼｵｸｻﾃﾝ 556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草３－７－１０ 大阪府 06-6562-5001
サンクス 大阪福島西通店 ｵｵｻｶﾌｸｼﾏﾆｼﾄｵﾘﾃﾝ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１７－１３ 大阪府 06-6453-2282
サンクス 堺出島店 ｻｶｲﾃﾞｼﾞﾏﾃﾝ 590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通３－５－２０ 大阪府 072-243-6789
サンクス 高槻城南店 ﾀｶﾂｷｼﾞﾖｳﾅﾝﾃﾝ 569-0056 大阪府高槻市城南町　２－４－１ 大阪府 072-675-3434
サンクス 堺筋本町店 ｻｶｲｽｼﾞﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－３－１５ 大阪府 06-6266-1643
サンクス 大阪福島駅前店 ｵｵｻｶﾌｸｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１２－２３ 大阪府 06-6453-2733
サンクス 若江岩田駅前店 ﾜｶｴｲﾜﾀｴｷﾏｴﾃﾝ 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目３－１７ 大阪府 072-965-8181
サンクス 大正駅南口店 ﾀｲｼｮｳｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾃﾝ 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目１７－１８ 大阪府 06-6556-1521
サンクス 大阪ビジネスパーク店 ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸﾃﾝ 540-0001 大阪府大阪市中央区城見２丁目１－６１　ツイン２１ＭＩＤタワー１Ｆ 大阪府 06-6920-5267
サンクス 長田東２丁目店 ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 577-0012 大阪府東大阪市長田東２丁目２－７ 大阪府 06-4309-9820
サンクス 和泉王子町店 ｲｽﾞﾐｵｳｼﾞﾁｮｳﾃﾝ 594-0004 大阪府和泉市王子町一丁目２番２４号 大阪府 0725-40-5008
サンクス 堺市役所前店 ｻｶｲｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町１丁４－１８ 大阪府 072-226-1739
サンクス 大阪西本町店 ｵｵｻｶﾆｼﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目１５－１０ 大阪府 06-6535-9239
サンクス 堺土師店 ｻｶｲﾊｾﾞﾃﾝ 599-8238 大阪府堺市中区土師町２丁３４－６２ 大阪府 072-276-0339
サンクス 東大阪機械卸業団地店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｷｶｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾃﾝ 578-0965 大阪府東大阪市本庄西３丁目１－１ 大阪府 06-6748-1821
サンクス 城東すみれ店 ｼﾞｮｳﾄｳｽﾐﾚﾃﾝ 536-0001 大阪府大阪市城東区古市２丁目３ー３４ 大阪府 06-6180-2639
サンクス 八尾太田橋店 ﾔｵｵｵﾀﾊﾞｼﾃﾝ 581-0038 大阪府八尾市若林町３丁目２－２ 大阪府 072-920-6080
サンクス 枚方長尾谷町店 ﾋﾗｶﾀﾅｶﾞｵﾀﾆﾏﾁﾃﾝ 573-0164 大阪府枚方市長尾谷町３－１７－１６ 大阪府 072-864-0392
サンクス 大阪淡路町店 ｵｵｻｶｱﾜｼﾞﾏﾁﾃﾝ 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目５－１３ 大阪府 06-6233-3640
サンクス 守口大日駅前店 ﾓﾘｸﾞﾁﾀﾞｲﾆﾁｴｷﾏｴﾃﾝ 570-0003 大阪府守口市大日町２－１－１８ 大阪府 06-6780-6600
サンクス 堺泉北竹城台店 ｻｶｲｾﾝﾎﾞｸﾀｹｼﾛﾀﾞｲﾃﾝ 590-0105 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８ 大阪府 072-290-6021
サンクス 浪速稲荷店 ﾅﾆﾜｲﾅﾘﾃﾝ 556-0023 大阪府大阪市浪速区稲荷１丁目１２－６ 大阪府 06-4392-4881
サンクス 東大阪俊徳町店 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｼｭﾝﾄｸﾁｮｳﾃﾝ 577-0831 大阪府東大阪市俊徳町５丁目４－６ 大阪府 06-6736-6580
サンクス 摂津西一津屋店 ｾｯﾂﾆｼﾋﾄﾂﾔﾃﾝ 566-0044 大阪府摂津市西一津屋３－２３ 大阪府 06-6829-3215
サンクス 羽曳野埴生野店 ﾊﾋﾞｷﾉﾊﾆｭｳﾉﾃﾝ 583-0866 大阪府羽曳野市埴生野１１４４－２ 大阪府 072-369-2034
サンクス 豊中上新田店 ﾄﾖﾅｶｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目１８－４ 大阪府 06-6836-6631
サンクス 茨木玉櫛２丁目店 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾏｸｼ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 567-0895 大阪府茨木市玉櫛２丁目２９－２７ 大阪府 072-630-0835
サンクス 高槻神内店 ﾀｶﾂｷｺｳﾅｲﾃﾝ 569-0007 大阪府高槻市神内２丁目４－１１ 大阪府 072-682-9032
サンクス 高槻三島江店 ﾀｶﾂｷﾐｼﾏｴﾃﾝ 569-0835 大阪府高槻市大字三島江２２９－４ 大阪府 072-679-4415
サンクス 堺常磐町店 ｻｶｲﾄｷﾜﾁｮｳﾃﾝ 591-8001 大阪府堺市北区常磐町１丁１５－１ 大阪府 072-240-1053
サンクス 大阪弁天町店 ｵｵｻｶﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳﾃﾝ 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１丁目３番 大阪府 06-6576-3378
サンクス 四天王寺夕陽ヶ丘店 ｼﾃﾝﾉｳｼﾞﾕｳﾋｶﾞｵｶﾃﾝ 543-0074 大阪府大阪市天王寺区六万体町５番１３号 大阪府 06-4305-6877
サンクス 茨木美穂ヶ丘店 ｲﾊﾞﾗｷﾐﾎｶﾞｵｶﾃﾝ 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘１９番１３号 大阪府 072-631-1625
サンクス 茨木蔵垣内店 ｲﾊﾞﾗｷｸﾗｶｷｳﾁﾃﾝ 567-0878 大阪府茨木市蔵垣内一丁目１番１４号 大阪府 072-645-6708
サンクス 高槻朝日町店 ﾀｶﾂｷｱｻﾋﾏﾁﾃﾝ 569-1134 大阪府高槻市朝日町２００番７ 大阪府 072-686-2350
サンクス 大阪田島５丁目店 ｵｵｻｶﾀｼﾞﾏ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 544-0011 大阪府大阪市生野区田島５丁目４－２９ 大阪府 06-4306-7103
サンクス 長居東３丁目店 ﾅｶﾞｲﾋｶﾞｼ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東３－４－１１ 大阪府 06-4700-3037
サンクス 大阪泉佐野高松東店 ｵｵｻｶｲｽﾞﾐｻﾉﾀｶﾏﾂﾋｶﾞｼﾃﾝ 598-0012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３ 大阪府 072-458-7037
サンクス 本庄西１丁目店 ﾎﾝｼﾞｮｳﾆｼｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ 578-0965 大阪府東大阪市本庄西１丁目１番１号 大阪府 06-6748-7247
サンクス 高槻富田駅前店 ﾀｶﾂｷﾄﾝﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 569-0814 大阪府高槻市富田町１丁目１３番８号 大阪府 072-690-6370
サンクス 大阪堺山本町店 ｵｵｻｶｻｶｲﾔﾏﾓﾄﾁｮｳﾃﾝ 590-0983 大阪府堺市堺区山本町２丁５９番地 大阪府 072-228-2578
サンクス 東住吉今林店 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼｲﾏﾊﾞﾔｼﾃﾝ 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林４丁目１６番１４号 大阪府 06-6795-1136
サンクス 住之江平林南店 ｽﾐﾉｴﾋﾗﾊﾞﾔｼﾐﾅﾐﾃﾝ 559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号 大阪府 06-4702-8822
サンクス 大阪門真三ツ島店 ｵｵｻｶｶﾄﾞﾏﾐﾂｼﾏﾃﾝ 571-0015 大阪府門真市三ツ島６丁目３番２号 大阪府 072-887-5539
サンクス 楠葉中町店 ｸｽﾊﾅｶﾏﾁﾃﾝ 573-1107 大阪府枚方市楠葉中町１２８２番１（地番） 大阪府 072-864-0558
サンクス キューズタウン店 ｷｭｰｽﾞﾀｳﾝﾃﾝ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号　ヴィアあべのウォーク 大阪府 06-4396-6878
サンクス 八尾南小阪合町店 ﾔｵﾐﾅﾐｺｻﾞｶｱｲﾁｮｳﾃﾝ 581-0019 大阪府八尾市南小阪合町二丁目１番８号 大阪府 072-928-3940
サンクス 堺大美野店 ｻｶｲｵｵﾐﾉﾃﾝ 599-8126 大阪府堺市東区大美野１５９番８ 大阪府 072-230-1121
サンクス 大阪常盤町店 ｵｵｻｶﾄｷﾜﾏﾁﾃﾝ 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番５号 大阪府 06-4790-7256
サンクス 河内長野向野店 ｶﾜﾁﾅｶﾞﾉﾑｶｲﾉﾃﾝ 586-0013 大阪府河内長野市向野町７５１番地 大阪府 0721-50-0394
サンクス 枚方御殿山駅前店 ﾋﾗｶﾀｺﾞﾃﾝﾔﾏｴｷﾏｴﾃﾝ 573-1178 大阪府枚方市渚西一丁目４０番１８号 大阪府 072-805-3161
サンクス 摂津新在家店 ｾｯﾂｼﾝｻﾞｲｹﾃﾝ 566-0055 大阪府摂津市新在家１－２７－２３ 大阪府 06-4862-8500
サンクス 平野加美北店 ﾋﾗﾉｶﾐｷﾀﾃﾝ 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北３丁目１番３号 大阪府 06-6795-1767
サンクス 鶴見横堤二丁目店 ﾂﾙﾐﾖｺﾂﾞﾂﾐ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤二丁目１－３０ 大阪府 06-6914-3930
サンクス 寝屋川マルハン店 ﾈﾔｶﾞﾜﾏﾙﾊﾝﾃﾝ 572-0026 大阪府寝屋川市石津中町２５番３２号 大阪府 072-830-6220
サンクス 寝屋川三井南店 ﾈﾔｶﾞﾜﾐｲﾐﾅﾐﾃﾝ 572-0019 大阪府寝屋川市三井南町２３－１７ 大阪府 072-832-0822
サンクス 堺深井畑山店 ｻｶｲﾌｶｲﾊﾀﾔﾏﾃﾝ 599-8248 大阪府堺市中区深井畑山町２５４番地５ 大阪府 072-281-8033
サンクス 生野鶴橋一丁目店 ｲｸﾉﾂﾙﾊｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋一丁目９番３２号 大阪府 06-6711-7182
サンクス 守口八雲東町店 ﾓﾘｸﾞﾁﾔｸﾞﾓﾋｶﾞｼﾏﾁﾃﾝ 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目２１番２８号 大阪府 06-6780-3717
サンクス 吹田千里山高塚店 ｽｲﾀｾﾝﾘﾔﾏﾀｶﾂｶﾃﾝ 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚９－２ 大阪府 06-6310-9304
サンクス 松原別所店 ﾏﾂﾊﾞﾗﾍﾞｯｼｮﾃﾝ 580-0005 大阪府松原市別所八丁目１３番２５号 大阪府 072-349-1339
サンクス 茨木橋の内店 ｲﾊﾞﾗｷﾊｼﾉｳﾁﾃﾝ 567-0805 大阪府茨木市橋の内二丁目１２番３５号 大阪府 072-657-2991
サンクス 本町ヨドコウビル店 ﾎﾝﾏﾁﾖﾄﾞｺｳﾋﾞﾙﾃﾝ 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町四丁目１番１号 大阪府 06-4963-8740
サンクス 福島海老江店 ﾌｸｼﾏｴﾋﾞｴﾃﾝ 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江三丁目２４番３９号 大阪府 06-4797-5710
サンクス 生野巽西店 ｲｸﾉﾀﾂﾐﾆｼﾃﾝ 544-0012 大阪府大阪市生野区巽西二丁目１２番１９号 大阪府 06-6756-7538
サークルＫ 尼崎武庫之荘店 ｱﾏｶﾞｻｷﾑｺﾉｿｳﾃﾝ 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘四丁目３２番１号 兵庫県 06-6434-1370
サークルＫ 西宮甲子園口北町店 ﾆｼﾉﾐﾔｺｳｼｴﾝｸﾞﾁｷﾀﾏﾁﾃﾝ 663-8112 兵庫県西宮市甲子園口北町２番２号 兵庫県 0798-68-6500
サークルＫ 尼崎南塚口町店 ｱﾏｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾂｶｸﾞﾁﾁｮｳﾃﾝ 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町三丁目１１番７号 兵庫県 06-4961-7661
サークルＫ 姫路飾磨今在家店 ﾋﾒｼﾞｼｶﾏｲﾏｻﾞｲｹﾃﾝ 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０６８番地６ 兵庫県 079-231-5311
サークルＫ 姫路東郷町店 ﾋﾒｼﾞﾄｳｺﾞｳﾁｮｳﾃﾝ 670-0811 兵庫県姫路市野里１５番地１１ 兵庫県 079-287-1033
サークルＫ 宝塚山本野里店 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾔﾏﾓﾄﾉｻﾞﾄﾃﾝ 665-0814 兵庫県宝塚市山本野里三丁目２７番４号 兵庫県 0797-82-1788
サークルＫ 明石小久保二丁目店 ｱｶｼｺｸﾎﾞ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 673-0005 兵庫県明石市小久保二丁目１１番地４ 兵庫県 078-929-8155
サークルＫ 尼崎元浜町店 ｱﾏｶﾞｻｷﾓﾄﾊﾏﾁｮｳﾃﾝ 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地 兵庫県 06-4869-0310
サークルＫ 社町木梨店 ﾔｼﾛﾁｮｳｷﾅｼﾃﾝ 673-1461 兵庫県加東市木梨１４９番地の１ 兵庫県 0795-42-8866
サークルＫ 神戸枝吉店 ｺｳﾍﾞｴﾀﾞﾖｼﾃﾝ 651-2133 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目２５５番地 兵庫県 078-925-7502
サークルＫ 宝塚安倉中店 ﾀｶﾗﾂﾞｶｱｸﾗﾅｶﾃﾝ 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中５丁目２番２２号 兵庫県 0797-84-7726
サークルＫ 西宮大屋町店 ﾆｼﾉﾐﾔｵｵﾔﾁｮｳﾃﾝ 663-8106 兵庫県西宮市大屋町２３番１号 兵庫県 0798-67-3521
サークルＫ 尼崎塚口本町店 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｶｸﾞﾁﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町６丁目１１番１１号 兵庫県 06-6427-9910
サークルＫ 近畿中央病院店 ｷﾝｷﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝﾃﾝ 664-0872 兵庫県伊丹市車塚３丁目１番地 兵庫県 072-784-5634



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 西宮津門大箇町店 ﾆｼﾉﾐﾔﾂﾄｵｵｺﾞﾁｮｳﾃﾝ 663-8243 兵庫県西宮市津門大箇町１０番１０号 兵庫県 0798-22-0172
サークルＫ 神戸八多町店 ｺｳﾍﾞﾊﾀﾁｮｳﾃﾝ 651-1343 兵庫県神戸市北区八多町附物７５７番地３ 兵庫県 078-981-1657
サークルＫ 西宮能登町店 ﾆｼﾉﾐﾔﾉﾄﾁｮｳﾃﾝ 662-0838 兵庫県西宮市能登町４番１６号 兵庫県 0798-67-5228
サークルＫ 伊丹鴻池四丁目店 ｲﾀﾐｺｳﾉｲｹ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池４丁目２番２０号 兵庫県 072-775-5332
サークルＫ 西宮上大市店 ﾆｼﾉﾐﾔｶﾐｵｵｲﾁﾃﾝ 663-8003 兵庫県西宮市上大市四丁目７番１７号 兵庫県 0798-54-7255
サークルＫ 伊丹中野東店 ｲﾀﾐﾅｶﾉﾋｶﾞｼﾃﾝ 664-0022 兵庫県伊丹市中野東一丁目３６５番地 兵庫県 072-784-8400
サークルＫ 川西加茂六丁目店 ｶﾜﾆｼｶﾓ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 666-0025 兵庫県川西市加茂六丁目２番２０号 兵庫県 072-755-1878
サークルＫ 西宮桜谷店 ﾆｼﾉﾐﾔｻｸﾗﾀﾞﾆﾃﾝ 662-0032 兵庫県西宮市桜谷町１番２２号 兵庫県 0798-75-1151
サークルＫ 宝塚栄町店 ﾀｶﾗﾂﾞｶｻｶｴﾏﾁﾃﾝ 665-0845 兵庫県宝塚市栄町三丁目８番３号 兵庫県 0797-85-5035
サークルＫ 神戸箕谷インター店 ｺｳﾍﾞﾐﾉﾀﾆｲﾝﾀｰﾃﾝ 651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上かんじや２番地１ 兵庫県 078-583-1117
サークルＫ 赤穂警察署前店 ｱｺｳｹｲｻﾂｼｮﾏｴﾃﾝ 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲一丁目１１番 兵庫県 0791-46-3500
サークルＫ 赤穂新田店 ｱｺｳｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町２１２番地 兵庫県 0791-42-6177
サークルＫ 赤穂加里屋中洲店 ｱｺｳｶﾘﾔﾅｶｽﾃﾝ 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲四丁目３５番地 兵庫県 0791-42-6040
サークルＫ 赤穂東浜町店 ｱｺｳﾋｶﾞｼﾊﾏﾁｮｳﾃﾝ 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町１０９番地の２ 兵庫県 0791-45-3006
サークルＫ 赤穂さくら通り店 ｱｺｳｻｸﾗﾄﾞｵﾘﾃﾝ 678-0232 兵庫県赤穂市中広１４２番地２０ 兵庫県 0791-42-9900
サンクス 甲陽園駅前店 ｺｳﾖｳｴﾝｴｷﾏｴﾃﾝ 662-0017 兵庫県西宮市甲陽園西山町１－６４　エクセル錦 兵庫県 0798-72-7158
サンクス 明石清水店 ｱｶｼｼﾐｽﾞﾃﾝ 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水１６０１ー１ 兵庫県 078-941-2031
サンクス ＪＲ西宮店 JRﾆｼﾉﾐﾔﾃﾝ 662-0851 兵庫県西宮市中須佐町９－１２ 兵庫県 0798-34-7738
サンクス 姫路網干店 ﾋﾒｼﾞｱﾎﾞｼﾃﾝ 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久１１５－６ 兵庫県 079-273-5166
サンクス 姫路勝原店 ﾋﾒｼﾞｶﾂﾊﾗﾃﾝ 671-1203 兵庫県姫路市勝原区丁２６３－１ 兵庫県 079-273-4557
サンクス 灘桜口店 ﾅﾀﾞｻｸﾗｸﾞﾁﾃﾝ 657-0036 兵庫県神戸市灘区桜口町３－１－９ 兵庫県 078-822-3980
サンクス 加古川尾上店 ｶｺｶﾞﾜｵﾉｴﾃﾝ 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４１９－１ 兵庫県 079-421-0103
サンクス 新三田店 ｼﾝｻﾝﾀﾞﾃﾝ 669-1514 兵庫県三田市川除字竹木１４４－１８ 兵庫県 0795-63-1758
サンクス 猪名川パークタウン店 ｲﾅｶﾞﾜﾊﾟｰｸﾀﾃﾝ 666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５２－１，３５３－１ 兵庫県 0727-66-2341
サンクス 土山西店 ﾂﾁﾔﾏﾆｼﾃﾝ 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１２０６－１ 兵庫県 078-944-1993
サンクス 加古川福沢店 ｶｺｶﾞﾜﾌｸｻﾜﾃﾝ 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足４－２ 兵庫県 079-454-4320
サンクス 加古川あいおい橋店 ｶｺｶﾞﾜｱｲｵｲﾊﾞｼﾃﾝ 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田２丁目７８ 兵庫県 079-454-3617
サンクス 鹿の子台店 ｶﾉｺﾀﾞｲﾃﾝ 651-1511 兵庫県神戸市北区長尾町宅原字道谷 兵庫県 078-986-7311
サンクス 高砂米田店 ﾀｶｻｺﾞﾖﾈﾀﾞﾃﾝ 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田１０１４ 兵庫県 079-433-4272
サンクス 伊川谷有瀬店 ｲｶﾞﾜﾀﾞﾆｱﾘｾﾃﾝ 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬８４２番６ 兵庫県 078-974-0057
サンクス 杭瀬北新町店 ｸｲｾｷﾀｼﾝﾏﾁﾃﾝ 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町２丁目２－２２ 兵庫県 06-6482-8841
サンクス 姫路高浜店 ﾋﾒｼﾞﾀｶﾊﾏﾃﾝ 671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町２丁目２５ 兵庫県 079-237-7532
サンクス 姫路山吹店 ﾋﾒｼﾞﾔﾏﾌﾞｷﾃﾝ 670-0085 兵庫県姫路市山吹２丁目１５－３０ 兵庫県 079-294-0180
サンクス 尼崎常松店 ｱﾏｶﾞｻｷﾂﾈﾏﾂﾃﾝ 661-0046 兵庫県尼崎市常松１丁目１４－２７ 兵庫県 06-6433-6390
サンクス 三木志染店 ﾐｷｼｼﾞﾐﾃﾝ 673-0541 兵庫県三木市志染町広野５丁目７３－１ 兵庫県 0794-85-2552
サンクス 神戸相生店 ｺｳﾍﾞｱｲｵｲﾃﾝ 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１７－１ 兵庫県 078-362-4711
サンクス 姫路壱丁町店 ﾋﾒｼﾞｲｯﾁｮｳﾏﾁﾃﾝ 670-0931 兵庫県姫路市坂田町１５４ 兵庫県 079-223-9300
サンクス 甲東園駅前店 ｺｳﾄｳｴﾝｴｷﾏｴﾃﾝ 662-0812 兵庫県西宮市甲東園１丁目５－１ 兵庫県 0798-53-1028
サンクス 伊丹昆陽店 ｲﾀﾐｺﾔﾃﾝ 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目１番３７号 兵庫県 072-785-8567
サンクス 伊丹警察前店 ｲﾀﾐｹｲｻﾂﾏｴﾃﾝ 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽１丁目５０－１ 兵庫県 072-772-0500
サンクス 三田駅前店 ｻﾝﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 669-1528 兵庫県三田市駅前町８番１号 兵庫県 0795-63-8580
サンクス 近松公園店 ﾁｶﾏﾂｺｳｴﾝﾃﾝ 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部３－２８－２２ 兵庫県 06-6497-1112
サンクス 姫路亀山店 ﾋﾒｼﾞｶﾒﾔﾏﾃﾝ 670-0973 兵庫県姫路市亀山１８３－１ 兵庫県 079-233-3671
サンクス 仁川駅前店 ﾆｶﾞﾜｴｷﾏｴﾃﾝ 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北３丁目７－１ 兵庫県 0798-51-7400
サンクス 姫路保城店 ﾋﾒｼﾞﾎｳｼﾛﾃﾝ 670-0804 兵庫県姫路市保城９４３－１ 兵庫県 079-221-8088
サンクス 灘大内店 ﾅﾀﾞｵｵｳﾁﾃﾝ 657-0833 兵庫県神戸市灘区大内通１－１０２ 兵庫県 078-806-6480
サンクス 西宮名塩店 ﾆｼﾉﾐﾔﾅｼﾞｵﾃﾝ 669-1141 兵庫県西宮市塩瀬町名塩６０８ 兵庫県 0797-63-3378
サンクス 加古川別府店 ｶｺｶﾞﾜﾍﾞﾌﾃﾝ 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目６２ 兵庫県 079-441-1080
サンクス 西宮北口駅前店 ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀｸﾞﾁｴｷﾏｴﾃﾝ 663-8204 兵庫県西宮市高松町３－３４ 兵庫県 0798-69-0235
サンクス 滝野高岡店 ﾀｷﾉﾀｶｵｶﾃﾝ 679-0222 兵庫県加東市高岡６０９－１ 兵庫県 0795-45-9131
サンクス 高砂伊保店 ﾀｶｻｺﾞｲﾎﾃﾝ 676-0078 兵庫県高砂市伊保四丁目３８２ 兵庫県 079-449-2213
サンクス 揖保川原店 ｲﾎﾞｶﾞﾜﾊﾗﾃﾝ 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原７８７－４ 兵庫県 0791-72-7585
サンクス 姫路青山店 ﾋﾒｼﾞｱｵﾔﾏﾃﾝ 671-2222 兵庫県姫路市青山３丁目１１番１ロイヤルヒルズ青山１０１号 兵庫県 079-268-3031
サンクス 尼崎東初島町店 ｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼﾊﾂｼﾏﾁｮｳﾃﾝ 660-0832 兵庫県尼崎市東初島町２番１８ 兵庫県 06-4868-5955
サンクス 神戸玉津インター店 ｺｳﾍﾞﾀﾏﾂｲﾝﾀｰﾃﾝ 651-2144 兵庫県神戸市西区玉津町小山２２０番地 兵庫県 078-926-0606
サンクス たつの山津屋店 ﾀﾂﾉﾔﾏﾂﾔﾃﾝ 671-1631 兵庫県たつの市揖保川町山津屋７０番１ 兵庫県 0791-76-7807
サンクス 尼崎武庫之荘駅前店 ｱﾏｶﾞｻｷﾑｺﾉｿｳｴｷﾏｴﾃﾝ 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目２番４号 兵庫県 06-4962-6303
サンクス 姫路玉地店 ﾋﾒｼﾞﾀﾏﾁﾃﾝ 672-8052 兵庫県姫路市飾磨区玉地１－１２２ 兵庫県 079-231-5150
サンクス 宝塚中筋山手店 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾅｶｽｼﾞﾔﾏﾃﾃﾝ 665-0875 兵庫県宝塚市中筋山手５丁目１―１ 兵庫県 0797-82-3016
サンクス 神戸ハーバーランド店 ｺｳﾍﾞﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾃﾝ 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目７番３号 兵庫県 078-362-5066
サンクス 西宮上ヶ原店 ﾆｼﾉﾐﾔｳｴｶﾞﾊﾗﾃﾝ 662-0895 兵庫県西宮市上ヶ原五番町２番３８号 兵庫県 0798-57-5510
サンクス 西宮鞍掛町店 ﾆｼﾉﾐﾔｸﾗｶｹﾁｮｳﾃﾝ 662-0926 兵庫県西宮市鞍掛町１番１７号 兵庫県 0798-38-8575
サンクス 伊丹荒牧四丁目店 ｲﾀﾐｱﾗﾏｷ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧四丁目２番１０号 兵庫県 072-784-0865
サンクス 姫路朝日谷店 ﾋﾒｼﾞｱｻﾋﾀﾞﾆﾃﾝ 671-1204 兵庫県姫路市勝原区朝日谷２７６番１ 兵庫県 079-271-5002
サンクス 明石大久保中央店 ｱｶｼｵｵｸﾎﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪字田上２４７番１ 兵庫県 078-937-0178
サンクス 芦屋東山町店 ｱｼﾔﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 659-0091 兵庫県芦屋市東山町３番２号 兵庫県 0797-25-2113
サンクス 加古川長田店 ｶｺｶﾞﾜﾅｶﾞﾀﾃﾝ 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田５２５番２ 兵庫県 079-456-6062
サンクス 加古川稲屋店 ｶｺｶﾞﾜｲﾅﾔﾃﾝ 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋１３５番１ 兵庫県 079-453-5980
サンクス 明石明姫幹線二見店 ｱｶｼﾒｲｷｶﾝｾﾝﾌﾀﾐﾃﾝ 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見８１３番地の１ 兵庫県 078-941-7551
サークルＫ 上牧町三軒屋店 ｶﾝﾏｷﾁｮｳｻﾝｹﾞﾝﾔﾃﾝ 639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧３３０８番地 奈良県 0745-71-5085
サークルＫ 奈良法蓮店 ﾅﾗﾎｳﾚﾝﾃﾝ 630-8113 奈良県奈良市法蓮町５６０番地１フェリス１階 奈良県 0742-30-6766
サークルＫ 葛城竹内店 ｶﾂﾗｷﾞﾀｹﾉｳﾁﾃﾝ 639-2155 奈良県葛城市竹内２０１番地 奈良県 0745-48-1113
サークルＫ 新大宮店 ｼﾝｵｵﾐﾔﾃﾝ 630-8114 奈良県奈良市芝辻町４丁目１番１号ＣＡＳＡ　ＦＬＡＳＨ　ＮＡＫＡＩ 奈良県 0742-36-0282
サークルＫ ならやま大通り店 ﾅﾗﾔﾏｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 631-0011 奈良県奈良市押熊町１１０６番地の１ 奈良県 0742-51-1033
サークルＫ 郡山小泉店 ｺｵﾘﾔﾏｺｲｽﾞﾐﾃﾝ 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町２８４８番地の１ 奈良県 0743-54-5318
サークルＫ 郡山いまごう店 ｺｵﾘﾔﾏｲﾏｺﾞｳﾃﾝ 639-1031 奈良県大和郡山市今国府町１１４番地の１ 奈良県 0743-57-0008
サークルＫ 奈良古市店 ﾅﾗﾌﾙｲﾁﾃﾝ 630-8424 奈良県奈良市古市町１７７３番地の１ 奈良県 0742-61-9705
サークルＫ 御所西寺田店 ｺﾞｾﾆｼﾃﾗﾀﾞﾃﾝ 639-2316 奈良県御所市大字西寺田４９７番地の１ 奈良県 0745-66-1428
サークルＫ 天理ながら店 ﾃﾝﾘﾅｶﾞﾗﾃﾝ 632-0063 奈良県天理市西長柄町１４番地 奈良県 0743-67-2115
サークルＫ 五條病院前店 ｺﾞｼﾞｮｳﾋﾞｮｳｲﾝﾏｴﾃﾝ 637-0036 奈良県五條市野原西６丁目３番１１号 奈良県 07472-5-1815
サークルＫ 橿原五条野店 ｶｼﾊﾗｺﾞｼﾞｮｳﾉﾃﾝ 634-0043 奈良県橿原市五条野町４２１番地の１ 奈良県 0744-28-7672
サークルＫ 天理柳本店 ﾃﾝﾘﾔﾅｷﾞﾓﾄﾃﾝ 632-0052 奈良県天理市柳本町７００番地４ 奈良県 0743-67-2113
サークルＫ 天理井戸堂店 ﾃﾝﾘｲﾄﾞｳﾄﾞｳﾃﾝ 632-0075 奈良県天理市西井戸堂町４５５番地１ 奈良県 0743-69-4888
サークルＫ 奈良北之庄店 ﾅﾗｷﾀﾉｼｮｳﾃﾝ 630-8443 奈良県奈良市南永井町１４６番地 奈良県 0742-62-5488
サークルＫ 南京終町店 ﾐﾅﾐｷｮｳﾊﾞﾃﾁｮｳﾃﾝ 630-8141 奈良県奈良市南京終町１丁目１８０番地の４ 奈良県 0742-62-1690
サークルＫ 奈良鶴舞東町店 ﾅﾗﾂﾙﾏｲﾋｶﾞｼﾏﾁﾃﾝ 631-0021 奈良県奈良市鶴舞東町２番２７号 奈良県 0742-44-9877
サークルＫ 奈良藤ノ木台店 ﾅﾗﾌｼﾞﾉｷﾀﾞｲﾃﾝ 631-0052 奈良県奈良市中町２２９番地の１ 奈良県 0742-51-4021
サークルＫ 橿原内膳町店 ｶｼﾊﾗﾅｲｾﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 634-0804 奈良県橿原市内膳町４丁目５番１８号 奈良県 0744-25-3882
サークルＫ 奈良宝来店 ﾅﾗﾎｳﾗｲﾃﾝ 631-0845 奈良県奈良市宝来３丁目１番２号 奈良県 0742-43-4112
サークルＫ 奈良学園大和町店 ﾅﾗｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲﾜﾁｮｳﾃﾝ 631-0041 奈良県奈良市学園大和町六丁目７０６番地４ 奈良県 0742-44-1031
サークルＫ 広陵町平尾店 ｺｳﾘｮｳﾁｮｳﾋﾗｵﾃﾝ 635-0822 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１ 奈良県 0745-55-7294
サークルＫ 桜井安倍木店 ｻｸﾗｲｱﾍﾞﾓｸﾃﾝ 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５ 奈良県 0744-42-4670
サークルＫ 河合町池部店 ｶﾜｲﾁｮｳｲｹﾍﾞﾃﾝ 636-0053 奈良県北葛城郡河合町池部二丁目４番５号 奈良県 0745-57-1461
サークルＫ 橿原くずもと町店 ｶｼﾊﾗｸｽﾞﾓﾄﾁｮｳﾃﾝ 634-0007 奈良県橿原市葛本町３４４番地の２ 奈良県 0744-29-0034
サークルＫ 王寺本町店 ｵｳｼﾞﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 636-0012 奈良県北葛城郡王寺町本町１丁目１７番５３号 奈良県 0745-73-5555
サークルＫ 葛城八川店 ｶﾂﾗｷﾞﾊﾁｶﾞﾜﾃﾝ 639-2163 奈良県葛城市八川９３番地１ 奈良県 0745-48-6806
サークルＫ 奈良恋の窪店 ﾅﾗｺｲﾉｸﾎﾞﾃﾝ 630-8136 奈良県奈良市恋の窪三丁目７番６号 奈良県 0742-30-2120
サークルＫ 香芝良福寺店 ｶｼﾊﾞﾘｮｳﾌｸｼﾞﾃﾝ 639-0235 奈良県香芝市良福寺１２８番地の１ 奈良県 0745-71-3120
サークルＫ 奈良中山町店 ﾅﾗﾅｶﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 631-0012 奈良県奈良市中山町１５６５番地の１ 奈良県 0742-52-1722
サークルＫ 上牧町五軒屋店 ｶﾝﾏｷﾁｮｳｺﾞｹﾝﾔﾃﾝ 639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧１５２６番地１ 奈良県 0745-71-5565



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 和歌山狐島店 ﾜｶﾔﾏｷﾂﾈｼﾞﾏﾃﾝ 640-8412 和歌山県和歌山市狐島６０７番地の１ 和歌山県 073-480-5032
サークルＫ 和歌山福島店 ﾜｶﾔﾏﾌｸｼﾏﾃﾝ 640-8401 和歌山県和歌山市福島２００番地９ 和歌山県 073-457-9050
サークルＫ 新宮あけぼの店 ｼﾝｸﾞｳｱｹﾎﾞﾉﾃﾝ 647-0025 和歌山県新宮市あけぼの４番２２号 和歌山県 0735-21-7262
サークルＫ 紀伊勝浦店 ｷｲｶﾂｳﾗﾃﾝ 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日一丁目２２０番地 和歌山県 0735-52-1103
サークルＫ 紀州太地店 ｷｼｭｳﾀｲｼﾞﾃﾝ 649-5172 和歌山県東牟婁郡太地町森浦１４３番地１４ 和歌山県 0735-59-3108
サークルＫ 橋本小峰台店 ﾊｼﾓﾄｵﾐﾈﾀﾞｲﾃﾝ 648-0005 和歌山県橋本市小峰台一丁目３２番１３ 和歌山県 0736-38-1888
サークルＫ 打田豊田店 ｳﾁﾀﾄﾖﾀﾞﾃﾝ 649-6445 和歌山県紀の川市豊田３２番４号 和歌山県 0736-77-7860
サークルＫ 橋本古佐田店 ﾊｼﾓﾄｺｻﾀﾞﾃﾝ 648-0065 和歌山県橋本市古佐田２丁目６番４号 和歌山県 0736-33-4034
サークルＫ 和歌山禰宜店 ﾜｶﾔﾏﾈｷﾞﾃﾝ 649-6324 和歌山県和歌山市禰宜１１４０番地 和歌山県 073-477-2388
サークルＫ 和歌山南出島店 ﾜｶﾔﾏﾐﾅﾐﾃﾞｼﾞﾏﾃﾝ 640-8318 和歌山県和歌山市南出島７５番地１ 和歌山県 073-471-8660
サークルＫ 和歌山インター店 ﾜｶﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 640-8306 和歌山県和歌山市出島４１番地３ 和歌山県 073-473-0002
サークルＫ 和歌山岩橋店 ﾜｶﾔﾏｲﾜｾﾃﾝ 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋９９０番地１ 和歌山県 073-476-5211
サークルＫ 和歌山関戸店 ﾜｶﾔﾏｾｷﾄﾞﾃﾝ 641-0035 和歌山県和歌山市関戸四丁目３番９３号 和歌山県 073-448-2515
サークルＫ 和歌山島橋南ノ丁店 ﾜｶﾔﾏｼﾏﾊﾞｼﾐﾅﾐﾉﾁｮｳﾃﾝ 640-8415 和歌山県和歌山市島橋南ノ丁１番２１号 和歌山県 073-457-2601
サークルＫ 倉敷中畝九丁目店 ｸﾗｼｷﾅｶｾ9ﾁｮｳﾒﾃﾝ 712-8051 岡山県倉敷市中畝九丁目６番１０号 岡山県 086-450-4554
サークルＫ 総社小寺店 ｿｳｼﾞｬｺﾃﾞﾗﾃﾝ 719-1155 岡山県総社市小寺７７９番地１ 岡山県 0866-92-8845
サークルＫ 岡山庭瀬店 ｵｶﾔﾏﾆﾜｾﾃﾝ 701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬１０５５番地１ 岡山県 086-903-4567
サークルＫ 倉敷西阿知町新田店 ｸﾗｼｷﾆｼｱﾁﾁｮｳｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田５７２番地５ 岡山県 086-460-1701
サークルＫ 倉敷広江二丁目店 ｸﾗｼｷﾋﾛｴ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 712-8043 岡山県倉敷市広江二丁目３番２８号 岡山県 086-456-9545
サークルＫ 倉敷平田南店 ｸﾗｼｷﾋﾗﾀﾐﾅﾐﾃﾝ 710-0003 岡山県倉敷市平田１５５番地４３ 岡山県 086-435-0577
サークルＫ 総社井手店 ｿｳｼﾞｬｲﾃﾞﾃﾝ 719-1125 岡山県総社市井手７８８番地２ 岡山県 0866-94-0119
サークルＫ マルハチ大安寺店 ﾏﾙﾊﾁﾀﾞｲｱﾝｼﾞﾃﾝ 700-0064 岡山県岡山市北区大安寺南町一丁目７番１２号 岡山県 086-252-4888
サークルＫ 倉敷西富井店 ｸﾗｼｷﾆｼﾄﾐｲﾃﾝ 710-0845 岡山県倉敷市西富井１０９７番地２ 岡山県 086-430-5343
サークルＫ 岡山岩田店 ｵｶﾔﾏｲﾜﾀﾃﾝ 700-0022 岡山県岡山市北区岩田町５－２８　　　シティハイツ岩田１０１ 岡山県 086-222-6580
サークルＫ 表町二丁目店 ｵﾓﾃﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 700-0822 岡山県岡山市北区表町二丁目５番１号 岡山県 086-221-8875
サークルＫ 玉野長尾店 ﾀﾏﾉﾅｶﾞｵﾃﾝ 706-0151 岡山県玉野市長尾５７７番地の１ 岡山県 0863-71-3552
サークルＫ 岡山赤坂店 ｵｶﾔﾏｱｶｻｶﾃﾝ 701-2225 岡山県赤磐市山口１８４番地の１ 岡山県 086-957-4901
サークルＫ 岡山桑野店 ｵｶﾔﾏｸﾜﾉﾃﾝ 702-8002 岡山県岡山市中区桑野７２１番地の１ 岡山県 086-274-0681
サークルＫ 備前西片上店 ﾋﾞｾﾞﾝﾆｼｶﾀｶﾞﾐﾃﾝ 705-0021 岡山県備前市西片上１９００番地の３ 岡山県 0869-63-4940
サークルＫ 里庄浜中店 ｻﾄｼｮｳﾊﾏﾅｶﾃﾝ 719-0303 岡山県浅口郡里庄町大字浜中９３番地の２６７ 岡山県 0865-64-6115
サークルＫ 倉敷花の街店 ｸﾗｼｷﾊﾅﾉﾏﾁﾃﾝ 710-0065 岡山県倉敷市宮前４４１番地の１ 岡山県 086-423-2322
サークルＫ 長船土師店 ｵｻﾌﾈﾊｼﾞﾃﾝ 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師４番地の１ 岡山県 0869-26-6116
サークルＫ 岡山西大寺上二丁目店 ｵｶﾔﾏｻｲﾀﾞｲｼﾞｶﾐ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 704-8112 岡山県岡山市東区西大寺上二丁目９番１０号 岡山県 086-942-7881
サークルＫ 倉敷下庄店 ｸﾗｼｷｼﾓｼｮｳﾃﾝ 701-0112 岡山県倉敷市下庄８０２番地の４ 岡山県 086-462-2602
サークルＫ 玉島爪崎店 ﾀﾏｼﾏﾂﾏｻｷﾃﾝ 710-0252 岡山県倉敷市新倉敷駅前３丁目２０２－１ 岡山県 086-525-5025
サークルＫ 津山インター店 ﾂﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 708-0842 岡山県津山市河辺９３８番地の１ 岡山県 0868-26-3666
サークルＫ 津山国分寺店 ﾂﾔﾏｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾃﾝ 708-0843 岡山県津山市国分寺８０番地１ 岡山県 0868-26-8858
サークルＫ 久米支所前店 ｸﾒｼｼｮﾏｴﾃﾝ 709-4616 岡山県津山市南方中１６８６番地 岡山県 0868-57-9555
サークルＫ 妹尾東店 ｾﾉｵﾋｶﾞｼﾃﾝ 701-0221 岡山県岡山市南区藤田字錦５７９番地の３ 岡山県 086-296-5077
サークルＫ 笠岡美の浜店 ｶｻｵｶﾐﾉﾊﾏﾃﾝ 714-0043 岡山県笠岡市横島５２８番地の３ 岡山県 0865-67-4630
サークルＫ 長船船山店 ｵｻﾌﾈﾌﾅﾔﾏﾃﾝ 701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船１０８２番地の１ 岡山県 0869-66-6660
サークルＫ 倉敷中島南店 ｸﾗｼｷﾅｶｼﾏﾐﾅﾐﾃﾝ 710-0803 岡山県倉敷市中島９３８番地１ 岡山県 086-466-5839
サークルＫ 岡山花尻店 ｵｶﾔﾏﾊﾅｼﾞﾘﾃﾝ 701-0132 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地の１００ 岡山県 086-253-5763
サークルＫ 玉島八島店 ﾀﾏｼﾏﾔｼﾏﾃﾝ 713-8113 岡山県倉敷市玉島八島７９８番地 岡山県 086-526-5181
サークルＫ 倉敷平田店 ｸﾗｼｷﾋﾗﾀﾃﾝ 710-0003 岡山県倉敷市平田３３２番地１ 岡山県 086-427-6612
サークルＫ 水島亀島店 ﾐｽﾞｼﾏｶﾒｼﾞﾏﾃﾝ 712-8005 岡山県倉敷市水島北亀島町７番１７号 岡山県 086-444-0187
サークルＫ 倉敷鶴新田店 ｸﾗｼｷﾂﾙｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 712-8006 岡山県倉敷市連島町鶴新田２８０６－１ 岡山県 086-440-0707
サークルＫ 岡山大安寺店 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲｱﾝｼﾞﾃﾝ 700-0064 岡山県岡山市北区大安寺南町一丁目２－１０６ 岡山県 086-255-3252
サークルＫ 倉敷笹沖西店 ｸﾗｼｷｻｻｵｷﾆｼﾃﾝ 710-0834 岡山県倉敷市笹沖４１０番地４ 岡山県 086-422-3585
サークルＫ 倉敷庄パークヒルズ店 ｸﾗｼｷｼｮｳﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞﾃﾝ 701-0105 岡山県倉敷市矢部１３７７番地 岡山県 086-463-4649
サークルＫ 倉敷玉島乙島店 ｸﾗｼｷﾀﾏｼﾏｵﾄｼﾏﾃﾝ 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島字高後沖７４７１番５１０ 岡山県 086-523-2178
サークルＫ 倉敷片島店 ｸﾗｼｷｶﾀｼﾏﾃﾝ 710-0805 岡山県倉敷市片島町９７１番地１ 岡山県 086-466-0729
サークルＫ 岡山下中野本町店 ｵｶﾔﾏｼﾓﾅｶﾉﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３３８番地の１１９ 岡山県 086-244-1460
サークルＫ 水島南畝店 ﾐｽﾞｼﾏﾐﾅﾐｾﾃﾝ 712-8055 岡山県倉敷市南畝六丁目１０番３９号 岡山県 086-454-3140
サークルＫ バラ園前店 ﾊﾞﾗｴﾝﾏｴﾃﾝ 701-0111 岡山県倉敷市上東１１１番地４ 岡山県 086-463-9033
サークルＫ 倉敷児島小川店 ｸﾗｼｷｺｼﾞﾏｵｶﾞﾜﾃﾝ 711-0911 岡山県倉敷市児島小川九丁目８番３号 岡山県 086-474-8838
サークルＫ 倉敷玉島一丁目店 ｸﾗｼｷﾀﾏｼﾏ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 713-8102 岡山県倉敷市玉島一丁目１３９４番２ 岡山県 086-523-5777
サークルＫ 倉敷玉島勇崎店 ｸﾗｼｷﾀﾏｼﾏﾕｳｻﾞｷﾃﾝ 713-8125 岡山県倉敷市玉島勇崎５３５番地１ 岡山県 086-522-5178
サークルＫ 倉敷西坂店 ｸﾗｼｷﾆｼｻﾞｶﾃﾝ 710-0004 岡山県倉敷市西坂７５２番地６ 岡山県 086-464-0677
サークルＫ 倉敷沖店 ｸﾗｼｷｵｷﾃﾝ 710-0836 岡山県倉敷市沖２７２番地１ 岡山県 086-435-2055
サークルＫ 総社岡谷店 ｿｳｼﾞｬｵｶﾀﾞﾆﾃﾝ 719-1162 岡山県総社市岡谷３４２番地１ 岡山県 0866-93-0199
サークルＫ 岡山瀬戸江尻店 ｵｶﾔﾏｾﾄｴｼﾞﾘﾃﾝ 709-0854 岡山県岡山市東区瀬戸町江尻６９８番地１ 岡山県 086-952-2030
サンクス 岡山清心女子大前店 ｵｶﾔﾏｾｲｼﾝｼﾞﾃﾝ 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町２－１－１ 岡山県 086-253-6612
サンクス 児島文化センター前店 ｺｼﾞﾏﾌﾞﾝｶｾﾝﾃﾝ 711-0913 岡山県倉敷市児島味野３丁目３６５５ 岡山県 086-474-6430
サンクス 倉敷中畝店 ｸﾗｼｷﾅｶｾﾃﾝ 712-8051 岡山県倉敷市中畝６丁目６－２１ 岡山県 086-454-2167
サンクス 倉敷笹沖店 ｸﾗｼｷｻｻｵｷﾃﾝ 710-0834 岡山県倉敷市笹沖５８１－１ 岡山県 086-427-5531
サンクス 岡山駅前町店 ｵｶﾔﾏｴｷﾏｴﾁｮｳﾃﾝ 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１丁目１－１１９－１ 岡山県 086-234-8003
サンクス 総社美袋店 ｿｳｼﾞｬﾐﾅｷﾞﾃﾝ 719-1311 岡山県総社市美袋１２５１－３ 岡山県 0866-99-1201
サンクス 倉敷老松町店 ｸﾗｼｷｵｲﾏﾂﾁｮｳﾃﾝ 710-0826 岡山県倉敷市老松町３丁目１３－１９ 岡山県 086-421-7537
サンクス 新倉敷北店 ｼﾝｸﾗｼｷｷﾀﾃﾝ 710-0252 岡山県倉敷市玉島爪崎２１２－１ 岡山県 086-523-5527
サンクス 倉敷中庄店 ｸﾗｼｷﾅｶｼｮｳﾃﾝ 710-0002 岡山県倉敷市生坂７５４ー２ 岡山県 086-464-4939
サンクス 倉敷水島店 ｸﾗｼｷﾐｽﾞｼﾏﾃﾝ 712-8056 岡山県倉敷市水島福崎町１－３６ 岡山県 086-440-3066
サンクス 岡山さい店 ｵｶﾔﾏｻｲﾃﾝ 703-8248 岡山県岡山市中区さい８０－１ 岡山県 086-270-5282
サンクス 岡山下石井店 ｵｶﾔﾏｼﾓｲｼｲﾃﾝ 700-0907 岡山県岡山市北区下石井２丁目１－１０ 岡山県 086-235-3166
サンクス 津山ノースタウン店 ﾂﾔﾏﾉｰｽﾀｳﾝﾃﾝ 708-0814 岡山県津山市東一宮６６－１ 岡山県 0868-27-3915
サンクス 岡山奥田店 ｵｶﾔﾏｵｸﾀﾞﾃﾝ 700-0932 岡山県岡山市北区奥田本町５４－１ 岡山県 086-801-2600
サンクス 倉敷連島店 ｸﾗｼｷﾂﾗｼﾞﾏﾃﾝ 712-8002 岡山県倉敷市連島町鶴新田１７２６番地１ 岡山県 086-440-5788
サンクス 尾道美ノ郷店 ｵﾉﾐﾁﾐﾉｺﾞｳﾃﾝ 722-0214 広島県尾道市美ノ郷町三成９２３－１ 広島県 0848-48-1669
サンクス 福山東深津町店 ﾌｸﾔﾏﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾁｮｳﾃﾝ 721-0974 広島県福山市東深津町２丁目９－５１ 広島県 084-922-3815
サンクス 広島新天地店 ﾋﾛｼﾏｼﾝﾃﾝﾁﾃﾝ 730-0034 広島県広島市中区新天地６－１ 広島県 082-243-0699
サンクス 安芸熊野店 ｱｷｸﾏﾉﾃﾝ 731-4223 広島県安芸郡熊野町川角一丁目５番２号 広島県 082-855-6130
サンクス 広島立町店 ﾋﾛｼﾏﾀﾃﾏﾁﾃﾝ 730-0032 広島県広島市中区立町５ー１４ 広島県 082-545-5622
サンクス 広島山本１丁目店 ﾋﾛｼﾏﾔﾏﾓﾄ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 731-0137 広島県広島市安佐南区山本１丁目２５－３８ 広島県 082-850-2017
サンクス 尾道長江店 ｵﾉﾐﾁﾅｶﾞｴﾃﾝ 722-0046 広島県尾道市長江３丁目１６－４４ 広島県 0848-20-7737
サンクス 三篠北町店 ﾐｻｻｷﾀﾏﾁﾃﾝ 733-0006 広島県広島市西区三篠北町１－１５ 広島県 082-537-1255
サンクス 広島白島店 ﾋﾛｼﾏﾊｸｼﾏﾃﾝ 730-0004 広島県広島市中区東白島町１５－６ 広島県 082-502-6360
サンクス 広島緑井店 ﾋﾛｼﾏﾐﾄﾞﾘｲﾃﾝ 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７ 広島県 082-831-0551
サンクス 広島霞店 ﾋﾛｼﾏｶｽﾐﾃﾝ 734-0037 広島県広島市南区霞２－７－１４ 広島県 082-250-9655
サンクス 広島上深川店 ﾋﾛｼﾏｶﾐﾌｶﾜﾃﾝ 739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町字森之木７５０－１ 広島県 082-840-1715
サンクス 広島観音新町店 ﾋﾛｼﾏｶﾝｵﾝｼﾝﾏﾁﾃﾝ 733-0036 広島県広島市西区観音新町３丁目７－３３ 広島県 082-503-1866
サンクス 広島西白島店 ﾋﾛｼﾏﾆｼﾊｸｼﾏﾃﾝ 730-0005 広島県広島市中区西白島町１５－１ 広島県 082-502-0018
サンクス 東広島八本松店 ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾃﾝ 739-0147 広島県東広島市八本松西三丁目１番３号 広島県 082-497-1120
サンクス 広島府中中須店 ﾋﾛｼﾏﾌﾁｭｳﾅｶｽﾞﾃﾝ 726-0012 広島県府中市中須町字カセギ３９６－１ 広島県 0847-40-3335
サンクス 広島牛田新町店 ﾋﾛｼﾏｳｼﾀｼﾝﾏﾁﾃﾝ 732-0068 広島県広島市東区牛田新町１－３－４１ 広島県 082-511-2811
サンクス 広島五日市店 ﾋﾛｼﾏｲﾂｶｲﾁﾃﾝ 731-5135 広島県広島市佐伯区海老園２丁目７－３８ 広島県 082-943-8210
サンクス 広島南観音店 ﾋﾛｼﾏﾐﾅﾐｶﾝｵﾝﾃﾝ 733-0035 広島県広島市西区南観音三丁目 広島県 082-532-6151
サンクス 広島大町東店 ﾋﾛｼﾏｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東３丁目８番３６号 広島県 082-831-7833
サンクス 広島空港店 ﾋﾛｼﾏｸｳｺｳﾃﾝ 729-0416 広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島県 0848-60-8510
サンクス 広島祇園店 ﾋﾛｼﾏｷﾞｵﾝﾃﾝ 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園三丁目２５－２０ 広島県 082-832-3878
サンクス 広島落合店 ﾋﾛｼﾏｵﾁｱｲﾃﾝ 739-1731 広島県広島市安佐北区落合二丁目２０－１２ 広島県 082-841-5539



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サンクス 広島堺町店 ﾋﾛｼﾏｻｶｲﾏﾁﾃﾝ 730-0853 広島県広島市中区堺町１丁目５番１７号 広島県 082-503-0550
サンクス 福山引野町沖浦店 ﾌｸﾔﾏﾋｷﾉﾁｮｳｵｷｳﾗﾃﾝ 721-0942 広島県福山市引野町５８１１番地８ 広島県 084-946-6241
サンクス 広島松原町店 ﾋﾛｼﾏﾏﾂﾊﾞﾗﾁｮｳﾃﾝ 732-0822 広島県広島市南区松原町５番１号 広島県 082-568-1900
サンクス 福山千田店 ﾌｸﾔﾏｾﾝﾀﾞﾃﾝ 720-0017 広島県福山市千田町一丁目３１番３１号 広島県 084-961-1445
サンクス 広島段原東店 ﾋﾛｼﾏﾀﾞﾝﾊﾞﾗﾋｶﾞｼﾃﾝ 732-0811 広島県広島市南区段原三丁目２３番２号 広島県 082-890-2040
サンクス 東陽台二丁目店 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 721-0912 広島県福山市東陽台二丁目１８番３号 広島県 084-948-9808
サンクス 広島井口店 ﾋﾛｼﾏｲﾉｸﾁﾃﾝ 733-0842 広島県広島市西区井口五丁目３番地３１号 広島県 082-501-0778
サンクス 広島東雲店 ﾋﾛｼﾏｼﾉﾉﾒﾃﾝ 734-0022 広島県広島市南区東雲二丁目１１番２３号 広島県 082-236-3117
サンクス ベイシティ宇品店 ﾍﾞｲｼﾃｨｳｼﾞﾅﾃﾝ 734-0014 広島県広島市南区宇品西３－１－４３ 広島県 082-251-3315
サンクス 広島コイン通り店 ﾋﾛｼﾏｺｲﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市七丁目８－２９ 広島県 082-943-8200
サンクス 広島金屋町店 ﾋﾛｼﾏｷﾝﾔﾁｮｳﾃﾝ 732-0825 広島県広島市南区金屋町２番１５号 広島県 082-568-7502
サークルＫ 鳴門姫田店 ﾅﾙﾄﾋﾒﾀﾞﾃﾝ 779-0301 徳島県鳴門市大麻町姫田字久原１８ 徳島県 088-683-5660
サークルＫ 徳島神山町店 ﾄｸｼﾏｶﾐﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 771-3311 徳島県名西郡神山町神領字北２０２ 徳島県 088-636-7110
サークルＫ 徳島勝浦町店 ﾄｸｼﾏｶﾂｳﾗﾁｮｳﾃﾝ 771-4303 徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木３０－１ 徳島県 0885-44-0390
サークルＫ 国府北岩延店 ｺｸﾌｷﾀｲﾜﾉﾌﾞﾃﾝ 779-3119 徳島県徳島市国府町北岩延字三反地１４番１ 徳島県 088-643-0839
サークルＫ 鳴門黒崎店 ﾅﾙﾄｸﾛｻｷﾃﾝ 772-0001 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２２３番地 徳島県 088-686-5292
サークルＫ 鳴門立岩店 ﾅﾙﾄﾀﾃｲﾜﾃﾝ 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚４２番地 徳島県 088-686-4110
サークルＫ 松茂中喜来店 ﾏﾂｼｹﾞﾅｶｷﾞﾗｲﾃﾝ 771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１５１番地１ 徳島県 088-699-8207
サークルＫ 板野町川端店 ｲﾀﾉﾁｮｳｶﾜﾊﾞﾀﾃﾝ 779-0102 徳島県板野郡板野町川端字手崎４３番１ 徳島県 088-672-2177
サークルＫ 松茂笹木野店 ﾏﾂｼｹﾞｻｻｷﾉﾃﾝ 771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八上８９番１ 徳島県 088-699-7580
サークルＫ 徳島マリンピア店 ﾄｸｼﾏﾏﾘﾝﾋﾟｱﾃﾝ 770-0873 徳島県徳島市東沖洲一丁目３番５ 徳島県 088-664-8128
サークルＫ 徳島北矢三町店 ﾄｸｼﾏｷﾀﾔｿﾁｮｳﾃﾝ 770-0006 徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号 徳島県 088-633-5707
サークルＫ 徳島駅東店 ﾄｸｼﾏｴｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 770-0832 徳島県徳島市寺島本町東三丁目１２番地８Ｋ１ビル１階 徳島県 088-655-3557
サークルＫ 小松島大林店 ｺﾏﾂｼﾏｵｵﾊﾞﾔｼﾃﾝ 773-0022 徳島県小松島市大林町字森ノ本１０番８ 徳島県 0885-38-2257
サークルＫ 石井町石井店 ｲｼｲﾁｮｳｲｼｲﾃﾝ 779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井２７１番地１ 徳島県 088-675-0063
サークルＫ 阿南学原町店 ｱﾅﾝｶﾞｸﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ 774-0014 徳島県阿南市学原町深田９－１３ 徳島県 0884-23-4373
サークルＫ 徳島空港口店 ﾄｸｼﾏｸｳｺｳｸﾞﾁﾃﾝ 771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本２２０－１ 徳島県 088-699-7990
サークルＫ 国府観音寺店 ｺｸﾌｶﾝｵﾝｼﾞﾃﾝ 779-3123 徳島県徳島市国府町観音寺字弐反田６２９－１ 徳島県 088-643-1293
サークルＫ 徳島南島田店 ﾄｸｼﾏﾐﾅﾐｼﾏﾀﾞﾃﾝ 770-0053 徳島県徳島市南島田町二丁目１１６－１ 徳島県 088-631-0612
サークルＫ 徳島南沖洲店 ﾄｸｼﾏﾐﾅﾐｵｷﾉｽﾃﾝ 770-0874 徳島県徳島市南沖洲五丁目１８８番地１４ 徳島県 088-664-8439
サークルＫ 高松檀紙店 ﾀｶﾏﾂﾀﾞﾝｼﾃﾝ 761-8041 香川県高松市檀紙町１５７６番地１ 香川県 087-885-3850
サークルＫ 宇多津浜八番丁店 ｳﾀﾂﾞﾊﾏ8ﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 769-0208 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１２０番１ 香川県 0877-41-0302
サークルＫ 善通寺生野店 ｾﾞﾝﾂｳｼﾞｲｶﾉﾃﾝ 765-0053 香川県善通寺市生野町６９０－１ 香川県 0877-63-7655
サークルＫ 豊中町店 ﾄﾖﾅｶﾁｮｳﾃﾝ 769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１５１－２ 香川県 0875-62-5055
サークルＫ 高松昭和店 ﾀｶﾏﾂｼｮｳﾜﾃﾝ 760-0014 香川県高松市昭和町１丁目３番２４号 香川県 087-837-8181
サークルＫ 高松太田店 ﾀｶﾏﾂｵｵﾀﾃﾝ 761-8074 香川県高松市太田上町字皿井１１１４番地 香川県 087-868-2676
サークルＫ 高松木太町一区店 ﾀｶﾏﾂｷﾀﾁｮｳｲｯｸﾃﾝ 760-0080 香川県高松市木太町５０２４番地３号 香川県 087-866-3336
サークルＫ 高松屋島西町店 ﾀｶﾏﾂﾔｼﾏﾆｼﾏﾁﾃﾝ 761-0113 香川県高松市屋島西町２２８６番地２５ 香川県 087-843-6287
サークルＫ 坂出駅前店 ｻｶｲﾃﾞｴｷﾏｴﾃﾝ 762-0032 香川県坂出市駒止町一丁目１番１号 香川県 0877-45-2781
サークルＫ 高松仏生山北店 ﾀｶﾏﾂﾌﾞｯｼｮｳｻﾞﾝｷﾀﾃﾝ 761-0104 香川県高松市出作町６２８番２ 香川県 087-888-2307
サークルＫ 高松元山町店 ﾀｶﾏﾂﾓﾄﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ 761-0311 香川県高松市元山町５８４番地１ 香川県 087-869-0114
サークルＫ 高松多肥上町店 ﾀｶﾏﾂﾀﾋｶﾐﾏﾁﾃﾝ 761-8076 香川県高松市多肥上町１１０７番地１ 香川県 087-888-6586
サークルＫ 丸亀高校前店 ﾏﾙｶﾞﾒｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ 763-0032 香川県丸亀市城西町一丁目５番８号 香川県 0877-64-9225
サークルＫ 高松丸亀町グリーン店 ﾀｶﾏﾂﾏﾙｶﾞﾒﾏﾁｸﾞﾘｰﾝﾃﾝ 760-0029 香川県高松市丸亀町８番地２３　丸亀町グリーン東館１階 香川県 087-811-7217
サークルＫ 高松塩上町店 ﾀｶﾏﾂｼｵｶﾞﾐﾁｮｳﾃﾝ 760-0062 香川県高松市塩上町２－３－７ 香川県 087-861-6131
サークルＫ 高松香西北店 ﾀｶﾏﾂｺｳｻﾞｲｷﾀﾃﾝ 761-8011 香川県高松市香西北町１５２－１６ 香川県 087-882-7166
サークルＫ 琴平町店 ｺﾝﾋﾟﾗﾁｮｳﾃﾝ 766-0005 香川県仲多度郡琴平町苗田９５７－５ 香川県 0877-75-0063
サークルＫ 長尾郵便局前店 ﾅｶﾞｵﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸﾏｴﾃﾝ 769-2301 香川県さぬき市長尾東字笠堂８６７－１ 香川県 0879-52-0027
サークルＫ 高松西春日店 ﾀｶﾏﾂﾆｼｶｽｶﾞﾃﾝ 761-8051 香川県高松市西春日町字大畑１６８８－１ 香川県 087-868-1161
サークルＫ 詫間町詫間店 ﾀｸﾏﾁｮｳﾀｸﾏﾃﾝ 769-1101 香川県三豊市詫間町詫間６８２３－９ 香川県 0875-83-4122
サークルＫ 丸亀綾歌町店 ﾏﾙｶﾞﾒｱﾔｳﾀﾁｮｳﾃﾝ 761-2406 香川県丸亀市綾歌町栗熊東１１５０－１ 香川県 0877-86-1622
サークルＫ 香川観音寺粟井町店 ｶｶﾞﾜｶﾝｵﾝｼﾞｱﾜｲﾁｮｳﾃﾝ 768-0052 香川県観音寺市粟井町１１７４－１ 香川県 0875-57-1261
サークルＫ 高松古馬場町店 ﾀｶﾏﾂﾌﾙﾊﾞﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ 760-0045 香川県高松市古馬場町５－１２ 香川県 087-821-2988
サークルＫ 財田町戸川店 ｻｲﾀﾁｮｳﾄｶﾞﾜﾃﾝ 769-0401 香川県三豊市財田町財田上５３７－２ 香川県 0875-56-8086
サークルＫ 丸亀競技場前店 ﾏﾙｶﾞﾒｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳﾏｴﾃﾝ 763-0053 香川県丸亀市金倉町字上下所９４０番地１ 香川県 0877-58-3339
サークルＫ 大野原町萩原店 ｵｵﾉﾊﾗﾁｮｳﾊｷﾞﾜﾗﾃﾝ 769-1614 香川県観音寺市大野原町萩原字大塚１５２０番 香川県 0875-54-9739
サークルＫ 春野公園店 ﾊﾙﾉｺｳｴﾝﾃﾝ 781-0311 高知県高知市春野町芳原８０１－１ 高知県 088-841-3620
サークルＫ 土佐高岡店 ﾄｻﾀｶｵｶﾃﾝ 781-1102 高知県土佐市高岡町乙３３１４ 高知県 088-828-7600
サークルＫ 高知桟橋通店 ｺｳﾁｻﾝﾊﾞｼﾄﾞｵﾘﾃﾝ 780-8010 高知県高知市桟橋通４丁目１－３１ 高知県 088-805-0235
サークルＫ 野市東野店 ﾉｲﾁﾋｶﾞｼﾉﾃﾝ 781-5213 高知県香南市野市町東野１０７０－１ 高知県 0887-57-5340
サークルＫ 芸西店 ｹﾞｲｾｲﾃﾝ 781-5704 高知県安芸郡芸西村西分乙３６７ 高知県 0887-32-2266
サークルＫ 高知東石立店 ｺｳﾁﾋｶﾞｼｲｼﾀﾃﾃﾝ 780-8039 高知県高知市東石立町４５番地１ 高知県 0888-32-5353
サークルＫ 野市大谷店 ﾉｲﾁｵｵﾀﾆﾃﾝ 781-5233 高知県香南市野市町大谷中ノ坪８９２番 高知県 0887-56-4884
サークルＫ 高知蒔絵台店 ｺｳﾁﾏｷｴﾀﾞｲﾃﾝ 781-0245 高知県高知市長浜蒔絵台１丁目２０番地４ 高知県 088-841-6333
サークルＫ 土佐山田東本町店 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 782-0031 高知県香美市土佐山田町東本町５丁目１０番１ 高知県 0887-52-0610
サークルＫ 高知北竹島店 ｺｳﾁｷﾀﾀｹｼﾏﾃﾝ 780-8019 高知県高知市北竹島町１５番 高知県 088-833-3600
サークルＫ 高知介良店 ｺｳﾁｹﾗﾃﾝ 781-5106 高知県高知市介良字山ノ後乙１１２７番１ 高知県 088-860-2227
サークルＫ 四万十大橋通店 ｼﾏﾝﾄｵｵﾊｼﾄﾞｵﾘﾃﾝ 787-0033 高知県四万十市中村大橋通６丁目２街区９号 高知県 0880-35-8323
サークルＫ よさこい咲都店 ﾖｻｺｲｻｲﾄﾃﾝ 780-0061 高知県高知市栄田町二丁目４番１２号 高知県 088-822-8604
サークルＫ 高知種崎店 ｺｳﾁﾀﾈｻﾞｷﾃﾝ 781-0113 高知県高知市種崎８２０番地１ 高知県 088-847-8070
サークルＫ サンリバー四万十店 ｻﾝﾘﾊﾞｰｼﾏﾝﾄﾃﾝ 787-0015 高知県四万十市右山３８３番地７ 高知県 0880-35-8328
サークルＫ 須崎緑町店 ｽｻｷﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾃﾝ 785-0036 高知県須崎市緑町９番３号 高知県 0889-42-8525
サークルＫ 四国中央大柏店 ｼｺｸﾁｭｳｵｳｵｵﾊﾞｸﾃﾝ 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町８１－１ 愛媛県 0896-23-2877
サークルＫ 川之江上分店 ｶﾜﾉｴｶﾐﾌﾞﾝﾃﾝ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町字三島地３６１番１ 愛媛県 0896-58-0388
サークルＫ 砥部宮内店 ﾄﾍﾞﾐﾔｳﾁﾃﾝ 791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内１１０－１ 愛媛県 089-962-7108
サークルＫ 松山土居田店 ﾏﾂﾔﾏﾄﾞｲﾀﾞﾃﾝ 790-0056 愛媛県松山市土居田町６５－１ 愛媛県 089-921-6521
サークルＫ 松山高岡店 ﾏﾂﾔﾏﾀｶｵｶﾃﾝ 791-8032 愛媛県松山市南斎院町１４３８番地２ 愛媛県 089-946-6312
サークルＫ 鬼北奈良店 ｷﾎｸﾅﾗﾃﾝ 798-1351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１ 愛媛県 0895-20-6130
サークルＫ 四国中央野田店 ｼｺｸﾁｭｳｵｳﾉﾀﾞﾃﾝ 799-0705 愛媛県四国中央市土居町野田甲３５２ 愛媛県 0896-75-1271
サークルＫ 中之庄バイパス店 ﾅｶﾉｼｮｳﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町７３２番地１ 愛媛県 0896-28-1380
サークルＫ 松山小村町店 ﾏﾂﾔﾏｺﾑﾗﾏﾁﾃﾝ 791-1125 愛媛県松山市小村町３２９番地８ 愛媛県 089-963-2526
サークルＫ 今治波止浜店 ｲﾏﾊﾞﾘﾊｼﾊﾏﾃﾝ 799-2115 愛媛県今治市中堀１丁目３番１号 愛媛県 0898-41-7678
サークルＫ 松山二番町店 ﾏﾂﾔﾏﾆﾊﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ 790-0878 愛媛県松山市勝山町１丁目１４番地１ 愛媛県 089-913-0618
サークルＫ 松山久万ノ台店 ﾏﾂﾔﾏｸﾏﾉﾀﾞｲﾃﾝ 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台６０９番地２ 愛媛県 089-924-3040
サークルＫ 今治大新田店 ｲﾏﾊﾞﾘｵｵｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ 794-0005 愛媛県今治市大新田町４丁目１番８号 愛媛県 0898-22-5050
サークルＫ 松山宮西店 ﾏﾂﾔﾏﾐﾔﾆｼﾃﾝ 790-0065 愛媛県松山市宮西２丁目２番２８号 愛媛県 089-922-0808
サークルＫ 今治阿方店 ｲﾏﾊﾞﾘｱｶﾞﾀﾃﾝ 794-0081 愛媛県今治市阿方甲３０６番地１ 愛媛県 0898-23-8422
サークルＫ 松山南梅本店 ﾏﾂﾔﾏﾐﾅﾐｳﾒﾓﾄﾃﾝ 791-0245 愛媛県松山市南梅本町３０番地６　ジュネスクボタⅡ 愛媛県 089-970-3220
サークルＫ 新居浜宇高店 ﾆｲﾊﾏｳﾀﾞｶﾃﾝ 792-0866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１２９９番１ 愛媛県 0897-32-5501
サークルＫ 伊予米湊店 ｲﾖｺﾐﾅﾄﾃﾝ 799-3113 愛媛県伊予市米湊１６６７番１ 愛媛県 089-983-5855
サークルＫ 伊予三島中曽根店 ｲﾖﾐｼﾏﾅｶｿﾈﾃﾝ 799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町５０１０番２ 愛媛県 0896-23-8828
サークルＫ 西条神拝店 ｻｲｼﾞｮｳｶﾝﾊﾞｲﾃﾝ 793-0041 愛媛県西条市神拝甲２１７番地５ 愛媛県 0897-55-8065
サークルＫ 今治バイパス店 ｲﾏﾊﾞﾘﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 794-0840 愛媛県今治市中寺６１０番１ 愛媛県 0898-33-0361
サークルＫ 新居浜庄内店 ﾆｲﾊﾏｼｮｳﾅｲﾃﾝ 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町５丁目１０番１ 愛媛県 0897-33-5760
サークルＫ 今治片山店 ｲﾏﾊﾞﾘｶﾀﾔﾏﾃﾝ 794-0063 愛媛県今治市片山１丁目３５１番地１ 愛媛県 0898-23-4119
サークルＫ 新居浜外山店 ﾆｲﾊﾏﾄﾔﾏﾃﾝ 792-0823 愛媛県新居浜市外山町１５番４０ 愛媛県 0897-43-6766
サークルＫ 今治北鳥生店 ｲﾏﾊﾞﾘｷﾀﾄﾘｭｳﾃﾝ 794-0803 愛媛県今治市北鳥生町４丁目５０１番１ 愛媛県 0898-25-7880
サークルＫ 西条大町店 ｻｲｼﾞｮｳｵｵﾏﾁﾃﾝ 793-0030 愛媛県西条市大町６８０番地３ 愛媛県 0897-55-5008
サークルＫ 西条公園前店 ｻｲｼﾞｮｳｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ 793-0030 愛媛県西条市大町４３８番地１ 愛媛県 0897-55-0181
サークルＫ 北条バイパス店 ﾎｳｼﾞｮｳﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 799-2430 愛媛県松山市北条辻６７０番１ 愛媛県 089-993-0502



チェーン 店舗名（漢字） 店舗名(ｶﾅ) 〒 住所（漢字） 住所 電話番号
サークルＫ 新居浜工場前店 ﾆｲﾊﾏｺｳｼﾞｮｳﾏｴﾃﾝ 792-0003 愛媛県新居浜市新田町３丁目４番１号 愛媛県 0897-34-4177
サークルＫ 大西脇店 ｵｵﾆｼﾜｷﾃﾝ 799-2206 愛媛県今治市大西町脇甲８１１番１ 愛媛県 0898-53-5156
サークルＫ 久万入野店 ｸﾏｲﾘﾉﾃﾝ 791-1202 愛媛県上浮穴郡久万高原町入野１３３８ 愛媛県 0892-21-3344
サークルＫ 今治旭町店 ｲﾏﾊﾞﾘｱｻﾋﾏﾁﾃﾝ 794-0042 愛媛県今治市旭町３丁目２番３ 愛媛県 0898-33-1452
サークルＫ 松前役場前店 ﾏｻｷﾔｸﾊﾞﾏｴﾃﾝ 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１ 愛媛県 089-985-2708
サークルＫ 東温市役所前店 ﾄｳｵﾝｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 791-0211 愛媛県東温市見奈良５２０番地２ 愛媛県 089-964-2187
サークルＫ 新居浜阿島店 ﾆｲﾊﾏｱｼﾏﾃﾝ 792-0896 愛媛県新居浜市阿島二丁目２番１６号 愛媛県 0897-46-0685
サークルＫ 松山立花店 ﾏﾂﾔﾏﾀﾁﾊﾞﾅﾃﾝ 790-0966 愛媛県松山市立花六丁目３８４番５ 愛媛県 089-932-4308
サークルＫ 今治馬越店 ｲﾏﾊﾞﾘｳﾏｺﾞｴﾃﾝ 794-0062 愛媛県今治市馬越町三丁目甲２８５－１ 愛媛県 0898-33-1541
サークルＫ 西条船屋店 ｻｲｼﾞｮｳﾌﾅﾔﾃﾝ 793-0005 愛媛県西条市船屋乙５番３０ 愛媛県 0897-55-3077
サークルＫ 西条玉津店 ｻｲｼﾞｮｳﾀﾏﾂﾃﾝ 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４２１番１ 愛媛県 0897-53-0530
サークルＫ 松山勝山通店 ﾏﾂﾔﾏｶﾂﾔﾏﾄﾞｵﾘﾃﾝ 790-0878 愛媛県松山市勝山町一丁目１０番地２ 愛媛県 089-941-2125
サークルＫ 松山来住町店 ﾏﾂﾔﾏｷｼﾏﾁﾃﾝ 791-1102 愛媛県松山市来住町１２９９番１ 愛媛県 089-958-8406
サークルＫ 四国中央バイパス店 ｼｺｸﾁｭｳｵｳﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町１７４５番地１ 愛媛県 0896-24-7220
サークルＫ 伊予八倉店 ｲﾖﾔｸﾗﾃﾝ 799-3101 愛媛県伊予市八倉字千代國３４９番１ 愛媛県 089-982-8277
サークルＫ 新居浜横水店 ﾆｲﾊﾏﾖｺｽﾞｲﾃﾝ 792-0033 愛媛県新居浜市横水町８－４１ 愛媛県 0897-43-3580
サークルＫ 今治別宮店 ｲﾏﾊﾞﾘﾍﾞｯｸﾃﾝ 794-0026 愛媛県今治市別宮町四丁目５番２０ 愛媛県 0898-32-3855
サークルＫ 松山石手店 ﾏﾂﾔﾏｲｼﾃﾃﾝ 790-0852 愛媛県松山市石手五丁目１－４５ 愛媛県 089-986-3008
サークルＫ いまばり別名店 ｲﾏﾊﾞﾘﾍﾞﾂﾐｮｳﾃﾝ 794-0065 愛媛県今治市別名１５９番７ 愛媛県 0898-23-2025
サークルＫ 今治衣干一丁目店 ｲﾏﾊﾞﾘｷﾇﾎﾞｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 794-0813 愛媛県今治市衣干町一丁目１番１９号 愛媛県 0898-34-8150
サークルＫ 今治東村店 ｲﾏﾊﾞﾘﾋｶﾞｼﾑﾗﾃﾝ 799-1506 愛媛県今治市東村一丁目２－４８ 愛媛県 0898-43-4021
サークルＫ 新居浜市役所前店 ﾆｲﾊﾏｼﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 792-0025 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番７号 愛媛県 0897-31-3660
サークルＫ 新居浜垣生店 ﾆｲﾊﾏﾊﾌﾞﾃﾝ 792-0872 愛媛県新居浜市垣生二丁目１２番３１号 愛媛県 0897-31-9905
サークルＫ 宇和島保田店 ｳﾜｼﾞﾏﾔｽﾀﾞﾃﾝ 798-0077 愛媛県宇和島市保田甲１３８５番地２ 愛媛県 0895-27-3420
サンクス 福岡堤二丁目店 ﾌｸｵｶﾂﾂﾐ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0151 福岡県福岡市城南区堤二丁目９番２７号 福岡県 092-874-5550
サンクス 博多ぎなん通り店 ﾊｶﾀｷﾞﾅﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１番５号 福岡県 092-263-8020
サンクス 苅田臨空団地店 ｶﾝﾀﾞﾘﾝｸｳﾀﾞﾝﾁﾃﾝ 800-0365 福岡県京都郡苅田町大字苅田３７８７番地６４ 福岡県 093-474-6118
サンクス 久留米御井町店 ｸﾙﾒﾐｲﾏﾁﾃﾝ 839-0851 福岡県久留米市御井町２５２４番地２ 福岡県 0942-41-8338
サンクス 福岡いきの松原店 ﾌｸｵｶｲｷﾉﾏﾂﾊﾞﾗﾃﾝ 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原四丁目１番２２号 福岡県 092-892-1888
サンクス 福岡薬院駅北口店 ﾌｸｵｶﾔｸｲﾝｴｷｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号 福岡県 092-717-1303
サンクス 福岡天神二丁目店 ﾌｸｵｶﾃﾝｼﾞﾝﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４―１３ 福岡県 092-723-6378
サンクス 福岡原八丁目店 ﾌｸｵｶﾊﾗ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0022 福岡県福岡市早良区原八丁目１番１６号 福岡県 092-864-7050
サンクス 福岡天神西通り店 ﾌｸｵｶﾃﾝｼﾞﾝﾆｼﾄﾞｵﾘﾃﾝ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目７―９ 福岡県 092-738-7703
サンクス 博多駅東一丁目店 ﾊｶﾀｴｷﾋｶﾞｼ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１１番５号 福岡県 092-477-5660
サンクス 福岡西南学院前店 ﾌｸｵｶｾｲﾅﾝｶﾞｸｲﾝﾏｴﾃﾝ 814-0002 福岡県福岡市早良区西新六丁目９－３４ 福岡県 092-831-7557
サンクス 春日桜ヶ丘八丁目店 ｶｽｶﾞｻｸﾗｶﾞｵｶ8ﾁｮｳﾒﾃﾝ 816-0872 福岡県春日市桜ヶ丘八丁目１－１ 福岡県 092-592-5578
サンクス 福岡大楠三丁目店 ﾌｸｵｶｵｵｸﾞｽ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 815-0082 福岡県福岡市南区大楠三丁目２番２号 福岡県 092-534-5885
サンクス 福岡橋本二丁目店 ﾌｸｵｶﾊｼﾓﾄ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 819-0031 福岡県福岡市西区橋本二丁目１７番３３号 福岡県 092-811-6385
サンクス 博多明治通り店 ﾊｶﾀﾒｲｼﾞﾄﾞｵﾘﾃﾝ 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端１番１号 福岡県 092-282-2066
サンクス 博多豊二丁目店 ﾊｶﾀﾕﾀｶ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 812-0042 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１ 福岡県 092-432-8588
サンクス 福岡神松寺二丁目店 ﾌｸｵｶｼﾝｼｮｳｼﾞ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺二丁目８番１２号 福岡県 092-874-9606
サンクス 福岡蒲田一丁目店 ﾌｸｵｶｶﾏﾀ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 813-0023 福岡県福岡市東区蒲田一丁目１番１号 福岡県 092-663-6353
サンクス 福岡野方一丁目店 ﾌｸｵｶﾉｶﾀ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 819-0043 福岡県福岡市西区野方一丁目２２番１４号 福岡県 092-892-5001
サンクス 福岡多々良一丁目店 ﾌｸｵｶﾀﾀﾗ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 813-0033 福岡県福岡市東区多々良一丁目１２番８号 福岡県 092-674-1078
サンクス 福岡玉川町店 ﾌｸｵｶﾀﾏｶﾞﾜﾏﾁﾃﾝ 815-0037 福岡県福岡市南区玉川町１６番２４号 福岡県 092-557-3443
サンクス 福岡高宮一丁目店 ﾌｸｵｶﾀｶﾐﾔ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 815-0083 福岡県福岡市南区高宮一丁目６番１号 福岡県 092-534-1228
サンクス 福岡笹丘一丁目店 ﾌｸｵｶｻｻｵｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘一丁目２９番２０号 福岡県 092-738-2805
サンクス 春日小倉二丁目店 ｶｽｶﾞｺｸﾗ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 816-0824 福岡県春日市小倉二丁目１３４－１ 福岡県 092-588-6388
サンクス 福岡多の津五丁目店 ﾌｸｵｶﾀﾉﾂ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 813-0034 福岡県福岡市東区多の津五丁目２５番１２号 福岡県 092-626-7610
サンクス 大野城駅前店 ｵｵﾉｼﾞｮｳｴｷﾏｴﾃﾝ 816-0955 福岡県大野城市上大利一丁目１番４３号 福岡県 092-595-1007
サンクス 福岡拾六町店 ﾌｸｵｶｼﾞｭｳﾛｸﾁｮｳﾃﾝ 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町五丁目１５番１５号 福岡県 092-894-5332
サンクス 大野城旭ケ丘店 ｵｵﾉｼﾞｮｳｱｻﾋｶﾞｵｶﾃﾝ 816-0953 福岡県大野城市旭ケ丘二丁目１番１号 福岡県 092-589-1713
サンクス 春日白水ヶ丘店 ｶｽｶﾞｼﾛｳｽﾞｶﾞｵｶﾃﾝ 816-0845 福岡県春日市白水ヶ丘四丁目２６番 福岡県 092-589-3056
サンクス 福岡七隈六丁目店 ﾌｸｵｶﾅﾅｸﾏ6ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈六丁目３番２６号 福岡県 092-874-3227
サンクス 筑紫野桜台店 ﾁｸｼﾉｻｸﾗﾀﾞｲﾃﾝ 818-0063 福岡県筑紫野市桜台二丁目９－１ 福岡県 092-919-5039
サンクス 博多東那珂一丁目店 ﾊｶﾀﾋｶﾞｼﾅｶ1ﾁｮｳﾒﾃﾝ 812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂一丁目１５番５９号 福岡県 092-433-0261
サンクス 福岡南片江三丁目店 ﾌｸｵｶﾐﾅﾐｶﾀｴ3ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江三丁目１－１ 福岡県 092-874-0130
サンクス 福岡飯倉二丁目店 ﾌｸｵｶｲｲｸﾗ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３ 福岡県 092-832-5115
サンクス 福岡城南区役所前店 ﾌｸｵｶｼﾞｮｳﾅﾝｸﾔｸｼｮﾏｴﾃﾝ 814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼六丁目１１番１６号 福岡県 092-832-7007
サンクス 宇美貴船店 ｳﾐｷﾌﾈﾃﾝ 811-2131 福岡県糟屋郡宇美町貴船一丁目１９番１号 福岡県 092-957-6039
サンクス 福岡天神駅通り店 ﾌｸｵｶﾃﾝｼﾞﾝｴｷﾄｵﾘﾃﾝ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目１０番２０号　新天閣ビル１Ｆ 福岡県 092-732-1233
サンクス 福岡渡辺通五丁目店 ﾌｸｵｶﾜﾀﾅﾍﾞﾄﾞｵﾘ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目１６番１号 福岡県 092-717-3705
サンクス 福岡三苫四丁目店 ﾌｸｵｶﾐﾄﾏ4ﾁｮｳﾒﾃﾝ 811-0201 福岡県福岡市東区三苫四丁目８番２５号 福岡県 092-605-5039
サンクス 博多東那珂二丁目店 ﾊｶﾀﾋｶﾞｼﾅｶ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１番３号 福岡県 092-477-9888
サンクス 太宰府インター店 ﾀﾞｻﾞｲﾌｲﾝﾀｰﾃﾝ 816-0912 福岡県大野城市御笠川三丁目１番９号 福岡県 092-513-0112
サンクス 福岡今泉公園通り店 ﾌｸｵｶｲﾏｲｽﾞﾐｺｳｴﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉一丁目３－２３　セルクル今泉 福岡県 092-739-8366
サンクス 福岡舞鶴二丁目店 ﾌｸｵｶﾏｲﾂﾞﾙ2ﾁｮｳﾒﾃﾝ 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目２番３号 福岡県 092-739-5139


