
白いチャージ機のある店舗一覧　※2022年9月30日時点

NO. 加盟店名 都道府県 住所

1 ｲｽﾞﾐﾔ 堅田店 滋賀県 大津市今堅田3-11-1

2 阪急ｵｱｼｽ 草津店 滋賀県 草津市大路1-1-1

3 ｲｽﾞﾐﾔ 羽束師店 京都府 京都市伏見区羽束師志水町111-1

4 ｲｽﾞﾐﾔ 桂坂店 京都府 京都市西京区御陵大枝山町5-27-5

5 ｲｽﾞﾐﾔ 高野店 京都府 京都市左京区高野東開町16

6 ｲｽﾞﾐﾔ 千本中立売店 京都府 京都市上京区千本通一条下る東側東石橋町26

7 ｲｽﾞﾐﾔ 千本北大路店 京都府 京都市北区紫野下若草町12-2

8 ｲｽﾞﾐﾔ 大久保店 京都府 城陽市平川室木85

9 ｲｽﾞﾐﾔ 長岡店 京都府 長岡京市開田4-7-1

10 ｲｽﾞﾐﾔ 白梅町店 京都府 京都市北区北野下白梅町6-1

11 ｲｽﾞﾐﾔ 八幡店 京都府 八幡市八幡一ノ坪23-1

12 ｲｽﾞﾐﾔ 伏見店 京都府 京都市伏見区深草出羽屋敷町23番地

13 ｲｽﾞﾐﾔ 堀川丸太町店 京都府 京都市上京区堀川通丸太町下る下堀川町146

14 ｲｽﾞﾐﾔ 洛北店 京都府 京都市左京区高野西開町36

15 ｲｽﾞﾐﾔ 六地蔵店 京都府 京都市伏見区桃山町西尾12-1

16 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 伏見桃山店 京都府 京都市伏見区新町5-487

17 阪急ｵｱｼｽ かどの店 京都府 京都市右京区梅津南広町94

18 阪急ｵｱｼｽ 円町店 京都府 京都市中京区西ﾉ京南大炊御門町8

19 阪急ｵｱｼｽ 山科店 京都府 京都市山科区椥辻西潰20-1

20 阪急ｵｱｼｽ 西ﾉ京店 京都府 京都市中京区西ﾉ京冷泉町138-1

21 阪急ｵｱｼｽ 西院店 京都府 京都市中京区壬生東淵田町22

22 ｲｽﾞﾐﾔ くずはﾓｰﾙ店 大阪府 枚方市楠葉花園町15-1

23 ｲｽﾞﾐﾔ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ福町店 大阪府 大阪市西淀川区福町3-2-15

24 ｲｽﾞﾐﾔ ららぽｰとEXPOCITY店 大阪府 吹田市千里万博公園2-1

25 ｲｽﾞﾐﾔ 稲田新町店 大阪府 東大阪市稲田新町3-9-64

26 ｲｽﾞﾐﾔ 河内長野店 大阪府 河内長野市喜多町663

27 ｲｽﾞﾐﾔ 花園店 大阪府 大阪市西成区花園南1-2-4

28 ｲｽﾞﾐﾔ 我孫子店 大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-5-15

29 ｲｽﾞﾐﾔ 岸里東店 大阪府 大阪市西成区花園南1-4-4

30 ｲｽﾞﾐﾔ 玉手店 大阪府 柏原市玉手町24-32

31 ｲｽﾞﾐﾔ 玉造店 大阪府 大阪市天王寺区玉造元町11-20

32 ｲｽﾞﾐﾔ 桑津店 大阪府 大阪市東住吉区桑津3-2-1

33 ｲｽﾞﾐﾔ 原山台店 大阪府 堺市南区原山台5-9-8

34 ｲｽﾞﾐﾔ 古市店 大阪府 羽曳野市翠鳥園395-1

35 ｲｽﾞﾐﾔ 交野店 大阪府 交野市私部西1-33-20

36 ｲｽﾞﾐﾔ 光風台店 大阪府 豊能郡豊能町光風台2-11-2

37 ｲｽﾞﾐﾔ 国分町店 大阪府 大阪市天王寺区国分町3-12

38 ｲｽﾞﾐﾔ 今福店 大阪府 大阪市城東区今福東1-10-5

39 ｲｽﾞﾐﾔ 阪和堺店 大阪府 堺市堺区田出井町1-1-100
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40 ｲｽﾞﾐﾔ 山田西店 大阪府 吹田市山田西2-4-15

41 ｲｽﾞﾐﾔ 住道店 大阪府 大東市大野1-3-1

42 ｲｽﾞﾐﾔ 昭和町店 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1-28-17

43 ｲｽﾞﾐﾔ 松原中央店 大阪府 松原市田井城1-1-1

44 ｲｽﾞﾐﾔ 松原店 大阪府 松原市上田6-4-8

45 ｲｽﾞﾐﾔ 上新田店 大阪府 豊中市上新田4-1-18

46 ｲｽﾞﾐﾔ 寝屋川店 大阪府 寝屋川市早子町23-1-104

47 ｲｽﾞﾐﾔ 新中条店 大阪府 茨木市新中条町1-30

48 ｲｽﾞﾐﾔ 深江橋店 大阪府 大阪市東成区深江北1-7-4

49 ｲｽﾞﾐﾔ 千里丘店 大阪府 吹田市山田南1-1

50 ｲｽﾞﾐﾔ 泉北店 大阪府 堺市中区小阪270

51 ｲｽﾞﾐﾔ 淡路店 大阪府 大阪市東淀川区淡路4-6-20

52 ｲｽﾞﾐﾔ 池田旭丘店 大阪府 池田市旭丘1-4-1

53 ｲｽﾞﾐﾔ 天下茶屋店 大阪府 大阪市西成区岸里1-1-95

54 ｲｽﾞﾐﾔ 天六樋之口店 大阪府 大阪市北区樋之口町3-20

55 ｲｽﾞﾐﾔ 南田辺店 大阪府 大阪市東住吉区南田辺5-6-10

56 ｲｽﾞﾐﾔ 八尾店 大阪府 八尾市沼1-1

57 ｲｽﾞﾐﾔ 平野店 大阪府 大阪市平野区平野宮町1-6-2-101

58 ｲｽﾞﾐﾔ 法円坂店 大阪府 大阪市中央区法円坂2-1-35

59 ｲｽﾞﾐﾔ 豊新店 大阪府 大阪市東淀川区豊新5-5-26

60 ｲｽﾞﾐﾔ 枚方店 大阪府 枚方市禁野本町1-871

61 ｲｽﾞﾐﾔ 門真店 大阪府 門真市新橋町3-1-101

62 ｲｽﾞﾐﾔ 和泉中央店 大阪府 和泉市いぶき野5-1-11

63 ｲｽﾞﾐﾔ 和泉府中店 大阪府 泉大津市東豊中町1-5-10

64 ｽｰﾊﾟｰはやし 堺市駅前店 大阪府 堺市北区北長尾町1-6-9

65 ｽｰﾊﾟｰはやし 鶴見橋店 大阪府 大阪市西成区鶴見橋1-17-5

66 ｽｰﾊﾟｰはやし 富木店 大阪府 高石市西取石3-16-1

67 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ はやし阪南店 大阪府 阪南市桃の木台4-423-13

68 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ はやし美加の台店 大阪府 河内長野市美加の台1-36-7

69 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ店 大阪府 大阪市住之江区南港中2-1-109

70 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 向ヶ丘店 大阪府 堺市西区津久野町1-12-1

71 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 住吉店 大阪府 大阪市住吉区墨江1-7-13

72 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 住之江店 大阪府 大阪市住之江区新北島3-3-19

73 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 新家店 大阪府 泉南市新家3456-1

74 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 清明通店 大阪府 大阪市阿倍野区晴明通11-45

75 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 泉大津店 大阪府 泉大津市池浦町1-18-36

76 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 中百舌鳥店 大阪府 堺市北区中百舌鳥町5-805-2

77 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 鶴山台店 大阪府 和泉市鶴山台2-1-5

78 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 都島店 大阪府 大阪市都島区都島北通1-7-9
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79 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 南港店 大阪府 大阪市住之江区南港東1-6-5-101

80 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ 北助松店 大阪府 泉大津市東助松町2-7-3

81 ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄｲｽﾞﾐﾔ 庄内店 大阪府 豊中市庄内西町3-7-3

82 阪急ｵｱｼｽ あべの店 大阪府 大阪市阿倍野区三明町2-1-4

83 阪急ｵｱｼｽ ときわ台店 大阪府 豊能郡豊能町東ときわ台3-1-2

84 阪急ｵｱｼｽ 茨木駅前店 大阪府 茨木市西中条町226

85 阪急ｵｱｼｽ 茨木大手町店 大阪府 茨木市大手町4-12

86 阪急ｵｱｼｽ 茨木東奈良店 大阪府 茨木市東奈良町3-15

87 阪急ｵｱｼｽ 蛍ヶ池店 大阪府 豊中市蛍池東町2-6-10

88 阪急ｵｱｼｽ 高槻川西店 大阪府 高槻市川西町1-35-8

89 阪急ｵｱｼｽ 高殿店 大阪府 大阪市旭区高殿4-1-6

90 阪急ｵｱｼｽ 守口店 大阪府 守口市佐太東町2-6-14

91 阪急ｵｱｼｽ 小曽根店 大阪府 豊中市北条町3-2-34

92 阪急ｵｱｼｽ 上本町店 大阪府 大阪市中央区上本町西3-2-15

93 阪急ｵｱｼｽ 新町店 大阪府 大阪市西区新町4-6-23

94 阪急ｵｱｼｽ 神崎川店 大阪府 大阪市淀川区三津屋北1-36-6

95 阪急ｵｱｼｽ 吹田SST店 大阪府 吹田市岸部中5-1-1

96 阪急ｵｱｼｽ 吹田片山店 大阪府 吹田市片山町2-4-1

97 阪急ｵｱｼｽ 西田辺店 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町5-19-3

98 阪急ｵｱｼｽ 石橋店 大阪府 池田市石橋1-8-19

99 阪急ｵｱｼｽ 千里丘店 大阪府 摂津市千里丘東2-10-1

100 阪急ｵｱｼｽ 千里山竹園店 大阪府 吹田市千里山竹園1-1-1

101 阪急ｵｱｼｽ 千里山店 大阪府 吹田市千里山霧が丘22-1

102 阪急ｵｱｼｽ 千里中央店 大阪府 豊中市新千里東町1-2-1

103 阪急ｵｱｼｽ 総持寺店 大阪府 茨木市橋の内2-12-28

104 阪急ｵｱｼｽ 大淀南店 大阪府 大阪市北区大淀南2-2-25

105 阪急ｵｱｼｽ 淡路店 大阪府 大阪市東淀川区東淡路4-14-6

106 阪急ｵｱｼｽ 池田店 大阪府 池田市呉服町1-1-B-140

107 阪急ｵｱｼｽ 中之島店 大阪府 大阪市北区中之島6-8-3

108 阪急ｵｱｼｽ 塚本店 大阪府 大阪市淀川区塚本2-26-18

109 阪急ｵｱｼｽ 天六店 大阪府 大阪市北区天神橋7-1-24

110 阪急ｵｱｼｽ 桃坂店 大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-53

111 阪急ｵｱｼｽ 桃山台店 大阪府 吹田市桃山台5-2-2

112 阪急ｵｱｼｽ 同心店 大阪府 大阪市北区同心2-5-13

113 阪急ｵｱｼｽ 南千里店 大阪府 吹田市津雲台1-1-30

114 阪急ｵｱｼｽ 姫島店 大阪府 大阪市西淀川区姫里1-26-17

115 阪急ｵｱｼｽ 富田店 大阪府 高槻市牧田町7-53

116 阪急ｵｱｼｽ 服部西店 大阪府 豊中市服部豊町2-15-7

117 阪急ｵｱｼｽ 服部緑地店 大阪府 豊中市東寺内町11-23
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118 阪急ｵｱｼｽ 福島玉川店 大阪府 大阪市福島区玉川4-11-8

119 阪急ｵｱｼｽ 福島店 大阪府 大阪市福島区福島5-18-25

120 阪急ｵｱｼｽ 豊中駅前店 大阪府 豊中市玉井町1-1-1-200

121 阪急ｵｱｼｽ 豊中少路店 大阪府 豊中市少路2-4-8

122 阪急ｵｱｼｽ 豊中店 大阪府 豊中市岡上の町2-2-3

123 阪急ｵｱｼｽ 北千里店 大阪府 吹田市古江台4-119-6

124 阪急ｵｱｼｽ 箕面船場店 大阪府 箕面市船場東3-2-26

125 阪急ｵｱｼｽ 箕面店 大阪府 箕面市瀬川5-1-1

126 阪急ｵｱｼｽ 野江店 大阪府 大阪市城東区中央2-15-6

127 阪急ｵｱｼｽ 夕日丘店 大阪府 豊中市夕日丘1-1-5

128 ｲｽﾞﾐﾔ 御影店 兵庫県 神戸市東灘区御影本町2-6-10

129 ｲｽﾞﾐﾔ 杭瀬店 兵庫県 尼崎市杭瀬本町1-1-1

130 ｲｽﾞﾐﾔ 昆陽店 兵庫県 伊丹市池尻1-1

131 ｲｽﾞﾐﾔ 小林店 兵庫県 宝塚市小林5-5-47

132 ｲｽﾞﾐﾔ 神戸玉津店 兵庫県 神戸市西区森友3-7-3

133 ｲｽﾞﾐﾔ 西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店 兵庫県 西宮市高松町14-3

134 ｲｽﾞﾐﾔ 西神戸店 兵庫県 神戸市西区竜が岡1-21-1

135 ｲｽﾞﾐﾔ 多田店 兵庫県 川西市多田桜木1-8-3

136 ｲｽﾞﾐﾔ 尼崎店 兵庫県 尼崎市神田中通1-2-1

137 ｲｽﾞﾐﾔ 鵯越町店 兵庫県 神戸市兵庫区鵯越町17-4

138 阪急ｵｱｼｽ えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 兵庫県 三田市すずかけ台2-3-3

139 阪急ｵｱｼｽ ｷｾﾗ川西店 兵庫県 川西市火打1-16-6

140 阪急ｵｱｼｽ 伊丹鴻池店 兵庫県 伊丹市鴻池4-1-10

141 阪急ｵｱｼｽ 伊丹昆陽東店 兵庫県 伊丹市昆陽東1-2-7

142 阪急ｵｱｼｽ 伊丹大鹿店 兵庫県 伊丹市大鹿7-78

143 阪急ｵｱｼｽ 伊丹店 兵庫県 伊丹市西台3-7-7

144 阪急ｵｱｼｽ 御影店 兵庫県 神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影ｸﾗｯセ1F

145 阪急ｵｱｼｽ 甲陽園店 兵庫県 西宮市甲陽園西山町1-2

146 阪急ｵｱｼｽ 三田駅前店 兵庫県 三田市駅前町2-1 三田駅前1番館1F

147 阪急ｵｱｼｽ 神戸旭通店 兵庫県 神戸市中央区旭通4-1-4

148 阪急ｵｱｼｽ 神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区加納町4-2-1

149 阪急ｵｱｼｽ 清和台店 兵庫県 川西市清和台東3-1-8

150 阪急ｵｱｼｽ 石屋川店 兵庫県 神戸市東灘区御影塚町4-11-20

151 阪急ｵｱｼｽ 尼崎潮江店 兵庫県 尼崎市潮江1-16-1

152 阪急ｵｱｼｽ 日生中央店 兵庫県 川辺郡猪名川町松尾台1-2-1

153 阪急ｵｱｼｽ 武庫之荘店 兵庫県 尼崎市南武庫之荘1-21-1

154 阪急ｵｱｼｽ 宝塚山手台店 兵庫県 宝塚市山手台西3-4-1

155 阪急ｵｱｼｽ 宝塚中筋店 兵庫県 宝塚市中筋7-15-1

156 阪急ｵｱｼｽ 宝塚店 兵庫県 宝塚市鶴の荘1-1
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157 阪急ｵｱｼｽ 宝塚南口店 兵庫県 宝塚市南口2-14-1

158 阪急ｵｱｼｽ 本山南店 兵庫県 神戸市東灘区本山南3-2-1

159 阪急ｵｱｼｽ 名塩店 兵庫県 西宮市名塩新町8

160 阪急ｵｱｼｽ 立花店 兵庫県 尼崎市立花1-20-40

161 阪急ｵｱｼｽ 六甲店 兵庫県 神戸市灘区宮山町3-1-25

162 ｲｽﾞﾐﾔ 学園前店 奈良県 奈良市学園中4-539-1

163 ｲｽﾞﾐﾔ 橿原神宮前店 奈良県 橿原市栄和町22-4

164 ｲｽﾞﾐﾔ 広陵店 奈良県 北葛城郡広陵町大字安部450-1

165 ｲｽﾞﾐﾔ 新大宮店 奈良県 奈良市三条添川町5-33

166 ｲｽﾞﾐﾔ 紀伊川辺店 和歌山県 和歌山市川辺220

167 ｲｽﾞﾐﾔ 和歌山店 和歌山県 和歌山市新生町7-20

168 ｻﾝｴｰ V21あわせ食品館 沖縄県 沖縄市泡瀬4-39-20

169 ｻﾝｴｰ V21いさがわ食品館 沖縄県 名護市伊差川190番

170 ｻﾝｴｰ V21いしみね食品館 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-4-1

171 ｻﾝｴｰ V21おろく食品館 沖縄県 那覇市小禄646

172 ｻﾝｴｰ V21かでな食品館 沖縄県 嘉手納町嘉手納463-14

173 ｻﾝｴｰ V21がねこ食品館 沖縄県 宜野湾市我如古2-4-6

174 ｻﾝｴｰ V21ぎぼ食品館 沖縄県 豊見城市宜保2-6-10

175 ｻﾝｴｰ V21しまぶくろ食品館 沖縄県 北中城村島袋690-1

176 ｻﾝｴｰ V21じょうがく食品館 沖縄県 那覇市楚辺1-14-10

177 ｻﾝｴｰ V21そべ食品館 沖縄県 読谷村楚辺1279-13

178 ｻﾝｴｰ V21たかはら食品館 沖縄県 沖縄市高原7-20-3

179 ｻﾝｴｰ V21ちばな食品館 沖縄県 沖縄市知花6-40-12

180 ｻﾝｴｰ V21つぼがわ食品館 沖縄県 那覇市壺川2-13-14

181 ｻﾝｴｰ V21てるや食品館 沖縄県 沖縄市高原2-4-14

182 ｻﾝｴｰ V21ながた食品館 沖縄県 宜野湾市長田1-27-7

183 ｻﾝｴｰ V21にしざき食品館 沖縄県 糸満市西崎1-12-5

184 ｻﾝｴｰ V21はんたがわ食品館 沖縄県 那覇市繁多川2-17-15

185 ｻﾝｴｰ V21ひがしおんな食品館 沖縄県 うるま市石川東恩納726-2

186 ｻﾝｴｰ V21ふてんま食品館 沖縄県 宜野湾市普天間2-33-17

187 ｻﾝｴｰ V21まえはら食品館 沖縄県 宜野湾市真栄原3-7-6

188 ｻﾝｴｰ V21まきみなと食品館 沖縄県 浦添市牧港4-12-1

189 ｻﾝｴｰ V21みずがま食品館 沖縄県 嘉手納町水釜6-18-1

190 ｻﾝｴｰ V21みやぎ食品館 沖縄県 浦添市宮城4-18-10

191 ｻﾝｴｰ V21みやざと食品館 沖縄県 沖縄市宮里2-17-27

192 ｻﾝｴｰ V21もとぶ食品館 沖縄県 本部町谷茶29-62

193 ｻﾝｴｰ V21よぎ食品館 沖縄県 那覇市国場1162-2

194 ｻﾝｴｰ V21よなばる食品館 沖縄県 与那原町与那原1175-1

195 ｻﾝｴｰ V21食品館 きょうはら店 沖縄県 那覇市鏡原町35-24
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196 ｻﾝｴｰ V21食品館 まかび店 沖縄県 那覇市字真嘉比1-22-14

197 ｻﾝｴｰ V21食品館 古謝店 沖縄県 沖縄市古謝2-16-23

198 ｻﾝｴｰ V21食品館 高良店 沖縄県 那覇市高良3-2-23

199 ｻﾝｴｰ V21食品館 佐真下店 沖縄県 宜野湾市我如古1-43-3

200 ｻﾝｴｰ V21食品館田場店 沖縄県 うるま市田場339-3

201 ｻﾝｴｰ うえばる団地店 沖縄県 那覇市宇栄原4-15-1

202 ｻﾝｴｰ しおざきｼﾃｨ 沖縄県 糸満市潮崎町2-2

203 ｻﾝｴｰ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ宮古衣料館 沖縄県 宮古島市平良字西里463

204 ｻﾝｴｰ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ宮古食品館 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根844-1

205 ｻﾝｴｰ つかざんｼﾃｨ 沖縄県 南風原町津嘉山1471-2

206 ｻﾝｴｰ ﾊﾝﾋﾞｰﾀｳﾝ 沖縄県 中頭郡北谷町北前1-2-3

207 ｻﾝｴｰ ﾏﾁﾅﾄｼﾃｨ 沖縄県 浦添市城間2008-1

208 ｻﾝｴｰ 為又ｼﾃｨ 沖縄県 名護市為又904-5

209 ｻﾝｴｰ 浦添PARCOCITY 沖縄県 浦添市西洲3-1-1

210 ｻﾝｴｰ 喜友名店 沖縄県 宜野湾市喜友名1-2-20

211 ｻﾝｴｰ 宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ 沖縄県 宜野湾市字宇地泊558-10

212 ｻﾝｴｰ 宮古ｵﾘﾀ食品館 沖縄県 宮古島市平良字下里623

213 ｻﾝｴｰ 宮古島ｼﾃｨ 沖縄県 宮古島市平良下里南真久底2511-43

214 ｻﾝｴｰ 具志川ﾒｲﾝｼﾃｨ 沖縄県 うるま市字江洲450-1

215 ｻﾝｴｰ 経塚ｼﾃｨ 沖縄県 浦添市字経塚652-1

216 ｻﾝｴｰ 糸満ﾛｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 沖縄県 豊見城市翁長744-1

217 ｻﾝｴｰ 糸満食品館 沖縄県 糸満市糸満1636-6

218 ｻﾝｴｰ 西原ｼﾃｨ 沖縄県 中頭郡西原町字嘉手苅130

219 ｻﾝｴｰ 石垣ｼﾃｨ 沖縄県 石垣市真栄里301-1

220 ｻﾝｴｰ 石川ｼﾃｨ 沖縄県 うるま市石川2521-1

221 ｻﾝｴｰ 赤崎店 沖縄県 うるま市石川赤崎2-1-1

222 ｻﾝｴｰ 赤道ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ 沖縄県 うるま市字高江洲1031-1

223 ｻﾝｴｰ 大山ｼﾃｨ 沖縄県 宜野湾市大山7-1-2

224 ｻﾝｴｰ 大名店 沖縄県 那覇市首里大名町3-80

225 ｻﾝｴｰ 大湾ｼﾃｨ 沖縄県 中頭郡読谷村字大湾343

226 ｻﾝｴｰ 中の町ﾀｳﾝ 沖縄県 沖縄市胡屋2-1-56

227 ｻﾝｴｰ 中城店 沖縄県 中頭郡中城村字南上原795

228 ｻﾝｴｰ 東江ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ 沖縄県 名護市東江1-2-13

229 ｻﾝｴｰ 那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ 沖縄県 那覇市おもろまち4-4-9

230 ｻﾝｴｰ 八重瀬ｼﾃｨ 沖縄県 島尻郡八重瀬町字屋宜原99-1

231 ｻﾝｴｰ 板良敷店 沖縄県 与那原町字板良敷621

232 ｻﾝｴｰ 泡瀬衣料館 沖縄県 沖縄市泡瀬5-1-11

233 ｻﾝｴｰ 豊見城ｳｲﾝｸﾞｼﾃｨ 沖縄県 豊見城市高安261-2

234 ｻﾝｴｰ 北谷はまがわ店 沖縄県 中頭郡北谷町字宮城1-37
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235 ｻﾝｴｰ 与勝ｼﾃｨ 沖縄県 うるま市勝連南風原5111

236 ｻﾝｴｰV21食品館嶺井店 沖縄県 南城市大里嶺井520


