店名
平和堂真砂店
アルプラザ香里園店
アルプラザ茨木
フレンドマート東寝屋川店
アルプラザ高槻店
フレンドマート高槻氷室店
フレンドマート岸辺店
フレンドマート彩都店
フレンドマートビバモール寝屋川店
フレンドマート西淀川千舟店
フレンドマート高槻川添店
フレンドマート枚方養父店
フレンドマート高槻美しが丘店
フレンドマート深江橋店
フレンドマートくずは店
フレンドマートニトリモール枚方店
平和堂１００ＢＡＮ店
アルプラザ城陽店
エール東舞鶴
エール峰山店
アルプラザ亀岡店
アルプラザ宇治東店
アルプラザ京田辺店
アルプラザ木津店
アルプラザ醍醐店
フレンドマート宇治店
フレンドマート長岡京店
フレンドマートＧ宇治市役所前店
フレンドマート御蔵山店
フレンドマート梅津店
フレンドマート木津川店
フレンドマート伊勢田店
フレンドマート山ノ内店
フレンドマート八幡一ノ坪店
フレンドマートＭＯＭＯテラス店
フレンドマート宇治莵道店
フレンドマート宇治田原店
平和堂和邇店
フレンドマート南郷店
フレンドマ－ト長浜駅前店
フレンドマート土山店
平和堂彦根銀座店
くさつ平和堂店
平和堂石山店

郵便番号 住所
5670851 大阪府
5720028 大阪府
5670065 大阪府
5720857 大阪府
5691123 大阪府
5691141 大阪府
5640011 大阪府
5670085 大阪府
5720855 大阪府
5550013 大阪府
5690824 大阪府
5731124 大阪府
5691111 大阪府
5360022 大阪府
5731111 大阪府
5730171 大阪府
6110031 京都府
6100111 京都府
6250057 京都府
6270005 京都府
6210822 京都府
6110013 京都府
6100331 京都府
6190222 京都府
6011375 京都府
6110021 京都府
6170833 京都府
6110021 京都府
6110002 京都府
6150916 京都府
6190216 京都府
6110044 京都府
6150071 京都府
6148043 京都府
6128002 京都府
6110013 京都府
6100231 京都府
5200522 滋賀県
5200865 滋賀県
5260057 滋賀県
5280231 滋賀県
5220088 滋賀県
5250032 滋賀県
5200831 滋賀県

茨木市 真砂１－１１－３５
寝屋川市 日新町５－５
茨木市 上郡２－１２－８
寝屋川市 寝屋川市打上中町９番５号
高槻市 芥川町１－２－Ｃ－２０１
高槻市 氷室町２－２６－１５
吹田市 岸部南１－１３－１
茨木市 彩都あさぎ１－２－１ ガーデンモール彩都内
寝屋川市 寝屋南２－２２－２ ビバモール寝屋川モール棟
大阪市 西淀川区 千舟１－４－３８
高槻市 川添２－２０－６
枚方市 養父東町５８－１０
高槻市 美しが丘２－１－１
大阪市 城東区 永田３－２－６
枚方市 楠葉朝日２－２０－１０
枚方市 北山１－２－１
宇治市 広野町西裏１００
城陽市 城陽市富野荒見田１１２
舞鶴市 南浜町２７－５
京丹後市 峰山町新町１６０６－１
亀岡市 篠町野条上又１１－１
宇治市 莵道平町２８－１
京田辺市 田辺明田６０
木津川市 相楽城西１５
京都市 伏見区 醍醐高畑町１－３７
宇治市 宇治樋ノ尻７９－１
長岡京市 神足２－２－１
宇治市 宇治下居４６－１
宇治市 木幡平尾２７－１
京都市 右京区 梅津中村町３７－１
木津川市 州見台１－１－１
宇治市 伊勢田町名木２－１－２０９
京都市 右京区 山ノ内西裏町６
八幡市 八幡一ノ坪１３３
京都市 伏見区 桃山町山ノ下３２
宇治市 莵道大垣内４１－１７
綴喜郡 宇治田原町 立川立川５０
大津市 和邇中浜４３２
大津市 南郷１－５－１
長浜市 北船町１－１５
甲賀市 土山町頓宮１７５
彦根市 銀座町６－１０
草津市 大路町１－１０－２７
大津市 松原町１３－１５

電話番号
0726333733
0728356600
0726405000
0728114731
0726849100
0726973210
0663182400
0726401440
0723929150
0664765630
0726971310
0728645691
0726863617
0669692130
0728645790
0728661320
0774444555
0774562600
0773660098
0772620084
0771254111
0774312550
0774641200
0774715800
0755756100
0774283900
0759591880
0774266850
0774381820
0758733620
0774713860
0774413620
0753251650
0759721050
0756056351
0774253060
0774997400
0775943111
0775341112
0749631301
0748678071
0749222828
0775622755
0775374581

店名
平和堂甲西店
平和堂アルプラザ水口店
平和堂守山店
平和堂大藪店
平和堂フレンドマート上笠店
アルプラザ彦根店
フレンドマート稲枝
フレンドマート南草津店
平和堂木之本店
平和堂甲西中央店
平和堂米原店
アルプラザ瀬田店
フレンドマート五個荘店
フレンドマート浅井店
平和堂石部店
平和堂湖東店
平和堂篠原店
平和堂日夏店
平和堂蒲生店
平和堂愛知川店
フレンドマート武佐店
フレンドマート菩提寺店
フレンドマート山東店
フレンドマート湖北店
フレンドマート唐崎店
平和堂大石店
フレンドマート河西店
フレンドマート中主店
フレンドマート秦荘店
フレンドマート膳所店
平和堂安土店
フレンドマート小柿店
平和堂坂本店
平和堂今津店
アルプラザ八日市店
アルプラザ守山店
フレンドマート信楽店
アルプラザ草津店
ビバシティ彦根店
フレンドマート石山寺辺店
アルプラザ長浜店
フレンドマート江頭店
フレンドマート追分店
フレンドマート雄琴駅前店

郵便番号 住所
5203252 滋賀県
5280033 滋賀県
5240037 滋賀県
5220052 滋賀県
5250028 滋賀県
5220074 滋賀県
5211124 滋賀県
5250050 滋賀県
5290425 滋賀県
5203234 滋賀県
5210016 滋賀県
5202152 滋賀県
5291444 滋賀県
5260242 滋賀県
5203101 滋賀県
5270124 滋賀県
5230046 滋賀県
5220047 滋賀県
5291537 滋賀県
5291331 滋賀県
5230012 滋賀県
5203200 滋賀県
5210236 滋賀県
5290331 滋賀県
5200004 滋賀県
5202264 滋賀県
5240012 滋賀県
5202423 滋賀県
5291233 滋賀県
5200837 滋賀県
5211311 滋賀県
5203024 滋賀県
5200113 滋賀県
5201621 滋賀県
5270011 滋賀県
5240012 滋賀県
5291851 滋賀県
5250025 滋賀県
5220044 滋賀県
5200861 滋賀県
5260845 滋賀県
5230061 滋賀県
5250048 滋賀県
5200107 滋賀県

湖南市 岩根８６７－５
甲賀市 水口町綾野５６６－１
守山市 梅田町５番６号
彦根市 長曽根南町４２８
草津市 上笠４－４－１８
彦根市 彦根市大東町２－２８
彦根市 野良田町３００－１
草津市 南草津５－１－１
長浜市 木之本町木之本五位１５７０－４
湖南市 中央１－３８
米原市 下多良２－４７
大津市 月輪 １－３－８
東近江市 五個荘石塚町２４
長浜市 三田町１３２２
湖南市 石部１－１９７
東近江市 下岸本町７７
近江八幡市 上野町１ー１
彦根市 日夏町字堀溝３７０３－１
東近江市 市子殿町中堀１３８６
愛知郡 愛荘町 愛知川５８
近江八幡市 武佐町鳥居前５１８－１
湖南市 菩提寺新町３－６５
米原市 間田東柏戸４１３
長浜市 湖北町八日市１０１１
大津市 見世２－１１－３５
大津市 大石東町堂の前７６９－２
守山市 播磨田町７４０
野洲市 西河原９８０－１
愛知郡 愛荘町 東出４９０－２
大津市 中庄２－１－８５
近江八幡市 安土町下豊浦２７８０－１
栗東市 小柿９－１１－１３
大津市 大津市坂本７－２４－１
高島市 今津町今津１６８８
東近江市 八日市浜野町３－１
守山市 播磨田町１８５－１
甲賀市 信楽町長野６２３－３
草津市 西渋川１－２３－３０
彦根市 竹ケ鼻町４３－１
大津市 石山寺４－１４－１
長浜市 小堀町４５０
近江八幡市 江頭町４１８－２
草津市 追分南１－２－３４
大津市 雄琴北２－２－１０

電話番号
0748752233
0748627101
0775832611
0749242221
0775633222
0749244111
0749436000
0775651110
0749823111
0748723222
0749522111
0775433111
0748484441
0749742411
0748775331
0749452630
0748321555
0749253111
0748551116
0749426200
0748372222
0748740333
0749552111
0749782101
0775262811
0775463611
0775832003
0775892346
0749374111
0775234141
0748464500
0775543633
0775783111
0740226611
0748241222
0775811800
0748824050
0775616200
0749275555
0775336900
0749657700
0748348300
0775617850
0775713050

店名
フレンドマート上田店
アルプラザ野洲店
フレンドマート能登川店
アルプラザ栗東店
フレンドマート御園店
平和堂長浜祇園店
アルプラザ近江八幡店
フレンドマート志津東草津店
フレンドマート守山水保店
フレンドマート彦根地蔵店
フレンドマートグリーンヒル青山店
フレンドマート甲南店
アルプラザ堅田店
平和堂あどがわ店
フレンドマート大津西の庄店
フレンドマート竜王店
フレンドマート大津京店
フレンドマート瀬田川店
フレンドマート栗東店
フレンドマート日野店
アルプラザつかしん店
アルプラザあまがさき店
フレンドマート尼崎水堂店

郵便番号 住所
5230015 滋賀県
5202331 滋賀県
5211231 滋賀県
5203031 滋賀県
5203005 滋賀県
5260061 滋賀県
5230893 滋賀県
5250047 滋賀県
5240102 滋賀県
5220029 滋賀県
5202101 滋賀県
5203311 滋賀県
5200242 滋賀県
5201212 滋賀県
5200818 滋賀県
5202552 滋賀県
5200014 滋賀県
5202134 滋賀県
5203015 滋賀県
5291601 滋賀県
6610001 兵庫県
6610976 兵庫県
6610026 兵庫県

近江八幡市 上田町１２８５－１
野洲市 小篠原１０００
東近江市 能登川町駅西３８－１
栗東市 綣２－３－２２
栗東市 御園８１０
長浜市 祇園町２９８－１
近江八幡市 桜宮町２０２－１
草津市 追分１－３－３０
守山市 水保町北川１２６７
彦根市 地蔵町１８０－３
大津市 青山５－１３－３５
甲賀市 甲南町竜法師３３８－３
大津市 本堅田５－２０－１０
高島市 安曇川町西万木５５
大津市 西の庄２０－１
蒲生郡 竜王町 小口１６６４－１
大津市 柳川２－６－２
大津市 瀬田１－３１－１
栗東市 安養寺８－１－３２
蒲生郡 日野町 松尾８４４－１０
尼崎市 塚口本町４－８－１
尼崎市 潮江１－３－１
尼崎市 水堂町４－１－１

電話番号
0748388555
0775885500
0748423331
0775516300
0775592850
0749686300
0748312880
0775611720
0775843420
0749303633
0775498280
0748868488
0775733111
0740322411
0775012761
0748585400
0775107270
0775483070
0775539111
0748529400
0664208200
0664703111
0676509156

