
店名 住所
生活彩家　国際医療福祉大学病院店　　　　 栃木県　那須塩原市井口５３７－３国際医療福祉大学病院内２階
生活彩家岡山空港店　　　　　　　　　　　 岡山県　岡山市北区日応寺１２７７岡山空港ターミナルビル内　
ポプラ清川店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　台東区清川２丁目５－６　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　下松駅北口店　　　　　　　　　　 山口県　下松市北斗町４－６　　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ東城川東店　　　　　　　　　　　　 広島県　庄原市東城町大字川東３４３－２　　　　　　　　　　
ポプラ久米宮尾店　　　　　　　　　　　　 岡山県　津山市宮尾５６１－１　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ小倉緑ヶ丘店　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区緑ヶ丘１－１５－２４　　　　　　　
生活彩家　大村市民病院店　　　　　　　　 長崎県　大村市古賀島町１３３番地２２市立大村市民病院内１階
生活彩家宇部興産中央病院店　　　　　　　 山口県　宇部市大字西岐波７５０番地宇部興産中央病院内　　　
生活彩家　田川市立病院店　　　　　　　　 福岡県　田川市糒１７００番地２　　　　　　　　　　　　　　
生活彩家　周南記念病院店　　　　　　　　 山口県　下松市生野屋南１丁目１０番周南記念病院　　　　　　
ポプラ宇奈月温泉店　　　　　　　　　　　 富山県　黒部市宇奈月温泉５５３２－１１　　　　　　　　　　
ポプラ呉東中央店　　　　　　　　　　　　 広島県　呉市東中央２－８－２４　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ田方店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市西区古江西町２６－８６　　　　　　　　　　　
ポプラ中野東店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安芸区中野東６－３－３０　　　　　　　　　　
ポプラ防府向島口店　　　　　　　　　　　 山口県　防府市大字浜方２２－１８　　　　　　　　　　　　　
ポプラ御調久井店　　　　　　　　　　　　 広島県　三原市久井町大字下津１５１４－２　　　　　　　　　
ポプラ新見正田店　　　　　　　　　　　　 岡山県　新見市正田３１５－１　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ津山加茂店　　　　　　　　　　　　 岡山県　津山市加茂町桑原１５８－２　　　　　　　　　　　　
ポプラ大田栄町店　　　　　　　　　　　　 島根県　大田市大田町吉永１４０１－１　　　　　　　　　　　
ポプラ美保関森山店　　　　　　　　　　　 島根県　松江市美保関町森山６５０－２７　　　　　　　　　　
ポプラ日田友田店　　　　　　　　　　　　 大分県　日田市南友田９０５－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　上五島浦桑店　　　　　　　　　　 長崎県　南松浦郡新上五島町浦桑郷１３７９－１　　　　　　　
ポプラ　上五島有川店　　　　　　　　　　 長崎県　南松浦郡新上五島町有川郷５７７－７　　　　　　　　
ポプラＲＩＣ　平戸中野店　　　　　　　　 長崎県　平戸市山中町入口７３０番地１　　　　　　　　　　　
ポプラ皿山店　　　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市南区皿山１丁目８－２　　　　　　　　　　　　
ポプラ可部南原店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐北区三入１－２８－１　　　　　　　　　　
ポプラ八幡黒崎２　　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市八幡西区黒崎２－４－１　　　　　　　　　　
ポプラ舟入本町店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区舟入本町５－１５　　　　　　　　　　　　
生活彩家　新東京病院店　　　　　　　　　 千葉県　松戸市和名ヶ谷１２７１１階　　　　　　　　　　　　
生活彩家呉医療センター店　　　　　　　　 広島県　呉市青山町３番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ矢野駅前店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安芸区矢野西４－１－１１　　　　　　　　　　
ポプラ宇品海岸店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市南区宇品西４－３－２４　　　　　　　　　　　
ポプラ相模大野南　　　　　　　　　　　　 神奈川県　相模原市南区相模大野７丁目３－３　　　　　　　　
ポプラＰＬＥＸＹ八潮店　　　　　　　　　 埼玉県　八潮市大字大曽根１１３５－１　　　　　　　　　　　
ポプラ中央北店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市佐伯区五日市中央５－９－２３　　　　　　　　
ポプラ海田畝店　　　　　　　　　　　　　 広島県　安芸郡海田町畝１－２５－１７　　　　　　　　　　　
ポプラ高田インター店　　　　　　　　　　 広島県　安芸高田市美土里町横田３３１　　　　　　　　　　　
ポプラ山口平川店　　　　　　　　　　　　 山口県　山口市黒川２２６５－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ三原沼田東店　　　　　　　　　　　 広島県　三原市沼田東町両名１００６－１　　　　　　　　　　
ポプラ　江津アクアス前店　　　　　　　　 島根県　江津市波子町イ１２５５番地３１２　　　　　　　　　
ポプラ　白島北町店　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区白島北町１８番２号　　　　　　　　　　　
ポプラ宗像光岡店　　　　　　　　　　　　 福岡県　宗像市大字光岡２７９　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ若松桜町店　　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市若松区桜町１７　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ日田日の出町店　　　　　　　　　　 大分県　日田市日ノ出町渡里２３－１　　　　　　　　　　　　
ポプラ賀茂店　　　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市早良区賀茂３－１５－１５　　　　　　　　　　
ポプラ　小倉高浜店　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区高浜１丁目１９番２　　　　　　　　
ポプラ　対馬桟原店　　　　　　　　　　　 長崎県　対馬市厳原町桟原４９－１　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　福江富江店　　　　　　　　　　　 長崎県　五島市富江町狩立３５９－５　　　　　　　　　　　　
生活彩家　西中島５丁目店　　　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区西中島５－５－１５　　　　　　　　　　
生活彩家　鶴見駅西店　　　　　　　　　　 神奈川県　横浜市鶴見区豊岡町２－２ツルミフーガ２－１０３号
生活彩家　みつわ台総合病院店　　　　　　 千葉県　千葉市若葉区若松町５３１－４８６　　　　　　　　　
ポプラ上下駅前店　　　　　　　　　　　　 広島県　府中市上下町字上下字下沖８４８　　　　　　　　　　
生活彩家秀和綜合病院店　　　　　　　　　 埼玉県　春日部市谷原新田１２００　　　　　　　　　　　　　
ポプラ中山南店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市東区中山南１－１７－５　　　　　　　　　　　
生活彩家　戸畑総合病院店　　　　　　　　 福岡県　北九州市戸畑区福柳木１丁目３－３３　　　　　　　　
ポプラ鬼子母神店　　　　　　　　　　　　 東京都　豊島区雑司ヶ谷２－８－３フォーエバービル　　　　　
ポプラ　ホテルオークス森ノ宮店　　　　　 大阪府　大阪市東成区中道１－１２－１８　　　　　　　　　　
ポプラ段原南店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市南区段原南２－１２－１７　　　　　　　　　　
ポプラ欽明路店　　　　　　　　　　　　　 山口県　岩国市大字柱野３３６－１０　　　　　　　　　　　　
ポプラ周防大島店　　　　　　　　　　　　 山口県　大島郡周防大島町小松１４８８－１　　　　　　　　　
ポプラ長門仙崎店　　　　　　　　　　　　 山口県　長門市仙崎１０３４－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　浜田下府店　　　　　　　　　　　 島根県　浜田市下府町１８１－２　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ浜田殿町店　　　　　　　　　　　　 島根県　浜田市殿町８３－１２４　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ苅田駅前店　　　　　　　　　　　　 福岡県　京都郡苅田町神田町１－７－１　　　　　　　　　　　



ポプラ八幡引野店　　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市八幡西区引野１－５－２　　　　　　　　　　
ポプラ井尻駅前店　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市南区井尻１－４０－１０　　　　　　　　　　　
ポプラ　武蔵ヶ丘１丁目店　　　　　　　　 熊本県　熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目３－２０　　　　　　　　　
ポプラ飯室布店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐北区安佐町飯室６６８９－１　　　　　　　
ポプラ高坊店　　　　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区霧ヶ丘１－２０－２０　　　　　　　
ポプラ山口南店　　　　　　　　　　　　　 山口県　山口市陶４９３２－７　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ福山芦田店　　　　　　　　　　　　 広島県　福山市芦田町大字福田２７１７　　　　　　　　　　　
ポプラ福富中店　　　　　　　　　　　　　 岡山県　岡山市南区福富中１丁目２－１２０　　　　　　　　　
ポプラ　五島病院前店　　　　　　　　　　 長崎県　五島市吉久木町２０３－１　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　能美寺井店　　　　　　　　　　　 石川県　能美市寺井町ロ２３番地　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ安東店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区安東２－６－１　　　　　　　　　　　
ポプラ南観音店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市西区南観音７－５－２０　　　　　　　　　　　
ポプラ　安芸高田吉田店　　　　　　　　　 広島県　安芸高田市吉田町川本砂掘１２０５－１　　　　　　　
ポプラ　片山津温泉店　　　　　　　　　　 石川県　加賀市片山津温泉井２７　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ東大久保店　　　　　　　　　　　　 東京都　新宿区新宿６－２４－１６日本生命新宿６丁目　　　　
ポプラＰＬＥＸＹ大和店　　　　　　　　　 神奈川県　大和市下鶴間２４４４－１　　　　　　　　　　　　
ポプラ藤沢宮原店　　　　　　　　　　　　 神奈川県　藤沢市宮原１３１９　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　堺鳳北町店　　　　　　　　　　　 大阪府　堺市西区鳳北町９丁４７番　　　　　　　　　　　　　
ポプラ安佐北スポーツ店　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐北区深川２－４２－３０　　　　　　　　　
ポプラ音戸早瀬店　　　　　　　　　　　　 広島県　呉市音戸町早瀬１－３８－１　　　　　　　　　　　　
ポプラ戸河内インター店　　　　　　　　　 広島県　山県郡安芸太田町大字上殿１０１－１　　　　　　　　
ポプラ東城インター店　　　　　　　　　　 広島県　庄原市東城町川東砂原８７３－３　　　　　　　　　　
ポプラ　倉敷加須山店　　　　　　　　　　 岡山県　倉敷市加須山１８９－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ備前長船店　　　　　　　　　　　　 岡山県　瀬戸内市長船町八日市５４２－３　　　　　　　　　　
ポプラ新見インター店　　　　　　　　　　 岡山県　新見市高尾字中川原２３０６－１　　　　　　　　　　
ポプラ　岡山長利店　　　　　　　　　　　 岡山県　岡山市中区長利２４５－２　　　　　　　　　　　　　
ポプラ門司葛葉店　　　　　　　　　　　　 福岡県　北九州市門司区葛葉２－３－３　　　　　　　　　　　
ポプラ玄海瀬戸店　　　　　　　　　　　　 福岡県　宗像市田野１１８３－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ日田恵良橋店　　　　　　　　　　　 大分県　日田市大字日高町２５６１－１　　　　　　　　　　　
ポプラ八木山店　　　　　　　　　　　　　 福岡県　粕屋郡篠栗町篠栗３０３０－１　　　　　　　　　　　
ポプラ岡垣芹田店　　　　　　　　　　　　 福岡県　遠賀郡岡垣町大字内浦字芹田１３１－６－３　　　　　
ポプラ　福江吉久木店　　　　　　　　　　 長崎県　五島市吉久木町１５２０－２　　　　　　　　　　　　
スリーエイト　上小田中店　　　　　　　　 神奈川県　川崎市中原区上小田中３－２１－１８　　　　　　　
ポプラ　久地中央店　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐北区安佐町久地２４９－２　　　　　　　　
ポプラ府中八幡店　　　　　　　　　　　　 広島県　安芸郡府中町八幡４－６－２８　　　　　　　　　　　
生活彩家　岡山中央病院店　　　　　　　　 岡山県　岡山市北区伊島北町６－３　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　呉梅木店　　　　　　　　　　　　 広島県　呉市梅木町１２－３　　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　東浜店　　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市東区東浜１丁目２番３４　　　　　　　　　　　
ポプラ明姫新野辺店　　　　　　　　　　　 兵庫県　加古川市別府町新野辺北町７－１　　　　　　　　　　
ポプラ　ヨーロッパ通り店　　　　　　　　 大阪府　大阪市中央区東心斎橋１－１５－１５ファルコン心斎　
ポプラ草津南店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市西区草津南２－９－９　　　　　　　　　　　　
ポプラ舟入南店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区舟入南５－５－１８　　　　　　　　　　　
ポプラ胡店　　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区胡町２－６純正ビル　　　　　　　　　　　
ポプラ庚午南１丁目店　　　　　　　　　　 広島県　広島市西区庚午南１丁目３３番１号　　　　　　　　　
ポプラ光南店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区光南１－１６－２７　　　　　　　　　　　
ポプラ安芸中野店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安芸区中野２丁目１６－１０　　　　　　　　　
ポプラＡシティー店　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区大塚西３－４－１　　　　　　　　　　
ポプラ廿日市木材港店　　　　　　　　　　 広島県　廿日市市下平良２－１－４４　　　　　　　　　　　　
ポプラこころ中央店　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区伴南４－３－１９　　　　　　　　　　
ポプラ久保店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　尾道市久保２－３－１４　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ府中三郎丸店　　　　　　　　　　　 広島県　府中市三郎丸町字坂本迫６８０－１　　　　　　　　　
ポプラ萩玉江駅前店　　　　　　　　　　　 山口県　萩市山田４７１４－２　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ浜田元浜店　　　　　　　　　　　　 島根県　浜田市元浜町２３０－６　　　　　　　　　　　　　　
ポプラはわい道の駅店　　　　　　　　　　 鳥取県　東伯郡湯梨浜町宇野２３４３　　　　　　　　　　　　
ポプラ　大山八郷店　　　　　　　　　　　 鳥取県　西伯郡伯耆町久古１０４２番　　　　　　　　　　　　
ポプラ　卸センター店　　　　　　　　　　 広島県　広島市西区商工センター２丁目１４番　　　　　　　　
ポプラ岩国立石店　　　　　　　　　　　　 山口県　岩国市立石３丁目１番４６－１号　　　　　　　　　　
ポプラ五月が丘入口店　　　　　　　　　　 広島県　広島市佐伯区五月が丘５丁目７－１７　　　　　　　　
ポプラ日田花月店　　　　　　　　　　　　 大分県　日田市清水町９８０－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ香椎浜店　　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市東区香椎浜４丁目１１番２９　　　　　　　　　
ポプラＲＩＣ　辻久保店　　　　　　　　　 熊本県　合志市合生字辻久保４１６１－３　　　　　　　　　　
ポプラ日田若宮店　　　　　　　　　　　　 大分県　日田市若宮町４０５－１　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ壱岐郷ノ浦店　　　　　　　　　　　 長崎県　壱岐市郷ノ浦町東触字深田５５１番３　　　　　　　　
ポプラ東原店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区東原３－２５－２０　　　　　　　　　
ポプラ下関竹崎店　　　　　　　　　　　　 山口県　下関市竹崎３丁目４２２番地　　　　　　　　　　　　
ポプラ　壱岐勝本店　　　　　　　　　　　 長崎県　壱岐市勝本町仲触４７１　　　　　　　　　　　　　　



ポプラ東東雲店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市南区東雲２－７－１７　　　　　　　　　　　　
ポプラ高岡泉ヶ丘店　　　　　　　　　　　 富山県　高岡市佐野８８５－５　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　上市森尻店　　　　　　　　　　　 富山県　中新川郡上市町森尻１２１　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　魚津青柳店　　　　　　　　　　　 富山県　魚津市青柳２４８－１　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　上市広野店　　　　　　　　　　　 富山県　中新川郡上市町広野２３４０－１　　　　　　　　　　
ポプラ　戸出春日店　　　　　　　　　　　 富山県　高岡市戸出春日３６６－２　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　金沢もりの里店　　　　　　　　　 石川県　金沢市もりの里２丁目１２番地　　　　　　　　　　　
ポプラ汐留店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　中央区銀座８－１６－１０中銀カプセルタワー　　　　
ポプラ面影橋店　　　　　　　　　　　　　 東京都　豊島区高田１－２５－２　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ代田店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　世田谷区代田４－５－１１　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　神戸学園南店　　　　　　　　　　 兵庫県　神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番１３８７　　　　
ポプラ　クリスタルプラザ店　　　　　　　 広島県　広島市中区中町８番１８号　　　　　　　　　　　　　
ポプラ沼田前原店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区沼田町伴４２４７－１　　　　　　　　
ポプラ新天地店　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市中区新天地１－９　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ湯来店　　　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市佐伯区湯来町伏谷１５５－１　　　　　　　　　
ポプラ坂店　　　　　　　　　　　　　　　 広島県　安芸郡坂町平成ヶ浜３－２－２４　　　　　　　　　　
ポプラ府中浜田店　　　　　　　　　　　　 広島県　安芸郡府中町浜田３－１０２４－１　　　　　　　　　
ポプラ呉海岸店　　　　　　　　　　　　　 広島県　呉市海岸３－１５－２０　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ戸坂新町店　　　　　　　　　　　　 広島県　広島市東区戸坂新町１－４－１５　　　　　　　　　　
ポプラ瀬戸田店　　　　　　　　　　　　　 広島県　尾道市瀬戸田町沢２０９－２４　　　　　　　　　　　
ポプラ倉敷玉島西店　　　　　　　　　　　 岡山県　倉敷市玉島阿賀崎１６７９　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　岡山西大寺浜店　　　　　　　　　 岡山県　岡山市東区西大寺浜６２８－１　　　　　　　　　　　
ポプラ出雲駅前店　　　　　　　　　　　　 島根県　出雲市今市町２０６４　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ横田中央店　　　　　　　　　　　　 島根県　仁多郡奥出雲町横田１０２９－１　　　　　　　　　　
ポプラ　きすき道の駅店　　　　　　　　　 島根県　雲南市木次町山方１１３４－３１　　　　　　　　　　
ポプラ　三原本郷店　　　　　　　　　　　 広島県　三原市本郷町南方字是宗１１３２番２　　　　　　　　
ポプラ秋吉店　　　　　　　　　　　　　　 山口県　美祢市秋芳町秋吉５３９８－１　　　　　　　　　　　
ポプラ芦屋山鹿店　　　　　　　　　　　　 福岡県　遠賀郡芦屋町大字山鹿３０８－１　　　　　　　　　　
ポプラ博多駅前店　　　　　　　　　　　　 福岡県　福岡市博多区博多駅前２－３－１２　　　　　　　　　
ポプラ　壱岐芦辺店　　　　　　　　　　　 長崎県　壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４　　　　　　　　　　
くらしハウス伏見住吉店　　　　　　　　　 京都府　京都市伏見区菱屋町６７０　　　　　　　　　　　　　
スリ八潮中央　　　　　　　　　　　　　　 埼玉県　八潮市中央１－１－１３　　　　　　　　　　　　　　
スリ西水元店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　葛飾区西水元３－２７－３　　　　　　　　　　　　　
ポプラ平井７丁目店　　　　　　　　　　　 東京都　江戸川区平井７－７－９　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ新山口駅前店　　　　　　　　　　　 山口県　山口市小郡御幸町４－８　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　熊本大学前店　　　　　　　　　　 熊本県　熊本市中央区黒髪２丁目６４３　　　　　　　　　　　
ポプラ　小杉インター店　　　　　　　　　 富山県　射水市小杉町上野４０２－２　　　　　　　　　　　　
ポプラ新高島平駅前店　　　　　　　　　　 東京都　板橋区高島平７丁目１－１　　　　　　　　　　　　　
生活彩家　昭島病院店　　　　　　　　　　 東京都　昭島市中神町１２６０昭島病院内１階　　　　　　　　
生活彩家北浦和西口店　　　　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和４丁目３－１　　　　　　　　
生活彩家明治安田生命大阪梅田ビル店　　　 大阪府　大阪市北区梅田３－３－２０安田生命大阪ビルＢ１�　
生活彩家　ソレーネ周南店　　　　　　　　 山口県　周南市大字戸田２７１３番地　　　　　　　　　　　　
ポプラ福江中央店　　　　　　　　　　　　 長崎県　五島市中央町２－１　　　　　　　　　　　　　　　　
生活彩家　聖光ヶ丘病院店　　　　　　　　 千葉県　柏市光が丘団地２－３　　　　　　　　　　　　　　　
生活彩家　済生会金沢病院店　　　　　　　 石川県　金沢市赤土町ニ１３番地６　　　　　　　　　　　　　
生活彩家弓削病院店　　　　　　　　　　　 熊本県　熊本市北区龍田町弓削６７９－２弓削病院内　　　　　
生活彩家　ツカザキ病院店　　　　　　　　 兵庫県　姫路市網干区和久６８番地１　　　　　　　　　　　　
生活彩家　くまもと森都総合病院店　　　　 熊本県　熊本市中央区大江３丁目２番６５号１階　　　　　　　
生活彩家　宝塚第一病院店　　　　　　　　 兵庫県　宝塚市向月町１９－５宝塚第一病院２階　　　　　　　
ポプラ　ヒロシマ平松病院店　　　　　　　 広島県　広島市南区比治山本町１１－２７　　　　　　　　　　
生活彩家　イムス富士見病院店　　　　　　 埼玉県　富士見市大字鶴馬１９６７－１　　　　　　　　　　　
生活彩家　新古賀病院店　　　　　　　　　 福岡県　久留米市天神町１２０　　　　　　　　　　　　　　　
生活彩家　済生会唐津病院店　　　　　　　 佐賀県　唐津市元旗町８１７　　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ　高波店　　　　　　　　　　　　　 富山県　砺波市高波７６１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ポプラ金沢片町店　　　　　　　　　　　　 石川県　金沢市片町２丁目２４番地１号　　　　　　　　　　　
ポプラ町田駅前店　　　　　　　　　　　　 東京都　町田市原町田１－１－３ハイストーンビル１階　　　　
ポプラ麹町店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　千代田区麹町６－２－１麹町サイドビル１階　　　　　
ポプラ池尻大橋店　　　　　　　　　　　　 東京都　目黒区東山３－３－２パラッツオ東山１Ｆ　　　　　　
ポプラ三崎町１丁　　　　　　　　　　　　 東京都　千代田区三崎町１－１－１７ハヤシビル　　　　　　　
ポプラ新浅草店　　　　　　　　　　　　　 東京都　台東区浅草１－３５－２ウィン浅草１階　　　　　　　
生活彩家　福岡輝栄会病院店　　　　　　　 福岡県　福岡市東区千早４丁目１４－４０福岡輝栄会病院内　　
ポプラ　八女インター店　　　　　　　　　 福岡県　筑後市大字前津字長ノ坪５５番地１　　　　　　　　　
ポプラ桂木ノ下町店　　　　　　　　　　　 京都府　京都市西京区桂木ノ下町１４番地２５　　　　　　　　
生活彩家青少年総合センター店　　　　　　 東京都　渋谷区代々木神園町３－１オリンピックセンターＤ棟　
生活彩家　霞ヶ関南病院店　　　　　　　　 埼玉県　川越市安比奈新田２８３－１　　　　　　　　　　　　
生活彩家　古賀病院２１店　　　　　　　　 福岡県　久留米市宮ノ陣３－３－８　　　　　　　　　　　　　



生活彩家　神代病院店　　　　　　　　　　 福岡県　久留米市北野町中川９００－１　　　　　　　　　　　
ポプラ今宿店　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県　横浜市旭区今宿２－１４－１　　　　　　　　　　　
ポプラ石岡ともえ店　　　　　　　　　　　 茨城県　小美玉市栗又四ヶ２５３９－１　　　　　　　　　　　


