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都道府県名 店舗名 住所 電話番号

北海道 すすきの中島公園 札幌市中央区南8条西4-10-75 011-518-6767

北海道 札幌すすきの 札幌市中央区南4条西6-5ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ札幌すすきの1F 011-530-5656

北海道 札幌駅前 札幌市中央区北４条西6-3-4ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ札幌駅前1F 011-223-5656

北海道 札幌時計台前 札幌市中央区北1条西1-6さっぽろ創世ｽｸｴｱB2F 011-252-3939

北海道 白石 札幌市白石区中央1条2-3-24 011-842-5656

北海道 発寒南 札幌市西区西町北6-5-18 011-664-1550

北海道 函館駅前 函館市若松町22-7 0138-27-4547

北海道 函館空港前 函館市高松町569-19 0138-59-0002

北海道 小樽 小樽市色内1-7-12 0134-32-6767

北海道 旭川駅前 旭川市宮下通11-785 0166-24-5656

北海道 室蘭 室蘭市寿町1-1-1 0143-47-5656

北海道 釧路駅前 釧路市黒金町14-9-2 0154-23-5656

北海道 釧路空港前 釧路市鶴丘2-317 0154-57-5508

北海道 帯広駅前 帯広市大通南12-19 0155-23-6767

北海道 帯広空港 帯広市泉町西10線中8-27 0155-64-5600

北海道 北見駅前 北見市大通西5-1-1 0157-22-6767

北海道 苫小牧 苫小牧市表町5-6-16 0144-32-7070

北海道 稚内駅前 稚内市中央2-12-20 0162-22-5656

北海道 稚内空港前 稚内市大字声問村字ﾒｸﾏ6745-7 0162-27-2226

北海道 新千歳空港 千歳市柏台南2-1-4 0123-45-8756

北海道 新函館北斗駅前 北斗市市渡1-5-1 0138-77-5656

北海道 木古内駅前 上磯郡木古内町字本町338-14道の駅みそぎの郷きこない内 01392-2-3636

北海道 旭川空港前 上川郡東神楽町34-1 0166-83-4670

北海道 女満別空港前 網走郡大空町女満別中央201-7 0152-74-4234

北海道 中標津空港前 標津郡中標津町北中17-9 0153-72-5656

青森県 新青森駅前 青森市石江2-9-1 017-761-5356

青森県 青森空港 青森市大谷字小谷1-14 017-762-2311

青森県 弘前 弘前市大字駅前1-3-2 0172-37-2888

青森県 八戸駅前 八戸市一番町1-2-30 0178-70-2725

青森県 三沢空港前 三沢市大字三沢字下タ沢83-191 0176-53-4844

青森県 七戸十和田駅前 上北郡七戸町字荒熊内214-4 0176-60-1456

岩手県 盛岡駅前 盛岡市盛岡駅前通13-3 019-625-0666

岩手県 花巻空港カウンター 花巻市東宮野目2-53 0198-26-0555

岩手県 北上駅西口 北上市大通り1-3-26 0197-61-5656

岩手県 一関駅東口 一関市三関字仲田17-3 0191-26-0828

岩手県 一関駅東口カウンター 一関市柳町2-5 0191-26-0828

宮城県 仙台駅西口 仙台市青葉区五橋1-3 022-267-0123

宮城県 仙台二日町 仙台市青葉区二日町7-14二日町大友ﾋﾞﾙ1F 022-713-8411

宮城県 仙台扇町 仙台市宮城野区扇町7-3-14 022-254-3040

宮城県 仙台駅東口 仙台市若林区新寺2-1-6TheISﾋﾞﾙ1F 022-293-1021

宮城県 仙台南 仙台市太白区東中田6-2-2 022-306-2662

宮城県 泉中央駅西口 仙台市泉区泉中央1-34-7 022-772-2772

宮城県 石巻 石巻市大街道北3-2-28 0225-94-6363

宮城県 仙台空港 岩沼市空港南6-3-4 0223-24-6933

宮城県 古川駅前 大崎市古川駅前大通2-5-1 0229-24-2002

秋田県 秋田駅東口 秋田市手形字西谷地407-1 018-884-0303

秋田県 秋田空港 秋田市雄和椿川字山籠40-1 018-881-3451

秋田県 大館駅前 大館市御成町1-13-14 0186-44-5788

山形県 山形駅前 山形市香澄町1-14-4 023-622-5656

山形県 山形空港カウンター 東根市大字羽入字柏原新林3008 023-622-5656

福島県 郡山駅西口 郡山市駅前1-9-7 024-954-4900

福島県 新白河駅西口 西白河郡西郷村字道南西30 0248-22-6060

茨城県 つくば駅前 つくば市吾妻1-5-7ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙつくば内 029-863-6141

茨城県 勝田駅前 ひたちなか市勝田本町1-11茨城東京液化ｶﾞｽ(株)内 029-275-6699

栃木県 宇都宮 宇都宮市今泉4-16-25 028-625-1555

群馬県 高崎駅前 高崎市あら町8-27-1F 027-326-9050

埼玉県 熊谷駅前 熊谷市銀座2-245 048-526-2361

埼玉県 所沢駅前 所沢市くすのき台1-14-4ｸﾞﾗﾝｴﾐｵ所沢5F 04-2993-7211

埼玉県 久喜駅前 久喜市久喜中央1-3-8 0480-29-3556

千葉県 蘇我駅前 千葉市中央区南町2-13-2 043-266-1911

千葉県 成田空港 成田市小菅916-5 0476-30-3318

千葉県 成田空港第１ﾀｰﾐﾅﾙｶｳﾝﾀｰ 成田市三里塚字御料牧場1-1第一旅客ﾀｰﾐﾅﾙ中央ﾋﾞﾙ本館1F　C-1203 0476-30-3318

千葉県 成田空港第２ﾀｰﾐﾅﾙｶｳﾝﾀｰ 成田市古込1-1第二旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ本館1F　M-1243 0476-30-3318

東京都 羽田 大田区萩中3-3-3 03-3745-2822

東京都 羽田空港第１ﾀｰﾐﾅﾙｶｳﾝﾀｰ 大田区羽田空港3-3-2第1旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1F南ｳｨﾝｸﾞ 03-5756-6688

東京都 羽田空港第２ﾀｰﾐﾅﾙｶｳﾝﾀｰ 大田区羽田空港3-4-2第2旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1F 03-5708-3131
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都道府県名 店舗名 住所 電話番号

神奈川県 新子安 横浜市神奈川区子安通2-279-2 045-461-5566

神奈川県 関内駅前 横浜市中区蓬莱町2-5-1 045-262-8966

神奈川県 新横浜駅新幹線口 横浜市港北区新横浜3-4新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙB1F 045-470-0707

神奈川県 平塚 平塚市宮の前3-6 0463-25-1313

神奈川県 藤沢駅前 藤沢市鵠沼石上1-1-11 0466-50-2828

神奈川県 海老名駅西口 海老名市泉1-3-28 046-292-7272

神奈川県 大磯 中郡大磯町高麗1-2-7湘南マツダ大磯本店内 0463-61-1112

新潟県 新潟空港 新潟市東区松浜町2093-1 025-270-0199

新潟県 女池 新潟市中央区女池上山1-12-17 025-283-1811

新潟県 新潟駅前 新潟市中央区東大通1-11-31 025-245-2111

新潟県 長岡 長岡市袋町1-1081-5 0258-35-7979

新潟県 長岡駅大手口 長岡市城内町2-7-4 0258-30-0770

新潟県 燕三条 三条市須頃2-23 0256-34-9400

新潟県 上越妙高駅前 上越市大和2-1-5 025-527-2202

新潟県 佐渡両津 佐渡市両津湊144 0259-24-7211

石川県 金沢駅 金沢市広岡1-11-6 076-223-5656

石川県 小松空港前 小松市安宅新町丙88-1 0761-23-3838

福井県 福井駅東口 福井市日之出1-18-5 0776-28-0350

山梨県 甲府駅前 甲府市丸ﾉ内2-8-10 055-222-9552

長野県 長野 長野市中御所1-10-16 026-227-0634

長野県 松本駅前 松本市深志1-3ﾀｲﾑｽﾞｱﾙﾋﾟｺﾌﾟﾗｻﾞ内 0263-32-7040

長野県 上田 上田市常田1-3-22 0268-23-8500

岐阜県 岐阜羽島新幹線 羽島市舟橋町宮北6-27 058-394-0909

静岡県 静岡新幹線口 静岡市葵区黒金町61-1 054-654-2020

静岡県 沼津駅北口 沼津市高島町6-11 055-921-0056

静岡県 三島駅南口 三島市寿町3-45 055-971-7575

静岡県 新富士駅前 富士市柳島290 0545-63-5670

静岡県 掛川新幹線口 掛川市亀の甲1-1-6 0537-62-4130

静岡県 藤枝 藤枝市田沼3-26-10 054-636-2356

愛知県 名古屋新幹線口 名古屋市中村区椿町16-15 052-454-0678

愛知県 八田駅南 名古屋市中川区柳森町1907 052-351-4801

愛知県 春日井 春日井市高山町3-10-21 0568-36-9797

愛知県 刈谷駅前 刈谷市南桜町1-67-2 0566-28-0022

愛知県 セントレア中部国際空港 常滑市セントレア1-1ｱｸｾｽﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F 0569-38-7055

三重県 津 津市上浜町1-241-1 059-225-3004

三重県 四日市 四日市市新正3-1-16 059-353-5501

三重県 伊勢 伊勢市宮後2-25-26 0596-25-5668

三重県 いなべ いなべ市大安町丹生川久下1837-12 0594-88-1780

京都府 京都駅前（京都ヨドバシカメラ内） 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗB2Ｆ 075-353-1313

京都府 京都五条河原町 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町811 075-361-0201

京都府 京都新幹線口 京都市南区東九条上殿田町23-3 075-681-7779

京都府 福知山駅前 福知山市駅南町3-20-1ｱｰﾙｲﾝ福知山2F 0773-25-5353

大阪府 中之島フェスティバルタワー 大阪市北区中之島2-3-18中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰB1F 06-6223-5656

大阪府 堺もず 堺市北区百舌鳥梅町3-60-2 072-254-0909

大阪府 大阪空港（伊丹） 豊中市蛍池西町3-555大阪国際空港 北ﾀｰﾐﾅﾙ事務所棟 06-6842-2727

大阪府 東大阪長田 東大阪市長田西4-1-29 06-6745-9911

大阪府 関西空港 泉南郡田尻町泉州空港中1関西国際空港ｴｱﾛﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F 072-456-8544

兵庫県 灘六甲道 神戸市灘区永手町1-1-1 078-855-5515

兵庫県 三宮駅前 神戸市中央区小野柄通5-1-27第百生命神戸三宮ﾋﾞﾙ1F 078-251-6421

兵庫県 新神戸駅前 神戸市中央区北野町1新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰB1 078-251-5656

兵庫県 神戸駅北口 神戸市中央区多聞通1-1-12 078-335-5522

兵庫県 姫路駅前 姫路市東駅前町24姫路KSﾋﾞﾙ 079-284-1792

兵庫県 阪神尼崎駅前 尼崎市東難波町5-17-26ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾀﾜｰｽﾞ1F 06-4868-8620

兵庫県 西明石駅前 明石市小久保2-1-20 新幹線高架下 西明石夢通り205 078-926-0089

兵庫県 西宮171 西宮市室川町3-10神戸マツダ西宮店内 0798-74-2252

兵庫県 豊岡駅前 豊岡市大手町8-28神戸マツダ豊岡店内 0796-22-5285

兵庫県 ソリオ宝塚 宝塚市栄町2-1-1ｿﾘｵ宝塚専門店街1Ｆ（ｿﾘｵ１） 0797-26-7355

兵庫県 川西能勢口駅前 川西市小花1-7-13 072-767-7833

奈良県 奈良 奈良市神殿町713奈良マツダ内 0742-62-1238

奈良県 奈良西大寺駅前 奈良市西大寺南町4-9 0742-52-3550

和歌山県 和歌山城北 和歌山市十三番丁50 073-423-5757

和歌山県 白浜駅前 西牟婁郡白浜町堅田1472 0739-43-3277

鳥取県 鳥取駅前 鳥取市幸町1-6 0857-22-7216

鳥取県 鳥取西 鳥取市湖山町東2-170 0857-37-3838

鳥取県 米子駅前 米子市末広町122 0859-38-3353

島根県 松江駅前 松江市朝日町466-1 0852-24-4534

島根県 出雲空港 出雲市斐川町荘原488-62 0853-72-7117

島根県 出雲市駅前 出雲市駅南町1-2-7 0853-30-6161

島根県 益田 益田市須子町42-12島根マツダ益田店内 0856-24-2826

島根県 石見空港 益田市内田町ｲ597 0856-24-2826



都道府県名 店舗名 住所 電話番号

岡山県 岡山駅西口 岡山市北区駅元町350-6※地図でご確認ください 086-254-8954

岡山県 岡山空港 岡山市北区日応寺1478-1 086-294-7520

岡山県 岡山野田 岡山市北区野田3-17-103 086-243-1166

岡山県 倉敷駅前 倉敷市阿知3-4-12 086-426-5353

岡山県 倉敷老松 倉敷市老松町5-531 086-421-0055

岡山県 笠岡里庄 浅口郡里庄町里見3714-1 0865-64-5833

広島県 広島大手町 広島市中区大手町2-9-11 082-242-8000

広島県 白島 広島市中区白島九軒町12-9 082-223-5656

広島県 広島新幹線口 広島市東区二葉の里3-5-7GRANODE広島1Ｆ 082-261-2560

広島県 広島駅前 広島市南区松原町5-1BIG FRONT　ひろしま2F 082-568-5608

広島県 大州 広島市南区大州1-285-2 082-283-5656

広島県 新井口駅前 広島市西区草津南3-4-17 082-278-0640

広島県 古市 広島市安佐南区古市3-7-2 082-831-1771

広島県 呉駅前 呉市中央3-2-6 0823-25-5656

広島県 広島空港 三原市本郷町善入寺64-153 0848-86-9555

広島県 三原駅前 三原市城町1-1 0848-62-5970

広島県 新尾道駅前 尾道市栗原町9375-1 0848-22-7080

広島県 福山駅前 福山市三之丸町5 084-926-4004

広島県 福山蔵王 福山市南蔵王町3-13-16 084-973-9001

広島県 三次 三次市十日市西6-9-20 0824-62-6335

広島県 東広島 東広島市西条西本町15-28 082-422-3977

山口県 下関駅前 下関市竹崎町4-1-27 083-224-0909

山口県 新下関駅前 下関市秋根本町2-10-12 083-263-0505

山口県 宇部 宇部市松山町1-13-13 0836-34-5668

山口県 宇部空港 宇部市草江4-6-13 0836-37-3377

山口県 山口大学前 山口市平井773-7 083-925-7051

山口県 新山口駅前 山口市小郡黄金町7-12 083-973-2435

山口県 萩 萩市大字土原164-4 0838-21-1101

山口県 防府駅前 防府市八王子1-8-23 0835-23-9777

山口県 岩国駅前 岩国市麻里布町4-1-8 0827-30-2131

山口県 岩国錦帯橋空港 岩国市旭町3-15-1 0827-30-2131

山口県 徳山駅前 周南市住崎町1-22 0834-22-1280

徳島県 徳島中央 徳島市中洲町1-54 088-653-5656

徳島県 徳島空港前 板野郡松茂町豊久字朝日野15-8 088-699-5658

香川県 高松駅前 高松市西の丸町1-3 087-822-7770

香川県 高松空港前 高松市香南町大字岡1358-37 087-879-0755

香川県 高松中央 高松市中央町2-7 087-812-5577

香川県 丸亀 丸亀市風袋町275-1 0877-22-6500

愛媛県 松山空港 松山市北吉田町1014-1 089-972-8371

愛媛県 今治 今治市東門町4-1-23 0898-33-3337

愛媛県 新居浜駅前 新居浜市坂井町1-4-41 0897-65-3320

高知県 高知駅前 高知市はりまや町3-2-1 088-872-4591

高知県 高知龍馬空港 南国市物部乙129 088-804-6550

福岡県 小倉駅新幹線口 北九州市小倉北区浅野2-11-30 093-533-1616

福岡県 北九州空港 北九州市小倉南区空港北町6北九州空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1F 093-471-3223

福岡県 八幡 北九州市八幡西区熊西1-2-8 093-622-5656

福岡県 東比恵 福岡市博多区東比恵4-11-9 092-474-6767

福岡県 博多駅前 福岡市博多区博多駅中央街5-11第13泰平ﾋﾞﾙ1F 092-471-7551

福岡県 博多駅博多口 福岡市博多区博多駅前3-23-22ｼﾃｨ22ﾋﾞﾙ 092-414-5656

福岡県 福岡空港 福岡市博多区空港前2-2-35 092-629-5656

福岡県 福岡空港国際線 福岡市博多区東那珂2-1-48 092-432-7070

福岡県 天神 福岡市中央区天神3-9-35Nﾊﾟｰｷﾝｸﾞ天神ﾋﾞﾙ2F 092-713-5656

福岡県 薬院駅前 福岡市中央区渡辺通2-4-3 092-716-1557

福岡県 姪浜駅南 福岡市西区姪浜駅南4-4-18 092-894-5877

福岡県 大牟田駅前 大牟田市有明町1-1-7 0944-43-4300

福岡県 久留米西鉄駅前 久留米市東和町1-17ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ1F 0942-35-5656

福岡県 二日市 筑紫野市二日市中央5-13 092-919-5655

福岡県 福間駅前 福津市日蒔野4-1-1 0940-38-5335

佐賀県 佐賀駅前 佐賀市神野東3-1-33 0952-31-8955

佐賀県 唐津 唐津市和多田大土井6-60西九州マツダ唐津店内 0955-53-8318

佐賀県 新鳥栖駅前 鳥栖市原古賀町字二本松3058番地 0942-82-9277

佐賀県 武雄温泉駅前 武雄市武雄町大字富岡255 0954-23-8388

長崎県 長崎駅前通り 長崎市宝町4-30 095-843-5656

長崎県 佐世保駅前 佐世保市干尽町65 0956-33-4040

長崎県 諫早 諫早市宇都町11-49 0957-44-7070

長崎県 長崎空港 大村市森園町663-3サンスパおおむら内 0957-49-5656



都道府県名 店舗名 住所 電話番号

熊本県 熊本桜町バスターミナル前 熊本市中央区辛島町65 096-326-5656

熊本県 健軍自衛隊前 熊本市東区錦ケ丘19-21 096-368-1212

熊本県 熊本新幹線白川口 熊本市西区春日2-3-21 096-324-4141

熊本県 近見 熊本市南区近見9-2-5 096-352-5656

熊本県 熊本北部 熊本市北区四方寄町1664 096-356-8228

熊本県 新八代駅新幹線口 八代市上日置町4469-2 0965-32-8181

熊本県 熊本空港 上益城郡益城町杉堂高遊901-25 096-340-2111

大分県 古国府 大分市花園一丁目1番2号 097-546-4500

大分県 大分駅前 大分市金池町1-2-12 097-534-0762

大分県 別府駅前 別府市野口元町1-3 0977-25-7136

大分県 中津駅前 中津市東本町2-8 0979-22-5656

大分県 日田駅前 日田市本町2-1 0973-24-2929

大分県 大分空港 国東市安岐町下原ﾌｸﾐ36-1 0978-67-2929

宮崎県 宮崎駅前 宮崎市老松2-2 0985-25-5171

宮崎県 宮崎空港前 宮崎市大字赤江字飛江田137-1 0985-56-4141

宮崎県 西都城駅前 都城市松元町111 0986-21-1166

宮崎県 延岡 延岡市昭和町1-10-8 0982-35-5656

鹿児島県 鹿児島代車センター 鹿児島市南栄5-1-14 099-260-2411

鹿児島県 鹿児島中央駅前 鹿児島市中央町9-10 099-250-7900

鹿児島県 薩摩川内 薩摩川内市西開聞町1-6 0996-21-1122

鹿児島県 鹿児島空港 霧島市溝辺町麓1362 0995-58-3888

鹿児島県 霧島国分 霧島市国分中央1-24-36 0995-48-6161

鹿児島県 奄美空港 奄美市笠利町和野467 0997-63-0240

鹿児島県 屋久島空港 熊毛郡屋久島町小瀬田815-27 0997-43-5700

鹿児島県 宮之浦港 熊毛郡屋久島町宮之浦1200-1 0997-42-2401

鹿児島県 徳之島亀津港 大島郡徳之島町亀津7510ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｼｬﾝ内 0997-82-0777

鹿児島県 徳之島空港 大島郡天城町浅間字湾屋道174-1 0997-85-5656

沖縄県 那覇空港 那覇市鏡水457-1 098-858-1536

沖縄県 那覇国際通り 那覇市安里2-1-1CARGOES 1F 098-860-7272

沖縄県 石垣空港 石垣市盛山東牛種子222-289 0980-84-4141

沖縄県 名護 名護市為又56-2 0980-51-1818

沖縄県 宮古空港 宮古島市平良下里2203-1 0980-73-0515

沖縄県 中部 中頭郡読谷村字比謝400-7 098-921-5656


