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福井市 レジャーランド　ワイプラザ店 渕 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　福井やしろ店

浅水 びゃんびゃん本店 成和 F　café net  COTE D'AZUR　渕町店
天池 仁愛女子短期大学 吉野家　成和店 Ａコープ　やしろ店
荒木 星山 The Jungle 1000 アプレシオやしろ店
石盛 ゲオ福井つくし野店 大願寺 山口伊三郎家具 La136 びゃんびゃん美容室
板垣 洗濯王板垣店 COTE D'AZUR　大願寺店 舟橋 新鮮館　灯明寺店

らーめん市野乃 アザレ福井 文京 福井大学　学生会館
今市 ハニー麻生津店 大東 洗濯王四ツ居店 ㈱地蔵屋　文京店
羽水 ヤスサキワイプラザグルメ館福井南店 高木 天じゅ ミスター春吉
江守 ミスターコンセント　福井江守店 いえとち本舗福井中央店 堀の宮 Aコープ堀の宮店

１００萬ボルト福井南本店 トマト＆オニオン　高木店 松城 ファッションプラザ　パリオ
新鮮館　えもり店 大戸屋ごはん処 TSUTAYA福井パリオ店

江端 びゃんびゃん江端店 美菜肉物語　パグパグ 松本 ダイソー100円ショップ　松本店

大手 甚右ェ門 福井ダイハツ販売（株）高木中央店 グルメ館　松本店
ルートインホテル駅前店 オレボステーション　高木店 舞屋 ワイプラザグルメ館江守店
シティプランニング 大下整骨院 三留 ＰＬＡＮＴ－３

大土呂 かつ義 高柳 ジョーシンピットワン　福井本店 南四ツ居 ヤスブン　四ツ居店
大宮 ８番ラーメン　大宮店 開花園 酒業務スーパー　四ツ居店

岩本ブライダルハウス　本店 さんしゅうえん 御幸 Ａコープ　みゆき店
レ・プレジュール　堀の宮店 レインボーハウス ８番らーめん　御幸店
８番ラーメン堀の宮店 種池 晴れる家　種池亭 レ・プレジュール　御幸店

大和田 ファミリーマート　福井大和田店 中央 パソコン教室 せんなり child clothing juicy  ｼﾞｭｰｼｰ
SPORTS DEPO 居酒屋あっぱれ 美山 美山町農協　くみあいマーケット

寿司割烹まる ミスタードーナツ福井駅前店 JASS　ガソリンスタンド
福井コロナワール 今川焼本舗 森田 福井北商工会
エルパ 星みっつ 八重巻 新鮮館　つくし野店
ルートインホテル大和田 プリズム福井 米松  鳥山楽器福井店
夢将軍福井店 ８番らーめん　福井駅店 ８番らーめん　米松店
ドンキホーテ大和田店 トモキ　前自販機横 若杉 ＴＳＵＴＡＹＡ若杉店
チサンイン福井 Ｖｅｒｃｅ レストラン若樹
ＷＡＶＥ４０ スペースおいち ８番ラーメン　福井運動公園店

開発 ヒトトナリ まねき猫　福井駅前店 MONAKO WAKASUGI
極楽湯 五目亭　駅前店 和田 ＰＡＺＡＰＡ和田東店
8番らーめん 開発店 レ・プレジュール 四ツ井 県立病院
焼肉セナラ リラックスカフェ 福井駅前店 寮町 福井市東山健康運動公園
福井銀行　ナチュラ ニコニコレンタカー福井駅前店
ダイソー100円ショップ　福井開発店 あ～toすたじお 坂井市
スリムサロンK福井店 月見 ゲオ　日赤前店
ホテル　　リバティベル 赤十字血液センター 坂井町 ライブステーション坂井
まねき猫　開発店 つくも 赤坂電機 味処　けやき
上州屋 ＡＯＳＳＡ ＰＬＡＮＴ－２

学園  ブタヤロウ食堂 手寄 福井市立桜木図書館 かつ昇
福井工業大学　学生会館 MINIMINIFC　福井店 道の駅「坂井いねす」本館
福井工業大学　コンビニ 東郷 くみあいマーケット　東郷店 また来

上中 林石油 一乗谷あさくら水の駅 ワークプライズ坂井店
川合 リサイクルショップ　７７７ 灯明寺 ８番ラーメン　灯明寺店 春江町 ビッグマート　春江店

河合商工会館 栂野 鳥八 エッソ石油アステム
木田 大阪王将 JASS　ガソリンスタンド酒生ＳＳ 福井空港ボール

県民生協　ハーツうすい店 長本 アプレシオ Ｖｅｒｃｅ
スリムサロンＨＩＲＯ 西方 とりあえず吾平　福井西方店 ニコニコ春江ポルテ
コメダ珈琲木田店 西谷  セブンイレブン西谷3丁目店 そば処　こばやし

北四ツ居 カレーのチャンピオン北四ッ居店 新田塚 新田塚スイミングスクール マリ＆ファム
茱崎  越廼公民館 二の宮 ８番ラーメン　幾久店 はるさかクリニック
下馬 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　板垣店 クランデ－ル ヨガスタジオ柳田

かんきち福井下馬店 BOOK OFF 二ノ宮 美容室オブジェ
毛矢 Ｃｏｕｒａｇｅ コメダ珈琲店二の店 春江スポーツセンター７
定正 レプレジュール春江店 天下一品　二の宮店 COTE　D’AZUR 春江店
下六条 農協　下六条店 ケーキアトリエ　ちひろ 宮脇書店
順化 山中さん ゲオ福井二の宮店 丸岡町 焼肉　風風

ハマヤス 自遊時館モナコボーイズ 新鮮館　まるおか店
ビッグエコー　片町店 花堂 吉野家　花堂店 Ｖａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　丸岡店

新保 100万ボルト福井本店 博多らーめん田中 一筆啓上茶屋
８番らーめん　新保店 岩本ブライダルハウスベル店 新富
オフハウス 日の出 居酒屋Shangari いきいきプラザ霞の郷
かつや新保店 ゲオ福井日の出店 はいからおちよはん
ヤスサキ　ワイホーム店 福 ビックワン ホームセンタームサシ

福井宅配情報マガジン ファミール設置店舗一覧
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カラオケまねき猫鯖江店 勝山市
JA鳴鹿給油所 コインランドリーアイ
鳴鹿簡易郵便局 ホテルmio ファミリーマート　勝山南店
国際ペットビジネス学院 サークルK 鯖江当田店 新鮮館　かつやま店
Ｖａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　三国店 ヤスサキホームセンター　勝山店

ファミリーマート三国店 越前市 えちぜん鉄道　勝山駅
トマト＆オニオン　三国イーザ店 ファミリーマート　勝山北郷店
カープラザ三国 ファミリーマート　栗田部店 ８番らーめん　勝山店
（有）出蔵石油店テクノポートSS タイヤーセンター武生 てっぱん
回転寿司　三国港 美容室PAZAPA 武生家久店 厨ぼうず
ざ・漁師街 クアトロブーム武生店 マジョ勝山

まる金そば店
あわら市 職業能力開発促進センター 大野市

丸福産業㈱　セルフしばはら給油所

えちぜん鉄道　あわら湯のまち駅 ＪＡ越前たけふ農協　国高給油所 ビデオハウス　ミッキ-
まるこま ろくべえ めん亭いろは栄
８番ラーメン　あわら店 COTE D'AZUR　武生店 ヴィオ　東側
ビッグマート　金津店 サンステッププラス ファイン
ビッグマート　高塚店 北陸バッティングセンター武生店 新鮮館　こぶし通り店
なんなん亭 タイヤーセールスタイヤ館武生 ヴィオ　西側出口
ビッグマート　芦原店 酒業務スーパー　ヤスブン武生店 ユース　こぶし通り店
瑞香園 ハニー芝原店 あ，宝んど
めし　丸太 ８番ラーメン　国高店 大野マルハン

エネクスフリート㈱武生給油所 パナデリア
鯖江市 ハニー　王子保店 １００萬ボルト　大勝店

ＪＡ越前たけふ農協　王子保給油所

palier 吉野家　武生店 永平寺町
与加呂寿司 トヨタカローラ福井㈱武生支店
ワイプラザ　鯖江店 トマト＆オニオン　武生店 幸伸食品　幸家
ファミリーマート　有定店 ハニー　BigBerryMarket新町 ショッピングプラザ　メイト
ナナイロ シピィ ｱﾘｰﾅ市岡
越のゆ　鯖江店 フォトスタジオハッピードア 禅の里
とんとんびょうし　鯖江店 麺屋　勝木 会津喜多方ラーメン蔵　県大学前店 

レンタルビデオハウス　ぶんぶん 100円ショップ　ダイソー武生 福井大学医学部　事務局　
グラスガーデン ヨーロッパ菓子 アーティファクト 福井大学医学部　図書館
オートバックス　鯖江店 クローバー 　医大前さくら薬局
ハニー東陽店 セカンドストリート　武生店 熟成かつ天膳本店
ファミリーマート　北野店 ＪＡ越前たけふ農協　平出給油所 ハニー　松岡店
ハニー　北野店 ファミリーマート　武生広瀬店 美容室　パリエ
文明堂　神明店 ベンリ－　武生駅前店 松岡町福祉総合センター
　星乃珈琲店鯖江神明店 ホルン　武生店
YAMAHATSU 大江戸寿司 嶺南
８番ラーメン　鯖江店 　越前市観光協会
おべんとうや 美容室プレア 敦賀 ヤスサキホームセンター　敦賀店

アルペン　鯖江店 ヤスサキワイプラザ武生南店 スポーツコバヤシ
金星Ⅱ ＪＡ越前たけふ農協　南条給油所 シーエム北陸
豚ちんかん ハニー　南条店 セカンドストリート　木崎店
８番ラーメン　神明店 カフェアンドレストラン　ネヌファ とんとんびょうし 敦賀店
アル・プラザボール シャトーン エネオス　木崎ＳＳ
ファンタジーアイランド ひしだい書店 来来亭　敦賀店
前田接骨院 たい夢越前横市店 サガミ敦賀店
ライズ　鯖江店 ハナテン JOYLAND つるが
テニスプレジャー エスカモール武生楽市店 牛角　敦賀店
ハニー住吉店 たけふスイミングスクール ヤスブン　木崎店
グラード しちりん焼肉　Momo蔵 イエローハット木崎店
ＰＬＡＮＴ－１ 大和 グルメ館　敦賀店
ドリアン隣　コインランドリー お宝一番 コメダ珈琲敦賀店
リンカーンファーム とんとんびょうし　武生店 ホテルαー１　敦賀バイパス店
８番らーめん鯖江東店 レプレジュール国高店 道とん堀　敦賀店
クアトロブーム鯖江店 １００萬ボルト　武鯖店 コート・ダジュール敦賀店
ベルチェ鯖江店 パチンコＡＭＧ
酔ってけ家 越前町 ラスベガス　敦賀店
さのそば タイヤーセールス敦賀店
西鯖江ﾌｧーﾏﾗｲｽﾞ薬局 ヤマキシ 吉野家　敦賀店
木々亭　鯖江店 ８番ラーメン　織田店 若狭晴明書店
めがねの街パラダイス ハニー　朝日中央店 福井県民生協　ハーツつるが
御園飯店 朝日風月堂 ファミリーマート　敦賀櫛林店
ジョイランド　東鯖江店 ファミリーマート　敦賀中郷店
アプレシオ鯖江店 ミニストップ　敦賀古田刈店
セカンドストーリート ファミリーマート　あけぼの店
トマトオニオン鯖江インタ―店 越の湯　敦賀店
リサイクルマート　鯖江店 モスバーガー　敦賀店

（坂井市丸岡町のつづき）
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モモ蔵　敦賀店
敦賀スイミングスクール

美浜 ＰＬＡＮＴ－２
瓜割のさと

小浜 ゲオ小浜店
ＴＳＵＴＡＹＡ小浜
パチンコ大統領
キコーナ 小浜店
やまと寿し

大型ショッピングセンター

ゲンキー
勝木書店（ＫａｂｏＳ）

他設置協力店様多数

（嶺南敦賀市のつづき）
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福井市 ビッグマート　開発店 高木 天じゅ
浅水 越前そば　大モリ支店 とんとんびょうし　開発店 ナナイロ

びゃんびゃん　本店 スリムサロンK福井店 大戸屋ごはん処
天池 仁愛女子短期大学 タイヤセンター福井 スーパーストア　アルビス
荒木新保 星山 美容室Dilga 美菜肉物語　パグパグ
飯塚 ＪＯＩＮＴ 学園 自由空間　学園店 オレボステーション　高木店

大将 福井工業大学 トラットリアラカーラ
石盛 Ｖａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　福井店 ゲオ　福井学園店 大下整骨院

ゲンキー　森田店 勝見 ゲンキー　勝見店 福井ダイハツ販売㈱　高木中央店

ゲオ　福井つくし野店 上中町 林石油 回転寿司　かいおう
板垣 リサイクルマート　板垣店 川合鷲塚 リサイクルショップ　７７７ 一輝整骨院

洗濯王　板垣店 河合商工会館 高柳 オートバックス　福井北店
らーめん市野々 木田  大阪王将 ジョーシンピットワン　福井本店

今市 ハニー　麻生津店 県民生協　ハーツうすい店 シュープラザ　高柳店
ミスタータイヤマン Ａコープ　木田店 さんしゅうえん

羽水 カメラのキタムラ　バイパス店 コメダ珈琲　木田店 ディフィアート
ヤスサキワイプラザグルメ館　福井南店 大阪王将 ドコモショップ　大和田店

江端 ホンダカーズ　福井南花堂店 北四ツ居 カレーのチャンピオン北四ッ居店 開花園
びゃんびゃん　リール店 美容室　ラシク しみぬき屋　大和田店

江守中 ソフトバンク　江守中店 イマージュ 種池 美容室PAZAPA　種池店
ジョイランド　江守店 経田 サンステップ とんとんびょうし　福井種池店
ミスターコンセント　福井江守店 久喜津 ヤスブン　パワーセンターワッセ店 晴れる家　種池亭
新鮮館　えもり店 セリア　福井ワッセ店 零式書店　福井南店

大手 はなの舞 エコハンズ　ワッセ店 秋吉　種池店
秋吉　駅前店 オフィスワーク　ワッセ店 情熱ホルモン　福井種池店
ルートインホテル　駅前店 下馬 ベルベール ゲンキー　種池店
シティプランニング フリークス　ＡＮＮＥＸ下馬店 田原 えちぜん鉄道　田原町駅
甚右ェ門 ヒマラヤ　福井店 ８番らーめん　福井大学前店

大土呂 かつ義 ＧＡＭＥＺＯＮＥ　福井店 中央 ピーズ
大宮 パンダのクリーニング本社 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　板垣店 北のおやじ

(有)西陣 雑貨屋　ブルドック　下馬店 ８番らーめん　福井駅店
８番ラーメン　大宮店 あぶり焼　もも蔵 スペースおいち
ハニー食彩舘 Ｍｒ．ＢＥＮ　WareHouse 歌うんだ村　福井駅前店
岩本ブライダルハウス　本店 ヒマラヤゴルフ　福井店 リラックスカフェ 福井駅前店
がむしゃら キングファミリー　福井羽水店 あ～toすたじお
８番ラーメン　堀の宮店 AU　福井南店 目からうろこ

大和田 紳士服はるやま　大和田店 かんきち　福井下馬店 居酒屋あっぱれ
SPORTS　DEPO 玄正島 福井県物産館 レ・プレジュール
福井コロナワールド 光陽 リカワールド華　光陽店 月見 ゲオ　日赤前店
ドトールコーヒーショップ 志比口 えちぜん鉄道　福井口駅 つくも 赤坂電機
ラブリーパートナー　エルパ 下荒井 小川家本店　江端店 手寄 ＡＯＳＳＡ

タイヤセールス　福井北店 下河北 ゲンキー　福井南店 MINIMINIFC　福井店

Ｖan　Family 下森田 福井北商会 問屋 和伊ダイニングsakura
夢将軍　福井店 順化 中国本場料理　福井源 栂野 十千萬
ろばた焼弥吉　大和田店 アパホテル　福井片町店 鳥八
ＷＡＶＥ４０ ハマヤス 中新田 ポエムハウス
ルートインホテル大和田 ビッグエコー　片町店 長本 アプレシオ
チサンイン福井 城東 小川家　城東店 西開発 ニッキ整骨院
花とてんとう虫　アピタ福井大和田店 新保 ８番らーめん　新保店 まねき猫　開発店
ポプリンキッチン オフハウス 五目亭　開発店
ゲンキー　大和田店 かつや新保店 西木田 アンジェロ
ハンバーガーランド ワイワイプラザ福井店 オレンジボックス　西木田店
寿司割烹まる ヤスサキ　ワイホーム新保店 新田塚 新田塚スポーツクラブアーク
コレカラ 手取フィッシュランド マンサーナ
ドンキホーテ　大和田店 レジャーランド　ワイプラザ店 ゲンキー　新田塚店
ジョイランド　大和田店 ㈱ミタニ　福井北インター店 二の宮 ８番ラーメン　幾久店
らーめん山頭火 甚右ェ門 ケンタッキーフライドチキン　福井ピア前店

開発 極楽湯 五目亭　新保店 まなびサイト
8番らーめん　開発店 成和 アルファ　成和店 メガネスーパー　二の宮店
牛斗亭 吉野家　成和店 パンダのクリーニング　二の宮店

焼肉セナラ F　café net  キングファミリー　二の宮店
本家かまどや　開発店 大願寺 山口伊三郎家具 La136 クランデ－ル
しゃぶしゃぶ温野菜 COTE D'AZUR　大願寺店 BOOKOFF　二ノ宮
ダイソー100円ショップ　福井開発店 アザレ福井 天下一品　二の宮店
クアトロブーム　開発店 大東 寿司Ｅｘｐｒｅｓｓ　大東店 大阪王将　二の宮店
グルメプラザ　マルシン　福井店 新鮮館　四ツ井店 焼肉屋　サカイ　福井二の宮店
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リサイクルマート　二の宮店 南四ツ居 ゲンキー　四ツ居店 丸岡町 ハニー食彩館　丸岡店

保険ショップアルファユース新田塚店 美山町 美山町農協　くみあいマーケット ８番ラーメン　羽崎店

クアトロブーム新田塚店 JASS　ガソリンスタンド 美容室フューチャーゾーン
ケーキアトリエ　ちひろ 御幸 ミタニ　勝見給油所 はいからおちよはん

ゲンキー　ニの宮店 Ａコープ　みゆき店 ８番ラーメン　丸岡店
コメダ珈琲　二の宮店 ８番らーめん　御幸店 三国町 ワンダーランド

ゲオ福井　ニの宮店 サンステップ　福井南店 Ｖａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　三国店

日光 ゲンキー　日光店 child clothing juicy  ｼﾞｭｰｼｰ カープラザ三国

花堂 吉野家　花堂店 八重巻 新鮮館　つくし野店 三国ショッピングワールド　イーザ

博多らーめん田中 ピーターママ　孫いち店 ㈲出蔵石油店　テクノポートＳＳ

岩本ブライダルハウスベル店 八ツ島 福井観光トラベル トマト＆オニオン　三国イーザ店

ショッピングシティ　ベル なんなん亭　福井西武道館 えちぜん鉄道　三国駅

カメラのキタムラ　花堂店 カフェ　カシュカシュ ゲンキー三国店

日の出 ゲンキー　日の出店 米松 ８番らーめん　米松店 iio(アイアイオ)

ゲオ　福井日の出店 フリークス　福井米松店 micnic

福 ビックワン 来来亭 ゲンキー　覚善店

渕 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　福井やしろ店 上州屋 スリール

オートバックス　やしろ店 車検のコバック パンの店　パリ屋

COTE D'AZUR　渕町店 オレンジボックス　バイパス店 回転寿司　三国港

焼肉処　新羅 鳥山楽器　福井店

ゆけむり温泉　ゆ～遊 寮町 福井市東山健康運動公園 あわら市

クアトロブーム　渕町店 若杉 ＴＳＹＵＴＡＹＡ えちぜん鉄道　あわら湯のまち駅

Ａコープ　やしろ店 雑貨　ブルドック まるこま

お好み焼き　風の街　やしろ店 レストラン若樹 ビッグマート　金津店

アプレシオやしろ店 トマト＆オニオン　運動公園前店 ビッグマート　高塚店

フォーリーフ ８番ラーメン　福井運動公園店 ビッグマート　芦原店

下商店 ゲンキー若杉店 ８番ラーメン　あわら店

小川家　本店 和田 きもの京山 めし　丸太

馬乃屋 ＰＡＺＡＰＡ　和田東店 なんなん亭

クリーニングのしろくま 信長書店 ゲンキー　金津店

びゃんびゃん 坂井市

舟橋 新鮮館　灯明寺店 坂井町 味処　けやき 鯖江市

文京 福井大学　学生会館 ＰＬＡＮＴ－２ 有定町 与加呂寿司

えちぜん鉄道　福大前西福井駅 道の駅「坂井いねす」本館 ワイプラザ　鯖江店

七味屋 リカーワ－ルド華　坂井店 小黒町 ８番ラーメン　鯖江店

auショップ　堀の宮 オートバックス　坂井店 ほっかほっか亭　鯖江店

カメラのキタムラ　堀の宮店 また来(またらい) 神中町 グラスガーデン

ドンドンダウンオンウェンズディ ゲンキー　坂井店 オートバックス　鯖江店

ゲンキー　町屋店 オートバックス　坂井店 越のゆ　鯖江店
にちな株式会社 ライブシテーション坂井 とんとんびょうし　鯖江店
七味屋 かつ昇 レンタルビデオハウス　ぶんぶん

株式会社　地蔵屋　文京店 春江町 小川家　春江店 コメダ珈琲　鯖江店
ゲンキー　文京店 ビッグマート　春江店 川島町 ハニー東陽店
ミスター春吉 アフラック　サービスショップ 北野町 見聞録

堀の宮 Aコープ　堀の宮店 福井空港ボール 文明堂　神明店
舞屋町 ８番ラーメン　花堂店 ニコニコ春江ポルテ ハニー　北野店

パソコンの館　福井店 そば処　こばやし YAMAHATSU
パソコン工房　福井店 マリ＆ファム ゲンキー　鯖江北野町

町屋 ビデオレンタル　シティ２ はるさかクリニック 五郎丸町 アルペン　鯖江店
松城町 ファッションプラザ　パリオ ヨガスタジオ柳田 小黒町 ゲンキー　鯖江西店

TSUTAYA　福井パリオ店 美容室オブジェ 幸町 ８番ラーメン　神明店
松本 ダイソー100円ショップ　松本店 TSUTAYA　 春江店 リサイクルマート　鯖江店

グルメ館　松本店 COTE　D’AZUR 　春江店 桜町 金星Ⅱ
オレボステーション　フェニックス ゲンキー　春江店 定次町 とりあえず吾平　鯖江サンドーム店

越前堂 福井県民生協　ハ－ツはるえ 三六町 豚ちんかん
舞屋町 ８番ラーメン　花堂店 春江スポーツセンター７ 下河端 前田接骨院

パソコンの館　福井店 丸岡町 焼肉　風風 ライズ　鯖江店
パソコン工房　福井店 新鮮館　まるおか店 アル・プラザボール

三留町 ８番ラーメン　清水町店 Ｖａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　丸岡店 ファンタジーアイランド
ＰＬＡＮＴ－３ 一筆啓上茶屋 ファミリーすし　まる

南四ツ居 錦場 国際ペットビジネス学院 イマージュ　アルプラサ鯖江店
ヤスブン　四ツ居店 新富 ドトールコーヒー　アルプラザ鯖江店

酒業務スーパー　四ツ居店 いきいきプラザ霞の郷 下河端 ゲンキー東鯖江店
グラス ゲンキー　丸岡店 下新庄 テニスプレジャー
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鯖江市　のつづき 越前市　のつづき 敦賀市
神明 ナナイロ 横市 お宝一番 市野々 ヤスサキホームセンター　敦賀店

新横江 palier とんとんびょうし　武生店 カドノ薬局　ユース敦賀店
杉本町 ゲンキー　立待店 しちりん焼肉　Momo蔵 神楽 スポーツコバヤシ
住吉町 ハニー住吉店 たい夢　越前横市店 敦賀信用金庫　神楽支店
糺町 ＰＬＡＮＴ－１ ＴＳＵＴＡＹＡ　エスカモール店 木崎 敦賀スイミングスクール
つつじヶ丘 リンカーンファーム ８７１０(ハナテン) 敦賀市立看護専門学校
当田町 スリムサロン笑音 ダイソー　武生エスカモール店 サガミ敦賀店
東鯖江 クアトロブーム　鯖江店 敦賀短期大学

ベルチェ　鯖江店 越前町 越の湯　敦賀店
ちゃんこ江戸沢　鯖江店 ヤマキシ セカンドストリート　木崎店
８番らーめん　鯖江東店 ハニー　朝日中央店 とんとんびょうし 敦賀店

日の出 酔ってけ家 末廣 JOYLANDつるが
グラード 朝日風月堂 モモ蔵　敦賀店

本町 西鯖江ファーマライズ薬局 ８番ラーメン　織田店 モスバーガー　敦賀店
さのそば ヤスブン　敦賀店

丸山町 木々亭　鯖江店 南越前町 来来亭　敦賀店
鯖江丸山モナコ ＪＡ越前たけふ農協　南条給油所 エネオス　木崎ＳＳ
Ａコープ　鯖江店 ハニー　南条店 カドノ薬局　ユース木崎店

水落町 御園飯店 カフェアンドレストラン　ネヌファ シーエム北陸
宮前 ジョイランド　東鯖江店 ヤスブン　木崎店
柳町 アプレシオ　鯖江店 吉田郡永平寺町 ゲンキー　木崎店

セカンドストーリート ショッピングプラザ　メイト マクドナルド　木崎店
横江 コインランドリーアイ ｱﾘｰﾅ市岡 呉竹町 コメダ珈琲　敦賀店

カラオケまねき猫　鯖江店 松岡町福祉総合センター 清水町 ゲンキー　敦賀駅前店
越前市 福井県立大学 櫛林 グルメ館　敦賀店
赤坂 ゲンキー　東陽店 会津喜多方ラーメン蔵　県大学前店 古田刈 吉野家　敦賀店
粟田部ゲンキー　今立店 JA鳴鹿給油所 道とん堀　敦賀店
家久町 タイヤーセンター武生 美容室　パリエ ホテルαー１　敦賀バイパス店

クアトロブーム武生店 ハニー　松岡店 ゲンキー　敦賀店
美容室PAZAPA 武生家久店 幸家 マクドナルド　敦賀アクロスプラザ店

今宿 まる金そば店 小川家　福井北インター店 昭和 ファンタジオ
行松 職業能力開発促進センター ゲンキー　松岡店 中央 コート・ダジュール　敦賀店
瓜生 ゲンキー　サンドーム店 ゲンキー　東古市店 パチンコＡＭＧ
片屋 丸福産業㈱　セルフしばはら給油所 ポートン
北府 ふれあ 勝山市 敦賀信用金庫　中央町支店
国高 ＪＡ越前たけふ農協　国高給油所 マジョ勝山 長沢 ラスベガス　敦賀店

ろくべえ えちぜん鉄道　勝山駅 野神 タイヤーセールス敦賀店
ゲンキー　国高店 新鮮館　かつやま店 野坂 敦賀信用金庫　金山支店

小松 COTE D'AZUR　武生店 ８番らーめん　勝山店 平和 若狭晴明書店
サンステッププラス ヤスサキホームセンター　勝山店 松島町 敦賀信用金庫　松原支店

芝原 酒業務スーパー　ヤスブン　武生店 厨ぼうず 三島町 ケンタッキーフライドチキン　敦賀店

北陸バッティングセンター　武生店 ゲンキー勝山店 結城町 カドノ薬局　市立病院前店
芝原 ハニー芝原店 福の依 若葉 福井県民生協　ハーツつるが
白崎町 エネクスフリート㈱武生給油所 てつぱん 福井南スバル自動車
四郎丸 ハニー　王子保店 ゲンキー　旭町店 敦賀信用金庫　粟野支店

ＪＡ越前たけふ農協　王子保給油所

ゲンキー　王子保店 大野市
あし音 ｃｈｉｐｏｌｌａ　チポラ

新保町 吉野家　武生店 白山ﾜｲﾅﾘー
トヨタカローラ福井㈱　武生支店 手作り菓子工房　豊栄堂
ゲンキー　武生西店 ビデオハウス　ミッキ-

新町 BigBerryMarket　新町 めん亭いろは栄
トマト＆オニオン　武生店 ファイン
フォトスタジオハッピードア 新鮮館　こぶし通り店
ショッピングセンターシピィ ヴィオ

庄町 ８番ラーメン　国高店 ゲンキー　大野店
高瀬 100円ショップ　ダイソー武生 あ，宝んど
東千福町 クローバー 100満ボルト　大勝店

８番ラーメン　武生店 レストランマシェリ
日野美 セカンドストリート　武生店 パナデリア
平出 ＪＡ越前たけふ農協　平出給油所 ゲオ　大野店
府中 ホルン　武生店 ゲンキー　こぶし通り店

大江戸寿司 ゲンキー　陽明店
ベンリ－　武生駅前店 大野マルハン
越前市観光協会 ユース　こぶし通り店

文京 ゲンキー　高瀬店
松森 ヤスサキワイプラザ　武生南店
村国 ひしだい書店

シャトーン
エスカモール武生楽市店
大和
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福井県嶺南 石川県　のつづき 石川県　のつづき
美浜町 Ａコープ　美浜店 ときそう　アビオシティ加賀店 タカラ島　ジャスコ小松店

ゲンキー　美浜店 CoCo壱番屋　加賀温泉駅前店 ドン・キホーテ　小松店
若狭町 ＰＬＡＮＴ－２ デジタルプリントアート山瀬写真 M-2　北浅井店

瓜割のさと ゲンキー　片山津店 キリン堂　フレスポ小松店
小浜市 Ａコープ　小浜店 美容室　boGa Aコープ　粟津店

パチンコ大統領 平床レークカントリー倶楽部 M-2　Aコープ粟津
キコーナ　小浜店 ローソン　加賀大聖寺南店 スパークリングダイアモンド
やまと寿し ㈲たにさく アンジェリー
モスバーガー　小浜店 祐企新興店 ㈱エザシオート
太陽堂　小浜店 マルエー　大聖寺店 BODY　BLISS
トマト＆オニオン　小浜店 業務スーパー　加賀店 来来亭　小松店
ママストアー　東小浜店 ㈲広信建設不動産 ジャルムK
ドコモショップ　小浜店 モスバーガー　加賀店 昭和食堂
ゲオ　小浜店 橘香堂 センカンドストリート
ママストアー　オバマショッピングセンター店 NPO法人　福寿の郷 彩食酒場Ballads
ゲンキー　小浜店 川根食料品店 ボブハウス
TSUTAYA　小浜店 山道食料品店 ダイナミック
宮脇書店 フラテッロ JAみゆき給油所

空間考作テライ 白山市 酒の安兵衛　松任店
大型ショッピングセンター 万代書店　石川加賀店 ゼビオ　フェアモール松任店

アルプラザ　開発 Aコープ　桔梗が丘店 ゲオ　松任店
アルプラザ　ベル ミルティーユ マルエー　松任店
アルプラザ　アミ 加賀健康増進センター マルエー　コア井口店
アルプラザ　鯖江 前山書店 ヤスブン　松任店
アルプラザ　敦賀 ほっかほか亭　山代店 JR　美川駅
アピタ　大和田店 小松市 ひまわりチェーン　粟津温泉店 JR　加賀笠間駅
アピタ　敦賀店 ＪＲネットサービス金沢　ちゃお小松店 スポーツオーソリティ　松任店

ホテルサンルート 野々市市ゲンキー　野々市店
他設置協力店多数 カワイ音楽教室　小松センター ランプジャック　野々市店

東洋スポーツクラブ　BIG-S ヤマダ電機　テックランド野々市店

石川県 ジョイフル　粟津店 フリークス　野々市本店

加賀市 ＪＲ　大聖寺駅 粟津山口書店 ゲオ　御経塚店

APA HOTEL　加賀大聖寺駅前 小松短大ホール まねきねこ　御経塚店

ＪＡＣＫ　加賀店 マルエー　符津店 お好み焼き風の街　御経塚店
ビデオシティＫＣ ゲオ　小松符津店 能美市PLANT-3　河北店

マルエー　片山津店 ぎゅうばか　小松符津店 スーパーホームセンターヤマキシ　河北店

ユース　大聖寺店 風の街　小松店 江戸寿司　根上店

カラオケ飛行船 業務スーパー　小松入江店 100円shopシルク　寺井店

マルエー　動橋店 カーブス　小松入江店 アルビス　寺井店

メディア書店 吉野家　小松店 JR寺井駅

吉野家　加賀店 ビデオ激安王 マルエー　根上店

スパイスレストラン　ラジャリーネ ピザキャリー　小松店 100円shopシルク　辰口店

江戸寿司　山代店 牛角　小松店 カレーのチャンピオン　辰口店

山中マルエー ココス　小松店 アルビス　辰口店

山中温泉ゆけむり健康村 BOOKSなかた　小松大領店 ゲオ　能美辰口店

三共農園加賀フルーツランド 小松バッティングセンター マルエー　寺井店

シェービングルーム　ふえありーず 東京ストアー　幸町店 M-2　寺井店
いづみや精肉店 ゲオ　小松有明店 金沢市ゲンキー　金沢畝田店

M-2 加賀店 コスモランド小松 ゲンキー　柳橋店

セミナーハウス　あいりす コート・ダジュール　小松店 ゲンキー　田上店

ゼフィール M-2　日の出店 ゲンキー　近岡店
koffe(コッフェ) ジェームス　小松店
ライノ　インタレストハウス M-2　Forall園町店
まねきねこ　加賀店 マルエー　小松土居原店
リオペードラ加賀 たこタロウ土居原店
SK　gym ジョブカフェ　石川加賀サテライト

月うさぎの里 うつのみや　小松城南店
ヤマザキYショップ㈲竹内酒店 じん寿司　符津店
ホームセンタームサシ タカラ島アルプラザ小松店
未来屋書店　加賀の里店 ファンファン
MJプチ　ジャスコ加賀の里店 洋服の青山
軍鶏屋 マルエー　若杉店
カレーのチャンピオン　加賀店 中部薬品　小松東店
ぎゅうまん　加賀店 すき家　小松店




