
【郵便局】
店舗名 備考

郵便局 全国約8,500の郵便局の郵便窓口

【コンビニ】
店舗名 備考

ミニストップ
GRAND KIOSK
GIFT KIOSK
Bellmart Kiosk
Kiosk
セブン-イレブン
ファミリーマート
ポプラ
生活彩家
スリーエイト
くらしハウス

ローソン 全国の「ローソン」各店でご利用いただけます。
（ローソンストア100、ナチュラルローソンを含みます）

セイコーマート
ハセガワストア
タイエー
ハマナスクラブ

【スーパーマーケット】
店舗名 備考

オークワ
サミットストア スマホ決済専用レジにてご利用いただけます。
フジ セルフレジ・一部専門店を除きます。
フジグラン セルフレジ・一部専門店を除きます。
ピュアークック セルフレジ・一部専門店を除きます。
スーパーABC セルフレジ・一部専門店を除きます。
ヨークマート
ヨークフーズ
ヨークプライス
コンフォートマーケット
田原精肉店
デドゥー
天満屋ハピータウン
天満屋ハピーズ
ハピーマート
グランドマート 津高店のみご利用いただけます。
スーパー生鮮館TAIGA 岡津店のみご利用いただけます。
オオゼキ
とりせん
サンエー
フレッシュバザール、ミニフレッシュ、フレッシュメゾン
サンプラザ
しずてつストア
スーパーアルプス
コープおきなわ
オーケー Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
東急ストア Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
万代
パワーセンターうおかつ
ハローズ

店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧

東京駅～新大阪駅の店舗に限ります。
書籍店舗等一部ご利用いただけない店舗があります。



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【ドラッグストア】

店舗名 備考
キムラヤ ネットショップを除きます。
ウエルシア 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
ハックドラッグ 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
ダックス 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
ハッピー・ドラッグ 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
B.B.ON 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
マルエドラッグ 一部の店舗（ショッピングセンター内店舗等）を除きます。
株式会社辻薬店 本店
V・ドラッグ
マザーピア Joshin web を除きます。

ドラッグスギヤマ 八事店・調剤専門店はご利用できません。
調剤のお会計にはご利用できません。

コクミンドラッグ 一部の店舗を除きます。
ドラッグストア薬王堂 ショッピングセンター内の一部店舗を除きます。
ドラッグセイムス ショッピングセンター内の一部店舗を除きます。
スマイルドラッグ ショッピングセンター内の一部店舗を除きます。
アメリカンドラッグ ショッピングセンター内の一部店舗を除きます。
キリン堂 ekimo なんば店、調剤薬局など一部店舗を除きます。
サーバ ekimo なんば店、調剤薬局など一部店舗を除きます。
ココカラファイン 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
セイジョー 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
セガミ 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
ジップドラッグ 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
ライフォート 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
コダマ 一部の店舗を除きます。一部、対象外の商品・サービスがございます。
新生堂薬局
セオ薬局
サンドラッグ 一部の店舗を除きます。
ドラッグトップス 一部の店舗を除きます。
ダイレックス 一部の店舗を除きます。
スギ薬局 一部の店舗を除きます。
ジャパン 一部の店舗を除きます。
サツドラ 一部の店舗を除きます。
有限会社 ファーマシーでぐち
コスメティクスアンドメディカル
Fit Care DEPOT Smart Codeでお支払い可能です。
Fit Care Express Smart Codeでお支払い可能です。
Fit Care MART Smart Codeでお支払い可能です。
musee de peau Smart Codeでお支払い可能です。
杏林堂 Smart Codeでお支払い可能です。
ゲンキー
クスリのアオキ
サンキュードラッグ 一部、対象外の商品・サービスがございます。

【パン屋】
店舗名 備考

はるこまベーカリー ～はなれ～
くにちゃんのあげパン
Coonie Bakery
山忠
Boulangerie VOGEL（ブーランジェリーフォーゲル） 店舗詳細はHPをご覧ください。※「Boulangerie VOGEL」で検索
天然酵母パンメイプル



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【スイーツ】

店舗名 備考
十(つなし)
B-R サーティワン アイスクリーム
岡本屋 正凛堂
白山堂芳賀
桔梗屋
QOQONON覚王山
CAFE405
味工房 雄和振興公社
元祖 三石羊羹 八木菓子舗 三石本店のみご利用いただけます。
セリーヌ洋菓子店 通販を除きます。
アン・グーテ・ア・ラ・カンパーニュ
野田屋菓子舗
パティスリーレガル
アン・グーテ・ア・ラ・カンパーニュ

【その他食品】
店舗名 備考

やまね
カネヤマ商店
中西製菓
里のあさじろう
Lunar Rabbit Coffee
ちろりん村
肉の大場
つぼ焼きいも孫左衛門
株式会社青木周作商店
葛西正商店
はやし農園
株式会社ベジタスグループ
（株）やつは
ミートショップ小久保
ネイチャーコーヒー

【生活雑貨】
店舗名 備考

東急ハンズ 一部の店舗を除きます。
ハンズ ビー 一部の店舗を除きます。
株式会社大成センイ
サントレーム 一部の店舗を除きます。
ロフト
Caｆe Con Le Maｎi Caｆe Con Le Maｎiのみご利用いただけます。

【家電】
店舗名 備考

ヤマダ電機 ネットショップを除きます。
マツヤデンキ ネットショップを除きます。
ツクモ ネットショップを除きます。
ベスト電器 ネットショップを除きます。
エディオン エディオンネットショップを除きます。
100満ボルト エディオンネットショップを除きます。

ケーズデンキ ケーズデンキの店頭以外（配送お届け時やオンライショップご利用時など）では
ご利用いただけません。

ジョーシン Joshin web を除きます。
ジョーシンアウトレット Joshin web を除きます。
J&P Joshin web を除きます。
ドスパラ ECサイト、イオンレイクタウンmori店を除きます。
いつもの電気屋 あっとホーム
ベイシア電機
マツダ電気販売株式会社
ドコデンすずき
株式会社ユニットコム（パソコン工房）
あいでん コクマイ店

【文房具】
店舗名 備考

irodori



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【書籍・CD】

店舗名 備考
株式会社 平惣
有限会社 万歩書店
ディスクピア Joshin web を除きます。
古本市場 古本市場 佐久小諸店および古本市場 新津店を除きます。
トレカパーク トレカパーク横浜西口店を除きます。
ブック・スクエア
ふるいち
ふる１
紀伊國屋書店
昭和書房
コーチャンフォー
リラィアブルブックス

【家具・インテリア】
店舗名 備考

家具のウッディハート

【フラワーショップ】
店舗名 備考

花キューピット Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
たのワク屋Flower
有限会社 小林生花店

【ホームセンター】
店舗名 備考

島忠 Smart Codeでお支払い可能です。
ホームズ Smart Codeでお支払い可能です。
ホームセンターコーナン
コーナンホームストック
コーナンPRO
CAMP DEPOT
バザールタウン（豊岡メガ・ストック館、篠山ストック館、綾部ストック館）
ニシムタ
ジャンボエンチョー
ホームアシスト
ホームセンタームサシ
ムサシ食品館
ムサシプロ
住ＤＥＰＯＴ
NICOPET
アークオアシス

【ペット・ペット用品】
店舗名 備考

ドッグセンター勝村
青葉台ペットショップ
Zoo Square
COO&RIKU
PUCHI MARRY

【ガソリンスタンド】
店舗名 備考

ENEOS 木村石油
コスモ石油 川西給油所
村形商事
ENEOS 鴨志田SS
菊ヤ商事株式会社
奈良石油 大湯SS
株式会社 ナカツカ
有限会社 脇石油店



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【自動車（販売・整備）】

店舗名 備考
有限会社エナジー
カーネットプラザ 飯田店・伊那店
ポッキリ屋 飯田店・伊那店
タイヤ館ジャパン宮前店
サービスカーエムズ
GARAGE FROG
オートバックス Smart Codeでお支払い可能です。
スーパーオートバックス Smart Codeでお支払い可能です。
有限会社 鈴木モーター
有限会社 酒井自動車工業
鹿角自動車整備株式会社
株式会社 今川
株式会社佐賀マツダ
株式会社 田村自動車
（有） 金光モータース
道満モータース
有限会社 窪田自動車
有限会社 太田自動車工業
イエローハット Smart Codeでお支払い可能です。
カマロ株式会社 井原店のみ 定休日 水曜日
玉島車輛スズキ販売有限会社
有限会社 清水自動車整備

【ショッピングセンター】
店舗名 備考

イトーヨーカドー 専門店ではご利用いただけない場合がございます。
ならファミリー Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
京都ファミリー Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
キャナルシティ博多 一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
マリノアシティ福岡 一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
リバーウォーク北九州 一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
木の葉モール橋本 一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
パークプレイス大分 一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
サクラマチクマモト 一部の店舗を除きます。
KITTE丸の内 一部の店舗を除きます。
さとう、バザールタウン
京阪モール Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
くずはモール Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
京阪シティモール Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
kiki京橋 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。

【その他小売】
店舗名 備考

芝田タオル株式会社
駿河屋 一部の店舗を除きます。
スーパーキッズランド Joshin web を除きます。
赤塚屋
こまり
アリモトスポーツ
如竹堂
川井スポーツ
古澤酒造資料館
富樫主税商店
フォトアーツケルビン
福井お土産ドットコム
スマホライフ福井
（有）環境理研
パッケージプラザウエサカ
つるやゴルフ 大丸梅田店、イオンモール船橋店は除きます。
ブルームジャパン
音楽雑貨専門店プレリュード ミューザ川崎シンフォニーホール店に限り利用可能です。
サンミモレ化粧品 横浜サロン
KAKO GRACE
有）ひめ空間すずや
コハスジャパン株式会社
どんぐりや
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好日山荘 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
トイザらス Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
ベビーザらス Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
ジョックス
ナカジマスポーツ
ファミリーショップ甲子園
ふとんの池田 酒田店、鶴岡店でお支払い可能です。
石野商店 酒類販売
ル・トロワ Smart Codeでお支払い可能です。施設内の一部店舗を除きます。
渡辺酒販
(有)ラケットショップ山形
マルビシスポーツ
有限会社オスク
スミレヤ化粧品店
クラフトハートトーカイ 一部の店舗を除きます。
クラフトパーク 一部の店舗を除きます。
クラフトワールド 一部の店舗を除きます。
クラフトループ 一部の店舗を除きます。

西武

西武池袋本店、西武渋谷店、西武所沢Ｓ.Ｃ.、西武東戸塚Ｓ.Ｃ.、西武福
井店、西武秋田店でご利用いただけます。
※一部ご利用いただけない売場や商品がございます。
※e.デパートではご利用いただけません。

そごう

そごう横浜店、そごう千葉店、そごう広島店、そごう大宮店、そごう川口店でご利
用いただけます。
※一部ご利用いただけない売場や商品がございます。
※e.デパートではご利用いただけません。

秋田マッカラー
音楽の森 ヴァース
有限会社モリネン花泉
森ノオト
株式会社亀甲新聞販売所
ふとんのとみなが
阿部伊三郎商店
有限会社ワタナベ燃料
生活協同組合 コープあいづ
（株）河端酒店
モレラ岐阜 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
岸和田カンカンベイサイドモール Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
アスピア明石 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
PRALIVA Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
道新遠軽販売所
ハードストック
casa 
SWEN
愛和物産
有限会社 福祉の店アイコー
そうご燃料

【ファミリーレストラン】
店舗名 備考

元気寿司 一部の店舗を除きます。
魚べい 一部の店舗を除きます。
千両 一部の店舗を除きます。
ロイヤルホスト Smart Codeでお支払い可能です。
カウボーイ家族 Smart Codeでお支払い可能です。
スシロー お客様のスマートフォン等に表示されたバーコードを、セルフレジにかざしてください。
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【ファストフード】

店舗名 備考
松屋
松乃家
松のや
チキン亭
マイカリー食堂
ヽ松（てんまつ）
ステーキ屋松
ウェンディーズ・ファーストキッチン 一部の店舗を除きます。
ファーストキッチン 一部の店舗を除きます。
ケンタッキーフライドチキン 一部の店舗を除きます。
天丼てんや Smart Codeでお支払い可能です。
COMA-DELI
MTSMILE
モスバーガー 一部の店舗を除きます。

【和食】
店舗名 備考

寿司割烹 三桝
東尋坊 正太楼
清流庭園 山菜料理 玉貴
甲羅本店 一部の店舗を除きます。
蟹のつめ
かにしゃぶ亭 一部の店舗を除きます。
旬蔵 一部の店舗を除きます。
やまに会館
うな膳
多呂衛門
炉ばたや銀政
味心 逆瀬川
和料理 蜻蛉
釜めしまこと
蕎麦処 草八

【洋食】
店舗名 備考

cres cere
グラタン専門店 アミ

【中華】
店舗名 備考

揚州飯店本店 揚州飯店 渋谷店を除きます。
日高屋 Smart Codeでお支払い可能です。
ハイデイ日高 Smart Codeでお支払い可能です。
らーめん日高 Smart Codeでお支払い可能です。
菜ノ宮 Smart Codeでお支払い可能です。
焼鳥日高 Smart Codeでお支払い可能です。
中華一番 Smart Codeでお支払い可能です。
来来軒 Smart Codeでお支払い可能です。
WANG'S GARDEN
麺やコリキ

券売機にQRコードリーダー未設置店舗、および松屋武蔵小杉店を除きます。ド
ライブスルー、松弁ネット、電話予約弁当ではご利用頂けません。
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【居酒屋・バー】

店舗名 備考
KITCHEN 山元
お好み焼きの そらいえ
ミライザカ
三代目鳥メロ
TGI フライデーズ TGI イクスピアリ店、TGI 東京ドームシティ店を除きます。
TEXMEX FACTORY
こだわりのれん街
くいもの屋 わん
BEEFY'S
Pizzeria & Bar CERTO
DUMBO PIZZA FACTORY
LOGiC
かっこ
ガンガン横丁酒場
つう
ニワトリ
はっぴ
九州魂
九州自慢
千の庭
札幌弥助
とろホル
越たんたん
キタバル
UNICO
Japanese Dining 幸喜
はなの舞 Smart Codeでお支払い可能です。
さかなや道場 Smart Codeでお支払い可能です。
豊丸水産 Smart Codeでお支払い可能です。
魚鮮水産 Smart Codeでお支払い可能です。
軍鶏農場 Smart Codeでお支払い可能です。
海ぶね 横浜西口天理ビル店に限り利用可能です。
鮮と関
鳥まる商店名駅東口店
名駅餃子 一部の店舗を除きます。
Vivilan
バリハイ焼津店 一部の店舗を除きます。
えびす家 一部の店舗を除きます。
博多屋台や 一部の店舗を除きます。
中洲屋
赤から 一部の店舗を除きます。
黒から 一部の店舗を除きます。
串カツ田中 Smart Codeでお支払い可能です。
寿し×海鮮酒場 酔灯屋
海鮮居酒屋 神童ろ （わらじろ）
さかな屋さんの居酒屋 北島商店酒場
白木屋 Smart Codeでお支払い可能です。
笑笑 Smart Codeでお支払い可能です。
魚民 Smart Codeでお支払い可能です。
千年の宴 Smart Codeでお支払い可能です。
山内農場 Smart Codeでお支払い可能です。
目利きの銀次 Smart Codeでお支払い可能です。
キタノイチバ Smart Codeでお支払い可能です。
鶏のジョージ Smart Codeでお支払い可能です。
豊後高田どり酒場 Smart Codeでお支払い可能です。
世界の山ちゃん
居酒屋 せきや
庄や Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
大庄水産 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
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【カフェ】

店舗名 備考
まちなか交流館高浜町
珈琲豆屋 Tomo's Coffee
雑貨とCafé Pao 飲食のみ対象です。キッチンカーも利用可能です。
コメダ珈琲店 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
おかげ庵 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
マインド
HOMMOKU BASE ホンモク ベース
VALIS（バリーズ）

上島珈琲店 コレド日本橋店、ららぽーと東京ベイ店、ダイバーシティ東京プラザ店、新潟ラブラ
２店を除きます。

UCCカフェプラザ 一部の店舗を除きます。
MELLOW BROWN COFFEE
UCCカフェコンフォート 一部の店舗を除きます。
CAFE NORTH GATE 52
LATTE BEANS＆ROASTERS
UCHIRUCA Central Kitchen
COVOLBA 長津田店
Bakery Cafe COPPET
いちから参かふぇ
鴨志田惣菜店
Rin５Life
リンコーヒー
Honey ton.
ドトールコーヒーショップ
エクセルシオール カフェ
カフェ レクセル
T's cafe
TAISHO COFFEE ROASTER
八ヶ岳珈琲＆A.G.Cafe
小瀬スポーツ公園体育館レストラン
千鳥ヶ淵coffee
Fluunt KOFU
昼のふくろう
CAFE＆BAKERY MIYABI Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。

【その他飲食】
店舗名 備考

まいどおおきに食堂 一部の店舗を除きます。
串家物語 一部の店舗を除きます。
手作り居酒屋 かっぽうぎ 一部の店舗を除きます。
つるまる 一部の店舗を除きます。
釜戸ごはん さち福や 一部の店舗を除きます。
天麩羅 えびのや 一部の店舗を除きます。
名代とんかつ・釜焚ごはん かつ満 一部の店舗を除きます。
アングラーズ食堂ＮＡＢＵＲＡ
鳥まる商店豊橋曙店
赤豚屋住吉店
The CRUSTY CRAB
ぶどうの森豊川店
カルビ一丁 一部の店舗を除きます。
肉にく亭 一部の店舗を除きます。
穂のか
いきなり！ステーキ Smart Codeでお支払い可能です。
炭焼きステーキくに Smart Codeでお支払い可能です。
こだわりとんかつ かつき亭 Smart Codeでお支払い可能です。
秋田市雄和観光交流館ヴィラフローラ 雄和振興公社
秋田市雄和サイクリングターミナル 雄和振興公社
満留賀
焼肉の和民
すしの和
有限会社 倉田屋
ふじの実
くら寿司 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
ネイチャーコーヒー



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【衣料品】

店舗名 備考
GINCHO and Fullhouse
ENN
きもの美翔
ハニーズ 一部の店舗を除きます。
ROUND

SHIPS

下記の路面店舗で利用可能です。
SHIPS 銀座店、SHIPS 渋谷店、SHIPS 吉祥寺店、SHIPS 京都店、SHIPS 広
島店、SHIPS Primary Navy Label、SHIPS any 渋谷店
※上記以外にもショッピングセンター内店舗等でご利用可能な場合がございます。

【シューズ】
店舗名 備考

髙橋履物店

【アクセサリー・ジュエリー】
店舗名 備考

JEWELRY&WATCH OKADA 本店・フジ店 に限り利用可能です。

【時計・メガネ】
店舗名 備考

株式会社ビービーシー
メガネフラワー Smart Codeでお支払い可能です。
トヤマ時計眼鏡店
メガネのヨネザワ
ヨネザワコンタクト
クギミヤ
さばえめがね館 一部の店舗を除きます。
メガネストアー

【その他ファッション】
店舗名 備考

フミヤ

【美容院】
店舗名 備考

シャンゼ マリエ・シャンゼ、マリ・エリーゼを除きます。
ＨＥＡＲＴ ＦＵＬＬ
理容フルサワ～ＬＩＶＩＮＧＲＯＯＭ～

【理容院】
店舗名 備考

カットイン リラックス
ヘアーサロン キタジ
カットスタジオ 遊楽部

【アミューズメント・カラオケ】
店舗名 備考

ジャンカラ
JOYSOUND 直営店に限り利用可能です。
カラオケＣＬＵＢ ＤＡＭ 高松駅前店

【遊園地・テーマパーク】
店舗名 備考

ハイジアパーク南陽



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【スクール・通信講座】

店舗名 備考
デビューパソコン教室
Ａｍｉｃ Ａｃａｄｅｍｙ
盛岡南ドライビングスクール

【タクシー】
店舗名 備考

三木タクシー株式会社
勝田交通株式会社
倉敷タクシー株式会社
ミツワタクシー有限会社
有限会社レインボータクシー
株式会社さくらサポート
有限会社芸備タクシー
株式会社アサヒタクシー三次
長野タクシー株式会社
株式会社 比和観光
有限会社 口和タクシー

【ホテル・旅館】
店舗名 備考

（福）函館恵愛会
クレドホテル函館
コテージ・ペンション まりも
芸北オークガーデン
城山観光ホテル Smart Codeでお支払い可能です。
Hotel Shidotaira 和食処 又三郎
Hotel Shidotaira 湯の杜ホテル志戸平
Hotel Shidotaira ホテル志戸平売店
Hotel Shidotaira 游泉志だて
つたや肘折ホテル
アパホテル 一部の店舗を除きます。
ホテルニューオータニ大阪 Smart Codeでお支払い可能です。
ふるさと温泉ユアシス 雄和振興公社
小川の流れるペンションのどか
郡山ビューホテル株式会社
東横INN
御宿 万葉亭

【引越・運送】
店舗名 備考

日本通運株式会社（引越しは日通） ご利用対象：国内引越をご利用のお客さま
（支払方法が会社請求のお客様、海外引越、航空貨物は対象外です。）

アリさんマークの引越社 お引越しの際に担当者が提示するQRコードを、お客さまがスマートフォン等で読
み取っていただく決済方法です。

奥出屋運送株式会社 タクシー、バスもご利用いただけます。



店頭のお支払で、ゆうちょPayがご利用いただける主なお店・施設 一覧
【その他サービス】

店舗名 備考
東急スノーリゾート 一部の施設を除きます。
東洋額装株式会社
フォトスマイル北野田
五箇荘葬祭和田
信愛セレモニー
訪問介護サービスBLOOM
たいようデイサービスさやま
誠住宅設備
モガミ住研株式会社
てもみん Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
グローバル治療院 Smart Codeでお支払い可能です。一部の店舗を除きます。
文化清掃有限会社
玉川ゼミナール
フットケアサロン アプリシエ
株式会社光文堂
ゆう遊空間 直営店に限り利用可能です。
NET-CUBE 直営店に限り利用可能です。
てもみん 一部の店舗を除きます。
グローバル治療院 一部の店舗を除きます。
株式会社 トラベルO （トラベルオー）
愛昇殿
エスニカ
サンレジャー株式会社
ガーデン＆エクステリア LEAD あざみ野店のみご利用いただけます。
おうちサロンAngela
てんしの百合かご
パートナー
ＦＲＥＣＫＬＥ
㈲安心サービス

【病院・クリニック】
店舗名 備考

医療法人社団ヤマナ会 広島生活習慣病・がん健診センター（幟町、東広島、大野）に限り利用可能
です。

City Dental Office
村田歯科医院

【調剤薬局】
店舗名 備考

株式会社 裕生堂
ツルヤ薬局
みどり薬局
アイコー春江薬局
有限会社 大手町薬局
横浜漢方サント薬局

【整体・整骨院】
店舗名 備考

原整骨院

【その他カテゴリ】
店舗名 備考

ビルド
株式会社 広瀬建設


