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【企業理念】

ヘルシアプレイスを

すべての人々へ！

2010年、日本でエニタイムフィットネスを始めるにあ

たり、「日本では絶対に無理だ」「24時間なんて誰が来

るの？」と多くの人に言われました。しかし、永年にわ

たり欧米並のフィットネス参加率向上を唱いながらも、

「非日常空間とステイタス」という価値にこだわり、課

題解決と矛盾し続けてきた日本のフィットネス業界に疑

問を持っていた私は、「Get to a Healthier Place! と

いうエニタイムの企業理念を、日本でも実現したい」

「フィットネスを日常的でスタンダードなカルチャーに

することができれば、私たちの暮らしは、もっと豊かに

なる」という強い想いを持って、今日に至りました。

おかげさまで、多くの人々から御支持いただき、エニタ

イムフィットネスは日本において急激に店舗数を増やし、

いまなお拡大中です。

しかし、私たちのゴールは店舗数や会員数を伸ばすこと

だけではありません。”ヘルシアプレイスをすべての人々

へ！”の実現です。

店舗を創るだけでなく、いろいろなカタチで、積極的に

社会に関わっていきたいと考えています。

ヘルシアプレイスを必要としている人がいる限り、わた

したちはエニタイム事業への誇りを胸に、そして、相手

を慮る謙虚さと、互いを認め合う心を持って、日々成長

を続けていきたいと思います。

株式会社Fast Fitness Japan

代表取締役社長 土屋 敦之
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エニタイムフィットネス共同創業者のChuckとDaveはそんな素朴な

疑問からスタートし、2002年アメリカ・ミネアポリスに自分たちの

理想とするジムを立ち上げました。

エニタイムフィットネスが提案する「新しいフィットネスジムの

あるべき形」は瞬く間にアメリカの一般生活者のニーズを捉えていき

ました。

一般の生活者にとって

“本当にいいフィットネスジム”とは何だろう？

Chuck Runyon Dave Mortensen

エニタイムフィットネスとは？
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4,500 店舗達成！

ミネアポリスの１号店を皮切りに、2002年、ミネアポリスに1号店を出店すると、瞬く間に全米に店舗を拡大。

わずか10年で2,000店舗を達成。現在、世界中で店舗を展開し、フィットネスジムの店舗数、世界No.1*と

なっています。*2019年 世界の男女共用ジムのうち IHRSA調べ

100 店舗達成！

500 店舗達成！

1,000 店舗達成！
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2,000 店舗達成！
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世界に拡がるエニタイムフィットネス

フィットネス先進国のアメリカから生まれたエニタイムフィットネスの新しい提案は、今やアメリカ国内のみ

ならず世界中の一般生活者に受け入れられています。

現在、世界30の国と地域で約5,000店舗を展開しております（※マスターフランチャイザーであるアメリカ・

カナダでは、2,543店舗展開）。

Clubs Clubs

JAPAN 1,077 TAIWAN 14

AUSTRALIA 554 INDONESIA 13

UNITED KINGDOM / IRELAND 183 QATAR 7

PHILIPPINES 152 SOUTH KOREA 6

BENELUX（BELGIUM・NETHERLANDS） 134 MOROCCO 4

INDIA 108 BAHRAIN 2

SINGAPORE 91 THAILAND 2

MEXICO 80 VIETNAM 2

NEW ZEALAND 58 CHINA 1

SPAIN 40 COLOMBIA 1

ITALY 38 GERMANY 1

MALAYSIA 38 SOUTH AFRICA 1

HONG KONG/ MACAU 32

TOTALS 2,639
※2023年4月時点

※一部の国・地域の店舗数については、同一のマスター・フランチャイジーが

運営する店舗数を合算して表示しています。
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エニタイムフィットネスの日本展開

1号店 調布店

日本では、2010年10月に東京都調布市に１号店を

オープン。開業より１年で目標を大幅に上回る800名

超の集客を実現しました。

エニタイムフィットネスのコンセプトは、それまで

の日本の常識からは考えられないものばかりでした。

しかし、それこそが今までのフィットネスクラブでは

満足できなかった利用者のニーズを一手に引き付け、

新たなスタンダードを根付かせました。

その後も順調に成長を続け、2023年4月には

国内1,077店舗を達成しました。そして現在も尚、全

国各地で積極的な出店を継続しています。
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ー 地域別出店状況 ー
(2023年4月時点）

全国 1,077 店舗

首都圏・関西圏を中心に出店してきたエニタイムフィットネスですが、2016年度からは地方都市への展開も

スタートしました。その後順調に出店を進め、１号店オープンから約10年で全国47都道府県に展開しています。

地方都市での出店においても都心エリアと変わらず好調な集客を実現しており、エニタイムフィットネスの潜

在ニーズが日本全国に存在する手応えを感じています。

今後も全国各地へ出店していき、活気ある地方創生に貢献してまいります。

山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

北海道

三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

新潟県
富山県
石川県
福井県

沖縄県

（13店舗）

（3店舗）
（6店舗）
（17店舗）
（3店舗）
（6店舗）
（11店舗）

（30店舗）
（19店舗）
（9店舗）
（61店舗）
（67店舗）
（217店舗）
（93店舗）

（2店舗）
（10店舗）
（13店舗）
（11店舗）
（56店舗）

（13店舗）
（8店舗）
（10店舗）
（2店舗）

（7店舗）
（11店舗）
（28店舗）
（109店舗）
（42店舗）
（13店舗）
（3店舗）

（5店舗）
（2店舗）
（5店舗）
（3店舗）

（1店舗）
（2店舗）
（9店舗）
（22店舗）
（9店舗）

（61店舗）
（5店舗）
（11店舗）
（11店舗）
（8店舗）
（4店舗）
（8店舗）

（18店舗）
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エニタイムフィットネスの提案

エニタイムフィットネスはこれまでのフィットネスジムの常識を覆す４つのコンセプトを掲げています。

これらのコンセプトを高いサービス品質と独自のオペレーションシステムによって、他社では決して真似の

できないレベルに高めています。

24時間年中無休

エニタイムフィットネスは、どんなライフスタイルの人にもぴったりで

す。エニタイムフィットネスの会員になれば、昼夜関係なく、好きな時

に好きなだけトレーニングすることが可能なんですから。365日、24時

間、年中無休なのでいつでも利用できます。

ナットクの月会費

月会費が高い、安いという単純比較ではなく、その月会費にナットクし、

満足していただけることを心がけています。安全で快適な施設とジムス

タッフによるサポートなど、月会費以上の価値を感じていただけるはず

です。

マシンジム特化型

マシントレーニングの楽しさは、重さや回数などコンディションの変化を

実感できること。効果を実感できる楽しさこそが継続のポイントです。

世界全店利用可能

ジムへのアクセスはエニタイム専用のセキュリティキーで一括管理。この

キーがあれば、世界中に存在するエニタイムを追加料金なしで利用するこ

とが可能です。
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綜合警備保障株式会社（ALSOK）と

包括契約を締結しています。

エニタイムフィットネスの最大の特徴といえるのが「24時間年中無休」でありながら「ナットクの月会費」を

実現していることです。

これは入館管理システム・セキュリティシステムで夜間の無人化営業を行うことによって実現しています。無

人化営業でのご心配には及びません。すべての入館情報がシステムによって管理され、常時館内録画されてお

り、万が一のトラブル・事故等の際にはいつでも警備員が駆け付ける万全のセキュリティシステムを構築して

います。

いつでも・どこでも・安全・安心にトレーニングを行える施設環境を提供しております。

ドーム型カメラ

ボックスカメラ

画像センサー

電気錠制御装置カメラ映像

テレビインターホン
親機

電気錠制御盤

IRSセンサー
（テールゲート）

電気錠システム

キーリーダー

テレビインター
ホン子機
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エニタイムフィットネスの品質

フレンドリーなスタッフ

安全・安心・清潔・快適なトレーニング環境

エニタイムフィットネスが目指すものは「安さ」ではなく「ナットクできる価格でフィットネスに必要とされ

る価値のみを追求する」ことです。

メンバーの皆さまが居心地よくトレーニングを

行えるよう「ちょうどいい距離感」での接客・

応対を心掛けています。

そして、皆さまのワークアウトを心から応援

しています！

「いつ誰が来ても、安全・安心・清潔・快適に

ワークアウトができるよう、準備すること」

フィットネスジムにおいてこれ以上のサービス

はありえません。エニタイムフィットネスは常

に安全・安心・清潔・快適なトレーニング環境

を提供することを約束します。
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居心地のよい室内空間

高品質のトレーニングマシン

トレーニングに必要なマシンや機材が揃っていれば、それで十分でしょうか？

無機質な空間でトレーニングを継続するのはつらいもの。エニタイムフィットネスは、独自のデザインポリシー

により、居心地のよい室内空間を提供しています。

エニタイムフィットネスは通いやすい価格でも、トレーニングの本質であるマシンには妥協しません。

Life Fitness社やPRECOR社など、世界のトップブランドから厳選した高品質のトレーニングマシンを

揃えているので、初心者から上級者まで満足いただけます。
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OPENフィットネス宣言

エニタイムフィットネスが目指す、”ヘルシアプレイスをすべての人々へ！“というミッション。私たちはこ

の実現に向けて、店舗の出店や運営のみならず「OPENフィットネス宣言」と称し、さまざまな企業活動に

取り組んでいます。エニタイムフィットネスを通じて、会員から地域へ、地域から社会へとつながっていく

ことで”ヘルシアプレイス”をすべての人々へ届けていきます。

そして、この「OPENフィットネス宣言」の活動は、SDGsに即して展開しています。

SDGs「Sustainable Development Goals』とは、国連加盟193カ国が2030年までに達成を目
指す持続可能な開発目標のこと。世界的な優先課題及び世界のあるべき姿を明らかにした17の
ゴールが設定されています。
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1 スペシャルオリンピックス日本 協賛

2 HIGH SCHOOL PASS

3 Healthier Islands Project

4 ユニバーサルデザイン店舗

5 がんの子どもを守る会 協賛

6 災害対応自販機 導入

知的障がいのある方のスポーツを通じた社会参加を目的とした活動を行う

SON。エニタイムフィットネスはその活動趣旨に賛同し、年間サポーター

として、積極的に寄付・ボランティア活動に参加しています。

“高校生にもヘルシアプレイスを”。保護者がエニタイム会員であれば、

高校生は無料でエニタイムを利用できる（※）制度を全国的に導入して

います。（※登録店・スタッフアワー内のみ）

“ヘルシアプレイスをすべての人々へ！”を実現するため、離島に暮らす

方々にはエニタイム店舗で使用されたリユースマシンを寄贈する形で取

り組んでいます。

歩行に障がいのある方や高齢者の方も当たり前のように利用できる店

舗作りを目指して、車いすでの利用に対応したユニバーサルデザイン

店舗を多摩センター店で実施致します（2019年6月オープン）。

これまで国内で50年に渡って小児がんの子どもたちを支える活動を

行ってきた同団体。エニタイムは「小児がんは治る病気」である認知

を広げるため寄付・ボランティア活動を行っています。

いざという災害時・緊急時のためにエニタイム店舗の自販機が飲料・

食料の備蓄庫になる災害対応自販機（ライフライン・ベンダー）を全

国的に導入しています。
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社

名
株式会社Fast Fitness Japan

本

社
東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエスト 6F

役

員

取締役会長

代表取締役社長

専務取締役

社外取締役

社外取締役

取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

大熊 章

土屋 敦之

髙嶋 淳

植平 光彦

山部 清明

井上 直樹

井村 牧

杉田 就

会社概要

設

立
2010年5月21日

資

本

金

2,183百万円

（2022年9月30日現在）

年

商

13,097百万円

（2022年3月期・連結）

社

員

数

237名

（2022年9月30日現在）

事

業

スポーツ施設の企画並びに経営

フィットネスフランチャイズの経営

フィットネス事業コンサルタント

上場証券取引所 東京証券取引所プライム市場 （証券コード 7092）

組織図 (2022年10月） 売上高
(百万円)
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北海道

エニタイムフィットネス店舗一覧

（2023年4月時点 1,077店舗）

東北

関東

北海道（13店舗） 札幌山鼻 函館花園 苫小牧西 平岡 野幌 西町 八軒

神山 元町 北見 美園 滝川 帯広

青森県（3店舗） 青森サンロード 八戸中央 弘前和泉

岩手県（6店舗） 盛岡菜園 盛岡みたけ 盛岡南 北上 水沢 一関

宮城県（17店舗） 宮城の萩大通り 勾当台通り 大野田 広瀬通り 杜せきのした 仙台中野 鈎取

長命ヶ丘BRANCH 利府 あすと長町 石巻あけぼの 富谷 吉岡大和町 泉バイパス市名坂

アクロスプラザ古川南 南仙台 フレスポ仙台東照宮

秋田県（3店舗） 秋田新国道 秋田広面 横手町

山形県（6店舗） 山形薬師町 天童 山形南館 酒田 鶴岡 米沢

福島県（11店舗） いわき小名浜 いわき鹿島SC 郡山八山田 会津若松 伊達 二本松 福島黒岩

新白河 南相馬原ノ町 郡山桑野 いわき内郷

茨城県（30店舗） 守谷駅前 学園の森 水戸赤塚 神栖 土浦 つくば 水戸米沢

ひたちなか 鹿嶋 日立 イオンタウン守谷 龍ヶ崎 ひたち野うしく みどりの

阿見 取手 東海 ひたちなか東石川 石岡 ヨークタウン結城 那珂

古河 神栖大野原 下館 日立鮎川 上水戸 かすみがうら つくば松代

牛久 みらい平

栃木県（19店舗） 宇都宮城東 小山 宇都宮鶴田 ゆいの杜 宇都宮若松原 宇都宮御幸 宇都宮大曽

佐野 大田原美原 宇都宮江曽島 鹿沼 西那須野 真岡 さくら

黒磯 自治医大 おもちゃのまち 足利 宇都宮インターパーク

群馬県（9店舗） 前橋古市町 アクロスプラザ笠懸 前橋岩神 前橋みなみモール 伊勢崎緑町 高崎江木 前橋吉岡

高崎大八木 館林

埼玉県（61店舗） 西川口 さいたま新都心 志木駅前 草加 川口 新座野火止 イオンタウン吉川美南

朝霞 蕨 ふじみ野東 北浦和 越谷駅前 鶴ヶ島 新越谷

武蔵藤沢 北越谷 せんげん台 東所沢 上尾平塚 北戸田 戸田

若葉 和光 航空公園 羽生 与野 飯能 新座大和田

三郷中央 川越的場 川口元郷 熊谷 本庄早稲田 鶴瀬 高麗川

上福岡 鴻巣 加須諏訪 東松山 川越中台 宮代 大宮南中野

川越クレアモール 八潮 坂戸浅羽野 越谷花田 川口安行 カインズ朝霞 フォルテ上之

鳩ヶ谷 浦和ワシントンホテル 鶴ヶ島一本松 久喜 南与野 中浦和 大宮駅前

イオンタウン毛呂山 さいたま宮原二丁目 所沢プロペ通り 川口駅前 大久保領家

千葉県（67店舗） 京成大久保 船橋本町通り 原木中山 柏 稲毛海岸駅前 船橋日大前 天台

津田沼 浦安東野 八千代台 南行徳 イオンタウン君津 西習志野 本八幡

おおたかの森 千葉中央 志津 市川 松戸小金 新松戸７丁目 松戸八柱

南柏 新習志野 八街 四街道もねの里 柏たなか
イオンタウン
野田七光台

木更津

おゆみ野 稲毛駅前 八千代緑が丘 千葉ニュータウン 千葉桜木 船橋二和東
アクロスプラザ
市原更級

成田空港
おおたかの森
アネックス

成田ウイング土屋 千葉富士見 ユーカリが丘 妙典 あすみが丘

旭 松戸二十世紀が丘 茂原 柏の葉 蘇我 袖ヶ浦駅前 東金

柏大山台 佐倉 船橋行田 四街道 浦安 柏風早 幕張本郷

辰巳台 イオンタウン幕張西 習志野台 フォルテ我孫子 鎌ヶ谷駅前 船橋法典 千葉高品

松戸松飛台 袖ヶ浦蔵波 行徳 新柏駅前
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関東
東京都（217店舗） 調布 早稲田 三田 高円寺 中井 渋谷初台 国分寺

池上 中目黒池尻大橋 門前仲町 祐天寺 大森 文京本郷 千代田岩本町

南品川 駒沢公園 中野坂上 都立大学 東新宿 西新宿 芝浦

新三河島 日本橋本町 日本橋馬喰町 三鷹 新宿御苑前 新中野 東府中

新小岩 西荻窪 曙橋 中野坂上中央 東池袋 千川 駒込

新江古田 東松原 高輪台 神楽坂 大島 下丸子 高島平

三軒茶屋 大井町 不動前 恵比寿 竹の塚 赤羽 瑞江

茗荷谷 日本橋浜町 蒲田 西葛西 東あずま 下石神井 矢口渡

千歳烏山 志村坂上 上野 池袋 葛西 武蔵境 西新井

九段下 椎名町 新御徒町 荻窪 東銀座 大塚 泉岳寺駅前

学芸大学 南麻布２丁目 用賀 新柴又 梅屋敷 文京春日 一之江

五反田 江古田 方南町 八王子 落合南長崎 赤羽北 大鳥居

中野 錦糸町 武蔵関 西尾久 西調布 中目黒青葉台 市ヶ谷

王子 上荻 西台 亀戸 巣鴨 久米川駅前 板橋仲宿

久が原 小岩 大森駅前 南多摩 府中 落合 蔵前

赤坂 飯田橋 木場 成増 国領 三ノ輪 桜街道

下高井戸 多摩境 広尾高校前 麹町 一之江駅前 大森町 広尾

稲城 秋葉原 西蒲田 西日暮里 京成小岩 ひばりヶ丘 平和島

成瀬 板橋 芝浜松町 西馬込 神楽坂駅前 等々力 西新井関原

国分寺並木町 祖師ヶ谷大蔵 六町 小金井公園 国立 両国 元代々木

日野南平 京王笹塚 東久留米 大岡山 砂川七番 聖蹟桜ヶ丘 北綾瀬

下北沢 阿佐谷南 雑司が谷 三軒茶屋代沢 武蔵小山 田無 清瀬

雑色水門通り 小金井貫井南 東大和市 八王子元横山町 多摩センター 小平小川町 御嶽山

早稲田大学前 菊川 西大泉 福生 八王子めじろ台 新宿河田町 西八王子

大山 武蔵小金井 練馬北町 東陽町 南砂 京王堀之内 新宿6丁目

新橋 新井薬師 浜松町汐留 浅草吾妻橋 町田 秋川 町田小山

河辺 代々木 天王洲アイル トピレックプラザ 昭島 ハッピーロード大山 東大島

内神田 中目黒 南大沢 下赤塚 板橋四葉 田町 神宮前

目黒 豊島園 吉祥寺 篠崎 小平 六本木 つつじヶ丘

花小金井 南花畑 大泉学園 八丁堀 八王子高倉 綾瀬 一橋学園

金町駅前 小松川 三軒茶屋若林 御茶ノ水 立川 新宿靖国通り 西国分寺

神奈川県（93店舗） 横濱山下町 横濱鶴見 高津 武蔵中原 みなとみらい 川崎 阪東橋

新子安 関内 横浜浅間町 日ノ出町 横浜西口 南太田 武蔵新城

綱島 鶴間 金沢文庫 相模大野北口 宮前平 センター北 上大岡

鶴見豊岡町 八丁畷 青葉台 下永谷 新横浜 向ヶ丘遊園
コトニアガーデン
新川崎

湘南台 登戸 大師 三ツ境
東急宮前平
ショッピングパーク

中央林間 横浜中田

相武台 鴨居 長津田みなみ台 相模大野南口 戸塚 藤沢 磯子

京王稲田堤 大口 若葉台 東寺尾 磯子丸山 洋光台 座間

荏田 元住吉 日吉 海老名北 下鶴間 淵野辺 三ツ沢上町

武蔵小杉 小田原巡礼街道 平塚追分 溝の口 横浜ポートサイド 横浜今宿 茅ヶ崎東海岸北

藤沢石川 厚木文化会館前 ライフガーデン綱島 東白楽 新横浜一丁目 平塚見附町 小田原開成

大船 寒川 伊勢原 岡津町 BRANCH茅ヶ崎 生田 さがみ野

京急杉田 橋本駅前 小田原東町 鶴見尻手 古淵 相模原星が丘 湘南辻堂

鹿島田 川和町
MEGAドン・キホーテ
綾瀬

あざみ野 登戸駅前 港南上永谷 中山

向ヶ丘遊園ANNEX 武蔵小杉市ノ坪
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中部
新潟県（13店舗） 新潟駅前 新潟寄居町 新潟はなみずき 新潟近江 新潟紫竹山 新潟青山 フレスポ新発田

新津 長岡七日町 新潟黒埼 燕三条 新潟大学前 上越高田

富山県（8店舗） 富山経堂 高岡京田 富山大泉 魚津 イオンモールとなみ 高岡あわら町 富山下飯野

富山二口

石川県（10店舗） 金沢有松 金沢大桑 野々市 県庁前藤江 金沢入江 金沢神谷内 金沢神宮寺

小松 七尾 白山横江

福井県（2店舗） 福井高柳 福井大町

山梨県（2店舗） 甲府国母 甲府湯村

長野県（10店舗） 長野南 長野中央 南松本 長野北 上田 諏訪 佐久平駅前

茅野 岡谷 塩尻

岐阜県（13店舗） 岐阜加納 岐阜長森 岐阜河渡 岐阜柳津 美濃加茂 岐阜瑞穂 岐阜恵那

岐阜各務原
イオンタウン
各務原鵜沼

大垣西 岐阜関 瑞浪 大垣バイパス

静岡県（11店舗） 駿河馬渕 浜松高林 清水大手 沼津中央 掛川 富士青葉通 浜北中瀬

富士宮東阿幸地 御殿場 藤枝小石川 静岡呉服町

愛知県（56店舗） 新栄町 大曽根 鶴舞 野並 金山 相原郷 新安城

藤が丘 瑞穂通 熱田六番南 栄生 御器所 港東通 小牧郷中

西尾 刈谷 桜山 香久山 名古屋楠 一宮 名古屋名駅南

蒲郡 豊橋佐藤町 豊田小坂本町 知立 豊田美里 八事 東岡崎

春日井 尾張旭 覚王山 岡崎矢作 江南 豊田御幸本町 碧南

豊橋 豊川末広通 春日井東野 安城 豊川蔵子 半田 大府

春日井庄名 熊之庄 勝川 西春 一宮大和 知多
イオンタウン
岡崎美合

桶狭間 あま七宝 瀬戸 津島 名城公園 イオンモール常滑 豊田猿投
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近畿
三重県（7店舗） 名張 イオンタウン四日市泊 三重鈴鹿 イオンタウン津河芸

伊勢みその
ショッピングセンター

四日市富田 桑名

滋賀県（11店舗） 南草津野路 栗東 彦根 長浜インター 大津堅田 米原 近江八幡

大津膳所 イオンタウン湖南 守山 甲賀水口

京都府（28店舗） 西院 四条烏丸 京都下津林 山科 出町柳 西大路 京田辺

京都太秦
ビエラタウン
けいはんな

宇治小倉 久世 京都藤の森 八幡南 京都葛野大路四条

京都駅前 京都竹田 木津川梅美台 北山 長岡京 京都御園橋 六地蔵

伏見桃山 長岡京友岡 四条大宮 京都下鳥羽 城陽寺田 金閣寺 四条河原町

大阪府（109店舗） 肥後橋 玉造 堺筋本町 上町 松屋町筋高津 梅田東 寺田町

西大橋 今宮戎 朝潮橋 帝塚山 千里豊中 関目 大阪福島

だいどう豊里 住吉大社 桃谷 阪急茨木市駅 関目成育 蒲生四丁目 東成中本

布施 東加賀屋 平野南 住道 箕面外院 千里吹田 寝屋川

香里園 貝塚二色浜 淡路 熊取 大和田 十三 三国ヶ丘

なかもず 高槻 深井駅前 枚方 堺宿院 枚方津田山手 江坂

守口 鳳 北花田 都島本通 東大阪宝持 あびこ 箕面船場

緑地公園 枚方招提 長吉長原 弁天町 大正千島 八尾北 阪急吹田駅前

堺初芝 江坂御堂筋 堺東 深江北 豊中東 都島毛馬 長田西

泉佐野 門真島頭 寝屋川楠根北町 富田林 泉大津北豊中町 東大阪吉田 東住吉

岸和田 八尾南 和泉和気 鶴橋 新金岡 河内長野 堺鉄砲町

東大阪菱江 泉大津 平野加美北 西田辺 東大阪下六万寺町 昭和町 松原西大塚

京橋 のぞみ野 箕面桜 阪急豊中駅前 高槻大畑 吹田高浜 旭生江

阪神姫島駅前 西三国 泉南 東大阪鴻池 光明池駅前 今福鶴見 門真幸福町

新大阪木川西 石橋阪大前 藤井寺 天下茶屋 吹田朝日が丘 天満橋 森之宮

高槻高西 交野星田北 堺鳳東 淀屋橋駅前

兵庫県（42店舗） 高速長田 神戸甲南山手 西宮北口 湊川公園 阪急塚口駅前 宝塚安倉 三宮旭通

武庫川 苦楽園 御影 西宮東町 摂津本山 尼崎名神 姫路

武庫之荘 垂水 尼崎下坂部 宝塚山本 甲子園口駅前 イオンタウン川西 阪神甲子園

姫路中地 西宮上ヶ原 新長田 姫路田寺 ジェームス山 新在家駅前 大蔵谷

明石魚住 網干 西宮北インター ムコダンモール 妙法寺 加古川 中山寺

神戸西 学園南 明石藤江 三田フラワータウン 兵庫駅前 エキソアレ西神中央 鈴蘭台

奈良県（13店舗） 奈良柏木 奈良生駒 奈良新大宮 奈良富雄 奈良田原本 奈良天理 JR奈良駅前

奈良登美ヶ丘 奈良高田 奈良橿原 上牧町 奈良香芝 奈良橿原東

和歌山県（3店舗） 和歌山加納町 和歌山インター 和歌山岩出



19

中国

四国

鳥取県（1店舗） 米子

島根県（2店舗） 出雲大塚 松江西津田

岡山県（9店舗） 岡山今 倉敷福島 岡山原尾島 岡山福富 岡山富田 倉敷連島 倉敷中島

倉敷笹沖 岡山益野

広島県（22店舗） 福山新涯 広島段原 広島十日市 五日市 広島大町東 広島曙 広島八丁堀

大州 広島長楽寺 広島庚午 広島廿日市 広島海田 福山春日町 福山御幸

福山松永
ANAクラウンプラザ
ホテル広島

フォレオ広島東 舟入 宇品 広島横川 高陽

ひろしま西風新都

山口県（9店舗） コスパ新下関 宇部新川 防府天神 下関椋野 山口吉敷 徳山病院 宇部厚南

下関長府 下松桜町

徳島県（5店舗） 徳島住吉 徳島新浜 徳島北田宮 徳島藍住 徳島大林

香川県（2店舗） 高松木太町 高松中央通

愛媛県（5店舗） 松山久米 松山小栗 松山三番町通 松山谷町 今治別名

高知県（3店舗） 高知本町 高知神田 高知葛島
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九州
福岡県（61店舗） 高宮 福岡赤坂 天神大名 博多駅南 高砂 博多駅前 六本松

中洲 藤崎 春日小倉 西鉄平尾 千早 渡辺通 博多駅東

大野城 姪浜 横手 福重 小倉 西新 次郎丸

太宰府 本城 フォレストシティ春日 古賀花見東 麦野 小倉東 志免

くりえいと宗像 久留米上津 久留米大手町 福岡小郡 久留米東合川 新宮美咲 博多千代

長尾センタープラザ 中間蓮花寺 水巻 朝倉甘木 九大学研都市 松島原田 パセオ野間大池

前原 飯塚片島 福岡空港 小倉西港 小倉南 小倉金田 八幡西茶売町

苅田 イオンタウン黒崎 箱崎 直方 二又瀬 福津 吉塚

八女本村 トリアーダ宗像 柳川 門司 戸畑

佐賀県（5店舗） 佐賀卸本町 唐津町田 佐賀片田江 鳥栖 伊万里

長崎県（11店舗） 長崎大村 南長崎 長崎大村北 東長崎
イオンタウン
諫早西部台

長崎浜口町 佐世保大和町

佐世保日野町 佐世保早岐 時津 長崎長与

熊本県（11店舗） 新大江 九品寺 熊本東町 熊本ムサシプラザ 長嶺南 有明プラザ 合志

熊本二本木 サンリー菊陽 玉名 熊本黒髪

大分県（8店舗） 大分駅南 コスモタウン佐伯 フレスポ中津北 大分高松 大分明野 日田 大分下郡

別府やまなみ

宮崎県（4店舗） 都城 日向都町 延岡岡富町 宮崎古城

鹿児島県（8店舗） 与次郎 鹿屋 鹿児島卸本町 国分中央 宇宿 姶良 出水

薩摩川内

沖縄県（18店舗） 首里末吉町 浦添 小禄 イオンタウン南城大里 うるま石川
イオンタウン
読谷座喜味

鏡原

名護 沖縄美里 西原グリーンセンター 北谷 津嘉山 石垣島 宮古島

牧志 糸満 マリンプラザあがり浜 宜野湾我如古
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