
        店舗          

        店舗         合計    店舗     年 月  日現在  

■オープン

     年     年月日

  千葉       野田上花輪店          

  神奈川       横須賀池上店          

  新潟       小針南台店         

  熊本       湯裏店         

  栃木             那須店店         

  北海道       北都店店         

  神奈川       横浜町田店          

  広島       五日市店          

  東京       堀之内店          

  新潟       上越妙高駅前店          

  神奈川       大口店          

  神奈川       上 宮店         

  神奈川       小田原荻窪店         

  大阪       富田林店          

  兵庫       駒 林店          

  東京       犬山町店          

  東京       下落合店          

  宮崎             平生店          

  福井       若狭上中央店          

  宮崎             日向店          

  東京       初台店          

  神奈川       新磯野店         

  東京       保木間店          

  神奈川       中山店          

  山形          温泉駅前店          

  東京       小平学園東町店         

  東京      千池上店          

  神奈川      千   野店          

  東京      千石二丁目店          

  沖縄      根差部店          

  神奈川      三 境店          

 東京       練馬桜台店         

 東京       中野本町店          

 大阪             東大阪店          

 栃木             真岡店          

 神奈川       見付町店          

 神奈川       川崎古市場店          

 東京       環七大原店         

 奈良       矢田町店         

 千葉       西都賀店          

合計   店舗

     年 閉店年月日

 千葉       千葉貝塚店          

 東京       二葉店         

 埼玉       東岩槻店          

合計  店舗

    累計    店舗

閉店累計   店舗

累計    店舗



     年     年月日

  東京       栄町店           

  和歌山       湯窪店           

  神奈川          店           

  栃木       城内店           

  埼玉       新所沢店           

  神奈川       大野台店          

  和歌山       藤田店           

  東京       千鳥二丁目店           

  和歌山       西野店           

  千葉       野田山崎店           

  神奈川       川崎中島店           

  神奈川       武店          

  神奈川       座間一丁目店          

  埼玉       戸塚東店          

  東京       谷保店          

  埼玉       入間川店          

  東京       二葉店          

  東京       矢口店          

  長野       菅平店         

  東京       氷川台店         

  神奈川       相生店          

  千葉       木更津店          

  東京       西成瀬店          

  東京       西八王子店          

  埼玉       東岩槻店          

  静岡       壱町田店          

  千葉       南行徳店          

  静岡       野中店          

  東京       成増三園店          

  神奈川       永楽町店          

  埼玉       川口仲町店         

 山梨       甲府店          

 静岡       木 宮店          

 静岡       城山店          

 東京       亀沢店         

 山梨       甲府南店          

 京都       久御山店          

 神奈川       平塚横内店          

 東京       井荻店          

 京都       上七軒店          

合計   店舗

     年 閉店年月日

 静岡       半田山店        

 東京       板橋前町店           

 宮城       今泉店           

合計  店舗

    累計    店舗

閉店累計   店舗

累計    店舗



■オープン

     年     年月日

  神奈川       洋光台店           

  千葉       船橋習志野店           

  東京       境川店           

  福岡       大木町店           

  神奈川       戸部店           

  神奈川       高津子母口店           

  神奈川       厚木旭町店           

  埼玉          店           

  福島       只見町店           

  群馬       貝沢町店           

  福岡       大川店           

  富山       田中町店            

  京都       防府右田店           

  京都       吉祥院店           

  東京       練馬豊玉中店           

  東京       上池台店           

  埼玉       佐間店           

  神奈川       瀬谷店           

  千葉       柏駅前通 店           

  東京       王子本町店           

  大阪       深江橋店           

  神奈川       元住吉店           

  大阪       川口店           

  埼玉       深谷原郷店           

 埼玉       鳩 谷店           

 神奈川       八丁畷店           

 熊本       八代店           

 千葉       木更津店           

 奈良       橿原北 田原本店           

 埼玉       蒲生旭町店           

 東京       練馬北店           

 東京       板橋前町店           

 神奈川       荏田店           

合計   店舗

     年 閉店年月日

 青森       青森市富田店           

合計  店舗

    累計    店舗

閉店累計  店舗

累計    店舗



■オープン

     年     年月日

  神奈川       横浜岡津店           

  千葉       千葉貝塚店           

  神奈川       湘南平塚店           

  東京       江戸川春江町店           

  東京       大森店           

  大阪       吹田末広店          

  埼玉       川口東店           

  神奈川       本厚木店           

  埼玉       中浦和店           

  東京       江戸川中央店           

  京都       西京極店           

 神奈川       芹 谷店           

 神奈川       大倉山店           

 埼玉       上尾大谷本郷店           

 東京       足立区鹿浜店           

 青森       青森市富田店           

 群馬       月夜野店           

 群馬       芳賀店           

 宮城       旭 丘店           

 埼玉       志木幸町店           

合計   店舗

●閉店

     年 閉店年月日

 神奈川       生田店           

 山梨       鏡中條店           

合計  店舗

    累計    店舗

閉店累計  店舗

累計    店舗

■オープン

     年     年月日

  静岡       新橋 号店           

  福島       向陽町店           

  東京       本天沼店           

  栃木       那珂川町店           

  東京       石神井店           

  埼玉       東所沢店           

  千葉       村上南店           

  埼玉       小手指店           

  大阪       門真南店           

 富山       庄川町   店           

 神奈川           南足柄店           

 群馬       西桐生店           

 群馬       桐生菱町店           

 神奈川         港南台店           

 北海道       北  条店           

 群馬       桐生相生店           

 愛知       岡崎欠町店           

 東京       亀有親水公園店           

合計   店舗

●移店

     年 閉店年月日

 神奈川       東林間店 岡崎欠町店        

合計  店舗

    累計    店舗

閉店累計  店舗

累計    店舗



■オープン

     年     年月日

  千葉            丘店           

  北海道       西岡店           

  宮城       今泉店           

  福井       若狭町店           

  神奈川       神大寺店           

  群馬       伊勢崎連取店           

  群馬       沼田鍛冶店           

  栃木       真岡店           

  東京       早稲田店           

  埼玉       春日部店           

  千葉       安食台店           

  群馬       大利根店           

 福島       富久山店           

 茨城       水戸赤塚店           

 神奈川       市 尾店           

 神奈川       小机店           

 茨城       研究学園店           

 熊本       荒尾店 中古機           

 東京       四 谷店           

 群馬       観音山店           

 東京       四条千本店           

合計   店舗

●閉店

     年 閉店年月日

 千葉       外箕輪店       

合計  店舗

    累計   店舗

閉店累計  店舗

累計   店舗



■オープン

     年     年月日

  奈良       大和郡山店           

  北海道       北十三条店           

  埼玉             越谷店           

  北海道       大曲店           

  北海道          店           

  北海道            店           

  山梨       鏡中條店           

  北海道       池田店           

  千葉       市原古市場店           

  茨城       日 出店           

  茨城       桜川岩瀬店 花室店           

  茨城       桜川真壁店           

  北海道        藤野三条店           

  静岡        須走店           

  群馬       伊勢崎   町店          

 北海道        清田一条店           

 山梨       富士川青柳店          

 静岡       新橋店          

 群馬       伊勢崎東本町店          

 静岡       南十九条店 新橋 号店         

 東京       東砂末広通 店          

 神奈川       秦野北矢名店         

 静岡       一色店          

 東京       福島町店     

合計   店舗

●閉店

     年 閉店年月日

 群馬           伊勢崎  店           

 神奈川       古淵店           

 神奈川       青葉台店       

合計  店舗

    累計   店舗

閉店累計  店舗
累計   店舗



■オープン

     年     年月日

  神奈川       湘南鵠沼店           

  東京          野店           

  東京       中野上高田店          

 大阪          店           

 神奈川       藤沢六会店           

 栃木       佐野大橋 店          

 神奈川           丘店      中古       

 福島          泉玉露店       

 東京       江東区森下店          

 埼玉       越谷東大沢店          

 埼玉       東大宮店       

 神奈川       横浜蒔田店          

合計   店舗

●閉店

     年 閉店年月日

 神奈川       鶴巻店       

合計  店舗

    累計   店舗

閉店累計  店舗

累計   店舗

■オープン

     年     年月日

 群馬           伊勢崎  店        

 埼玉       鶴 島店 大蔵店中古機           

 埼玉       浦和   店 大蔵店中古機           

 埼玉           台西店       

 埼玉       幸手権現堂店         

 神奈川       藤 丘店          

合計  店舗

累計   店舗



■オープン

     年     年月日

  群馬       藤岡芦田店          中古        

  静岡       半田山店           

  神奈川       妻田三家店          

  神奈川       古淵店       

  静岡       袋井愛野店       

 静岡       睦町店       

 群馬       薮塚店       

 神奈川       城山原宿店          

 神奈川       萩丸店         

 埼玉       北鴻巣店       

 神奈川       東林間店 岡崎欠町店       

 埼玉       吹上下忍店       

 茨城       常総向石下店       

 神奈川       菅生店          

合計   店舗

累計   店舗

■オープン

     年     年月日

 神奈川       鶴巻店       

 千葉       銚子長塚店        

 神奈川       綾瀬深谷店        

 神奈川       北山田店       

 東京       根岸店       

合計  店舗

累計   店舗

■オープン

     年     年月日

 山梨       内船店        

 神奈川       二宮店        

 神奈川       桜 丘店       

合計  店舗

累計   店舗

■オープン

     年     年月日

 神奈川       白幡店       

 神奈川       新羽店       

合計  店舗

累計  店舗

■オープン

     年     年月日

 愛知       黒川店       

 神奈川       富岡店       

 神奈川       生田店       

合計  店舗

累計  店舗

■オープン

     年     年月日

 長崎       白鳥店        

 千葉       外箕輪店       



 神奈川       青葉台店       

合計  店舗

累計  店舗

■オープン

     年     年月日

 茨城       三和店        

合計  店舗

累計  店舗


