設置店舗様・施設様のご紹介

（2020年５月末現在）

上越市
〈直江津〉

モンマート ひらばやし
デイリーヤマザキ 上越下源入店
デイリーヤマザキ 上越下荒浜店
デイリーヤマザキ 上越佐内町店
デイリーヤマザキ 上越谷浜店
エルマールショッピングセンター
エネクスフリート 直江津バイパスCS
セブンイレブン 直江津駅前通り店
セブンイレブン 上越五智国府店
セブンイレブン 上越安江店
セブンイレブン 上越川原町店
セブンイレブン 上越港町店
セブンイレブン 上越東雲町店
セブンイレブン 上越新光町店
セブンイレブン 上越五智1丁目店
セブンイレブン 上越黒井店
セブンイレブン 上越下源入店
セブンイレブン 上越下門前店
セブンイレブン 上越福橋店
セブンイレブン 上越大豆1丁目店
セブンイレブン 上越三田店
ローソン 上越大豆2丁目店
ローソン 上越石橋1丁目店
ローソン 上越新光町店
ローソン 上越下吉野店
ローソン 上越青野店
ローソン 上越下門前店
ローソン 上越川原町店
ローソン 上越福田店
ローソン 上越下門前南店
ファミリーマート 上越五貫野店
焼肉モランボン 本店
焼肉モランボン 市役所前店
上越レジャーランボウル
原信 春日山店
イチコスーパー 下源入店
イチコスーパー 上越西店
おおぎやラーメン 直江津店
あっぷるぐりむ 上越北店
アピナ 上越インター店
ビデオ1 上越店
すき家 8号上越下荒浜店
すき家 上越店
焼肉のバーンズ 上越店
無尽蔵 なおえつ家
知遊堂 上越国府店
タイヤセレクト上越
IN TOKYO 門前店
コメダ珈琲 上越店
スーパースポーツゼビオ上越店
いなば製麺

上越市
〈高田〉

モンマート たむら
小竹製菓 本店
ラムセス
上越信用金庫高田中央支店
（10店舗）
里味 飯店
人材ハイスクール
アコーレ カタログ倶楽部
イオン 1階 西側入口
イオン 3階 駐車場入口
セブンイレブン 上越飯店
セブンイレブン 上越北城店
セブンイレブン 上越高田インター店
セブンイレブン 上越かに池店
セブンイレブン 上越東城店
セブンイレブン 上越南城店
セブンイレブン 上越戸野目店
セブンイレブン 上越教育大学前店
セブンイレブン 上越下稲塚店

セブンイレブン 上越子安店
セブンイレブン 上越稲田店
セブンイレブン 上越藤巻店
セブンイレブン 上越西田中店
セブンイレブン 上越大和店
セブンイレブン 上越高土町店
セブンイレブン 上越本町１丁目店
セブンイレブン 上越本町7丁目店
ローソン 上越高田駅前店
ローソン 上越木田店
ローソン 上越藤野新田店
ローソン 上越春日山町2丁目店
ローソン 上越野尻店
ローソン 上越富岡店
ローソン 上越富岡南店
ローソン 上越昭和町店
ローソン 上越御殿山町店
ローソン 上越南城町店
ローソン 上越土橋店
ローソン 上越藤塚店
イチコスーパー 幸町店
イチコスーパー 高田西店
イチコスーパー 高田南店
原信 四ヶ所店
原信 土橋店
お宝中古市場 上越店
焼肉屋さかい 上越高田店
J-MAXシアター
カラオケアミューズメント ライブワン
（株）
五月不動産
TOMMYSAY
イレブンプラザ
春陽館書店
ほっとステーション五番館
高田世界館
パティオ1F
さるーんFC 上越店
きときと寿し 上越インター店
七福の湯 上越店
GoGo宝来軒
北京菜館 市役所前店
コート・ダジュール 上越店
バッカス館 上越店
IN TOKYO 上越店
上越食道園
未来屋書店
メディア館 土橋店
自遊空間 上越高田店
上越自動車学校
ファミリーマート 上越南新町店
神戸クックワールドビュッフェ 上越店
にいがたエネルギー DDセルフ上越
焼肉カルビ屋 三夢 上越インター店
ウエスト 上越店

上越市
〈13区〉

セブンイレブン 上越板倉店
セブンイレブン 上越三和店
ローソン 上越板倉店
ローソン 上越三和店
セブンイレブン くびき工業団地店
セブンイレブン 上越頸城下中島店
鵜の浜 人魚館
セブンイレブン 上越大潟店
セブンイレブン 上越小船津浜店
オオガタショッピングセンター
ローソン 大潟土底浜店
セブンイレブン 上越柿崎インター店
ローソン 柿崎馬正面店
セブンイレブン 吉川杜氏の郷店
セブンイレブン 上越浦川原店
シルクロード 浦川原店

（株）桐朋 TEL025-526-0066 上越市南本町2-13-14

セブンイレブン 上越名立店
うみてらす名立
デイリーヤマザキ 上越中郷店
ローソン 上越中郷店

セブンイレブン 柏崎半田３丁目店
セブンイレブン 柏崎豊田橋店
セブンイレブン 柏崎上田尻店
デイリーヤマザキ 柏崎田中店
デイリーヤマザキ 柏崎駅前１丁目店

妙高市
〈新井地区〉

新潟市

文教堂書店 新井店
セブンイレブン 妙高姫川原店
セブンイレブン 妙高関川町店
セブンイレブン 妙高下町店
セブンイレブン 新井学校町店
セブンイレブン 新井長森店
セブンイレブン 上越新井国賀店
ローソン 道の駅あらい店
ローソン 新井高柳店
ローソン 妙高柳井田店
イチコスーパー 新井店
きときと寿し 新井道の駅店
ラーメン翔 道の駅あらい店
原信 新井中川店
原信 美守店
とん汁の店 たちばな
IN TOKYO 妙高店

EAST MOAT STREET BLUES

長野県

妙高市
〈妙高地区・妙高高原地区〉

エネオス妙高高原SS
セブンイレブン 妙高関山店
セブンイレブン 妙高高原店
Restaurant MASSA
山の家カフェ

糸魚川市

原信 糸魚川東店
マックスバリュ 糸魚川店
イチコ 糸魚川店
ハピー 奴奈川店
ハピー 横町店
サンエーショッピングセンター 厚田店
酒井書店プラスゲオ 糸魚川店
セブンイレブン 糸魚川中央店
セブンイレブン 糸魚川押上店
セブンイレブン 糸魚川高校前店
セブンイレブン 糸魚川南寺町店
セブンイレブン 糸魚川上刈店
あげ藤 大野店
あげ藤 寺島店
ローソン ヴィラ・オレッタ糸魚川店
ローソン 糸魚川上刈3丁目店
ローソン 糸魚川中宿店
みそ膳 糸魚川店
すき家 ８号糸魚川寺島店
ゲームセンター Viva Zone
漁師直営 魚祭

糸魚川市
〈能生・青海〉

サンエーショッピングセンター 能生店
マリンドリーム能生
セブンイレブン 能生駅前店
セブンイレブン 糸魚川能生鬼伏店
セブンイレブン 糸魚川青海店
セブンイレブン 青海八久保店
ローソン 糸魚川田海店
Yショップ 糸魚川田海店

柏崎市

ファミリーマート 柏崎松波店
ファミリーマート 柏崎鯨波店
ファミリーマート 柏崎扇町店
ファミリーマート 柏崎城塚店
セブンイレブン 柏崎穂波店
セブンイレブン 柏崎田塚店
セブンイレブン 柏崎茨目店

「あどば」
は新潟県上越地域全域の約240の理容店にも設置してあります。
（一部店舗除く）

コインランドリー飯山常盤大橋店
セブンイレブン 飯山常盤大橋店
セブンイレブン 飯山日赤前店
セブンイレブン 飯山本町店
セブンイレブン 飯山木島店
セブンイレブン 飯山秋津店
セブンイレブン 飯山静間店
セブンイレブン 三水普光寺店
セブンイレブン 信州牟礼店
セブンイレブン 信州信濃町古間店
セブンイレブン 信州信濃町野尻店
セブンイレブン 信州中野インター店
セブンイレブン 中野市高丘店
セブンイレブン 中野市豊津店
セブンイレブン 中野市壁田店
セブンイレブン 北志賀夜間瀬店
セブンイレブン 山ノ内佐野店
セブンイレブン 豊野蟹沢店
セブンイレブン 長野三輪2丁目店
セブンイレブン 東和田店
セブンイレブン 長野花咲町店
セブンイレブン 長野西尾張部店
セブンイレブン 長野とんとん通り店
セブンイレブン 長野木工団地入口店
セブンイレブン 長野大通り店
セブンイレブン 七瀬店
セブンイレブン 長野南掘店
セブンイレブン 長野徳間店
セブンイレブン 長野浅川店
セブンイレブン 長野大豆島店
セブンイレブン ホクト文化ホール入口店
セブンイレブン 長野若里店
セブンイレブン 長野大豆島東店
セブンイレブン 長野柳原店
セブンイレブン 長野荒木店
セブンイレブン 長野若槻店

富山県

ローソン 朝日町平柳店
セブンイレブン 富山朝日月山店
セブンイレブン 入善椚山店
ファミリーマート 入善くぬぎ山店
ローソン 入善上野店
ローソン 入善上飯野店
セブンイレブン 黒部沓掛店
セブンイレブン 黒部堀切店
セブンイレブン 黒部三日市店
セブンイレブン 黒部田家店
セブンイレブン 魚津持光寺店
セブンイレブン 魚津江口店
セブンイレブン 魚津釈迦堂1丁目店
セブンイレブン 魚津吉島2丁目店
セブンイレブン 魚津上村木店
セブンイレブン 滑川上島店
セブンイレブン 柳原店
セブンイレブン 滑川早月店
セブンイレブン 立山インター店
セブンイレブン 富山町村一丁目店
セブンイレブン 富山天正寺
セブンイレブン 荏原店
セブンイレブン 富山向新庄5丁目店
セブンイレブン 窪新町店

ご協力ありがとうございます。

