
ホワイト急便　実施店舗（プラスチック製ハンガーの返却）　　　　　　　　　　　　　　　　※気仙沼市内の店舗は実施しておりません

店　名 住　所

1 アップルタウン美里店 遠田郡美里町牛飼字八反87ー1

2 美里町素山店 遠田郡美里町字素山町１２６

3 美里町大柳店 遠田郡美里町大柳字後藤渕５

4 涌谷町新町店 遠田郡涌谷町新町２１

5 涌谷本町店 遠田郡涌谷町本町６５

6 旭町店 塩釜市旭町１７－２１

7 芦畔店 塩釜市芦畔町１０－１１

8 清水沢三丁目店 塩釜市清水沢三丁目１８－３３

9 塩釜赤坂店 塩釜市赤坂５－７

10 藤倉３丁目店 塩釜市藤倉３丁目１－５

11 イオンビッグ塩釜店 塩竈市海岸通15番100号

12 蔵王永野店 刈田郡蔵王町大字円田字道上山22-1

13 岩沼下野郷店 岩沼市下野郷字西北谷地５１－１

14 竹の里店 岩沼市竹の里一丁目１２－７

15 岩沼中央店 岩沼市中央2丁目4-1

16 土ヶ崎三丁目店 岩沼市土ヶ崎3-5-9

17 岩沼本町店 岩沼市本町7-10

18 A＆ＣＯＯＰ松島店 宮城郡松島町高城町東20-12

19 しらかし台５丁目店 宮城郡利府町しらかし台５丁目7-16

20 花園一丁目店 宮城郡利府町花園１丁目３－２

21 青葉台三丁目店 宮城郡利府町青葉台３丁目1-214

22 イオン利府店 宮城郡利府町利府字新屋田前２２

23 大郷町大松沢店 黒川郡大郷町大松沢字築道西91-1

24 大郷町中村店 黒川郡大郷町中村字馬場沢３６－１

25 大郷役場前店 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-4

26 生協大富店 黒川郡大和町もみじヶ丘2-34-2

27 大和インター店 黒川郡大和町吉岡字西柴崎53-1

28 吉岡南２丁目店 黒川郡大和町吉岡南2丁目15-12

29 あけの平二丁目店 黒川郡富谷町あけの平2-34-1

30 富谷三ノ関店 黒川郡富谷町三ノ関字三枚橋27-3

31 おんまえや店 柴田郡女川町黄金1-1

32 ヨークベニマル柴田店 柴田郡柴田町船岡新栄４－６－２６

33 柴田バイパス店 柴田郡柴田町西船迫2-2-8

34 船岡若葉町店 柴田郡柴田町船岡若葉町６－７

35 新船岡東三丁目店 柴田郡柴田町船岡東三丁目１２－６

36 船岡清住店 柴田郡柴田町大字船岡字清住町16-6

37 槻木上町店 柴田郡柴田町槻木上町1-34-24

38 槻木本店 柴田郡柴田町槻木白幡2-6-15

39 村田城山通店 柴田郡村田町字迫３８

40 大河原幸町店 柴田郡大河原町字幸町４－８

41 大河原上谷店 柴田郡大河原町大谷字上谷前100-20

42 大河原駅前店 柴田郡大河原町大谷字町向116-35

43 大河原保料前店 柴田郡大河原町大谷字保料前54-143

44 石巻井内店 石巻市井内字井内24-2

45 蛇田駅前店 石巻市下谷地5-7

46 生協渡波店 石巻市後生橋1-3

47 河南町広渕店 石巻市広渕字窪田43

48 石巻鹿妻店 石巻市鹿妻南3丁目1-8

49 石巻新丸井戸店 石巻市蛇田新丸井戸39-8

50 石巻清水町１丁目店 石巻市清水町１丁目6-1

51 石巻本店 石巻市西山町２－１

52 石巻中里６丁目店 石巻市中里６－１３－２３

53 石巻駅前店 石巻市鋳銭場3-12

54 石巻南境店 石巻市南境字金沢前37-30

55 ツルハ中里店 石巻市南中里1丁目10-5

56 石巻青葉東店 石巻市門脇字青葉東７６－１



57 万石浦店 石巻市流留字七夕9-25

58 ヨークベニマル田子西店 仙台市宮城野区田子西二丁目1番地の2

59 燕沢１丁目店 仙台市宮城野区燕沢１丁目24-1

60 宮城野二丁目店 仙台市宮城野区宮城野２丁目13-19

61 原町本通東店 仙台市宮城野区原町2丁目5-37

62 五輪二丁目店 仙台市宮城野区五輪2-8-5

63 イオン幸町店 仙台市宮城野区幸町5丁目10-1

64 生協高砂駅前店 仙台市宮城野区高砂2-2-5

65 小田原一丁目店 仙台市宮城野区小田原１丁目6-37

66 新田１丁目店 仙台市宮城野区新田２丁目13-46

67 新田東店 仙台市宮城野区新田東1-17-2

68 中野工場前店 仙台市宮城野区中野字神明164-1

69 生協鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-8-7

70 田子1丁目店 仙台市宮城野区田子1-7-3

71 田子二丁目店 仙台市宮城野区田子２丁目41-18

72 二十人町店 仙台市宮城野区二十人町１１７ リラ二十人町１階

73 萩野町本店 仙台市宮城野区萩野町１丁目12-4

74 萩野町三丁目店 仙台市宮城野区萩野町３丁目17-1

75 白鳥一丁目店 仙台市宮城野区白鳥一丁目25-15

76 福田町一丁目店 仙台市宮城野区福田町一丁目2-6

77 荒井六丁の目店 仙台市若林区5丁目8-22

78 生協荒井店 仙台市若林区なないろの里３丁目３－３

79 ヨークマルシェ大和町店 仙台市若林区大和町四丁目6番1号

80 遠見塚３丁目店 仙台市若林区遠見塚３－１１－５

81 沖野館南店 仙台市若林区沖野６丁目２９－１２

82 五十人町店 仙台市若林区五十人町 １５

83 荒町西店 仙台市若林区荒町 ６１

84 今泉店 仙台市若林区今泉１丁目５－４７

85 ヨークベニマル若林店 仙台市若林区若林二丁目７番３５号

86 新弓ノ町店 仙台市若林区新弓ノ町５２－４

87 大和町二丁目店 仙台市若林区大和町２丁目24-2

88 大和町5丁目店 仙台市若林区大和町5-3-19

89 土樋店 仙台市若林区土樋98

90 南小泉二丁目店 仙台市若林区南小泉２丁目１－３２

91 南小泉３丁目店 仙台市若林区南小泉３丁目２－６

92 南小泉４丁目店 仙台市若林区南小泉4-10-1-102

93 南鍛治町店 仙台市若林区南鍛治町１１９番地

94 連坊小路小学校前店 仙台市若林区連坊1丁目8-12

95 六丁の目店 仙台市若林区六丁の目西町3-4-1

96 生協愛子店 仙台市青葉区栗生7丁目1-1

97 愛子駅前店 仙台市青葉区愛子中央1-7-13

98 一番町一丁目柳町店 仙台市青葉区一番町１丁目11-11

99 吉成三丁目店 仙台市青葉区吉成三丁目 １－３０

100 宮町店 仙台市青葉区宮町2-1-52

101 錦町二丁目店 仙台市青葉区錦町２丁目 ５－１１

102 栗生本店 仙台市青葉区栗生四丁目５－１１

103 高松２丁目店 仙台市青葉区高松２丁目２３－８

104 国分町三丁目店 仙台市青葉区国分町3-8-20

105 北仙台駅前店 仙台市青葉区昭和町５－３６

106 上杉店 仙台市青葉区上杉１丁目 １－３９

107 生協台原店 仙台市青葉区台原5-1-2

108 中山4丁目店 仙台市青葉区中山4丁目1-36

109 中山６丁目店 仙台市青葉区中山６丁目 １５－５

110 通町二丁目店 仙台市青葉区通町２丁目 １－９

111 生協柏木店 仙台市青葉区柏木1-2-45

112 柏木１丁目店 仙台市青葉区柏木1-7-24-1Ｆ

113 新坂通店 仙台市青葉区柏木３丁目 ２－１９

114 八幡町店 仙台市青葉区八幡４丁目 １－１７



115 米ケ袋一丁目店 仙台市青葉区米ケ袋1-6-10

116 青葉通片平店 仙台市青葉区片平1-1-1

117 北根本店 仙台市青葉区北根黒松1-8

118 木町通店 仙台市青葉区木町通１－4－38

119 生協木町店 仙台市青葉区木町通1-6-28

120 通町店 仙台市青葉区木町通２丁目6-28

121 ＮＹＤＳ松田病院店 仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

122 高森1丁目店 仙台市泉区高森一丁目1-273

123 泉本店 仙台市泉区市名坂字鳥井原39-2

124 市名坂東裏店 仙台市泉区市名坂字東裏110-1

125 新寺岡四丁目店 仙台市泉区寺岡四丁目５－８

126 将監５丁目店 仙台市泉区将監５丁目２－１－２

127 将監八丁目店 仙台市泉区将監8-5-5

128 将監十一丁目店 仙台市泉区将監十一丁目１－８

129 長命ケ丘三丁目店 仙台市泉区長命ケ丘3丁目1番地14

130 南光台一丁目店 仙台市泉区南光台１丁目12-29

131 南光台４丁目店 仙台市泉区南光台4-29-22

132 南光台東店 仙台市泉区南光台東２丁目10-24

133 虹の丘店 仙台市泉区虹の丘３丁目11-10

134 八乙女中央店 仙台市泉区八乙女中央４丁目７－３

135 北中山４丁目店 仙台市泉区北中山4-1-6

136 鈎取本町店 仙台市太白区鈎取本町１丁目16-50

137 郡山四丁目店 仙台市太白区郡山４丁目 ４－７

138 山田上ノ台店 仙台市太白区山田字汚田涌３０－１

139 鹿野三丁目店 仙台市太白区鹿野３丁目２５－１３

140 秋保新湯元店 仙台市太白区秋保町湯元字湯向73-2

141 人来田一丁目店 仙台市太白区人来田１丁目5-24

142 生協太子堂店 仙台市太白区諏訪1-1

143 西多賀店 仙台市太白区西多賀1-24-62

144 西中田六丁目店 仙台市太白区西中田6-2-55

145 泉崎２丁目店 仙台市太白区泉崎２丁目２１－８

146 中田一丁目店 仙台市太白区中田１丁目 ９－２６

147 中田店 仙台市太白区中田字千刈田2-1

148 長町四丁目南店 仙台市太白区長町４丁目 ２－２３

149 長町五丁目店 仙台市太白区長町５丁目１０－２０

150 長町八丁目店 仙台市太白区長町８丁目 ４－２０

151 長町本店 仙台市太白区長町南２丁目13-30

152 長町南3丁目店 仙台市太白区長町南3丁目15-1

153 南大野田店 仙台市太白区南大野田１４－２

154 八本松１丁目店 仙台市太白区八本松1-10-24

155 八木山南四丁目店 仙台市太白区八木山南４丁目1-15

156 八木山本町一丁目店 仙台市太白区八木山本町1丁目32-16

157 富沢四丁目店 仙台市太白区富沢四丁目16-17

158 新生出店 仙台市太白区茂庭字町尻49番地

159 茂庭台5丁目店 仙台市太白区茂庭台5-1-35

160 柳生4丁目店 仙台市太白区柳生４丁目14-15

161 生協高砂店 多賀城市高橋2-17-3

162 下馬3丁目店 多賀城市下馬3丁目2-19

163 下馬４丁目店 多賀城市下馬4-1-25

164 城南1丁目店 多賀城市城南1-19-27

165 大代橋本橋店 多賀城市大代一丁目６－１０

166 多賀城八幡４丁目店 多賀城市八幡４丁目7-74

167 多賀城浮島店 多賀城市浮島2-18-29

168 イオン古川店 大崎市古川旭2-2-1

169 古川本店 大崎市古川駅東1-6-8

170 古川金五輪店 大崎市古川金五輪一丁目４－８

171 古川桜ノ目店 大崎市古川桜ノ目字新沢目99-1

172 古川前田町店 大崎市古川前田町4-3



173 福浦１丁目店 大崎市古川福浦１丁目５－２

174 生協古川南店 大崎市古川北稲葉2-1-5

175 三本木町店 大崎市三本木字北町74番地

176 鹿島台駅前店 大崎市鹿島台平渡字新屋敷下108

177 松山千石店 大崎市松山千石字松山276

178 田尻細葉屋店 大崎市田尻字町199

179 田尻駅前店 大崎市田尻沼部字富岡浦64

180 豊里大橋店 登米市新田町33-2

181 登米南方店 登米市南方町真ヶ沼331

182 東矢本店 東松島市矢本関の内55-6

183 赤井小学校前店 東松島市赤井字川前四361番地

184 東松島大塩店 東松島市大塩字中沢１０６-１

185 矢本役場前店 東松島市矢本字上河戸66-1

186 白石蔵王駅東口店 白石市旭町２丁目３－２０

187 白石西益岡町店 白石市西益岡町４－１１

188 白石田町店 白石市田町一丁目１－２

189 白石東町1丁目店 白石市東町1-1-18

190 生協白石店 白石市八幡11-1

191 上桜木店 富谷市上桜木1-45-10

192 イオン富谷店 富谷市大清水1-33-1

193 ヨークベニマル明石台店 富谷市明石台六丁目1番地の21

194 ＹＢ名取バイパス店 名取市上余田字千刈田350番地

195 ゆりが丘１丁目店 名取市ゆりが丘１丁目１０－２

196 愛島店 名取市愛島笠島字桜町66

197 生協名取西店 名取市手倉田字八幡６１２

198 上余田土合店 名取市上余田字土合１３６

199 相互台一丁目店 名取市相互台１丁目８－１

200 増田9丁目店 名取市増田９丁目２－２

201 大手町５丁目店 名取市大手町５丁目１１－６

202 那智が丘一丁目店 名取市那智が丘１丁目１－１８

203 ザ・ビッグ名取店 名取市飯野坂3-5-10

204 名取ケ丘六丁目店 名取市名取が丘六丁目１０－６

205 生協亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100


