
2021年02月04日 時点

都道府県 店舗名 〒 所在地 TEL

富山県 アルビス エスタ店 930-0003 富山市桜町1-1-1 電鉄駅ビル内 076-442-8100

富山県 アルビス アピア店 930-0010 富山市稲荷元町2-11-1 076-445-3100

富山県 アルビス 呉羽本郷店 930-0108 富山市本郷字東坪2459-7 076-427-1800

富山県 アルビス 呉羽東店 930-0138 富山市呉羽町7026 076-434-3611

富山県 アルビス 立山インター店 930-0211 中新川郡立山町辻64 076-463-6770

富山県 アルビス 奥田店 930-0803 富山市下新本町字早稲田割一番138番3 076-439-6363

富山県 アルビス 羽根店 930-0864 富山市羽根1292-1 076-493-2323

富山県 アルビス アリス店 930-0887 富山市五福1143-1 五福SCアリス内 076-431-8620

富山県 アルビス 経堂店 930-0951 富山市経堂1-251 076-493-7878

富山県 アルビス 新庄店 930-0991 富山市新庄銀座3-3-22 076-452-5600

富山県 アルビス ルミネス店 931-8453 富山市中田1-5-20 SCルミネス内 076-438-6400

富山県 アルビス 小矢部店 932-0022 小矢部市桜町1816番地 0766-68-3366

富山県 アルビス 野村店 933-0014 高岡市野村1671番1 0766-26-2122

富山県 アルビス 米島店 933-0076 高岡市米島字表向460-1 0766-27-5300

富山県 アルビス 丸の内店 933-0912 高岡市丸の内3番6号 0766-23-2050

富山県 アルビス 美幸町店 933-0954 高岡市美幸町1丁目255-1 0766-28-1212

富山県 アルビス 姫野店 934-0093 高岡市放生津79番 0766-84-5173

富山県 アルビス 氷見店 935-0024 氷見市窪295-1 0766-91-7676

富山県 アルビス タピス店 939-0116 高岡市福岡町下蓑385 0766-64-5810

富山県 アルビス 大島店 939-0285 射水市本開発11 0766-50-2300

富山県 アルビス いみずの小杉店 939-0332 射水市一条6番5 0766-57-3500

富山県 アルビス 歌の森店 939-0351 射水市戸破1569 0766-57-1166

富山県 アルビス パスコ店 939-0363 射水市中太閤山1-1 0766-56-5551

富山県 アルビス ミューズ店 939-0531 富山市水橋市江47 076-478-1185
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富山県 アルビス 入善店 939-0642 下新川郡入善町上野1296-1 0765-74-2111

富山県 アルビス 戸出店 939-1104 高岡市戸出町4-2-8 0766-62-1300

富山県 アルビス 中田店 939-1251 高岡市常国327 0766-36-1863

富山県 アルビス となみ店 939-1365 砺波市三島町11-27 0763-33-0655

富山県 アルビス 福光店 939-1704 南砺市田中266 0763-52-6800

富山県 アルビス 大久保店 939-2251 富山市下大久保263-1 076-468-7600

富山県 アルビス グリーンモール店 939-8006 富山市山室226-2 076-493-7000

富山県 アルビス 高原町店 939-8015 富山市中川原65-6 076-421-7060

富山県 アルビス 布瀬店 939-8208 富山市布瀬町南1-6-5 076-421-7557

富山県 アルビス オレンジマート モア店 939-2306 富山市八尾町井田580-1 076-455-2122

富山県 アルビス オレンジマート パピ店 939-2706 富山市婦中町速星1070-1 076-466-2042

富山県 アルビス オレンジマート 宮野店 939-2734 富山市婦中町新屋59 076-465-4821

富山県 花すみ（アルビス提携店） 930-0138 富山市呉羽町７０２６ 076-436-7525

富山県 ホープクリーニング アルビス呉羽店（アルビス提携店） 930-0168 富山市本郷2459-7 076-427-1878

富山県 おしゃれ工房アルビスおくだ店（アルビス提携店） 930-0803 富山市新元町字早稲田割一番138-3 076-431-0120

富山県 三澤電機商会（アルビス提携店） 930-0887 富山市五福５２６４番地の１ 076-431-1354

富山県 ミスタータイヤマン 富山町村店（アルビス提携店） 930-0952 富山市町村１３８－２ 0120-539-777

富山県 有限会社ホンダフレンドリー 福田（アルビス提携店） 930-3267 中新川郡立山町江崎９６番地 076-463-0782

富山県 らくやん 高岡城東店（アルビス提携店） 933-0041 高岡市城東１－１－１ 0766-53-5664

富山県 エネオス 高岡丸二（有）城東給油所（アルビス提携店） 933-0041 高岡市城東１－９０４－６ 0766-25-4868

富山県 Toranekoya（アルビス提携店） 935-0063 氷見市加油445-3 0766-72-0511

富山県 もんじゃとお好み焼きの店たま家（アルビス提携店） 939-0285 射水市本開発字代官免４３４イータウン内 0766-55-5708

富山県 ホープクリーニング アルビス戸出店（アルビス提携店） 939-1104 高岡市戸出町4-2-12 0766-63-2182

富山県 みぞぐち元気堂（アルビス提携店） 939-1704 南砺市田中１４８ 0763-52-8261
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富山県 らくやん 山室店（アルビス提携店） 939-8005 富山市中市２－１－２３ 076-481-6626

富山県 らくやん 富山インター店（アルビス提携店） 939-8071 富山市紙袋６０５番地２それいゆビル１Ｆ 076-424-5554

石川県 アルビス 高柳店 920-0005 金沢市高柳町二字63番地1 076-251-2100

石川県 アルビス 内灘店 920-0266 河北郡内灘町大根布1-8-1 076-286-2311

石川県 アルビス 畝田店 920-0342 金沢市畝田西3丁目603番地 076-268-5550

石川県 アルビス 安原中央店 920-0376 金沢市福増町南1265 076-249-2460

石川県 アルビス 笠舞店 920-0965 金沢市笠舞1-23-25 076-222-3880

石川県 アルビス 田上店 920-1152 金沢市田上さくら3丁目40番地 076-221-1120

石川県 アルビス 杜の里店 920-1167 金沢市もりの里3-170 076-260-7611

石川県 アルビス 大友店 920-8222 金沢市大友2丁目234番地 076-238-1800

石川県 アルビス 泉が丘中央店 921-8035 金沢市泉が丘2-8-3 076-245-6100

石川県 アルビス 西南部店 921-8063 金沢市八日市出町840番地 076-249-6330

石川県 アルビス 泉が丘サンピア店 921-8173 金沢市円光寺2-345 076-226-8201

石川県 アルビス 野々市三納店 921-8825 野々市市三納1丁目77 076-246-3800

石川県 アルビス 明倫通り店 921-8844 野々市市堀内4丁目95 076-246-1160

石川県 アルビス 小松城南店 923-0026 小松市下牧町己1街区1 0761-23-5500

石川県 アルビス 小松幸町店 923-0867 小松市幸町3丁目119 0761-22-8377

石川県 アルビス 寺井店 923-1121 能美市寺井町ロ90-1 0761-57-8338

石川県 アルビス 辰口店 923-1243 能美市三ツ屋町3-1 0761-51-7316

石川県 アルビス 北安田店 924-0024 白山市北安田町23街区69番 076-276-2500

石川県 アルビス 羽咋宝達志水店 929-1421 羽咋郡宝達志水町二口へ7番 0767-29-8100

石川県 タイヤ館 金沢東（アルビス提携店） 920-0004 金沢市疋田１－２２２ 076-252-4700

石川県 タイヤ館 金沢南（アルビス提携店） 921-8177 金沢市伏見台１－１４－２７ 076-280-7333

石川県 タイヤ館 松任（アルビス提携店） 924-0865 白山市倉光10丁目140番地 076-274-7800
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石川県 三谷ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾝ　城南SS（アルビス提携店） 920-0967 金沢市菊川1-34-13 076-231-4655

石川県 らくやん 金沢福久店（アルビス提携店） 920-3126 金沢市福久２－８９ 076-255-0090

石川県 美容室Ｒ･Ｏ･Ｉ 野々市店（アルビス提携店） 921-8823 野々市市粟田１丁目１７９プラムハウス5 076-246-3544

石川県 美容室Ｒ･Ｏ･Ｉ 小松店（アルビス提携店） 923-0835 小松市吉竹町225 090-1310-8846

石川県 美容室Ｒ･Ｏ･Ｉ 辰口店（アルビス提携店） 923-1243 能美市三ツ屋町3-1 0761-51-3336

石川県 弱酸性美容室lateral（アルビス提携店） 939-8208 富山市布瀬町南2-1-9 076-482-6651

福井県 アルビス 大願寺店 910-0001 福井市大願寺２丁目７－１ 0776-21-3657

福井県 アルビス 森田店 910-0122 福井市石盛町19字6-2 0776-56-8500

福井県 アルビス 高木店 910-0804 福井市高木中央3丁目812番地 0776-52-8600

福井県 アルビス 稲寄店 915-0095 越前市稲寄町26-7-3 0778-22-8100

福井県 アルビス さばえ鳥羽店 915-0095 鯖江市鳥羽3丁目903番地 0778-52-5610

福井県 あおい商事㈱ まちやＳＳ（アルビス提携店） 910-0002 福井市町屋２－６－１８ 0776-27-5220

福井県 あおい商事㈱ セルフプラザつくし野ＳＳ（アルビス提携店） 910-0122 福井市石盛町1001 0776-55-0810

福井県 タイヤセンター 武生（アルビス提携店） 910-0801 越前市家久町３０－１１ 0778-24-5788

福井県 タイヤセールス 福井北（アルビス提携店） 910-0802 福井市大和田町２丁目１７０１番地 0776-54-0505

福井県 タイヤセンター 福井（アルビス提携店） 910-0841 福井市開発町５丁目９０１番地 0776-53-9390

福井県 あおい商事㈱ セルフプラザふくいＳＳ（アルビス提携店） 910-0842 福井市開発５－２１１９ 0776-53-3355

福井県 タイヤセールス 敦賀（アルビス提携店） 914-0121 敦賀市野神１５－４－3 0770-22-4600

福井県 タイヤ館 武生東（アルビス提携店） 915-0094 越前市横市町１０字１－１ 0778-21-0055

福井県 あおい商事㈱ サンドームＳＳ（アルビス提携店） 916-0045 鯖江市宮前2-3-27 0778-52-0033

福井県 あおい商事㈱ セルフプラザさばえＳＳ（アルビス提携店） 916-0047 鯖江市柳町４－７－１５ 0778-51-6800

福井県 タイヤセールス 坂井（アルビス提携店） 919-0525 坂井市坂井町徳分田３６－１３ 0776-72-3000

岐阜県 アルビス 美濃加茂店 505-0031 美濃加茂市新池町1丁目4-22 0574-24-7001


