
店舗名 郵便番号 住所

夷隅町国府台 298-0112 千葉県いすみ市国府台８４５－１

大原深堀 298-0003 千葉県いすみ市深堀３６０－３

いすみ大原 298-0004 千葉県いすみ市大原１２１０番地

旭川端 289-2511 千葉県旭市イ２６１６番地３

旭東 289-2504 千葉県旭市ニ１９７０番１

千葉干潟 289-0511 千葉県旭市鏑木３８３２番１７

東総干潟 289-0516 千葉県旭市米込１８２８－１０

鋸南竜島 299-2118 千葉県安房郡鋸南町竜島７２９番１

栄安食 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食１７３２－２

房総のむら 270-1505 千葉県印旛郡栄町竜角寺字前原１０４８－１

酒々井駅前 285-0921 千葉県印旛郡酒々井町中川５０番地３岡田第一ビル１Ｆ

酒々井尾上 285-0911 千葉県印旛郡酒々井町尾上６０番４

酒々井墨 285-0913 千葉県印旛郡酒々井町墨１５５８番１

浦安海楽 279-0003 千葉県浦安市海楽１－１－７

浦安若潮通り 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り２－１－８

浦安東野一丁目 279-0042 千葉県浦安市東野１－３－１

ヤックスドラッグ浦安東野 279-0042 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

浦安駅前 279-0001 千葉県浦安市当代島１－１－２５板徳ビル１Ｆ

浦安マリーナ 279-0013 千葉県浦安市日の出１－３－１

アトレ新浦安 279-0012 千葉県浦安市入船１丁目１番の１１階６０７０

浦安富士見三丁目 279-0043 千葉県浦安市富士見３－１－２

浦安富士見一丁目 279-0043 千葉県浦安市富士見一丁目５番１号

浦安北栄四丁目 279-0002 千葉県浦安市北栄４－１７－４７

浦安北栄 279-0002 千葉県浦安市北栄４－２８－１１

浦安駅東口 279-0002 千葉県浦安市北栄一丁目１３番１７号

ニーズ浦安 279-0002 千葉県浦安市北栄二丁目４番１１号

浦安堀江三丁目 279-0041 千葉県浦安市堀江３－２７－１５

我孫子駅北口 270-1166 千葉県我孫子市我孫子１－９－１２

我孫子駅前 270-1166 千葉県我孫子市我孫子一丁目１４番２８号

我孫子湖北台 270-1132 千葉県我孫子市湖北台７－１３－５８

天王台駅柴崎台 270-1176 千葉県我孫子市柴崎台１－１０－１

天王台駅前 270-1143 千葉県我孫子市天王台１－１－２

天王台駅南口 270-1143 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１

我孫子都 270-1102 千葉県我孫子市都６番地１

我孫子本町 270-1151 千葉県我孫子市本町１丁目４番７

鎌ヶ谷くぬぎ山駅前 273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山４－２－３５

くぬぎ山四丁目 273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山４丁目１２－４３

鎌ヶ谷東初富 273-0122 千葉県鎌ヶ谷市東初富１－３－６

鎌ヶ谷道野辺中央 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

鎌ヶ谷南初富 273-0123 千葉県鎌ヶ谷市南初富二丁目１０番５４号

南初富六丁目 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

馬込沢駅前 273-0115 千葉県鎌ヶ谷東道野辺７－４２３－１

鴨川横渚 296-0001 千葉県鴨川市横渚２８７番地１

鴨川天津 299-5503 千葉県鴨川市天津字向原３２４１番１外

鴨川和泉 296-0045 千葉県鴨川市和泉６３６－３

館山宮城 294-0033 千葉県館山市宮城１０８０

館山上真倉 294-0038 千葉県館山市上真倉３１４－１



館山バイパス 294-0045 千葉県館山市北条１２４１番１

館山北条 294-0045 千葉県館山市北条１６２４－１

館山駅東口 294-0045 千葉県館山市北条２２２５番１

館山中央 294-0045 千葉県館山市北条７０５－１

君津下湯江 299-1131 千葉県君津市下湯江１１２８

君津小糸 299-1107 千葉県君津市上１７０

君津西 299-1147 千葉県君津市人見９８４－３

君津西坂田 299-1145 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号

君津貞元 299-1133 千葉県君津市貞元１５２－１

君津北 299-1161 千葉県君津市北子安字東山９０３－１７

君津杢師 299-1163 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外

東庄笹川 289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い５５１番１

東庄新宿 289-0611 千葉県香取郡東庄町新宿１１０９番地

香取小川 289-0338 千葉県香取市下小川１２８８番地１

佐原香取ＩＣ前 287-0015 千葉県香取市吉原４２０－４

香取佐原 287-0003 千葉県香取市佐原イ４２１５番９

香取山之辺 287-0042 千葉県香取市山之辺１４４０－１

小見川大橋 289-0313 千葉県香取市小見川字八丁面５５８７

小見川工業団地 289-0341 千葉県香取市虫幡１１０２－１

小見川神里 289-0341 千葉県香取市虫幡３９０番地１

香取野田 289-0314 千葉県香取市野田２４７

佐倉井野 285-0855 千葉県佐倉市井野１５３１－３

臼井駅北口 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１

佐倉臼井台 285-0866 千葉県佐倉市臼井台１６８２－１他３筆

佐倉王子台 285-0837 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６

佐倉寺崎 285-0819 千葉県佐倉市寺崎北四丁目１－６

佐倉大崎台 285-0817 千葉県佐倉市大崎台１丁目１６番１

佐倉第三工業団地 285-0064 千葉県佐倉市天辺４２９－１

佐倉並木町 285-0015 千葉県佐倉市並木町３０番２外

松尾横芝インター 289-1757 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４

横芝町 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝１５１９－１

横芝光町 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝５４４－４

九十九里不動堂 283-0113 千葉県山武郡九十九里町不動堂４５０－５０

九十九里片貝 283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝３５５２－１

芝山大里 289-1603 千葉県山武郡芝山町大里１番地２

松尾はにわ道 289-1523 千葉県山武市五反田２２２８

山武白幡 289-1306 千葉県山武市白幡２０４０番地２

四街道物井 284-0012 千葉県四街道市もねの里２丁目１５番１４号

四街道小学校前 284-0005 千葉県四街道市四街道１５５０－１

四街道中央 284-0005 千葉県四街道市鹿渡９３３－２２８

四街道駅北口 284-0003 千葉県四街道市鹿渡字熊谷台１０１８番９（地番）

四街道鹿放橋 284-0008 千葉県四街道市鹿放ケ丘１４５

四街道鹿放ヶ丘 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘４８７－１

いわさわ大日 284-0001 千葉県四街道市大日１８６５番１

四街道大日 284-0001 千葉県四街道市大日３５４－１

市原ちはら台東三丁目 290-0141 千葉県市原市ちはら台東３－５－５

市原磯ヶ谷 290-0204 千葉県市原市磯ヶ谷１５３４－２

市原瀬又 290-0168 千葉県市原市永吉字川向１４１１番地１



市原岩崎 290-0047 千葉県市原市岩崎１－３６－９

市原八幡宿東通り 290-0007 千葉県市原市菊間３０９－１

大松屋牛久 290-0225 千葉県市原市牛久９１０－３

市原古市場 290-0008 千葉県市原市古市場１３７番３

大松屋五井西 290-0038 千葉県市原市五井西４－１６－９

大松屋京葉 290-0038 千葉県市原市五井西四丁目１番１

市原五井西六丁目 290-0038 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

市原五井中央西 290-0081 千葉県市原市五井中央西２丁目１５－１

市原五井東 290-0055 千葉県市原市五井東３－６－１

市原五井更級通り 290-0056 千葉県市原市更級１丁目１－１

市原山倉 290-0201 千葉県市原市山倉字北笠松１５４番

市原姉崎 299-0111 千葉県市原市姉崎１９４６－１

市原姉ヶ崎駅入口 299-0111 千葉県市原市姉崎東三丁目３番地１８

市原新生 290-0257 千葉県市原市新生５５７－１番地

市原五井白金通り 290-0056 千葉県市原市新田・下宿土地区画整理事業仮換地３４街区１３画地他

市原潮見通り 299-0102 千葉県市原市青柳８５－１

市原辰巳台西二丁目 290-0004 千葉県市原市辰巳台西２丁目４－２

市原平成通り 290-0064 千葉県市原市東五所４番１

市原白金町 290-0059 千葉県市原市白金町一丁目８３番

市原旭五所 290-0062 千葉県市原市八幡１１９－１

市原八幡浦 290-0068 千葉県市原市八幡浦一丁目１番１

市原八幡石塚 290-0061 千葉県市原市八幡石塚１－１６－２０

市原八幡北町 290-0069 千葉県市原市八幡北町３－８－１１

市川下貝塚二丁目 272-0821 千葉県市川市下貝塚２－３５－１５

市川宮久保 272-0822 千葉県市川市宮久保三丁目３６番１２号

市川欠真間 272-0142 千葉県市川市欠真間１－４－１０

行徳駅前四丁目 272-0133 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号

市川高谷 272-0013 千葉県市川市高谷１６２６－１他

市川高谷一丁目 272-0013 千葉県市川市高谷一丁目３番１１号

東京医科歯科大学 272-0827 千葉県市川市国府台２－８－２８

市川駅北 272-0034 千葉県市川市市川１－１３－３２

市川駅南口 272-0033 千葉県市川市市川南１－１０－１－２１３

市川駅西 272-0033 千葉県市川市市川南１－９－２３

市川若宮 272-0812 千葉県市川市若宮３－５０－１９

市川新井一丁目 272-0144 千葉県市川市新井一丁目６番８号

市川新田 272-0035 千葉県市川市新田４－８－２５

市川真間 272-0826 千葉県市川市真間１－１２－４

市川曽谷一丁目 272-0832 千葉県市川市曽谷１丁目２０番２１号

市川行徳街道 272-0143 千葉県市川市相之川１－１－７

市川相之川二丁目 272-0143 千葉県市川市相之川２－６－１９

サクマ南行徳駅 272-0143 千葉県市川市相之川４丁目１７番２

市川大洲 272-0032 千葉県市川市大洲２－８－３２

市川大野駅前 272-0805 千葉県市川市大野町２－２０５

市川大野町四丁目 272-0805 千葉県市川市大野町４－２１９１－１

市川東菅野 272-0823 千葉県市川市東菅野三丁目２９番３号

市川インター 272-0026 千葉県市川市東大和田１－２４－２３

南行徳三丁目 272-0138 千葉県市川市南行徳３－３－２０

市川南大野二丁目 272-0804 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号



本八幡駅南口 272-0023 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

市川二俣 272-0001 千葉県市川市二俣一丁目６番１２号

市川入船 272-0134 千葉県市川市入船１４番１

市川八幡 272-0021 千葉県市川市八幡三丁目１１番１７号

市川八幡二丁目 272-0021 千葉県市川市八幡二丁目８番１３号

妙典駅西口 272-0115 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん

市川福栄 272-0137 千葉県市川市福栄３－１０－１０

市川北方二丁目 272-0815 千葉県市川市北方二丁目２４番１３号

市川湊新田二丁目 272-0132 千葉県市川市湊新田２－９－１２

習志野茜浜 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１３－１０

習志野鷺沼 275-0014 千葉県習志野市鷺沼１－６－３

東習志野八丁目 275-0001 千葉県習志野市東習志野８丁目１９番２８号

東習志野三丁目 275-0001 千葉県習志野市東習志野三丁目１４－１７

勝浦出水 299-5235 千葉県勝浦市出水１２３３－２

国際武道大学前 299-5224 千葉県勝浦市新官田ノ谷１４３４番１

松戸栄町 271-0062 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１

松戸栄町西四丁目 271-0061 千葉県松戸市栄町西四丁目１１７１番１

松戸牧の原 270-2218 千葉県松戸市五香西３丁目８番１２

松戸五香西 270-2218 千葉県松戸市五香西二丁目１番１２

松戸幸谷 270-0017 千葉県松戸市幸谷１５０７－２２

松戸幸田 270-0001 千葉県松戸市幸田２４１番１

松戸紙敷 270-2221 千葉県松戸市紙敷９３５番地の１

松戸小金 270-0014 千葉県松戸市小金１６番地

松戸小金南 270-0014 千葉県松戸市小金４２５番地

北小金駅南口 270-0014 千葉県松戸市小金４４２－１４

むらた小金原 270-0021 千葉県松戸市小金原７－４－１

小金原八丁目 270-0021 千葉県松戸市小金原八丁目７－５

松戸七畝割 271-0092 千葉県松戸市松戸２３０１－１０

松戸新田西 270-2241 千葉県松戸市松戸新田２９５番２

松戸新田駅前 270-2241 千葉県松戸市松戸新田４５６－２２

松戸松飛台 270-2214 千葉県松戸市松飛台１７２番２１７２番３

松戸上本郷 271-0064 千葉県松戸市上本郷１－３０６３

専大松戸高校前 271-0064 千葉県松戸市上本郷３６３５

北松戸駅前 271-0064 千葉県松戸市上本郷８９７ー１

北松戸駅西口 271-0064 千葉県松戸市上本郷９１１番地２

キタハラ常盤平 270-2261 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５

常盤平六丁目 270-2261 千葉県松戸市常盤平六丁目２番地９号

新松戸駅前 270-0034 千葉県松戸市新松戸１－４８２

新松戸一丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸一丁目４３２番

新松戸三丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸三丁目１３０番地

新松戸六丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸六丁目１７

馬橋西口 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町３５

松戸大金平 270-0006 千葉県松戸市大金平５－３７３－１

松戸中根長津町 271-0054 千葉県松戸市中根長津町１１９－２

新八柱駅前 270-2253 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１

八柱駅北口 270-2253 千葉県松戸市日暮２－５－１１

京金馬橋駅前 271-0051 千葉県松戸市馬橋１２２

牧の原二丁目 270-2267 千葉県松戸市牧の原２－４８－１



松戸本町 271-0091 千葉県松戸市本町７－３松屋ビル

稔台一丁目 270-2231 千葉県松戸市稔台１－７－５

みのり台駅南 270-2231 千葉県松戸市稔台１丁目１２－１

松戸稔台 270-2231 千葉県松戸市稔台４６０－１

みのり台駅前通り 270-2231 千葉県松戸市稔台一丁目３０－３

松戸岩瀬 271-0074 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１

松戸六高台二丁目 270-2203 千葉県松戸市六高台２丁目５２番地の１

松戸和名ヶ谷 270-2232 千葉県松戸市和名ケ谷６８５番１

成田駅西口 286-0035 千葉県成田市囲護台１－４－４フィールドホーム第３ビル

成田久住駅前 286-0819 千葉県成田市久住中央１丁目１１番１２３

三里塚梅園 286-0111 千葉県成田市三里塚１７５番地１

成田上福田 286-0842 千葉県成田市上福田３３２

成田西三里塚 286-0115 千葉県成田市西三里塚２４５番７

ホテルマイステイズプレミア成田286-0131 千葉県成田市大山３１

成田中通 286-0122 千葉県成田市大清水６７番５

成田南羽鳥 286-0805 千葉県成田市南羽鳥１８１２

成田南三里塚 286-0113 千葉県成田市南三里塚３０５－１

成田飯田町 286-0041 千葉県成田市飯田町１４３番地５０

成田本城 286-0114 千葉県成田市本城１５０－２

千葉稲毛東一丁目 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東１丁目１６－１１

稲毛東三丁目 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１５－５

稲毛園生町南 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町４８７番７０

稲毛穴川一丁目 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川一丁目７番１号

千葉轟町一丁目 263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町１丁目５番１号

千葉黒砂台一丁目 263-0041 千葉県千葉市稲毛区黒砂台１丁目１１－４

千葉大学前 263-0041 千葉県千葉市稲毛区黒砂台３－１－４

稲毛山王 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町１５１－３

千葉山王町 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町２４７

千葉小深町 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町４８－１

稲毛小中台町 263-0044 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

稲毛小仲台九丁目 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台九丁目８０６番１

千葉長沼原 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１６番地１

稲毛長沼 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３７番６

千葉天台 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台５丁目２３－１７

西千葉駅前 263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町２－２１

千葉花園 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園三丁目３番９号

千葉検見川五丁目 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町５丁目１－１

武石インター 262-0031 千葉県千葉市花見川区武石町１－２３６－２

千葉武石町 262-0031 千葉県千葉市花見川区武石町二丁目１０５３番地

幕張本郷 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３

幕張本郷七丁目 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－４－２９

千葉みつわ台五丁目 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台５－１２－１４

千葉貝塚 264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町１１０７番２

千葉金親町 264-0001 千葉県千葉市若葉区金親町２４３－５

千葉御成台 265-0077 千葉県千葉市若葉区御成台１丁目１４－９

千葉更科町 265-0073 千葉県千葉市若葉区更科町２０１９番１

千葉若松町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町２０９２－９

千葉若松御成街道 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町４３１番２０



千葉愛生町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町７１７ー４

若葉若松町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町９５１－１６

千葉小倉町 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町７８１番１

千葉大宮インター 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町２１１９－１

千葉大草町 264-0011 千葉県千葉市若葉区大草町７番１

千葉旭町 260-0002 千葉県千葉市中央区旭町７－１

千葉栄町南通り 260-0016 千葉県千葉市中央区栄町１番３

千葉栄町中央 260-0016 千葉県千葉市中央区栄町３６番１０号ＹＳ千葉中央ビル１階

千葉汐見丘町 260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町２３番地１１

千葉出洲港 260-0023 千葉県千葉市中央区出洲港１２番２３号

西千葉春日町 260-0033 千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号

千葉新宿 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿二丁目５番１３号

登戸小学校前 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目３－４

千葉新田町 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町１番１号ＩＭＩ未来ビル１Ｆ

千葉仁戸名 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町５１５番１２

千葉松ヶ丘 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町１１９２－１

千葉生実町 260-0813 千葉県千葉市中央区生実町１７３２－１

千葉寺駅東 260-0844 千葉県千葉市中央区千葉寺町９０４－９

千葉中央一丁目 260-0013 千葉県千葉市中央区中央一丁目１番９

千葉みなと駅南口 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号

本千葉駅東口 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲一丁目２５番４号

千葉鶴沢 260-0003 千葉県千葉市中央区鶴沢町２０－２４

千葉登戸四丁目 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸四丁目５番９号

千葉都町三丁目 260-0001 千葉県千葉市中央区都町３丁目２２－９

東千葉二丁目 260-0041 千葉県千葉市中央区東千葉２丁目３２ー１２

南生実町 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町７５５番５

千葉南町三丁目 260-0842 千葉県千葉市中央区南町３丁目７番１２号

千葉浜野中央 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町９５１番

千葉駅東口 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１－１

千葉富士見二丁目 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目５－３

千葉駅北口 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天１丁目１４番７号

千葉弁天二丁目 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天２－１－１０

千葉弁天 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天２丁目１番２号

千葉末広四丁目 260-0843 千葉県千葉市中央区末広４丁目１３－７

千葉問屋町 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町１１１番５

千葉矢作町 260-0851 千葉県千葉市中央区矢作町１５２－１

千葉祐光一丁目 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光１丁目１－６

千葉祐光三丁目 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光３－１５９４－２

千葉祐光四丁目 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光４丁目１番１号

幕張アミューズモール 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目８

千葉幸町二丁目 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－２１－１

千葉幸町一丁目 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号

幕張ベイタウン 261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬２－３

千葉あすみが丘 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目２０番４

千葉あすみが丘九丁目 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘九丁目１－１

おゆみ野一丁目 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１

千葉越智町 267-0055 千葉県千葉市緑区越智町７４７－３１

千葉高田町 266-0003 千葉県千葉市緑区高田町４０２－１６



千葉平川町 266-0004 千葉県千葉市緑区平川町２３３０番地１

千葉誉田駅前 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２３番地

誉田大網街道 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町一丁目７８８番１

船橋印内三丁目 273-0039 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号

船橋印内町 273-0025 千葉県船橋市印内町６７４－７

船橋夏見 273-0865 千葉県船橋市夏見４丁目４－２５

船橋夏見台 273-0866 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号

船橋海神二丁目 273-0021 千葉県船橋市海神２丁目１７番２９号

ルーキー丸山四丁目 273-0048 千葉県船橋市丸山４－２６

船橋金杉 273-0853 千葉県船橋市金杉３丁目１番４号

中山競馬場前 273-0037 千葉県船橋市古作二丁目１番５号

船橋高瀬町 273-0014 千葉県船橋市高瀬町３２番１

船橋咲が丘 274-0807 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５

船橋三山七丁目 274-0072 千葉県船橋市三山７丁目８番６号

船橋三山八丁目 274-0072 千葉県船橋市三山八丁目２５番１５号

船橋芝山四丁目 274-0816 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

船橋実籾街道 274-0071 千葉県船橋市習志野２－１２－１３

船橋習志野四丁目 274-0071 千葉県船橋市習志野４丁目８番１２号

寺島習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台４－８１－２０

船橋習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台７－１５９３－２

船橋駿河台 273-0862 千葉県船橋市駿河台２－９－３０

船橋小室町 270-1471 千葉県船橋市小室町３１０９番地２

小室駅前 270-1471 千葉県船橋市小室町３３２１番地

船橋小野田町 274-0081 千葉県船橋市小野田町１５１６－４

西船橋駅北口 273-0031 千葉県船橋市西船４丁目２９－８

西船四丁目 273-0031 千葉県船橋市西船四丁目１７番８号

津田沼駅北口 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１３－１０

船橋坪井町 274-0060 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番地１１号

東船橋駅南口 273-0002 千葉県船橋市東船橋４丁目３１番１号

船橋法典駅前 273-0047 千葉県船橋市藤原２－１－１

船橋藤原 273-0047 千葉県船橋市藤原５－１－５

船橋藤原四丁目 273-0047 千葉県船橋市藤原四丁目４番１号

船橋南本町 273-0004 千葉県船橋市南本町１０－１３

二和向台駅前 274-0805 千葉県船橋市二和東５－２５－３６

船橋日の出 273-0015 千葉県船橋市日の出二丁目１番７号

船橋飯山満町 274-0822 千葉県船橋市飯山満町１－１３３５－７

船橋飯山満町二丁目 274-0822 千葉県船橋市飯山満町２丁目６８５－１

下総中山駅南口 273-0035 千葉県船橋市本中山３－１４－２０

船橋本中山 273-0035 千葉県船橋市本中山５丁目２番４０号

原木中山駅北 273-0035 千葉県船橋市本中山７－１０－１０

船橋本町一丁目 273-0005 千葉県船橋市本町１－１３－１０

船橋本町四丁目 273-0005 千葉県船橋市本町４－３７－１３

船橋駅東 273-0005 千葉県船橋市本町５－１－４

プラウドタワー船橋 273-0005 千葉県船橋市本町５－４－５Ｎ－１

船橋本町五丁目 273-0005 千葉県船橋市本町５丁目９番３号

船橋駅北 273-0005 千葉県船橋市本町６丁目１番３号

船橋本町七丁目 273-0005 千葉県船橋市本町７－１０－４

京成船橋 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目２４番１号



匝瑳高 289-2132 千葉県匝瑳市高４８１－１

土屋八日市場駅前 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ－１１１－５

八日市場米倉 289-2146 千葉県匝瑳市八日市場ホ１２４４－１

袖ヶ浦神納 299-0257 千葉県袖ヶ浦市神納２９４２－２

袖ヶ浦長浦 299-0243 千葉県袖ケ浦市蔵波１９３４番１

袖ヶ浦蔵波 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１

袖ケ浦奈良輪 299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６－１

大網白里南今泉 299-3202 千葉県大網白里市南今泉１３０－２

白里海岸 299-3202 千葉県大網白里市南今泉４８８１－８７

銚子四日市場 288-0841 千葉県銚子市四日市場町２５９

銚子清川町 288-0817 千葉県銚子市清川町３丁目６番９号

銚子駅前 288-0044 千葉県銚子市西芝町１４－１９

銚子川口町 288-0001 千葉県銚子市川口町２－６５２４

一宮海岸 299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１

長生岩沼 299-4336 千葉県長生郡長生村岩沼２５８８－１

長生一松海岸 299-4322 千葉県長生郡長生村驚５７７

長生七井土 299-4333 千葉県長生郡長生村七井土１４６２－１

長柄国府里 297-0203 千葉県長生郡長柄町国府里５７３－１０

白子五井西 299-4211 千葉県長生郡白子町五井２４９２番地２

東金家之子 283-0001 千葉県東金市家之子４８３－１

東金インター 283-0821 千葉県東金市小野６２－１

ワンダーグー東金 283-0005 千葉県東金市田間２２２

東金東新宿 283-0006 千葉県東金市東新宿７－４

東金道庭 283-0003 千葉県東金市道庭８５０番１

東金南上宿 283-0066 千葉県東金市南上宿８番３

南房総丸山 299-2525 千葉県南房総市加茂字山詰２６５５－５

柏駅前 277-0852 千葉県柏市旭町１ー１ー２１

柏駅西口 277-0852 千葉県柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル

柏花野井 277-0812 千葉県柏市花野井１８１０番地１

柏大室 277-0812 千葉県柏市花野井７５０番１他

柏光ケ丘 277-0065 千葉県柏市光ケ丘二丁目２３番１５号

柏高田 277-0861 千葉県柏市高田１４６番３

柏市民の森 277-0941 千葉県柏市高柳２番４

北柏駅北口 277-0831 千葉県柏市根戸１８６４－４

柏富勢 277-0831 千葉県柏市根戸４６７－２

柏若柴 277-0871 千葉県柏市若柴字入谷津１－５５

柏たなか 277-0803 千葉県柏市小青田１丁目７－６

柏松ケ崎 277-0835 千葉県柏市松ケ崎字東前６１６－５

柏松葉町七丁目 277-0827 千葉県柏市松葉町７丁目１４－１

西原三丁目 277-0885 千葉県柏市西原３丁目１番１号

柏西原 277-0885 千葉県柏市西原６－９－１７

柏大井 277-0902 千葉県柏市大井４９９

柏インター西 277-0805 千葉県柏市大青田字中山新田７４４－２１

柏大津ヶ丘 277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘１－２９－３

柏大津ヶ丘四丁目 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘４丁目１番５号

柏中央一丁目 277-0023 千葉県柏市中央１－５－９

柏東上町 277-0011 千葉県柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１

柏南高柳 277-0944 千葉県柏市南高柳５６－４



柏南増尾 277-0054 千葉県柏市南増尾７丁目４－２８

柏一丁目 277-0005 千葉県柏市柏１丁目６番９号エスエーケービル１階

柏の葉五丁目 277-0882 千葉県柏市柏の葉５－４－１７

柏五丁目 277-0005 千葉県柏市柏五丁目１番１号

柏四丁目 277-0005 千葉県柏市柏四丁目１１番１０号

柏富里 277-0081 千葉県柏市富里２－５－５

中嶋屋豊四季駅前 277-0863 千葉県柏市豊四季１００１レクセルプラザ豊四季

柏豊四季 277-0863 千葉県柏市豊四季２２６－３

柏新富町 277-0863 千葉県柏市豊四季４８９－１

北柏駅前 277-0832 千葉県柏市北柏３－１－１昭信ビル

北柏三丁目 277-0832 千葉県柏市北柏３丁目１３－１９

北柏台 277-0836 千葉県柏市北柏台５番２

マツマル柏 277-0842 千葉県柏市末広町１１－１５

柏駅末広町 277-0842 千葉県柏市末広町５－１ベルウッドビル１Ｆ

柏名戸ヶ谷 277-0032 千葉県柏市名戸ケ谷１１７０－１

柏明原一丁目 277-0843 千葉県柏市明原一丁目８番１９

柏柳戸 270-1454 千葉県柏市柳戸５２２－１

白井堀込 270-1424 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号

八街四木 289-1122 千葉県八街市八街へ１９９－２４５

八街五方杭 289-1115 千葉県八街市八街ほ１０３０－１５

八街三角地 289-1115 千葉県八街市八街ほ２０８番地７３９

八街駅南口 289-1115 千葉県八街市八街ほ２２３－４

八街富山 289-1141 千葉県八街市富山１３１４－４３

八街中央 289-1104 千葉県八街市文違３０１－４２９

八千代高津 276-0036 千葉県八千代市高津６７５番地１

八千代大和田新田 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１

八千代緑ヶ丘駅南 276-0046 千葉県八千代市大和田新田９８８番１

ダイト富津関尻 299-1752 千葉県富津市関尻４４７番地１

富津青木 293-0012 千葉県富津市青木２丁目８番地の９

富津大堀中央 293-0001 千葉県富津市大堀１２番地

富津大堀 293-0001 千葉県富津市大堀５４７

富津湊 299-1607 千葉県富津市湊６６１－１

富里七栄南 286-0221 千葉県富里市七栄２２５－３８

茂原高師台 297-0078 千葉県茂原市高師台１丁目２－３

茂原高師町 297-0021 千葉県茂原市高師町３－３

新茂原 297-0019 千葉県茂原市上林６２－１

茂原新小轡 297-0006 千葉県茂原市新小轡６－１

大松屋茂原 297-0023 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６

茂原早野 297-0037 千葉県茂原市早野１１３１番１

茂原明光橋 297-0037 千葉県茂原市早野２９７６

茂原東部台 297-0015 千葉県茂原市東部台二丁目２６－１

茂原本納 299-4113 千葉県茂原市法目字立野７０８

茂原六ツ野 297-0012 千葉県茂原市六ツ野３１３３－１

木更津久津間 292-0004 千葉県木更津市久津間９８０番１

木更津金田東 292-0009 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２

サカモト高柳 292-0014 千葉県木更津市高柳２４６４－１

木更津笹子 292-0032 千葉県木更津市笹子４４２－１

木更津南インター 292-0815 千葉県木更津市大久保４４４－１



木更津駅前 292-0805 千葉県木更津市大和１丁目１番１５号木更津カイセイビル

海ほたるＰＡ 292-0008 千葉県木更津市中島地先

木更津朝日三丁目 292-0055 千葉県木更津市朝日３－１－１

木更津長須賀 292-0054 千葉県木更津市長須賀２００５

木更津駅東口 292-0057 千葉県木更津市東中央一丁目２番地４第一木更津駅前ビル１Ｆ

木更津アカデミアパーク 292-0812 千葉県木更津市矢那１６５５

野田宮崎 278-0005 千葉県野田市宮崎１２３番１０

野田梅郷 278-0022 千葉県野田市山崎１９７９－１

野田梅郷南 278-0022 千葉県野田市山崎字西新田２２３５番１

野田七光台 278-0051 千葉県野田市七光台３９７番１

野田上花輪 278-0033 千葉県野田市上花輪１３４３－５

野田二川 270-0212 千葉県野田市新田戸５７９

野田瀬戸 278-0012 千葉県野田市瀬戸４６１

清水公園東 278-0047 千葉県野田市清水公園東一丁目１０番２他

野田ふなかた 270-0233 千葉県野田市船形８８４番地１

野田大殿井 278-0017 千葉県野田市大殿井３０３－１

野田谷津 278-0000 千葉県野田市谷吉１０９番地の１

野田中根 278-0031 千葉県野田市中根新田字鹿島前２１８番８９

野田中野台 278-0035 千葉県野田市中野台１０４番１

野田堤根 278-0021 千葉県野田市堤根１１２－６

野田川間北 270-0235 千葉県野田市尾崎２５５番１

野田木間ヶ瀬 270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬３９５３番

関宿中央 270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬４８８６－１

野田目吹 278-0001 千葉県野田市目吹１０２３番１

野田仲町 278-0037 千葉県野田市野田３４７

流山こうのす台 270-0102 千葉県流山市こうのす台１５９３－１

流山駒木 270-0132 千葉県流山市駒木５２１－１７

江戸川台駅東口 270-0111 千葉県流山市江戸川台東２丁目４

流山三輪野山 270-0175 千葉県流山市三輪野山２丁目１１２８－１

流山インター南 270-0175 千葉県流山市三輪野山３－１７－９

おおたかの森駅西口 270-0137 千葉県流山市市野谷６６７番地の１８

おおたかの森 270-0137 千葉県流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１２３

流山前ヶ崎 270-0144 千葉県流山市前ケ崎３６６－１

運河駅東口 270-0101 千葉県流山市東深井３７４番１

運河駅西口 270-0101 千葉県流山市東深井４０９

南流山駅前 270-0163 千葉県流山市南流山１－１－２

南流山四丁目 270-0163 千葉県流山市南流山４丁目１番１０

南流山二丁目 270-0163 千葉県流山市南流山二丁目１５番１
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