
店舗名 郵便番号 住所

宇佐美桜田 414-0001 静岡県伊東市宇佐美桜田１６０２－１２・１６０３－１０

伊東荻 414-0053 静岡県伊東市荻３９７番１０

伊東いっぺき湖 414-0051 静岡県伊東市吉田８２３－３

伊東玖須美 414-0045 静岡県伊東市玖須美元和田字左城星７１６－６１

伊東川奈 414-0044 静岡県伊東市川奈字一本松１２５９番６２

伊東富戸 413-0231 静岡県伊東市富戸１０９１－１５

伊東末広町 414-0015 静岡県伊東市末広町７－８

伊豆長岡南 410-2211 静岡県伊豆の国市長岡１３０１－１

下田白浜 415-0012 静岡県下田市白浜２７３７－１

河津見高 413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高字長野泉水２３１６番５

河津笹原 413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地

伊豆河津 413-0515 静岡県賀茂郡河津町谷津３２０－１

河津浜 413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜字下小路１－１

松崎町松崎 410-3611 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２

南伊豆下賀茂 415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７

掛川家代の里 436-0227 静岡県掛川市家代の里三丁目２番１

掛川西町 436-0079 静岡県掛川市掛川６０８－１

掛川駅南 436-0028 静岡県掛川市亀の甲２－２－１７

掛川成滝 436-0085 静岡県掛川市宮脇１丁目１８番地の１５

掛川上内田 436-0013 静岡県掛川市子隣１７５番地の１

掛川かみ西郷 436-0342 静岡県掛川市上西郷１７６６番地

掛川成滝東 436-0085 静岡県掛川市成滝４１１番地の１

掛川千羽 436-0008 静岡県掛川市千羽４２１－１

掛川なか 437-1405 静岡県掛川市中１３６７番１

掛川長谷 436-0047 静岡県掛川市長谷一丁目１２番地の４

掛川富部 436-0224 静岡県掛川市富部９４７

掛川柳町 436-0052 静岡県掛川市柳町１番地

菊川加茂北 439-0031 静岡県菊川市加茂５７９番地の１

菊川加茂 439-0031 静岡県菊川市加茂５９９０

菊川上平川 437-1521 静岡県菊川市上平川５６４番１

小笠赤土 437-1507 静岡県菊川市赤土１１７０番地の４

菊川中内田 439-0036 静岡県菊川市中内田２４６３番地

菊川東横地 439-0022 静岡県菊川市東横地１６０３番地１

湖西吉美 431-0441 静岡県湖西市吉美９７６番地の７

湖西古見 431-0442 静岡県湖西市古見７７７－５

新居中之郷 431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷８３６番地の１

湖西梅田 431-0425 静岡県湖西市梅田４７６番地３４

湖西鷲津 431-0431 静岡県湖西市鷲津１１８８番９

湖西鷲津東 431-0431 静岡県湖西市鷲津１２０１番地１

鷲津駅前 431-0431 静岡県湖西市鷲津５３００番地パルプラザ栄１Ｆ

御前崎佐倉 437-1604 静岡県御前崎市佐倉４５６４番地の７

御前崎池新田大山 437-1612 静岡県御前崎市池新田１５７３番地１５

御殿場新橋 412-0043 静岡県御殿場市新橋１８７８－１他６筆

三島中島 411-0814 静岡県三島市中島９５－１５

三島梅名 411-0816 静岡県三島市梅名２８５－１

三島梅名北 411-0816 静岡県三島市梅名５８９－４

三島柳郷地 411-0806 静岡県三島市柳郷地１４番地



森町宮の市 437-0226 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１

清水町徳倉南 411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉字岩下２１５－８

長泉鮎壺北 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩１０２６番地１

長泉鮎壺 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩１２０７－１

沼津岡一色南 410-0012 静岡県沼津市岡一色４４－１

大井川中学校前 421-0218 静岡県焼津市下江留３００番地の１

焼津高新田 421-0204 静岡県焼津市高新田６０２－１

シーガルドーム前 425-0086 静岡県焼津市小土１２７４番地の１

焼津四丁目 425-0026 静岡県焼津市焼津４－１０－１２

焼津石津中町 425-0043 静岡県焼津市石津中町１１番地２９

日本坂ＰＡ上り 425-0002 静岡県焼津市石脇上字西阿原７２４－４

焼津大覚寺 425-0088 静岡県焼津市大覚寺２丁目１１番地の７

焼津大村 425-0082 静岡県焼津市大村３－３４－３

焼津中根新田 425-0062 静岡県焼津市中根新田１５１０番地１

焼津中新田 425-0068 静岡県焼津市中新田１０６番地の１

焼津中里 425-0014 静岡県焼津市中里５０８

焼津田尻 425-0052 静岡県焼津市田尻７５９番地の８

焼津市立総合病院 425-8505 静岡県焼津市道原１０００番地

焼津道原 425-0055 静岡県焼津市道原８９５－２

焼津石津 425-0041 静岡県焼津市南部土地区画整理事業１６０街区符号３１外５符号

焼津小川 425-0033 静岡県焼津市南部土地区画整理事業３３街区符号７８９３５

焼津下小田 425-0057 静岡県焼津市南部土地区画整理事業区域２６６街区符号１２

焼津八楠 425-0091 静岡県焼津市八楠２丁目３０番地の１４他２筆

焼津浜当目 425-0012 静岡県焼津市浜当目２－５－１３

焼津港 425-0022 静岡県焼津市本町一丁目１５番１０号

焼津柳新屋 425-0074 静岡県焼津市柳新屋６４０－１

吉田下川原 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地

吉田川尻 421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻２７５２－１

吉田かたおか 421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡２６２番地１

吉田町片岡 421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡９４９－９

榛原川根本町 428-0314 静岡県榛原郡川根本町下長尾４５３番地の３

静岡牛妻 421-2106 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１

静岡沓谷五丁目 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１

静岡城東町 420-0846 静岡県静岡市葵区城東町６５－１０

静岡新間 421-1201 静岡県静岡市葵区新間１１９番地の５

静岡千代一丁目 421-1212 静岡県静岡市葵区千代一丁目８番１５号

静岡千代 421-1212 静岡県静岡市葵区千代二丁目１６－５

静岡新足久保 421-2124 静岡県静岡市葵区足久保口組１３６番地の１

静岡大岩二丁目 420-0886 静岡県静岡市葵区大岩二丁目１番２２号

静岡二番町 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町８－１８

静岡北安東 420-0881 静岡県静岡市葵区北安東四丁目５番２２号

静岡有永 420-0969 静岡県静岡市葵区有永字前田３－３

静岡曲金南 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号

静岡曲金六丁目 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目３番３３号

静岡用宗 421-0121 静岡県静岡市駿河区広野三丁目２９番１３号

静岡池田 422-8005 静岡県静岡市駿河区池田８７６番１号

静岡中吉田 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田４６－１

静岡登呂六丁目 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号



静岡有明西 422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３番３

清水永楽町 424-0043 静岡県静岡市清水区永楽町１４番３８号

押切北 424-0008 静岡県静岡市清水区押切２０７３番地

清水下野中 424-0029 静岡県静岡市清水区下野中２２番１０号

蒲原本町 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原３丁目１４番１号

蒲原バイパス 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原５３４２番地の１

日軽金清水蒲原 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原字長堰堤外６６－１の一部

清水吉川 424-0055 静岡県静岡市清水区吉川８７４番地の１

清水興津駅前 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４

興津中町北 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１

清水三保 424-0901 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８

清水沼田町 424-0935 静岡県静岡市清水区沼田町１７４０番２

清水清開南 424-0925 静岡県静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４

清水インター 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場４６番９

清水西久保 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保字南光５４０－４

新清水 424-0821 静岡県静岡市清水区相生町２－３０

清水草薙駅前 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙一丁目２番２１号

清水袖師町 424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町５５０－２

清水大沢 424-0858 静岡県静岡市清水区大沢町５－６

清水追分 424-0841 静岡県静岡市清水区追分３丁目５－２０

清水東大曲町 424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町２番１号

清水楠新田東 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田２２８番地２

清水楠新田 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２２１０－１－４他

清水能島 424-0063 静岡県静岡市清水区能島６４番地の１

清水富士見町 424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町３番１号

清水北脇 424-0052 静岡県静岡市清水区北脇２６６

清水由比 421-3103 静岡県静岡市清水区由比６９８番地の１

由比中央 421-3105 静岡県静岡市清水区由比町屋原字井戸尻１７６番１

袋井愛野駅北 437-0031 静岡県袋井市愛野東１丁目１５番地の５

袋井愛野駅南 437-0040 静岡県袋井市愛野南一丁目１番地の７

袋井今井延久 437-0053 静岡県袋井市延久２０３番地の１

袋井月見町 437-0126 静岡県袋井市月見町２番地１２

袋井国本 437-0012 静岡県袋井市国本２５２４－１

袋井山科上 437-0066 静岡県袋井市山科２５０７番地の６

袋井松原 437-1117 静岡県袋井市松原５１５番地

袋井月見の里 437-0125 静岡県袋井市上山梨３丁目１８－１

袋井新池 437-0043 静岡県袋井市新池３８２－１

袋井泉町 437-0062 静岡県袋井市泉町１丁目１－１

袋井浅名 437-1102 静岡県袋井市浅名９３３－２

袋井大門 437-0038 静岡県袋井市大門５－５

袋井大野 437-1112 静岡県袋井市大野３６７番地１

函南丹那店 419-0105 静岡県田方郡函南町丹那字堂川１２１１番２

島田稲荷 427-0038 静岡県島田市稲荷四丁目３９７０番２他１筆

島田横井 427-0024 静岡県島田市横井２丁目１０番２６号

島田岸町 427-0005 静岡県島田市岸町９５６番地３

島田旗指 427-0048 静岡県島田市旗指４９９番地の１

金谷東町 428-0013 静岡県島田市金谷東２丁目１０２９番地の１０

島田向谷 427-0039 静岡県島田市向谷三丁目９５２番１外５筆



島田神座 427-0032 静岡県島田市神座２５８１番地１

島田ひがし町 427-0011 静岡県島田市東町４１番地１

島田野田 427-0007 静岡県島田市野田１１９８番地の１

藤枝横内 426-0002 静岡県藤枝市横内１９０番地１

藤枝岡部町 421-1132 静岡県藤枝市岡部町三輪９０５番地８

藤枝岡部 421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷９２４－２

藤枝ＰＡ下り 426-0205 静岡県藤枝市花倉字井谷川字井谷川１５８－１

藤枝宮原 426-0133 静岡県藤枝市宮原字向島７７０番２

藤枝田中 426-0016 静岡県藤枝市郡７３７－５

藤枝高洲 426-0046 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

藤枝岡部インター 426-0221 静岡県藤枝市高田１３２番地１

藤枝高柳 426-0041 静岡県藤枝市高柳一丁目１０番４３号

藤枝高柳四丁目 426-0041 静岡県藤枝市高柳四丁目１０６５番１他４筆（地番）

藤枝蓮華寺池 426-0014 静岡県藤枝市若王子１丁目５－７

藤枝小石川三丁目 426-0033 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝上青島 426-0036 静岡県藤枝市上青島２９８番地２

藤枝藪田西インター 426-0202 静岡県藤枝市上藪田１３１番７

藤枝瀬古東 426-0082 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号

藤枝青南町 426-0063 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１

藤枝駅南通り 426-0067 静岡県藤枝市前島３丁目１番１１号

藤枝大東町 426-0044 静岡県藤枝市大東町７６番１他９筆

藤枝一丁目 426-0025 静岡県藤枝市藤枝１－４－１３

藤枝与左衛門 426-0047 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２

熱海平和通り 413-0011 静岡県熱海市田原本町３－１

磐田岩井原 438-0016 静岡県磐田市岩井３１８４番地２

磐田宮之一色 438-0816 静岡県磐田市宮之一色８番２

磐田インター 438-0086 静岡県磐田市見付１８０８番地の１８

磐田向笠 438-0013 静岡県磐田市向笠竹之内３６５－１

遠州豊田ＰＡ下り 438-0801 静岡県磐田市高見丘久保２０４－１

遠州豊田ＰＡ上り 438-0801 静岡県磐田市高見丘字垂下７９１－１

磐田今之浦 438-0071 静岡県磐田市今之浦二丁目９番地の１

磐田小立野 438-0838 静岡県磐田市小立野２５３番

磐田上岡田 438-0045 静岡県磐田市上岡田８７１番１

磐田新貝 438-0025 静岡県磐田市新貝土地区画整理地内４０街区２

磐田西貝塚 438-0026 静岡県磐田市西貝塚２０３４番地の１

西貝塚南 438-0026 静岡県磐田市西貝塚字六通５５９番地４

磐田駅前 438-0078 静岡県磐田市中泉６２７－１

磐田駅南口 438-0078 静岡県磐田市中泉字御殿２２７０－１３

磐田東新町 438-0039 静岡県磐田市東新町１丁目１－１１

磐田福田 437-1212 静岡県磐田市南田字東１２８－１

磐田富丘 438-0803 静岡県磐田市富丘字下原６７７番５６

磐田富士見 438-0083 静岡県磐田市富士見町三丁目１番２３

磐田福田中央 437-1203 静岡県磐田市福田２２１０番地２

磐田福田中島 437-1204 静岡県磐田市福田中島２９７番地１

磐田豊浜 437-1202 静岡県磐田市豊浜５２５

磐田明ヶ島 438-0024 静岡県磐田市明ヶ島原２２番地７

豊田町弥藤太島 438-0833 静岡県磐田市弥藤太島５３３番地１

遠州豊田 438-0821 静岡県磐田市立野４９６－１



磐田竜洋中島 438-0201 静岡県磐田市竜洋中島９５７番地１

浜松舘山寺温泉 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３

浜松志都呂西 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂一丁目３３番２９号

浜松志都呂 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

浜松篠原 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地

浜松庄和町 431-1206 静岡県浜松市西区庄和町１３７番地の３

航空自衛隊浜松基地 432-8001 静岡県浜松市西区西山町無番地

浜松桜台 431-1102 静岡県浜松市西区大山町１６９番地の１

浜松大平台三丁目 432-8068 静岡県浜松市西区大平台三丁目１４番５号

浜松入野 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６４７番地の１

浜名湖弁天島 431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

浜松和光 431-1101 静岡県浜松市西区和光町２２９番３

浜松和地町西 431-1115 静岡県浜松市西区和地町４７６０－１

浜松旭町 430-0927 静岡県浜松市中区旭町９番地の１ダイワロイネットホテル浜松１階

浜松鴨江 432-8023 静岡県浜松市中区鴨江１－１０－３

浜松向宿町 430-0851 静岡県浜松市中区向宿２－２４－１４

浜松高丘西 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６

浜松西高丘 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西三丁目１２番５号

浜松高林 430-0907 静岡県浜松市中区高林３－１３－３

浜松高林四丁目 430-0907 静岡県浜松市中区高林四丁目５番５号

浜松駅南口 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町３２６－２

浜松住吉 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０

浜松小豆餅二丁目 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅２丁目２４－３

浜松小豆餅 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅３－１－１

浜松上島東 433-8122 静岡県浜松市中区上島三丁目１８番５号

浜松城北 432-8011 静岡県浜松市中区城北１丁目７－１０

浜松城北二丁目 432-8011 静岡県浜松市中区城北二丁目１６番１２号

浜松西伊場 432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町１８－９

浜松泉四丁目 433-8124 静岡県浜松市中区泉四丁目１番２６号

浜松早出南 435-0054 静岡県浜松市中区早出町１５３６番地

浜松中央三丁目 430-0929 静岡県浜松市中区中央３－３－１３

浜松野口 430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目６番６号

浜松大浜街道 430-0856 静岡県浜松市中区中島４丁目２１番１号

浜松天神町 430-0808 静岡県浜松市中区天神町２番１２号

浜松常盤町 430-0944 静岡県浜松市中区田町２２６番地６

浜松アクトシティ 430-7701 静岡県浜松市中区板屋町１１１番地２

浜松医療センター 432-8002 静岡県浜松市中区冨塚町３２８

浜松和合 433-8125 静岡県浜松市中区和合町９３６－３７５

浜松蜆塚 432-8018 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７

天竜二俣 431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣２００２

浜松丸塚 435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町５１８－１２

浜松原島 435-0047 静岡県浜松市東区原島町１８０番１

子安 435-0015 静岡県浜松市東区子安町３０２番１

浜松市野 435-0051 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

浜松将監 430-0802 静岡県浜松市東区将監町４４－８

浜松小池南 435-0056 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１

浜松小池町 435-0056 静岡県浜松市東区小池町６５

浜松上西 435-0048 静岡県浜松市東区上西町１３０８番



浜松植松 430-0803 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２

浜松大蒲町 435-0014 静岡県浜松市東区大蒲町８５－９

浜松大瀬町若宮 431-3113 静岡県浜松市東区大瀬町２３０１

浜松大島北 431-3112 静岡県浜松市東区大島町１００１－３

浜松中田町 435-0057 静岡県浜松市東区中田町８１８番地

スーパーコンコルド市野 435-0052 静岡県浜松市東区天王町１９８１－１８

浜松天龍川町 435-0013 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地

浜松白鳥 435-0002 静岡県浜松市東区白鳥町１０１－２

浜松医科大学病院 431-3125 静岡県浜松市東区半田山一丁目２０番１号

浜松半田山四丁目 431-3125 静岡県浜松市東区半田山四丁目２４番１５号

浜松インター南 435-0041 静岡県浜松市東区北島町１３８３番地の１

三方原ＰＡ 431-3123 静岡県浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６－２

浜松有玉北 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松遠州浜 430-0835 静岡県浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号

浜松下飯田 435-0027 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地

浜松参野町 430-0816 静岡県浜松市南区参野町字参野１８４－１

浜松寺脇町 430-0841 静岡県浜松市南区寺脇町６７１番地

浜松可美公園前 432-8051 静岡県浜松市南区若林町１番地１

浜松小沢渡店 432-8063 静岡県浜松市南区小沢渡町８０７番地２

浜松新橋南店 432-8058 静岡県浜松市南区新橋町１４５５番地の１

浜松中田島町 430-0845 静岡県浜松市南区中田島町１６６９番地１

浜松東本郷 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町１３４７番地の６

浜松永島 434-0013 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１

浜北貴布祢 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１５－１

浜北宮口 434-0004 静岡県浜松市浜北区宮口７８２－７

浜北内野 434-0044 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

細江西気賀 431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２

浜松細江三和 431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１

浜松三ヶ日北 431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４

三ヶ日インター 431-1402 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑１１２２番地２

浜松初生町 433-8112 静岡県浜松市北区初生町１２８９番地の３

浜松東三方町 433-8104 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

富士宮東小泉 418-0022 静岡県富士宮市小泉１８番地の１

富士宮若宮 418-0022 静岡県富士宮市小泉字尾無沢２０７０番７他７筆

白糸の滝 418-0103 静岡県富士宮市上井出３０９－９

富士宮神田川町 418-0031 静岡県富士宮市神田川町１７番１４

富士宮宮町 418-0056 静岡県富士宮市西町９０７番１

富士宮大岩 418-0013 静岡県富士宮市大岩３８０番地５

富士宮あごやま 418-0044 静岡県富士宮市大中里１１０９－１

富士宮中島町 418-0045 静岡県富士宮市中島町３６４番地の１

富士宮田中町 418-0075 静岡県富士宮市田中町２７２－１

富士宮東町 418-0077 静岡県富士宮市東町２５番８号

富士宮北山 418-0112 静岡県富士宮市北山２７７７番１他１４筆

富士宮登山道 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田２９１７番地３

富士宮外神 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４０７８番地２

富士宮万野原 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田東原３０４５－１

富士宮野中 418-0039 静岡県富士宮市野中８４３－１８４４－１９５２－１

富士宮淀師 418-0051 静岡県富士宮市淀師１５５－４



富士宮朝霧 418-0109 静岡県富士宮市麓４８１番地の２１

富士丘 419-0201 静岡県富士市厚原５９１－１

富士まつもと 416-0903 静岡県富士市松本７番地１

富士伝法 417-0061 静岡県富士市伝法３－８

牧之原細江 421-0421 静岡県牧之原市細江２１３７番１

牧之原坂部 421-0412 静岡県牧之原市坂部５８０－１

牧之原女神 421-0516 静岡県牧之原市女神字惣作１番６

牧之原西萩間 421-0508 静岡県牧之原市西萩間８５番地１４

牧之原静波一丁目 421-0422 静岡県牧之原市静波一丁目３２６番の１

牧之原地頭方 421-0532 静岡県牧之原市地頭方５００番地２

相良海岸 421-0523 静岡県牧之原市波津１６３０－１０８

牧之原波津 421-0523 静岡県牧之原市波津二丁目１２６番地
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