
店名 都道府県 住所

札幌厚別南３丁目 北海道 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

札幌西野６条 北海道 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌南１２条 北海道 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

札幌南１４条西１７丁目 北海道 北海道札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号

札幌南２４条西１４丁目 北海道 北海道札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号

札幌東苗穂１４条 北海道 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号

札幌北２３条東８丁目 北海道 北海道札幌市東区北２３条東８丁目２番６号

札幌北３３条東１０丁目 北海道 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

札幌北３５条東１丁目 北海道 北海道札幌市東区北３５条東１丁目５－１２

札幌北４０条東８丁目 北海道 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号

札幌北２１条東１３丁目 北海道 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

札幌澄川４条 北海道 北海道札幌市南区澄川４条１－１－５

札幌菊水１条 北海道 北海道札幌市白石区菊水１条２丁目３－８

札幌平岸３条８丁目 北海道 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

札幌北２９条西１２丁目 北海道 北海道札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号

室蘭東翔高校前 北海道 北海道室蘭市高砂町４－３４－１２

千歳あずさ５丁目 北海道 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

千歳新富３丁目 北海道 北海道千歳市新富３丁目１１番７号

滝川黄金町 北海道 北海道滝川市黄金町西２丁目１－３１

滝川大町４丁目 北海道 北海道滝川市大町４丁目１－９

苫小牧東病院前 北海道 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

白老竹浦 北海道 北海道白老郡白老町字竹浦３３－１１

函館港町 北海道 北海道函館市港町３丁目２番５号

キラリス函館 北海道 北海道函館市若松町２０番１号

函館神山町 北海道 北海道函館市神山町２４８番地７

函館赤川１丁目 北海道 北海道函館市赤川１丁目３１－１

函館大手町 北海道 北海道函館市大手町５番３７

函館美原１丁目 北海道 北海道函館市美原一丁目３８番４号

北広島大曲工業団地 北海道 北海道北広島市大曲工業団地２丁目３－５

五所川原金木 青森県 青森県五所川原市金木町菅原２２２－７

弘前桔梗野 青森県 青森県弘前市大字桔梗野一丁目１３番地１

弘前松原東 青森県 青森県弘前市大字松原東四丁目６番地２９

黒石あけぼの町 青森県 青森県黒石市あけぼの町１０４番１

おいらせ上前田 青森県 青森県上北郡おいらせ町上前田１１１番地１

横浜町 青森県 青森県上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１

青森新城平岡 青森県 青森県青森市大字新城字平岡２６１－７

湊高台四丁目 青森県 青森県八戸市湊高台４丁目８－４

岩手千厩 岩手県 岩手県一関市千厩町千厩字舘山４番地１

岩手川崎 岩手県 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

岩手ふじさわ 岩手県 岩手県一関市藤沢町藤沢字仁郷２番１

水沢真城土手根 岩手県 岩手県奥州市水沢真城字土手根１４番

奥州水沢大手町 岩手県 岩手県奥州市水沢大手町五丁目４番地３

花巻若葉町 岩手県 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

サテライト石鳥谷前 岩手県 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

紫波中央 岩手県 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１

盛岡永井南 岩手県 岩手県盛岡市永井３１地割５１番１

盛岡下川原 岩手県 岩手県盛岡市下太田下川原２６番１号

盛岡向中野 岩手県 岩手県盛岡市向中野五丁目１番２号

盛岡向中野四丁目 岩手県 岩手県盛岡市向中野四丁目１３番１５号

盛岡三本柳 岩手県 岩手県盛岡市三本柳２３地割１－１

盛岡青山三丁目 岩手県 岩手県盛岡市青山３丁目３７－３６

盛岡川久保 岩手県 岩手県盛岡市津志田２６地割７－１１

盛岡津志田町二丁目 岩手県 岩手県盛岡市津志田町二丁目３番４０号

盛岡東松園 岩手県 岩手県盛岡市東松園３－２８－４

盛岡北夕顔瀬町 岩手県 岩手県盛岡市北夕顔瀬町１０番８８号

盛岡本宮 岩手県 岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３

平泉南 岩手県 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋渡５７－２

滝沢駅前通 岩手県 岩手県滝沢市野沢６２番地１５

滝沢はのき沢山 岩手県 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１

北上さくら通り 岩手県 岩手県北上市さくら通り２丁目２－３６

高田竹駒十日市場 岩手県 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場２４３番１

宮城小野田 宮城県 宮城県加美郡加美町字川原田１番地の１０

岩沼恵み野二丁目 宮城県 宮城県岩沼市恵み野二丁目１５番地の１

松島高城 宮城県 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１５－１

利府青山 宮城県 宮城県宮城郡利府町青山二丁目１番地１

宮城大和杜のまち 宮城県 宮城県黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６

石巻開北一丁目 宮城県 宮城県石巻市開北１丁目７番３２号

石巻泉町 宮城県 宮城県石巻市泉町一丁目１５番６４

仙台荒巻神明 宮城県 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１－３

国分町ライオンビル 宮城県 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１ライオンビル１Ｆ

小松島二丁目 宮城県 宮城県仙台市青葉区小松島二丁目２番１３号

仙台駅前 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

東勝山二丁目 宮城県 宮城県仙台市青葉区東勝山二丁目３番２号

泉加茂五丁目 宮城県 宮城県仙台市泉区加茂五丁目２１番地の８

仙台将監五丁目 宮城県 宮城県仙台市泉区将監五丁目１番３０号

泉関場 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字関場２６－１



仙台西の平 宮城県 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号

西中田六丁目 宮城県 宮城県仙台市太白区西中田６－５－６

仙台八木山 宮城県 宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４

多賀城高橋二丁目 宮城県 宮城県多賀城市高橋二丁目１２－８

佐沼北方 宮城県 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２

グリーンタウン矢本 宮城県 宮城県東松島市大塩字緑ヶ丘一丁目１－１

東矢本 宮城県 宮城県東松島市矢本字作田浦１８９番地

秋田鹿角花輪北 秋田県 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７番地

鹿角大湯 秋田県 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１０－３

秋田下新城中野 秋田県 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

秋田牛島東五丁目 秋田県 秋田県秋田市牛島東五丁目３番２５号

秋田勝平 秋田県 秋田県秋田市新屋天秤野７１ー１

秋田新屋日吉町 秋田県 秋田県秋田市新屋日吉町１６番１号

秋田東通り 秋田県 秋田県秋田市東通６－９－３３

西仙北ＳＡ 秋田県 秋田県大仙市九升田字三口ケ沢８－７

大仙かみおか 秋田県 秋田県大仙市神宮寺字本郷野８８－３

八郎潟上沖谷地 秋田県 秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１

秋田二ツ井 秋田県 秋田県能代市二ツ井町小槻ノ木９番地

由利本荘中梵天 秋田県 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３

寒河江緑町 山形県 山形県寒河江市緑町１４４番地

山形小白川町三丁目 山形県 山形県山形市小白川町三丁目７番３１号

山形南栄町二丁目 山形県 山形県山形市南栄町２丁目１７－２

山形篭田一丁目 山形県 山形県山形市篭田一丁目３番３１号

新庄常葉町 山形県 山形県新庄市常葉町２－３６

白鷹さくらの 山形県 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝７００５番地

村山土生田 山形県 山形県村山市大字土生田３７４３番地１

鶴岡みどり町 山形県 山形県鶴岡市みどり町７番１２号

鶴岡伊勢原 山形県 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３

鶴岡錦町 山形県 山形県鶴岡市錦町１５番６号

鶴岡スタジアム前 山形県 山形県鶴岡市小真木原町５－５４

鶴岡大山 山形県 山形県鶴岡市大山字近田３６番地１

鶴岡文下 山形県 山形県鶴岡市文下字広野３６番地１

天童南小畑 山形県 山形県天童市南小畑三丁目２番１２号

高畠駅前 山形県 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２

米沢花沢 山形県 山形県米沢市花沢上野東３７１－２

山形大学工学部 山形県 山形県米沢市城南四丁目３番８号

米沢中央二丁目 山形県 山形県米沢市中央二丁目４番６号

米沢桑山団地前 山形県 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１

米沢万世町片子 山形県 山形県米沢市万世町片子３２２番３

いわき永崎海岸 福島県 福島県いわき市永崎字橋出５－５

いわき郷ケ丘 福島県 福島県いわき市郷ケ丘２－２９－４

いわき錦町中央 福島県 福島県いわき市錦町竹ノ花９番地

いわき後田町 福島県 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

いわき小名浜道珍 福島県 福島県いわき市小名浜字道珍２番地

いわき小名浜寺廻町 福島県 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき内郷御厩町 福島県 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１

いわき南台 福島県 福島県いわき市南台一丁目２０番地２

いわき北白土 福島県 福島県いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ

郡山安積町長久保 福島県 福島県郡山市安積町長久保１丁目１７－６

郡山横塚一丁目 福島県 福島県郡山市横塚１丁目４－５１

郡山桑野三丁目 福島県 福島県郡山市桑野３丁目１２－４５

郡山小原田五丁目 福島県 福島県郡山市小原田５丁目１８－３

郡山西ノ内一丁目 福島県 福島県郡山市西ノ内一丁目２番１９号

郡山台新二丁目 福島県 福島県郡山市台新二丁目１０－１７

郡山谷地本町 福島県 福島県郡山市谷地本町８９

郡山堤三丁目 福島県 福島県郡山市堤３丁目１８５

郡山富久山町 福島県 福島県郡山市富久山町久保田字久保田６７－１

郡山西田 福島県 福島県郡山市富田町字下西田２２－７

郡山緑町 福島県 福島県郡山市緑町１－１

矢吹曙町 福島県 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８

浪江きらめき 福島県 福島県双葉郡　浪江町大字高瀬字桜木３８番１

常葉町 福島県 福島県田村市常葉町久保字川久保４４－４

船引城ノ内 福島県 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

船引東部台 福島県 福島県田村市船引町東部台３－７

白河高山 福島県 福島県白河市高山５－１２・５－１３・５－１４

白河真船 福島県 福島県白河市真舟４－１

福島商業高校前 福島県 福島県福島市丸子字芳堀１３－２

福島郷野目 福島県 福島県福島市郷野目字上６番地の１

福島御山 福島県 福島県福島市御山字上原６－１

福島駅西口 福島県 福島県福島市太田町３０番１５号

福島太田町 福島県 福島県福島市太田町５－９

福島北裡通 福島県 福島県福島市仲間町９番２４号

つくばみらい高岡 茨城県 茨城県つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

フレストつくばみらい陽光台 茨城県 茨城県つくばみらい市小張４０８９番地４３（陽光台２丁目２０７街区１画地）

つくば研究学園四丁目 茨城県 茨城県つくば市研究学園４－２－１５

つくば寺具 茨城県 茨城県つくば市寺具字二反田４７９－７

つくば手代木 茨城県 茨城県つくば市手代木１８９５－１



つくば小田 茨城県 茨城県つくば市小田１８８９－１

つくばサイエンス大通り 茨城県 茨城県つくば市上横場２３４－３

つくば谷田部中央 茨城県 茨城県つくば市谷田部２１４０番１

つくば竹園 茨城県 茨城県つくば市竹園１丁目８番７

ひたちなか稲田 茨城県 茨城県ひたちなか市稲田１２１５番地１

ＴＳＵＴＡＹＡ那珂湊 茨城県 茨城県ひたちなか市田中後２０－６

ひたちなか北神敷台 茨城県 茨城県ひたちなか市北神敷台１８－１５

五霞新幸谷 茨城県 茨城県猿島郡五霞町新幸谷４４２－３

笠間東平 茨城県 茨城県笠間市東平三丁目１－１１

牛久神谷二丁目 茨城県 茨城県牛久市神谷２丁目４３番１

古河旭町 茨城県 茨城県古河市旭町２丁目１番５５

古河小堤 茨城県 茨城県古河市小堤１６７番地１

古河東二丁目 茨城県 茨城県古河市東二丁目２０番６５号

行方玉造 茨城県 茨城県行方市玉造甲５６１番地１

鹿嶋谷原 茨城県 茨城県鹿嶋市大字谷原１５９８番地１

新守谷駅南 茨城県 茨城県守谷市松並２００５－３９

守谷立沢 茨城県 茨城県守谷市立沢２５２番地１

美野里西 茨城県 茨城県小美玉市羽鳥１７４－２

小美玉田木谷 茨城県 茨城県小美玉市田木谷１１１－１

常陸大宮野口 茨城県 茨城県常陸大宮市野口２７９０－１

神栖土合本町 茨城県 茨城県神栖市土合本町５丁目９８０９番２４

神栖平泉 茨城県 茨城県神栖市平泉東ニ丁目１１番４

水戸笠原 茨城県 茨城県水戸市笠原町４１４－１０

水戸吉沢町 茨城県 茨城県水戸市吉沢町３５２番８３

水戸酒門 茨城県 茨城県水戸市酒門町１００２－１

水戸小吹 茨城県 茨城県水戸市小吹町２８５０番地２

水戸城東 茨城県 茨城県水戸市城東４丁目４番４８号

石岡駅東口 茨城県 茨城県石岡市石岡二丁目６番地３２

土浦下坂田 茨城県 茨城県土浦市下坂田２０３５－３

土浦湖北 茨城県 茨城県土浦市湖北１丁目１－４

土浦駅東 茨城県 茨城県土浦市港町１－５－１４

土浦真鍋二丁目 茨城県 茨城県土浦市真鍋二丁目１番４２号

土浦大志戸 茨城県 茨城県土浦市大志戸字二本松１７３９番他５筆

東海駅東 茨城県 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

那珂瓜連 茨城県 茨城県那珂市瓜連１３９２－１

日立桜川四丁目 茨城県 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号

日立小木津 茨城県 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号

茨城大学工学部 茨城県 茨城県日立市中成沢町４丁目１２番１号

日立末広町 茨城県 茨城県日立市末広町３－１－２０

龍ヶ崎北方 茨城県 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８　他８筆

さくら狭間田 栃木県 栃木県さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆

さくら東原 栃木県 栃木県さくら市氏家４５０６番地７

さくら櫻野 栃木県 栃木県さくら市櫻野４９６番地

宇都宮みどり野南 栃木県 栃木県宇都宮市みどり野町３６番地２４

宇都宮今泉町 栃木県 栃木県宇都宮市元今泉三丁目２５番１０

宇都宮桜二丁目 栃木県 栃木県宇都宮市桜二丁目２番２５号

宇都宮上戸祭町 栃木県 栃木県宇都宮市上戸祭町３３６番１

宇都宮豊郷台 栃木県 栃木県宇都宮市長岡町４５番地１

宇都宮砥上町 栃木県 栃木県宇都宮市砥上町９４３－９　　

宇都宮日の出一丁目 栃木県 栃木県宇都宮市日の出一丁目２番　他５筆

宇都宮辰街道 栃木県 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４

宇都宮野沢 栃木県 栃木県宇都宮市野沢町１９２－１

壬生バイパス 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番地１

ワンダーグー下野 栃木県 栃木県下野市下古山２８８８－４

下野下古山 栃木県 栃木県下野市下古山３２６０番地３

国分寺川中子 栃木県 栃木県下野市川中子３３２９－４９２

佐野小見町 栃木県 栃木県佐野市小見町３３２－１

鹿沼粟野町 栃木県 栃木県鹿沼市久野８２６番地１

鹿沼幸町 栃木県 栃木県鹿沼市幸町一丁目６番２６号

鹿沼インター 栃木県 栃木県鹿沼市上石川１４５３番５　他６筆

小山上立木 栃木県 栃木県小山市大字立木６３６番地２

小山美しが丘 栃木県 栃木県小山市美しが丘三丁目３５－１

足利小俣町 栃木県 栃木県足利市小俣町１８０９番地１

大田原黒羽 栃木県 栃木県大田原市黒羽向町５２番

岩舟街道 栃木県 栃木県栃木市岩舟町静１０５６―１

栃木大皆川町 栃木県 栃木県栃木市大皆川町２７５番地１

ベツイ栃木東 栃木県 栃木県栃木市大光寺町５２４－１

栃木大橋 栃木県 栃木県栃木市都賀町大橋２３２番地１

ベツイ栃木倭町 栃木県 栃木県栃木市倭町１０番１号

こぶし台 栃木県 栃木県那須烏山市小倉１１６８－２

那須黒田原 栃木県 栃木県那須郡那須町大字寺子丙１－１２１

那須漆塚南 栃木県 栃木県那須郡那須町大字漆塚４１１番地５

今市荊沢 栃木県 栃木県日光市荊沢５９９－１２６

日光轟 栃木県 栃木県日光市轟字合羽山２４番１

市貝 栃木県 栃木県芳賀郡市貝町市塙２４７－４

日野屋伊勢崎茂呂 群馬県 群馬県伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１

館林本町四丁目 群馬県 群馬県館林市本町４丁目１７番２



日野屋東五丁目 群馬県 群馬県桐生市東５丁目５番３２号

高崎あら町 群馬県 群馬県高崎市あら町５９番３

高崎新町笛木町 群馬県 群馬県高崎市新町１６５０番地１

高崎中居町 群馬県 群馬県高崎市中居町３－１８－２

太田強戸 群馬県 群馬県太田市強戸町６１２

太田藤阿久町 群馬県 群馬県太田市藤阿久町９７７－１

太田飯塚町 群馬県 群馬県太田市飯塚町６０－１

藤岡七丁目 群馬県 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４

与野駅前 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－２－１２

浦和本太 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区本太三丁目１９番１号

岩槻東町一丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号

さいたま見沼 埼玉県 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１

さいたま西堀三丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０

さいたま西堀九丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区西堀９－８

さいたま西堀 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号

さいたま町谷四丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区町谷４丁目２９番１２

さいたま二ツ宮 埼玉県 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮８１０－１

大宮駅前 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目４－１

大宮桜木町 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１０－１

さいたま大戸四丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区大戸４－１８－１８

さいたま鈴谷四丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８

浦和根岸 埼玉県 埼玉県さいたま市南区根岸２－１４－１

さいたま根岸五丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目１６番５号

南浦和三丁目 埼玉県 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階

さいたま大成橋南 埼玉県 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目５１４番地２

ＴＫＳ東大門 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１－５

ドラッグエース鶴ケ岡 埼玉県 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１

下羽生 埼玉県 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３

羽生上岩瀬 埼玉県 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１

越谷宮本町 埼玉県 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１

せんげん台駅前 埼玉県 埼玉県越谷市千間台東町６１

越谷相模町 埼玉県 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１

越谷南荻島北 埼玉県 埼玉県越谷市大字南荻島３４２番地１

越谷東大沢 埼玉県 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４

越谷弥十郎 埼玉県 埼玉県越谷市弥十郎２４８－１

加須南小浜 埼玉県 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１

ドラッグエース広瀬東 埼玉県 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

狭山富士見通り 埼玉県 埼玉県狭山市中央４丁目１５－６

江南成沢 埼玉県 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

熊谷石原 埼玉県 埼玉県熊谷市石原２丁目１番１

熊谷美土里町 埼玉県 埼玉県熊谷市美土里町二丁目１２２

戸田笹目二丁目 埼玉県 埼玉県戸田市笹目二丁目１３番地の１３

戸田全農通り 埼玉県 埼玉県戸田市新曽１６４８

戸田駅西口 埼玉県 埼玉県戸田市新曽柳原３３６

戸田本町一丁目 埼玉県 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号

鴻巣笠原 埼玉県 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１

鴻巣大芦 埼玉県 埼玉県鴻巣市大字大芦１４９４－３

鴻巣御成橋 埼玉県 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２

坂戸駅北口 埼玉県 埼玉県坂戸市日の出町３番５号

三郷みなみ 埼玉県 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１

春日部増富 埼玉県 埼玉県春日部市増富６０６－１

春日部米島 埼玉県 埼玉県春日部市米島９６２番地６

所沢旭町 埼玉県 埼玉県所沢市旭町１２番９号

所沢榎町 埼玉県 埼玉県所沢市榎町７－１１

所沢久米東 埼玉県 埼玉県所沢市大字久米２１８９番１

東所沢和田 埼玉県 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目２３番８

所沢北野天神通り 埼玉県 埼玉県所沢市北野南１－１５－１

所沢緑町二丁目 埼玉県 埼玉県所沢市緑町２丁目１３－１０

所沢けやき通り 埼玉県 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２

上尾西門前 埼玉県 埼玉県上尾市上平中央一丁目１３－３

新座東北一丁目 埼玉県 埼玉県新座市東北１丁目３－８

志木駅東口 埼玉県 埼玉県新座市東北２丁目３９番１０号

新座畑中二丁目 埼玉県 埼玉県新座市畑中２丁目７－３３

深谷南大通り 埼玉県 埼玉県深谷市上野台２１９８番２

かわつる三芳野 埼玉県 埼玉県川越市川鶴３－１２－１

川越牛子 埼玉県 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆

川越寺尾 埼玉県 埼玉県川越市大字寺尾字田成８２４番地５

川越大袋 埼玉県 埼玉県川越市大字大袋６８０－１

鶴ヶ島駅西 埼玉県 埼玉県川越市大字天沼新田１４０番６

川越南大塚 埼玉県 埼玉県川越市大塚新町６１－６

川越通町 埼玉県 埼玉県川越市通町１２－３

ドラッグエース川越的場 埼玉県 埼玉県川越市的場新町１６－１

川越中台通り 埼玉県 埼玉県川越市南大塚六丁目１３番地１６

川口金山町 埼玉県 埼玉県川口市金山町１２番１－１０４号

川口ＳＬ青葉通り 埼玉県 埼玉県川口市幸町三丁目１番２０

プラス上青木 埼玉県 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５

川口長蔵 埼玉県 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２



領家橋 埼玉県 埼玉県川口市東領家３－３１－２０

川口道合西 埼玉県 埼玉県川口市道合２７８番地１

かわぐち飯塚 埼玉県 埼玉県川口市飯塚２－１３－９

草加柿木町 埼玉県 埼玉県草加市柿木町字亀４９７番１

長瀞中野上 埼玉県 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上３８７番地

朝霞宮戸 埼玉県 埼玉県朝霞市宮戸二丁目１－１５

朝霞根岸台四丁目 埼玉県 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号

朝霞東弁財 埼玉県 埼玉県朝霞市東弁財２丁目６－１１

北朝霞駅東 埼玉県 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１０

朝霞本町一丁目 埼玉県 埼玉県朝霞市本町１丁目１９ー３６

朝霞本町三丁目 埼玉県 埼玉県朝霞市本町３丁目５番１８号

高坂駅東口 埼玉県 埼玉県東松山市大字高坂９６３－２

宮代本田 埼玉県 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

Ｐａｓａｒ三芳 埼玉県 埼玉県入間郡三芳町大字上富２２０４

入間木蓮寺 埼玉県 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

入間東藤沢 埼玉県 埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号

入間豊岡 埼玉県 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１３号

入間野田 埼玉県 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番

八潮新町 埼玉県 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］

八潮緑町三丁目 埼玉県 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２

嵐山むさし台 埼玉県 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３

嵐山 埼玉県 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１

杉戸高野台駅西口 埼玉県 埼玉県北葛飾郡　杉戸町高野台西１丁目３－１

杉戸清地 埼玉県 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５

伊奈学園前 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１

北本中丸 埼玉県 埼玉県北本市中丸８丁目３１１番地

片山北本 埼玉県 埼玉県北本市本宿７－１

本庄児玉東 埼玉県 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１

本庄児玉インター 埼玉県 埼玉県本庄市西富田４９４番地４

和光中央 埼玉県 埼玉県和光市中央一丁目１番３０

和光南一丁目 埼玉県 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号

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

浦安若潮通り 千葉県 千葉県浦安市鉄鋼通り２丁目１番８号

ヤックスドラッグ浦安東野 千葉県 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号

浦安富士見一丁目 千葉県 千葉県浦安市富士見一丁目５番１号

天王台駅柴崎台 千葉県 千葉県我孫子市柴崎台１丁目１０番１号

天王台駅南口 千葉県 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１

我孫子新木 千葉県 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１

我孫子本町 千葉県 千葉県我孫子市本町１丁目４番７

鎌ヶ谷南初富 千葉県 千葉県鎌ケ谷市南初富二丁目１０番５４号

南初富六丁目 千葉県 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

館山バイパス 千葉県 千葉県館山市北条１２４１番１

君津西 千葉県 千葉県君津市人見９８３番地１

君津西坂田 千葉県 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号

君津貞元 千葉県 千葉県君津市貞元１５２－１

君津杢師 千葉県 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外

小見川工業団地 千葉県 千葉県香取市虫幡１１０２－１

小見川神里 千葉県 千葉県香取市虫幡３９０番地１

佐倉井野 千葉県 千葉県佐倉市井野１５３１－３

臼井駅北口 千葉県 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１

松尾横芝インター 千葉県 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４

山武白幡 千葉県 千葉県山武市白幡２０４０番地２

大松屋京葉 千葉県 千葉県市原市五井西四丁目１番１

市原五井西六丁目 千葉県 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

市原平成通り 千葉県 千葉県市原市東五所４番１

薬ヒグチ行徳駅前公園 千葉県 千葉県市川市行徳駅前四丁目２２番１

東京医科歯科大学 千葉県 千葉県市川市国府台２－８－２８

市川新田 千葉県 千葉県市川市新田４－８－２５

市川駅東 千葉県 千葉県市川市新田五丁目１８番１３号

市川真間 千葉県 千葉県市川市真間１－１２－４

菅野一丁目 千葉県 千葉県市川市菅野一丁目７番２５－１０１号

市川曽谷七丁目 千葉県 千葉県市川市曽谷七丁目３２番７号

サクマ南行徳駅 千葉県 千葉県市川市相之川４丁目１７番２

市川南大野 千葉県 千葉県市川市南大野１－４０

市川南大野二丁目 千葉県 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号

本八幡駅南口 千葉県 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

市川南八幡 千葉県 千葉県市川市南八幡４丁目３番５号

市川入船 千葉県 千葉県市川市入船１４番１

本八幡駅西 千葉県 千葉県市川市八幡３－６－６

市川八幡 千葉県 千葉県市川市八幡三丁目１１番１７号

市川宝二丁目 千葉県 千葉県市川市宝二丁目１５番４号

松戸栄町 千葉県 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１

松戸栄町西四丁目 千葉県 千葉県松戸市栄町西四丁目１１７１番１

松戸幸田 千葉県 千葉県松戸市幸田２４１番１

小金原二丁目 千葉県 千葉県松戸市小金原２丁目９－８

八柱桜通り 千葉県 千葉県松戸市常盤平陣屋前８－１１

松戸大金平 千葉県 千葉県松戸市大金平５－３７３－１



新八柱駅前 千葉県 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１

牧の原二丁目 千葉県 千葉県松戸市牧の原２－４８－１

松戸本町 千葉県 千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 千葉県 千葉県成田市堀之内６８番地

稲毛山王 千葉県 千葉県千葉市稲毛区山王町１５１－３

稲毛小中台町 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

多田屋稲毛 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

稲毛小仲台九丁目 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小仲台九丁目８０６番１

西千葉駅前 千葉県 千葉県千葉市稲毛区弥生町２－２１

千葉柏井町 千葉県 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１

花見川畑町 千葉県 千葉県千葉市花見川区畑町５８７－１

幕張本郷 千葉県 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３

幕張本郷七丁目 千葉県 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 千葉県 千葉県千葉市若葉区みつわ台５－１２－１４

千葉若松町 千葉県 千葉県千葉市若葉区若松町２０９２－９

千葉富士見二丁目 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見２丁目５－３

千葉幸町一丁目 千葉県 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号

高洲二丁目 千葉県 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１５

真砂一丁目 千葉県 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番３号

幕張ベイタウン 千葉県 千葉県千葉市美浜区打瀬２－３パティオス２番街

千葉平川町 千葉県 千葉県千葉市緑区平川町２３３０番地１

千葉茂呂町 千葉県 千葉県千葉市緑区茂呂町３９８－１

船橋夏見台 千葉県 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号

中山競馬場前 千葉県 千葉県船橋市古作二丁目１番５号

船橋芝山四丁目 千葉県 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

津田沼パルコ 千葉県 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号

前原駅前 千葉県 千葉県船橋市前原東４丁目１８番１号

船橋坪井町 千葉県 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号

東船橋駅南口 千葉県 千葉県船橋市東船橋４丁目３１番１号

下総中山駅南口 千葉県 千葉県船橋市本中山３－１４－２０

原木中山駅北 千葉県 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０

袖ケ浦奈良輪 千葉県 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６番地１

大網白里南今泉 千葉県 千葉県大網白里市南今泉１３０－２

一宮海岸 千葉県 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１

柏駅西口 千葉県 千葉県柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル

柏花野井 千葉県 千葉県柏市花野井１８１０番地１

柏大室 千葉県 千葉県柏市花野井７５０番１他

柏市民の森 千葉県 千葉県柏市高柳２番４

柏富勢 千葉県 千葉県柏市根戸４６７－２

柏松葉町七丁目 千葉県 千葉県柏市松葉町７丁目１４－１

西原三丁目 千葉県 千葉県柏市西原３丁目１番１号

北柏台 千葉県 千葉県柏市北柏台５番２

柏明原一丁目 千葉県 千葉県柏市明原一丁目８番１９

白井堀込 千葉県 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号

八街五方杭 千葉県 千葉県八街市八街ほ１０３０－１５

八千代大和田新田 千葉県 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１

八千代医療センター前 千葉県 千葉県八千代市大和田新田４８３番６５

八千代島田台 千葉県 千葉県八千代市島田台９８８番２

八千代台駅東口 千葉県 千葉県八千代市八千代台南１丁目１－２　第一小池ビル

木更津金田東 千葉県 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２

おおたかの森 千葉県 千葉県流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１、２、３

流山セントラルパーク駅前 千葉県 千葉県流山市前平井１４５番１

南流山八丁目 千葉県 千葉県流山市南流山８丁目１－１０

南流山一丁目 千葉県 千葉県流山市南流山一丁目１５番１

若葉台駅前 東京都 東京都稲城市若葉台２－４－４

稲城いちょう並木通 東京都 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１

稲城長峰二丁目 東京都 東京都稲城市長峰２－１－２

京王稲城駅前 東京都 東京都稲城市百村１６１３－３

羽村羽加美 東京都 東京都羽村市羽加美３－８－３

奥戸七丁目 東京都 東京都葛飾区奥戸７丁目３－８

京成金町駅 東京都 東京都葛飾区金町５丁目３７－９

金町六丁目 東京都 東京都葛飾区金町６丁目２－１

新小岩駅南口 東京都 東京都葛飾区新小岩１－４８－８

白鳥四丁目 東京都 東京都葛飾区白鳥四丁目２２－１７

一之江七丁目 東京都 東京都江戸川区一之江７－８１－２－１０１

鹿骨二丁目 東京都 東京都江戸川区鹿骨２丁目３６－１２

鹿骨五丁目 東京都 東京都江戸川区鹿骨５－３９－４

西小岩二丁目 東京都 東京都江戸川区西小岩２丁目１９－１２

ＴＫＤ亀戸中之橋 東京都 東京都江東区亀戸７－６０－１２

江東亀戸九丁目 東京都 東京都江東区亀戸九丁目３４番１－１３８号

ＴＫＤ森下一丁目 東京都 東京都江東区森下１丁目５－５

江東森下四丁目 東京都 東京都江東区森下４丁目１０－８

江東深川二丁目 東京都 東京都江東区深川２－５－１

大島五丁目 東京都 東京都江東区大島５－３２－１２

元麻布 東京都 東京都港区元麻布２－２－１２

リバージュ品川 東京都 東京都港区港南４丁目１－１０

高輪一丁目 東京都 東京都港区高輪１丁目２７－４７



田町東口 東京都 東京都港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル

西新橋一丁目 東京都 東京都港区西新橋１丁目５－１１

西麻布三丁目 東京都 東京都港区西麻布３丁目２４

お台場海浜公園 東京都 東京都港区台場１－５－７－１０１

港区白金プラザ 東京都 東京都港区白金１－１７－１

自然教育園前 東京都 東京都港区白金台３丁目１９－１

白金台三丁目 東京都 東京都港区白金台三丁目１６－１１

西日暮里一丁目 東京都 東京都荒川区西日暮里１－６０－８

西日暮里二丁目 東京都 東京都荒川区西日暮里２丁目２９－６

兼升西尾久 東京都 東京都荒川区西尾久７－５－８

薬ヒグチ日暮里 東京都 東京都荒川区東日暮里５丁目５１－１１　静屋ビル

南千住四丁目 東京都 東京都荒川区南千住４丁目９－１

ワタナベ南千住 東京都 東京都荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１

南千住八丁目 東京都 東京都荒川区南千住８－４－５

南千住五丁目 東京都 東京都荒川区南千住五丁目２９－１２

国分寺戸倉通り 東京都 東京都国分寺市戸倉３丁目－４９－３

国分寺弁天通り 東京都 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５

国分寺西恋ヶ窪 東京都 東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７

海田西国分寺 東京都 東京都国分寺市泉町３－６－３

柚木国分寺南町 東京都 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

国分寺南町三丁目 東京都 東京都国分寺市南町３－１５－６

国分寺本多五丁目 東京都 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１

谷保駅東 東京都 東京都国立市富士見台一丁目２０番６

国立北一丁目 東京都 東京都国立市北１丁目４－７

国立北 東京都 東京都国立市北３丁目２９番地８

狛江岩戸南四丁目 東京都 東京都狛江市岩戸南四丁目２２番８号

狛江中和泉一丁目 東京都 東京都狛江市中和泉一丁目１４番１６号

東野川二丁目 東京都 東京都狛江市東野川２－２２－１

狛江駅南 東京都 東京都狛江市東和泉１－１５－５

新川吉祥寺通り 東京都 東京都三鷹市新川２－４－２

三鷹東八通り 東京都 東京都三鷹市新川６－６－７

三鷹中原 東京都 東京都三鷹市中原２－１２

三鷹野崎 東京都 東京都三鷹市野崎３丁目－４－３

笹塚二丁目 東京都 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

笹塚三丁目北 東京都 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山

渋谷松濤一丁目 東京都 東京都渋谷区松濤１丁目２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ

上原三丁目 東京都 東京都渋谷区上原３丁目６－６オークハウス１Ｆ

神宮前三丁目 東京都 東京都渋谷区神宮前３丁目７－７　金井ビル

幡ヶ谷駅南 東京都 東京都渋谷区西原２丁目３１－５

新宿マインズタワー 東京都 東京都渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー

参宮橋駅前 東京都 東京都渋谷区代々木４丁目２－３

渋谷富ヶ谷一丁目 東京都 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１３－９

渋谷本町一丁目 東京都 東京都渋谷区本町１丁目１６－３

サンズ東小金井駅北口 東京都 東京都小金井市梶野町５丁目２－３６モーゼビル１Ｆ

中川小金井北 東京都 東京都小金井市本町５－１５－９

花小金井四丁目 東京都 東京都小平市花小金井４丁目１３－９

小平回田町 東京都 東京都小平市回田町３１２番１

小平あかしあ通り 東京都 東京都小平市仲町４２５番地８

小平光ヶ丘 東京都 東京都小平市鈴木町２丁目１７５番地１

目白駅前 東京都 東京都新宿区下落合３－１８－１

メトロ高田馬場駅前 東京都 東京都新宿区高田馬場２丁目１４－６　アライビル

高田馬場戸山口 東京都 東京都新宿区高田馬場４－３－１２

神楽坂三丁目 東京都 東京都新宿区神楽坂三丁目２番地２０

西早稲田諏訪通り 東京都 東京都新宿区西早稲田２丁目２０－１

中落合三丁目目白通り 東京都 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル

大久保駅南口 東京都 東京都新宿区百人町１－２３－２１

新宿弁天町 東京都 東京都新宿区弁天町２１

小滝橋通り 東京都 東京都新宿区北新宿４－３－１３

新宿矢来町 東京都 東京都新宿区矢来町８１－２

阿佐谷南三丁目 東京都 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

杉並阿佐谷南口 東京都 東京都杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４

阿佐谷北四丁目 東京都 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

永福町駅南 東京都 東京都杉並区永福２丁目５０－１５

下井草駅南口 東京都 東京都杉並区下井草２－４４－４

桜上水駅北 東京都 東京都杉並区下高井戸一丁目２３番１１号

富士見ケ丘 東京都 東京都杉並区久我山５－２５－９

久我山駅北 東京都 東京都杉並区久我山５－８－１９

東高円寺駅北口 東京都 東京都杉並区高円寺南１－７－３

高円寺南 東京都 東京都杉並区高円寺南４丁目４４番８号

杉並松ノ木一丁目 東京都 東京都杉並区松ノ木一丁目６番２７号

成田西二丁目 東京都 東京都杉並区成田西二丁目１３－２４

杉並成田東三丁目 東京都 東京都杉並区成田東三丁目１番２号

杉並清水早稲田通り 東京都 東京都杉並区清水３丁目２９－１８

塚本西荻南 東京都 東京都杉並区西荻南２－７－１０

杉並桃井西 東京都 東京都杉並区桃井４丁目１５番９号

高円寺梅里 東京都 東京都杉並区梅里一丁目８－１２

方南町駅前 東京都 東京都杉並区方南２－２１－４



堀ノ内三丁目水道通り 東京都 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号

杉並堀の内 東京都 東京都杉並区堀ノ内二丁目１－４２

杉並本天沼三丁目 東京都 東京都杉並区本天沼３丁目４３番１０号

杉並和泉 東京都 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

世田谷奥沢一丁目 東京都 東京都世田谷区奥沢一丁目８番１号

世田谷鎌田三丁目 東京都 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６

サンズ経堂すずらん通り 東京都 東京都世田谷区宮坂３丁目１８－３

玉川三丁目 東京都 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１

駒沢二丁目 東京都 東京都世田谷区駒沢２丁目１７－９

経堂農大通り 東京都 東京都世田谷区経堂１－２６－１２

経堂駅前 東京都 東京都世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

世田谷弦巻五丁目 東京都 東京都世田谷区弦巻五丁目２－１４

桜丘世田谷通り 東京都 東京都世田谷区桜丘３丁目２６番３号

世田谷若林一丁目 東京都 東京都世田谷区若林一丁目２６－８

東松原駅前 東京都 東京都世田谷区松原五丁目３－１３第一玉川ビル１階

世田谷上馬一丁目 東京都 東京都世田谷区上馬一丁目１７番１０号

上北沢駅前南口 東京都 東京都世田谷区上北沢３－１８－８

上野毛駅前 東京都 東京都世田谷区上野毛１丁目１４－７

世田谷新町 東京都 東京都世田谷区新町３－１－１

世田谷新町三丁目 東京都 東京都世田谷区新町３－２２－１

深沢二丁目 東京都 東京都世田谷区深沢２－７－３

世田谷廻沢 東京都 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－１

千歳台四丁目 東京都 東京都世田谷区千歳台４丁目２６－１４

まるいし希望丘 東京都 東京都世田谷区船橋６－１－６

祖師ヶ谷大蔵駅西 東京都 東京都世田谷区祖師谷３丁目３２－５

まるいし祖師谷 東京都 東京都世田谷区祖師谷４丁目２４－１

新代田駅前 東京都 東京都世田谷区代田４－１０

池尻二丁目 東京都 東京都世田谷区池尻２－３４－１　井上ビル

世田谷淡島通り 東京都 東京都世田谷区池尻４丁目１３－１５

芦花公園駅北 東京都 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

南烏山五丁目 東京都 東京都世田谷区南烏山５丁目２４番８号

千歳烏山駅西口 東京都 東京都世田谷区南烏山６丁目４－１２

世田谷粕谷一丁目 東京都 東京都世田谷区粕谷一丁目１４番１９号

まるいし八幡山 東京都 東京都世田谷区八幡山１－２－６

環八八幡山 東京都 東京都世田谷区八幡山３丁目３８

ハッピーロード尾山台 東京都 東京都世田谷区尾山台３－９－７

池ノ上駅北口 東京都 東京都世田谷区北沢１－３３－１６

用賀の杜 東京都 東京都世田谷区用賀１－１０－８

用賀二丁目 東京都 東京都世田谷区用賀２－４１－９

清瀬中里 東京都 東京都清瀬市中里六丁目５３８番１

半蔵門駅前 東京都 東京都千代田区一番町２５

御茶ノ水とちの木通り 東京都 東京都千代田区神田駿河台１丁目５

綾瀬駅東口 東京都 東京都足立区綾瀬３丁目１－１６

足立綾瀬西口 東京都 東京都足立区綾瀬４－７－３

足立五反野 東京都 東京都足立区弘道１丁目１４－２

新田一丁目 東京都 東京都足立区新田１丁目１８－１　ＴＭコーポ

ポンテポルタ千住 東京都 東京都足立区千住　橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住

北千住駅東口 東京都 東京都足立区千住旭町４０－２１

千住河原町墨堤通り 東京都 東京都足立区千住河原町６－１６

千住曙町 東京都 東京都足立区千住曙町４１－２－１０９

島根四丁目 東京都 東京都足立区島根４－１３ー３

南花畑 東京都 東京都足立区南花畑２－３６－１７

多摩関戸五丁目 東京都 東京都多摩市関戸五丁目１７番１　他２筆

多摩センター駅南 東京都 東京都多摩市鶴牧１－２６－２

多摩鶴牧三丁目 東京都 東京都多摩市鶴牧３丁目５番３

唐木田駅前 東京都 東京都多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階

台東三筋一丁目 東京都 東京都台東区三筋１丁目９－３

蔵前 東京都 東京都台東区蔵前２－１７－１

入谷二丁目 東京都 東京都台東区入谷２－１－８

台東柳橋一丁目 東京都 東京都台東区柳橋一丁目３番１０号

鵜の木多摩堤通り 東京都 東京都大田区鵜の木２丁目２番　５号

大森山王 東京都 東京都大田区山王２ー５ー３

大田上池台 東京都 東京都大田区上池台１丁目１４－１６

大田長原 東京都 東京都大田区上池台一丁目４３番２号

大田洗足池 東京都 東京都大田区上池台二丁目３１番１１号

西糀谷四丁目 東京都 東京都大田区西糀谷４－１３－１２

かわだ多摩川 東京都 東京都大田区多摩川１丁目２３－１　ＭＳフォルム多摩川

かわだ多摩川二丁目 東京都 東京都大田区多摩川２丁目１５－１６

大森西四丁目 東京都 東京都大田区大森西４丁目１０番２号

大田大森西一丁目 東京都 東京都大田区大森西一丁目１９－１４

大森東産業道路 東京都 東京都大田区大森東二丁目９番１２号スカイレジデンス大森東１階

平和島旧東海道 東京都 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

大田中央四丁目 東京都 東京都大田区中央四丁目２１－７

大田中馬込 東京都 東京都大田区中馬込２－６－３

田園調布二丁目 東京都 東京都大田区田園調布２－４１－１７

田園調布本町 東京都 東京都大田区田園調布本町３３－１２

栄屋石川台 東京都 東京都大田区東雪谷２－１４－３



大田東矢口三丁目 東京都 東京都大田区東矢口３丁目１０－９

大田南蒲田二丁目 東京都 東京都大田区南蒲田二丁目１８－１２

大田南馬込五丁目 東京都 東京都大田区南馬込５－１６－２０

大田南馬込六丁目 東京都 東京都大田区南馬込６丁目３番１２号

サンズ大岡山駅前 東京都 東京都大田区北千束１－４５－１１風月堂ビル１階

サンズ大岡山北口 東京都 東京都大田区北千束１－５５－２

タケウチ矢口 東京都 東京都大田区矢口２－１６ー２

月島二丁目 東京都 東京都中央区月島２丁目１４－１２

晴海センタービル 東京都 東京都中央区晴海２丁目５－２４晴海センタービル

入船三丁目 東京都 東京都中央区入船３丁目１０－９

中央明石町 東京都 東京都中央区明石町３－３　新明ビル１階

中野江古田の杜 東京都 東京都中野区江古田三丁目１４番１号プライムメゾン江古田の杜ウエスト１階

都立家政 東京都 東京都中野区鷺宮２丁目６－７

鷺宮駅前 東京都 東京都中野区鷺宮３－２０－３

中野新井二丁目 東京都 東京都中野区新井２－５１－３

南台二丁目 東京都 東京都中野区南台２－５２－６

中野坂上ハーモニー 東京都 東京都中野区本町１丁目３２番２号

野方駅南 東京都 東京都中野区野方５丁目２９－１

中野弥生町 東京都 東京都中野区弥生町一丁目２８番８号

秀栄玉川学園南 東京都 東京都町田市玉川学園７丁目４番６号

金森町田街道 東京都 東京都町田市金森二丁目９４３番地１号

町田駅南口 東京都 東京都町田市原町田１－３－９

町田多摩境 東京都 東京都町田市小山ヶ丘５丁目１－４

秀栄町田小川 東京都 東京都町田市小川五丁目１０番２０号

東名町田 東京都 東京都町田市小川七丁目８番３号

秀栄相原町 東京都 東京都町田市相原町字武蔵岡３６２１番１

みなとや鶴川 東京都 東京都町田市鶴川２－１０－７

本町田南 東京都 東京都町田市本町田２０１６番地１

国領二丁目 東京都 東京都調布市国領町２－１０－２

調布上ノ原 東京都 東京都調布市柴崎二丁目３９番地３

調布若葉町 東京都 東京都調布市若葉町３－８－４

調布深大寺元町 東京都 東京都調布市深大寺元町２－３－１１

調布日活撮影所前 東京都 東京都調布市染地２－８－１２

調布成城富士見橋 東京都 東京都調布市入間町三丁目１０番２８

東久留米本町一丁目 東京都 東京都東久留米市本町１－４－５

久米川辻 東京都 東京都東村山市久米川町５－３－２

東大和桜が丘 東京都 東京都東大和市桜が丘二丁目２５１－３

日野神明 東京都 東京都日野市神明１丁目１４－８

日野甲州街道 東京都 東京都日野市大字日野１４７７－１

日野万願寺 東京都 東京都日野市万願寺３丁目２５－１３

セレオ八王子 東京都 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

八王子アイロード 東京都 東京都八王子市旭町１３番１３号

八王子高尾町 東京都 東京都八王子市高尾町１８１９番１

西八王子駅北口 東京都 東京都八王子市千人町２丁目２０－６

八王子千人町 東京都 東京都八王子市千人町４丁目１３－１８

八王子北大通り 東京都 東京都八王子市大横町１２番１０

八王子大楽寺町 東京都 東京都八王子市大楽寺町４８４－１

八王子大楽寺東 東京都 東京都八王子市大楽寺町５１５番４

帝京大学 東京都 東京都八王子市大塚３５９

中野中央通り 東京都 東京都八王子市中野上町二丁目３２番１２号

八王子東中野 東京都 東京都八王子市東中野５６５番１　シーズ１４ミネギシ

ＪＲ八王子駅北口 東京都 東京都八王子市東町１１－２

日本文化大入口 東京都 東京都八王子市片倉町２２１４番１

北野駅前通り 東京都 東京都八王子市北野町５５４－１１

京王堀之内駅前 東京都 東京都八王子市堀之内３丁目２７

八王子堀之内 東京都 東京都八王子市堀之内３丁目６－１

八王子万町 東京都 東京都八王子市万町９８番地５

京王八王子 東京都 東京都八王子市明神町２－２６－１０

板橋帝京大学 東京都 東京都板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ

向原一丁目 東京都 東京都板橋区向原１丁目４－１

高島平一丁目 東京都 東京都板橋区高島平１－１１－１

西台駅東口 東京都 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号

板橋高島平七丁目 東京都 東京都板橋区高島平７－３１－３

西台駅西口 東京都 東京都板橋区高島平９丁目１番９号

坂下一丁目 東京都 東京都板橋区坂下１－１０－２０

四葉二丁目 東京都 東京都板橋区四葉２－１０－４

板橋舟渡二丁目 東京都 東京都板橋区舟渡二丁目２１番２

常盤台北口 東京都 東京都板橋区常盤台１－４－８

板橋新河岸一丁目 東京都 東京都板橋区新河岸１丁目５－１２

成増駅南 東京都 東京都板橋区成増２丁目１４－５

板橋赤塚二丁目 東京都 東京都板橋区赤塚２丁目－３２－１２

板橋前野町三丁目 東京都 東京都板橋区前野町３－３１－４

板橋前野町六丁目 東京都 東京都板橋区前野町六丁目１０番６号

中板橋駅前 東京都 東京都板橋区中板橋２３ー３

板橋台橋通り 東京都 東京都板橋区東新町２丁目３４番

蓮根二丁目 東京都 東京都板橋区蓮根２－３

武蔵小山パルム 東京都 東京都品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル



品川荏原二丁目 東京都 東京都品川区荏原二丁目３番地７号

旗の台五丁目 東京都 東京都品川区旗の台５－８－３

戸越六丁目 東京都 東京都品川区戸越６－２２－９

品川桐ヶ谷通り 東京都 東京都品川区小山台一丁目３３－１４

目黒駅東 東京都 東京都品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ

アトレ目黒 東京都 東京都品川区上大崎３丁目１－１

五反田駅前 東京都 東京都品川区西五反田２丁目６－８

不動前 東京都 東京都品川区西五反田４－３０－９

西大井一丁目 東京都 東京都品川区西大井１丁目８－２

大井一丁目 東京都 東京都品川区大井１－２１－１９

東五反田郵便局東 東京都 東京都品川区東五反田１－１８－３

青物横丁 東京都 東京都品川区南品川２－１７－２２

品川区役所前 東京都 東京都品川区二葉１丁目７番１３号

二葉三丁目 東京都 東京都品川区二葉３丁目２９－１０

品川平塚 東京都 東京都品川区平塚二丁目３－１１

新馬場サクセス通り 東京都 東京都品川区北品川２－１８－３

紅葉丘南参道 東京都 東京都府中市紅葉丘１丁目１５－１

中河原駅前 東京都 東京都府中市住吉町２丁目２－７

府中東八通り 東京都 東京都府中市新町２－４８－１．２

是政五丁目 東京都 東京都府中市是政５－６－６

府中清水が丘二丁目 東京都 東京都府中市清水が丘二丁目４９番地４

府中浅間町四丁目 東京都 東京都府中市浅間町四丁目７番１号

ルミエール府中前 東京都 東京都府中市府中町２丁目２０番１０

府中小金井街道 東京都 東京都府中市府中町三丁目２３番４

吉祥寺通り 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺　南町１丁目１１番１０号

井の頭公園口 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１５－４

吉祥寺八幡通り 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５

武蔵野中町新道 東京都 東京都武蔵野市中町１丁目３４－３

武蔵野中央公園前 東京都 東京都武蔵野市八幡町１－１－２１

関口一丁目 東京都 東京都文京区関口１－１９－６

江戸川橋駅西 東京都 東京都文京区関口１－４４－１０

文京向丘一丁目 東京都 東京都文京区向丘１－１３－３

文京向丘二丁目 東京都 東京都文京区向丘二丁目１０番１４号

小石川五丁目 東京都 東京都文京区小石川５－３－８

小石川ゆたて坂 東京都 東京都文京区小石川５－３１－４

千駄木五丁目 東京都 東京都文京区千駄木５丁目４２－２

大塚一丁目 東京都 東京都文京区大塚１－５－１８

文京本郷 東京都 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

六義園 東京都 東京都文京区本駒込６－１５－２０

巣鴨地蔵通り 東京都 東京都豊島区巣鴨３－３４－１

丸萬椎名町駅前 東京都 東京都豊島区長崎１丁目２－７

サンシャイン通り南 東京都 東京都豊島区東池袋１－１３－１１

東池袋一丁目 東京都 東京都豊島区東池袋１－２６－４

サンシャインシティ 東京都 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャインシティアルパ２Ｆ

サンシャインＣＰＨ 東京都 東京都豊島区東池袋３丁目１－５サンシャインシティプリンスホテル内１階

サンシャイン南 東京都 東京都豊島区東池袋４－２６－１

サンシャイン西 東京都 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号

サウス池袋 東京都 東京都豊島区南池袋１－２３－６ＫＤＧ池袋ビル

豊島南池袋三丁目 東京都 東京都豊島区南池袋三丁目１番１０号

椎名町駅南口 東京都 東京都豊島区南長崎１丁目２４番１号

南長崎五丁目 東京都 東京都豊島区南長崎５丁目１―１

目白駅西 東京都 東京都豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

千川駅北 東京都 東京都豊島区要町３丁目３８－４

東京成徳学園前 東京都 東京都北区王子５－２３－８

王子神谷駅前 東京都 東京都北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル

上十条三丁目 東京都 東京都北区上十条３丁目１４－６

上中里三丁目 東京都 東京都北区上中里３－６－１２

赤羽北三丁目 東京都 東京都北区赤羽北３丁目２０－１

滝野川五丁目 東京都 東京都北区滝野川５－３７－１

田端新町三丁目 東京都 東京都北区田端新町三丁目１３－６

東十条六丁目 東京都 東京都北区東十条６丁目７－１

浮間一丁目 東京都 東京都北区浮間１丁目－７－１８９

鈴木錦糸町 東京都 東京都墨田区錦糸１－７－２

両国四丁目 東京都 東京都墨田区両国４－２７－６新井ビル

目黒柿の木坂 東京都 東京都目黒区柿の木坂３－８－１３

原町一丁目 東京都 東京都目黒区原町１－６－５

上目黒二丁目 東京都 東京都目黒区上目黒２－１８－２

目黒中町 東京都 東京都目黒区中町２丁目３２－５

目黒三丁目 東京都 東京都目黒区目黒３丁目４－８ベル　ドミール　目黒

立川錦町 東京都 東京都立川市錦町１－４－４

立川錦町二丁目 東京都 東京都立川市錦町２丁目１－１９

海田日野橋 東京都 東京都立川市錦町６丁目２１－２２

立川南駅前 東京都 東京都立川市柴崎町３丁目８－２

西武立川 東京都 東京都立川市西砂町一丁目２番１１他３筆

玉川上水駅南口 東京都 東京都立川市柏町４－６２－４

災害医療センター 東京都 東京都立川市緑町３２５６

新桜台 東京都 東京都練馬区羽沢２－１



練馬桜台二丁目 東京都 東京都練馬区桜台２－８－６

江古田日芸前 東京都 東京都練馬区小竹町１－５１－５

上石神井駅前 東京都 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３

石神井台二丁目 東京都 東京都練馬区石神井台２丁目３５－３９

石神井台七丁目 東京都 東京都練馬区石神井台７－２３－７

石神井町二丁目 東京都 東京都練馬区石神井町２－３１－１７

石神井公園駅西 東京都 東京都練馬区石神井町７丁目１番１６号

早宮四丁目 東京都 東京都練馬区早宮４丁目－１－１

大泉学園通り 東京都 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１

朝霞駐屯地 東京都 東京都練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内

練馬谷原六丁目 東京都 東京都練馬区谷原六丁目２５番１５号

練馬中村三丁目 東京都 東京都練馬区中村３丁目１番２号

中村南 東京都 東京都練馬区中村南２－５－１

田柄一丁目 東京都 東京都練馬区田柄１丁目８－７

大泉学園駅北 東京都 東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４

練馬東大泉四丁目 東京都 東京都練馬区東大泉４丁目９番１０号

練馬西税務署前 東京都 東京都練馬区東大泉６丁目４１－１０

練馬富士見台 東京都 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号

練馬平和台二丁目 東京都 東京都練馬区平和台２丁目４７番４号

練馬北町二丁目 東京都 東京都練馬区北町２丁目２２－１２

伊勢原桜坂 神奈川県 神奈川県伊勢原市串橋３５１－４

横須賀芦名 神奈川県 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号

たかはし吉井 神奈川県 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９

京急久里浜駅前 神奈川県 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル

横須賀光風台 神奈川県 神奈川県横須賀市西浦賀３丁目２３番８号

横須賀平作 神奈川県 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号

高梨米が浜 神奈川県 神奈川県横須賀市米が浜通２－１－４

野比中学前 神奈川県 神奈川県横須賀市野比４－３－８

市沢町 神奈川県 神奈川県横浜市旭区市沢町９１９－３１

中白根 神奈川県 神奈川県横浜市旭区中白根３丁目１－１

鶴ヶ峰 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１

横浜希望ヶ丘 神奈川県 神奈川県横浜市旭区南希望が丘６７

岡村 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区岡村１－７－１

磯子滝頭三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目１番４２号

根岸駅北 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区東町１１－１０

横浜公田町 神奈川県 神奈川県横浜市栄区公田町１６３８番地４８

松山釜利谷 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

松山金沢文庫 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区寺前１丁目３番８号

横浜富岡東 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区富岡東６丁目３１－１８

戸塚下倉田町 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

横浜戸塚小前 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４５

サンズ東戸塚駅西口 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－１

東戸塚 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３８－３

横浜舞岡町 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町７６９－１

小浦平戸二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区平戸２丁目１５－３５

港南台三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２３－３３

港南台ガーデン 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台４－３５－１８

港南台八丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台８－３５－１

双葉笹下一丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５

上永谷二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６

上大岡駅南 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３　ミツワ第２ビル

日野南三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港南区日野南三丁目２番１８号

港北師岡町 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町３８９－１

大倉山駅前 神奈川県 神奈川県横浜市港北区大倉山１－３－１３

港北太尾町 神奈川県 神奈川県横浜市港北区大倉山四丁目１５番３０号

樽町二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５

日吉二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目４番１１号

箕輪町一丁目 神奈川県 神奈川県横浜市港北区箕輪町１－１７－３

横浜神大寺四丁目 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４丁目８－２

横浜西神奈川三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３丁目６ー５

東神奈川東口 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

瀬谷中央 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区中央７番地３５

クイーンズスクエア横浜 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－８

横浜岡野一丁目 神奈川県 神奈川県横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンタービル

あざみ野二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－８

荏田西四丁目 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区荏田西４丁目７番１

新石川２４６ 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区荏田町１３４－１

藤が丘駅東 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２

こどもの国 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１

弥生台駅前 神奈川県 神奈川県横浜市泉区弥生台１４－１

弥生台駅前サテライト／Ｓ 神奈川県 神奈川県横浜市泉区弥生台５－２　△

緑園都市駅東口 神奈川県 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」

泉かまくらみち 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉中央南１丁目２１－１０

いずみ中央駅前 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５－４－１

横浜大桟橋通り 神奈川県 神奈川県横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル

シマダ黄金町 神奈川県 神奈川県横浜市中区初音町三丁目４９－１

鈴木石川町 神奈川県 神奈川県横浜市中区石川町２－８２



生麦 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区生麦３－２－２１

鶴見中央三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１０

東寺尾中台 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－１７

サンズすみれが丘南 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘１３－６

都筑ふれあいの丘駅前 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷

都筑大棚町 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区大棚町４１５－１

都筑梅田橋 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９９番地１

センター北駅前 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ

横浜中川中央 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目２９番３６号

南山田三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区南山田３－７－１

都筑富士見が丘 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１４－２６

井土ヶ谷駅前 神奈川県 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１

永田東一丁目 神奈川県 神奈川県横浜市南区永田東１－６－３７

シマダ永田北二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市南区永田北２－５３－１８

大岡三丁目 神奈川県 神奈川県横浜市南区大岡３丁目２－２５

大岡五丁目 神奈川県 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

六ッ川二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目４７－４

釜台町 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町４４－１６

小浦権太坂 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂二丁目５－７

横浜今井町 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１５９

横浜狩場町 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１００番地３

星川二丁目 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２丁目８－２２

中山駅北 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山一丁目５番３号

横浜中山町 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山一丁目９番６号

緑つくし野 神奈川県 神奈川県横浜市緑区長津田町４２３２－１

海老名下今泉 神奈川県 神奈川県海老名市下今泉一丁目８番３５号

海老名運動公園前 神奈川県 神奈川県海老名市社家１１８１－１

海老名上河内 神奈川県 神奈川県海老名市上河内字永池３１３番１

鎌倉雪ノ下 神奈川県 神奈川県鎌倉市雪ノ下３－４－２５

茅ヶ崎高田四丁目 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

茅ヶ崎北口 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市新栄町５５８１番９　他１筆

茅ヶ崎中島北 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市中島２５４番地３

茅ヶ崎堤坂下 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市堤２３０９－１　他（地番）

厚木北マルハン 神奈川県 神奈川県厚木市下荻野１２００番１３

厚木上荻野 神奈川県 神奈川県厚木市上荻野２４５‐１

座間相模が丘一丁目 神奈川県 神奈川県座間市相模が丘一丁目１２－１５

三崎原町 神奈川県 神奈川県三浦市原町２－２２

小田原小八幡 神奈川県 神奈川県小田原市小八幡７６７－５

小田原中村原 神奈川県 神奈川県小田原市中村原３９８－１

渋沢南 神奈川県 神奈川県秦野市曲松１－４－１３

秦野運動公園東 神奈川県 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

東海大学駅前 神奈川県 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５

秦野本町 神奈川県 神奈川県秦野市本町２丁目１－１

宮崎二丁目 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１

宮前平駅前 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮前平２－１５－３

ｍｉｎｉピアゴ川崎宮前平 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１１－２３

鷺沼駅前 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－１－２０

水沢三丁目 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区水沢三丁目１２－２

土橋一丁目 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－７

川崎宮前南平台 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区南平台１８－１３

幸区役所前 神奈川県 神奈川県川崎市幸区戸手本町１－４７

神明町二丁目 神奈川県 神奈川県川崎市幸区神明町２丁目４３番地

矢向駅西 神奈川県 神奈川県川崎市幸区塚越３丁目４０３番６

ニック北加瀬三丁目 神奈川県 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－１６－１

ＫＳＰ 神奈川県 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２－１

川崎新作二丁目 神奈川県 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３

川崎旭町一丁目 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区旭町１丁目９－１

大島三丁目 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区大島３丁目１７－１２

川崎大島五丁目 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区大島五丁目３１－１０

なわてや八丁畷 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

川崎東門前 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

堰三丁目 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１０番４号

宿河原二丁目 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４５－１８

西生田 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区西生田１－１５－５

ふるや中野島 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３１－１０

川崎登戸 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸２８５－１

登戸中央 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸４４５

武蔵中原駅前 神奈川県 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３－１

川崎苅宿 神奈川県 神奈川県川崎市中原区苅宿１５番５号

小杉法政通り 神奈川県 神奈川県川崎市中原区市ノ坪２６

武蔵小杉Ｔプレイス 神奈川県 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１

上丸子天神町 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町４５－２

武蔵新城 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上新城２丁目６番５号

武蔵新城南口 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新城１－２－２４

平間駅前 神奈川県 神奈川県川崎市中原区田尻町２０－１

岡田屋元住吉 神奈川県 神奈川県川崎市中原区木月２－１０－１

王禅寺西 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西３－２７－８



柿生駅前 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３８－１

柿生駅北口 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３９－３０

川崎東百合丘 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３丁目１２番１３号

新百合ケ丘駅前 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

上溝七曲り 神奈川県 神奈川県相模原市中央区上溝１２４９－６

相模原鵜野森 神奈川県 神奈川県相模原市南区鵜野森３丁目７－１３

相武台三丁目 神奈川県 神奈川県相模原市南区相武台３丁目２１－３９

相模原大野台六丁目 神奈川県 神奈川県相模原市南区大野台６丁目２１－１２

相模原公園入口 神奈川県 神奈川県相模原市南区麻溝台７１２－１

相模原原宿五丁目 神奈川県 神奈川県相模原市緑区原宿５丁目１番５号

津久井太井 神奈川県 神奈川県相模原市緑区太井２３０番１

箱根湯本 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８６－３３

開成宮台 神奈川県 神奈川県足柄上郡開成町宮台２４３－１

つきみ野入口 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間４４－１

大和西鶴間 神奈川県 神奈川県大和市西鶴間８丁目１－５

サンズ中央林間四丁目 神奈川県 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０

大和下鶴間北 神奈川県 神奈川県大和市中央林間９丁目７番２９号

大磯 神奈川県 神奈川県中郡大磯町大磯９９０

二宮釜野橋 神奈川県 神奈川県中郡二宮町山西１９７６－１

藤沢円行 神奈川県 神奈川県藤沢市円行２－１－２

円行二丁目 神奈川県 神奈川県藤沢市円行２－１３－１２

湘南台一丁目 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台１－１２－１

湘南ライフタウン 神奈川県 神奈川県藤沢市大庭５３４９－９

藤沢長後 神奈川県 神奈川県藤沢市長後９５４－３

辻堂神台 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台２－８－１６

藤沢渡内 神奈川県 神奈川県藤沢市渡内２－１５－２

藤沢柄沢 神奈川県 神奈川県藤沢市柄沢二丁目７番地２７

平塚おかざき 神奈川県 神奈川県平塚市岡崎５８０２番地の１

平塚御殿 神奈川県 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６

平塚桜ケ丘 神奈川県 神奈川県平塚市桜ケ丘１－１

平塚四之宮 神奈川県 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

湘南めぐみが丘 神奈川県 神奈川県平塚市上吉沢２２０－２

平塚真土 神奈川県 神奈川県平塚市西真土一丁目８－５

平塚入野 神奈川県 神奈川県平塚市入野１５８番１他

燕吉田本所 新潟県 新潟県燕市吉田本所１１７番地４

燕小高 新潟県 新潟県燕市小高１６０２

燕大曲 新潟県 新潟県燕市大曲３６３８番１

加茂旭町 新潟県 新潟県加茂市旭町１６－７

加茂下条 新潟県 新潟県加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１

五泉あこみ 新潟県 新潟県五泉市赤海二丁目２番６４号

五泉本町 新潟県 新潟県五泉市本町四丁目２番１２号

メルシー川治 新潟県 新潟県十日町市北新田１－４

新津吉岡町 新潟県 新潟県新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号

新潟山谷町 新潟県 新潟県新潟市秋葉区山谷町二丁目４番２４号

新津本町四丁目 新潟県 新潟県新潟市秋葉区新津本町四丁目２８番２１号

新津善道町 新潟県 新潟県新潟市秋葉区善道町２丁目７番２２号

新津荻川 新潟県 新潟県新潟市秋葉区中野二丁目２２番２２号

新津朝日 新潟県 新潟県新潟市秋葉区朝日２６０番地８

巻駅前 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲２５２２－３

巻桔梗が丘 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲８７番地

新潟巻大原 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻大原９９６－２

新潟みずき野 新潟県 新潟県新潟市西区みずき野２丁目８番１８号

新潟五十嵐中島 新潟県 新潟県新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号

新潟曽和インター 新潟県 新潟県新潟市西区内野戸中才１４９６－５

新潟内野山手 新潟県 新潟県新潟市西区内野山手１丁目１１番２７号

新潟木山 新潟県 新潟県新潟市西区木山４１４番地１

女池上山一丁目 新潟県 新潟県新潟市中央区女池上山一丁目６番１７号

女池上山四丁目 新潟県 新潟県新潟市中央区女池上山四丁目５－１１

新潟中央インター 新潟県 新潟県新潟市中央区鳥屋野３５８番４７－２

豊栄かぶとやま 新潟県 新潟県新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２

長岡弓町 新潟県 新潟県長岡市弓町１丁目３番２２号

長岡高見町 新潟県 新潟県長岡市高見町３００７番地１

長岡新町二丁目 新潟県 新潟県長岡市新町二丁目１番６号

田上川船河 新潟県 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５

六日町駅東 新潟県 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

入善くぬぎ山 富山県 富山県下新川郡入善町椚山１２１３番地

高岡金屋町 富山県 富山県高岡市金屋町１０番１号

高岡戸出光明寺 富山県 富山県高岡市戸出古戸出３６番３

高岡よつや 富山県 富山県高岡市四屋７４４番地

高岡中曽根 富山県 富山県高岡市中曽根２８９５番地

高岡はおか 富山県 富山県高岡市波岡３１８番４

高岡赤丸 富山県 富山県高岡市福岡町赤丸５１６番１

射水大門 富山県 富山県射水市大門１６７番地２

小矢部アウトレットパーク 富山県 富山県小矢部市西中野９７２－１

上市中央 富山県 富山県中新川郡上市町横法音寺８２番地１

立山大清水 富山県 富山県中新川郡立山町大清水５１７番地２

立山二ツ塚 富山県 富山県中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１



砺波中野 富山県 富山県砺波市中野１３６０番地の１

福野二日町 富山県 富山県南砺市二日町字中島４３０番地

ファミリーブックス福光 富山県 富山県南砺市福光３７３番地１

氷見漁港前 富山県 富山県氷見市比美町１９番２３号

富山岩瀬浜 富山県 富山県富山市岩瀬天神町２０番地

富山下坂倉 富山県 富山県富山市婦中町下坂倉１１４番地１

富山豊田本町 富山県 富山県富山市豊田本町一丁目６番３５号

山中 石川県 石川県加賀市山中温泉湯の出町レ－１４

加賀大聖寺南町 石川県 石川県加賀市大聖寺南町ロ２番地１

内灘向粟崎 石川県 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

内灘向陽台 石川県 石川県河北郡内灘町字向陽台１－２０７

金沢大学 石川県 石川県金沢市若松町ミ３番地１（金沢大学角間キャンパス内）

金沢大桑 石川県 石川県金沢市大桑二丁目４２番地

金沢菊川 石川県 石川県金沢市本多町一丁目１８番３号

金沢涌波 石川県 石川県金沢市涌波１丁目６番２７号

珠洲宝立町 石川県 石川県珠洲市宝立町金峰寺未字１４番地１

小松義仲 石川県 石川県小松市義仲町１４０番地

能美五間堂 石川県 石川県能美市五間堂町戊４３番地１

能美大成南 石川県 石川県能美市大成町ト３２番地１

辰口丘陵公園前 石川県 石川県能美市辰口町６４２－１

白山曽谷町 石川県 石川県白山市曽谷町へ１３０番地４

能登松波 石川県 石川県鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１

野々市工大前 石川県 石川県野々市市高橋町６２－１

芦原 福井県 福井県あわら市二面４７字２番地１

武生家久 福井県 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１

越前大虫 福井県 福井県越前市上太田町第５０号４番地の１

勝山郡町 福井県 福井県勝山市郡町一丁目１番９号

大野インター 福井県 福井県大野市横枕１丁目６番１号

南条ＳＡ下り 福井県 福井県南条郡南越前町上野７８字下八ッ口

福井花堂 福井県 福井県福井市花堂中２丁目２００４

福井高木町 福井県 福井県福井市高木町第４号８番地

二の宮四丁目 福井県 福井県福井市二の宮四丁目３６０１

福井北四ツ居 福井県 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

塩山小屋敷 山梨県 山梨県甲州市塩山小屋敷１６５１

甲斐双葉塩崎 山梨県 山梨県甲斐市下今井３４

甲府宮前町 山梨県 山梨県甲府市宮前町１－１

上野原新田 山梨県 山梨県上野原市新田７７９－１

梓川ＳＡ上り 長野県 長野県安曇野市豊科高家９６１－１外

安曇野インター 長野県 長野県安曇野市豊科南穂高１１１番地２３

伊那西町 長野県 長野県伊那市西町５０８８番地２

ＪＡ西箕輪 長野県 長野県伊那市西箕輪６５７９

伊那上川手 長野県 長野県伊那市美篶５７８２番地１

塩尻金塚 長野県 長野県塩尻市大字広丘野村字金塚１０２６番１

塩尻免許センター前 長野県 長野県塩尻市大字宗賀７３－１４

岡谷権現町 長野県 長野県岡谷市長地権現町２丁目２－２

信州阿南 長野県 長野県下伊那郡阿南町西條７４８番地１

下市田郵便局前 長野県 長野県下伊那郡高森町下市田１４５９番地１

ＪＡ上片桐 長野県 長野県下伊那郡松川町上片桐２２７１－１

ちの本田 長野県 長野県茅野市ちの２６７４番地

茅野神之原西 長野県 長野県茅野市玉川２２９６番地６

駒ヶ根アクセス 長野県 長野県駒ヶ根市上穂北２６番２号

佐久猿久保 長野県 長野県佐久市猿久保字前原７７８番１

佐久一本柳 長野県 長野県佐久市岩村田１８２４－３

佐久取出町 長野県 長野県佐久市取出町２０７－１９

松本桐 長野県 長野県松本市桐１丁目２番１号

松本芳川村井 長野県 長野県松本市村井町南２丁目１番３２号

松本平田西 長野県 長野県松本市野溝東１丁目１６番８号

松本木工団地 長野県 長野県松本市野溝木工１丁目１６３－２

ＪＡ中川 長野県 長野県上伊那郡中川村片桐３９９６番地１

箕輪バイパス 長野県 長野県上伊那郡南箕輪村３９６０－１

ＪＡいいじま 長野県 長野県上伊那郡飯島町飯島１７９３番７

ＪＡ伊北インター 長野県 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２

小布施中松 長野県 長野県上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６

飯綱町塩ノ入 長野県 長野県上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２

上田東高校前 長野県 長野県上田市常田三丁目４１０－３

上田踏入二丁目 長野県 長野県上田市踏入二丁目６６５番２

諏訪南インター 長野県 長野県諏訪郡富士見町富士見２６４－６

諏訪城南 長野県 長野県諏訪市小和田南１５－２１

諏訪四賀 長野県 長野県諏訪市大字四賀６６２番地１

諏訪文出 長野県 長野県諏訪市大字豊田２８２番地

須坂臥竜 長野県 長野県須坂市臥竜５丁目３番６号　　

須坂駅南 長野県 長野県須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１他

須坂相之島 長野県 長野県須坂市大字相之島５２８番地１

千曲あんずの里 長野県 長野県千曲市大字屋代４０ー１

中野一本木公園南 長野県 長野県中野市大字中野１８４６番２他１筆

長野伊勢宮一丁目 長野県 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号

長野吉田 長野県 長野県長野市吉田１丁目６－１３



長野宇木 長野県 長野県長野市三輪九丁目４９番２２号

長野若穂綿内 長野県 長野県長野市若穂綿内字町８５６４番地１

長野芹田 長野県 長野県長野市大字稲葉１１番地４

長野北長池 長野県 長野県長野市大字北長池１４４７－１

長野平林 長野県 長野県長野市平林１丁目３４－４７

信州天竜峡 長野県 長野県飯田市下瀬３８７番１

飯田丸山 長野県 長野県飯田市丸山町１丁目２番地３

飯田松尾新井 長野県 長野県飯田市松尾新井６７５５－１

飯田上殿岡 長野県 長野県飯田市上殿岡５８２番地１

飯田鼎切石 長野県 長野県飯田市鼎切石４６５７番１

安八森部 岐阜県 岐阜県安八郡安八町森部１６６０－１

安八牧 岐阜県 岐阜県安八郡安八町牧字石土手３２８６番地４

神戸町横井 岐阜県 岐阜県安八郡神戸町大字横井５４１番地の１

羽島駅みなみ 岐阜県 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

可児大森東 岐阜県 岐阜県可児市大森１５３２番地１

可児矢戸 岐阜県 岐阜県可児市矢戸１２８番地３

各務原おがせ 岐阜県 岐阜県各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２

各務原上戸 岐阜県 岐阜県各務原市上戸町二丁目２０番地１

各務原希望町 岐阜県 岐阜県各務原市蘇原希望町４丁目２９－１

各務原吉野町 岐阜県 岐阜県各務原市蘇原吉野町４丁目４１

各務原那加前野 岐阜県 岐阜県各務原市那加前野町４丁目５０番地

武儀下之保 岐阜県 岐阜県関市下之保５１３２番地の１

関祭場 岐阜県 岐阜県関市倉知４０９番地１

岐阜茜部寺屋敷 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

岐阜茜部 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部大川二丁目６７番地

岐阜さぎやま 岐阜県 岐阜県岐阜市鷺山北町７番１９号

名鉄岐阜駅イクト 岐阜県 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

岐阜鶴田町 岐阜県 岐阜県岐阜市鶴田町二丁目１番地

岐阜本荘公園 岐阜県 岐阜県岐阜市如月町二丁目１番地

岐阜新北島 岐阜県 岐阜県岐阜市北島九丁目８番地４

白鳥バイパス 岐阜県 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７

郡上愛宕 岐阜県 岐阜県郡上市八幡町島谷１２０番地６

高山江名子 岐阜県 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３

高山西之一色 岐阜県 岐阜県高山市西之一色町２－１２２－１

高山千島 岐阜県 岐阜県高山市千島町２６１番１

高山総和三丁目 岐阜県 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

多治見坂上町 岐阜県 岐阜県多治見市坂上町七丁目４８番地

多治見小泉町 岐阜県 岐阜県多治見市小泉町８丁目１００

多治見小泉八丁目 岐阜県 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１

土岐下石中央 岐阜県 岐阜県土岐市下石町１４３６番地

飛騨古川新栄町 岐阜県 岐阜県飛騨市古川町新栄町３番６号

美濃加茂加茂川町 岐阜県 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３

美濃加茂前平 岐阜県 岐阜県美濃加茂市前平町二丁目１１８番地１

美濃加茂蜂屋町 岐阜県 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１

岐阜本巣北方 岐阜県 岐阜県本巣郡北方町柱本南３丁目７１

本巣屋井 岐阜県 岐阜県本巣市屋井字八幡１３４９番地６

揖斐川町はぎなが 岐阜県 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永字溝口南１２４１番１１

宇佐美桜田 静岡県 静岡県伊東市宇佐美桜田１６０２－１２

河津笹原 静岡県 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地

松崎町松崎 静岡県 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２

南伊豆下賀茂 静岡県 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７

掛川西町 静岡県 静岡県掛川市掛川６０８－１

掛川成滝 静岡県 静岡県掛川市宮脇１丁目１８番地の１５

掛川かみ西郷 静岡県 静岡県掛川市上西郷１７６６番地

湖西なか 静岡県 静岡県湖西市岡崎字上ノ原１３４３－４１

湖西梅田 静岡県 静岡県湖西市梅田４７６番地３４

鷲津駅前 静岡県 静岡県湖西市鷲津５３００番地パルプラザ栄１Ｆ

御前崎池新田大山 静岡県 静岡県御前崎市池新田１５７３番地１５

長泉中土狩 静岡県 静岡県駿東郡長泉町中土狩１００５番地の１

沼津岡一色南 静岡県 静岡県沼津市岡一色４４－１

沼津あしたか 静岡県 静岡県沼津市東椎路８３２番地の３

焼津中根新田 静岡県 静岡県焼津市中根新田１５１０番地１

吉田下川原 静岡県 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地

裾野せぎ原 静岡県 静岡県裾野市伊豆島田５０７番地の１

静岡江川通り 静岡県 静岡県静岡市葵区紺屋町１番地の４

静岡車町 静岡県 静岡県静岡市葵区車町４６

静岡昭府町 静岡県 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

静岡城東町 静岡県 静岡県静岡市葵区城東町６５－１０

静岡瀬名 静岡県 静岡県静岡市葵区瀬名五丁目１５番１２号

南瀬名 静岡県 静岡県静岡市葵区瀬名川一丁目２３番１４号

静岡新足久保 静岡県 静岡県静岡市葵区足久保口組１３６番地の１

静岡二番町 静岡県 静岡県静岡市葵区二番町８－１８

静岡有永 静岡県 静岡県静岡市葵区有永町２番２６号

静岡長田 静岡県 静岡県静岡市駿河区丸子新田３８２番１

静岡高松二丁目 静岡県 静岡県静岡市駿河区高松二丁目６番１２号

静岡小鹿公園前 静岡県 静岡県静岡市駿河区小鹿３８８番地の１

静岡池田 静岡県 静岡県静岡市駿河区池田８７６番１号



静岡中原 静岡県 静岡県静岡市駿河区中原８１３－２

清水三保 静岡県 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８

清水インター 静岡県 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場４６番９

袋井愛野駅北 静岡県 静岡県袋井市愛野東１丁目１５番地の５

袋井愛野駅南 静岡県 静岡県袋井市愛野南一丁目１番地の７

袋井今井延久 静岡県 静岡県袋井市延久２０３番地の１

袋井松原 静岡県 静岡県袋井市松原５１５番地

袋井浅名 静岡県 静岡県袋井市浅名９３３－２

袋井大野 静岡県 静岡県袋井市大野３６７番地１

島田岸町 静岡県 静岡県島田市岸町９５６番地３

富士山静岡空港北 静岡県 静岡県島田市金谷猪土居３４４４番地３７

金谷東町 静岡県 静岡県島田市金谷東２丁目１０２９番地の１０

島田はばたき橋 静岡県 静岡県島田市中河８０３番１

藤枝横内 静岡県 静岡県藤枝市横内１９０番地１

藤枝田中 静岡県 静岡県藤枝市郡７３７－５

藤枝小石川三丁目 静岡県 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝瀬古東 静岡県 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号

藤枝駅南通り 静岡県 静岡県藤枝市前島３丁目１番１１号

熱海網代 静岡県 静岡県熱海市下多賀大西ヶ洞９－１３

浜松篠原 静岡県 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地

浜松入野 静岡県 静岡県浜松市西区入野町７３５－４

浜松寺島 静岡県 静岡県浜松市中区寺島町１００１番地

浜松小豆餅二丁目 静岡県 静岡県浜松市中区小豆餅２丁目２４－３

浜松西神田 静岡県 静岡県浜松市中区神田町５５０番地の１

浜松早出南 静岡県 静岡県浜松市中区早出町１５３６番地

浜松常盤町 静岡県 静岡県浜松市中区田町２２６番地６

浜松市野 静岡県 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

浜松将監 静岡県 静岡県浜松市東区将監町４４－８

浜松小池町 静岡県 静岡県浜松市東区小池町６５

浜松有玉北 静岡県 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松遠州浜 静岡県 静岡県浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号

浜北新原本村 静岡県 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５

浜北内野 静岡県 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

都田テクノ 静岡県 静岡県浜松市北区都田町９１０６－９

浜松東三方町 静岡県 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

富士宮山宮 静岡県 静岡県富士宮市山宮４０１番地の１

富士岩松 静岡県 静岡県富士市松岡字二ツ家５８－２

大渕久保町 静岡県 静岡県富士市大渕１４９番３１

富士大渕 静岡県 静岡県富士市大渕３５７９－４２

富士中野 静岡県 静岡県富士市中野２３１番地の１２

牧之原坂部 静岡県 静岡県牧之原市坂部５８０－１

牧之原地頭方 静岡県 静岡県牧之原市地頭方５００番地２

甚目寺平島 愛知県 愛知県あま市下萱津平島１４番地

七宝町遠島 愛知県 愛知県あま市七宝町遠島新開１５２番地１

三好丘旭三丁目 愛知県 愛知県みよし市三好丘旭三丁目１番地４

三好丘桜 愛知県 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１

みよし保田ケ池 愛知県 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１

三好上前 愛知県 愛知県みよし市打越町上前５７

三好あざぶ 愛知県 愛知県みよし市莇生町原３３番地

三好藤塚 愛知県 愛知県みよし市莇生町藤塚６番地１０

東郷三ツ池三丁目 愛知県 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

東郷高嶺 愛知県 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１

安城井杭山町 愛知県 愛知県安城市井杭山町高見１番地３

高木町 愛知県 愛知県安城市高木町半崎２１

三河安城駅前 愛知県 愛知県安城市三河安城本町２丁目１番地４

安城篠目童子 愛知県 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３

安城赤松 愛知県 愛知県安城市赤松町北新屋敷６４－１

安城山崎 愛知県 愛知県安城市里町四丁目１４番地６

一宮奥町野方 愛知県 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１

一宮今伊勢 愛知県 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地

一宮時之島 愛知県 愛知県一宮市時之島字古野９番地１

一宮浅井 愛知県 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

一宮浅井大野 愛知県 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１

一宮馬引 愛知県 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地

一宮三味北 愛知県 愛知県一宮市大和町馬引字三味北４番地１

一宮大和町焼野 愛知県 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

名神一宮インター 愛知県 愛知県一宮市丹陽町五日市場本地５６

一宮白旗通 愛知県 愛知県一宮市白旗通４－８

一宮北浦町 愛知県 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）

一宮北方町 愛知県 愛知県一宮市北方町中島字大道東３７番１

稲沢一色下方 愛知県 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地

稲沢横地 愛知県 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢祖父江曲 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１

稲沢祖父江大牧 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１

稲沢天池北 愛知県 愛知県稲沢市天池牧作町６８番地２

岡崎井内町 愛知県 愛知県岡崎市井内町字川田１６番地１

岩本宇頭 愛知県 愛知県岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８



岡崎久後崎町 愛知県 愛知県岡崎市久後崎町字両神１－１６

岡崎元欠町 愛知県 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１

岡崎上里二丁目 愛知県 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７

岡崎針崎 愛知県 愛知県岡崎市針崎町春咲４６－１

岡崎美合 愛知県 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

岡崎上三本松 愛知県 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番６

岡崎本宿 愛知県 愛知県岡崎市本宿町字城屋敷２番地

大治花常 愛知県 愛知県海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３

大治東條 愛知県 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地

大治役場南 愛知県 愛知県海部郡大治町大字馬島字西深田９番地

大治北間島 愛知県 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地

幸田深溝 愛知県 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２

幸田町大草東 愛知県 愛知県額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１

蒲郡拾石東浜 愛知県 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１

蒲郡大塚 愛知県 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２

刈谷築地町 愛知県 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１

刈谷一ツ木町 愛知県 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２

刈谷一ツ木七丁目 愛知県 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５

刈谷広小路四丁目 愛知県 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地

小垣江西 愛知県 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３０－４

刈谷泉田町 愛知県 愛知県刈谷市泉田町割田１番１

刈谷市かりがね 愛知県 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１

刈谷半城土西 愛知県 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５

刈谷宝町 愛知県 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４

刈谷野田 愛知県 愛知県刈谷市野田町石仏１９番地１

岩倉北島宮東 愛知県 愛知県岩倉市北島町西道海戸１０番他３筆

岩倉鈴井町 愛知県 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１

犬山駅東 愛知県 愛知県犬山市中山町二丁目５３番

高浜論地町 愛知県 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７

藤山台 愛知県 愛知県春日井市岩成台九丁目１－１

春日井高山町 愛知県 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

春日井鳥居松三丁目 愛知県 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２

春日井八田町 愛知県 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４

味美町 愛知県 愛知県春日井市味美町２丁目４８

春日井明知町 愛知県 愛知県春日井市明知町１０４１番地３

小牧基地 愛知県 愛知県小牧市春日寺一丁目１番地

小牧文津 愛知県 愛知県小牧市小松寺三丁目２０９番地

小牧中宮 愛知県 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１

小牧桃花台城山 愛知県 愛知県小牧市城山１丁目５－１５

小牧北外山 愛知県 愛知県小牧市大字北外山区画整理内６４街区６

常滑若松町 愛知県 愛知県常滑市若松町三丁目６０番地

常滑小倉町 愛知県 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１

瀬戸大坪北 愛知県 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１

瀬戸北山 愛知県 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１

清須春日 愛知県 愛知県清須市春日中沼２７番地

清洲上条 愛知県 愛知県清須市上条二丁目６番地の１

西尾伊藤町 愛知県 愛知県西尾市伊藤５丁目１番１７

西尾羽塚 愛知県 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１

西尾永楽町 愛知県 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地

西尾下矢田町 愛知県 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地

西尾今川町 愛知県 愛知県西尾市今川町石橋１７－３

西尾駅南口 愛知県 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６

西尾中畑 愛知県 愛知県西尾市田貫一丁目３番地

西尾八ツ面 愛知県 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１

大府共和インター 愛知県 愛知県大府市共栄町３丁目４－８

大府共和西 愛知県 愛知県大府市共西町一丁目６２番

森岡 愛知県 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地

扶桑中海道 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番

扶桑町 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字定光寺１１６－１

扶桑町南山名 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字仲畑１５０番地２

阿久比宮津団地 愛知県 愛知県知多郡阿久比町大字宮津字小廻間２４番地９

阿久比福住 愛知県 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２

武豊梨子ノ木 愛知県 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地

知多新知東 愛知県 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２

知多新舞子 愛知県 愛知県知多市新舞子東町一丁目１番７

知多八幡 愛知県 愛知県知多市八幡字半田道３ー３

知立逢妻町 愛知県 愛知県知立市逢妻町道瀬山１６－３

知立牛田町 愛知県 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１

知立東海道 愛知県 愛知県知立市山町小林２８－３

知立上重原本郷 愛知県 愛知県知立市上重原町本郷２０６－２

知立上重原 愛知県 愛知県知立市上重原二丁目１８

知立堀切 愛知県 愛知県知立市堀切三丁目２６番地

長久手南 愛知県 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地

津島越津柳之内 愛知県 愛知県津島市越津町字柳之内５１番

津島橘町 愛知県 愛知県津島市橘町四丁目７０番地

津島唐臼 愛知県 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３

田原浦 愛知県 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１



田原赤石 愛知県 愛知県田原市赤石四丁目１５番地

田原南晩田 愛知県 愛知県田原市田原町南晩田１８－３

東海八幡新田 愛知県 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１

東海加木屋町 愛知県 愛知県東海市加木屋町二丁目１８９番地

東海富貴ノ台 愛知県 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２

半田阿原町 愛知県 愛知県半田市阿原町１２番１

半田やなべ高山 愛知県 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４

半田東洋 愛知県 愛知県半田市瑞穂町９丁目３－１２

半田板山町 愛知県 愛知県半田市板山町１５丁目９４番１

碧南塩浜町 愛知県 愛知県碧南市塩浜町三丁目８９番地１

碧南東山町 愛知県 愛知県碧南市東山町２丁目５３番地１

碧南入船町 愛知県 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地

豊橋西部団地前 愛知県 愛知県豊橋市　豊橋柳生川南部土地区画整理事業１４街区７画地

豊橋下条東町 愛知県 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋牛川通二丁目 愛知県 愛知県豊橋市牛川通２丁目１０番９

豊橋原町 愛知県 愛知県豊橋市原町字塘上２－２

豊橋佐藤一丁目 愛知県 愛知県豊橋市佐藤１丁目１１－１３

豊橋佐藤四丁目 愛知県 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１

西岩田 愛知県 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

豊橋石巻平野町 愛知県 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼２番１０

豊橋石巻本町東 愛知県 愛知県豊橋市石巻本町字東木ノ根５３番

豊橋前田二丁目 愛知県 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４

豊橋多米西町 愛知県 愛知県豊橋市多米西町二丁目２７番地１０

豊橋多米東町三丁目 愛知県 愛知県豊橋市多米東町三丁目３４番地２

豊橋大岩 愛知県 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９

豊橋大清水 愛知県 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３

大脇 愛知県 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１

豊橋東岩田三丁目 愛知県 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６

豊橋東岩田二丁目 愛知県 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３

豊橋小鷹野 愛知県 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３

豊橋富士見台 愛知県 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１

豊橋弥生町 愛知県 愛知県豊橋市弥生町字東豊和１５５番地１１

豊橋緑ヶ丘一丁目 愛知県 愛知県豊橋市緑ケ丘１丁目１２番地３

三河一宮 愛知県 愛知県豊川市一宮町一宮幸２１３

豊川牛久保駅通 愛知県 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１

豊川御津大草 愛知県 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

豊川御油 愛知県 愛知県豊川市御油町青戸１１－１

豊川御油町南 愛知県 愛知県豊川市御油町八面横３２番地１

豊川小坂井町 愛知県 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地

豊川小坂井才ノ木 愛知県 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１

豊川中条町 愛知県 愛知県豊川市中条町観音堂７番１

豊川馬場 愛知県 愛知県豊川市馬場町宮脇１６９番地

豊川平尾郷中 愛知県 愛知県豊川市平尾町郷中１１０番３

豊川末広通 愛知県 愛知県豊川市末広通３丁目２３－１

豊田花園 愛知県 愛知県豊田市花園町東大切２１０－３

豊田宮上町 愛知県 愛知県豊田市宮上町１－１２－２

豊田宮町 愛知県 愛知県豊田市宮町７丁目１５７－２

豊田京町 愛知県 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４

豊田市木 愛知県 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３

豊田小坂町 愛知県 愛知県豊田市小坂町６丁目３５

豊田朝日 愛知県 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１

豊田東保見町 愛知県 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田平山町六丁目 愛知県 愛知県豊田市平山町６丁目４７番

明和 愛知県 愛知県豊田市明和町２丁目４７－３

豊田木瀬 愛知県 愛知県豊田市木瀬町横枕１５０４番地１

豊明西川町 愛知県 愛知県豊明市西川町長田５－１

豊明ほら貝 愛知県 愛知県豊明市前後町螺貝１３８８‐１１

豊明二村台 愛知県 愛知県豊明市二村台７丁目４－１

西春駅 愛知県 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地

北名古屋熊之庄 愛知県 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１

北名古屋清水 愛知県 愛知県北名古屋市鹿田清水８９番地１

西春西之保 愛知県 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地

北名古屋石橋 愛知県 愛知県北名古屋市石橋白目１１番地

稲永 愛知県 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号

港陽一丁目 愛知県 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番

十一屋三丁目 愛知県 愛知県名古屋市港区十一屋三丁目８６番地

当知住宅東 愛知県 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地

港福田 愛知県 愛知県名古屋市港区福田１－２０２

港宝神 愛知県 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３

港築地口 愛知県 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

港明正一丁目 愛知県 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２

小幡中一丁目 愛知県 愛知県名古屋市守山区小幡中一丁目３０番１７号

名古屋松坂町 愛知県 愛知県名古屋市守山区松坂町２１２

新守西 愛知県 愛知県名古屋市守山区新守西１６０３番地

天子田一丁目 愛知県 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地

高辻 愛知県 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３

昭和塩付通一丁目 愛知県 愛知県名古屋市昭和区塩付通１－２０－２



名古屋塩付通 愛知県 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３

昭和狭間町 愛知県 愛知県名古屋市昭和区狭間町３２番地

荒畑駅前 愛知県 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１－１

昭和八事 愛知県 愛知県名古屋市昭和区広路町字北石坂１０２番地の４

昭和石仏町 愛知県 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地

昭和檀渓通四丁目 愛知県 愛知県名古屋市昭和区檀渓通四丁目４２番地

山下通 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５－２１

瑞穂内方町 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２－１

瑞穂弥富通四丁目 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通四丁目６４番地２

名西康生通 愛知県 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

上名古屋四丁目 愛知県 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

平田小学校前 愛知県 愛知県名古屋市西区城西町５番地

鳥見町二丁目 愛知県 愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目１３番地１

星ヶ丘ターミナル 愛知県 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地

自由ケ丘 愛知県 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６－２４

千種本山 愛知県 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

鏡池通 愛知県 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１

千種田代本通四丁目 愛知県 愛知県名古屋市千種区田代本通四丁目１６－１

東山公園駅前 愛知県 愛知県名古屋市千種区東山通４－９－１

今池駅前 愛知県 愛知県名古屋市千種区内山三丁目９番１７号

名城線矢場町駅 愛知県 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番１３号先

栄長者町通 愛知県 愛知県名古屋市中区栄二丁目３－２０

地下鉄金山 愛知県 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号　ループ金山地下２

仁王門通り 愛知県 愛知県名古屋市中区大須２丁目１８番４５号　仁王門ビル

伏見通大須 愛知県 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

上前津 愛知県 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

中川押元町 愛知県 愛知県名古屋市中川区押元町一丁目２９番地４

助光二丁目 愛知県 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

中川西伏屋 愛知県 愛知県名古屋市中川区西伏屋２丁目１００４

中川住宅西 愛知県 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

尾頭橋通 愛知県 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号

近鉄伏屋駅 愛知県 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１

豊成団地 愛知県 愛知県名古屋市中川区豊成町１番豊成団地１号棟１０１号室

中村森田町 愛知県 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号

千成西 愛知県 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番

名駅桜通 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅３－２３－１３

東山線名古屋駅 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４番１５号先

天白元八事 愛知県 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地

原ターミナル 愛知県 愛知県名古屋市天白区原１丁目３０１原ターミナルビル１階

天白植田東 愛知県 愛知県名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地

植田南一丁目 愛知県 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

八事弥生が岡 愛知県 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

徳川町 愛知県 愛知県名古屋市東区徳川町１４０３番地

粕畠三丁目 愛知県 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９

熱田金山南 愛知県 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番６号

熱田伝馬町 愛知県 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号

大杉三丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区大杉三丁目３番１１号

東あじま三丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区東味鋺三丁目６０２番５

楠一丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１

楠あじま三丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地

黒川本通五丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３

名城公園北 愛知県 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号

柳原二丁目 愛知県 愛知県名古屋市北区柳原二丁目１５番６号

名東延珠町 愛知県 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地

名東極楽 愛知県 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１

一社駅北 愛知県 愛知県名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ

名東山の手 愛知県 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１

東山線藤が丘駅 愛知県 愛知県名古屋市名東区藤が丘１６３番地

名東照が丘 愛知県 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番

緑篭山西 愛知県 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８

緑砂田 愛知県 愛知県名古屋市緑区砂田２丁目１１３

太子二丁目 愛知県 愛知県名古屋市緑区太子二丁目２５番地

弥富西中地町 愛知県 愛知県弥富市西中地町中島２３番地

伊賀服部町 三重県 三重県伊賀市服部町２９５－１

伊勢小俣西 三重県 三重県伊勢市小俣町湯田７９３番地１

おばた明野 三重県 三重県伊勢市小俣町明野５３４番地２

東員町中上 三重県 三重県員弁郡東員町大字中上５１５番地１

熊野有馬 三重県 三重県熊野市有馬町５０１４番地

桑名市桑部 三重県 三重県桑名市大字桑部３３０６番地

桑名ニュータウン 三重県 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１０１番

朝日町おぶけ 三重県 三重県三重郡朝日町大字小向９３９番地１

近鉄四日市駅３番ホーム 三重県 三重県四日市市安島１丁目１－５６

近鉄四日市駅前ふれあいモール 三重県 三重県四日市市安島１丁目１－５６

近鉄四日市駅南口 三重県 三重県四日市市安島１丁目１－６０

鵜の森二丁目 三重県 三重県四日市市鵜の森２－９－９

ＥＸＰＡＳＡ御在所下り 三重県 三重県四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２

四日市城東町 三重県 三重県四日市市城東町２１－２０



名四塩浜 三重県 三重県四日市市大字塩浜字浜田３５２－１

四日市追分一丁目 三重県 三重県四日市市追分一丁目１番２５号

大王あぜな 三重県 三重県志摩市大王町波切４５３７番地１

松阪駅部田 三重県 三重県松阪市駅部田町１０３１番地２

松阪学園前 三重県 三重県松阪市下村町８３１－５

松阪黒田町 三重県 三重県松阪市黒田町１６５０番地４

高茶屋小森 三重県 三重県津市雲出本郷町１７９９－３

津市北黒田 三重県 三重県津市河芸町北黒田１９９６番地１

津小森町 三重県 三重県津市高茶屋小森町２２１番地

津岩田 三重県 三重県津市半田３４４８－１

くりはら度会 三重県 三重県度会郡度会町棚橋７８３番地１

御浜町三軒屋 三重県 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

尾鷲中央町 三重県 三重県尾鷲市中央町５９９番９４

尾鷲末広町 三重県 三重県尾鷲市末広町４番２６号

紀北西長島 三重県 三重県北牟婁郡紀北町長島１７１１－１

桔梗が丘西 三重県 三重県名張市蔵持町里２４１２－１

鈴鹿下箕田 三重県 三重県鈴鹿市下箕田１－５－３

鈴鹿御薗町 三重県 三重県鈴鹿市御薗町４４４６

鈴鹿寺家 三重県 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

鈴鹿神戸七丁目 三重県 三重県鈴鹿市神戸７－１６－２２

鈴鹿白子町 三重県 三重県鈴鹿市白子町８１３４番地

栗東安養寺一丁目 滋賀県 滋賀県栗東市安養寺１丁目６－１９

ＥＸＰＡＳＡ多賀下り 滋賀県 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺６６－３６

湖南下田口 滋賀県 滋賀県湖南市下田３９５４－２

湖南岩根 滋賀県 滋賀県湖南市岩根中央２丁目１０

甲西三雲 滋賀県 滋賀県湖南市三雲１０７２

甲賀駅前 滋賀県 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場７４６

水口牛飼 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町牛飼２４８４番１

安曇川西万木 滋賀県 滋賀県高島市安曇川町西万木

草津南笠東 滋賀県 滋賀県草津市南笠東四丁目３番５号

大将軍一丁目 滋賀県 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号

宇治伊勢田北山 京都府 京都府宇治市伊勢田町北山２－３

宇治槇島一ノ坪 京都府 京都府宇治市槇島町一ノ坪１７番地１

阪急西院駅前 京都府 京都府京都市右京区西院高山寺町１２番３

葛野西通 京都府 京都府京都市右京区西京極午塚町５７番

ヤスイカドノ五条 京都府 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２

かどの七条 京都府 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１

ＪＲ太秦駅前 京都府 京都府京都市右京区太秦上ノ段町１０

北白川 京都府 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

山科三条通 京都府 京都府京都市山科区竹鼻　外田町２５－３７

堀川今出川 京都府 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地

樫原江ノ本町 京都府 京都府京都市西京区樫原江ノ本町１０番地

西京御陵溝浦 京都府 京都府京都市西京区御陵溝浦町１９－４

松尾大社前 京都府 京都府京都市西京区嵐山宮ノ前町１０３

三条大宮 京都府 京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町５０番３

三条新町 京都府 京都府京都市中京区新町通姉小路下る町頭町１１５番

京都御池通天神 京都府 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町１

御池西洞院 京都府 京都府京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８

四条河原町西 京都府 京都府京都市中京区中之町５８５番地

伏見桃山駅前 京都府 京都府京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

伏見向島本丸 京都府 京都府京都市伏見区向島本丸町２番地

伏見小栗栖南 京都府 京都府京都市伏見区小栗栖森本町６番地６

京都深草フチ町 京都府 京都府京都市伏見区深草フチ町１番

深草龍大前 京都府 京都府京都市伏見区深草綿森町３０－１

竹田駅前 京都府 京都府京都市伏見区竹田内畑町１６０

精華学研都市 京都府 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

園部小山西町 京都府 京都府南丹市園部町小山西町打越２番１

南丹園部内林町 京都府 京都府南丹市園部町内林町東畑３０－４

木津梅美台 京都府 京都府木津川市梅美台一丁目１番地３

木津駅前 京都府 京都府木津川市木津池田２０番地８

木津大谷 京都府 京都府木津川市木津八後３５番地１

茨木鮎川 大阪府 大阪府茨木市鮎川５－２１－５

茨木彩都やまぶき 大阪府 大阪府茨木市彩都やまぶき三丁目１番１８号

ＪＲ総持寺駅南 大阪府 大阪府茨木市庄一丁目２４番２１号

茨木三島中学校南 大阪府 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号

阪急総持寺駅前 大阪府 大阪府茨木市総持寺駅前町６－１

茨木竹橋町 大阪府 大阪府茨木市竹橋町１番１号

茨木中総持寺町 大阪府 大阪府茨木市中総持寺町４番２号

茨木中穂積 大阪府 大阪府茨木市中穂積１丁目２－１２

茨木畑田町 大阪府 大阪府茨木市畑田町１番５７号

河内長野松ヶ丘 大阪府 大阪府河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１

河内長野南貴望ヶ丘 大阪府 大阪府河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６

小浦貝塚加神 大阪府 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号

小浦貝塚石才 大阪府 大阪府貝塚市石才１６０‐１

岸和田荒木町二丁目 大阪府 大阪府岸和田市荒木町２丁目６－１

岸和田流木東 大阪府 大阪府岸和田市流木町３２５番地１

幾野四丁目 大阪府 大阪府交野市幾野４－１８－５



交野星田 大阪府 大阪府交野市星田６丁目１－３０

高石加茂三丁目 大阪府 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号

富木駅前 大阪府 大阪府高石市取石二丁目２番１号

高槻浦堂 大阪府 大阪府高槻市浦堂２－１２

高槻芝生住宅前 大阪府 大阪府高槻市芝生町３丁目２２番１１号

高槻川西町一丁目 大阪府 大阪府高槻市川西町１丁目２２－２７

高槻土橋町 大阪府 大阪府高槻市土橋町３番１３号

阪南鳥取中 大阪府 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１

京屋御陵通 大阪府 大阪府堺市堺区一条通２－６

堺榎元町 大阪府 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

京屋三国ヶ丘駅前 大阪府 大阪府堺市堺区向陵中町２丁５－１４

堺市立総合医療センター 大阪府 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号

堺深井中町 大阪府 大阪府堺市中区深井中町１９７３－１

京屋東山 大阪府 大阪府堺市中区東山５６５－１

堺西野 大阪府 大阪府堺市東区西野４７９番１

堺菩提町 大阪府 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４

堺中長尾町 大阪府 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

堺北長尾町 大阪府 大阪府堺市北区北長尾町八丁１番１９号

島本高浜二丁目 大阪府 大阪府三島郡島本町高浜２－２６－２０

四條畷岡山 大阪府 大阪府四條畷市岡山１－１３－１

忍ヶ丘駅前 大阪府 大阪府四條畷市岡山３－１－５

佐太中町七丁目 大阪府 大阪府守口市佐太中町七丁目２０－１０

守口大庭 大阪府 大阪府守口市大庭町１－１－３

近鉄河内松原駅 大阪府 大阪府松原市上田３丁目５－１

松原新堂四丁目 大阪府 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１

松原天美我堂 大阪府 大阪府松原市天美我堂２丁目４６３番地１

寝屋川初町 大阪府 大阪府寝屋川市初町２０－７

佐井寺南が丘 大阪府 大阪府吹田市佐井寺南が丘９－６

吹田山手町四丁目 大阪府 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６

吹田山田西 大阪府 大阪府吹田市山田西２－７－１６

山田西四丁目 大阪府 大阪府吹田市山田西４－２－６

吹田垂水町一丁目 大阪府 大阪府吹田市垂水町１－７－６

吹田大橋 大阪府 大阪府吹田市西御旅町１－８

吹田青葉丘 大阪府 大阪府吹田市青葉丘南１－３３

吹田千里丘北 大阪府 大阪府吹田市千里丘北１－１６

吹田千里山高塚 大阪府 大阪府吹田市千里山高塚９－２

吹田長野西 大阪府 大阪府吹田市長野西１１－８

グローバルビレッジ津雲台 大阪府 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

吹田豊津町 大阪府 大阪府吹田市豊津町５３－１

摂津鳥飼上四丁目 大阪府 大阪府摂津市鳥飼上４丁目７－４１

泉佐野高松東 大阪府 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３

泉大津宮町 大阪府 大阪府泉大津市宮町１－７

泉大津寿町 大阪府 大阪府泉大津市寿町４－３６

泉大津東港町 大阪府 大阪府泉大津市東港町１５－１８

泉大津板原 大阪府 大阪府泉大津市板原町４丁目１１番１号

泉南インター 大阪府 大阪府泉南市信達岡中１１９９－１

狭山今熊 大阪府 大阪府大阪狭山市今熊１－５９－１

あべのＨｏｏｐ 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０

阿倍野元町 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町１４番７号

阪南町五丁目 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

地下鉄昭和町駅前 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１－２５　ビルおおさき

阿部野橋駅南 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－３－６０

寺田町駅前 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８

文の里二丁目 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里

新森三丁目 大阪府 大阪府大阪市旭区新森三丁目１－２０

スバル森小路 大阪府 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１

清水二丁目 大阪府 大阪府大阪市旭区清水２－４－１８

大宮五丁目 大阪府 大阪府大阪市旭区大宮５丁目３－１９

八幡屋商店街西 大阪府 大阪府大阪市港区八幡屋１－１５－８

此花島屋 大阪府 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

住吉苅田五丁目 大阪府 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１３－７　西武マンション

住吉苅田二丁目 大阪府 大阪府大阪市住吉区苅田二丁目５番２号

上住吉二丁目 大阪府 大阪府大阪市住吉区上住吉二丁目１２－５

長居西二丁目 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

城東鴫野西 大阪府 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－３

東中浜六丁目 大阪府 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

生野巽西 大阪府 大阪府大阪市生野区巽西２丁目１２－１９

江戸堀一丁目 大阪府 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０－２　肥後橋ニッタイビル

新町二丁目 大阪府 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８

岸里東二丁目 大阪府 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前 大阪府 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

南開 大阪府 大阪府大阪市西成区南開１－１－１１

泉尾一丁目 大阪府 大阪府大阪市大正区泉尾１－４－４

大正鶴町 大阪府 大阪府大阪市大正区鶴町４－９－２

内久宝寺町三丁目 大阪府 大阪府大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号

黒門市場前 大阪府 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目３－８

鶴見諸口一丁目 大阪府 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号



鶴見二丁目 大阪府 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－１０－１

天王寺駅北口 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

北河堀 大阪府 大阪府大阪市天王寺区北河堀町２－１６

四天王寺夕陽ヶ丘 大阪府 大阪府大阪市天王寺区六万体町５番１３号

善源寺町二丁目 大阪府 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号

京橋 大阪府 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ

京橋駅北口 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル

桑津五丁目 大阪府 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

桑津一丁目 大阪府 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

針中野二丁目 大阪府 大阪府大阪市東住吉区針中野二丁目２番５号

駒川中野東 大阪府 大阪府大阪市東住吉区西今川４丁目１０－５

東住吉矢田 大阪府 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目９番１７号

東成しんみちロード 大阪府 大阪府大阪市東成区大今里３丁目５番８号

中本三丁目 大阪府 大阪府大阪市東成区中本三丁目１４－１

井高野一丁目 大阪府 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８

上新庄駅南 大阪府 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３

東淀川瑞光 大阪府 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７

菅原二丁目 大阪府 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３

菅原北公園前 大阪府 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号

井高野駅前 大阪府 大阪府大阪市東淀川区北江口四丁目７番４号

加美東 大阪府 大阪府大阪市平野区加美東３丁目１７－２１

加美北三丁目 大阪府 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３

阪急東通 大阪府 大阪府大阪市北区小松原町３－３　ＯＳビル

天六本庄東 大阪府 大阪府大阪市北区本庄東１－１０－１６

十三本町二丁目 大阪府 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２

北野高校前 大阪府 大阪府大阪市淀川区新北野１－１４－１１

西宮原一丁目 大阪府 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－２８新大阪テラサキ第３ビル

四条畷駅前 大阪府 大阪府大東市学園町３番４号

大東諸福 大阪府 大阪府大東市諸福３丁目１番１５号

池田住吉一丁目 大阪府 大阪府池田市住吉１－３－８

東大阪横枕西 大阪府 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号

高井田元町 大阪府 大阪府東大阪市高井田元町１丁目１８－１５

東大阪若江南町 大阪府 大阪府東大阪市若江南町１丁目１－４８

近鉄河内小阪駅南口 大阪府 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１

東大阪森河内東 大阪府 大阪府東大阪市森河内東１丁目２２－１５

長田駅南 大阪府 大阪府東大阪市長田中１－４－１９

布施駅北 大阪府 大阪府東大阪市長堂１丁目２番１６号

ひょうたん山北 大阪府 大阪府東大阪市本町６－１７

藤井寺野中五丁目 大阪府 大阪府藤井寺市野中五丁目６－５３

柏原本郷三丁目 大阪府 大阪府柏原市本郷３丁目７番５１号

近商ストアハーベス山本 大阪府 大阪府八尾市山本町南１丁目９番２４号

八尾春日町 大阪府 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号

東太子一丁目 大阪府 大阪府八尾市東太子１－３－５

富田林小金台 大阪府 大阪府富田林市小金台１丁目４－３０

富田林中野町東 大阪府 大阪府富田林市中野町東１丁目２番１６号

豊中駅西口 大阪府 大阪府豊中市玉井町１－１０－４

豊中旭丘 大阪府 大阪府豊中市熊野町１－１－１２

大阪空港前 大阪府 大阪府豊中市蛍池西町二丁目１６－２６

豊中春日町 大阪府 大阪府豊中市春日町４－４－１３

鷹ケ巣上新田 大阪府 大阪府豊中市上新田４－７－１０

豊中上野西 大阪府 大阪府豊中市上野西２－４－２０

豊中城山町 大阪府 大阪府豊中市城山町２丁目７番３０号

曽根東町 大阪府 大阪府豊中市曽根東町１丁目２番７号

豊中浜 大阪府 大阪府豊中市浜１－２９－３

豊中本町 大阪府 大阪府豊中市本町３－１－４７

豊中夕日丘 大阪府 大阪府豊中市夕日丘３－６－３０

能勢町下田 大阪府 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１

能勢町栗栖 大阪府 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５

枚方招提南町 大阪府 大阪府枚方市招提南町２丁目１９

枚方御殿山 大阪府 大阪府枚方市上野１丁目１番２号

箕面森町 大阪府 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

箕面市役所前 大阪府 大阪府箕面市牧落１－７－２５

門真三ツ島三丁目 大阪府 大阪府門真市三ツ島３丁目９番１３号

芦屋東山町 兵庫県 兵庫県芦屋市東山町３番２号

ＪＲ伊丹駅前通 兵庫県 兵庫県伊丹市伊丹１－８－２１

伊丹稲野 兵庫県 兵庫県伊丹市稲野町８丁目４０－１

伊丹堀池 兵庫県 兵庫県伊丹市堀池３丁目９番３２号

加古川尾上町 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町今福４１９番１

加古川平岡 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町新在家４６２－１

平岡町西谷 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町西谷１８５番１

土山西 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町土山１２０６－１

新野辺北町 兵庫県 兵庫県加古川市別府町新野辺北町１丁目１４番地

加古川福沢 兵庫県 兵庫県加古川市野口町水足４－２

高砂魚橋 兵庫県 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４

高砂伊保 兵庫県 兵庫県高砂市伊保四丁目３８２

三田カルチャータウン 兵庫県 兵庫県三田市学園４丁目１



三田フラワータウン 兵庫県 兵庫県三田市弥生が丘１丁目２－４

千鳥が丘 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘三丁目１９番１３号

垂水泉が丘二丁目 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号

柳屋名谷インター 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区名谷町１０１２‐１

西神南 兵庫県 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目１－１西神南センタービル１Ｆ

白水 兵庫県 兵庫県神戸市西区白水２－１１－８

西神オリエンタルホテル 兵庫県 兵庫県神戸市西区糀台５－６－３

吾妻通 兵庫県 兵庫県神戸市中央区吾妻通２丁目２－２

神戸空港 兵庫県 兵庫県神戸市中央区神戸空港１番

ハーバーランドセンター 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

新長田駅北 兵庫県 兵庫県神戸市長田区松野通一丁目５番１４号

長田神社前 兵庫県 兵庫県神戸市長田区長田町２丁目１番２８号

ＪＲ鷹取駅前 兵庫県 兵庫県神戸市長田区浪松町２丁目１－１２

東灘岡本橋 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区岡本２丁目８番２３号

阪急御影駅前 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影二丁目１番２

アイランドセンター駅東 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町中２丁目１３アーバングルメポート２階

神戸ファッションマート 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６－９ファッションマート

六甲アイランド北 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目６

神戸住吉宮町二丁目 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町二丁目１０番２６号

摂津本山南 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区田中町１丁目１番１５号

神戸城内通 兵庫県 兵庫県神戸市灘区城内通３丁目３－４

滝山町 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区滝山町７番６２

阪急門戸厄神駅前 兵庫県 兵庫県西宮市下大市東町９番３号

甲東園駅東口 兵庫県 兵庫県西宮市甲東園１丁目５－１

甲風園一丁目 兵庫県 兵庫県西宮市甲風園１丁目５－７

西宮北口駅南 兵庫県 兵庫県西宮市高松町３番３４号

西宮獅子ヶ口 兵庫県 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１番３９号

西宮段上町北 兵庫県 兵庫県西宮市段上町五丁目２番４８号

ＪＲ西宮駅南 兵庫県 兵庫県西宮市池田町９－７

西宮名次町 兵庫県 兵庫県西宮市名次町２９－３

丹仙与古道 兵庫県 兵庫県西宮市与古道町１－２４

尼崎元浜町 兵庫県 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地

立花東 兵庫県 兵庫県尼崎市三反田町一丁目１３番１

宝塚御所の前 兵庫県 兵庫県宝塚市御所の前町１４番地２５号

小林四丁目 兵庫県 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

宝塚山本駅前 兵庫県 兵庫県宝塚市平井一丁目１１－２

明石大久保町 兵庫県 兵庫県明石市大久保町大窪７４６－１

八鹿 兵庫県 兵庫県養父市八鹿町八鹿１３００番地１

橿原石川町 奈良県 奈良県橿原市石川町３３８－１

葛城竹内 奈良県 奈良県葛城市竹内２０１番地

桜井安倍木 奈良県 奈良県桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５

近鉄桜井駅前 奈良県 奈良県桜井市桜井１９０－２

生駒上町 奈良県 奈良県生駒市上町９２番地

エムズドラッグ大和高田 奈良県 奈良県大和高田市市場７９６－２

天理九条町 奈良県 奈良県天理市九条町６１７－１

天理柳本 奈良県 奈良県天理市柳本町７００番地４

奈良学園大和町 奈良県 奈良県奈良市学園大和町六丁目７０６番地４

近鉄学園前駅 奈良県 奈良県奈良市学園北１丁目１－１－１０３

奈良紀寺町 奈良県 奈良県奈良市紀寺町６８２番１

奈良三条檜町 奈良県 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

奈良秋篠早月町 奈良県 奈良県奈良市秋篠早月町８番２１号

近商ストア西大寺 奈良県 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１２７

奈良藤ノ木台 奈良県 奈良県奈良市中町２２９番地の１

中登美ヶ丘六丁目 奈良県 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目

広陵疋相 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町大字疋相６０－１

岩出西国分 和歌山県 和歌山県岩出市西国分５３４－３

岩出川尻 和歌山県 和歌山県岩出市川尻１７３番１

岩出紀泉台 和歌山県 和歌山県岩出市相谷２－１

打田上野 和歌山県 和歌山県紀の川市打田１３５５－１

桃山町調月 和歌山県 和歌山県紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２

御坊島 和歌山県 和歌山県御坊市島６９６－１

新宮千穂三丁目 和歌山県 和歌山県新宮市千穂三丁目７番７号

日高美浜町 和歌山県 和歌山県日高郡美浜町大字田井４２６－２

和歌山榎原 和歌山県 和歌山県和歌山市榎原２１８－４

和歌山手平 和歌山県 和歌山県和歌山市手平４－１－７

和歌山インター 和歌山県 和歌山県和歌山市出島４１番地３

和歌山善明寺 和歌山県 和歌山県和歌山市善明寺４０８－１

和歌山直川 和歌山県 和歌山県和歌山市直川５５０－１

鳥取徳尾 鳥取県 鳥取県鳥取市古海字西開発７０４ー２１

米子長砂 鳥取県 鳥取県米子市長砂町７０番１他９筆

雲南加茂 島根県 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１

いずも神門 島根県 島根県出雲市神門町７９７番地

斐川直江 島根県 島根県出雲市斐川町　直江４９１１番地

斐川インター 島根県 島根県出雲市斐川町上庄原１６１０番地４

斐川富村 島根県 島根県出雲市斐川町大字富村６８１－１

松江学園南 島根県 島根県松江市学園南１丁目２０－１２

松江西津田 島根県 島根県松江市西津田３－１３－９



道の駅本庄 島根県 島根県松江市野原町４０１－８

ＴＳＵＴＡＹＡ井原 岡山県 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

岡山国富 岡山県 岡山県岡山市中区国富字中相６２５番１

岡山藤原西町 岡山県 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

岡山箕島 岡山県 岡山県岡山市南区箕島３１６番地１

花尻ききょう町 岡山県 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地１００

岡山今七丁目 岡山県 岡山県岡山市北区今７－６－７

岡山中山下北 岡山県 岡山県岡山市北区中山下１丁目１０－１０新田ビル

岡山つしま西坂 岡山県 岡山県岡山市北区津島西坂２－４－２０

岡山南庭瀬 岡山県 岡山県岡山市北区庭瀬１０５５番地１

岡山庭瀬 岡山県 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山一宮 岡山県 岡山県岡山市北区楢津６５２－４

笠岡美の浜 岡山県 岡山県笠岡市横島５２９番地１

玉野迫間 岡山県 岡山県玉野市迫間１８３番地

勝央町植月 岡山県 岡山県勝田郡勝央町植月北字南平３０９７－１

奈義町 岡山県 岡山県勝田郡奈義町上町川１６４２番地３

赤磐中島 岡山県 岡山県赤磐市中島７０番地１

山陽インター 岡山県 岡山県赤磐市立川１０９２番地１

倉敷西阿知町新田 岡山県 岡山県倉敷市西阿知町新田５７２番地５

倉敷平田 岡山県 岡山県倉敷市平田９４５番１

連島西之浦 岡山県 岡山県倉敷市連島町西之浦４２５番３

津山沼 岡山県 岡山県津山市沼２１－２

津山天神橋 岡山県 岡山県津山市川崎７４６番地１

津山ノースタウン 岡山県 岡山県津山市東一宮６６番地１

久米支所前 岡山県 岡山県津山市南方中１６８６番地

津山野介代 岡山県 岡山県津山市野介代４７－３

美作中央 岡山県 岡山県美作市入田２４５番地１

呉焼山バイパス 広島県 広島県呉市焼山西三丁目６番５０号

安芸瀬野駅前 広島県 広島県広島市安芸区瀬野二丁目８２４番１

広島緑井 広島県 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号

広島観音新町 広島県 広島県広島市西区観音新町３丁目７－３３

己斐本町二丁目 広島県 広島県広島市西区己斐本町二丁目７番１８号

高須駅前 広島県 広島県広島市西区庚午北３－９－１９

南観音一丁目 広島県 広島県広島市西区南観音一丁目５番２２号

温品四丁目 広島県 広島県広島市東区温品四丁目１番２６号

川西郷の駅 広島県 広島県三次市三若町２３９６番地

ＪＲ忠海駅前 広島県 広島県竹原市忠海中町一丁目１番７７号

廿日市宮内 広島県 広島県廿日市市宮内高通４３４４－１

宮内串戸駅前 広島県 広島県廿日市市串戸４丁目１４番１４

地御前 広島県 広島県廿日市市地御前２４６番地４

府中目崎 広島県 広島県府中市目崎町３１２番地２

福山引野町 広島県 広島県福山市引野町４丁目１３－１２

駅家万能倉 広島県 広島県福山市駅家町万能倉１２７４－２他

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県 広島県福山市松永町６丁目８－１８

新市戸手 広島県 広島県福山市新市町戸手６４７－１

神辺町新湯野 広島県 広島県福山市神辺町大字新湯野４２番地５

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺 広島県 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

神辺町川南 広島県 広島県福山市神辺町大字川南１３０９番地１

下関菊川 山口県 山口県下関市菊川町田部１１４９－１

下関大学町 山口県 山口県下関市大学町４丁目１０番１４号

小郡下郷 山口県 山口県山口市小郡下郷８７４番６

山口東山二丁目 山口県 山口県山口市東山２丁目４番２号

山口大学前 山口県 山口県山口市平井７８１番２

山陽小野田高栄 山口県 山口県山陽小野田市高栄一丁目１０番２２号

周南久米北 山口県 山口県周南市大字久米２８９３番３

柳井古開作 山口県 山口県柳井市古開作６５５－１

柳井新庄 山口県 山口県柳井市柳井４８３９－１

小松島大林町 徳島県 徳島県小松島市大林町字森ノ本２２番１

小松島和田島 徳島県 徳島県小松島市和田島町字浜塚１１６番地１

応神町西吉成 徳島県 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成１１３番地１

徳島佐古一番町 徳島県 徳島県徳島市佐古一番町４番１号

西須賀 徳島県 徳島県徳島市西須賀町中開３４番１

法花大谷町 徳島県 徳島県徳島市大谷町大開６６－４

徳島八万町大坪 徳島県 徳島県徳島市八万町大坪９２番地６

徳島北矢三町 徳島県 徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号

さぬき志度 香川県 香川県さぬき市志度正面２２１４番地７１

高松昭和 香川県 香川県高松市昭和町１丁目３番２４号

高松鶴市町 香川県 香川県高松市鶴市町５１９－１

坂出文京町 香川県 香川県坂出市文京町１丁目３５８０‐２５

財田町戸川 香川県 香川県三豊市財田町財田上５３７－２

まんのう町吉野 香川県 香川県仲多度郡まんのう町吉野１３０３番地１

三木町氷上 香川県 香川県木田郡三木町大字氷上字西ツフロ木２５６３－２

松前筒井 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町大字筒井２５番１

宇和島桝形 愛媛県 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

今治衣干一丁目 愛媛県 愛媛県今治市衣干町一丁目１番１９号

玉川町 愛媛県 愛媛県今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１

今治上徳一丁目 愛媛県 愛媛県今治市上徳１－５－３０



今治糸山 愛媛県 愛媛県今治市波止浜６番地９１

岩崎二丁目 愛媛県 愛媛県松山市岩崎町二丁目７－１

松山針田 愛媛県 愛媛県松山市針田町１１６番地４

松山石手 愛媛県 愛媛県松山市石手五丁目１－４５

松山土居田東 愛媛県 愛媛県松山市土居田町２６６番地８

松山はなみずき通り 愛媛県 愛媛県松山市和泉南１－６－１５

久万大谷 愛媛県 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲９０４番地

新居浜泉池 愛媛県 愛媛県新居浜市泉池町２番１０号

新居浜船木 愛媛県 愛媛県新居浜市船木甲２４５０番地の１

西条天神 愛媛県 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１

西条古川 愛媛県 愛媛県西条市古川甲３８４番１

野市大谷 高知県 高知県香南市野市町大谷中ノ坪８９２番

土佐山田新町丸 高知県 高知県香美市土佐山田町字新町丸４６８番地５

高知介良バイパス 高知県 高知県高知市介良乙１１２７番１

高知神田 高知県 高知県高知市神田４１１－１

高知大津バイパス 高知県 高知県高知市大津乙１００８番地３

土佐市戸波 高知県 高知県土佐市家俊字垣添１０９４番地１

南国おおそね 高知県 高知県南国市大そね甲１５９２－１８

久留米御井町 福岡県 福岡県久留米市御井町２５２４番地２

久留米国分町 福岡県 福岡県久留米市国分町１８４８番地４

糸島加布里 福岡県 福岡県糸島市加布里一丁目４番１２号

糸島神在 福岡県 福岡県糸島市神在西二丁目１番１号

春日若葉台東３丁目 福岡県 福岡県春日市若葉台東３丁目２８番地

大牟田歴木 福岡県 福岡県大牟田市大字歴木１８０７番１１９５

筑後中学校前 福岡県 福岡県筑後市大字水田９９８番１

筑紫駅前 福岡県 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

直方バイパス 福岡県 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

ＪＲ新飯塚駅 福岡県 福岡県飯塚市立岩９３１－１

神松寺二丁目 福岡県 福岡県福岡市城南区神松寺２－１２－４

ドラッグイレブン別府 福岡県 福岡県福岡市城南区別府５丁目７番

西区愛宕１丁目 福岡県 福岡県福岡市西区愛宕１丁目１－１

福岡姪浜駅南 福岡県 福岡県福岡市西区姪浜駅南３－１－１７

福岡高取一丁目 福岡県 福岡県福岡市早良区高取１丁目２４９番

福岡あけぼの 福岡県 福岡県福岡市早良区曙一丁目２番２５号

西新オレンジ通り 福岡県 福岡県福岡市早良区西新１－１０－１６

藤崎駅前 福岡県 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１－３４

福岡飯倉二丁目 福岡県 福岡県福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３

原田二丁目 福岡県 福岡県福岡市東区原田２－２－３２

御島崎２丁目 福岡県 福岡県福岡市東区御島崎２丁目７－３０

福岡香住ヶ丘 福岡県 福岡県福岡市東区香住ヶ丘七丁目５－６０

ＪＲ和白駅前 福岡県 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４

和白病院前 福岡県 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１１－１５

福岡和白五丁目 福岡県 福岡県福岡市東区和白五丁目５番２０号

福岡和白三丁目 福岡県 福岡県福岡市東区和白三丁目２７番６６号

福岡屋形原三丁目 福岡県 福岡県福岡市南区屋形原三丁目３６番１４号

清水三丁目 福岡県 福岡県福岡市南区清水三丁目２－１０

福岡西長住一丁目 福岡県 福岡県福岡市南区西長住１丁目１－５２

柏原四丁目 福岡県 福岡県福岡市南区柏原４丁目２－２８

福岡老司 福岡県 福岡県福岡市南区老司２－５－２５

福津宮司六丁目 福岡県 福岡県福津市宮司六丁目３番３号

戸畑中原東２丁目 福岡県 福岡県北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５

小倉下曽根駅南 福岡県 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１２番１号

小倉志井六丁目 福岡県 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号

小倉モノレール守恒 福岡県 福岡県北九州市小倉南区守恒本町一丁目３－１２

平尾台入口 福岡県 福岡県北九州市小倉南区大字木下１２２４－１

小倉南方二丁目 福岡県 福岡県北九州市小倉南区南方２－５－３０

北九大西 福岡県 福岡県北九州市小倉南区北方４丁目３番１２号

小倉上到津二丁目 福岡県 福岡県北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号

小倉真鶴 福岡県 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２７号

小倉富野インター 福岡県 福岡県北九州市小倉北区神幸町８－１

小倉明和町 福岡県 福岡県北九州市小倉北区明和町５番１８号

八幡黒崎 福岡県 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４

柳川市役所前 福岡県 福岡県柳川市坂本町２番地１

上宮永 福岡県 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６

佐賀多布施 佐賀県 佐賀県佐賀市多布施二丁目４番１６号

積文館書店三日月 佐賀県 佐賀県小城市三日月町長神田２３５６番地

神埼日の隈 佐賀県 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

鳥栖弥生が丘 佐賀県 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１７番地

唐津鏡 佐賀県 佐賀県唐津市鏡３４８３－６

唐津佐志 佐賀県 佐賀県唐津市佐志３８４－２

唐津バイパス干居 佐賀県 佐賀県唐津市浜玉町　横田下９４７

壱岐郷ノ浦東 長崎県 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雲仙瑞穂 長崎県 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛字十五田５４８－１

佐世保小島町 長崎県 長崎県佐世保市小島町４７７番１

大島 長崎県 長崎県西海市大島町１８１３

長崎女の都 長崎県 長崎県西彼杵郡長与町高田郷８４９－４

対馬厳原大手橋 長崎県 長崎県対馬市厳原町大手橋１０４０番地



国立長崎医療センター前 長崎県 長崎県大村市久原２丁目１０８０－１

大村小路口町 長崎県 長崎県大村市小路口町２４４－５

ＪＲ大村駅 長崎県 長崎県大村市東本町１０４－１

長崎恵美須町 長崎県 長崎県長崎市恵美須町２－５

長崎日見 長崎県 長崎県長崎市宿町３２番地

長崎宝町 長崎県 長崎県長崎市宝町２番２６号

川棚新谷 長崎県 長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷１５３－１

波佐見インター 長崎県 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１

南島原加津佐 長崎県 長崎県南島原市加津佐町己２８１９

南島原布津 長崎県 長崎県南島原市布津町乙字湯田１５６０－１

諫早永昌 長崎県 長崎県諫早市永昌町１４－１０

諫早真津山 長崎県 長崎県諫早市貝津ヶ丘５９４－２３

諫早久山 長崎県 長崎県諫早市久山町２１６２－４

喜々津駅前 長崎県 長崎県諫早市多良見町　化屋７４９－１

南小国きよら 熊本県 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１

菊池隈府 熊本県 熊本県菊池市隈府８４３番１

熊本菊池花房台 熊本県 熊本県菊池市木柑子１７６９－４

サンロードシティ 熊本県 熊本県球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

サンロード木上 熊本県 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

長洲清源寺 熊本県 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３１９３番外８筆

熊本花園５丁目 熊本県 熊本県熊本市西区花園５丁目７番１７号

熊本小島九丁目 熊本県 熊本県熊本市西区小島９丁目１８番１号

熊本広木町 熊本県 熊本県熊本市東区広木町３０番５５号

熊本近見七丁目 熊本県 熊本県熊本市南区近見７丁目１３－１００

熊本浜線バイパス 熊本県 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３外３筆

熊本薄場三丁目 熊本県 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

サンロード熊本良町 熊本県 熊本県熊本市南区良町３丁目１４－２３

熊本改寄町 熊本県 熊本県熊本市北区改寄町２３９３番１　外１筆

植木豊田 熊本県 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

永江団地 熊本県 熊本県合志市幾久富字下沖野１８６６番７０４

合志御代志 熊本県 熊本県合志市御代志１８５６－１

合志豊岡 熊本県 熊本県合志市豊岡２０００－２１５９

天草牛深 熊本県 熊本県天草市牛深町１５５１－１７

八代平山新町 熊本県 熊本県八代市平山新町２５０９－１

大分下戸次 大分県 大分県大分市大字下戸次１５３８－２

賀来 大分県 大分県大分市大字賀来３５９１

大分常行 大分県 大分県大分市大字常行１３５番

大分県立病院西口 大分県 大分県大分市豊饒三丁目１１番２号

竹田玉来 大分県 大分県竹田市大字玉来８４５－１

中津宮夫 大分県 大分県中津市大字宮夫６２番地１

中津大貞 大分県 大分県中津市大字大貞字３７１－７７

日田淡窓 大分県 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号

別府石垣西 大分県 大分県別府市石垣西７丁目４－１５

別府鶴見 大分県 大分県別府市大字鶴見３９２１番４

由布挾間 大分県 大分県由布市挾間町挾間５１４－１

延岡出北 宮崎県 宮崎県延岡市出北三丁目３１番１号

宮崎大島 宮崎県 宮崎県宮崎市大島町高崎４３８－１

日ノ出町 宮崎県 宮崎県宮崎市日ノ出町１０番地１

川南中央 宮崎県 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３５８９番地６

小林南町 宮崎県 宮崎県小林市細野１１４１番地４

小林つつみ 宮崎県 宮崎県小林市大字堤字丸岡２７９１番１

高千穂武道館前 宮崎県 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３５２番１

西都右松 宮崎県 宮崎県西都市右松３丁目２１

都城庄内 宮崎県 宮崎県都城市庄内町８１４４－１

早水公園前 宮崎県 宮崎県都城市早水町３９０１番地１

日向江良町 宮崎県 宮崎県日向市江良町四丁目７０

湧水町栗野橋 鹿児島県 鹿児島県姶良郡湧水町木場６１番地２

高山 鹿児島県 鹿児島県肝属郡肝付町前田４９７５－１

南種子 鹿児島県 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２２１１番地１

川内原田町 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市原田町１９－１

迫川内駅前通り 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市鳥追町６－１６

入来日ノ丸 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名７１０１

志布志田尻 鹿児島県 鹿児島県志布志市志布志町安楽３６０７番地

志布志安楽 鹿児島県 鹿児島県志布志市志布志町安楽渡口５７１－２

脇田電停前 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目２８番１号

花棚 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市吉野二丁目２８番１４号

まきばランド光山 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市光山二丁目２－２１

坂元 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市坂元町２３－５

桜ヶ丘五丁目 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘五丁目３４番５

山田 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市山田町１８２－１

紫原中学校前 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目４１－４

鹿児島春山町 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市春山町１２４４番地１

小野二丁目 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市小野二丁目２番２８号

上福元町 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市上福元町５８０２－１

ＰＬＡＣＥ城西 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市城西三丁目８－１

大門口通 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市新町５－１

真砂本町 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市真砂本町３－５７



川上小入口 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市川上町３４６４番地１

草牟田町 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市草牟田町４－４

慈眼寺駅前 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目１７番１号

長田町 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市長田町１８番２２号

東谷山四丁目 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東谷山四丁目１７番１号

与次郎一丁目 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目７番２５号

出水向江町 鹿児島県 鹿児島県出水市向江町２０－６

高尾野中央 鹿児島県 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２

文化町 鹿児島県 鹿児島県出水市文化町２７－３

出水米ノ津港 鹿児島県 鹿児島県出水市米ノ津町４３番２３号

末吉上町 鹿児島県 鹿児島県曽於市末吉町上町四丁目１番１

金峰大野 鹿児島県 鹿児島県南さつま市金峰町大野３７５８－１

畑野立神 鹿児島県 鹿児島県枕崎市中央町３６５番

枕崎平田町 鹿児島県 鹿児島県枕崎市平田町２６６番地

国分敷根 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分敷根１６０番地１

国分福島 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分福島三丁目１８番２９号

はとや霧島 鹿児島県 鹿児島県霧島市霧島大窪字桑原１７６番地１７


