
店舗名 郵便番号 住所

甚目寺平島 490-1114 愛知県あま市下萱津平島１４番地

あま七宝南 497-0005 愛知県あま市七宝町伊福十七５９番地３

七宝町遠島 497-0002 愛知県あま市七宝町遠島新開１５２番地１

七宝駅前 497-0001 愛知県あま市七宝町沖之島返上地５８番地１

七宝伊福橋 497-0006 愛知県あま市七宝町下之森二之坪１番地１

あま桂 497-0004 愛知県あま市七宝町桂下り戸２４番地１

美和高校前 490-1211 愛知県あま市篠田藤東７番２

甚目寺桜田 490-1111 愛知県あま市甚目寺桜田５４番地

甚目寺萱津 490-1113 愛知県あま市中萱津足川３９

あま市役所東 490-1222 愛知県あま市木田沼東切６４番地１

東名三好インター 470-0207 愛知県みよし市根浦町一丁目１２－２

三好丘旭三丁目 470-0203 愛知県みよし市三好丘旭三丁目１番地４

三好丘桜 470-0204 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１

三好姥子 470-0224 愛知県みよし市三好町姥子９番地７

三好井之口 470-0224 愛知県みよし市三好町森曽２番地１

みよし保田ケ池 470-0224 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１

みよし新屋 470-0224 愛知県みよし市三好町夕田４４－１

みよし打越 470-0213 愛知県みよし市打越町上前１－５

三好上前 470-0213 愛知県みよし市打越町上前５７

みよし市東山台 470-0212 愛知県みよし市東山台３２－２

三好陣取山 470-0222 愛知県みよし市東陣取山２１６番地

三好明知 470-0214 愛知県みよし市明知町美里６９番地１

三好あざぶ 470-0206 愛知県みよし市莇生町原３３番地

三好藤塚 470-0206 愛知県みよし市莇生町藤塚６番地１０

佐織勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町駅東２２番地２

愛西勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町河畔５１

愛西佐織庁舎前 496-8011 愛知県愛西市諏訪町郷西４８４番地１

佐織諏訪 496-8011 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１

愛西大野町 496-0922 愛知県愛西市大野町郷西２００番２

愛西町方 496-8014 愛知県愛西市町方町新西馬１１－１

愛西日置 496-0906 愛知県愛西市日置町下河田１２０－５

愛西北一色 496-0905 愛知県愛西市北一色町昭和３０１－３

東郷三ツ池三丁目 470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

東郷山崎 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２

東郷清水ヶ根 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根４０８８－６６

東郷白土 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土１－２２０４

東郷諸輪東 470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字下市１０番地

東郷諸輪 470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字狐坂１１－２３５

東郷町和合 470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字牛廻間４１番地３

東郷白鳥 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目１７－４

東郷高嶺 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１

安城宮前 446-0026 愛知県安城市安城町若宮１７番２

安城更生病院前 446-0026 愛知県安城市安城町祥南１－７

安城井杭山町 446-0074 愛知県安城市井杭山町高見１番地３

横山町 446-0045 愛知県安城市横山町下毛賀知１１６－１

安城警察署西 446-0045 愛知県安城市横山町下毛賀知１４１番地６

安城高棚町 446-0053 愛知県安城市高棚町井池１８２番１



高木町 446-0015 愛知県安城市高木町半崎２１

安城桜井町 444-1154 愛知県安城市桜井町三度山６０－１

安城桜町 446-0041 愛知県安城市桜町４－１

三河安城駅前 446-0051 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 446-0073 愛知県安城市篠目町童子２０６－３

安城ささめ町 446-0073 愛知県安城市篠目町竜田８８番８

新安城 446-0072 愛知県安城市住吉町２－１－２８

安城住吉町 446-0072 愛知県安城市住吉町３丁目２－１３

安城桜井小学校北 444-1162 愛知県安城市小川町三日三升街区１６５１他３筆

安城小川町 444-1162 愛知県安城市小川町志茂１９３－３

安城駅北 446-0063 愛知県安城市昭和町９８１番地

安城大岡町 446-0017 愛知県安城市大岡町荒古２０－６

安城大山 446-0042 愛知県安城市大山町２－１０－１１

安城大山町一丁目 446-0042 愛知県安城市大山町一丁目２２番地３

安城池浦 446-0066 愛知県安城市池浦町丸田１４７番地１

安城東端 444-1213 愛知県安城市東端町南用地７番地３

安城南町 446-0034 愛知県安城市南町２８３

東刈谷駅北口 446-0076 愛知県安城市美園町時ケ堀１番２

安城山崎 446-0001 愛知県安城市里町四丁目１４番地６

安城里町 446-0001 愛知県安城市里町西山ノ田１１８番地１５

安城石井町 444-1221 愛知県安城市和泉町東山６５番地２

安城和泉町 444-1221 愛知県安城市和泉町南本郷２３５－１

一宮東口 491-0858 愛知県一宮市栄３丁目２－１４

一宮奥町駅東 491-0201 愛知県一宮市奥町字七丁２番

一宮花池一丁目 491-0914 愛知県一宮市花池一丁目１７番２６

一宮花池三丁目 491-0914 愛知県一宮市花池三丁目１１番１０号

一宮今伊勢駅前 491-0057 愛知県一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１

一宮馬寄 491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字観音堂４８番地の１

一宮時之島 491-0002 愛知県一宮市時之島字古野９番地１

一宮小信中島北店 494-0007 愛知県一宮市小信中島字西九反３９番地１

一宮森本 491-0831 愛知県一宮市森本四丁目２－１９

一宮西島町 491-0062 愛知県一宮市西島町三丁目４５番地

尾張一宮ＰＡ 491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻字猫島３０

一宮千秋佐野 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１

一宮千秋 491-0812 愛知県一宮市千秋町芝原１０番地１

一宮浅野羽根 491-0816 愛知県一宮市千秋町浅野羽根字西之島６番地１

一宮浅井 491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

一宮浅井町 491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字蛹野２２２９－１

一宮浅野新田 491-0871 愛知県一宮市浅野字新田２０番地１

一宮大宮 491-0044 愛知県一宮市大宮５丁目２

一宮下浅野 491-0871 愛知県一宮市大字浅野字寺西１６番地の１

一宮大毛 491-0132 愛知県一宮市大毛字丸田７１番８

一宮大和町 491-0925 愛知県一宮市大和町南高井７番地３

一宮馬引 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地

一宮大和町焼野 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

名神一宮インター 491-0823 愛知県一宮市丹陽町五日市場字本地５６

尾張一宮ＰＡ上り 491-0826 愛知県一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９

一宮白旗通 491-0879 愛知県一宮市白旗通４－８



一宮北園通 491-0854 愛知県一宮市北園通四丁目１１番地

一宮明地 494-0012 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１

一宮木曽川七ノ通り 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田七ノ通り２９６

一宮ゆぎおろし 491-0011 愛知県一宮市柚木颪字上ケ田２番地２

尾西東 494-0002 愛知県一宮市篭屋１－１２－９

稲沢一色下方 492-8365 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地

稲沢前田 492-8217 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３

稲沢稲島東 492-8230 愛知県稲沢市稲島東三丁目９番２

稲沢下津西三丁目 492-8082 愛知県稲沢市下津下町西３－４８

稲沢込野町 492-8444 愛知県稲沢市込野町元屋敷３０番地１

稲沢子生和神明町 492-8102 愛知県稲沢市子生和神明町９０番２

稲沢国府宮 492-8208 愛知県稲沢市松下１丁目１－６

稲沢松下 492-8208 愛知県稲沢市松下二丁目１番３０

名神一宮 492-8006 愛知県稲沢市赤池真崎町６２番地３

祖父江五ツ屋 495-0022 愛知県稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋８５番地１

森上 495-0011 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九７６－１

稲沢祖父江曲 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１

稲沢祖父江中屋敷 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３

稲沢祖父江大牧 495-0014 愛知県稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１

稲沢祖父江馬飼 495-0036 愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１４８番地２

稲沢大矢町 492-8410 愛知県稲沢市大矢町地蔵堂７５番地

稲沢長野 492-8142 愛知県稲沢市長野４丁目１０２

稲沢大里 492-8185 愛知県稲沢市日下部西町二丁目７１番地７

稲沢平和町 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４

六輪 490-1323 愛知県稲沢市平和町嫁振２７８－４

稲沢平和平池 490-1315 愛知県稲沢市平和町平池大畑１０番地２

稲沢北島五丁目 492-8410 愛知県稲沢市北島五丁目９５番地１

岡崎羽根西新町 444-0813 愛知県岡崎市羽根西新町３－１２

岡崎駅前 444-0813 愛知県岡崎市羽根町東荒子４２－３

岡崎羽根北町 444-0831 愛知県岡崎市羽根北町五丁目８番地５

岡崎河原町 444-2118 愛知県岡崎市河原町５番地８

岡崎国正 444-0214 愛知県岡崎市国正町字稲荷２４－１

岡崎おい町 444-0003 愛知県岡崎市小美町字殿街道１７２番地２

岡崎石工団地口 444-0936 愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗８－３

岡崎赤渋町 444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字野中１８番地１

岡崎大西 444-0871 愛知県岡崎市大西３－１－２

岡崎大門駅前 444-2135 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６

小園前 444-0226 愛知県岡崎市中島町字小園前２の１

岡崎筒針 444-0932 愛知県岡崎市筒針町字池田１８６番地２

岡崎美合 444-0803 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

岡崎牧御堂 444-0205 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中５７番地１

岡崎上三本松 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番６

岡崎へごし町 444-0902 愛知県岡崎市舳越町字宮前４６番地１

蟹江学戸 497-0050 愛知県海部郡蟹江町学戸二丁目８番地

蟹江源氏四丁目店 497-0055 愛知県海部郡蟹江町源氏四丁目５９番

蟹江新田 497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１

富吉駅前 497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉四丁目８９番

蟹江インター北 497-0051 愛知県海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２



蟹江本町 497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町８丁目９４番地

大治三本木 490-1142 愛知県海部郡大治町三本木字西之川１５１－１

新大治三本木 490-1142 愛知県海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１

大治西條 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字大門先３４番地

大治役場南 490-1141 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 490-1132 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地

飛島 490-1436 愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字竹之郷４７１－７

飛島ＴＳ 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷７丁目８５番

幸田町芦谷 444-0116 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１

幸田坂崎 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３

幸田深溝 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２

幸田大正 444-0117 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原３－２

幸田町大草 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字下六篠２６

幸田町大草東 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１

幸田菱池 444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字蔵前１２－１

幸田野場 444-0128 愛知県額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３

幸田六栗 444-0122 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１

蒲郡栄町 443-0035 愛知県蒲郡市栄町１７番１９号

蒲郡春日浦 443-0106 愛知県蒲郡市形原町春日浦２８番地１０

蒲郡御嶽 443-0104 愛知県蒲郡市形原町東中畑４４番地２

蒲郡港町 443-0034 愛知県蒲郡市港町１４番２５号

三谷 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地

蒲郡三谷町 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町二舗４１－１

蒲郡自動車学校 443-0037 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５

蒲郡拾石東浜 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１

蒲郡上本町 443-0058 愛知県蒲郡市上本町６番２１号

蒲郡オレンジロード 443-0005 愛知県蒲郡市水竹町池下１

蒲郡大塚 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２

刈谷井ケ谷町 448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島３９番地２

刈谷築地町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１

刈谷一ツ木町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２

刈谷原崎町七丁目 448-0039 愛知県刈谷市原崎町七丁目２０１番地１

刈谷広小路四丁目 448-0844 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地

刈谷高倉町 448-0037 愛知県刈谷市高倉町五丁目１０２番地

刈谷駅北口 448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地

刈谷若松 448-0858 愛知県刈谷市若松町五丁目４４番地

刈谷小垣江 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町古浜田３５－３

刈谷上広南 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町上広１６番地２

タイホウ刈谷南 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町北藤１番地１１

小垣江西 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３０－４

刈谷南 448-0803 愛知県刈谷市場割町２丁目３番地５

刈谷新田町 448-0015 愛知県刈谷市新田町６丁目６－２

刈谷新富町 448-0045 愛知県刈谷市新富町１丁目２０１

刈谷新富町南 448-0045 愛知県刈谷市新富町一丁目５０１番地

刈谷丸田町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目２３番

刈谷神明町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目４０３

刈谷西境 448-0006 愛知県刈谷市西境町広見１１６番地１

刈谷青山 448-0014 愛知県刈谷市青山町一丁目１５２番地５



刈谷総合運動公園前店 448-0011 愛知県刈谷市築地町３丁目２０番地２０

刈谷西 448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町１丁目９番地２

刈谷東境 448-0007 愛知県刈谷市東境町昭山５５－５

刈谷駅南口 448-0841 愛知県刈谷市南桜町１－７３

刈谷半城土西 448-0816 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５

刈谷半城土中町 448-0805 愛知県刈谷市半城土中町２丁目２４－２

刈谷宝町 448-0847 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４

刈谷東 448-0802 愛知県刈谷市末広町２丁目３－２

刈谷末広 448-0802 愛知県刈谷市末広町三丁目１６番地１８

刈谷野田一本木 448-0803 愛知県刈谷市野田町一本木２１－４

刈谷野田町新田 448-0803 愛知県刈谷市野田町新田９７番地２

刈谷野田 448-0803 愛知県刈谷市野田町石仏１９番地１

刈谷野田町 448-0803 愛知県刈谷市野田町大脇道３－１

岩倉旭町一丁目 482-0024 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地

岩倉新柳町 482-0021 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地

岩倉川井町 482-0015 愛知県岩倉市川井町北穴田８７番地

新岩倉中本町 482-0042 愛知県岩倉市中本町西葭原５番地３

岩倉東町藤塚 482-0041 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地

岩倉八剱町 482-0031 愛知県岩倉市八剱町大門出先１８番地５

岩倉北島 482-0017 愛知県岩倉市北島町前田２７－２

岩倉鈴井町 482-0035 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１

犬山日の出団地 484-0065 愛知県犬山市五郎丸東四丁目６番地１

犬山橋爪 484-0076 愛知県犬山市大字橋爪字止々馬木４３番地

江南高屋 483-8066 愛知県江南市高屋町西町１２５番地

江南東野町 483-8413 愛知県江南市東野町鐘鋳山１８３

高浜屋敷町四丁目 444-1331 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２

高浜沢渡 444-1333 愛知県高浜市沢渡町２丁目６－３０

三河高浜駅南 444-1333 愛知県高浜市沢渡町５－６－１０

高浜湯山 444-1332 愛知県高浜市湯山町４丁目１０－６

高浜湯山町二丁目 444-1332 愛知県高浜市湯山町二丁目１番１２

高浜二池町 444-1322 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８

高浜芳川 444-1335 愛知県高浜市芳川町３丁目３番地２５

高浜本郷町 444-1311 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３

高浜論地町 444-1314 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７

春日井神屋町 480-0304 愛知県春日井市神屋町１７７８番地２

小牧岩崎一丁目 485-0011 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１

小牧高根 485-0803 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６

小牧中宮 485-0037 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１

小牧桃花台城山 485-0812 愛知県小牧市城山１丁目５－１５

小牧常普請 485-0044 愛知県小牧市常普請二丁目９１番地

小牧新町 485-0013 愛知県小牧市新町３丁目９６

小牧新町二丁目 485-0013 愛知県小牧市新町二丁目２９８番地

小牧インター南 485-0015 愛知県小牧市大字間々２７－２

小牧スポーツ公園 485-0016 愛知県小牧市大字間々原新田字古天王７３２番地３

小牧上末東 485-0822 愛知県小牧市大字上末３５８９番地１

小牧上末 485-0822 愛知県小牧市大字上末字森坂下７６７番１

小牧西之島 485-0077 愛知県小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１

小牧池之内陣配 485-0804 愛知県小牧市大字池之内字陣配１８３０番地５



小牧篠岡 485-0804 愛知県小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１

小牧入鹿出新田 485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１

小牧文津 485-0827 愛知県小牧市大字文津字山岸１０２０番地４

小牧中央四丁目 485-0029 愛知県小牧市中央四丁目７８番地

セントレア 479-0881 愛知県常滑市セントレア３丁目８－８

常滑栄町 479-0836 愛知県常滑市栄町４－９４－１

常滑前山 479-0002 愛知県常滑市久米字西前田１１４番地１

常滑長峰 479-0029 愛知県常滑市字古道東割４２－２２

常滑小倉町 479-0862 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１

常滑西之口 479-0863 愛知県常滑市西之口十丁目７５

常滑榎戸 479-0857 愛知県常滑市明和町二丁目３４番

新城山吉田 441-1621 愛知県新城市下吉田字五反田１５５番

新城玖老勢 441-1945 愛知県新城市玖老勢塩平貝津４８－１

新城東沖野 441-1363 愛知県新城市字東沖野４２番地１

新城大野 441-1615 愛知県新城市大野字上野２７番地２４

新城ＰＡ下り 441-1335 愛知県新城市富岡字東川６０－６８９

新城豊栄 441-1352 愛知県新城市豊栄字向イ９７－２７

新城名号 441-1603 愛知県新城市名号字袋林１０９番地２

瀬戸紺屋田 489-0035 愛知県瀬戸市紺屋田町２２番地の２

瀬戸西山町 489-0987 愛知県瀬戸市西山町一丁目４６番地１５

瀬戸大坪北 489-0962 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１

瀬戸東十三塚町 489-0056 愛知県瀬戸市東十三塚町２９

瀬戸幡野町 489-0874 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２

瀬戸菱野台 489-0887 愛知県瀬戸市菱野台４丁目６

清須阿原 452-0901 愛知県清須市阿原星の宮１４８番地１

春日下之郷 452-0962 愛知県清須市春日高札５８番地１

清須学校橋東 452-0962 愛知県清須市春日焼田２９番地１

清須二ツ池 452-0961 愛知県清須市春日二ツ池１０４番地

清須落合 452-0961 愛知県清須市春日落合３８番地

清洲丸の内 452-0942 愛知県清須市清洲丸の内１９３０

清須西田中松本 452-0933 愛知県清須市西田中松本２５番地１

清須宮前 452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前二丁目１７

清須古城二丁目 452-0001 愛知県清須市西枇杷島町古城２丁目１７－６

豊山金剛 480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛１７番

西尾伊藤町 445-0807 愛知県西尾市伊藤５丁目１番１７

一色町前野 444-0423 愛知県西尾市一色町一色松荒子７２番地２

一色前新田 444-0423 愛知県西尾市一色町一色前新田１８２－１

一色開正 444-0421 愛知県西尾市一色町開正橋上１番地５

一色野田 444-0404 愛知県西尾市一色町野田小島口４６番地

西尾羽塚 444-0316 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１

西尾住崎 445-0870 愛知県西尾市永吉四丁目１３番

吉良岡山 444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山山王下３２番地１

吉良町みやば 444-0502 愛知県西尾市吉良町宮迫観音田７０番地

西尾吉良町 444-0504 愛知県西尾市吉良町友国和田２３他７筆

西尾駒場 445-0021 愛知県西尾市駒場町五反田１３６番地３

西尾今川町東 445-0063 愛知県西尾市今川町御堂東１０２－１他２筆

西尾今川町 445-0063 愛知県西尾市今川町石橋１７－３

西尾善明 445-0033 愛知県西尾市室町雲地３９番地１



ドラッグアモス西尾駅南 445-0851 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６

西尾上町東 445-0894 愛知県西尾市上町沖道５９番２

西尾上矢田町 444-0313 愛知県西尾市上矢田町郷後３０－３他６筆

矢田小南 444-0313 愛知県西尾市上矢田町北野５８－２

西尾新渡場 445-0077 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地

西幡豆上大坪 444-0703 愛知県西尾市西幡豆町上大坪３７番地１

西尾斉藤町 445-0056 愛知県西尾市斉藤町郷中４－１

西尾中畑 444-0302 愛知県西尾市田貫一丁目３番地

西尾徳永東 444-0315 愛知県西尾市徳永町東側１４－１

西尾蔵屋敷 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地

西尾米津八百目 445-0802 愛知県西尾市米津町八百目８９番地１

西尾米津町 445-0802 愛知県西尾市米津町野寺道１－１

西尾緑町 445-0804 愛知県西尾市緑町４丁目－４２

大府凪場 474-0055 愛知県大府市一屋町五丁目５番地

大府アラタ 474-0011 愛知県大府市横根町羽根山２１１番地

大府横根町 474-0011 愛知県大府市横根町平子２６８―１

大府横根町箕手 474-0011 愛知県大府市横根町箕手２番地２

大府有松インター 474-0071 愛知県大府市梶田町１丁目９１

大府東海インター 474-0046 愛知県大府市吉川町１丁目１２番１

大府共和インター 474-0074 愛知県大府市共栄町３丁目４－８

大府共栄 474-0074 愛知県大府市共栄町七丁目９番地１２

大府共和西 474-0062 愛知県大府市共西町一丁目６２番

大府若草町 474-0022 愛知県大府市若草町２－２

森岡 474-0038 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地

大府大東町 474-0023 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１

大府駅東口 474-0025 愛知県大府市中央町３丁目６２

大府長草 474-0052 愛知県大府市長草町本郷１６番地

大府東新町 474-0073 愛知県大府市東新町四丁目８２番地

大府北崎 474-0001 愛知県大府市北崎町内田面２４５

大府北山町 474-0072 愛知県大府市北山町１丁目６５

大口Ｒ４１号 480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪一丁目３６番１

大口竹田二丁目 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地

大口余野 480-0146 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地

扶桑高雄中郷 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄中郷４５６番５

扶桑高雄 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰３４６番地２

扶桑柏森 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１

阿久比横松 470-2206 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２

阿久比宮津団地 470-2204 愛知県知多郡阿久比町大字宮津字小廻間２４番地９

阿久比草木 470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字伯父ケ脇２５番地２

阿久比インター 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字中峯４０－８

東浦森岡南 470-2101 愛知県知多郡東浦町森岡新池下３６－１

東浦役場前 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地

東浦森岡 470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字田面９１－１

東浦生路 470-2104 愛知県知多郡東浦町大字生路字浜田２４－７

東浦石浜南 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字行田１８番地１

東浦石浜 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４

東浦南ヶ丘 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

南知多山海 470-3322 愛知県知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１



師崎的場 470-3503 愛知県知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１

ヤナギ南知多師崎 470-3502 愛知県知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２

南知多豊浜 470-3412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１

南知多町役場前 470-3412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中町８番地２

美浜河和台二丁目 470-2405 愛知県知多郡美浜町河和台二丁目２７５番地

美浜奥田 470-3233 愛知県知多郡美浜町大字奥田字北大西８５－２

美浜若松 470-3235 愛知県知多郡美浜町大字野間字中町２２番地

武豊町大足 470-2515 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１

武豊向陽 470-2357 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１

武豊山ノ神 470-2336 愛知県知多郡武豊町字山ノ神５８番地１

武豊石川橋 470-2311 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１

武豊里中東 470-2512 愛知県知多郡武豊町字忠白田１１－１９

武豊インター 470-2373 愛知県知多郡武豊町字嶋田６４外２筆の一部

知多武豊駅前 470-2347 愛知県知多郡武豊町字道崎４１－１

武豊桜ケ丘 470-2385 愛知県知多郡武豊町字北中根５－４７－１

武豊長宗店 470-2383 愛知県知多郡武豊町字北長宗１０６番地６

武豊梨子ノ木店 470-2309 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地

武豊冨貴 470-2531 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字市場１８－１

武豊冨貴駅東 470-2531 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３

知多つつじが丘二丁目 478-0054 愛知県知多市つつじが丘２丁目２－１３

知多にしの台 478-0055 愛知県知多市にしの台二丁目１３０５

知多岡田 478-0062 愛知県知多市岡田美里町２１番地

佐布里城山下 478-0015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９

知多寺本台一丁目 478-0003 愛知県知多市寺本台１丁目１－４

知多新知小学校南 478-0017 愛知県知多市新知字中殿２５－１

知多朝倉 478-0017 愛知県知多市新知字樋之口４５番１

知多新知東 478-0017 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２

知多新舞子 478-0037 愛知県知多市新舞子東町一丁目１番７

知多清水が丘 478-0053 愛知県知多市清水が丘２丁目９１４番地

知多寺本 478-0053 愛知県知多市清水が丘一丁目３０２番

知多西巽が丘 478-0014 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６

知多南粕谷 478-0024 愛知県知多市南粕谷新海１丁目３１番２

知多長浦インター 478-0041 愛知県知多市日長赤坂７８－３

知多つつじが丘 478-0052 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４

知立牛田町 472-0007 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１

知立弘法 472-0052 愛知県知立市弘法一丁目１０番地１

知立山屋敷 472-0022 愛知県知立市山屋敷町山屋敷２５－５２

知立東海道 472-0006 愛知県知立市山町小林２８－３

知立上重原 472-0058 愛知県知立市上重原２－２３

知立上重原本郷 472-0026 愛知県知立市上重原町本郷２０６－２

知立新池 472-0005 愛知県知立市新池二丁目１２１番地

知立新林町 472-0017 愛知県知立市新林町平草４２番１４

知立谷田町西 472-0014 愛知県知立市谷田町西１丁目１番３

知立鳥居 472-0055 愛知県知立市鳥居１丁目１１番１

知立八ツ田 472-0012 愛知県知立市八ツ田町川畔５２－１

知立駅南 472-0036 愛知県知立市堀切２丁目４２番地

知立堀切 472-0036 愛知県知立市堀切三丁目２６番地

長久手西原山 480-1138 愛知県長久手市西原山３８－３



長久手南 480-1146 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地

津島愛宕七丁目 496-0036 愛知県津島市愛宕町七丁目３２番地２

津島越津町 496-0022 愛知県津島市越津町字梅之木３９番地の１

津島越津柳之内 496-0022 愛知県津島市越津町字柳之内５１番

津島橘町店 496-0038 愛知県津島市橘町四丁目７０番地

津島橋詰町 496-0825 愛知県津島市橋詰町三丁目４８番地１

津島江西 496-0874 愛知県津島市江西町二丁目６１番地

津島宮川 496-0855 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１

津島寺前町 496-0042 愛知県津島市寺前１丁目２９－１

津島警察署前 496-0047 愛知県津島市西柳原町二丁目１７番地１

津島唐臼 496-0026 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３

津島神守 496-0011 愛知県津島市莪原町字宮東１４４番地２

田原浦 441-3403 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１

田原小中山 441-3618 愛知県田原市小中山町一本松２５０番４０

田原赤羽根 441-3502 愛知県田原市赤羽根町荒古１５番１

田原赤羽根ＬＢ 441-3502 愛知県田原市赤羽根町明神１０番

田原赤石 441-3422 愛知県田原市赤石四丁目１５番地

渥美伊川津 441-3604 愛知県田原市田原市伊川津町沖田５７番６

田原西屋敷 441-3421 愛知県田原市田原町上八軒家４番地２

田原新清谷 441-3421 愛知県田原市田原町新清谷１０２－１

田原南晩田 441-3421 愛知県田原市田原町南晩田１８－３

吉胡 441-3421 愛知県田原市田原町北荒井３３－１

田原福江町 441-3617 愛知県田原市福江町中羽根１１１番地

田原片西 441-3409 愛知県田原市片西１丁目５番地６

田原保美 441-3614 愛知県田原市保美町丸池１２７番地４

田原豊島 441-3417 愛知県田原市豊島町天白５１番地１

田原野田町 441-3432 愛知県田原市野田町大札木１２番地１

田原六連町 441-3413 愛知県田原市六連町東浜辺１６２番３

津知屋横須賀 477-0036 愛知県東海市横須賀町一ノ割３－１

横須賀町 477-0036 愛知県東海市横須賀町浜屋敷９－１

東海八幡新田 477-0032 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１

東海加木屋町 477-0032 愛知県東海市加木屋町二丁目１８９番地

東海渡内 476-0003 愛知県東海市荒尾町下平井６７

東海山ノ神 476-0003 愛知県東海市荒尾町見幕６３

東海しあわせ村 476-0003 愛知県東海市荒尾町大脇１００番地

東海北見田 476-0003 愛知県東海市荒尾町北見田２３番地１

東海高横須賀 477-0037 愛知県東海市高横須賀町４丁目１２６番地

東海太田川 477-0031 愛知県東海市大田町後浜新田２１４番地１

東海中央町 476-0013 愛知県東海市中央町六丁目２６１番地

東海富貴ノ台 476-0014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２

東海東山 476-0011 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１

才道 476-0011 愛知県東海市富木島町西才道１番地５

東海富木島 476-0011 愛知県東海市富木島町伏見３丁目１０番８

名和駅前 476-0002 愛知県東海市名和町１丁目４９－１

東海関東山 476-0002 愛知県東海市名和町岡廻間１７－１

東海秋葉 476-0002 愛知県東海市名和町口前後４１番地

東海名和町 476-0002 愛知県東海市名和町東岨５０－１

日進三本木町 470-0101 愛知県日進市三本木町一番割２番地１



半田稲穂町東 475-0011 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２

半田大池町 475-0087 愛知県半田市乙川中部区画整理地内２１街区９

半田乙川 475-0053 愛知県半田市乙川内山町３１番地

半田やなべ高山 475-0962 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４

半田岩滑西町 475-0966 愛知県半田市岩滑西町２丁目１２３－２

亀崎南 475-0023 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０

半田桐ヶ丘 475-0928 愛知県半田市桐ヶ丘３－１５－１

半田住吉 475-0862 愛知県半田市住吉町３丁目２５

半田新居町 475-0039 愛知県半田市新居町六丁目１６７番地２

半田瑞穂 475-0828 愛知県半田市瑞穂町７－１１－６

半田東洋 475-0828 愛知県半田市瑞穂町９丁目３番１１１２１３（地番）

青山四丁目 475-0836 愛知県半田市青山４丁目４－１０

半田生見町 475-0012 愛知県半田市東生見町１５－１０

半田南大矢知店 475-0006 愛知県半田市南大矢知町３丁目１０１－１３

半田南本町 475-0882 愛知県半田市南本町一丁目２７番地

半田緑ヶ丘 475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

瀬戸街道城前 488-0863 愛知県尾張旭市城前町上大道４１００

尾張旭新居町 488-0074 愛知県尾張旭市新居町明才切４６

碧南塩浜町 447-0841 愛知県碧南市塩浜町三丁目８９番地１

碧南権田町 447-0838 愛知県碧南市権田町一丁目２番地

碧南伏見屋 447-0026 愛知県碧南市三宅町３－１４

碧南志貴崎町 447-0816 愛知県碧南市志貴崎町五丁目２０番地

碧南城山町 447-0037 愛知県碧南市城山町四丁目４３番地

碧南東山町 447-0051 愛知県碧南市東山町２丁目５３番地１

碧南入船町 447-0831 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地

碧南野田 447-0876 愛知県碧南市野田町１２３番地

碧南三度山 447-0075 愛知県碧南市立山町一丁目２６番地９

豊橋旭 440-0057 愛知県豊橋市旭町１００

豊橋井原 440-0025 愛知県豊橋市井原町１０７番２

新豊橋駅 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通一丁目１３８番地

豊橋下条東町 440-0002 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋下地 440-0086 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番

豊橋花中 441-8032 愛知県豊橋市花中町４９番地３

豊橋花田町 441-8019 愛知県豊橋市花田町字越水１４４

豊橋岩屋町 440-0842 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４

豊橋原町 441-3111 愛知県豊橋市原町字塘上２－２

豊橋向山才ノ神 440-0864 愛知県豊橋市向山町字水車１８番２

豊橋江島 441-8111 愛知県豊橋市江島町１４１番地１

豊橋佐藤一丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤１丁目１１－１３

豊橋佐藤四丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１

豊橋細谷町 441-3113 愛知県豊橋市細谷町字中尾１５９番地３

豊橋小向 441-8003 愛知県豊橋市小向町字西小向１８番地の２

豊橋松井町 441-8143 愛知県豊橋市松井町字中新切１８－４

豊橋松葉町 440-0897 愛知県豊橋市松葉町１－５３

豊橋上伝馬町 440-0074 愛知県豊橋市上伝馬町７１

豊橋植田奥ノ谷 441-8134 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷７５番地５

豊橋牟呂 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１

豊橋問屋町 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字スノ割４１番地４



豊橋神野新田町 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割３９番

豊橋西口町 440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番１

豊橋西幸町 441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並２５８番地１０

豊橋石巻平野町 441-1105 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼２番１０

豊橋石巻本町東 441-1115 愛知県豊橋市石巻本町字東木ノ根５３番

豊橋船渡 441-8072 愛知県豊橋市船渡町字前田５８番４

豊橋前田町一丁目 440-0814 愛知県豊橋市前田町１－７－３

豊橋前田二丁目 440-0814 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４

豊橋草間町 441-8141 愛知県豊橋市草間町字二本松２番１

豊橋多米東町三丁目 440-0028 愛知県豊橋市多米東町三丁目３４番地２

豊橋大岩 441-3145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９

豊橋大清水 441-8133 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３

大脇 441-3101 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１

豊橋中浜 441-8065 愛知県豊橋市中浜町４７番地

豊橋緑ヶ丘 440-0004 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１

豊橋柱八番町 441-8056 愛知県豊橋市柱八番町４７番地

豊橋朝丘 440-0043 愛知県豊橋市朝丘町９１番地

豊橋天伯町 441-8122 愛知県豊橋市天伯町字六ツ美９６番地５

豊橋東岩田三丁目 440-0033 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６

豊橋東幸 440-0843 愛知県豊橋市東幸町字水神１－７

豊橋小鷹野 440-0012 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３

豊橋東松山 440-0874 愛知県豊橋市東松山町１０１番地

豊橋東脇 441-8083 愛知県豊橋市東脇一丁目１３番地の８

豊橋南栄空池 441-8107 愛知県豊橋市南栄町字空池７０番地

豊橋富士見 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９

豊橋飯村北三丁目 440-0834 愛知県豊橋市飯村北３丁目１９－１４

豊橋富士見台 441-8135 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１

豊橋豊清町 441-3115 愛知県豊橋市豊清町字籠田２３番５８

豊橋野依インター 441-8124 愛知県豊橋市野依町字井原９９番地の４

豊橋緑ヶ丘一丁目 440-0005 愛知県豊橋市緑ケ丘１丁目１２番地３

豊川小坂井伊奈 441-0105 愛知県豊川市伊奈町慶応３５２－２

豊川牛久保駅通 442-0886 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１

御津下佐脇 441-0302 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６

豊川御津 441-0312 愛知県豊川市御津町西方樋田２３番地１

豊川御津大草 441-0315 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

豊川御油 441-0211 愛知県豊川市御油町青戸１１－１

豊川御油町南 441-0211 愛知県豊川市御油町八面横３２番地１

豊川桜木通 442-0027 愛知県豊川市桜木通２－１

豊川諏訪西 442-0862 愛知県豊川市市田町財木屋２７番地

豊川市田町 442-0862 愛知県豊川市市田町新屋前２６番１

豊川宿町 441-0101 愛知県豊川市宿町小山５１番地１

小坂井 441-0105 愛知県豊川市宿町水入４４

国府南 442-0844 愛知県豊川市小田渕町６丁目９１

豊川上野 442-0801 愛知県豊川市上野三丁目３４番地

豊川諏訪二丁目 442-0068 愛知県豊川市諏訪２－５７

豊川赤坂町 441-0202 愛知県豊川市赤坂町御園７１番地１

音羽赤坂 441-0202 愛知県豊川市赤坂町松本２６９

豊川大崎 442-0007 愛知県豊川市大崎町下金居場１９５



豊川大木町 441-1205 愛知県豊川市大木町小牧１５１番地１

豊川中条町 442-0818 愛知県豊川市中条町観音堂７番１

音羽蒲郡インター 441-0203 愛知県豊川市長沢町矢倉下９８番１

豊川東上町 441-1201 愛知県豊川市東上町井谷沢１３５－１

豊川馬場 442-0811 愛知県豊川市馬場町宮脇１６９番地

豊川平尾郷中 442-0863 愛知県豊川市平尾町郷中１１０番３

豊川平尾 442-0863 愛知県豊川市平尾町神田９３番地

豊川豊が丘 442-0808 愛知県豊川市豊が丘町５６番地

豊川末広通 442-0029 愛知県豊川市末広通３丁目２３－１

豊川野口町北 442-0851 愛知県豊川市野口町ツイジ１０５－１

豊田井上 470-0372 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１

豊田運動公園前 470-0372 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

上郷ＳＡ上り 470-1205 愛知県豊田市永覚町上長根４－１

上郷ＳＡ下り 470-1205 愛知県豊田市永覚町百間圦１－４

豊田鴛鴨長根 470-1207 愛知県豊田市鴛鴨町長根２０８－３

豊田加納町 470-0364 愛知県豊田市加納町西股４５－５

豊田花園 473-0924 愛知県豊田市花園町東大切２１０－３

豊田柿本町 471-0855 愛知県豊田市柿本町六丁目６番地１７

豊田丸山南 471-0832 愛知県豊田市丸山町９丁目８１番

豊田吉原 473-0916 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地

豊田宮上町 471-0038 愛知県豊田市宮上町１－１２－２

宮町 471-0043 愛知県豊田市宮町４－２６－３

豊田京町 471-0063 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４

九久平 444-2216 愛知県豊田市九久平町百々１１－３

豊田元城町二丁目 471-0024 愛知県豊田市元城町２－４５

豊田広田町 473-0912 愛知県豊田市広田町広田４５－９

豊田広田南 473-0912 愛知県豊田市広田町谷口６２番地１

豊田広美町 470-1215 愛知県豊田市広美町上之切２７番地

豊田荒井町 470-0333 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１

豊田高岡本町 473-0922 愛知県豊田市高岡本町中部３５０－４

豊田高原町 471-0069 愛知県豊田市高原町四丁目８番地４

稲武町 441-2524 愛知県豊田市黒田町尾知６２番地２

豊田山之手 471-0833 愛知県豊田市山之手８－１７３

三河豊田駅前 471-0833 愛知県豊田市山之手四丁目１５２番地

豊田志賀町 471-0802 愛知県豊田市志賀町山ノ神５０４番地１

豊田若宮 471-0026 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１

豊田北間 473-0917 愛知県豊田市若林西町北間５４－１

豊田秋葉 471-0873 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１

豊田住吉町 473-0905 愛知県豊田市住吉町１丁目１３－１、１３－２、１３－１１、１３－１

豊田土橋駅前 471-0835 愛知県豊田市曙町三丁目３０番

小原 470-0531 愛知県豊田市小原町平田３４９－２

上郷 470-1218 愛知県豊田市上郷町会下山７－１

豊田上郷四通 470-1218 愛知県豊田市上郷町四通２１４－１

豊田上郷二丁目 470-1218 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５

豊田上野町 471-0015 愛知県豊田市上野町八丁目１６１番地８

豊田浄水町原山 470-0343 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地

豊田インター 471-0841 愛知県豊田市深田町２－２２－３

豊田畝部西町 470-1219 愛知県豊田市畝部西町城ケ堀８番地１



豊田生駒町 473-0928 愛知県豊田市生駒町東山７１８－１

トヨタ聖心寮 471-0844 愛知県豊田市聖心町２－１－３

西岡石畑 473-0936 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１

マーサ西岡 473-0936 愛知県豊田市西岡町切畑１２２番地

豊田西岡町 473-0936 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１

広瀬 470-0309 愛知県豊田市西広瀬町西前８２番地１

豊田ヴィッツ 471-0025 愛知県豊田市西町５－５

豊田青木町 470-0335 愛知県豊田市青木町３丁目１７２番地２

豊田前山町 471-0828 愛知県豊田市前山町４－２１－４

豊田足助町 444-2424 愛知県豊田市足助町狭石１番地の１

豊田下山 444-3242 愛知県豊田市大沼町根崎１４番地１

豊田大林町 473-0902 愛知県豊田市大林町１３－５－３

大林 473-0902 愛知県豊田市大林町１６－１－１

豊田大林東 473-0902 愛知県豊田市大林町１７丁目６－３

豊田大林十丁目 473-0902 愛知県豊田市大林町十丁目２０番７

豊田竹元町 473-0913 愛知県豊田市竹元町新畑２－１

豊田朝日ケ丘 471-0858 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１

豊田朝日 471-0031 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１

豊田長興寺 471-0879 愛知県豊田市長興寺５－８５

美山 471-0845 愛知県豊田市田中町５丁目３９番地の１

豊田渡刈町 470-1202 愛知県豊田市渡刈町二丁目２８０番地３

豊田東山町 471-0014 愛知県豊田市東山町１丁目１０－７

保見ヶ丘 470-0345 愛知県豊田市東保見町池下１５－４

豊田東保見町 470-0345 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

藤岡飯野 470-0451 愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２他８筆

豊田美里 471-0805 愛知県豊田市美里３丁目１５－１３

御立 471-0805 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３

豊田美里四丁目 471-0805 愛知県豊田市美里四丁目３番地７２

豊田百々町九丁目 471-0008 愛知県豊田市百々町九丁目１０５番地３

豊田福受町 470-1214 愛知県豊田市福受町下ノ切１１２番地８

豊田平山町六丁目 471-0827 愛知県豊田市平山町６丁目４７番

豊田平芝 471-0065 愛知県豊田市平芝町７丁目２４番地８

豊田豊栄町 470-1201 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１

豊田豊栄町六丁目 470-1201 愛知県豊田市豊栄町六丁目２８０番地１

上郷センター西 470-1216 愛知県豊田市和会町上屋敷２３－１２

豊明インター 470-1161 愛知県豊明市栄町梶田２１番地

豊明間米東 470-1132 愛知県豊明市間米町鶴根１６３７番２

豊明沓掛町志水 470-1101 愛知県豊明市沓掛町志水５９－１他４筆

藤田保健衛生大学前 470-1101 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８

豊明新栄町 470-1154 愛知県豊明市新栄町四丁目１４１番地

豊明新田町 470-1112 愛知県豊明市新田町西筋１１１－４

豊明西川町 470-1122 愛知県豊明市西川町長田５－１

豊明鎗ヶ名 470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名１８７８番地１

豊明ほら貝 470-1151 愛知県豊明市前後町螺貝１３８８－１１

豊明二村台 470-1131 愛知県豊明市二村台７丁目４－１

設楽町清崎 441-2302 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５

北設楽東栄町 449-0211 愛知県北設楽郡東栄町大字中設楽字外貝津１０番地３

北名古屋中之郷 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地



北名古屋九之坪 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪長堀１２７番地

西春駅 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地

北名古屋熊之庄 481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１

北名古屋神ノ戸 481-0033 愛知県北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地

西春西之保 481-0033 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地

北名古屋石橋 481-0046 愛知県北名古屋市石橋白目１１番地

徳重・名古屋芸大駅西 481-0038 愛知県北名古屋市徳重広畑４番地

北名古屋徳重杁ノ口 481-0038 愛知県北名古屋市徳重杁ノ口１番地１

北名古屋二子 481-0013 愛知県北名古屋市二子双葉５２番地１

北名古屋六ツ師 481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師大島３８番１

稲永 455-0843 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号

港金船町 455-0063 愛知県名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９

築地口駅 455-0015 愛知県名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２

港陽一丁目 455-0013 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番

港砂美町 455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町１３７－１

名古屋港南陽 455-0882 愛知県名古屋市港区小賀須四丁目１１２２番地の１

県立武道館前 455-0077 愛知県名古屋市港区小割通二丁目３番地

新船町二丁目 455-0071 愛知県名古屋市港区新船町二丁目１番地４

港甚兵衛通 455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５－２０－１

港正徳町 455-0075 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番

名古屋競馬場前 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通５丁目５番１

港土古 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通五丁目２６番地

辰巳町 455-0003 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号

名古屋港知多 455-0883 愛知県名古屋市港区知多二丁目２０９番地１

港築盛 455-0057 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地

当知住宅東 455-0804 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地

藤前店 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前１－５０６

藤前四丁目 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前四丁目９１５番地

港入場 455-0803 愛知県名古屋市港区入場２丁目２３０４

名古屋港 455-0032 愛知県名古屋市港区入船２－３－３

港福田 455-0887 愛知県名古屋市港区福田１－２０２

港宝神 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３

港本宮町 455-0064 愛知県名古屋市港区本宮町８丁目２６番

港築地口 455-0037 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

港明正一丁目 455-0806 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２

名古屋木場町 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町８番地の４７

木場 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９－５２

港野跡二丁目 455-0845 愛知県名古屋市港区野跡二丁目１９番２

港油屋町 455-0815 愛知県名古屋市港区油屋町二丁目５９番地

守山向台二丁目 463-0036 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地

守山一丁目 463-0067 愛知県名古屋市守山区守山一丁目２番２号

守山千代田 463-0051 愛知県名古屋市守山区小幡太田１６－７

守山高島町 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中三丁目５番４号

守山小幡南 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２－１

守山小六町 463-0054 愛知県名古屋市守山区小六町２１番１８号

守山城南町 463-0014 愛知県名古屋市守山区城南町２０－２０

新守山駅前 463-0071 愛知県名古屋市守山区新守町５０

守山森宮町 463-0096 愛知県名古屋市守山区森宮町５番



吉根住宅前 463-0004 愛知県名古屋市守山区青山台６０３番地

守山川宮町 463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町８１番

大森駅南 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森４－７０６

守山大森 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森一丁目２４０９番地

守山大牧町 463-0085 愛知県名古屋市守山区大牧町６番３６号

天子田一丁目 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地

守山本地ヶ原 463-0032 愛知県名古屋市守山区白山３－９０３

菱池 463-0042 愛知県名古屋市守山区野萩町１番６５号

御器所駅前 466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－３

高辻 466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３

名古屋塩付通 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３

昭和石川橋 466-0843 愛知県名古屋市昭和区菊園町六丁目２０番地１

昭和狭間町 466-0062 愛知県名古屋市昭和区狭間町３２番地

昭和八事 466-0834 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 466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地

昭和滝川町 466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町４７番地の７５

昭和鶴舞二丁目 466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目８０４番

昭和八雲町 466-0823 愛知県名古屋市昭和区八雲町８７エスポアール八雲１Ｆ

瑞穂牛巻町 467-0863 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町１４番５号

山下通 467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５－２１

瑞穂汐路町 467-0003 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町２－７

瑞穂新瑞橋 467-0066 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目３５番地

瑞穂通二丁目 467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目１１

石川橋 467-0021 愛知県名古屋市瑞穂区檀渓通５丁目２３

瑞穂田光町 467-0828 愛知県名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地

妙音通 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通二丁目４３

瑞穂明前町 467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町１６－３

瑞穂弥富通 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５－４４

名西稲生 451-0012 愛知県名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１

栄生二丁目 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号

大野木 452-0807 愛知県名古屋市西区歌里町２０８－１

地下鉄浄心 451-0062 愛知県名古屋市西区花の木三丁目１５番１２号パルティール城西１階

丸野町 452-0835 愛知県名古屋市西区丸野二丁目１３７番地

貴生町 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町５３番地１

上小田井 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町９０番地

菊井一丁目 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井１丁目４番６号

ルーセント・タワー 451-6090 愛知県名古屋市西区牛島町６番１号

又穂住宅前 451-0013 愛知県名古屋市西区江向町一丁目１９番地

江向町三丁目 451-0013 愛知県名古屋市西区江向町三丁目４９番

砂原町 452-0811 愛知県名古屋市西区砂原町４４５番

名西康生通店 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

庄内通 451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通三丁目１７番地

上名古屋四丁目 451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

城西三丁目 451-0031 愛知県名古屋市西区城西３丁目６１０番

平田小学校前 452-0841 愛知県名古屋市西区城西町５番地

城西二丁目 451-0031 愛知県名古屋市西区城西二丁目４番７号

城町 452-0842 愛知県名古屋市西区城町３２

西原町 452-0848 愛知県名古屋市西区西原町１４７－１



名古屋浅間町 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間２－３－１

浅間町駅前 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間一丁目２番４号

中小田井二丁目 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井２－３１８

名古屋中小田井 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目１３番地

中小田井三丁目 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目２５６番

中小田井公園前 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目２０８番地の１

鳥見町二丁目 451-0071 愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目１３番地１

円頓寺 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野１－１２－９

名古屋平中町 452-0843 愛知県名古屋市西区平中町１７番地

名西二丁目 451-0064 愛知県名古屋市西区名西２－２３－１０

名古屋西高校前 451-0064 愛知県名古屋市西区名西２丁目９番２３号

星ヶ丘ターミナル 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地

千種本山 464-0035 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

鏡池通 464-0816 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１

千種向陽 464-0061 愛知県名古屋市千種区向陽一丁目３番１号

千種香流橋 464-0002 愛知県名古屋市千種区香流橋２－３１９

千種今池一丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池一丁目１９番１号

今池南 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南１６－２７

千種若水 464-0071 愛知県名古屋市千種区若水三丁目６番５号

千種汁谷 464-0013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２

千種春岡二丁目 464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７－１２

星が丘元町 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号

千種一丁目 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種１丁目１６－２７

吹上駅北 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種３丁目２２－１０

池下駅前 464-0067 愛知県名古屋市千種区池下１－４－１０

茶屋が坂駅前 464-0092 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂１－２１１６－１

千種仲田二丁目 464-0074 愛知県名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号

千種天満通 464-0095 愛知県名古屋市千種区天満通一丁目６０番地

田代本通 464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通２－８

千種田代本通四丁目 464-0827 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 464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通４－９－１

千種ターミナル 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目２５番６号

今池駅前 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目９番１７号

千種猫洞通 464-0032 愛知県名古屋市千種区猫洞通一丁目１０番地１

名古屋大学 464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町（宮東町１番）

名古屋大学ＩＢ館 464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町１－４

都通二丁目 464-0076 愛知県名古屋市千種区豊年町１７番１６号

栄一丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目１２番２９号

松坂屋名古屋 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－１６－１松坂屋名古屋店２階

名城線矢場町駅 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番１３号先

名古屋栄一丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目１８番１５号

栄五丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６ー４２

丸の内駅北 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１８－２５丸の内ＫＳビル１Ｆ

名古屋丸の内一丁目 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号

丸の内七間町通 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号

錦一丁目 460-8633 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８－２２名古屋ＡＴビルディン

広小路錦三丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目２２－２４ＳＥ第４ビル１階

錦通本町 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目２０番８号



九丁堀 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１番２号

古渡町 460-0025 愛知県名古屋市中区古渡町１７－１０

松原二丁目 460-0017 愛知県名古屋市中区松原２丁目１２－１２

上前津二丁目 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津二丁目３０６番３０７番－１

広小路葵 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄１－６－３シャインビル

新栄二丁目 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄２－１１－１４

名古屋新栄 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄２丁目４８番２５号

新栄一丁目 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目２６番１２号

広小路新栄町 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町２丁目１３栄第一生命ビルディング

金山正木橋 460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目５番１０号

鶴舞 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田５－２２－２２

仁王門通り 460-0011 愛知県名古屋市中区大須２丁目１８番４５号仁王門ビル

大須一丁目 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目３４番２４号

伏見通大須 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

名古屋大須観音 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

東桜二丁目 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目２３－２６

成田かの里 454-0957 愛知県名古屋市中川区かの里１－６０２

一色新町 454-0946 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地

外新町四丁目 454-0053 愛知県名古屋市中川区外新町四丁目４３番地

吉津二丁目 454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地

中川玉川町 454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３

中川江松 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松５－１７３

中川十一番町 454-0056 愛知県名古屋市中川区十一番町１丁目９番地

中川富田公園東 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田１丁目９８－２

春田駅南 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田三丁目１２７番地

助光二丁目 454-0947 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

昭和橋通二丁目 454-0852 愛知県名古屋市中川区昭和橋通二丁目３３番地

中川松葉町 454-0818 愛知県名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地

神郷町一丁目 454-0046 愛知県名古屋市中川区神郷町一丁目１６番地

中川清船町 454-0832 愛知県名古屋市中川区清船町４丁目１－１

西中島二丁目店 454-0934 愛知県名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地

中川西伏屋 454-0982 愛知県名古屋市中川区西伏屋２丁目１００４

打出二丁目 454-0926 愛知県名古屋市中川区打出２－１２

中島新町四丁目 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町四丁目２８０６番地

中川住宅西 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

中川中野本町 454-0047 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１

辻畑町 454-0827 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地

二女子 454-0036 愛知県名古屋市中川区二女子町一丁目２番地

中川八田 454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町２２０６

中川富川町 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町１丁目２

篠原橋 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１

中川千音寺 454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字仏供田２９５０番２

万場大橋 454-0997 愛知県名古屋市中川区万場１－１５０８

中川万場 454-0997 愛知県名古屋市中川区万場５丁目１６０６番１

中川ときわ 454-0872 愛知県名古屋市中川区万町１０２番地

中川野田 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３

横井一丁目 453-0866 愛知県名古屋市中村区横井１丁目１３８番地

中村岩上町 453-0847 愛知県名古屋市中村区岩上町８６番地



岩塚本通三丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３丁目８番

岩塚本通一丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番

岩塚駅前 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２

岩塚本通五丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁目１８

亀島一丁目 453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島１丁目１１０１番地

城西病院前 453-0851 愛知県名古屋市中村区牛田通１丁目３２番地

近鉄烏森駅前 453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通四丁目５番１

中村向島 453-0838 愛知県名古屋市中村区向島町１丁目３６番２

中村森田町 453-0036 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号

則武 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武２－１５－８

中村則武二丁目 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武二丁目３番２号

則武本通 453-0017 愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１

太閤通八丁目 453-0811 愛知県名古屋市中村区太閤通八丁目３６番地

中村大宮町 453-0821 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番

中村竹橋町 453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町４番５号

中村東宿町 453-0063 愛知県名古屋市中村区東宿町１丁目３６

ファミマグローバルゲート 453-6101 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番地１２

中村並木 453-0856 愛知県名古屋市中村区並木２丁目２７９

豊国通 453-0834 愛知県名古屋市中村区豊国通１－２

中村公園北口 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通五丁目１２３番地

本陣通 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地

名駅桜通 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－２３－１３

大名古屋ビルヂング 450-6490 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング地下１階

名駅三丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－４－６

名駅東 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１１番２１号

名駅東洋ビル 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１４－１６

スパイラルタワーズ 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２７－１

名駅五丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅５－４－１４

中村名駅東 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４０５番

中村名駅四丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号東海ビル１Ｆ

名駅南四丁目 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南４－１０－２７

笹島南 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２１番１２号

名駅二丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５－２４

大坪 468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口２丁目５０７番地

天白海老山町 468-0042 愛知県名古屋市天白区海老山町６０７番地

原ターミナル 468-0015 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

天白原一丁目 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目５１０－１

天白原 468-0015 愛知県名古屋市天白区原三丁目２３０６

天白こうのす 468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目２４１２番地

天白笹原町 468-0044 愛知県名古屋市天白区笹原町１００７－１

天白焼山 468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地

植田駅前 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－８１０ステーションビルＡＳＡＴＯ

天白植田一丁目 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地

天白植田山 468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山１丁目１６０１

植田南一丁目 468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

名古屋池場 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場３丁目１８１３

天白池場一丁目 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１

天白島田 468-0056 愛知県名古屋市天白区島田５－６０２－４



天白高坂 468-0028 愛知県名古屋市天白区島田黒石３０１

天白道明町 468-0064 愛知県名古屋市天白区道明町１０２番地

平針駅前 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針２－１９０４

島田黒石 468-0030 愛知県名古屋市天白区平針台１－１０２５

鳴子北駅前 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並３丁目５８８

天白野並二丁目 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地

八事弥生が岡 468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

葵一丁目 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１丁目２５番２２号

砂田橋五丁目 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号

泉一丁目 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１丁目１４－１泉久屋サンコービル

地下鉄高岳駅前 461-0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号

大幸一丁目 461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目５番６号

芳野屋東片端 461-0015 愛知県名古屋市東区東片端町４８

明和高校前 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁二丁目１番２５号

芳野三丁目 461-0027 愛知県名古屋市東区芳野三丁目３番６号

駈上 457-0007 愛知県名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号

呼続二丁目 457-0014 愛知県名古屋市南区呼続２－２０－２９

名南港東通 457-0834 愛知県名古屋市南区港東通一丁目２８番地

新赤坪 457-0054 愛知県名古屋市南区砂口町１８番地の１

桜本町駅前 457-0005 愛知県名古屋市南区桜台１－１－２３

南三条 457-0866 愛知県名古屋市南区三条２丁目５番１７号

三条一丁目 457-0866 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号

笠寺駅前 457-0072 愛知県名古屋市南区寺部通１丁目１１－１

名南上浜町 457-0067 愛知県名古屋市南区上浜町２９３

大江駅前 457-0835 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町三丁目４１番

ちかま通 457-0071 愛知県名古屋市南区千竈通七丁目４番１

笠寺西門 457-0058 愛知県名古屋市南区前浜通７丁目３４

名古屋大磯通 457-0042 愛知県名古屋市南区曽池町三丁目１番地

大同町 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５

中割一丁目 457-0826 愛知県名古屋市南区中割町一丁目３３番地１

中江二丁目 457-0004 愛知県名古屋市南区中江二丁目１０２４番地

鶴見通二丁目 457-0807 愛知県名古屋市南区鶴見通二丁目２番地６

宮崎通五丁目 457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号

豊生橋南 457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目２０番地１

道徳通二丁目 457-0846 愛知県名古屋市南区道徳通２－２５

内田橋 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号

南野二丁目 457-0068 愛知県名古屋市南区南野二丁目３３番地

南陽通六丁目 457-0856 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９

名南白水 457-0818 愛知県名古屋市南区白水町１２番地１

粕畠三丁目 457-0052 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９

氷室町 457-0865 愛知県名古屋市南区氷室町２００３番地

豊田一丁目 457-0841 愛知県名古屋市南区豊田一丁目２９番５号

金山駅南口 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町１丁目４－１

金山町 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１６番１５号

熱田五本松町 456-0016 愛知県名古屋市熱田区五本松町１２番２３号

熱田桜田町 456-0004 愛知県名古屋市熱田区桜田町２０－２７

熱田伝馬町 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号

ナカムラ伝馬町 456-0034 愛知県名古屋市熱田区伝馬２－７－２２



熱田野立町 456-0066 愛知県名古屋市熱田区野立町一丁目４３番地

会所町北 462-0061 愛知県名古屋市北区会所町１２１番地

喜惣治二丁目 462-0065 愛知県名古屋市北区喜惣治二丁目２２

金城一丁目 462-0847 愛知県名古屋市北区金城一丁目９番１２号

金城町二丁目 462-0047 愛知県名古屋市北区金城町二丁目７番地の４

みのてつ彩紅橋 462-0818 愛知県名古屋市北区彩紅橋通１－１－５

名古屋上飯田北町 462-0802 愛知県名古屋市北区上飯田北町二丁目４６番地１

大杉三丁目 462-0837 愛知県名古屋市北区大杉三丁目３番１１号

中丸町二丁目 462-0056 愛知県名古屋市北区中丸町二丁目５７番地

ＺＥＮＴ名古屋北 462-0051 愛知県名古屋市北区中切町五丁目５番地

新長喜町 462-0036 愛知県名古屋市北区長喜町三丁目１６番地

東あじま三丁目 462-0013 愛知県名古屋市北区東味鋺三丁目６０２番５

如意三丁目 462-0007 愛知県名古屋市北区如意３－９８

北高校南 462-0008 愛知県名古屋市北区如来町５１番地

八代町二丁目 462-0043 愛知県名古屋市北区八代町二丁目５番

名北平手町一丁目 462-0057 愛知県名古屋市北区平手町一丁目３２

名城公園北 462-0846 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号

名東引山 465-0002 愛知県名古屋市名東区引山３丁目２６９

名東引山一丁目 465-0002 愛知県名古屋市名東区引山一丁目１０３番地

名東延珠町 465-0003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地

名東貴船二丁目 465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番

名東極楽 465-0053 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１

一社駅北 465-0095 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 465-0011 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１

名東藤が丘 465-0047 愛知県名古屋市名東区小池町１２

名東高針 465-0055 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目１１１番

名東猪高台 465-0028 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番

藤が丘駅前 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４３

梅森坂三丁目 465-0065 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地

名東平和が丘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地

名東照が丘 465-0043 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番

名東牧の原 465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番他

本郷名古屋 465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷２丁目１６４－１

名東本通三丁目 465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４

緑浦里 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目８６番地

緑敷田 458-0829 愛知県名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地

緑徳重 458-0801 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地

緑篭山西 458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８

大高緑地公園 458-0825 愛知県名古屋市緑区左京山３０３８番地

西神の倉 458-0809 愛知県名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地

大高倉坂 459-8006 愛知県名古屋市緑区倉坂１１１９番地

大高折戸 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字神戸１３－１

緑寅新田 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地１２－１

大高中川 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字中川３２番地１

緑鳴海 458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２

緑鳴海町山下 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下３２－１

緑伝治山 458-0845 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地

緑太鼓田 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１



尾張大橋東 498-0014 愛知県弥富市五明町築留２０４３－３３

弥富子宝 490-1413 愛知県弥富市子宝二丁目９６番地３

弥富西中地町 498-0001 愛知県弥富市西中地町中島２３番地

弥富操出 498-0061 愛知県弥富市操出３丁目２６番地１

近鉄弥富駅南 498-0026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田１６番地１

弥富駅前 498-0026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１

弥富うぐいうら町 498-0021 愛知県弥富市鯏浦町用水上１１３番地
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