
店舗名 郵便番号 住所

甚目寺平島 4901114 愛知県あま市下萱津平島１４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

七宝町遠島 4970002 愛知県あま市七宝町遠島新開　　　１５２番地１　　　　　　　　　　

七宝駅前 4970001 愛知県あま市七宝町沖之島返上地　５８番地１　　　　　　　　　　　

美和高校前 4901211 愛知県あま市篠田藤東７番２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甚目寺八尻 4901111 愛知県あま市甚目寺八尻１０５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

あま市役所東 4901222 愛知県あま市木田沼東切６４番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

東名三好インター 4700207 愛知県みよし市根浦町一丁目　　　１２－２　　　　　　　　　　　　

三好丘旭三丁目 4700203 愛知県みよし市三好丘旭三丁目　　１番地４　　　　　　　　　　　　

三好丘桜 4700204 愛知県みよし市三好丘桜一丁目　　１３番地の１　　　　　　　　　　

三好姥子 4700224 愛知県みよし市三好町姥子９番地７　　　　　　　　　　　　　　　　

愛西勝幡 4968001 愛知県愛西市勝幡町河畔５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東郷山崎 4700162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２　　　　　　　　　　

東郷諸輪東 4700151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字下市１０番地　　　　　　　　　　　　

東郷高嶺 4700155 愛知県愛知郡東郷町白鳥　　　　　二丁目３番地１　　　　　　　　　

安城警察署西 4460045 愛知県安城市横山町下毛賀知　　　１４１番地６　　　　　　　　　　

安城桜町 4460041 愛知県安城市桜町４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安城篠目童子 4460073 愛知県安城市篠目町童子２０６－３　　　　　　　　　　　　　　　　

安城桜井小学校北 4441162 愛知県安城市小川町三日三升街区　１６５　１他３筆　　　　　　　　

安城小川町 4441162 愛知県安城市小川町志茂１９３－３　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮東口 4910858 愛知県一宮市栄３丁目２－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮奥町野方 4910201 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮花池一丁目 4910914 愛知県一宮市花池一丁目１７番２６　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮今伊勢駅前 4910057 愛知県一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１　　　　　　　　　　　　

一宮西島町 4910062 愛知県一宮市西島町三丁目４５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮浅井大野 4910143 愛知県一宮市浅井町大野字杁先　　２９－１　　　　　　　　　　　　

一宮若年北 4910015 愛知県一宮市大赤見字西川垂　　　６９番地１　　　　　　　　　　　

一宮大毛 4910132 愛知県一宮市大毛字丸田７１番８　　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮東五城 4940008 愛知県一宮市東五城字南田尾　　　４９－３　　　　　　　　　　　　

一宮白旗通 4910879 愛知県一宮市白旗通４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮明地 4940012 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

稲沢前田 4928217 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３　　　　　　　　　　　　　　　　

稲沢祖父江曲 4950001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲　　１３３番地１　　　　　　　　　　

岡崎河原町 4442118 愛知県岡崎市河原町５番地８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドラッグアモス岡崎久後崎町 4440851 愛知県岡崎市久後崎町字両神　　　１－１６　　　　　　　　　　　　

岡崎橋目 4440908 愛知県岡崎市橋目町字竹之内　　　３０－１　　　　　　　　　　　　

岡崎康生通南 4440044 愛知県岡崎市康生通南三丁目２－２　　　　　　　　　　　　　　　　

岡崎大西 4440871 愛知県岡崎市大西３－１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小園前 4440226 愛知県岡崎市中島町字小園前２の１　　　　　　　　　　　　　　　　

岡崎美合 4440803 愛知県岡崎市美合町字入込　　　　４６番地６　　　　　　　　　　　

蟹江学戸 4970050 愛知県海部郡蟹江町学戸　　　　　二丁目８番地　　　　　　　　　　

蟹江源氏四丁目 4970055 愛知県海部郡蟹江町源氏　　　　　四丁目５９番　　　　　　　　　　

蟹江城 4970040 愛知県海部郡蟹江町城四丁目　　　３２３番地　　　　　　　　　　　

富吉駅前 4970058 愛知県海部郡蟹江町富吉四丁目　　８９番　　　　　　　　　　　　　

蟹江インター北 4970051 愛知県海部郡蟹江町北新田三丁目　６１番地２　　　　　　　　　　　



大治北間島 4901132 愛知県海部郡大治町大字北間島　　字宮東２番地　　　　　　　　　　

飛島竹之郷 4901436 愛知県海部郡飛島村竹之郷　　　　一丁目８３番地１　　　　　　　　

幸田深溝 4440124 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 4440103 愛知県額田郡幸田町大字大草　　　字正田面１４５番地１　　　　　　

蒲郡春日浦 4430106 愛知県蒲郡市形原町春日浦　　　　２８番地１０　　　　　　　　　　

蒲郡港町 4430034 愛知県蒲郡市港町１４番２５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三谷 4430021 愛知県蒲郡市三谷町東五丁目　　　１５１番地　　　　　　　　　　　

蒲郡自動車学校 4430037 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５　　　　　　　　　　　　　　　　　

蒲郡上本町 4430058 愛知県蒲郡市上本町６番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蒲郡大塚 4430013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２　　　　　　　　　　　　　　　　

蒲郡竹谷 4430046 愛知県蒲郡市竹谷町宮前２番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

刈谷原崎町七丁目 4480039 愛知県刈谷市原崎町　　　　　　　七丁目２０１番地１　　　　　　　

刈谷駅北口 4480028 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

刈谷総合運動公園前 4480011 愛知県刈谷市築地町３丁目２０番地２０　　　　　　　　　　　　　　

刈谷東境 4480007 愛知県刈谷市東境町昭山５５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

刈谷東 4480802 愛知県刈谷市末広町２丁目３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

刈谷末広 4480802 愛知県刈谷市末広町三丁目１６番地１８　　　　　　　　　　　　　　

岩倉旭町一丁目 4820024 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩倉鈴井町 4820035 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

犬山楽田大橋 4840924 愛知県犬山市楽田大橋１丁目　　　１５番１　　　　　　　　　　　　

犬山鶴池 4840963 愛知県犬山市楽田鶴池８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

犬山日の出団地 4840065 愛知県犬山市五郎丸東四丁目６番地１　　　　　　　　　　　　　　　

犬山楽田本町 4840913 愛知県犬山市字鳥屋越１８番３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

犬山橋爪 4840076 愛知県犬山市大字橋爪字止々馬木　４３番地　　　　　　　　　　　　

高浜沢渡 4441333 愛知県高浜市沢渡町２丁目６－３０　　　　　　　　　　　　　　　　

高浜論地町 4441314 愛知県高浜市論地町三丁目　　　　７番地５７　　　　　　　　　　　

春日井堀ノ内 4860829 愛知県春日井市堀ノ内町四丁目　　３番地５　　　　　　　　　　　　

味美町 4860968 愛知県春日井市味美町２丁目４８　　　　　　　　　　　　　　　　　

小牧小木西 4850057 愛知県小牧市小木西一丁目　　　　１０７番地２　　　　　　　　　　

新小牧小木 4850056 愛知県小牧市小木南二丁目　　　　４１番地１　　　　　　　　　　　

小牧桃花台城山 4850812 愛知県小牧市城山１丁目５－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

小牧常普請 4850044 愛知県小牧市常普請二丁目９１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

小牧スポーツ公園 4850016 愛知県小牧市大字間々原新田　　　字古天王７３２番地３　　　　　　

小牧中央四丁目 4850029 愛知県小牧市中央四丁目７８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

小牧東新町 4850028 愛知県小牧市東新町１３８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常滑長峰 4790029 愛知県常滑市字古道東割４２－２２　　　　　　　　　　　　　　　　

常滑榎戸 4790857 愛知県常滑市明和町二丁目３４番　　　　　　　　　　　　　　　　　

新城東沖野 4411363 愛知県新城市字東沖野４２番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　

瀬戸大坪北 4890962 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　

瀬戸幡野町 4890874 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　

清須二ツ池 4520961 愛知県清須市春日二ツ池１０４番地　　　　　　　　　　　　　　　　

清須桃栄 4520918 愛知県清須市桃栄三丁目１１９番地　　　　　　　　　　　　　　　　

枇杷島警察署前 4520037 愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目　３番地９　　　　　　　　　　　　

豊山金剛 4800201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛１７番　　　　　　　　　　　

一色前新田 4440423 愛知県西尾市一色町一色前新田　　１８２－１　　　　　　　　　　　



西尾羽塚 4440316 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾駒場 4450021 愛知県西尾市駒場町五反田１３６番地３　　　　　　　　　　　　　　

西尾戸ケ崎 4450075 愛知県西尾市戸ケ崎二丁目　　　　１１番地４　　　　　　　　　　　

ドラッグアモス西尾駅南 4450851 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾上町東 4450894 愛知県西尾市上町沖道５９番２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

矢田小南 4440313 愛知県西尾市上矢田町北野５８－２　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾新渡場 4450077 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾西幡豆町 4440703 愛知県西尾市西幡豆町柳田３番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾徳永東 4440315 愛知県西尾市徳永町東側１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府アラタ 4740011 愛知県大府市横根町羽根山　　　　２１１番地　　　　　　　　　　　

大府横根町箕手 4740011 愛知県大府市横根町箕手２番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府共和インター 4740074 愛知県大府市共栄町３丁目４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府共栄 4740074 愛知県大府市共栄町七丁目　　　　９番地１２　　　　　　　　　　　

森岡 4740038 愛知県大府市森岡町六丁目　　　　３８５番地　　　　　　　　　　　

大府大東町 4740023 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１　　　　　　　　　　　　　　　

大府駅東口 4740025 愛知県大府市中央町３丁目６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府長草 4740052 愛知県大府市長草町本郷１６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府北崎 4740001 愛知県大府市北崎町内田面２４５　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府北山町 4740072 愛知県大府市北山町１丁目６５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大口竹田二丁目 4800147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目　　８７番地　　　　　　　　　　　　

大口余野 4800146 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目　　５３８番地　　　　　　　　　　　

扶桑高雄 4800102 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 4800103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１　　　　　　　　　　

阿久比草木 4702211 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 4702202 愛知県知多郡阿久比町大字福住　　字中峯４０－８　　　　　　　　　

東浦森岡南 4702101 愛知県知多郡東浦町森岡新池下　　３６－１　　　　　　　　　　　　

東浦役場前 4702102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地　　　　　　　　　　　　

東浦生路 4702104 愛知県知多郡東浦町大字生路字浜田２４－７　　　　　　　　　　　　

東浦南ヶ丘 4702103 愛知県知多郡東浦町大字石浜　　　字南ヶ丘１６番地１５　　　　　　

東浦石浜 4702103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４　　　　　　　　　　　

南知多山海 4703322 愛知県知多郡南知多町大字山海字　松生１１番地１　　　　　　　　　

南知多豊浜 4703412 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 4703412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜　　字中町８番地２　　　　　　　　　

武豊山ノ神 4702336 愛知県知多郡武豊町字山ノ神　　　５８番地１　　　　　　　　　　　

知多つつじが丘二丁目 4780054 愛知県知多市つつじが丘　　　　　２丁目２－１３　　　　　　　　　

知多岡田 4780062 愛知県知多市岡田美里町２１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐布里城山下 4780015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９　　　　　　　　　　　　　

知多新知小学校南 4780017 愛知県知多市新知字中殿２５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

知多新知東 4780017 愛知県知多市新知東町３丁目　　　４０番地の２　　　　　　　　　　

知多新舞子 4780037 愛知県知多市新舞子東町一丁目　　１番７　　　　　　　　　　　　　

知多寺本 4780053 愛知県知多市清水が丘一丁目３０２番　　　　　　　　　　　　　　　

知多西巽が丘 4780014 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６　　　　　　　　　　　　　　　　

知多南粕谷 4780024 愛知県知多市南粕谷新海１丁目　　３１番２　　　　　　　　　　　　

知多つつじが丘 4780052 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４　　　　　　　　　　　　　　

知立駅南 4720036 愛知県知立市堀切２丁目４２番地　　　　　　　　　　　　　　　　　



知立堀切 4720036 愛知県知立市堀切三丁目２６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

長久手蟹原 4801142 愛知県長久手市蟹原６０６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長久手西原山 4801138 愛知県長久手市西原山３８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

津島越津柳之内 4960022 愛知県津島市越津町字柳之内５１番　　　　　　　　　　　　　　　　

津島橋詰町 4960825 愛知県津島市橋詰町三丁目４８番地１　　　　　　　　　　　　　　　

津島東公園前 4960072 愛知県津島市南新開町二丁目　　　２７２番地２　　　　　　　　　　

田原浦 4413403 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

田原赤羽根ＬＢ 4413502 愛知県田原市赤羽根町明神１０番　　　　　　　　　　　　　　　　　

田原西屋敷 4413421 愛知県田原市田原町上八軒家　　　４番地２　　　　　　　　　　　　

田原新清谷 4413421 愛知県田原市田原町新清谷　　　　１０２－１　　　　　　　　　　　

田原南晩田 4413421 愛知県田原市田原町南晩田１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　

吉胡 4413421 愛知県田原市田原町北荒井３３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

田原福江町 4413617 愛知県田原市福江町中羽根　　　　１１１番地　　　　　　　　　　　

田原野田町 4413432 愛知県田原市野田町大札木　　　　１２番地１　　　　　　　　　　　

田原六連町 4413413 愛知県田原市六連町東浜辺１６２番３　　　　　　　　　　　　　　　

津知屋横須賀 4770036 愛知県東海市横須賀町一ノ割３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東海加木屋町 4770032 愛知県東海市加木屋町二丁目　　　１８９番地　　　　　　　　　　　

東海渡内 4760003 愛知県東海市荒尾町下平井６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海高横須賀 4770037 愛知県東海市高横須賀町　　　　　４丁目１２６番地　　　　　　　　

東海太田川 4770031 愛知県東海市大田町後浜新田　　　２１４番地１　　　　　　　　　　

東海中央町 4760013 愛知県東海市中央町　　　　　　　六丁目２６１番地　　　　　　　　

東海富貴ノ台 4760014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２　　　　　　　　　　　　　　　　

東海富木島 4760011 愛知県東海市富木島町伏見３丁目　１０番８　　　　　　　　　　　　

東海関東山 4760002 愛知県東海市名和町岡廻間１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東海名和町 4760002 愛知県東海市名和町東岨５０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

日進香久山 4700134 愛知県日進市香久山　　　　　　　２丁目１０７番地　　　　　　　　

半田稲穂町東 4750011 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２　　　　　　　　　　　　　　

半田岩滑西町 4750966 愛知県半田市岩滑西町２丁目　　　１２３－２　　　　　　　　　　　

亀崎南 4750023 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　

半田桐ヶ丘 4750928 愛知県半田市桐ヶ丘３－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

半田住吉 4750862 愛知県半田市住吉町３丁目２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

半田瑞穂 4750828 愛知県半田市瑞穂町７－１１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

青山四丁目 4750836 愛知県半田市青山４丁目４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　

碧南伏見屋 4470026 愛知県碧南市三宅町３－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋旭 4400057 愛知県豊橋市旭町１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋花田町 4418019 愛知県豊橋市花田町字越水１４４　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋吉川 4418002 愛知県豊橋市吉川町１５６－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋佐藤四丁目 4400853 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋小向 4418003 愛知県豊橋市小向町字西小向　　　１８番地の２　　　　　　　　　　

豊橋上伝馬町 4400074 愛知県豊橋市上伝馬町７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋植田奥ノ谷 4418134 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷　　　７５番地５　　　　　　　　　　　

豊橋牟呂 4418077 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割　１１１番地１　　　　　　　　　　

豊橋神野南 4418077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割　５７番地　　　　　　　　　　　　

豊橋神野新田町 4418077 愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割　３９番　　　　　　　　　　　　　

豊橋西橋良 4418039 愛知県豊橋市西橋良町２４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　



豊橋西幸町 4418113 愛知県豊橋市西幸町字古並　　　　２５８番地１０　　　　　　　　　

豊橋石巻平野町 4411105 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼　　　２番１０　　　　　　　　　　　　

豊橋石巻本町東 4411115 愛知県豊橋市石巻本町字東木ノ根　５３番　　　　　　　　　　　　　

豊橋前田町一丁目 4400814 愛知県豊橋市前田町１－７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋大岩 4413145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷　　４０－１９　　　　　　　　　　　

豊橋大清水 4418133 愛知県豊橋市大清水町字大清水　　２３８番地３　　　　　　　　　　

大脇 4413101 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋緑ヶ丘 4400004 愛知県豊橋市忠興２丁目　　　　　１５番地の１　　　　　　　　　　

豊橋天伯町 4418122 愛知県豊橋市天伯町字六ツ美　　　９６番地５　　　　　　　　　　　

豊橋小鷹野 4400012 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋東脇 4418083 愛知県豊橋市東脇一丁目　　　　　１３番地の８　　　　　　　　　　

豊橋富士見台 4418135 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川牛久保駅通 4420886 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目　　３０番地１　　　　　　　　　　　

豊川城下 4420826 愛知県豊川市牛久保町城下　　　　６９番地１　　　　　　　　　　　

御津下佐脇 4410302 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田　　２５番地６　　　　　　　　　　　

豊川御津 4410312 愛知県豊川市御津町西方樋田　　　２３番地１　　　　　　　　　　　

豊川御津大草 4410315 愛知県豊川市御津町大草上竹　　　８１番１　　　　　　　　　　　　

豊川御油 4410211 愛知県豊川市御油町青戸１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川御油町南 4410211 愛知県豊川市御油町八面横　　　　３２番地１　　　　　　　　　　　

豊川諏訪西 4420862 愛知県豊川市市田町財木屋２７番地　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川寿通 4420832 愛知県豊川市寿通　　　　　　　　一丁目４２番地の１　　　　　　　

小坂井 4410105 愛知県豊川市宿町水入４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国府南 4420844 愛知県豊川市小田渕町６丁目９１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川赤坂町 4410202 愛知県豊川市赤坂町御園７１番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

音羽赤坂 4410202 愛知県豊川市赤坂町松本２６９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川東上町 4411201 愛知県豊川市東上町井谷沢　　　　１３５－１　　　　　　　　　　　

豊川平尾郷中 4420863 愛知県豊川市平尾町郷中１１０番３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川本野ケ原二丁目 4420005 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川野口町北 4420851 愛知県豊川市野口町ツイジ１０５－１　　　　　　　　　　　　　　　

豊田井上 4700372 愛知県豊田市井上町五丁目　　　　２０番地１　　　　　　　　　　　

豊田運動公園前 4700372 愛知県豊田市井上町二丁目　　　　６３番地１　　　　　　　　　　　

上郷ＳＡ上り 4701205 愛知県豊田市永覚町上長根４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田鴛鴨長根 4701207 愛知県豊田市鴛鴨町長根２０８－３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田加納町 4700364 愛知県豊田市加納町西股４５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田貝津町 4700348 愛知県豊田市貝津町箕輪　　　　　２０３番地１　　　　　　　　　　

豊田吉原 4730916 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田宮上町 4710038 愛知県豊田市宮上町１－１２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮町 4710043 愛知県豊田市宮町４－２６－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東梅坪 4710063 愛知県豊田市京町４丁目１３－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

九久平 4442216 愛知県豊田市九久平町百々１１－３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田元城町二丁目 4710024 愛知県豊田市元城町２－４５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田御船町 4700371 愛知県豊田市御船町山屋敷１６４番地１１　　　　　　　　　　　　　

豊田広田町 4730912 愛知県豊田市広田町広田４５－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田荒井町 4700333 愛知県豊田市荒井町下原　　　　　４２５番地１　　　　　　　　　　

豊田高岡本町 4730922 愛知県豊田市高岡本町中部　　　　３５０－４　　　　　　　　　　　



三河豊田駅前 4710833 愛知県豊田市山之手　　　　　　　四丁目１５２番地　　　　　　　　

豊田四郷町 4700373 愛知県豊田市四郷町下古屋　　　　１４５－１　　　　　　　　　　　

豊田市木 4710006 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田北間 4730917 愛知県豊田市若林西町北間５４－１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田秋葉 4710873 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１　　　　　　　　　　　　　　　

豊田住吉町 4730905 愛知県豊田市住吉町１丁目１３－１、１３－２、１３－１１、１３－１

小原 4700531 愛知県豊田市小原町平田３４９－２　　　　　　　　　　　　　　　　

小渡 4442846 愛知県豊田市小渡町船戸５７番地６　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田上郷二丁目 4701218 愛知県豊田市上郷町二丁目　　　　１６番地１５　　　　　　　　　　

豊田インター 4710841 愛知県豊田市深田町２－２２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田生駒町 4730928 愛知県豊田市生駒町東山７１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

トヨタ聖心寮 4710844 愛知県豊田市聖心町２－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西岡石畑 4730936 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

マーサ西岡 4730936 愛知県豊田市西岡町切畑１２２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田西岡町 4730936 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

広瀬 4700309 愛知県豊田市西広瀬町西前　　　　８２番地１　　　　　　　　　　　

豊田ヴィッツ 4710025 愛知県豊田市西町５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田下山 4443242 愛知県豊田市大沼町根崎１４番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

大清水 4700342 愛知県豊田市大清水町大清水　　　１８７－１　　　　　　　　　　　

豊田大林東 4730902 愛知県豊田市大林町１７丁目６－３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田竹元町 4730913 愛知県豊田市竹元町新畑２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田朝日ケ丘 4710858 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目　　　４４番地１　　　　　　　　　　　

豊田朝日 4710031 愛知県豊田市朝日町６丁目　　　　５５番地２１　　　　　　　　　　

美山 4710845 愛知県豊田市田中町５丁目　　　　３９番地の１　　　　　　　　　　

豊田渡刈町 4701202 愛知県豊田市渡刈町二丁目　　　　２８０番地３　　　　　　　　　　

保見ヶ丘 4700345 愛知県豊田市東保見町池下１５－４　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田梅坪町 4710064 愛知県豊田市梅坪町１０丁目２番地２　　　　　　　　　　　　　　　

豊田美里 4710805 愛知県豊田市美里３丁目１５－１３　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田平山町六丁目 4710827 愛知県豊田市平山町６丁目４７番　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田豊栄町 4701201 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田豊栄町六丁目 4701201 愛知県豊田市豊栄町六丁目　　　　２８０番地１　　　　　　　　　　

豊田力石町 4700318 愛知県豊田市力石町南郷戸　　　　４０７番地１　　　　　　　　　　

豊明沓掛町志水 4701101 愛知県豊明市沓掛町志水５９－１他４筆　　　　　　　　　　　　　　

豊明二村台 4701131 愛知県豊明市二村台７丁目４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

北名古屋九之坪 4810041 愛知県北名古屋市九之坪長堀　　　１２７番地　　　　　　　　　　　

北名古屋石橋 4810046 愛知県北名古屋市石橋白目１１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

北名古屋二子 4810013 愛知県北名古屋市二子双葉　　　　５２番地１　　　　　　　　　　　

築地口駅 4550015 愛知県名古屋市港区港栄四丁目　　１１１番の２　　　　　　　　　　

港正徳町 4550075 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目　６番　　　　　　　　　　　　　　

西福田二丁目 4550874 愛知県名古屋市港区西福田　　　　二丁目１５０８番地の２　　　　　

港土古 4550073 愛知県名古屋市港区川西通五丁目　２６番地　　　　　　　　　　　　

当知住宅東 4550804 愛知県名古屋市港区当知三丁目　　１３０１番地　　　　　　　　　　

港宝神 4550832 愛知県名古屋市港区宝神５丁目　　３００３　　　　　　　　　　　　

港明正一丁目 4550806 愛知県名古屋市港区明正一丁目　　２４番地２　　　　　　　　　　　

木場 4550021 愛知県名古屋市港区木場町９－５２　　　　　　　　　　　　　　　　



守山向台二丁目 4630036 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地　　　　　　　　　　　

天子田四丁目 4630037 愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番　　　　　　　　　　　

天子田一丁目 4630037 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地　　　　　　　　　　

高辻 4660054 愛知県名古屋市昭和区円上町　　　２４－１３　　　　　　　　　　　

昭和八事 4660834 愛知県名古屋市昭和区広路町　　　字北石坂１０２番地の４　　　　　

杁中駅前 4660833 愛知県名古屋市昭和区隼人町６番地８　　　　　　　　　　　　　　　

瑞穂牛巻町 4670863 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町　　　１４番５号　　　　　　　　　　　

妙音通 4670842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通　　　二丁目４３　　　　　　　　　　　

瑞穂明前町 4670852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町　　　１６－３　　　　　　　　　　　　

瑞穂弥富通四丁目 4670064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通　　　四丁目６４番地２　　　　　　　　

上名古屋四丁目 4510025 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 4520841 愛知県名古屋市西区城西町５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

星ヶ丘ターミナル 4640026 愛知県名古屋市千種区井上町　　　８０番地　　　　　　　　　　　　

千種本山 4640035 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地　　　　　　　　　　　　

鏡池通 4640816 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１　　　　　　　　　　

千種香流橋 4640002 愛知県名古屋市千種区香流橋　　　２－３１９　　　　　　　　　　　

千種今池一丁目 4640850 愛知県名古屋市千種区今池一丁目　１９番１号　　　　　　　　　　　

千種汁谷 4640013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２　　　　　　　　　　　　　　　　

千種一丁目 4640858 愛知県名古屋市千種区千種１丁目１６－２７　　　　　　　　　　　　

池下駅前 4640067 愛知県名古屋市千種区池下１－４－１０　　　　　　　　　　　　　　

茶屋が坂駅前 4640092 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂　　１－２１１６－１　　　　　　　　

千種仲田二丁目 4640074 愛知県名古屋市千種区仲田　　　　二丁目３番２３号　　　　　　　　

千種田代本通四丁目 4640827 愛知県名古屋市千種区田代本通　　四丁目１６－１　　　　　　　　　

名古屋大学 4640814 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 4640814 愛知県名古屋市千種区不老町１－４　　　　　　　　　　　　　　　　

名城線矢場町駅 4600008 愛知県名古屋市中区栄３丁目　　　３１番１３号先　　　　　　　　　

南武平町 4600008 愛知県名古屋市中区栄五丁目　　　１３番１８号　　　　　　　　　　

九丁堀 4600022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　

名古屋新栄 4600007 愛知県名古屋市中区新栄２丁目　　４８番２５号　　　　　　　　　　

新栄一丁目 4600007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目　　２６番１２号　　　　　　　　　　

伏見通大須 4600011 愛知県名古屋市中区大須　　　　　一丁目８番１９号　　　　　　　　

上前津 4600011 愛知県名古屋市中区大須三丁目　　３１番２２号　　　　　　　　　　

一色新町 4540946 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 4540053 愛知県名古屋市中川区外新町四丁目４３番地　　　　　　　　　　　　

中川富田公園東 4540985 愛知県名古屋市中川区春田１丁目９８－２　　　　　　　　　　　　　

助光二丁目 4540947 愛知県名古屋市中川区助光二丁目　８０４番地　　　　　　　　　　　

西中島二丁目 4540934 愛知県名古屋市中川区西中島　　　二丁目６０９番地　　　　　　　　

中川住宅西 4540932 愛知県名古屋市中川区中島新町　　二丁目１６１１番地　　　　　　　

岩塚本通三丁目 4530861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通　　３丁目８番　　　　　　　　　　　

岩塚本通五丁目 4530861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通　　五丁目１８　　　　　　　　　　　

岩塚本通一丁目 4530861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番　　　　　　　　　　　　

近鉄烏森駅前 4530853 愛知県名古屋市中村区牛田通四丁目５番１　　　　　　　　　　　　　

中村森田町 4530036 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号　　　　　　　　　　　　

千成通 4530818 愛知県名古屋市中村区千成通　　　１丁目３３番　　　　　　　　　　

中村大宮町 4530821 愛知県名古屋市中村区大宮町　　　一丁目４４番　　　　　　　　　　



名駅二丁目 4500002 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目　３５－２４　　　　　　　　　　　

鳴子北駅前 4680045 愛知県名古屋市天白区野並３丁目　５８８　　　　　　　　　　　　　

八事弥生が岡 4680062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡　　１０１番地　　　　　　　　　　　

久屋通 4610001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１番　３５号ハイエスト久屋ビル１階　　

芳野三丁目 4610027 愛知県名古屋市東区芳野三丁目　　３番６号　　　　　　　　　　　　

呼続二丁目 4570014 愛知県名古屋市南区呼続　　　　　２－２０－２９　　　　　　　　　

名南港東通 4570834 愛知県名古屋市南区港東通一丁目　２８番地　　　　　　　　　　　　

柵下町 4570044 愛知県名古屋市南区柵下町２丁目　８番地２　　　　　　　　　　　　

三条一丁目 4570866 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号　　　　　　　　　　　　　

大江駅前 4570835 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町　　三丁目４１番　　　　　　　　　　

泉楽通 4570852 愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地　　　　　　　　　　　　　

鶴見通二丁目 4570807 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 4570003 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号　　　　　　　　　　　　　

道徳通二丁目 4570846 愛知県名古屋市南区道徳通２－２５　　　　　　　　　　　　　　　　

南野二丁目 4570068 愛知県名古屋市南区南野二丁目　　３３番地　　　　　　　　　　　　

南陽通六丁目 4570856 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目　１番地２９　　　　　　　　　　　

豊田一丁目 4570841 愛知県名古屋市南区豊田一丁目　　２９番５号　　　　　　　　　　　

熱田桜田町 4560004 愛知県名古屋市熱田区桜田町　　　２０－２７　　　　　　　　　　　

中あじま三丁目 4620015 愛知県名古屋市北区中味鋺　　　　三丁目４１９番地　　　　　　　　

名東引山 4650002 愛知県名古屋市名東区引山３丁目　２６９　　　　　　　　　　　　　

名東延珠町 4650003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地　　　　　　　　　　　　　　

名東貴船二丁目 4650058 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目　１１０１番　　　　　　　　　　　

名東極楽 4650053 愛知県名古屋市名東区極楽　　　　３－８６－１　　　　　　　　　　

一社駅北 4650095 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 4650011 愛知県名古屋市名東区山の手　　　１－１０１　　　　　　　　　　　

名東藤が丘 4650047 愛知県名古屋市名東区小池町１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

名東高針 4650055 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目１１１番　　　　　　　　　　　　

藤が丘駅前 4650048 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４３　　　　　　　　　　　　　　　　

藤が丘南 4650048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘　　１２９番地２　　　　　　　　　　

梅森坂三丁目 4650065 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 4650097 愛知県名古屋市名東区平和が丘　　三丁目１７番地　　　　　　　　　

本郷名古屋 4650024 愛知県名古屋市名東区本郷２丁目　１６４－１　　　　　　　　　　　

名東本通三丁目 4650087 愛知県名古屋市名東区名東本通　　３丁目２４－４　　　　　　　　　

緑鳴海 4580831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田　２９１－２　　　　　　　　　　　

弥富２３号 4980051 愛知県弥富市狐地１丁目４１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

尾張大橋東 4980014 愛知県弥富市五明町築留　　　　　２０４３－３３　　　　　　　　　

近鉄弥富駅南 4980026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田　　　１６番地１　　　　　　　　　　　
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