
店舗名 郵便番号 住所

伊東末広町 4140015 静岡県伊東市末広町７－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊豆長岡南 4102211 静岡県伊豆の国市長岡１３０１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

河津笹原 4130512 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地　　　　　　　　　　　　　　

松崎町松崎 4103611 静岡県賀茂郡松崎町松崎　　　　　６３番地の２　　　　　　　　　　

南伊豆下賀茂 4150303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７　　　　　　　　　　　　

掛川横須賀 4371301 静岡県掛川市横須賀１４３４番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川家代の里 4360227 静岡県掛川市家代の里三丁目２番１　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川西町 4360079 静岡県掛川市掛川６０８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川駅南 4360028 静岡県掛川市亀の甲２－２－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川細谷 4360112 静岡県掛川市細谷２８８番地の２　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川上内田 4360013 静岡県掛川市子隣１７５番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川かみ西郷 4360342 静岡県掛川市上西郷１７６６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川大池 4360043 静岡県掛川市大池字十ノ坪　　　　２８６６番地の１　　　　　　　　

掛川富部 4360224 静岡県掛川市富部９４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掛川本郷 4360111 静岡県掛川市本郷１４０８番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　

菊川加茂 4390031 静岡県菊川市加茂５９９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小笠赤土 4371507 静岡県菊川市赤土１１７０番地の４　　　　　　　　　　　　　　　　

菊川中内田 4390036 静岡県菊川市中内田２４６３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

菊川東横地 4390022 静岡県菊川市東横地１６０３番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

湖西なか 4310422 静岡県湖西市岡崎１３４３－４１　　　　　　　　　　　　　　　　　

湖西吉美 4310441 静岡県湖西市吉美９７６番地の７　　　　　　　　　　　　　　　　　

新居中之郷 4310301 静岡県湖西市新居町中之郷８３６番地の１　　　　　　　　　　　　　

湖西梅田 4310425 静岡県湖西市梅田４７６番地３４　　　　　　　　　　　　　　　　　

鷲津駅前 4310431 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 4371612 静岡県御前崎市池新田　　　　　　１５７３番地１５　　　　　　　　

御殿場新橋 4120043 静岡県御殿場市新橋１８７８－１他６筆　　　　　　　　　　　　　　

御殿場二枚橋 4120021 静岡県御殿場市二枚橋２３９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三島梅名 4110816 静岡県三島市梅名２８５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

森町宮の市 4370226 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津四丁目 4250026 静岡県焼津市焼津４－１０－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津石津中町 4250043 静岡県焼津市石津中町１１番地２９　　　　　　　　　　　　　　　　

日本坂ＰＡ上り 4250002 静岡県焼津市石脇上字西阿原　　　７２４－４　　　　　　　　　　　

焼津大村 4250082 静岡県焼津市大村３－３４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津中新田 4250068 静岡県焼津市中新田１０６番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津中里 4250014 静岡県焼津市中里５０８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津田尻 4250052 静岡県焼津市田尻７５９番地の８　　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津石津 4250041 静岡県焼津市南部土地区画整理事業１６０街区符号３１外５符号　　　

焼津小川 4250033 静岡県焼津市南部土地区画整理事業３３街区符号７８９３５　　　　　

焼津下小田 4250057 静岡県焼津市南部土地区画整理事業区域２６６街区　符号１２　　　　

焼津浜当目 4250012 静岡県焼津市浜当目２－５－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

焼津柳新屋 4250074 静岡県焼津市柳新屋６４０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉田下川原 4210304 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原　２８１９番地　　　　　　　　　　

静岡牛妻 4212106 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡大岩本町 4200884 静岡県静岡市葵区大岩本町２５番　１３号　　　　　　　　　　　　　



静岡二番町 4200072 静岡県静岡市葵区二番町８－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡北安東 4200881 静岡県静岡市葵区北安東四丁目　　５番２２号　　　　　　　　　　　

静岡竜南通り 4200804 静岡県静岡市葵区竜南　　　　　　１－１６－２５　　　　　　　　　

静岡曲金南 4228006 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目　　６番２３号　　　　　　　　　　　

静岡曲金六丁目 4228006 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目　　３番３３号　　　　　　　　　　　

静岡登呂六丁目 4228033 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目　　１番１１号　　　　　　　　　　　

静岡有明西 4228076 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３番３　　　　　　　　　　　　　　

清水興津駅前 4240204 静岡県静岡市清水区興津中町　　　２３８番４　　　　　　　　　　　

清水三保 4240901 静岡県静岡市清水区三保　　　　　１１５－１８　　　　　　　　　　

袋井今井延久 4370053 静岡県袋井市延久２０３番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井国本 4370012 静岡県袋井市国本２５２４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井山科上 4370066 静岡県袋井市山科２５０７番地の６　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井松原 4371117 静岡県袋井市松原５１５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井月見の里 4370125 静岡県袋井市上山梨３丁目１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井泉町 4370062 静岡県袋井市泉町１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井浅名 4371102 静岡県袋井市浅名９３３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井大門 4370038 静岡県袋井市大門５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井大野 4371112 静岡県袋井市大野３６７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袋井インター南 4370065 静岡県袋井市堀越５４５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島田稲荷 4270038 静岡県島田市稲荷四丁目　　　　　３９７０番２　他１筆　　　　　　

島田岸町 4270005 静岡県島田市岸町９５６番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士山静岡空港北 4280039 静岡県島田市金谷猪土居　　　　　３４４４番地３７　　　　　　　　

金谷東町 4280013 静岡県島田市金谷東２丁目　　　　１０２９番地の１０　　　　　　　

島田向谷 4270039 静岡県島田市向谷三丁目９５２番１外５筆　　　　　　　　　　　　　

藤枝岡部インター 4260221 静岡県藤枝市高田１３２番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

藤枝高柳四丁目 4260041 静岡県藤枝市高柳四丁目１０６５番１　他４筆（地番）　　　　　　　

藤枝上青島 4260036 静岡県藤枝市上青島２９８番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　

藤枝藪田西インター 4260202 静岡県藤枝市上藪田１３１番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

磐田新貝 4380025 静岡県磐田市新貝土地区画整理地内４０街区２　　　　　　　　　　　

磐田西貝塚 4380026 静岡県磐田市西貝塚　　　　　　　２０３４番地の１　　　　　　　　

西貝塚南 4380026 静岡県磐田市西貝塚字六通　　　　５５９番地４　　　　　　　　　　

遠州豊田 4380821 静岡県磐田市立野４９６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松舘山寺温泉 4311209 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３　　　　　　　　　　

浜松庄和町 4311206 静岡県浜松市西区庄和町　　　　　１３７番地の３　　　　　　　　　

浜松桜台 4311102 静岡県浜松市西区大山町　　　　　１６９番地の１　　　　　　　　　

浜松入野 4328061 静岡県浜松市西区入野町　　　　　６４７番地の１　　　　　　　　　

浜松泉四丁目 4338124 静岡県浜松市中区泉四丁目　　　　１番２６号　　　　　　　　　　　

浜松中央三丁目 4300929 静岡県浜松市中区中央３－３－１３　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松蜆塚 4328018 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目　　　１７－１７　　　　　　　　　　　

天竜二俣 4313314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣　　２００２　　　　　　　　　　　　

浜松丸塚 4350046 静岡県浜松市東区丸塚町　　　　　５１８－１２　　　　　　　　　　

浜松原島 4350047 静岡県浜松市東区原島町１８０番１　　　　　　　　　　　　　　　　

子安 4350015 静岡県浜松市東区子安町３０２番１　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松市野 4350051 静岡県浜松市東区市野町　　　　　１０３１番地１　　　　　　　　　

浜松将監 4300802 静岡県浜松市東区将監町４４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　



浜松小池南 4350056 静岡県浜松市東区小池町　　　　　２４４５－１　　　　　　　　　　

浜松植松 4300803 静岡県浜松市東区植松町　　　　　２６５－１２　　　　　　　　　　

浜松大瀬町若宮 4313113 静岡県浜松市東区大瀬町２３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松中田町 4350057 静岡県浜松市東区中田町８１８番地　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松天龍川町 4350013 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松半田山四丁目 4313125 静岡県浜松市東区半田山四丁目　　２４番１５号　　　　　　　　　　

浜松インター南 4350041 静岡県浜松市東区北島町　　　　　１３８３番地の１　　　　　　　　

三方原ＰＡ 4313123 静岡県浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６－２　　　　　　　　　　　

浜松有玉北 4313121 静岡県浜松市東区有玉北町　　　　１７５４－１　　　　　　　　　　

浜松寺脇町 4300841 静岡県浜松市南区寺脇町６７１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松小沢渡 4328063 静岡県浜松市南区小沢渡町　　　　８０７番地２　　　　　　　　　　

浜松中田島町 4300845 静岡県浜松市南区中田島町１６６９番地１　　　　　　　　　　　　　

浜松東本郷 4300812 静岡県浜松市南区本郷町　　　　　１３４７番地の６　　　　　　　　

浜松永島 4340013 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１　　　　　　　　　　　　　　　　

浜北貴布祢 4340038 静岡県浜松市浜北区貴布祢　　　　３１５－１　　　　　　　　　　　

浜北宮口 4340004 静岡県浜松市浜北区宮口７８２－７　　　　　　　　　　　　　　　　

浜北新原本村 4340003 静岡県浜松市浜北区新原　　　　　２５５８番地５　　　　　　　　　

浜北内野 4340044 静岡県浜松市浜北区内野　　　　　８７２番地の３　　　　　　　　　

細江西気賀 4311305 静岡県浜松市北区細江町気賀　　　９５４７番地の２２　　　　　　　

浜松細江三和 4311303 静岡県浜松市北区細江町三和　　　４８番地の１　　　　　　　　　　

浜松三ヶ日北 4311414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日　１００番地の４　　　　　　　　　

三ヶ日インター 4311402 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑　　１１２２番地２　　　　　　　　　

富士宮大岩 4180013 静岡県富士宮市大岩３８０番地５　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士宮東町 4180077 静岡県富士宮市東町２５番８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新富士駅みなみ 4160945 静岡県富士市宮島５１１番地の３　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士天間高屋 4190205 静岡県富士市天間字沢向６００番１他１３筆　　　　　　　　　　　　

牧之原細江 4210421 静岡県牧之原市細江２１３７番１　　　　　　　　　　　　　　　　　

牧之原女神 4210516 静岡県牧之原市女神字惣作１番６　　　　　　　　　　　　　　　　　

牧之原ＳＡ 4210404 静岡県牧之原市静谷２５５９－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

牧之原静波一丁目 4210422 静岡県牧之原市静波一丁目　　　　３２６番の１　　　　　　　　　　
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