
店名 住所

札幌西野６条 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号　　　　　　　　　　　　

札幌宮の森３条 北海道札幌市中央区宮の森　三条　６丁目２－８　　　　　　　　　　

札幌中の島 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５　　　　　　　　　　　

福住３条６丁目 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５　　　　　　　　　　　　

登別千歳町 北海道登別市千歳町３丁目　　　　１番２３号　　　　　　　　　　　

函館大手町 北海道函館市大手町５番３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北広島大曲工業団地 北海道北広島市大曲工業団地２丁目３－５　　　　　　　　　　　　　

十和田西三番町 青森県十和田市西三番町２３番３号　　　　　　　　　　　　　　　　

雫石つなぎ 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１　　　　　　　　　　　

久慈北インター前 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割　２５番地２　　　　　　　　　　　

矢巾中央 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田７－１９８－２　　　　　　　　　

仙台栄一丁目　　　　　　　　　 宮城県仙台市宮城野区栄一丁目　　７－１７　　　　　　　　　　　　

新寺四丁目 宮城県仙台市若林区新寺　　　　　四丁目８番１４号　　　　　　　　

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

鹿角大湯　　　　　　　　　　　 秋田県鹿角市十和田大湯字中田　　１０－３　　　　　　　　　　　　

寒河江緑町　　　　　　　　　　 山形県寒河江市緑町１４４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形春日町　　　　　　　　　　 山形県山形市春日町２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村山土生田 山形県村山市大字土生田　　　　　３７４３番地１　　　　　　　　　

鶴岡水沢　　　　　　　　　　　 山形県鶴岡市水沢字水沢尻　　　　２１番地１　　　　　　　　　　　

米沢中央三丁目　　　　　　　　山形県米沢市中央３丁目３－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いわき永崎海岸 福島県いわき市永崎字橋出５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

いわき後田町 福島県いわき市後田町柳町　　　　９９番地の１　　　　　　　　　　

郡山富久山久保田　　　　　　　福島県郡山市富久山町久保田字宮田１２－１　　　　　　　　　　　　

ますや針道　　　　　　　　　　 福島県二本松市針道字町１１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島大森北 福島県福島市大森字島ノ内７９－１　　　　　　　　　　　　　　　　

高萩東本町 茨城県高萩市東本町一丁目８６番１　　　　　　　　　　　　　　　　

那珂瓜連 茨城県那珂市瓜連１３９２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日立小木津　　　　　　　　　　 茨城県日立市小木津町１丁目　　　２６番３号　　　　　　　　　　　

ワンダーグー下野 栃木県下野市下古山２８８８－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

小山雨ヶ谷 栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪　　１０９番１　　　　　　　　　　　

大田原黒羽 栃木県大田原市黒羽向町５２番　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こぶし台 栃木県那須烏山市小倉１１６８－２　　　　　　　　　　　　　　　　



市貝　　　　　　　　　　　　　 栃木県芳賀郡市貝町市塙２４７－４　　　　　　　　　　　　　　　　

高崎中居町 群馬県高崎市中居町３－１８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

前橋下小出町 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９　　　　　　　　　　　　　　　　

大宮駅前　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区桜木町　　１丁目４－１　　　　　　　　　　

宮原駅西口 埼玉県さいたま市北区宮原町　　　３丁目５０９番地　佐藤ビル１階　

ドラッグエース鶴ケ岡 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目　　１－１　　　　　　　　　　　　　

ドラッグエース広瀬東　　　　　埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

三郷駅南　　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市三郷１丁目５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児玉工業団地 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１　　　　　　　　　　　　　

春日部増富 埼玉県春日部市増富６０６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新座片山一丁目　　　　　　　　埼玉県新座市片山１丁目１６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東松山インター　　　　　　　　 埼玉県東松山市大字上野本８７番２　　　　　　　　　　　　　　　　

宮代本田 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目　７番２号　　　　　　　　　　　　

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］　　　　　　　　　　　　　　　

飯能駅南口 埼玉県飯能市南町１－２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本庄児玉インター 埼玉県本庄市西富田４９４番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　

本庄児玉インター　　　　　　　 埼玉県本庄市西富田４９４番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　

我孫子都　　　　　　　　　　　 千葉県我孫子市都６番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

館山バイパス 千葉県館山市北条１２４１番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道の駅発酵の里こうざき　　　　千葉県香取郡神崎町松崎８５５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

松尾横芝インター　　　　　　　 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４　　　　　　　　　　　　　　　　　

市原五井西六丁目　　　　　　　千葉県市原市五井西六丁目３７番地１　　　　　　　　　　　　　　　

市原旭五所 千葉県市原市八幡１１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

行徳駅前四丁目 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号　　　　　　　　　　　　　

市川南大野二丁目 千葉県市川市南大野二丁目　　　　２番２９号　　　　　　　　　　　

本八幡駅南口 千葉県市川市南八幡４－１５－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

多田屋稲毛 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１　　　　　　　　　　　　　　

一宮海岸 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場　１０１３２－１　　　　　　　　　

東砂七丁目　　　　　　　　　　 東京都江東区東砂七丁目１９番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

品川グランパサージュ　　　　　東京都港区港南２丁目１６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丸善日暮里　　　　　　　　　　 東京都荒川区東日暮里６丁目　　　３８－１１　　　　　　　　　　　

渋谷文化学園大前 東京都渋谷区代々木３丁目２４－３　　　　　　　　　　　　　　　　

東新宿駅西　　　　　　　　　　 東京都新宿区大久保１丁目８番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並和泉 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル　　　　　　　　　　　　



サンズ経堂すずらん通り 東京都世田谷区宮坂３丁目１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷新町　　　　　　　　　　 東京都世田谷区新町３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芦花公園駅北 東京都世田谷区南烏山　　　　　　３－２５－１５　　　　　　　　　

半蔵門駅前 東京都千代田区一番町２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西伊興四丁目 東京都足立区西伊興４－７－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

千住河原町墨堤通り 東京都足立区千住河原町６－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田千鳥三丁目　　　　　　　　東京都大田区千鳥３－１２－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

栄屋石川台 東京都大田区東雪谷２－１４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田南馬込五丁目 東京都大田区南馬込５－１６－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

フレッサイン銀座　　　　　　　 東京都中央区銀座７丁目１１番　　１２号　　　　　　　　　　　　　

野方駅南 東京都中野区野方５丁目２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

セレオ八王子 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 東京都八王子市旭町１３番１３号　　　　　　　　　　　　　　　　　

小竹向原 東京都板橋区小茂根１－９－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旗の台二丁目 東京都品川区旗の台２－９－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

上十条三丁目 東京都北区上十条３丁目１４－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

上中里三丁目 東京都北区上中里３－６－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学芸大学駅西 東京都目黒区鷹番３丁目６－１８　カザーナ学芸大学　　　　　　　　

朝霞駐屯地 東京都練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内　　　　　　　　　　

大泉インター　　　　　　　　　 東京都練馬区大泉町５－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京急久里浜駅前 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル　　　　　　　　　　　　

さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘　　　９９－８　　　　　　　　　　　　

金沢瀬ケ崎　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市金沢区六浦東　　　２－４－６　　　　　　　　　　　

小浦平戸二丁目　　　　　　　　神奈川県横浜市戸塚区平戸２丁目　１５－３５　　　　　　　　　　　

双葉南高校前 神奈川県横浜市港南区港南　　　　２－２８－３０　　　　　　　　　

箕輪町一丁目 神奈川県横浜市港北区箕輪町　　　１－１７－３　　　　　　　　　　

藤が丘駅南口 神奈川県横浜市青葉区藤が丘　　　２－５－５　　　　　　　　　　　

鎌倉津　　　　　　　　　　　　 神奈川県鎌倉市津６７０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寒川一之宮　　　　　　　　　　 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１　　　　　　　　　　　

秦野運動公園東 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海大学駅前 神奈川県秦野市南矢名　　　　　　１－１３－１５　　　　　　　　　

宮前小台一丁目 神奈川県川崎市宮前区小台　　　　１－１５－６　　　　　　　　　　

土橋一丁目 神奈川県川崎市宮前区土橋　　　　１－３－７　　　　　　　　　　　

岡田屋元住吉 神奈川県川崎市中原区木月　　　　２－１０－１　　　　　　　　　　



北里大学病院　　　　　　　　　 神奈川県相模原市南区北里　　　　１－１５－１　　　　　　　　　　

サンズ中央林間四丁目 神奈川県大和市中央林間４丁目　　２９－２０　　　　　　　　　　　

藤沢下土棚 神奈川県藤沢市下土棚１００４番地　　　　　　　　　　　　　　　　

平塚四之宮 神奈川県平塚市四之宮３丁目　　　１番５号　　　　　　　　　　　　

燕大曲 新潟県燕市大曲３６３８番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見附市野坪 新潟県見附市市野坪町８３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見附新幸町 新潟県見附市新幸町７番６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新津吉岡町 新潟県新潟市秋葉区吉岡町　　　　２２番１８号　　　　　　　　　　

長岡高見町 新潟県長岡市高見町３００７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

小矢部芹川 富山県小矢部市芹川１５８番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下條ひさわ　　　　　　　　　　 長野県下伊那郡下條村陽皐　　　　７５３番地１　　　　　　　　　　

コスコ寿 長野県松本市寿中１丁目８－２５　　　　　　　　　　　　　　　　　

松本平田西 長野県松本市野溝東１丁目　　　　１６番８号　　　　　　　　　　　

箕輪バイパス　　　　　　　　　 長野県上伊那郡南箕輪村　　　　　３９６０－１　　　　　　　　　　

長野伊勢宮一丁目 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

長野松岡　　　　　　　　　　　 長野県長野市松岡二丁目９番３２号　　　　　　　　　　　　　　　　

可児御嵩町 岐阜県可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１　　　　　　　　　　

本巣曽井中島　　　　　　　　　 岐阜県本巣市曽井中島字居住　　　２１４７番地１　　　　　　　　　

河津笹原 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地　　　　　　　　　　　　　　

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

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

鷲津駅前　　　　　　　　　　　 静岡県湖西市鷲津５３００番地　　パルプラザ栄１Ｆ　　　　　　　　

沼津岡一色南 静岡県沼津市岡一色４４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡高松二丁目　　　　　　　　静岡県静岡市駿河区高松二丁目６番１２号　　　　　　　　　　　　　

清水インター 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場　４６番９　　　　　　　　　　　　

熱海駅前　　　　　　　　　　　 静岡県熱海市田原本町８－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松入野 静岡県浜松市西区入野町　　　　　６４７番地の１　　　　　　　　　

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

浜松向宿町 静岡県浜松市中区向宿　　　　　　２－２４－１４　　　　　　　　　

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

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

浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町　　　　２１１番地の１５　　　　　　　　

三好丘桜 愛知県みよし市三好丘桜一丁目　　１３番地の１　　　　　　　　　　

佐織諏訪 愛知県愛西市諏訪町中杁　　　　　２８６番地１　　　　　　　　　　



愛西大野町　　　　　　　　　　 愛知県愛西市大野町郷西２００番２　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

岡崎美合新町 愛知県岡崎市美合新町６番地１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

刈谷野田一本木　　　　　　　　愛知県刈谷市野田町一本木２１－４　　　　　　　　　　　　　　　　

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

新城有海 愛知県新城市有海字作神５７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

東海しあわせ村 愛知県東海市荒尾町大脇１００番地　　　　　　　　　　　　　　　　

東海東山　　　　　　　　　　　 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１　　　　　　　　　　　　　　　

日進栄二丁目 愛知県日進市栄二丁目９０４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

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

西春駅 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

港築地口 愛知県名古屋市港区名港一丁目　　１番２４号　　　　　　　　　　　

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

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

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

上前津 愛知県名古屋市中区大須三丁目　　３１番２２号　　　　　　　　　　

千成西 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番　　　　　　　　　　　　　

粕畠三丁目 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　

弥富駅前　　　　　　　　　　　 愛知県弥富市鯏浦町西前新田　　　５５番地の１　　　　　　　　　　

桑名松の木東 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６　　　　　　　　　　　　　　　　

四日市別山三丁目　　　　　　　三重県四日市市川島町３５５５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

近鉄津新町駅前　　　　　　　　三重県津市新町１丁目１３番９号　　　　　　　　　　　　　　　　　

津岩田 三重県津市半田３４４８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鈴鹿稲生　　　　　　　　　　　 三重県鈴鹿市稲生３－１６－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲西三雲 滋賀県湖南市三雲１０７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水口牛飼　　　　　　　　　　　 滋賀県甲賀市水口町牛飼２４８４番１　　　　　　　　　　　　　　　

大津におの浜三丁目 滋賀県大津市におの浜３丁目４番６１号　　　　　　　　　　　　　　

北白川 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１　　　　　　　　　　　　　

羽曳野伊賀 大阪府羽曳野市伊賀１－１－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

白鷺駅前 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

堺泉北竹城台 大阪府堺市南区竹城台３丁目　　　２２－８　　　　　　　　　　　　



島本江川　　　　　　　　　　　 大阪府三島郡島本町江川　　　　　１－２－１５　　　　　　　　　　

泉佐野俵屋 大阪府泉佐野市市場西１丁目　　　３６６番１　　　　　　　　　　　

阿部野橋駅南 大阪府大阪市阿倍野区松崎町　　　２－３－６０　　　　　　　　　　

西本町二丁目 大阪府大阪市西区西本町　　　　　２－５－１９　　　　　　　　　　

天王寺駅北口 大阪府大阪市天王寺区悲田院町　　４－１０　　　　　　　　　　　　

中村野崎駅前 大阪府大東市野崎１－１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

箕面森町 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３　　　　　　　　　　　　　　　　

門真北島　　　　　　　　　　　 大阪府門真市大字北島６８３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

西宮久保町　　　　　　　　　　 兵庫県西宮市久保町７－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桃山町調月 和歌山県紀の川市桃山町調月　　　字山ノ上６１７－２　　　　　　　

雲南加茂 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＳＵＴＡＹＡ井原 岡山県井原市高屋町三丁目２４番　２号　　　　　　　　　　　　　　

岡山田中 岡山県岡山市北区田中１２１番地　１０６　　　　　　　　　　　　　

広島緑井 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号　　　　　　　　　　　　

宮内串戸駅前 広島県廿日市市串戸４丁目１４番　１４　　　　　　　　　　　　　　

地御前　　　　　　　　　　　　 広島県廿日市市地御前２４６番地４　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 広島県福山市三吉町五丁目１番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 広島県福山市松永町６丁目８－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

神辺町新湯野 広島県福山市神辺町大字新湯野　　４２番地５　　　　　　　　　　　

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺 広島県福山市神辺町大字新徳田　　３７０番地１　　　　　　　　　　

下関菊川 山口県下関市菊川町田部　　　　　１１４９－１　　　　　　　　　　

下関富任町 山口県下関市富任町五丁目　　　　１５番４２号　　　　　　　　　　

光虹ヶ浜 山口県光市虹ケ浜３－２４－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

柳井古開作 山口県柳井市古開作６５５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川島町三ツ島 徳島県吉野川市川島町三ツ島　　　字北新田５６４－１　　　　　　　

さぬき志度　　　　　　　　　　 香川県さぬき市志度正面　　　　　２２１４番地７１　　　　　　　　

高松桜町 香川県高松市桜町１丁目９－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

まんのう町吉野 香川県仲多度郡まんのう町吉野　　１３０３番地１　　　　　　　　　

西条加茂川 愛媛県西条市中野甲４６５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

久留米大学病院外来 福岡県久留米市旭町６７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大川やまざくら通り 福岡県大川市大字上巻字前田　　　１３３番１　　　　　　　　　　　

筑後中学校前 福岡県筑後市大字水田９９８番１　　　　　　　　　　　　　　　　　

御島崎２丁目 福岡県福岡市東区御島崎２丁目　　７－３０　　　　　　　　　　　　

ＪＲ和白駅前 福岡県福岡市東区和白３丁目　　　１０－４　　　　　　　　　　　　



博多吉塚７丁目　　　　　　　　 福岡県福岡市博多区吉塚７丁目　　１２－３８　　　　　　　　　　　

博多住吉四丁目 福岡県福岡市博多区住吉四丁目　　１５番８号　　　　　　　　　　　

小倉駅北口 福岡県北九州市小倉北区浅野　　　２－１３－２３　　　　　　　　　

八幡黒崎 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４　　　　　　　　　　　　　

上宮永 福岡県柳川市大字上宮永町字高町　３６　　　　　　　　　　　　　　

島原本町　　　　　　　　　　　 長崎県島原市本町３９４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

諫早永昌　　　　　　　　　　　 長崎県諫早市永昌町１４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南小国きよら 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場　字杉田１７８６－１　　　　　　　

サンロード木上 熊本県球磨郡錦町大字木上北　　　２６５９－１　　　　　　　　　　

熊本小島九丁目 熊本県熊本市西区小島９丁目１８番１号　　　　　　　　　　　　　　

植木滴水 熊本県熊本市北区植木町滴水字野中１７６－１　　　　　　　　　　　

中津大貞　　　　　　　　　　　 大分県中津市大字大貞字　　　　　３７１－７７　　　　　　　　　　

小林三松中前 宮崎県小林市堤３１３７番地１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

加治木反土 鹿児島県姶良市加治木町反土１４０８番地１　　　　　　　　　　　　

高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田４９７５－１　　　　　　　　　　　　　　

南種子　　　　　　　　　　　　 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２２１１番地１　　　　　　　　　　　

鹿屋寿八丁目　　　　　　　　　 鹿児島県鹿屋市寿八丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿屋西原二丁目 鹿児島県鹿屋市西原二丁目３７番　７号　　　　　　　　　　　　　　

田崎中学校入口 鹿児島県鹿屋市川西町４２８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

森山団地入口 鹿児島県鹿児島市宇宿八丁目　　　１３番１号　　　　　　　　　　　

出水向江町 鹿児島県出水市向江町２０－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高尾野中央 鹿児島県出水市高尾野町大久保　　７６８６番地２　　　　　　　　　

出水米ノ津港 鹿児島県出水市米ノ津町　　　　　４３番２３号　　　　　　　　　　

国分広瀬　　　　　　　　　　　 鹿児島県霧島市国分広瀬一丁目　　２１番２５号　　　　　　　　　　

国分敷根 鹿児島県霧島市国分敷根　　　　　１６０番地１　　　　　　　　　　

屋富祖一丁目　　　　　　　　　 沖縄県浦添市屋富祖１－２－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

港川小学校前 沖縄県浦添市城間四丁目３５番８号　　　　　　　　　　　　　　　　

浦添高校前 沖縄県浦添市内間３丁目３０番２０号　　　　　　　　　　　　　　　

石垣大浜南　　　　　　　　　　 沖縄県石垣市字大浜４１７‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石垣シード 沖縄県石垣市大川５３３番地７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石垣サザンゲートブリッジ　　　沖縄県石垣市八島町一丁目９番　　　　　　　　　　　　　　　　　　

嘉手納運動公園前　　　　　　　沖縄県中頭郡嘉手納町屋良　　　　１０１７－３　　　　　　　　　　

中城南上原　　　　　　　　　　 沖縄県中頭郡中城村字南上原　　　７５６番１　　　　　　　　　　　

与那原嶺井入口 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原　５０７－３４　　　　　　　　　　



おもろまち二丁目 沖縄県那覇市おもろまち　　　　　二丁目６番２号　　　　　　　　　

国際通り牧志 沖縄県那覇市牧志２－４－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふく薬品名護 沖縄県名護市字宇茂佐　　　　　　１７０３－１０１　　　　　　　　
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