
赤平 北海道 赤平市字赤平５４０－１

滝川大町２丁目 北海道 滝川市大町二丁目２６３番

滝川大町４丁目 北海道 滝川市大町４丁目１－９

滝川黄金町 北海道 滝川市黄金町西２丁目１－３１

岩見沢１０条東 北海道 岩見沢市１０条東１丁目１－１

岩見沢東２丁目 北海道 岩見沢市４条東２－１－５

札幌北２２条東１８丁目 北海道 札幌市東区北２２条東１８丁目１番１５号

江別緑町東 北海道 江別市緑町東１丁目６９番１

札幌北丘珠２条 北海道 札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０

札幌北８条東１７丁目 北海道 札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

札幌南５条東 北海道 札幌市中央区南５条東２丁目１

札幌南７条西７丁目 北海道 札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

札幌南８条西１８丁目 北海道 札幌市中央区南８条西１８丁目３番１８号

小樽運河 北海道 小樽市港町５番３号

札幌南７条西３丁目 北海道 札幌市中央区南七条西３丁目４２５番地１

札幌北３条西２丁目 北海道 札幌市中央区北３条西２丁目８番地

千歳本町２丁目 北海道 千歳市本町２丁目１９番地１

千歳末広２丁目 北海道 千歳市末広２丁目１番１５号

札幌インター前 北海道 札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号

札幌南郷１５丁目 北海道 札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号

恵庭京町 北海道 恵庭市京町８４－２

札幌平岸３条８丁目 北海道 札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

札幌厚別中央４条 北海道 札幌市厚別区厚別中央４条５丁目１‐１５

札幌厚別南３丁目 北海道 札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

登別栄町 北海道 登別市栄町１－１５－１

苫小牧沼ノ端 北海道 苫小牧市字沼ノ端２２番４２

苫小牧東病院前 北海道 苫小牧市新開町４丁目７番８号

苫小牧春日町 北海道 苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

函館神山２丁目 北海道 函館市神山２丁目２０番１０号

苫小牧若草町 北海道 苫小牧市若草町５丁目５番２号

苫小牧山手町１丁目 北海道 苫小牧市山手町一丁目４－３

函館美原１丁目 北海道 函館市美原一丁目３８番４号

大沼公園インター 北海道 茅部郡森町字赤井川７９番地１

函館赤川１丁目 北海道 函館市赤川１丁目３１－１

函館美原５丁目 北海道 函館市美原５丁目１９－５

函館本通１丁目 北海道 函館市本通１丁目２７番１号

北星学園女子高前 北海道 札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２

岩見沢４条西 北海道 岩見沢市４条西９丁目１２番地

青森浜館四丁目 青森県 青森市浜館四丁目１３－１６

青森浪岡前田 青森県 青森市浪岡大字浪岡字前田８３番地１１

青森石江江渡 青森県 青森市大字石江字江渡７０番地２

青森大釈迦西 青森県 青森市浪岡大字大釈迦字中田９０－１他４筆

弘前岩賀 青森県 弘前市大字岩賀２丁目１－４

黒石あけぼの町 青森県 黒石市あけぼの町１０４番１

東北町上野 青森県 上北郡東北町大字上野字下田２８３番３

十和田一本木沢 青森県 十和田市大字三本木字一本木沢９０－３

八戸新井田重地 青森県 八戸市大字新井田字重地４番地１

八戸三日町 青森県 八戸市大字三日町４－１

五戸浅水 青森県 三戸郡五戸町大字浅水字十海塚５番地１

八戸卸センター 青森県 八戸市卸センター１丁目３３－５

八戸商業通り 青森県 八戸市大字是川字坂ノ脇９－４

八戸廿六日町 青森県 八戸市大字廿六日町６０番４

八戸湊高台 青森県 八戸市湊高台六丁目１２番１７号

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

北海道・東北地方
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二戸米沢 岩手県 二戸市米沢字下村１３６番１

岩手川口バイパス 岩手県 岩手郡岩手町川口第５地割２６番地

滝沢はのき沢山 岩手県 滝沢市葉の木沢山５１０番地１

しぶたみ 岩手県 盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８

西根大更 岩手県 八幡平市大更第１６地割４－８９

滝沢津軽街道 岩手県 滝沢市後２６８－６６

盛岡肴町 岩手県 盛岡市肴町５－９

盛岡日影門 岩手県 盛岡市中央通一丁目１２番２４号

雫石バイパス 岩手県 岩手郡雫石町長山晴山９１番地３

盛岡名須川町 岩手県 盛岡市名須川町２０－１７

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

矢巾町上矢次 岩手県 紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３

盛岡津志田南 岩手県 盛岡市津志田南三丁目１番１号

岩手盛岡都南 岩手県 盛岡市津志田第１４地割１０２

宮古そけい 岩手県 宮古市実田２丁目２－８

北上柳原 岩手県 北上市柳原町一丁目１５８番地２

北上横川目 岩手県 北上市和賀町横川目１１地割２０８－２８

富士大学前 岩手県 花巻市山の神３９７番地１

花巻若葉町 岩手県 花巻市若葉町１－１０－１７

花巻大迫町 岩手県 花巻市大迫町亀ヶ森第２地割１８－１

サテライト石鳥谷前 岩手県 花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

花巻四日町 岩手県 花巻市四日町３－９－４

北上村崎野 岩手県 北上市村崎野１５地割２９３番地４

花泉金沢 岩手県 一関市花泉町金沢字内ノ目３７番地

江刺愛宕 岩手県 奥州市江刺愛宕字橋本２３２番１

高田竹駒十日市場 岩手県 陸前高田市竹駒町字十日市場２４３番１

水沢東中通り 岩手県 奥州市水沢区東中通り二丁目４－２１

水沢釜田 岩手県 奥州市水沢区字内匠田４７－１

松島高城 宮城県 宮城郡松島町高城字帰命院下一１５－１

宮城利府赤沼 宮城県 宮城郡利府町赤沼字大日向１０４番地１

気仙沼田中前 宮城県 気仙沼市田中前２－２－１

石森加賀野 宮城県 登米市中田町石森字加賀野三丁目２番５

南佐沼 宮城県 登米市迫町佐沼字南元丁５７番２

佐沼北方 宮城県 登米市迫町北方字谷地前１２６番２

栗駒南 宮城県 栗原市栗駒稲屋敷字笊屋敷下１４１

築館久伝 宮城県 栗原市築館久伝１２－１

大崎三本木 宮城県 大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

宮城大衡 宮城県 黒川郡大衡村大衡字尾西４８－６

仙台泉松陵 宮城県 仙台市泉区松陵一丁目１２番１

宮城大郷 宮城県 黒川郡大郷町中村字山沢２０番地の３

古川大江向 宮城県 大崎市古川稲葉字大江向１２５

築館宮野 宮城県 栗原市築館字下宮野中田１３８

大郷山崎 宮城県 黒川郡大郷町山崎字堰場５６－２

宮城小野田 宮城県 加美郡加美町字川原田１番地の１０

旭丘堤二丁目 宮城県 仙台市泉区旭丘堤二丁目７番２４号

泉関場 宮城県 仙台市泉区松森字関場２６－１

小田原五丁目 宮城県 仙台市青葉区小田原５丁目３－４８

仙台大和町 宮城県 仙台市若林区大和町３－３－１

中野栄駅前 宮城県 仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１

多賀城栄 宮城県 多賀城市栄一丁目７番地４０

五橋二丁目 宮城県 仙台市青葉区五橋２－４－７

仙台花京院 宮城県 仙台市青葉区花京院１－５－１０

仙台港インター 宮城県 仙台市宮城野区中野５丁目５－１

八幡三丁目 宮城県 仙台市青葉区八幡３丁目１８－１１

大町二丁目 宮城県 仙台市青葉区大町２－６－１

上杉一丁目 宮城県 仙台市青葉区上杉１－７－３０

西中田六丁目 宮城県 仙台市太白区西中田６－５－６

角田幸町 宮城県 角田市角田字幸町５６番地

茂庭 宮城県 仙台市太白区茂庭一丁目５番地の５

亘理鳥の海 宮城県 亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋５１番地１０

多賀城鶴ヶ谷 宮城県 多賀城市鶴ケ谷二丁目１８番７号

仙台東口 宮城県 仙台市宮城野区榴岡２－１－１５　大内ビル１Ｆ

仙台幸町三丁目 宮城県 仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号

仙台銀杏町 宮城県 仙台市宮城野区銀杏町２番１５号

仙台新寺一丁目 宮城県 仙台市若林区新寺一丁目３番４５号

二十人町 宮城県 仙台市宮城野区二十人町３０８番地の１

榴岡五丁目 宮城県 仙台市宮城野区榴岡５－２－６

大河原高砂町 宮城県 柴田郡大河原町字高砂町２－６

宮城県



新伝馬町通り 宮城県 仙台市青葉区中央二丁目３番２０号　セザーヌビル１Ｆ

名取小塚原 宮城県 名取市小塚原字東中塚２９５－４

仙台西中田 宮城県 仙台市太白区西中田５丁目１７番６６号

大館中道 秋田県 大館市中道二丁目３番４２号

大館常盤木町 秋田県 大館市常盤木町１５番１６号

大館ドーム前 秋田県 大館市字新綱２０

秋田土崎港相染町 秋田県 秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２

秋田中央市場前 秋田県 秋田市外旭川字待合２５－１

秋田寺内神屋敷 秋田県 秋田市寺内神屋敷７９－３

秋田八橋本町 秋田県 秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

八郎潟上沖谷地 秋田県 南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１

秋田上飯島 秋田県 秋田市飯島道東２丁目１４‐１１

秋田下新城中野 秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

秋田手形山崎 秋田県 秋田市手形山崎町８－２７

湯沢桜通り 秋田県 湯沢市桜通り１－３５

十文字バイパス 秋田県 横手市十文字町字西下３２番地３

十文字西原 秋田県 横手市十文字町西原一番町１０１番

横手三枚橋 秋田県 横手市駅西一丁目３番２７号

美郷六郷 秋田県 仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１

秋田空港 秋田県 秋田市雄和椿川字山籠４９

秋田仁井田新中島 秋田県 秋田市仁井田字新中島１１３８番地２

横手前郷東 秋田県 横手市前郷字上在家３２番１

秋田卸町 秋田県 秋田市卸町１－１１－１１

秋田大館中山 秋田県 大館市中山字兎沢２０番地６

能代西 秋田県 能代市字鳥小屋１番１

秋田下新城琵琶沼 秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼３８５番地２

新庄常葉町 山形県 新庄市常葉町２－３６

新庄昭和 山形県 新庄市大字昭和字昭和４７３－１

新庄千門町 山形県 新庄市千門町２番１８号

やまろく金山 山形県 最上郡金山町大字金山２７２番地１

庄内あさひインター 山形県 鶴岡市下名川字落合１７４

河北体育館前 山形県 西村山郡河北町谷地所岡３－１－１

東根神町 山形県 東根市神町北一丁目２番７号

新庄上小月野 山形県 新庄市五日町字桂堰１１７５番地の３

山形銅町二丁目 山形県 山形市銅町２丁目２２－３５

山形七日町二丁目 山形県 山形市七日町二丁目１番２号水口ビル１Ｆ

東根温泉町 山形県 東根市温泉町２丁目４番３号

山形小白川町三丁目 山形県 山形市小白川町三丁目７番３１号

東根長瀞 山形県 東根市大字長瀞３９４番地１

山形大森 山形県 山形市大字大森９５９－３

米沢北 山形県 米沢市中田町５６４番地の１

南陽川樋 山形県 南陽市川樋１５４７番地の１

山形飯田西 山形県 山形市飯田西四丁目２－１

スズキ高畠 山形県 東置賜郡高畠町大字夏茂２０３－５

長井警察署通り 山形県 長井市小出字舘西３８５４－９

長井九野本 山形県 長井市九野本１２５４番１

山形嶋 山形県 山形市嶋南３－６－１３

米沢桑山団地前 山形県 米沢市万世町金谷水上２１９番１

高畠竹森 山形県 東置賜郡高畠町大字竹森７５７－１

米沢舘山バイパス 山形県 米沢市大字舘山２７６番１

米沢中央三丁目 山形県 米沢市中央３丁目３－８

高畠駅前 山形県 東置賜郡高畠町福沢南１１－２

米沢万世町片子 山形県 米沢市万世町片子３２２番３

米沢中央一丁目 山形県 米沢市中央１－１４－１２

山形大野目三丁目 山形県 山形市大野目三丁目４－１

福島黒岩 福島県 福島市黒岩字浜井場１０－１７

原町金沢 福島県 南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１

原ノ町駅前 福島県 南相馬市原町区　旭町四丁目６－３

原町南町 福島県 南相馬市原町区南町４－４５－２

タウン蓬莱 福島県 福島市蓬莱町２－２－１０４

福島大森下町 福島県 福島市大森字下町１１番地

吾妻ＰＡ上り 福島県 福島市上野寺字和喜３番地

Ａコープ松川 福島県 福島市松川町字市坂９－１

本宮関下 福島県 本宮市荒井字甲斐４１番地

船引城ノ内 福島県 田村市船引町船引字城ノ内８２番地

大玉大山 福島県 安達郡大玉村大山字宮下１３０

秋田県

山形県

福島県



福島太田町 福島県 福島市太田町５－９

吾妻ＰＡ下り 福島県 福島市上野寺字和喜２５－８

福島飯坂温泉駅前 福島県 福島市飯坂町字十綱下３４

福島郷野目 福島県 福島市郷野目字上６番地の１

南会津田島 福島県 南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２街区５画地

会津若松七日町 福島県 会津若松市大町１丁目１－３１

下郷 福島県 南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６

長沼町志茂 福島県 須賀川市志茂字駒込１７０－１

郡山菜根屋敷 福島県 郡山市字菜根屋敷２３番地２２

郡山安積町笹川 福島県 郡山市安積町笹川字境橋５８－１

郡山卸団地 福島県 郡山市喜久田町卸１丁目７番地の１

須賀川茶畑 福島県 須賀川市茶畑町１２－１

郡山安積三丁目 福島県 郡山市安積３丁目２８番地

大竹喜多方豊川 福島県 喜多方市豊川町一井字間々ノ上５７４

会津南花畑 福島県 会津若松市南花畑７－６５

会津鶴賀 福島県 会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３

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

郡山田村町守山 福島県 郡山市田村町守山字小性町１４

郡山大槻西ノ宮 福島県 郡山市大槻町字西宮北３５番地の１

いわき四倉上仁井田 福島県 いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

Ｊヴィレッジ前 福島県 双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１

いわき小名浜六反田 福島県 いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１

いわき駅前 福島県 いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ

いわき永崎海岸 福島県 いわき市永崎字橋出５－５

いわき南台 福島県 いわき市南台一丁目２０番地２

いわき後田町 福島県 いわき市後田町柳町９９番地の１

矢吹曙町 福島県 西白河郡矢吹町曙町２１８

矢吹インター前 福島県 西白河郡矢吹町赤沢５８７番地４

いわき平赤井 福島県 いわき市平赤井字笹目田２４－１



古河横山町 茨城県 古河市横山町３丁目１－２

下妻箕輪 茨城県 下妻市下妻字箕輪丙６５３－１

八千代佐野 茨城県 結城郡八千代町大字佐野２９７－１　他６筆

水戸南インター 茨城県 水戸市酒門町３２７８番２

水戸酒門 茨城県 水戸市酒門町１００２－１

水戸平須町 茨城県 水戸市平須町字南山２番地３６

常北那珂西 茨城県 東茨城郡城里町那珂西字古川端３１９４

常陸大宮上小瀬 茨城県 常陸大宮市上小瀬１４１５－１

水戸駅北口 茨城県 水戸市宮町一丁目１番ＥＸＣＥＬ新ビル

ひたちなか昭和通り 茨城県 ひたちなか市中根３３２５－１

ひたちなか湊本町 茨城県 ひたちなか市湊本町６番１７号

ひたちなか枝川 茨城県 ひたちなか市枝川１７９４番地１１

ひたちなか馬渡 茨城県 ひたちなか市大字馬渡３３００番地１

ひたちなか津田北 茨城県 ひたちなか市津田１９５４－１０

日立金畑 茨城県 日立市大沼町三丁目１８番２０号

那珂瓜連 茨城県 那珂市瓜連１３９２－１

那珂インター 茨城県 那珂市鴻巣７７６－１

那珂飯田 茨城県 那珂市飯田３３７３番１

那珂横堀 茨城県 那珂市横堀字坊ノ内１５７９番地７

那珂飯田五差路 茨城県 那珂市飯田２５７１－２０

日立大沼 茨城県 日立市東金沢町５－１８－１

東海駅東 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

常陸太田里美 茨城県 常陸太田市折橋町７６６‐３

土浦駅東 茨城県 土浦市港町１－５－１４

千代田ＰＡ上り 茨城県 かすみがうら市中佐谷字愛宕１７２－１

鉾田上釜 茨城県 鉾田市上釜５８８－１８

霞ヶ浦総合公園前 茨城県 土浦市大岩田１２８６―１

稲敷江戸崎 茨城県 稲敷市犬塚１６１７－１６９

神栖平泉 茨城県 神栖市平泉東ニ丁目１１番４

神栖中央公園前 茨城県 神栖市大野原２丁目１－１７

神栖居切 茨城県 神栖市居切１５４７－１

フレスト阿見飯倉 茨城県 稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７

龍ヶ崎平台 茨城県 龍ケ崎市平台３－１

守谷鈴塚 茨城県 守谷市鈴塚字五十塚３０１番１

つくば面野井 茨城県 つくば市大字面野井字丸山１６５－１

つくばみらい高岡 茨城県 つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

守谷御所ヶ丘 茨城県 守谷市御所ヶ丘４－１０－１

つくば谷田部中央 茨城県 つくば市谷田部２１４０番１

つくば赤塚 茨城県 つくば市赤塚６２９－６

常総新石下 茨城県 常総市新石下３９８５番２

新守谷駅南 茨城県 守谷市松並２００５－３９

千代田ＰＡ下り 茨城県 かすみがうら市中佐谷字８３

友部インター 茨城県 笠間市平町５０３番１

日立中央ＰＡ下り 茨城県 日立市助川町字銭ヶ平２８２９番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ下り

日立会瀬 茨城県 日立市会瀬町二丁目２１－１１

日立油縄子 茨城県 日立市鮎川町二丁目７－１９

日立末広町 茨城県 日立市末広町３－１－２０

関本ＰＡ 茨城県 北茨城市関本町関本上字中山１９７０番地３４常磐自動車道関本ＰＡ下り

上三川インター 栃木県 河内郡上三川町大字西汗字赤堀１５９２－１４

下野仁良川 栃木県 下野市仁良川１４０９番地７

真岡寺内 栃木県 真岡市寺内１３８８番１

真岡高勢町 栃木県 真岡市高勢町２丁目６番２

益子七井 栃木県 芳賀郡益子町大字七井８３６－１

ワンダーグー下野 栃木県 下野市下古山２８８８－４

八洋上三川町役場前 栃木県 河内郡上三川町大字上蒲生５２４番１　

佐野北茂呂町 栃木県 佐野市北茂呂町字北茂呂３－３

栃木大皆川町 栃木県 栃木市大皆川町２７５番地１

栃木西方 栃木県 栃木市西方町元２３６２番地１

壬生バイパス 栃木県 下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番地１

鹿沼茂呂 栃木県 鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３

岩舟街道 栃木県 栃木市岩舟町静１０５６―１

真岡亀山 栃木県 真岡市上高間木１－２３－１

小山八幡町 栃木県 小山市八幡町一丁目１７番５号

宇都宮簗瀬中央 栃木県 宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

宇都宮簗瀬四丁目 栃木県 宇都宮市簗瀬４丁目２１番１２号

宇都宮みどり野南 栃木県 宇都宮市みどり野町３６番地２４

関東・甲信越地方

茨城県

栃木県



宇都宮辰街道 栃木県 宇都宮市平出町２３２１番４

宇都宮西原三丁目 栃木県 宇都宮市西原３丁目３番１７

東武宇都宮駅前 栃木県 宇都宮市宮園町４番１号　東武宮園ビル１階

日光轟 栃木県 日光市轟字合羽山２４番１

日光中央町 栃木県 日光市中央町７番地１４

日光倉ヶ崎 栃木県 日光市倉ケ崎字南原３９番１

大田原蛭田 栃木県 大田原市蛭田１９７６－１７

那須塩原下永田 栃木県 那須塩原市下永田５丁目１３８９－１８

さくら狭間田 栃木県 さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆

那須塩原二区町 栃木県 那須塩原市二区町４９２－３

塩原温泉 栃木県 那須塩原市中塩原字マギノ４番地１０

那須塩原上厚崎 栃木県 那須塩原市上厚崎３４４－１１

壬生安塚 栃木県 下都賀郡壬生町大字安塚７７４番地１３

玉村町福島 群馬県 佐波郡玉村町福島１０９４‐１

富岡下高瀬 群馬県 富岡市下高瀬２９９‐１

高崎石原町 群馬県 高崎市石原町１４６８－１

前橋富士見原之郷 群馬県 前橋市富士見町原之郷１０９４－１

沼田三洋ドライブイン 群馬県 沼田市屋形原町字北原１４２６

渋川諏訪ノ木 群馬県 渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１

太田新井町 群馬県 太田市新井町５５８－２

太田木崎町 群馬県 太田市新田木崎町１１４８番１他１筆

日野屋矢島 群馬県 邑楽郡明和町矢島２３１－１

日野屋黒保根 群馬県 桐生市黒保根町下田沢７７番地３

日野屋玉村下新田 群馬県 佐波郡　玉村町下新田４６８番地１

太田記念病院 群馬県 太田市大島町４５５－１

太田鳥山 群馬県 太田市鳥山中町１５８３－３

桐生新宿三丁目 群馬県 桐生市新宿三丁目１３－２７

桐生広沢 群馬県 桐生市広沢町１－２９０３

太田只上町 群馬県 太田市只上町１６９６番地１

邑楽中野 群馬県 邑楽郡邑楽町中野１８５８－１

邑楽うずら 群馬県 邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２

桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市織姫町６－３桐生厚生総合病院８Ｆ

豊野台テクノタウン 埼玉県 加須市間口１１１９番地１０

北本緑三丁目 埼玉県 北本市緑３丁目２０

大宮本郷町 埼玉県 さいたま市北区本郷町６４９

上尾日産通り 埼玉県 上尾市大字壱丁目５１－２

上尾戸崎 埼玉県 上尾市大字戸崎３７６番１

角屋騎西 埼玉県 加須市騎西１３８４

加須南小浜 埼玉県 加須市大字南小浜字新川道６１９－１

栗橋間鎌 埼玉県 久喜市間鎌１３５

春日部不動院野 埼玉県 春日部市大字不動院野２８８９番１

春日部一ノ割 埼玉県 春日部市一ノ割２丁目６－３０

春日部藤塚 埼玉県 春日部市藤塚６１６－１

越谷谷中通り 埼玉県 越谷市谷中町４丁目６２番地２

草加二丁目 埼玉県 草加市草加二丁目１０－１

八潮緑町三丁目 埼玉県 八潮市緑町３丁目２６番地３２

越谷恩間 埼玉県 越谷市恩間６１８番地５

さいたま大成町一丁目 埼玉県 さいたま市大宮区大成町１丁目１３２

さいたま丸ヶ崎 埼玉県 さいたま市見沼区丸ヶ崎１１８３

東浦和三丁目 埼玉県 さいたま市緑区東浦和三丁目４番地４０

東浦和一丁目 埼玉県 さいたま市緑区東浦和一丁目１４番地１０

戸田笹目二丁目 埼玉県 戸田市笹目二丁目１３番地の１３

戸田笹目七丁目 埼玉県 戸田市笹目七丁目２番地の４

さいたま白幡 埼玉県 さいたま市南区白幡２－３－１

川口元郷 埼玉県 川口市元郷４丁目３－１

プラスカスミ白岡駅西口 埼玉県 白岡市小久喜１１１８－１

川口南前川 埼玉県 川口市南前川２丁目５番１５

川口芝高木 埼玉県 川口市芝高木１丁目１７番３１号

ＴＫＳ錦二丁目 埼玉県 蕨市錦町二丁目３番４号

川口柳崎 埼玉県 川口市柳崎１丁目１６－２

川口樹モール 埼玉県 川口市栄町３丁目８番４号

バイパス北所沢 埼玉県 所沢市下富８２８－１４

入間木蓮寺 埼玉県 入間市大字木蓮寺６０６番１

入間上藤沢 埼玉県 入間市上藤沢７０７－１

所沢久米 埼玉県 所沢市久米５３３番１

西武園西 埼玉県 所沢市山口２５２７－１

所沢北野天神通り 埼玉県 所沢市北野南１－１５－１

群馬県

埼玉県



所沢けやき通り 埼玉県 所沢市緑町３丁目１５番２

所沢宮本町二丁目 埼玉県 所沢市宮本町２丁目２０番１０号

川越南大塚 埼玉県 川越市大塚新町６１－６

新座石神一丁目 埼玉県 新座市石神１丁目４－３８

川越小仙波町二丁目 埼玉県 川越市小仙波町２丁目１７－１

朝霞東弁財一丁目 埼玉県 朝霞市東弁財１丁目８番４６号

和光白子三丁目 埼玉県 和光市白子３丁目２０－１０

和光北口 埼玉県 和光市新倉１－１－３５

和光南一丁目 埼玉県 和光市南１丁目１４番１９号

朝霞根岸台四丁目 埼玉県 朝霞市根岸台４丁目２番２号

和光中央 埼玉県 和光市中央一丁目１番３０

志木駅東口 埼玉県 新座市東北２丁目３９番１０号

ドラッグエース広瀬東 埼玉県 狭山市広瀬東４丁目２－７

川越牛子 埼玉県 川越市大字牛子３８９－１　他８筆

入間アウトレットパーク 埼玉県 入間市宮寺３１６９－１

川越天沼 埼玉県 川越市大字天沼新田３３７番地２

川越府川高畑 埼玉県 川越市大字府川１２０１－２

川越砂新田 埼玉県 川越市砂新田２丁目１８－１０

川島正直 埼玉県 比企郡川島町大字正直５９‐１

川越鴨田 埼玉県 川越市大字鴨田６６９－６

川越神明町 埼玉県 川越市神明町４４

川越吉田 埼玉県 川越市大字吉田１２１６番２

川島三保谷 埼玉県 比企郡川島町下狢５９１番地１

川越砂新田四丁目 埼玉県 川越市砂新田４丁目１９－１１　他１筆

川越寺尾 埼玉県 川越市大字寺尾字田成８２４番地５

川越南田島 埼玉県 川越市大字南田島８０２－１

川越笠幡 埼玉県 川越市大字笠幡４３番地４

ヤマキ花園 埼玉県 深谷市荒川１００３

熊谷平戸 埼玉県 熊谷市平戸１９７１－１

妻沼道の駅前 埼玉県 熊谷市弥藤吾１６０１－１

深谷深谷町 埼玉県 深谷市深谷町１１－４５

江南成沢 埼玉県 熊谷市成沢１１３－３

本庄日の出二丁目 埼玉県 本庄市日の出２丁目２－１０

本庄児玉東 埼玉県 本庄市児玉町児玉１７０４－１

日高下鹿山 埼玉県 日高市大字下鹿山字白幡５－７

坂戸花影町 埼玉県 坂戸市花影町２３－４

飯能駅南口 埼玉県 飯能市南町１－２４

Ｐａｓａｒ羽生 埼玉県 羽生市弥勒字三新田８２４東北自動車道羽生ＰＡ（下り線）

秩父皆野 埼玉県 秩父郡皆野町大字皆野３６－７

新所沢駅東口 埼玉県 所沢市松葉町１１番２

小手指駅北口 埼玉県 所沢市小手指町１丁目１－１

飯能岩沢 埼玉県 飯能市大字岩沢３１８－１

所沢松が丘 埼玉県 所沢市松が丘１－８１

埼玉県庁 埼玉県 さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号埼玉県庁第二庁舎Ｂ１Ｆ及び本庁舎Ｂ１Ｆ

Ｐａｓａｒ三芳 埼玉県 入間郡三芳町大字上富２２０４

市川駅南口 千葉県 市川市市川南１－１０－１－２１３

市川下貝塚二丁目 千葉県 市川市下貝塚２－３５－１５

浦安東野一丁目 千葉県 浦安市東野１－３－１

アトレ新浦安 千葉県 浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０

本八幡駅南口 千葉県 市川市南八幡４－１５－１６

浦安富士見三丁目 千葉県 浦安市富士見３－１－２

ヤックスドラッグ浦安東野 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 浦安市富士見一丁目５番１号

市川高谷 千葉県 市川市高谷１６２６－１他

市川北方二丁目 千葉県 市川市北方二丁目２４番１３号

市川宮久保 千葉県 市川市宮久保三丁目３６番１２号

ルーキー丸山四丁目 千葉県 船橋市丸山４－２６

船橋大穴町 千葉県 船橋市大穴町６３６－１２

東習志野一丁目 千葉県 習志野市東習志野１丁目３－１６

八千代米本 千葉県 八千代市米本４０４９番１０

千葉幸町一丁目 千葉県 千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号

千葉浜野中央 千葉県 千葉市中央区浜野町９５１番

千葉大草町 千葉県 千葉市若葉区大草町７番１

多田屋稲毛 千葉県 千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１

稲毛小中台町 千葉県 千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

千葉仁戸名 千葉県 千葉市中央区仁戸名町５１５番１２

松戸駅西口 千葉県 松戸市本町１－１２

松戸六高台九丁目 千葉県 松戸市六高台９丁目８７

千葉県



野田二川 千葉県 野田市新田戸５７９

柏南増尾七丁目 千葉県 柏市南増尾７丁目４番２８号

柏富里 千葉県 柏市富里２－５－５

柏四丁目 千葉県 柏市柏四丁目１１番１０号

北柏台 千葉県 柏市北柏台５番２

千葉みなと駅南口 千葉県 千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号

四街道小学校前 千葉県 四街道市四街道１５５０－１

芝山大里 千葉県 山武郡芝山町大里１番地２

八街富山 千葉県 八街市富山１３１４－４３

香取木内 千葉県 香取市木内１２１４－１

臼井駅北口 千葉県 佐倉市稲荷台１丁目１１番１

佐倉王子台 千葉県 佐倉市王子台６丁目２６番６

佐倉生谷 千葉県 佐倉市生谷１３３２－１２

臼井駅南口 千葉県 佐倉市王子台３－３０－４ＶＩＭ臼井駅ビル１Ｆ

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

成田飯田町 千葉県 成田市飯田町１４３番地５０

栄安食 千葉県 印旛郡栄町安食１７３２－２

大網みどりが丘 千葉県 大網白里市みどりが丘３丁目９－８

八日市場米倉 千葉県 匝瑳市八日市場ホ１２４４－１

匝瑳高 千葉県 匝瑳市高４８１－１

千葉干潟 千葉県 旭市鏑木３８３２番１７

銚子四日市場 千葉県 銚子市四日市場町２５９

茂原明光橋 千葉県 茂原市早野２９７６

茂原早野 千葉県 茂原市早野１１３１番１

千葉誉田駅前 千葉県 千葉市緑区誉田町２丁目２３番地

大松屋京葉 千葉県 市原市五井西四丁目１番１

市原マルハン 千葉県 市原市八幡浦一丁目４番２号

市原五井更級通り 千葉県 市原市更級１丁目１－１

サカモト高柳 千葉県 木更津市高柳２４６４－１

市原潮見通り 千葉県 市原市青柳８５－１

木更津朝日三丁目 千葉県 木更津市朝日３－１－１

市原青柳三丁目 千葉県 市原市青柳三丁目２－７

木更津アカデミアパーク 千葉県 木更津市矢那１６５５番地

市原五井中央西 千葉県 市原市五井中央西２丁目１５－１

市原五井白金通り 千葉県 市原市五井中央南一丁目２５番地１４

鴨川和泉 千葉県 鴨川市和泉６３６－３

鴨川横渚 千葉県 鴨川市横渚２８７番地１

君津小糸 千葉県 君津市上２０８番地

市原姉崎 千葉県 市原市姉崎１９４６－１

ダイト富津関尻 千葉県 富津市関尻４４７番地１

館山駅東口 千葉県 館山市北条２２２５番１

千倉瀬戸 千葉県 南房総市千倉町瀬戸２９８０番地５８

木更津笹子 千葉県 木更津市笹子４４２－１

木更津駅前 千葉県 木更津市大和１丁目１番１５号木更津カイセイビル

袖ヶ浦長浦 千葉県 袖ケ浦市蔵波１９３４番１

市原姉ヶ崎駅入口 千葉県 市原市姉崎東三丁目３番地１８

木更津久津間 千葉県 木更津市久津間９８０番１

木更津駅東口 千葉県 木更津市東中央一丁目２番地４第一木更津駅前ビル１Ｆ

袖ヶ浦蔵波 千葉県 袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１

木更津金田東 千葉県 木更津市金田東１丁目３９－２

市原旭五所 千葉県 市原市八幡１１９－１

市原八幡北町 千葉県 市原市八幡北町３－８－１１

市原白金町 千葉県 市原市白金町一丁目８３番

市原平成通り 千葉県 市原市東五所４番１

市原八幡浦 千葉県 市原市八幡浦一丁目１番１

市原山倉 千葉県 市原市山倉字北笠松１５４番地

市原五井中央 千葉県 市原市五井５５９０番地４

富津大堀 千葉県 富津市大堀５４７

君津西坂田 千葉県 君津市西坂田３丁目１２番６号

君津下湯江 千葉県 君津市下湯江１１２８

君津人見 千葉県 君津市人見四丁目９－３２

君津西 千葉県 君津市人見９８３番地１

市原ちはら台東三丁目 千葉県 市原市ちはら台東３丁目５－５

市原新生 千葉県 市原市新生５５７－１番地

市原古市場 千葉県 市原市古市場１３７番３

市原五井西六丁目 千葉県 市原市五井西六丁目３７番地１

市原八幡宿東通り 千葉県 市原市菊間３０９－１

市原岩崎 千葉県 市原市岩崎１－３６－９

市原瀬又 千葉県 市原市永吉字川向１４１１番地１



四街道駅北口 千葉県 四街道市鹿渡１０１８番９

ＴＸ柏の葉キャンパス駅 千葉県 柏市若柴１７４

東武新鎌ケ谷駅 千葉県 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１０－１

道野辺中央 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

千葉みなと 千葉県 千葉市中央区千葉港３番８号

江東北砂 東京都 江東区北砂５丁目１７－１

東品川 東京都 品川区東品川一丁目３２－３

勝どき駅前 東京都 中央区勝どき４丁目１－２

入船三丁目 東京都 中央区入船３丁目１０－９

中央月島三丁目 東京都 中央区月島三丁目１２番４号

葛西長島町 東京都 江戸川区中葛西三丁目２８番１０号

駒形一丁目 東京都 台東区駒形１－１２－１４日本生命浅草ビル１階

目黒神泉町 東京都 目黒区青葉台四丁目４－５

お台場海浜公園 東京都 港区台場１－５－７－１０１

神田司町 東京都 千代田区神田司町二丁目２－１３

外神田四丁目 東京都 千代田区外神田４丁目６－１

文京音羽一丁目 東京都 文京区音羽１丁目１－１

向丘二丁目北 東京都 文京区向丘２丁目２９番１１号

東新宿明治通り 東京都 新宿区新宿６－２９ー５

西永福駅前 東京都 杉並区永福３－５５－１

四谷二丁目 東京都 新宿区四谷２丁目１－３四谷東急ビル

神楽坂三丁目 東京都 新宿区神楽坂三丁目２番地２０

Ｄタワー西新宿 東京都 新宿区西新宿６丁目１１番３号

高田馬場駅西 東京都 新宿区高田馬場４丁目９－１２　日新西北ビル

目白駅西 東京都 豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

早稲田大学 東京都 新宿区西早稲田１－６－１

西早稲田 東京都 新宿区西早稲田３－２７－１

新宿上落合 東京都 新宿区上落合２丁目８－１６

椎名町駅南口 東京都 豊島区南長崎１丁目２４番１号

目黒本町三丁目 東京都 目黒区目黒本町３丁目２０－１２

港区白金プラザ 東京都 港区白金１－１７－１

永田町 東京都 千代田区永田町二丁目１４番２号

六本木六丁目 東京都 港区六本木６丁目８－１０

新馬場サクセス通り 東京都 品川区北品川２－１８－３

二葉三丁目 東京都 品川区二葉３丁目２９－１０

目黒柿の木坂 東京都 目黒区柿の木坂３－８－１３

新宿マインズタワー 東京都 渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー

新宿駅南 東京都 渋谷区代々木２丁目７－５

須賀江戸川二丁目 東京都 江戸川区江戸川２－３２－１１

江東深川二丁目 東京都 江東区深川２－５－１

牡丹一丁目 東京都 江東区牡丹１－２－２

潮見駅南 東京都 江東区潮見２－１０－２２

江東北砂四丁目 東京都 江東区北砂四丁目３２－１４

墨田亀沢四丁目 東京都 墨田区亀沢４丁目１６－１６　錦糸町Ｙビル

鹿骨二丁目 東京都 江戸川区鹿骨２丁目３６－１２

墨田押上駅前 東京都 墨田区押上１丁目１２－１　大豊押上ビル

坪田リバーサイド 東京都 墨田区堤通１－１９－１１

北千住駅東口 東京都 足立区千住旭町４０－２１

本木東町 東京都 足立区本木東町５－２

町屋二丁目 東京都 荒川区町屋２丁目２－２１第二小田ビル

日暮里駅前 東京都 荒川区東日暮里５丁目５２－２

赤羽南 東京都 北区赤羽南１－５－９

南千住一丁目 東京都 荒川区南千住１－５７－１

板橋大谷口北町 東京都 板橋区大谷口北町６２番３号

本蓮沼駅前 東京都 板橋区泉町７－５

板橋前野町三丁目 東京都 板橋区前野町３－３１－４

西台駅東口 東京都 板橋区高島平１丁目８０番１号

若木二丁目 東京都 板橋区若木２丁目５－１５

板橋高島平団地前 東京都 板橋区高島平１丁目７２番２０

成増駅南 東京都 板橋区成増２丁目１４－５

練馬大泉町 東京都 練馬区大泉町１－８－８

大泉学園通り 東京都 練馬区大泉学園町６－１－４１

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

石神井台二丁目 東京都 練馬区石神井台２丁目３５－３９

大泉学園駅北 東京都 練馬区東大泉１丁目２０－２４

練馬平和台二丁目 東京都 練馬区平和台２丁目４７番４号

大泉学園橋 東京都 練馬区東大泉四丁目３０番１９号　

大泉学園町四丁目 東京都 練馬区大泉学園町４丁目２３－１０

東京都



練馬桜台二丁目 東京都 練馬区桜台２－８－６

新井薬師 東京都 中野区上高田２－５３－５

西池袋一番街 東京都 豊島区西池袋１丁目２４－４　いわたビル

東中野駅前 東京都 中野区東中野２－２５－７

中野江古田の杜 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

野方駅北口 東京都 中野区野方６－３－４

中野三丁目 東京都 中野区中野三丁目３７－７

中野坂上ハーモニー 東京都 中野区本町１丁目３２番２号

高円寺南 東京都 杉並区高円寺南４丁目４４番８号

杉並阿佐谷南口 東京都 杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４

永福町駅南 東京都 杉並区永福２丁目５０－１５

高円寺あづま通り 東京都 杉並区高円寺北２丁目３４番５号

江戸川興宮町 東京都 江戸川区興宮町２番１０号

世田谷鎌田三丁目 東京都 世田谷区鎌田３－１２－１６

サンズ西新宿 東京都 新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル

サンズ東久留米金山町 東京都 東久留米市金山町一丁目２－３

新代田駅前 東京都 世田谷区代田４－１０

世田谷廻沢 東京都 世田谷区千歳台３丁目２９－１

まるいし希望丘 東京都 世田谷区船橋６－１－６

芦花公園駅北 東京都 世田谷区南烏山３－２５－１５

南烏山五丁目 東京都 世田谷区南烏山５丁目２４番８号

世田谷山下 東京都 世田谷区豪徳寺１丁目４５－１０　富士ビル

世田谷粕谷 東京都 世田谷区粕谷３丁目１番９

小浦目黒青葉台 東京都 目黒区青葉台１丁目２２－１０－１０１

小浦西五反田四丁目 東京都 品川区西五反田４丁目２６－５

大田南六郷三丁目 東京都 大田区南六郷３丁目１２番１０号

ポートストア城南島 東京都 大田区城南島２－９－１

羽田空港第２Ｔ国際線エリア 東京都 大田区羽田空港３丁目４－２

羽田五丁目 東京都 大田区羽田５丁目３－１スカイプラザオフィス１階

大森北 東京都 大田区大森北５丁目１０－２１

ポートストア大井ＳＣ 東京都 大田区東海四丁目１番地

平和島旧東海道 東京都 大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

萩中三丁目 東京都 大田区萩中三丁目５－７

大田中馬込 東京都 大田区中馬込２－６－３

大田久が原五丁目 東京都 大田区久が原５丁目２番１号

大田上池台三丁目 東京都 大田区上池台３丁目４６－３

大田千鳥 東京都 大田区千鳥２丁目３７番１０号

かわだ多摩川二丁目 東京都 大田区多摩川２丁目１５－１６

東伏見北口 東京都 西東京市富士町４－１８－７

境南通り 東京都 武蔵野市境南町２丁目８番１９号小田急バス武蔵境ビル１Ｆ

吉祥寺駅南口 東京都 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２

保谷駅北口 東京都 西東京市下保谷四丁目１３番２０号

滝山一丁目 東京都 東久留米市滝山１丁目８－１５

小平小川町 東京都 小平市小川町一丁目８５４番１他１筆

日野旭が丘三丁目 東京都 日野市旭が丘３－３－１５

谷保駅東 東京都 国立市富士見台一丁目２０番６

稲城長沼 東京都 稲城市東長沼２０４－１

町田山崎町 東京都 町田市山崎町字十六号２１７９番４

三鷹野崎 東京都 三鷹市野崎３丁目－４－３

三鷹中央通り 東京都 三鷹市下連雀３丁目２７－１１

日野栄町 東京都 日野市栄町１丁目４５－１

日野北野街道 東京都 日野市平山４丁目１－３３

立川西砂町 東京都 立川市西砂町５丁目３４－１０

立川砂川九番 東京都 立川市幸町４丁目３８番１

立川錦町二丁目 東京都 立川市錦町２丁目１－１９

多摩センター駅南 東京都 多摩市鶴牧１－２６－２

八王子滝山町 東京都 八王子市滝山町１－２５－２

八王子甲州街道 東京都 八王子市高倉町１－２

八王子大和田町五丁目 東京都 八王子市大和田町五丁目１０番６

八王子長房町 東京都 八王子市長房町１４１０－１

八王子石川町 東京都 八王子市石川町２０９７番７　他３筆

八王子インター 東京都 八王子市滝山町１丁目５４９番地１

八王子中町 東京都 八王子市中町６番４号

八王子めじろ台二丁目 東京都 八王子市めじろ台２丁目６５番１２

秀栄花小金井 東京都 小平市花小金井南町三丁目３８番６号

秀栄多摩ニュータウン通り 東京都 多摩市貝取１５０６

町田三輪町 東京都 町田市三輪町３０５番５

青梅大門 東京都 青梅市大門１－５６６－１

八洋青梅新町五丁目 東京都 青梅市新町５－２８－７



瑞穂栗原 東京都 西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４

サンズ大岡山北口 東京都 大田区北千束１－５５－２

アトレ目黒 東京都 品川区上大崎３丁目１－１

晴海フロント 東京都 中央区晴海二丁目１番４０号晴海フロント１Ｆ

秋葉原富士ソフトビル 東京都 千代田区神田練塀町３番地富士ソフトビル１Ｆ

防衛省 東京都 新宿区市谷本村町５－１防衛省本省　厚生棟　地下１階

狛江西野川 東京都 狛江市西野川３－１０

国領八丁目 東京都 調布市国領町８－１０

トモニー清瀬駅 東京都 清瀬市元町１－２－４

八広駅前 東京都 墨田区八広六丁目２６番３号

西麻布一丁目 東京都 港区西麻布１－８－１０

三田ステーションビル 東京都 港区芝５－３１－７三田ステーションビル３Ｆ

冨士屋新子安西口 神奈川県 横浜市神奈川区新子安１－２３－２

冨士屋オルトヨコハマ 神奈川県 横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマ・ビジネスセンター２階

生麦駅西口 神奈川県 横浜市鶴見区岸谷１丁目２２－２２　ルミエール大谷

横浜沢渡 神奈川県 横浜市神奈川区沢渡２番地２

小浦杉田駅前 神奈川県 横浜市磯子区杉田２－１－１

横浜大桟橋通り 神奈川県 横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル

雨宮音楽通り 神奈川県 横浜市中区花咲町２－８３

横浜常盤町 神奈川県 横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町

桜木町弁天橋 神奈川県 横浜市中区太田町６－８７

日産グローバル本社 神奈川県 横浜市西区高島１－１－１

横浜千歳橋 神奈川県 横浜市南区高砂町一丁目１４番

戸塚矢沢 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町４８１２

舞岡町 神奈川県 横浜市戸塚区舞岡町３５６３番地

横浜公田町 神奈川県 横浜市栄区公田町１６３８番地４８

川崎南野川 神奈川県 川崎市宮前区南野川２丁目５１番６号

中野島北口 神奈川県 川崎市多摩区中野島６－２５－４０

新丸子駅西口 神奈川県 川崎市中原区新丸子町７３７－１

なわてや八丁畷 神奈川県 川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１

荏田西四丁目 神奈川県 横浜市青葉区荏田西４丁目７番１

南加瀬三丁目 神奈川県 川崎市幸区南加瀬３丁目１１－２１

ますや古市場 神奈川県 川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

川崎浜町四丁目 神奈川県 川崎市川崎区浜町４丁目５番１１号

川崎東門前 神奈川県 川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

日吉二丁目 神奈川県 横浜市港北区日吉二丁目４番１１号

日吉本町駅前 神奈川県 横浜市港北区日吉本町三丁目４３－１

横浜折本町 神奈川県 横浜市都筑区折本町３２８番地３

港北篠原町 神奈川県 横浜市港北区篠原町２８６８－６

荏田西一丁目 神奈川県 横浜市青葉区荏田西１－５－３

新栄町 神奈川県 横浜市都筑区新栄町１３

横浜青葉新石川 神奈川県 横浜市青葉区新石川１丁目２６番５

港北ＰＡ下り 神奈川県 横浜市緑区北八朔町２１６０

横浜上白根 神奈川県 横浜市旭区上白根二丁目４番１２号

十日市場 神奈川県 横浜市緑区十日市場町８４７－１１

横浜長津田町 神奈川県 横浜市緑区長津田町２３１６－１

瀬谷卸本町 神奈川県 横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９

戸塚下倉田町 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

横浜野庭 神奈川県 横浜市港南区野庭町１２６６

新井町 神奈川県 横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１

中白根 神奈川県 横浜市旭区中白根３丁目１－１

北里大学病院 神奈川県 相模原市南区北里１－１５－１

松が丘二丁目 神奈川県 相模原市中央区松が丘２－２６－９

津久井太井 神奈川県 相模原市緑区太井２３０番１

相模原原宿五丁目 神奈川県 相模原市緑区原宿５丁目１番５号

相模原若柳 神奈川県 相模原市緑区若柳１４１３番７

上溝七曲り 神奈川県 相模原市中央区上溝１２４９－６

橋本五丁目 神奈川県 相模原市緑区橋本五丁目６－１８

綾瀬小園西 神奈川県 綾瀬市小園１４０１－１

綾瀬深谷南三丁目 神奈川県 綾瀬市深谷南３丁目１４番８号

大和下鶴間北 神奈川県 大和市中央林間９丁目７番２９号

中央林間西六丁目 神奈川県 大和市中央林間西６丁目１０番５４号

大和南二丁目 神奈川県 大和市大和南２丁目１３－１２

厚木長谷 神奈川県 厚木市長谷２９２－１

松山圏央厚木ＩＣ 神奈川県 厚木市下依知一丁目８番８号

厚木長谷南 神奈川県 厚木市長谷６番３４

厚木飯山 神奈川県 厚木市飯山３０８８－１

厚木三田東 神奈川県 厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆

神奈川県



厚木三田 神奈川県 厚木市三田３１８８番地１

厚木及川 神奈川県 厚木市及川二丁目２３番１８

平塚御殿 神奈川県 平塚市御殿１丁目２－３６

厚木インター 神奈川県 厚木市岡田３２０３

厚木旭町一丁目 神奈川県 厚木市旭町１丁目１－４　本厚木松岡ビル１Ｆ

平塚四之宮 神奈川県 平塚市四之宮３丁目１番５号

厚木恩名 神奈川県 厚木市恩名１－６－７

厚木下荻野北 神奈川県 厚木市下荻野１１７２－４

厚木もとちょう 神奈川県 厚木市元町３－２５

厚木北マルハン 神奈川県 厚木市下荻野１２００番１３

寒川宮山 神奈川県 高座郡寒川町宮山２０８８－４

本厚木駅南口ロータリー前 神奈川県 厚木市泉町２－１１

愛甲石田駅前 神奈川県 伊勢原市石田６０２番地１　安田屋ビル１Ｆ

東海大学医学部付属病院 神奈川県 伊勢原市下糟屋１４３

寒川一之宮南 神奈川県 高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号

伊勢原下糟屋 神奈川県 伊勢原市下糟屋２７４番１

日産ＮＡＴＣ 神奈川県 厚木市森の里青山１－１

日産ＮＴＣ 神奈川県 厚木市岡津古久５６０－２

日産ＮＴＣ　Ｖ２ＥＡＳＴ 神奈川県 厚木市岡津古久５６０－２

日産ＮＴＣ　Ｖ２ＷＥＳＴ 神奈川県 厚木市岡津古久５６０－２

日産車体二地区／Ｓ 神奈川県 平塚市堤町２－１日産車体

藤野ＰＡ下り 神奈川県 相模原市緑区小渕２２５６－２

サンズ上依知南 神奈川県 厚木市上依知１２９６－１

サンズ瀬谷五貫目町 神奈川県 横浜市瀬谷区五貫目町１０－２０

茅ヶ崎赤羽根 神奈川県 茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１

藤沢藤が岡 神奈川県 藤沢市藤が岡１－１１－４

茅ヶ崎堤坂下 神奈川県 茅ヶ崎市堤２３０９－１　他（地番）

茅ヶ崎高田四丁目 神奈川県 茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

鵠沼海岸 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸２－２－１５

羽鳥五丁目 神奈川県 藤沢市羽鳥５－８－３４

大磯 神奈川県 中郡大磯町大磯９９０

小田原国府津 神奈川県 小田原市国府津２４９４番地の１

南足柄沼田 神奈川県 南足柄市沼田１３－６

小田原新屋 神奈川県 小田原市新屋４５－２

山北平山 神奈川県 足柄上郡山北町平山１７８番地１９

小田原中村原 神奈川県 小田原市中村原３９８－１

山北町 神奈川県 足柄上郡山北町山北７４１番地１

鶴巻温泉駅前 神奈川県 秦野市鶴巻北２－２－１－１０１

小田原千代 神奈川県 小田原市千代３２７番地

開成宮台 神奈川県 足柄上郡開成町宮台２４３－１

開成延沢 神奈川県 足柄上郡開成町延沢６１５－１

小田原酒匂 神奈川県 小田原市酒匂２丁目１３番２２号ヴィラコ－ト酒匂１０１

葉山町 神奈川県 三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１

横須賀御幸浜 神奈川県 横須賀市太田和二丁目２番１号

たかはし吉井 神奈川県 横須賀市吉井３－１３－９

松山横須賀あわた 神奈川県 横須賀市粟田２丁目４－９

ミナワ船越 神奈川県 横須賀市船越町７－１６

シティ能見台 神奈川県 横浜市金沢区能見台４－３－１４

横須賀追浜 神奈川県 横須賀市浦郷町４－８－１１

湘南台一丁目 神奈川県 藤沢市湘南台１－１２－１

横須賀光風台 神奈川県 横須賀市西浦賀３丁目２３番８号

横須賀森崎 神奈川県 横須賀市森崎１－１５－１６

クイーンズスクエア横浜 神奈川県 横浜市西区みなとみらい２－３－８

横浜神之木町 神奈川県 横浜市神奈川区神之木町２－４４

藤沢亀井野 神奈川県 藤沢市亀井野１６１６番地１

横浜吉野町 神奈川県 横浜市南区吉野町５丁目２７番地（ＴＫ５２７ビル１Ｆ）

大磯ＰＡ 神奈川県 中郡大磯町虫窪４４４－１

茅ヶ崎サザン通り 神奈川県 茅ヶ崎市中海岸１丁目１－５０

湘南東海岸 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸１－１－１

新潟文京町 新潟県 新潟市中央区文京町２番５号

新潟商業高校前 新潟県 新潟市中央区関屋下川原町１ー７

新潟女池神明 新潟県 新潟市中央区女池神明３丁目６－８

新潟松園 新潟県 新潟市東区松園一丁目９番４９号

五泉あこみ 新潟県 五泉市赤海二丁目２番６４号

五泉木越 新潟県 五泉市木越１８９７番地３

新潟巻インター 新潟県 新潟市西蒲区漆山７９０３番地１

長岡高見町 新潟県 長岡市高見町３００７番地１

道の駅まつだい 新潟県 十日町市松代３８１６番地１

新潟県



柏崎松波 新潟県 柏崎市松波四丁目１番６９号

六日町駅東 新潟県 南魚沼市六日町７５番地７

柏崎原町 新潟県 柏崎市原町５番５５号

見附新幸町 新潟県 見附市新幸町７番６号

五泉論瀬 新潟県 五泉市論瀬５７５３－１

三条代官島 新潟県 三条市大字代官島１２４１番地１

甲府貢川 山梨県 甲府市貢川本町１１－６

甲府酒折 山梨県 甲府市酒折１－４－１７

河口湖駅西 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津　３４３３－１

船津登山道 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津７４４０－２

南アルプス藤田 山梨県 南アルプス市藤田２３４９－１

山梨学院大学前 山梨県 甲府市国玉町１２６７－１

甲府下石田 山梨県 甲府市下石田２丁目１１番７号

長野篠ノ井布施高田 長野県 長野市篠ノ井布施高田字下居返７７７番１

須坂インター南 長野県 長野市若穂綿内字南條２７５番地１

須坂駅南 長野県 須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１他

道の駅おがわ 長野県 上水内郡　小川村大字高府１５３３番地２

長野高田 長野県 長野市大字高田９６１番地１

長野吉田四丁目 長野県 長野市吉田四丁目１４番１２号

長野若穂綿内 長野県 長野市若穂綿内字町８５６４番地１

長野上高田 長野県 長野市大字高田１２１５番地３

上田中丸子 長野県 上田市中丸子１３５０番１

東部湯の丸インター 長野県 東御市鞍掛上河原６７番地

佐久市役所前 長野県 佐久市大字中込３０８１番地１

上田小泉 長野県 上田市小泉８１６番地２

東御和 長野県 東御市和１５３６－１

佐久猿久保 長野県 佐久市猿久保字前原７７８番１

長野若槻大通り 長野県 長野市徳間１丁目２７－２３

松本深志 長野県 松本市深志１丁目２－１１　昭和ビル

安曇野立石 長野県 安曇野市豊科高家６４９５番３４

ＪＡ大北大町運動公園 長野県 大町市大字常盤５６２５番地１８

諏訪高島 長野県 諏訪市高島一丁目１２８６番地１

新山形グリンロード 長野県 東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１

塩尻吉田 長野県 塩尻市大字広丘吉田１０８７

松本平田西 長野県 松本市野溝東１丁目１６番８号

松本和田東沖 長野県 松本市大字和田字東沖１８５４番地３

松本波田 長野県 松本市波田９８８０番４

大町常盤 長野県 大町市大字常盤３５６０番地５

安曇野オリンピックロード 長野県 安曇野市豊科南穂高６３５１番１

松本二子橋 長野県 松本市大字笹賀５８４５番地５

諏訪南インター 長野県 諏訪郡富士見町富士見２６４－６

伊那上の原 長野県 伊那市上の原８４３８番地１

茅野神之原西 長野県 茅野市玉川２２９６番地６

塩尻宗賀 長野県 塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

茅野塚原二丁目 長野県 茅野市塚原二丁目１１番３３号

ＪＡ西箕輪 長野県 伊那市西箕輪６５７９

飯田松尾新井 長野県 飯田市松尾新井６７５５－１

喬木阿島 長野県 下伊那郡喬木村９４４－１

高森下市田 長野県 下伊那郡高森町下市田６７８番１

信州天竜峡 長野県 飯田市下瀬３８７番１

上郷中央 長野県 飯田市上郷黒田２０７８番地１

飯田東和町 長野県 飯田市東和町３丁目５２６５－１

ＪＡいな 長野県 伊那市荒井３６７０－１

ＪＡ中川 長野県 上伊那郡中川村片桐３９９６番地１

下諏訪春宮大門 長野県 諏訪郡下諏訪町矢木西１１

飯田上殿岡 長野県 飯田市上殿岡５８２番地１

飯田上郷別府 長野県 飯田市上郷別府６９４番地

阿智ＰＡ下り 長野県 下伊那郡阿智村大字駒場１２１－２中央自動車道阿智ＰＡ（下り）

駒ケ岳ＳＡ上り 長野県 駒ヶ根市大字赤穂字大徳原１５－１６０中央自動車道駒ケ岳ＳＡ（上り）

塩尻広丘 長野県 塩尻市大字広丘原新田９１－５

山梨県

長野県



立山二ツ塚 富山県 中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１

射水橋下条 富山県 射水市橋下条５０８番地１

高岡野村 富山県 高岡市野村１２１９番地

射水作道 富山県 射水市作道３６５番２

ファミリーブックス福光 富山県 南砺市福光３７３番地１

南砺福野 富山県 南砺市焼野４９

小矢部川ＳＡ上り 富山県 小矢部市浅地字浄土寺１７１番３

高岡市役所前 富山県 高岡市中川一丁目７番２５号

小矢部埴生北 富山県 小矢部市埴生３９２番地

高岡問屋町 富山県 高岡市問屋町１０５番地

砺波秋元 富山県 砺波市秋元１９２－１

砺波新富町 富山県 砺波市新富町５番３９号

小矢部西中 富山県 小矢部市西中１９６番地１６

高岡戸出光明寺 富山県 高岡市戸出古戸出３６番３

七尾和倉 石川県 七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾田鶴浜 石川県 七尾市田鶴浜町り７４番地２

輪島中段 石川県 輪島市中段町長口３番地２

能登空港インター 石川県 輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１

輪島宅田 石川県 輪島市宅田町１５７番地

志賀堀松 石川県 羽咋郡志賀町堀松七１番地１４

志賀町土田 石川県 羽咋郡志賀町矢田四２９番地２

金沢星稜前 石川県 金沢市小坂町南５３８

金沢増泉三丁目 石川県 金沢市増泉３丁目１５番１９号

金沢松村 石川県 金沢市松村３－５４３

かほく松浜 石川県 かほく市松浜イ１１番地３

金沢小坂町 石川県 金沢市小坂町北１６５番地２

津幡加賀爪 石川県 河北郡津幡町加賀爪ハ８８－３

コメヤ薬局御経塚 石川県 野々市市御経塚３丁目１２８

金沢木曳野 石川県 金沢市木曳野３丁目２３番地

津幡北中条 石川県 河北郡津幡町北中条４丁目８３

金沢みどり団地口 石川県 金沢市福増町北１０５３－２

野々市本町六丁目 石川県 野々市市本町六丁目２３番１５号

金沢無量寺 石川県 金沢市無量寺五丁目６９番地１号

白山柏野バイパス 石川県 白山市荒屋柏野町６２０－１

小松額見町 石川県 小松市額見町工業団地４番４

加賀分校 石川県 加賀市分校町は７７番１

白山新田町 石川県 白山市新田町２６９番１

三国駅北口 福井県 坂井市三国町北本町１丁目１－２０

上太田 福井県 越前市上太田町１３－３－３

大野インター 福井県 大野市横枕１丁目６番１号

福井森田中学校前 福井県 福井市石盛３丁目９１０番地

武生家久 福井県 越前市家久町第５７号１５番地の１

福井大宮二丁目 福井県 福井市大宮二丁目２８番１８号

二の宮四丁目 福井県 福井市二の宮四丁目３６０１

福井北四ツ居 福井県 福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

福井渕町 福井県 福井市渕４丁目１７０１－１

村国四丁目 福井県 越前市村国４丁目１９

敦賀櫛林 福井県 敦賀市櫛林７号２－１

鯖江ただす 福井県 鯖江市糺町３２４番

大飯うみんぴあ前 福井県 大飯郡おおい町尾内３５号３０番地２

小浜山王前 福井県 小浜市山王前二丁目５番３号

南条ＳＡ上り 福井県 南条郡南越前町牧谷３９字上駄小屋８

中津川手賀野北 岐阜県 中津川市手賀野字円通寺４１７－８

付知尾ヶ平 岐阜県 中津川市付知町４９５６番地の５５

恵那大井 岐阜県 恵那市大井町６９６－３７

恵那岩村 岐阜県 恵那市岩村町飯羽間２３４５番地の４

土岐泉 岐阜県 土岐市泉明治町５－３７

多治見明和五丁目 岐阜県 多治見市明和町５丁目６８番地の１

北恵那福岡 岐阜県 中津川市福岡１２２３番地の２９

可児御嵩町 岐阜県 可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１

恵那正家 岐阜県 恵那市長島町正家二丁目７－１７

新中津川落合 岐阜県 中津川市落合７２９番地３

各務原鵜沼南 岐阜県 各務原市鵜沼南町二丁目１４４番地１

各務原宝積寺 岐阜県 各務原市鵜沼宝積寺町一丁目２１１番地１

岐阜県

富山県

石川県

福井県

中部地方



各務原市民プール前 岐阜県 各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２

七宗 岐阜県 加茂郡七宗町中麻生１５６２番地

加茂上川辺 岐阜県 加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１

各務原六軒 岐阜県 各務原市蘇原六軒町４丁目１０番地１１

岐阜基地 岐阜県 各務原市那加官有地無番地

鵜沼三ツ池町 岐阜県 各務原市鵜沼三ツ池町３丁目８８番地

各務原那加前野 岐阜県 各務原市那加前野町４丁目５０番地

各務原三ツ池二丁目 岐阜県 各務原市鵜沼三ツ池町二丁目１９０番地

美濃加茂西町 岐阜県 美濃加茂市西町四丁目３３番地２

美濃加茂蜂屋町 岐阜県 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１

美濃加茂山手 岐阜県 美濃加茂市山手町二丁目７番地

坂祝町黒岩 岐阜県 加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１

可児今渡 岐阜県 可児市今渡１２７４番地８

可児大森 岐阜県 可児市大森字鳩討１０８７番地２

可児柿田 岐阜県 可児市柿田８０８－１

可児矢戸 岐阜県 可児市矢戸１２８番地３

各務原航空自衛隊前 岐阜県 各務原市三井東町４丁目１３０－１

各務原希望町 岐阜県 各務原市蘇原希望町４丁目２９－１

岐阜さぎやま 岐阜県 岐阜市鷺山北町７番１９号

岐阜長良橋西 岐阜県 岐阜市長良福光２５２７番地３

瑞穂十九条 岐阜県 瑞穂市十九条２５４番地１

岐阜正木南 岐阜県 岐阜市正木南１丁目１－７

岐阜西柳ヶ瀬 岐阜県 岐阜市金町４丁目２８番地

岐阜下奈良 岐阜県 岐阜市下奈良三丁目２番７号

羽島竹鼻町 岐阜県 羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１

岐阜こがね 岐阜県 岐阜市金町一丁目３番地

新岐阜駅北 岐阜県 岐阜市長住町２－９－１２

茜部菱野 岐阜県 岐阜市茜部菱野三丁目１２８番地１

岐南町下印食 岐阜県 羽島郡岐南町下印食二丁目５１番

岐阜芋島 岐阜県 岐阜市芋島２丁目４番１６号

岐阜薮田 岐阜県 岐阜市薮田中一丁目６番５号

岐阜羽島インター 岐阜県 羽島市上中町長間字十二割１８９４

羽島北 岐阜県 羽島市足近町７丁目５５９－１

羽島駅みなみ 岐阜県 羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

岐阜茜部寺屋敷 岐阜県 岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

羽島牧野 岐阜県 羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１

羽島福寿町 岐阜県 羽島市福寿町間島三丁目５１番地

岐阜鶴田町 岐阜県 岐阜市鶴田町二丁目１番地

岐阜六条 岐阜県 岐阜市六条片田一丁目５番６号

岐阜下川手 岐阜県 岐阜市城東通六丁目４３番地

岐阜芥見五丁目 岐阜県 岐阜市芥見五丁目３番地１

岐阜茜部大川 岐阜県 岐阜市茜部　大川２丁目１２－１

岐南町平島 岐阜県 羽島郡岐南町平島８丁目１３９－２

関倉知南 岐阜県 関市倉知４３４１番地１

曽代上岩本 岐阜県 美濃市曽代２０１１番地

関平成通 岐阜県 関市平成通一丁目６６番地

高山西之一色 岐阜県 高山市西之一色町２－１２２－１

関千疋 岐阜県 関市千疋２９６番地１

郡上中津屋 岐阜県 郡上市白鳥町中津屋７０４番地１

美濃上条 岐阜県 美濃市７８－２

国府広瀬 岐阜県 高山市国府町広瀬町１６３８番地１

高山しんぐう 岐阜県 高山市新宮町１６２０

高山桐生町 岐阜県 高山市桐生町５－２２１

高山総和町 岐阜県 高山市総和町２－６０－１

武儀下之保 岐阜県 関市下之保５１３２番地の１

岐阜松鴻町 岐阜県 岐阜市松鴻町１丁目１番

大垣静里町 岐阜県 大垣市静里町１４４０－１

岐阜駅北口 岐阜県 岐阜市吉野町６丁目６

大垣笠木町 岐阜県 大垣市笠木町２６５番地１

揖斐池田町 岐阜県 揖斐郡池田町六之井字深池１４９５番地１

揖斐川三輪 岐阜県 揖斐郡揖斐川町三輪３４８番地９

大垣ソフトピア南 岐阜県 大垣市今宿五丁目２５番４

アスティ大垣 岐阜県 大垣市高屋町１丁目１４５番地

大垣藤江町 岐阜県 大垣市藤江町二丁目１０３番地

養老宇田 岐阜県 養老郡養老町宇田６４０番地２

養老大跡 岐阜県 養老郡養老町大跡８５０番地１

海津 岐阜県 海津市海津町馬目字道上９９番地の１

海津平田町 岐阜県 海津市平田町三郷６０４番地

大垣大井四丁目 岐阜県 大垣市大井四丁目３０番地１



伊豆長岡南 静岡県 伊豆の国市長岡１３０１－１

三島梅名北 静岡県 三島市梅名５８９－４

熱海本町商店街 静岡県 熱海市銀座町８－１

下田白浜 静岡県 下田市白浜２７３７－１

三島壱町田 静岡県 三島市壱町田７４－３

長泉鮎壺北 静岡県 駿東郡長泉町下土狩１０２６番地１

富士松岡 静岡県 富士市松岡５７２番１

沼津片浜 静岡県 沼津市松長１０６３番地

沼津北高島町 静岡県 沼津市北高島町６番２８号

沼津下香貫 静岡県 沼津市下香貫２９７３－６

裾野須山 静岡県 裾野市須山２９５５－１

御殿場新橋南 静岡県 御殿場市新橋１７４４番地１

御殿場中畑 静岡県 御殿場市中畑５２８

御殿場永原 静岡県 御殿場市萩原１５４０－１

富士大渕 静岡県 富士市大渕３５７９－４２

清水下野中 静岡県 静岡市清水区下野中２２番１０号

富士宮あごやま 静岡県 富士宮市大中里１１０９－１

静岡有明西 静岡県 静岡市駿河区八幡５丁目３３番３

静岡富士見台 静岡県 静岡市駿河区富士見台一丁目４番８７号

静岡大谷 静岡県 静岡市駿河区大谷２丁目１４番５５号

静岡有永 静岡県 静岡市葵区有永町２番２６号

静岡牛妻 静岡県 静岡市葵区牛妻２１７番地１

静岡竜南通り 静岡県 静岡市葵区竜南１－１６－２５

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

静岡沓谷五丁目 静岡県 静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１

静岡車町 静岡県 静岡市葵区車町４６

杏林堂静岡鷹匠 静岡県 静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７

静岡紺屋町 静岡県 静岡市葵区紺屋町４番地３

静岡昭府町 静岡県 静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

静岡小鹿公園前 静岡県 静岡市駿河区小鹿３８８番地の１

島田岸町 静岡県 島田市岸町９５６番地３

藤枝青南町 静岡県 藤枝市青南町四丁目１５番地２１

焼津中里 静岡県 焼津市中里５０８

静岡鎌田 静岡県 静岡市駿河区鎌田２９９番地の２

焼津田尻 静岡県 焼津市田尻７５９番地の８

静岡長田 静岡県 静岡市駿河区丸子新田３８２番１

静岡手越原 静岡県 静岡市駿河区手越原６６番地の１

藤枝岡部町 静岡県 藤枝市岡部町三輪９０５番地８

焼津下小田 静岡県 焼津市下小田６６４－２

焼津小川 静岡県 焼津市小川３１８７

焼津八楠 静岡県 焼津市八楠２丁目３０番１４

焼津大村 静岡県 焼津市大村三丁目３４番６

吉田インター 静岡県 榛原郡吉田町神戸１４２５番地の２

島田はばたき橋 静岡県 島田市中河８０３番１

森町宮の市 静岡県 周智郡森町一宮１２６０－１

菊川加茂北 静岡県 菊川市加茂５７９番地の１

掛川大池 静岡県 掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１

磐田岩井原 静岡県 磐田市岩井３１８４番地２

浜松新橋南 静岡県 浜松市南区新橋町１４５５番地の１

磐田明ヶ島 静岡県 磐田市明ヶ島原２２番地７

浜松有玉北 静岡県 浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松小沢渡 静岡県 浜松市南区小沢渡町８０７番地２

浜松西本郷 静岡県 浜松市南区本郷町４５０番地

浜松永島 静岡県 浜松市浜北区永島８２６番１

浜松下飯田 静岡県 浜松市南区下飯田町５４８番地

浜北内野 静岡県 浜松市浜北区内野８７２番地の３

浜松向宿町 静岡県 浜松市中区向宿２－２４－１４

浜松寺島 静岡県 浜松市中区寺島町１００１番地

湖西古見 静岡県 湖西市古見７７７－５

浜松篠原 静岡県 浜松市西区篠原町２１９７２番地

浜松東三方町 静岡県 浜松市北区東三方町２１１番地の１５

浜松高林四丁目 静岡県 浜松市中区高林四丁目５番５号

浜松和合 静岡県 浜松市中区和合町９３６－３７５

都田テクノ 静岡県 浜松市北区都田町９１０６－９

静岡池田街道 静岡県 静岡市駿河区池田１２６番１

西岩田 愛知県 豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

豊橋多米西町 愛知県 豊橋市多米西町二丁目２７番地１０

静岡県

愛知県



豊橋東岩田三丁目 愛知県 豊橋市東岩田三丁目１５番地６

豊橋下条東町 愛知県 豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋長瀬町 愛知県 豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

新城一鍬田 愛知県 新城市一鍬田字北畑１８番２

豊川御津大草 愛知県 豊川市御津町大草上竹８１番１

豊川小坂井伊奈 愛知県 豊川市伊奈町慶応３５２－２

設楽町清崎 愛知県 北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５

新城有海 愛知県 新城市有海字作神５７番地１

豊橋小鷹野 愛知県 豊橋市東小鷹野４丁目１番３

豊橋東脇 愛知県 豊橋市東脇一丁目１３番地の８

豊橋西幸町 愛知県 豊橋市西幸町字古並２５８番地１０

豊橋野依インター 愛知県 豊橋市野依町字井原９９番地の４

豊橋船渡 愛知県 豊橋市船渡町字前田５８番４

豊橋中郷 愛知県 豊橋市中郷町５番地

豊橋中浜 愛知県 豊橋市中浜町４７番地

岡崎駅前 愛知県 岡崎市羽根町東荒子４２‐３

岡崎牧御堂 愛知県 岡崎市牧御堂町字郷中５７番地１

岡崎石工団地口 愛知県 岡崎市上佐々木町字鹿乗８‐３

岡崎大門駅前 愛知県 岡崎市大門五丁目１番地１６

岡崎材木町 愛知県 岡崎市材木町２－６０

岡崎明大寺 愛知県 岡崎市明大寺本町１丁目２８－２

岩本宇頭 愛知県 岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８

岡崎稲熊一丁目 愛知県 岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１

岡崎針崎 愛知県 岡崎市針崎町春咲４６－１

岡崎緑丘 愛知県 岡崎市緑丘２丁目９－７

岡崎上地三丁目 愛知県 岡崎市上地３丁目４９番９

岡崎細川町 愛知県 岡崎市細川町字長原５２番地５９

岡崎両町 愛知県 岡崎市両町２‐１７

豊田高岡本町 愛知県 豊田市高岡本町中部３５０－４

岡崎日名本町 愛知県 岡崎市日名本町２－１８

豊田おしかも 愛知県 豊田市鴛鴨町長根２０８番地１

岡崎美合新町 愛知県 岡崎市美合新町６番地１１

岡崎岡町保母 愛知県 岡崎市岡町字北保母境３番地１

岡崎桑谷 愛知県 岡崎市桑谷町字中村１０１番地１

岡崎小呂町 愛知県 岡崎市小呂町字五丁目５６番地３

岡崎真伝町 愛知県 岡崎市真伝吉祥１丁目１番地２

岡崎元欠町 愛知県 岡崎市元欠町一丁目４番地１

北本郷 愛知県 岡崎市北本郷町字野添７－１

矢作小河原 愛知県 岡崎市矢作町字小河原９９番地１

三谷 愛知県 蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地

蒲郡大塚 愛知県 蒲郡市大塚町西島３７番地２

蒲郡塩津 愛知県 蒲郡市竹谷町足洗５番地９

蒲郡オレンジロード 愛知県 蒲郡市水竹町池下１

蒲郡三谷町 愛知県 蒲郡市三谷町二舗４１－１

蒲郡拾石東浜 愛知県 蒲郡市拾石町東浜５番１１

大塚海岸 愛知県 蒲郡市大塚町勝川１２０番１

幸田六栗 愛知県 額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１

幸田深溝 愛知県 額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２

幸田野場 愛知県 額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３

幸田町大草東 愛知県 額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１

幸田町芦谷 愛知県 額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１

小園前 愛知県 岡崎市中島町字小園前２の１

西尾永楽町 愛知県 西尾市永楽町三丁目２８番地

東岡崎駅南口 愛知県 岡崎市明大寺町字寺東１番地１

一色町前野 愛知県 西尾市一色町一色松荒子７２番地２

西尾八ツ面 愛知県 西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１

西尾駅南口 愛知県 西尾市住吉町４丁目１８－６

岡崎へごし町 愛知県 岡崎市舳越町字宮前４６番地１

岡崎井内町 愛知県 岡崎市井内町字川田１６番地１

西尾今川町 愛知県 西尾市今川町石橋１７－３

幸田坂崎 愛知県 額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３

イオンモール岡崎／Ｓ 愛知県 岡崎市戸崎町字外山３８－５

西尾上町東 愛知県 西尾市上町沖道５９番２

西尾下矢田町 愛知県 西尾市下矢田町久多良解３７番地

西尾米津八百目 愛知県 西尾市米津町八百目８９番地１

西尾住崎 愛知県 西尾市永吉四丁目１３番

西尾今川町東 愛知県 西尾市今川町御堂東１０２

西尾上矢田町 愛知県 西尾市上矢田町郷後３０番地３

西尾伊藤町 愛知県 西尾市伊藤５丁目１番１７



矢田小南 愛知県 西尾市上矢田町北野５８－２

蒲郡上本町 愛知県 蒲郡市上本町６番２１号

蒲郡諏訪東 愛知県 蒲郡市三谷町諏訪東６番地１

蒲郡形原 愛知県 蒲郡市形原町天神裏１９番地１３

蒲郡竹谷 愛知県 蒲郡市竹谷町宮前２番１

蒲郡自動車学校 愛知県 蒲郡市鹿島町柴崎３番地５

蒲郡栄町 愛知県 蒲郡市栄町１７番１９号

蒲郡春日浦 愛知県 蒲郡市形原町春日浦２８番地１０

蒲郡御嶽 愛知県 蒲郡市形原町東中畑４４番地２

西尾東幡豆 愛知県 西尾市東幡豆町向山下５３番地

一色野田 愛知県 西尾市一色町野田小島口４６番地

一色開正 愛知県 西尾市一色町開正橋上１番地５

西尾徳永東 愛知県 西尾市徳永町東側１４－１

吉良町大島 愛知県 西尾市吉良町大島中道下４番地３

吉良青鳥 愛知県 西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２

吉良岡山 愛知県 西尾市吉良町岡山山王下３２番地１

西尾駒場 愛知県 西尾市駒場町五反田１３６番地３

西尾羽塚 愛知県 西尾市羽塚町寅山２１番地１

西幡豆上大坪 愛知県 西尾市西幡豆町上大坪３７番地１

吉良町みやば 愛知県 西尾市吉良町宮迫観音田７０番地

西尾西幡豆町 愛知県 西尾市西幡豆町柳田３番地１

新安城 愛知県 安城市住吉町２－１－２８

碧南権田町 愛知県 碧南市権田町一丁目２番地

碧南志貴崎町 愛知県 碧南市志貴崎町五丁目２０番地

安城藤井 愛知県 安城市藤井町居林１０４番地３

安城篠目童子 愛知県 安城市篠目町童子２０６番地３

上郷 愛知県 豊田市上郷町会下山７－１

豊田広美町 愛知県 豊田市広美町上之切２７番地

安城東栄町 愛知県 安城市東栄町３－８１６－１

豊田上郷二丁目 愛知県 豊田市上郷町二丁目１６番地１５

豊田吉原 愛知県 豊田市吉原町八幡１０番地

安城大山町一丁目 愛知県 安城市大山町一丁目２２番地３

安城駅北 愛知県 安城市昭和町９８１番地

豊田大林町 愛知県 豊田市大林町１３－５－３

豊田竹元町 愛知県 豊田市竹元町新畑２－１

豊田畝部西町 愛知県 豊田市畝部西町城ケ堀８番地１

上郷センター西 愛知県 豊田市和会町上屋敷２３－１２

豊田美里四丁目 愛知県 豊田市美里四丁目３番地７２

豊田上野町 愛知県 豊田市上野町八丁目１６１番地８

高木町 愛知県 安城市高木町半崎２１

安城井杭山町 愛知県 安城市井杭山町高見１番地３

安城池浦 愛知県 安城市池浦町丸田１４７番地１

安城横山南 愛知県 安城市横山町横山３１６番地７

安城石井町 愛知県 安城市和泉町東山６５番地２

安城東端 愛知県 安城市東端町南用地７番地３

豊田若林西町 愛知県 豊田市若林西町長根５３－５

豊田下山 愛知県 豊田市大沼町根崎１４番地１

安城警察署西 愛知県 安城市横山町下毛賀知１４１番地６

碧南城山町 愛知県 碧南市城山町四丁目４３番地

安城小川町 愛知県 安城市小川町志茂１９３－３

碧南東山町 愛知県 碧南市東山町２丁目５３番地１

刈谷南 愛知県 刈谷市場割町２丁目３番地５

刈谷西 愛知県 刈谷市東刈谷町１丁目９番地２

刈谷宝町 愛知県 刈谷市宝町３丁目５番地１４

刈谷若松 愛知県 刈谷市若松町五丁目４４番地

豊田丸山町 愛知県 豊田市丸山町７丁目２－１

豊田荒井町 愛知県 豊田市荒井町下原４２５番地１

豊田東保見町 愛知県 豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田朝日ケ丘 愛知県 豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１

豊田青木町 愛知県 豊田市青木町３丁目１７２番地２

豊田若宮 愛知県 豊田市若宮町４丁目１４番地１

豊田柿本町 愛知県 豊田市柿本町六丁目６番地１７

安城里町 愛知県 安城市里町西山ノ田１１８番地１５

安城山崎 愛知県 安城市里町四丁目１４番地６

豊田大林十丁目 愛知県 豊田市大林町十丁目２０番７

豊田貝津町 愛知県 豊田市貝津町箕輪２０３番地１

豊田土橋駅前 愛知県 豊田市曙町三丁目３０番

豊田加納町 愛知県 豊田市加納町西股４５－５

宮町 愛知県 豊田市宮町４－２６－３



豊田朝日 愛知県 豊田市朝日町６丁目５５番地２１

豊田浄水町原山 愛知県 豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地

豊田京町 愛知県 豊田市京町三丁目１０１－１４

豊田高原町 愛知県 豊田市高原町四丁目８番地４

豊田白山町 愛知県 豊田市白山町五郎土１５番地１

豊田大林東 愛知県 豊田市大林町１７丁目６－３

豊田清水町 愛知県 豊田市清水町７－６－１５

豊田宮上町 愛知県 豊田市宮上町１－１２－２

大府大東町 愛知県 大府市大東町一丁目９１番地１

佐布里城山下 愛知県 知多市佐布里字脇之田前３２番地９

東海山ノ神 愛知県 東海市荒尾町見幕６３

東海上野台 愛知県 東海市富木島町東山２７－５

知多新知東 愛知県 知多市新知東町３丁目４０番地の２

大府中央一丁目 愛知県 大府市中央町一丁目２２０番地

東海しあわせ村 愛知県 東海市荒尾町大脇１００番地

松原二丁目 愛知県 名古屋市中区松原２丁目１２－１２

東海富貴ノ台 愛知県 東海市富貴ノ台６丁目１１２

東海太田川 愛知県 東海市大田町後浜新田２１４番地１

知多新知小学校南 愛知県 知多市新知字中殿２５－１

東海中央町 愛知県 東海市中央町六丁目２６１番地

知多西巽が丘 愛知県 知多市西巽が丘１丁目２番６

大府北山町 愛知県 大府市北山町１丁目６５

東浦役場前 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地

東浦石浜南 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字行田１８番地１

東浦南ヶ丘 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

阿久比横松 愛知県 知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２

東浦石浜 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４

東浦生路 愛知県 知多郡東浦町大字生路字浜田２４－７

武豊梨子ノ木 愛知県 知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地

常滑前山 愛知県 常滑市久米字西前田１１４番地１

丸の内駅北 愛知県 名古屋市中区丸の内２丁目１８－２５丸の内ＫＳビル１Ｆ

安城高棚町 愛知県 安城市高棚町井池１８２番１

南知多山海 愛知県 知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１

武豊桜ケ丘 愛知県 知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１

半田青山 愛知県 半田市青山６－１－１８

師崎的場 愛知県 知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１

常滑長峰 愛知県 常滑市字古道東割４２－２２

豊明中ノ坪 愛知県 豊明市三崎町高鴨４番地５

豊明新田町 愛知県 豊明市新田町西筋１１１番地３

大府ＰＡ下り 愛知県 大府市長草町西忍場４６－１

武豊長宗 愛知県 知多郡武豊町字北長宗１０６番地６

亀崎南 愛知県 半田市亀崎町６丁目１５０

常滑榎戸 愛知県 常滑市明和町二丁目３４番

半田板山町 愛知県 半田市板山町１５丁目９４番１

セントレア 愛知県 常滑市セントレア３丁目８－２１

常滑保示町 愛知県 常滑市保示町四丁目１０７番地

半田緑ヶ丘 愛知県 半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

常滑小倉町 愛知県 常滑市小倉町二丁目１６７番地１

新浦戸 愛知県 知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８

南知多大井 愛知県 知多郡南知多町大井字浜辺３３－１

美浜奥田 愛知県 知多郡美浜町大字奥田字北大西８５－２

堀割 愛知県 知多郡武豊町字堀割５３

武豊向陽 愛知県 知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１

武豊冨貴駅東 愛知県 知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３

武豊山ノ神 愛知県 知多郡武豊町字山ノ神５８番地１

武豊町大足 愛知県 知多郡武豊町字下田３７番地１

半田乙川 愛知県 半田市乙川内山町３１番地

武豊石川橋 愛知県 知多郡武豊町字石川７９番地１

半田大池町 愛知県 半田市大池町四丁目８６－１

半田稲穂町東 愛知県 半田市稲穂町十一丁目１７番地２

東浦森岡南 愛知県 知多郡東浦町森岡新池下３６－１

半田桐ヶ丘 愛知県 半田市桐ヶ丘３－１５－１

半田住吉 愛知県 半田市住吉町３丁目２５

半田南本町 愛知県 半田市南本町一丁目２７番地

常滑桧原 愛知県 常滑市桧原字勇田７４番地１

半田亀崎 愛知県 半田市亀崎新田町四丁目２０番地１

常滑西阿野 愛知県 常滑市西阿野字春瀬３２２－１

日進浅田町 愛知県 日進市浅田町東前田３７番地３

東郷高嶺 愛知県 愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１



日進栄二丁目 愛知県 日進市栄二丁目９０４番地

東郷三ツ池三丁目 愛知県 愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

日進三本木町 愛知県 日進市三本木町一番割２番地１

東郷白土 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字白土１－２２０４

豊明阿野町 愛知県 豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

長久手インター 愛知県 長久手市岩作中根原６０番地３

春日井下条一丁目 愛知県 春日井市下条町１丁目１番地２

春日井宮町西 愛知県 春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６

如意申町一丁目 愛知県 春日井市如意申町一丁目１０番地１２

春日井高山町 愛知県 春日井市高山町２丁目１２－８

瀬戸紺屋田 愛知県 瀬戸市紺屋田町２２番地の２

瀬戸平町二丁目 愛知県 瀬戸市平町二丁目１３番地

瀬戸中水野 愛知県 瀬戸市中水野町１丁目５０２番地２

瀬戸大坪北 愛知県 瀬戸市大坪町２３番地の１

瀬戸北山 愛知県 瀬戸市北山町４６番地の１

瀬戸菱野台 愛知県 瀬戸市菱野台４丁目６

瀬戸福元 愛知県 瀬戸市福元町１５

瀬戸小坂町 愛知県 瀬戸市小坂町８０番地１

春日井丁田橋 愛知県 春日井市南下原町４丁目１６番地２

春日井押沢台 愛知県 春日井市押沢台１丁目７－１２

春日井サンマルシェ 愛知県 春日井市中央台二丁目４番地８

春日井白山 愛知県 春日井市白山町５丁目１１番地７

春日井大手田酉 愛知県 春日井市大手田酉町２丁目３番地の１

春日井王子町 愛知県 春日井市王子町１番

瀬戸大坪町 愛知県 瀬戸市上之山町２丁目２－３

パルティせと 愛知県 瀬戸市栄町４５番地

名東延珠町 愛知県 名古屋市名東区延珠町１０３番地

名駅南四丁目 愛知県 名古屋市中村区名駅南４－１０－２７

葵北 愛知県 名古屋市東区葵一丁目４番２７号

千種汁谷 愛知県 名古屋市千種区汁谷町１０２

鏡池通 愛知県 名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１

守山川村町 愛知県 名古屋市守山区川村町３７６番地

守山喜多山 愛知県 名古屋市守山区喜多山一丁目５番２０号

守山一丁目 愛知県 名古屋市守山区守山一丁目２番２号

吉根住宅前 愛知県 名古屋市守山区青山台６０３番地

天子田一丁目 愛知県 名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地

瀬戸街道城前 愛知県 尾張旭市城前町上大道４１００

志賀町 愛知県 名古屋市北区志賀町４丁目５１

本陣通 愛知県 名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地

名西康生通 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 名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

浅間町駅前 愛知県 名古屋市西区浅間一丁目２番４号

魚の棚通 愛知県 名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

伏見通大須 愛知県 名古屋市中区大須一丁目８番１９号

錦三七間町通 愛知県 名古屋市中区錦３－２０－１７メイプル錦ビル１Ｆ

新栄一丁目 愛知県 名古屋市中区新栄一丁目２６番１２号

中川野田 愛知県 名古屋市中川区野田１－６６３

岩倉旭町一丁目 愛知県 岩倉市旭町一丁目４５番地

助光二丁目 愛知県 名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

港築地口 愛知県 名古屋市港区名港一丁目１番２４号

港宝神 愛知県 名古屋市港区宝神５丁目３００３

木場 愛知県 名古屋市港区木場町９－５２

名南白水 愛知県 名古屋市南区白水町１２番地１

辰巳町 愛知県 名古屋市港区辰巳町４番８号

東海通駅前 愛知県 名古屋市港区東海通３－２２－１

港明正 愛知県 名古屋市港区明正１－２６８

大同町 愛知県 名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５

港野跡二丁目 愛知県 名古屋市港区野跡二丁目１９番２

港金船町 愛知県 名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９

山下通 愛知県 名古屋市瑞穂区山下通５－２１

緑太鼓田 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１

八事弥生が岡 愛知県 名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

緑黒沢台一丁目 愛知県 名古屋市緑区黒沢台一丁目１８０３番地

植田南一丁目 愛知県 名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

小牧桃花台城山 愛知県 小牧市城山１丁目５－１５

小牧入鹿出新田 愛知県 小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１

小牧西之島 愛知県 小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１

小牧中宮 愛知県 小牧市小針二丁目１３２番地の１

小牧東新町 愛知県 小牧市東新町１３８番地



犬山羽黒栄 愛知県 犬山市羽黒栄二丁目３２番地２

大口余野 愛知県 丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地

犬山善師野 愛知県 犬山市善師野字馬瀬口２０－９

大口Ｒ４１号 愛知県 丹羽郡大口町外坪一丁目３６番１

犬山羽黒新田 愛知県 犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８

犬山南 愛知県 犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地

犬山楽田大橋 愛知県 犬山市楽田大橋１丁目１５番１

小牧西島町 愛知県 小牧市西島町９７番地

小牧大草中 愛知県 小牧市大草中２３６

小牧上末東 愛知県 小牧市大字上末字東山３５９０－１

犬山若宮 愛知県 犬山市字若宮８５番１

小牧小木西 愛知県 小牧市小木西一丁目１０７番地２

小牧中央三丁目 愛知県 小牧市中央３丁目２５０

一宮定水寺 愛知県 一宮市春明字神明山３９番３

一宮大宮 愛知県 一宮市大宮５丁目２

御器所駅前 愛知県 名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－３

名神一宮インター 愛知県 一宮市丹陽町五日市場本地５６

愛西町方 愛知県 愛西市町方町新西馬１０番２

一宮西島町 愛知県 一宮市西島町三丁目４５番地

一宮東口 愛知県 一宮市栄３丁目２－１４

一宮開明 愛知県 一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

清須学校橋東 愛知県 清須市春日焼田２９番地１

津島唐臼 愛知県 津島市唐臼町柳原５０番地３

美和高校前 愛知県 あま市篠田藤東７番２

稲沢一色下方 愛知県 稲沢市一色下方町２９８番地

飛島木場二丁目 愛知県 海部郡　飛島村木場二丁目９２

弥富駅前 愛知県 弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１

弥富西中地町 愛知県 弥富市西中地町中島２３番地

蟹江新田 愛知県 海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１

稲沢横地 愛知県 稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢平和平池 愛知県 稲沢市平和町平池大畑１０番地２

豊田福受町 愛知県 豊田市福受町下ノ切１１２番地８

常滑古社 愛知県 常滑市字古社１番地

尾張一宮ＰＡ上り 愛知県 一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９

小牧下小針 愛知県 小牧市下小針中島三丁目２１０番地の５

名鉄バスセンター 愛知県 名古屋市中村区名駅１丁目２－４　名鉄バスターミナルビル



ＴＢＬＳ四日市 三重県 四日市市山之一色町８００番地

ＴＢＬＳ四日市管理棟 三重県 四日市市山之一色町８００番地

近鉄四日市駅西 三重県 四日市市安島１－２－１８三誠ビルディング

高見台 三重県 四日市市市場町１４－５１

名四午起 三重県 四日市市高浜新町２番２１号

四日市小古曽二丁目 三重県 四日市市小古曽二丁目３１番１１号

四日市楠本郷 三重県 四日市市楠町本郷２８８番地８

四日市東日野 三重県 四日市市東日野二丁目４番１２号

鵜の森二丁目 三重県 四日市市鵜の森２－９－９

四日市川島 三重県 四日市市川島町字目代４１２４－２

四日市東阿倉川 三重県 四日市市東阿倉川７６２－１

四日市滝川町 三重県 四日市市滝川町１１番１４号

四日市東坂部 三重県 四日市市東坂部町１５７１番地７

長島インター 三重県 桑名市長島町　出口２８６－１

桑名江場 三重県 桑名市江場５６４番地３

東員町六把野 三重県 員弁郡東員町大字六把野新田２１－１

東員城山 三重県 員弁郡東員町城山一丁目３９

東員町中上 三重県 員弁郡東員町大字中上５１５番地１

員弁町宇野 三重県 いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４

いなべ大安町 三重県 いなべ市大安町門前２４３４番地１１

東員町笹尾 三重県 員弁郡東員町大字山田３０８１－１

大安町門前 三重県 いなべ市大安町門前１３６２番地

東員町鳥取 三重県 員弁郡東員町大字鳥取１６７２番地の１

菰野八風橋 三重県 三重郡菰野町大字永井字西川原３０８６番地３

菰野福村 三重県 三重郡菰野町大字福村字高木８９７

菰野町千草 三重県 三重郡菰野町大字千草８１５５－２

菰野町田光 三重県 三重郡菰野町大字田光３８６－１

桑名陽だまりの丘 三重県 桑名市陽だまりの丘二丁目２４０９番地

桑名安永東 三重県 桑名市大字安永１３３８番地２

長島長徳 三重県 桑名市長島町横満蔵字長徳５４８番３

長島町松ケ島 三重県 桑名市長島町松ケ島３５３－３

桑名市桑部 三重県 桑名市大字桑部３３０６番地

桑名参宮通 三重県 桑名市参宮通５７番地１０

桑名明竜町 三重県 桑名市大字東汰上１０８０番地４

桑名松の木東 三重県 桑名市松ノ木一丁目７番地６

鈴鹿インター西 三重県 鈴鹿市長沢町１２６４－１２

鈴鹿一ノ宮 三重県 鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８

鈴鹿須賀三丁目 三重県 鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号

鈴鹿千代崎 三重県 鈴鹿市岸岡町３０８７番地の１

伊賀上野インター 三重県 伊賀市守田町４６８番地１

友生インター 三重県 伊賀市緑ヶ丘南町２３０１番１４

伊賀服部 三重県 伊賀市服部町３３２番地１

伊賀青山町 三重県 伊賀市阿保１７９番地１

末広町 三重県 鈴鹿市末広東１－３２

鈴鹿太陽の街 三重県 鈴鹿市郡山町字西高山２００１番地２０

鈴鹿中江島町 三重県 鈴鹿市中江島町１４番８号

鈴鹿住吉 三重県 鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７

鈴鹿寺家 三重県 鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

鈴鹿住吉四丁目 三重県 鈴鹿市住吉四丁目３番１２号

鈴鹿サーキット前 三重県 鈴鹿市道伯町筧田２０６２番地１

名阪上柘植インター 三重県 伊賀市柘植町９８６２番地の１

伊賀下柘植 三重県 伊賀市下柘植４番地

鈴鹿庄野町 三重県 鈴鹿市庄野町３番３３号

鈴鹿御薗町 三重県 鈴鹿市御薗町４４４６

亀山みずきが丘 三重県 亀山市みずきが丘９－３

鈴鹿小田 三重県 鈴鹿市小田町４５６番地の３

鈴鹿おかだ 三重県 鈴鹿市岡田三丁目１５番７号

鈴鹿算所 三重県 鈴鹿市算所３丁目７－２３

鈴鹿ホンダ前 三重県 鈴鹿市住吉１－３４－１３

伊賀ゆめが丘 三重県 伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２

伊賀上野東インター 三重県 伊賀市四十九町１１２４番地の１

亀山栄町 三重県 亀山市栄町１５０６－４６

伊賀予野中央 三重県 伊賀市予野字森田前９６７２番地

伊賀上野桑町 三重県 伊賀市上野桑町１９３３番地

伊賀三軒家 三重県 伊賀市長田６０６２－１

伊賀上野あかもん 三重県 伊賀市上野丸之内７４番１プラザあかもん１階

伊賀壬生野インター 三重県 伊賀市西之澤字天道２４７６番地

三重県

近畿地方



鈴鹿白子町 三重県 鈴鹿市白子町８１３４番地

鈴鹿フラワーロード 三重県 鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２

鈴鹿伊船町 三重県 鈴鹿市伊船町２８３８－１７

鈴鹿自由ヶ丘 三重県 鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号

鈴鹿北堀江町 三重県 鈴鹿市北堀江町２３５番地１

鈴鹿寺家五丁目 三重県 鈴鹿市寺家５丁目８－２２

鈴鹿稲生 三重県 鈴鹿市稲生３－１６－３３

鈴鹿三日市 三重県 鈴鹿市三日市２丁目１１番３号

桔梗が丘西 三重県 名張市蔵持町里２４１２－１

名張街道南 三重県 名張市西田原字大野田４５０番地

津岩田 三重県 津市半田３４４８－１

大里睦合町 三重県 津市大里睦合町３１３番地１

津小森町 三重県 津市高茶屋小森町２２１番地

榊原温泉口 三重県 津市榊原町６３番地

芸濃町林 三重県 津市芸濃町林字曽武２０２３－１

河芸町久知野 三重県 津市河芸町久知野１３５３番地１

津河芸町中別保 三重県 津市河芸町中別保字貝裏２４６

津みなみ 三重県 津市高茶屋小森町２８９２番地５４

津久居北口 三重県 津市久居北口町５０４番地７

久居北口 三重県 津市久居北口町字野中２－６

高茶屋小森 三重県 津市雲出本郷町１７９９－３

津市戸木町 三重県 津市戸木町７８０４番地

津久居中町 三重県 津市久居中町１３９－１

津藤方 三重県 津市藤方字米垣内１２３２

松阪中部台 三重県 松阪市立野町４５１番地４

松阪射和町 三重県 松阪市射和町５７２番地４

紀宝バイパス 三重県 南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４

おわせ南インター 三重県 尾鷲市大字南浦１９８０番地１

松阪五反田 三重県 松阪市五反田町三丁目１１３７番地２

松阪黒田町 三重県 松阪市黒田町１６５０番地４

松阪岡本 三重県 松阪市岡本町２１５－３

松阪中央埠頭前 三重県 松阪市大口町４１５番地１

明和町 三重県 多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

明和ルート２３号 三重県 多気郡明和町大字行部字東浦３２０－２

尾鷲栄町 三重県 尾鷲市栄町５番９号

みやま相賀 三重県 北牟婁郡紀北町相賀８３４番地１１

紀北西長島 三重県 北牟婁郡紀北町長島１７１１－１

尾鷲中央町 三重県 尾鷲市中央町５９９番９４

紀伊長島インター 三重県 北牟婁郡紀北町東長島７１１番地４

伊勢一之木北 三重県 伊勢市一之木五丁目１４番３０号

伊勢高向 三重県 伊勢市御薗町高向５２６番地１

鳥羽松尾町 三重県 鳥羽市松尾町２番地

大明東町 三重県 鳥羽市大明東町１９－５

磯部穴川 三重県 志摩市磯部町穴川１１７８－２

わたらい大野木 三重県 度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５

近鉄四日市駅前 三重県 四日市市安島１丁目３１－１

近鉄四日市駅南口 三重県 四日市市安島１丁目１－６０

ＥＸＰＡＳＡ御在所上り 三重県 四日市市山之一色町字池の谷口１５６９－２

愛知川東円堂 滋賀県 愛知郡愛荘町東円堂２５７７

近江八幡白王町 滋賀県 近江八幡市白王町１２９６－１

草津団地前 滋賀県 草津市草津町１９０３番１

草津野路 滋賀県 草津市野路東４丁目１７番９号

栗東霊仙寺 滋賀県 栗東市霊仙寺五丁目５番２０号

湖南石部南 滋賀県 湖南市石部南８丁目５番２６号

守山播磨田町 滋賀県 守山市播磨田町字下半上寺１８５番地５

栗東御園 滋賀県 栗東市御園１８１６

大津今堅田 滋賀県 大津市今堅田二丁目６番地の４

大将軍一丁目 滋賀県 大津市大将軍一丁目３番６号

近江八幡中小森町 滋賀県 近江八幡市中小森町２６９－１

安曇川西万木 滋賀県 高島市安曇川町西万木

京都タワー前 京都府 京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０

白川北大路 京都府 京都市左京区一乗寺樋ノ口町

北山栗栖町 京都府 京都市北区紫竹栗栖町４９番３

東山清水坂 京都府 京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２番地１８

三条大宮 京都府 京都市中京区三条通大宮西入上瓦町５０番３

四条木屋町南 京都府 京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町１１９

烏丸押小路 京都府 京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

京都府

滋賀県



久御山森 京都府 久世郡久御山町野村村東３１３番地の１

山科駅西 京都府 京都市山科区御陵大津畑町２２－１９

阪急西院駅前 京都府 京都市右京区西院高山寺町１２番３

渋谷街道音羽 京都府 京都市山科区音羽沢町３８－５

河原町十条 京都府 京都市南区東九条東札辻町４番地１

伏見墨染 京都府 京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

京都山科大宅 京都府 京都市山科区大宅御所田町１４－１

西京桂坂 京都府 京都市西京区御陵大枝山町４丁目３５番２

舞鶴北田辺 京都府 舞鶴市北田辺新蔵１２０－６

下津林芝ノ宮町 京都府 京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

与謝野町岩滝 京都府 与謝郡与謝野町字男山２１７－１

八幡川口 京都府 八幡市川口小西４－７

精華学研都市 京都府 相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

京都久御山佐古 京都府 久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１

大阪医科薬科大学 大阪府 高槻市大学町２－７

枚方星丘 大阪府 枚方市星丘４丁目１７－１５

南中振三丁目 大阪府 枚方市南中振３丁目５－１

高槻大塚町 大阪府 高槻市大塚町５－３２－３

枚方田口山 大阪府 枚方市田口山１丁目３３番８号

ＪＲ長尾駅前 大阪府 枚方市長尾元町５－２０－２１

島本高浜二丁目 大阪府 三島郡島本町高浜２－２６－２０

茨木彩都やまぶき 大阪府 茨木市彩都やまぶき三丁目１番１８号

摂津鶴野 大阪府 摂津市鶴野３丁目５番２３号

茨木並木町 大阪府 茨木市並木町１番１号

能勢町下田 大阪府 豊能郡能勢町下田１２３－１

豊中城山町 大阪府 豊中市城山町２丁目７番３０号

豊中旭丘 大阪府 豊中市熊野町１－１－１２

佐井寺南が丘 大阪府 吹田市佐井寺南が丘９－６

吹田垂水町一丁目 大阪府 吹田市垂水町１－７－６

吹田広芝町 大阪府 吹田市広芝町１０－１４

阪大病院 大阪府 吹田市山田丘２－１５　大阪大学医学部附属病院内

吹田千里山高塚 大阪府 吹田市千里山高塚９－２

豊津駅前 大阪府 吹田市山手町２－６－３－１０１

グローバルビレッジ津雲台 大阪府 吹田市津雲台五丁目１１－３

箕面牧落三丁目 大阪府 箕面市牧落３丁目２０－３７

箕面森町 大阪府 箕面市森町中１丁目１－４３

豊能町余野 大阪府 豊能郡豊能町余野２１６

箕面如意谷 大阪府 箕面市如意谷１－８－５４

鶴見諸口一丁目 大阪府 大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号

東淀川瑞光 大阪府 大阪市東淀川区瑞光２－９－２７

門真大橋 大阪府 門真市桑才町１８－２４

古川橋駅前 大阪府 門真市垣内町１－１１　古川橋北ペアビル東館

中宮 大阪府 大阪市旭区中宮１－９－１９

大和田駅前 大阪府 門真市常称寺町１９－１８

清水二丁目 大阪府 大阪市旭区清水２－４－１８

福町二丁目 大阪府 大阪市西淀川区福町２－３－１９

中島東 大阪府 大阪市西淀川区中島１－１－３４

姫島四丁目 大阪府 大阪市西淀川区姫島４丁目１５－１２

井高野一丁目 大阪府 大阪市東淀川区井高野１－１－３８

アメ村西心斎橋 大阪府 大阪市中央区西心斎橋２－１７－３

上本町六丁目 大阪府 大阪市天王寺区上本町６－６－２３

日本橋二丁目東 大阪府 大阪市中央区日本橋２丁目２０－９

島之内周防町 大阪府 大阪市中央区島之内２丁目１－１１

スバル森小路 大阪府 大阪市旭区森小路２－１－１１

天六本庄東 大阪府 大阪市北区本庄東１－１０－１６

関目一丁目 大阪府 大阪市城東区関目１丁目２－７

深江橋駅東 大阪府 大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

京橋片町口 大阪府 大阪市都島区東野田２－２－１０

薬ヒグチ京橋 大阪府 大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル

南森町駅前 大阪府 大阪市北区南森町２－３－３５

酉島二丁目 大阪府 大阪市此花区酉島２－６－６

西九条三丁目 大阪府 大阪市此花区西九条三丁目９－８

四ツ橋北 大阪府 大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ

港晴四丁目 大阪府 大阪市港区港晴４丁目１５－３

三先一丁目 大阪府 大阪市港区三先１－１２－１３

江戸堀三丁目 大阪府 大阪市西区江戸堀３丁目１－３５

寺田町東 大阪府 大阪市生野区生野西２丁目７－２５

桑津一丁目 大阪府 大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

大阪府



天王寺駅北口 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町４－１０

長居西二丁目 大阪府 大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

阪南町五丁目 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

岸里東二丁目 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 大阪市西成区山王１丁目１７－６

浪速塩草 大阪府 大阪市浪速区塩草３－７－１０

玉出西 大阪府 大阪市西成区玉出西１－１３－１

旭二丁目 大阪府 大阪市西成区梅南２－４－３０

北津守三丁目 大阪府 大阪市西成区北津守３丁目１－４３

戎本町 大阪府 大阪市浪速区戎本町１－６－２３

四條畷岡山 大阪府 四條畷市岡山１－１３－１

東大阪今米一丁目 大阪府 東大阪市今米一丁目１６番１５号

近鉄八戸ノ里駅前 大阪府 東大阪市小阪３丁目１－１１

京阪寝屋川市駅前 大阪府 寝屋川市東大利町１４－２

吉田駅南 大阪府 東大阪市吉田本町３丁目５－１７

東大阪六万寺町 大阪府 東大阪市六万寺町二丁目４番２号

近鉄河内花園駅 大阪府 東大阪市吉田１丁目１３番１２号

長田中五丁目 大阪府 東大阪市長田中５丁目２番１８号

東大阪横枕西 大阪府 東大阪市横枕西１１番３８号

八尾木北六丁目 大阪府 八尾市八尾木北六丁目１６５番地

八尾緑ケ丘一丁目 大阪府 八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６

柏原円明町 大阪府 柏原市円明町１７番９号

八尾太田新町 大阪府 八尾市太田新町１－３４３

堺北野田駅前 大阪府 堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号

堺榎元町 大阪府 堺市堺区榎元町５丁６－１１

京屋玉串元町 大阪府 東大阪市玉串元町１丁目１番３０号

堺大泉緑地 大阪府 堺市北区新金岡町５丁６番１１６号

堺平井 大阪府 堺市中区平井１３７－１

堺岩室 大阪府 堺市南区岩室９６－１

狭山市役所前 大阪府 大阪狭山市狭山１丁目８９６－１

堺伏尾 大阪府 堺市中区伏尾１３４－１

泉南男里 大阪府 泉南市男里六丁目１６番８号

泉南信達市場 大阪府 泉南市信達市場１５２７－１

泉南信達大苗代 大阪府 泉南市信達大苗代３６７番１

泉南幡代北 大阪府 泉南市幡代１丁目３番１７号

泉佐野高松東 大阪府 泉佐野市高松東２－２－１３

泉南インター 大阪府 泉南市信達岡中１１９９－１

泉佐野羽倉崎 大阪府 泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５

富木駅前 大阪府 高石市取石二丁目２番１号

岸和田三田町北 大阪府 岸和田市三田町４００番地の２１

岸和田上松町 大阪府 岸和田市上松町３－１０－３３

近鉄河内小阪駅南口 大阪府 東大阪市小阪本町１丁目４－１

枚方池之宮 大阪府 枚方市池之宮１丁目１３－１２

岸和田畑町 大阪府 岸和田市畑町４丁目３番３号

大阪市役所 大阪府 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所本庁舎地下２階

ディアモールマーケットＳＴ 大阪府 大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街３号　Ｇ３０５

駒川中野 大阪府 大阪市東住吉区駒川４－１－８

春日インター 兵庫県 丹波市春日町七日市６１１－１

西脇南本町 兵庫県 西脇市西脇１１０７番

中町森本 兵庫県 多可郡多可町中区森本２１５番地１

西脇和布 兵庫県 西脇市和布町１８９－４

城崎来日 兵庫県 豊岡市城崎町来日２２１番地１

出石川原 兵庫県 豊岡市出石町町分３９２番１

ＪＲ尼崎駅北 兵庫県 尼崎市潮江一丁目２番１号

ＪＲ伊丹駅前通 兵庫県 伊丹市伊丹１－８－２１

尼崎常松 兵庫県 尼崎市常松一丁目６－１３

伊丹瑞原 兵庫県 伊丹市瑞原３丁目５７番

伊丹稲野 兵庫県 伊丹市稲野町８丁目４０－１

宝塚山本野里 兵庫県 宝塚市山本野里三丁目２７番４号

阪急門戸厄神駅前 兵庫県 西宮市下大市東町９番３号

宝塚栄町 兵庫県 宝塚市栄町三丁目８番３号

西宮鞍掛町 兵庫県 西宮市鞍掛町１番１７号

阪急御影駅前 兵庫県 神戸市東灘区御影二丁目１番２

六甲アイランド北 兵庫県 神戸市東灘区向洋町東３丁目６

鹿の子台 兵庫県 神戸市北区長尾町宅原４０４－１

灘篠原本町 兵庫県 神戸市灘区篠原本町１丁目８－２０

三宮センイ街 兵庫県 神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

神戸花隈 兵庫県 神戸市中央区花隈町２０－８

兵庫県



柳屋下山手通 兵庫県 神戸市中央区下山手通２丁目１－１０

神戸ハーバーランド 兵庫県 神戸市中央区東川崎町一丁目７番３号

ハーバーランドセンター 兵庫県 神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

滝山町 兵庫県 神戸市兵庫区滝山町７番６２

柳屋名谷インター 兵庫県 神戸市垂水区名谷町１０１２‐１

布施畑 兵庫県 神戸市須磨区弥栄台４丁目７

神戸枝吉 兵庫県 神戸市西区枝吉１丁目２５５番地

室津ＰＡ上り 兵庫県 淡路市室津字叩石２２２３　室津ＰＡ上り線

神戸北別府 兵庫県 神戸市西区北別府一丁目１２６９番地

神戸池上 兵庫県 神戸市西区池上４丁目２３－３

加古川平岡 兵庫県 加古川市平岡町新在家４６２－１

小野高田 兵庫県 小野市高田町１７５７－１

小野本町 兵庫県 小野市本町３５番２

野口町坂元 兵庫県 加古川市野口町坂元１０１７番

加古川野口町 兵庫県 加古川市野口町野口１１９番３

二見町西二見 兵庫県 明石市二見町西二見１８５９番

高砂米田 兵庫県 高砂市米田町米田９５０番１

姫路網干 兵庫県 姫路市網干区和久１１５－６

山陽網干駅北 兵庫県 姫路市網干区垣内中町３３番地の１

播磨北本荘 兵庫県 加古郡播磨町北本荘六丁目１番２６号

姫路みゆき通 兵庫県 姫路市駅前町３４１番地福富ビル

赤穂加里屋中洲 兵庫県 赤穂市加里屋中洲四丁目３５番地

相生向陽台 兵庫県 相生市向陽台２番２号

姫路保城 兵庫県 姫路市保城９４３－１

姫路壱丁町 兵庫県 姫路市坂田町１５４

西夢前台五丁目 兵庫県 姫路市広畑区西夢前台五丁目３６番１２

宝塚高司 兵庫県 宝塚市高司二丁目１７番４０号

Ｕライン西神中央駅売 兵庫県 神戸市西区糀台５丁目

都祁白石 奈良県 奈良市都祁白石町２８８１番地の１

針テラス 奈良県 奈良市針町３４５

済生会奈良病院／Ｓ 奈良県 奈良市八条４丁目６４３

上牧桜ヶ丘 奈良県 北葛城郡上牧町桜ヶ丘２－６－１１

奈良県コンベンションセンター 奈良県 奈良市三条大路１丁目６９１－１

奈良六条西 奈良県 奈良市六条西５丁目１－３６

北郡山 奈良県 大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

東安堵 奈良県 生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１

ＪＲ大和小泉駅前 奈良県 大和郡山市小泉町東三丁目１番地１

郡山杉町 奈良県 大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４

大和郡山外川町 奈良県 大和郡山市外川町５３番１

郡山下三橋 奈良県 大和郡山市下三橋町４３３番地１

近鉄筒井駅前 奈良県 大和郡山市筒井町６３５番地１

奈良県立医大前 奈良県 橿原市四条町８６４番地４

桃山町調月 和歌山県 紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２

打田上野 和歌山県 紀の川市打田１３５５－１

和歌山三葛 和歌山県 和歌山市三葛４２９番地１

岩出川尻 和歌山県 岩出市川尻１７３番１

橋本東インター前 和歌山県 橋本市隅田町垂井６３０番

かつらぎ大谷 和歌山県 伊都郡かつらぎ町大谷３７番地

和歌山禰宜 和歌山県 和歌山市禰宜１１４０番地

和歌山岩橋 和歌山県 和歌山市岩橋９９０番地１

和歌山関戸 和歌山県 和歌山市関戸四丁目３番９３号

串本町桟橋 和歌山県 東牟婁郡串本町串本１９０８番地１

田辺新万 和歌山県 田辺市新万３－２

串本駅前 和歌山県 東牟婁郡串本町串本２０７７番地

白浜垣谷 和歌山県 西牟婁郡白浜町字垣谷１２８９

田辺跡之浦 和歌山県 田辺市文里１－１４－８

和歌山湊御殿 和歌山県 和歌山市湊御殿３丁目４番１号

奈良県

和歌山県



米子卸団地 鳥取県 米子市両三柳２３６０番地４

伯耆溝口 鳥取県 西伯郡伯耆町溝口１５３番地１

奥出雲三成 島根県 仁多郡奥出雲町三成６６５番地４

雲南加茂 島根県 雲南市加茂町加茂中３６－１

島根大学医学部附属病院 島根県 出雲市塩冶町８９番地１

松江東朝日町 島根県 松江市東朝日町８８番地５

久米支所前 岡山県 津山市南方中１６８６番地

苫田鏡野町 岡山県 苫田郡鏡野町布原２６０番地１

岡山庭瀬 岡山県 岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山東花尻 岡山県 岡山市北区東花尻２０番地１

津山天神橋 岡山県 津山市川崎７４６番地１

津山中央病院 岡山県 津山市川崎１７５６番地

建部川口 岡山県 岡山市北区建部町川口１５０１－１

長船土師 岡山県 瀬戸内市長船町土師４番地の１

笠岡美の浜 岡山県 笠岡市横島５２９番地１

岡山桃太郎大通り 岡山県 岡山市北区駅前町１丁目１－１１９－１

里庄里見 岡山県 浅口郡里庄町里見２７２９番１

岡山御南 岡山県 岡山市北区田中１６５番地の１１２

岡山政津 岡山県 岡山市東区政津８９７番地の２

岡山瀬戸万富 岡山県 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１

岡山西大寺松崎 岡山県 岡山市東区西大寺松崎１５６番地の５

岡山浜野 岡山県 岡山市南区新福２丁目１０－１０２

玉野迫間 岡山県 玉野市迫間１８３番地

水島亀島 岡山県 倉敷市水島北亀島町７番１７号

倉敷古城池 岡山県 倉敷市福田町古新田２５５番地５

倉敷鶴の浦 岡山県 倉敷市鶴の浦３丁目４番１１号

倉敷笹沖 岡山県 倉敷市笹沖８－６

倉敷平田 岡山県 倉敷市平田９４５番１

倉敷中島南 岡山県 倉敷市中島９３８番地１

児島元浜町 岡山県 倉敷市児島元浜町７９０番地１０

福山新浜町 広島県 福山市新浜町一丁目３番２０号

府中目崎 広島県 府中市目崎町３１２番地２

世羅町 広島県 世羅郡世羅町大字寺町１１５４－１

尾道向東町 広島県 尾道市向東町８６２４番地１

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 広島県 福山市三吉町五丁目１番５号

呉川尻 広島県 呉市川尻町西二丁目２番１０号

八本松原 広島県 東広島市八本松町原６８５４－３

広島宮島口 広島県 廿日市市宮島口西１丁目５－２

岩国麻里布 山口県 岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

下関菊川 山口県 下関市菊川町田部１１４９－１

下関横野 山口県 下関市横野町１丁目１７番１９号

下関伊倉 山口県 下関市川中豊町一丁目１番２４番

宇部Ｌｕｃｋｙ 山口県 宇部市妻崎開作８５２番１

防府自力町 山口県 防府市自力町１１番５号

山口泉都町 山口県 山口市泉都町９番２号

防府車塚町 山口県 防府市車塚町９番３５号

柳井新庄 山口県 柳井市柳井４８３９－１

阿南富岡小山 徳島県 阿南市富岡町小山８番１

板野町川端 徳島県 板野郡板野町川端字手崎４３番１

徳島南沖洲五丁目 徳島県 徳島市南沖洲五丁目１８８番地１４

徳島北矢三町 徳島県 徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号

住吉三丁目 徳島県 徳島市住吉三丁目１番５号

高松昭和 香川県 高松市昭和町１丁目３番２４号

高松亀井町 香川県 高松市亀井町８－１０

国分寺町国分 香川県 高松市国分寺町国分字端岡５９番１

高松西春日 香川県 高松市西春日町字大畑１６８８番地１

高松高田 香川県 高松市亀田町２０２－４

さぬき寒川町 香川県 さぬき市寒川町石田西１９９１－１

坂出工業団地 香川県 坂出市林田町３５１４－５９

坂出加茂北 香川県 坂出市加茂町４５０－１

綾歌町岡田上 香川県 丸亀市綾歌町岡田上１２３６番地４

中国・四国地方

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

鳥取県



西条天神 愛媛県 西条市下島山甲１４３９番地１

西条小松新屋敷 愛媛県 西条市小松町新屋敷甲４９９番地

西条丹原徳能 愛媛県 西条市丹原町徳能出作１０７番

三津屋南 愛媛県 西条市三津屋南５－４７

大島吉海 愛媛県 今治市吉海町八幡１６４番地

伊予灘町 愛媛県 伊予市灘町字西３５４番３・３５４番４

松前役場前 愛媛県 伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

松山余戸南六丁目 愛媛県 松山市余戸南六丁目１１番４７号

松山光洋台 愛媛県 松山市小川甲２０５番１

Ａコープいよ 愛媛県 伊予市市場１２７－１

宇和島桝形 愛媛県 宇和島市桝形町３丁目６－２８

野村 愛媛県 西予市野村町野村１１号６５番地１

宇和島三間 愛媛県 宇和島市三間町迫目１１２２番地１

西予三瓶 愛媛県 西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１

西大洲 愛媛県 大洲市西大洲甲１０１０番地１

宇和島吉田魚棚 愛媛県 宇和島市吉田町魚棚２０番地２

鬼北永野 愛媛県 北宇和郡鬼北町永野市３６９－１　

安芸矢ノ丸 高知県 安芸市矢ノ丸２丁目１番２号

高知種崎 高知県 高知市種崎８２０番地１

高知はりまや町一丁目 高知県 高知市はりまや町一丁目３－１５

桂浜通 高知県 高知市長浜５７２２番地３

いの町吾北 高知県 吾川郡いの町下八川甲３７６番地

高知東石立 高知県 高知市東石立町４５番地１

高知県



小倉南方二丁目 福岡県 北九州市小倉南区南方２－５－３０

戸畑明治町 福岡県 北九州市戸畑区明治町６番４号

小倉熊本一丁目 福岡県 北九州市小倉北区熊本一丁目４番１８号

八幡メディアパーク 福岡県 北九州市八幡東区東田１丁目１番３号

若松西畑町 福岡県 北九州市若松区西畑町１番２２号

小倉ＴＥＸＡＳ 福岡県 北九州市小倉北区鋳物師町３番２号

八幡三条 福岡県 北九州市八幡東区祝町二丁目１０番８号

直方菜の花大橋東 福岡県 直方市大字感田２６３１番１

松崎二丁目 福岡県 福岡市東区松崎２丁目４－４２

飯塚庄司 福岡県 飯塚市中１１１０番１

福岡和白三丁目 福岡県 福岡市東区和白三丁目２７番６６号

多の津一丁目 福岡県 福岡市東区多の津１丁目１４番１号

福岡薬院 福岡県 福岡市中央区薬院一丁目１２番２７号

福岡薬院二丁目 福岡県 福岡市中央区薬院２－５－３０

福岡小笹 福岡県 福岡市中央区小笹２丁目１２－１

今泉一丁目 福岡県 福岡市中央区今泉１丁目１３－９

福岡志免 福岡県 糟屋郡志免町志免３丁目１４－１

福岡飯倉二丁目 福岡県 福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３

大野城駅前 福岡県 大野城市白木原１丁目１５番１５号

室見駅前 福岡県 福岡市早良区室見５丁目１３－２８

福岡拾六町 福岡県 福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

ギャレリアシーホーク 福岡県 福岡市中央区地行浜二丁目２番３号ヒルトン福岡シーホーク４階

福岡小戸四丁目 福岡県 福岡市西区小戸４丁目２－３５

糸島長糸 福岡県 糸島市川付１０１３－１

久留米国分町 福岡県 久留米市国分町１８４８番地４

ブリヂストン久留米 福岡県 久留米市城南町１－１　ブリヂストン厚生会館

甘木三奈木 福岡県 朝倉市三奈木３７７０‐１

久留米文化街 福岡県 久留米市日吉町１５－６５

大川高木病院前 福岡県 大川市大字酒見中原５－１

大牟田本町 福岡県 大牟田市本町６－１－９

芦屋浜口町 福岡県 遠賀郡芦屋町浜口町２－３

八幡西黒崎２丁目 福岡県 北九州市八幡西区黒崎２丁目１－１

戸畑中原東２丁目 福岡県 北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５

ＪＲ和白駅前 福岡県 福岡市東区和白３丁目１０－４

ドラッグイレブン志免 福岡県 糟屋郡志免町南里４－１３－１

博多駅筑紫口 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街５－１２

久留米東合川２丁目 福岡県 久留米市東合川２丁目６－８

福岡弥永４丁目 福岡県 福岡市南区弥永４丁目１４番１号

東唐津 佐賀県 唐津市東唐津４－９－２０

佐賀多布施 佐賀県 佐賀市多布施二丁目４番１６号

基山長野 佐賀県 三養基郡基山町長野１０４５－１

東脊振インター 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町大曲字鶴の森１１４４番１

佐賀諸富 佐賀県 佐賀市諸富町　大字山領８０６－６

神埼日の隈 佐賀県 神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

対馬厳原大手橋 長崎県 対馬市厳原町大手橋１０４０番地

長崎恵美須町 長崎県 長崎市恵美須町２－５

長崎大橋 長崎県 長崎市大橋町１４－８　グレースコート大橋

長崎かき道 長崎県 長崎市かき道１丁目３７－１

佐世保広田 長崎県 佐世保市広田町３－２３７

佐世保江上町 長崎県 佐世保市江上町８６８－４

波佐見インター 長崎県 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１

国立長崎医療センター前 長崎県 大村市久原２丁目１０８０－１

大村小路口町 長崎県 大村市小路口町２４４－５

大村杭出津一丁目 長崎県 大村市杭出津１丁目５１８－１

島原弁天町 長崎県 島原市弁天町一丁目７４００－１

諫早松里 長崎県 諫早市松里町１６８３－５

深江 長崎県 南島原市深江町甲６８

島原街道森山町 長崎県 諫早市森山町本村６５５－１

雲仙吾妻町 長崎県 雲仙市吾妻町　牛口名６８２－１

阿蘇市役所前 熊本県 阿蘇市一の宮町　宮地１８０６－１

小国宮原 熊本県 阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

熊本龍田町弓削 熊本県 熊本市北区弓削三丁目２４番１０号

南関上坂下 熊本県 玉名郡南関町大字上坂下字井手３４７２－１外６筆

植木宮原 熊本県 熊本市北区植木町宮原字大坪２２７番８（地番）

佐賀県

長崎県

熊本県

福岡県

九州・沖縄地方



合志豊岡 熊本県 合志市豊岡２０００－２１５９

熊本薄場三丁目 熊本県 熊本市南区薄場３丁目３－３

サクラマチ 熊本県 熊本市中央区桜町３－１０

熊本八幡五丁目 熊本県 熊本市南区八幡５丁目１４－３２

八代袋町 熊本県 八代市袋町１番３７号

八代中北町 熊本県 八代市中北町３３１６－１

益城宮園 熊本県 上益城郡益城町大字宮園７２１‐７

サンロード木上 熊本県 球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

サンロード駅 熊本県 球磨郡多良木町大字多良木１５９１－１

サンロード相良 熊本県 球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

サンロードシティ 熊本県 球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

山都町 熊本県 上益城郡山都町畑字無田口４５８番１

八代平山新町 熊本県 八代市平山新町２５０９－１

八代港町 熊本県 八代市港町３８－２

宇城豊福 熊本県 宇城市松橋町豊福５１７番１

八代沖町 熊本県 八代市沖町３６５１番地

上熊本２丁目 熊本県 熊本市西区上熊本２丁目１８－５６

熊本島崎４丁目 熊本県 熊本市西区島崎４丁目１番１号

熊本小峯４丁目 熊本県 熊本市東区小峯４丁目４番１０１号

中津牛神 大分県 中津市大字牛神町１－１５－１

武蔵町 大分県 国東市武蔵町古市１３８－１

日田淡窓 大分県 日田市淡窓一丁目４番１９号

野津原 大分県 大分市大字野津原字中牟田９５１－１

別府汐見 大分県 別府市汐見町７番３６号

大分横瀬 大分県 大分市大字横瀬２１９５番地の５

玖珠戸畑 大分県 玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１

大在プラザ 大分県 大分市大字政所字村田２１０３－３－２

由布挾間 大分県 由布市挾間町挾間５１４－１

別府鶴見 大分県 別府市大字鶴見３９２１番４

中戸次 大分県 大分市大字中戸次４８１３番地

大分乙津港町 大分県 大分市乙津港町二丁目５番３８号

寺崎町一丁目 大分県 大分市寺崎町１－２－９

大分新栄町 大分県 大分市新栄町１１番３０号

大分椎迫 大分県 大分市大字三芳６４５番地１

大分南春日 大分県 大分市南春日町４番２７号

大分上宗方 大分県 大分市上宗方５１６番１

大分大学旦野原 大分県 大分市大字旦野原字大迫６８０番地１

大分皆春 大分県 大分市大字皆春３００番地の１

都北町 宮崎県 都城市都北町６４１５番地

高原インター前 宮崎県 西諸県郡高原町大字西麓字中ノ出口１２９７番１

日南星倉 宮崎県 日南市星倉四丁目５番地１

延岡桜ヶ丘 宮崎県 延岡市夏田町３６４番１

加世田竹田神社前 鹿児島県 南さつま市加世田武田１５３７２番９

川辺両添 鹿児島県 南九州市川辺町両添１６６０－１

喜入旧市 鹿児島県 鹿児島市喜入町６０７４番５

指宿大園原 鹿児島県 指宿市西方４５７８番地１

指宿大牟礼 鹿児島県 指宿市大牟礼二丁目２９－３

吉野菖蒲谷 鹿児島県 鹿児島市吉野町３３５５－２３

オロシティー 鹿児島県 鹿児島市卸本町５番３２号

紫原二丁目 鹿児島県 鹿児島市紫原二丁目４２－１

紫原中央 鹿児島県 鹿児島市紫原六丁目１６－７

紫原三丁目 鹿児島県 鹿児島市紫原三丁目３３番８号

上之園町 鹿児島県 鹿児島市上之園町１４番１号

坂元 鹿児島県 鹿児島市坂元町２３－５

鹿大法文学部前 鹿児島県 鹿児島市荒田二丁目５７－２０

二中通電停前 鹿児島県 鹿児島市下荒田１－２－２４

郡山 鹿児島県 鹿児島市郡山町１４２７－１

ドラッグイレブン呉服町 鹿児島県 鹿児島市呉服町１番１０号

原良四丁目 鹿児島県 鹿児島市原良四丁目７番８号

加治木本町 鹿児島県 姶良市加治木町本町３７１番地２

高山やぶさめ通 鹿児島県 肝属郡肝付町新富２２９－２

はとや新町 鹿児島県 霧島市国分向花１４４－１

串木野インター前 鹿児島県 いちき串木野市上名２２２７番地１

出水向江町 鹿児島県 出水市向江町２０－６

川内平佐 鹿児島県 薩摩川内市平佐町１６９３－１７

川内宮内町 鹿児島県 薩摩川内市宮内町１８６３

宮崎県

鹿児島県

大分県



阿久根港町 鹿児島県 阿久根市港町９８番地

名瀬大熊 鹿児島県 奄美市名瀬朝日町４－１

亀津南 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津７１１５－２

上之屋一丁目 沖縄県 那覇市上之屋１丁目１８番３７号

曙小学校前 沖縄県 那覇市曙２丁目２３番１２号

真和志小学校前 沖縄県 那覇市識名１丁目１番地７号

那覇鏡原中学校前 沖縄県 那覇市小禄一丁目３番１０号

那覇西高校前 沖縄県 那覇市金城２－２－９

宜保中央 沖縄県 豊見城市字宜保四丁目５－１３

八重瀬外間 沖縄県 島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

糸満みなみ 沖縄県 糸満市字糸満１６６１‐４

糸満浜川団地前 沖縄県 糸満市字潮平５９９番地の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

大名団地前 沖縄県 浦添市字経塚３６０番地

石嶺小学校前 沖縄県 那覇市首里石嶺町４丁目９０番１

県総合福祉センター前 沖縄県 那覇市首里石嶺町４丁目３７６番３

港川小学校前 沖縄県 浦添市城間四丁目３５番８号

宜野湾上原 沖縄県 宜野湾市上原２丁目１０番９号

宜野湾野嵩 沖縄県 宜野湾市野嵩１－２９－１７

西原工業団地 沖縄県 中頭郡西原町小那覇５４６番地

浦添にしばる 沖縄県 浦添市西原３丁目１番１

中部商業高校前 沖縄県 宜野湾市志真志４丁目３６番５号

ベイサイド宇地泊 沖縄県 宜野湾市字宇地泊７５１番地１

アワセベイストリート 沖縄県 沖縄市泡瀬五丁目１番４

沖縄ももやま通り 沖縄県 沖縄市山内三丁目９番１号

北中屋宜原 沖縄県 中頭郡北中城村屋宜原４９２番地

中城吉の浦 沖縄県 中頭郡中城村当間５６２－１

北中喜舎場 沖縄県 中頭郡北中城村喜舎場２７４－１

北中和仁屋 沖縄県 中頭郡北中城村和仁屋１８９－４

中城南上原 沖縄県 中頭郡中城村字南上原７５６番１

松本五丁目 沖縄県 沖縄市松本５丁目１９番１０号

美里工業高校前 沖縄県 沖縄市大里三丁目１７番２３号

あげな小学校前 沖縄県 うるま市安慶名三丁目１７－３３

北谷桃原 沖縄県 中頭郡北谷町字桃原１７－８

北谷上勢頭 沖縄県 中頭郡北谷町字上勢頭８１２番地の２

北谷国体道路 沖縄県 中頭郡北谷町上勢頭５５０－１１

北谷町役場前 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江９３番地

勝連南風原 沖縄県 うるま市勝連南風原１０７４番地の１

読谷トリイステーション前 沖縄県 中頭郡読谷村楚辺１１７９番地

読谷座喜味入口 沖縄県 中頭郡読谷村字座喜味２５４９

オーケイ嘉手納 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納４７７

名護大南四丁目 沖縄県 名護市大南４丁目１－１１号

名護真喜屋 沖縄県 名護市字真喜屋８０２－１

名護東江五丁目 沖縄県 名護市東江５丁目１６番２５号

恩納たんちゃ 沖縄県 国頭郡恩納村谷茶１９１７

宮古鏡原 沖縄県 宮古島市平良字西里１４６８－９

宮古久貝 沖縄県 宮古島市平良字久貝６８４番１

石垣中央運動公園前 沖縄県 石垣市字平得１３５番１

石垣平得 沖縄県 石垣市字平得２３１番地

石垣八重山支庁前 沖縄県 石垣市字真栄里４６９－１

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

久米島イーフビーチ前 沖縄県 島尻郡久米島町謝名堂５８３－１

沖縄県




