
 BF-X-CP02「むっちゃ!! 100円スタードラゴン」
店名 住所 郵便番号
斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８ 099-4117
斜里本町 北海道斜里郡斜里町本町１７番地３ 099-4113
北見美園 北海道北見市美園４６９番地１ 099-0879
遠軽豊里 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１ 099-0412
網走北６条 北海道網走市北六条西６丁目６番地 093-0076
網走駒場北 北海道網走市駒場北１丁目３－１７ 093-0033
網走駒場南 北海道網走市駒場南７丁目３－６ 093-0035
網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７－９ 093-0042
北見南大通 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７ 090-0837
美幌美富 北海道網走郡美幌町字美富６８－７ 092-0030
北見山下通り 北海道北見市美芳町７丁目５番１９号 090-0064
留萌小平 北海道留萌郡小平町字小平町３３０ 078-3300
名寄西１０条 北海道名寄市西１０条南８丁目４８－４ 096-0020
名寄中央 北海道名寄市西４条南４丁目 096-0014
美深西１条 北海道中川郡美深町西１条南５丁目３６－４ 098-2241
富良野北の峰町 北海道富良野市北の峰町４番６７号 076-0034
富良野若松 北海道富良野市若松町１２ー５ 076-0032
深川北光町 北海道深川市北光町２－１１ 074-0022
赤平茂尻 北海道赤平市茂尻中央町北２丁目１－１ 079-1261
赤平文京町 北海道赤平市東文京町３丁目１－５ 079-1123
旭川永山７条 北海道旭川市永山７条１４丁目 079-8417
旭川末広東１条 北海道旭川市末広東１条５丁目２７３－５ 071-8121
上富良野東町 北海道空知郡上富良野町東町４丁目１－３１ 071-0555
旭川豊岡１３条 北海道旭川市豊岡１３条４丁目１－１ 078-8243
旭川神居雨紛 北海道旭川市神居３条２０丁目７０番地２７ 070-8013
旭川春光台２条 北海道旭川市春光台２条６丁目３番３号 071-8142
旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９ 071-8143
小樽若松１丁目 北海道小樽市若松１丁目９番５号 047-0017
小樽緑 小樽市緑２ー１３ー１ 047-0034
石狩当別末広 北海道石狩郡当別町美里１６５４－１ 061-0225
月形町 北海道樺戸郡月形町字知来乙２６２－１８ 061-0516
札幌三角点通り 札幌市東区東苗穂１２条２ー６ー１５ 007-0812
札幌福井３丁目 北海道札幌市西区福井３丁目１４－３３ 063-0012
札幌北２７条東 北海道札幌市東区北２７条東８丁目１－１５ 065-0027
札幌北６条 札幌市中央区北６条西２２丁目２５０ー１ 060-0006
札幌西宮の沢４条 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目４－２６ 006-0004
札幌西町南１３丁目 北海道札幌市西区西町南１３丁目１－１ 063-0062
小樽桂岡 北海道小樽市桂岡町３番１号 047-0264
札幌新川２条 北海道札幌市北区新川２条４丁目８－３５ 001-0922
札幌宮の森１条 北海道札幌市中央区北４条西２９丁目２－１５ 064-0824
札幌北３条西２８丁目 北海道札幌市中央区北３条西２８丁目２－１５ 064-0823
浦河堺町 北海道浦河郡浦河町堺町東３丁目１０番４号 057-0033
浦河築地 北海道浦河郡浦河町築地３丁目５－１５ 057-0024
えりも本町 北海道幌泉郡えりも町字本町４８番２２ 058-0204
新冠北星町 北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６ 059-2403
静内神森 北海道日高郡新ひだか町静内神森４－５ 056-0002
静内旭 北海道日高郡新ひだか町静内旭町１丁目３番３３号 056-0003
日高門別インター 北海道沙流郡日高町緑町１１－１２ 059-2122
喜茂別町 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２４８番５ 044-0201
倶知安南４条 北海道虻田郡倶知安町南４条東１丁目１番 044-0014
倶知安基町 北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地 044-0053
美唄西３条 北海道美唄市西３条南３丁目５－１ 072-0026
美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１ 072-0006
千歳朝日町 北海道千歳市朝日町４丁目３７番１ 066-0043
千歳白樺 北海道千歳市白樺２丁目１－４ 066-0056
千歳大和 北海道千歳市大和４丁目１－１ 066-0066
岩見沢志文 北海道岩見沢市ふじ町２条４丁目２ 068-0832



岩見沢南町 北海道岩見沢市南町８条２丁目 068-0808
岩見沢１条 北海道岩見沢市１条西３丁目３－２ 068-0021
長沼町 夕張郡長沼町旭町南１丁目７番１号 069-1343
空知栗山 北海道夕張郡栗山町桜丘２丁目３７番１ 069-1501
栗山継立 夕張郡栗山町字継立３６３ー８ 068-0353
空知由仁 北海道夕張郡由仁町東栄９７－１ 069-1203
岩見沢北本町西 北海道岩見沢市北本町西１丁目４番９号 068-0053
札幌清田２条 北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１ 004-0842
北広島三井アウトレットパーク 北海道北広島市大曲幸町３丁目７－６ 061-1278
札幌本郷 北海道札幌市白石区本郷通１２丁目南２－１３ 003-0024
札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１ 005-0016
札幌北郷３条 北海道札幌市白石区北郷三条１１丁目８番２７号 003-0833
札幌北郷３条４丁目 北海道札幌市白石区北郷３条４丁目２－７ 003-0833
札幌美園１条 北海道札幌市豊平区美園１条３丁目２番１号 062-0001
札幌美園５条 北海道札幌市豊平区美園５条４丁目１－２３ 062-0005
札幌月寒東１条 北海道札幌市豊平区月寒東１条１７丁目２ー１０ 062-0051
札幌厚別中央１条 北海道札幌市厚別区厚別中央１条７丁目５－２７ 004-0051
札幌菊水元町２条 北海道札幌市白石区菊水元町２条２丁目２－７ 003-0822
室蘭宮の森 北海道室蘭市宮の森町４ー１１ー６ 050-0073
苫小牧宮前町 北海道苫小牧市宮前町４丁目２０番２９号 059-1264
苫小牧しらかば町 北海道苫小牧市しらかば町６丁目１６－２１ 053-0821
苫小牧川沿町６丁目 北海道苫小牧市川沿町６丁目１－２０ 053-0822
苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４ 053-0031
苫小牧沼ノ端北 北海道苫小牧市北栄町３丁目８番地１ 059-1304
苫小牧澄川 北海道苫小牧市澄川町４ー２ー１０ 059-1271
苫小牧元中野 北海道苫小牧市元中野町３丁目８－１７ 053-0005
苫小牧沼ノ端東 北海道苫小牧市沼ノ端中央２丁目２－８ 059-1305
白老萩野西 北海道白老郡白老町萩野８４－１８８ 059-0922
渡島森本町 北海道茅部郡森町字本町１０４－１ 049-2325
渡島七飯 北海道亀田郡七飯町本町３－４－１ 041-1111
函館本通２丁目 北海道函館市本通２丁目３９ー１５ 041-0851
函館日吉中央通 北海道函館市日吉町２丁目１０番１９号 041-0841
函館富岡町 北海道函館市富岡町２丁目４５－１１ 041-0811
北斗中央インター 北海道北斗市中野通１９９番５ 049-0156
知内町 北海道上磯郡知内町字重内２５－１ 049-1103
函館五稜郭機関区前 北海道函館市昭和４丁目２０－２ 041-0812
北斗大野橋通 北海道北斗市本町２丁目１番５３号 041-1201
江差愛宕町 北海道檜山郡江差町字愛宕町７８番地１ 043-0031
江差茂尻町 北海道檜山郡江差町字茂尻町１７２－２ 043-0052
函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町８４９－１６ 041-0824
七飯本町 北海道亀田郡七飯町本町１丁目１６番５０号 041-1111
帯広北１線 北海道帯広市西１７条北２丁目１０－１２ 080-0047
芽室西５条 北海道河西郡芽室町西５条９丁目１－５ 082-0035
帯広豊成 北海道帯広市清流東１丁目１番地１号 080-0871
広尾本通 北海道広尾郡広尾町本通１３丁目９番地２ 089-2615
幕別札内中央町 北海道中川郡幕別町札内中央町３１９－１ 089-0543
帯広東８条南１２丁目 北海道帯広市東８条南１２丁目１番２号 080-0808
帯広西２１南５丁目 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号 080-2471
帯広西２１条 北海道帯広市西２１条南３丁目２７－６ 080-2471
帯広十勝大橋 北海道帯広市西３条北１丁目６－１ 080-0033
根室宝林町５丁目 北海道根室市宝林町５丁目３８番地１ 087-0024
中標津東 北海道標津郡中標津町東３９条南１丁目１番地６ 086-1039
標茶駅前 北海道川上郡標茶町富士１丁目２番１９号 088-2302
別海緑町 北海道野付郡別海町別海緑町９番地 086-0214
釧路鳥取大通５丁目 北海道釧路市鳥取大通５丁目１５番１７号 084-0906
釧路昭和４丁目 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２ 084-0903
釧路昭和中央３丁目 北海道釧路市昭和中央３丁目５５－７ 084-0910
釧路昭和中央 北海道釧路市昭和中央６丁目１－１７ 084-0910
釧路文苑１丁目 北海道釧路市文苑１丁目２８－３ 085-0063



釧路公立大学前 北海道釧路市文苑４丁目６６番２ 085-0063
釧路町新開 北海道釧路郡釧路町新開３丁目１番 088-0624
釧路新富士通 北海道釧路市新富士町３丁目３番１号 084-0904
釧路愛国北園通 北海道釧路市愛国東４丁目３６番２２ 085-0058
釧路愛国東４丁目 北海道釧路市愛国東４丁目１２－２ 085-0058
釧路星が浦大通５丁目 北海道釧路市星が浦大通５丁目４－１４ 084-0912
釧路星が浦大通１丁目 北海道釧路市星が浦大通１丁目９番３ 084-0912
紫波犬吠森 岩手県紫波郡紫波町犬吠森字境７３－１ 028-3312
紫波栃内 岩手県紫波郡紫波町栃内字小畑８５ 028-3322
矢巾町南矢幅 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１５地割１０７ 028-3615
花巻諏訪町２丁目 岩手県花巻市諏訪町２丁目２－３ 025-0039
花巻南インター 岩手県花巻市上根子字欠端１４７－１ 025-0043
奥州江刺南大通り 岩手県奥州市江刺区南大通り１－４ 023-1112
岩手県立中部病院前 岩手県北上市村崎野１８－２１６－１ 024-0004
花巻矢沢 岩手県花巻市矢沢第４地割１２６－１ 025-0011
一関東口 岩手県一関市三関字神田１００番 021-0821
一関工業団地 岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５番地９０ 029-0132
一関摺沢 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前２４番２ 029-0523
盛岡緑が丘３丁目 岩手県盛岡市緑が丘３丁目１－１ 020-0117
盛岡松尾町 岩手県盛岡市松尾町１９番１２号 020-0873
盛岡手代森 岩手県盛岡市手代森１４－１６－４４５ 020-0401
陸前高田竹駒町 岩手県陸前高田市竹駒町字大畑２０－１ 029-2203
陸前高田市役所前 岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢２０６－１ 029-2205
湯沢川連町 秋田県湯沢市川連町字野村１１番１ 012-0105
湯沢杉沢 秋田県湯沢市杉沢字戸石崎３７－３ 012-0804
湯沢古館町 秋田県湯沢市古館町１－３ 012-0815
羽後西馬音内 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野３２番６ 012-1131
湯沢千石町１丁目 秋田県湯沢市千石町１丁目１－２６ 012-0857
雄勝こまちインター 秋田県湯沢市小野字新田８３番１ 019-0205
横手平和町 秋田県横手市平和町９番３号 013-0035
横手八幡 秋田県横手市八幡字上長田２２ 013-0071
横手三ノ口 秋田県横手市横手町字三ノ口１－１ 013-0061
横手浅舞 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田３１８番１ 013-0105
横手雄物川 秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田１２６番１ 013-0205
道の駅十文字 秋田県横手市十文字町字海道下２１番地４ 019-0529
盛岡本宮 岩手県盛岡市本宮６丁目２３－２１ 020-0866
雫石バイパス 岩手県岩手郡雫石町長山赤坂１１０番２ 020-0585
滝沢鵜飼 岩手県滝沢市鵜飼諸葛川２番１ 020-0663
盛岡月が丘１丁目 岩手県盛岡市月が丘１－５－１６ 020-0121
滝沢せいほくタウン 岩手県滝沢市穴口１３５番２ 020-0633
滝沢祢宜屋敷 岩手県滝沢市袮宜屋敷１番 020-0641
盛岡加賀野４丁目 岩手県盛岡市加賀野４－６－１９ 020-0807
鹿角八幡平 秋田県鹿角市花輪字高井田４４番１５ 018-5201
鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１ 018-5201
大館池内 秋田県大館市池内字田中２７８番 017-0836
釜石中妻町１丁目 岩手県釜石市中妻町１丁目１２５－１ 026-0034
山田町中央 岩手県下閉伊郡山田町中央町６－１３ 028-1332
北上常盤台４丁目 岩手県北上市常盤台４丁目９番２６号 024-0012
北上さくら通り５丁目 岩手県北上市さくら通り５－７ 024-0084
余目バイパス 山形県東田川郡庄内町余目字滑石４５－１ 999-7781
庄内余目月屋敷 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷１０１ 999-7781
酒田砂越 山形県酒田市砂越字粕町９６‐１ 999-6701
平田町飛鳥 山形県酒田市飛鳥字大林１７０－２ 999-6711
酒田法連寺 山形県酒田市法連寺字茅針谷地７１－１ 999-8233
新庄新町 山形県新庄市新町４番９号 996-0078
山形櫛引バイパス 山形県鶴岡市下山添字一里塚１３９ 997-0341
鶴岡美原町 山形県鶴岡市美原町５－２０ 997-0826
鶴岡宝田１丁目 山形県鶴岡市宝田１丁目８番５５ 997-0011
鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１ 997-0838



鶴岡大宝寺町 山形県鶴岡市大宝寺町３番８号 997-0014
三川町横山 山形県東田川郡三川町大字横山字横山１３５番３ 997-1301
村山白鳥 山形県村山市大字白鳥３７１７ー３ 995-0202
上山金生 山形県上山市金生西３丁目４番１２号 999-3126
南陽島貫 山形県南陽市島貫６１６－４ 999-2244
寒河江市役所前 山形県寒河江市中央１－７－６ 991-0021
寒河江中央工業団地入口 山形県寒河江市大字寒河江字塩水７番５ 991-0041
中山あおば 山形県東村山郡中山町あおば１４－２ 990-0411
天童駅西４丁目 山形県天童市駅西４丁目１－１ 994-0047
天童芳賀 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内９街１符号 994-0067
天童石鳥居１丁目 山形県天童市石鳥居１丁目４番２５号 994-0057
山形松栄１丁目 山形県山形市松栄１丁目３３－１ 990-2473
山形東原町 山形県山形市東原町２丁目３番１５号 990-0034
気仙沼バイパス 宮城県気仙沼市岩月千岩田８７－１ 988-0201
気仙沼松崎 宮城県気仙沼市松崎萱３３－１３ 988-0121
気仙沼東新城３丁目 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４ 988-0066
本吉津谷バイパス 宮城県気仙沼市本吉町中島２５１－３ 988-0331
気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１ 988-0222
富谷明石台 宮城県富谷市明石台３丁目１９番７号 981-3332
加美下野目 宮城県加美郡加美町字下野目雷北１０－１ 981-4302
一迫柳目 宮城県栗原市一迫柳目字上田２７ 987-2309
栗原栗駒中野 宮城県栗原市栗駒中野西上野２５番１ 989-5351
栗駒岩ケ崎四日町 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎神南５－１ 989-5301
栗原金成片馬合 宮城県栗原市金成片馬合佐野原８３－２ 989-4805
河南伊勢前 宮城県石巻市鹿又字伊勢前５７－３ 986-1111
石巻南中里３丁目 宮城県石巻市南中里３丁目９－１ 986-0814
迫佐沼小金丁 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁５４ 987-0511
迫佐沼北方 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬１４４ 987-0511
石越駅前 宮城県登米市石越町南郷字小谷地前１２０－５ 989-4703
瀬峰藤沢下田 宮城県栗原市瀬峰下田１８５－６ 989-4521
河南広渕 宮城県石巻市広渕字焼巻３０１番１ 987-1222
石巻あゆみ野 宮城県石巻市蛇田字新沼田２００－１ 986-0861
石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６－１ 986-0826
大崎鹿島台 宮城県大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢７８－１ 989-4102
松島磯崎 宮城県宮城郡松島町字長田６７番１ 981-0212
小牛田青生 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３ 987-0015
大崎松山 宮城県大崎市松山金谷字金ヶ崎６－１ 987-1303
古川清水沢 宮城県大崎市古川清水沢１－５ 989-6241
古川駅東３丁目 宮城県大崎市古川駅東３丁目８－４３ 989-6115
登米中田町上沼 宮城県登米市中田町上沼字南桜場２９５－１ 987-0602
原町石神 福島県南相馬市原町区信田沢字下信田１０８ 975-0076
原町錦町 福島県南相馬市原町区錦町２－８４ 975-0031
亘理インター 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡４６－１ 989-2301
仙台蒲町 宮城県仙台市若林区蒲町２５－４３ 984-0037
大河原広表 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字薬師１５７ 989-1224
白石福岡 宮城県白石市福岡長袋字高畑８－１ 989-0232
白石馬場前 宮城県白石市越河五賀字馬場前２番１ 989-0111
仙台南光台３丁目 宮城県仙台市泉区南光台３丁目１７－４０ 981-8003
仙台長命ケ丘５丁目 宮城県仙台市泉区長命ケ丘５丁目１－１ 981-3212
仙台泉実沢 宮城県仙台市泉区実沢字中５４－３ 981-3217
相馬山上 福島県相馬市山上字南田１１０ 976-0151
相馬黒木 福島県相馬市黒木字勝善１００－１ 976-0052
相馬大曲 福島県相馬市大曲字大毛内８１ 976-0032
相馬日立木 福島県相馬市日下石字金谷６３－１ 979-2522
仙台南小泉１丁目 宮城県仙台市若林区南小泉１丁目８－１９ 984-0827
仙台富沢駅西 宮城県仙台市太白区富沢南１丁目１９－１ 982-0036
仙台柳生 宮城県仙台市太白区柳生２ー６ー７ 981-1106
仙台郡山５丁目 宮城県仙台市太白区郡山５丁目７番３０号 982-0003
岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９ 989-2459



角田中央 宮城県角田市角田字町１９５ 981-1505
仙台大和町４丁目 宮城県仙台市若林区大和町４丁目２５－１４ 984-0042
仙台卸町１丁目 宮城県仙台市若林区卸町１－１－５ 984-0015
仙台福田町２丁目 宮城県仙台市宮城野区福田町２－３－４９ 983-0023
仙台通町２丁目 宮城県仙台市青葉区通町２丁目１４－７ 981-0915
北仙台駅前 宮城県仙台市青葉区昭和町３－２７ 981-0913
仙台泉本田町 宮城県仙台市泉区本田町３－３１ 981-3107
仙台泉向陽台３丁目 宮城県仙台市泉区向陽台３丁目３７－１８ 981-3102
仙台泉中央南 宮城県仙台市泉区泉中央南３－１３ 981-3126
名取大手町４丁目 宮城県名取市大手町４丁目１－１ 981-1232
仙台岩切３丁目 宮城県仙台市宮城野区岩切３丁目１－１ 983-0821
仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９ 983-0821
仙台岩切 宮城県仙台市宮城野区岩切分台３丁目１３－１０ 983-0828
滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地 963-3602
大越町 福島県田村市大越町下大越字上田６５ 963-4112
船引砂子田 福島県田村市船引町船引字砂子田１１２番２ 963-4312
須賀川下宿 福島県須賀川市下宿町８番地 962-0007
須賀川宮の杜 福島県須賀川市滑川字東町２７１－３ 962-0403
須賀川警察署前 福島県須賀川市八幡町１０６番 962-0831
福島玉川 石川郡玉川村大字小高字稲荷畷２７ー１ 963-6312
本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１ 969-1101
大玉大山 福島県安達郡大玉村大山字岩ヶ作１２４－１ 969-1301
郡山名倉 福島県郡山市安積町荒井字水神前１－１ 963-0111
郡山富田 福島県郡山市富田町字下赤沼１０ー１ 963-8041
郡山インター 福島県郡山市喜久田町松ケ作１６ー１８０ 963-0551
郡山喜久田堀之内 郡山市喜久田町堀之内釜場西１１ー１６ 963-0541
須賀川池ノ上 福島県須賀川市西川字後田１６ー２ 962-0052
須賀川吉美根 福島県須賀川市吉美根字土橋５５９ 962-0059
須賀川丸田町 福島県須賀川市丸田町２５７ 962-0022
鏡石町 岩瀬郡鏡石町鏡田不時沼６３ 969-0401
須賀川芦田塚 福島県須賀川市芦田塚６２－３ 962-0868
福島浅川 福島県石川郡浅川町浅川字月斉４４－１ 963-6204
道の駅はなわ 福島県東白川郡塙字桜木町３８８－１ 963-5405
郡山日和田 福島県郡山市日和田町字小山田１ 963-0534
二本松郭内 福島県二本松市郭内３丁目３８８－２ 964-0904
白河天神町 福島県白河市天神町８９－１ 961-0954
白河借宿 福島県白河市借宿神田１６－１ 961-0014
郡山美術館東 福島県郡山市蒲倉町字広表１１８－７ 963-0703
郡山安積町 福島県郡山市安積町長久保１－２－４ 963-0105
郡山鶴見坦１丁目 福島県郡山市鶴見坦１丁目６－２３ 963-8861
郡山大槻太田 福島県郡山市大槻町字太田７４－１ 963-0201
郡山大槻中野 郡山市大槻町字下中野１ー３６ 963-0201
岡部 福島県福島市岡島字砂入１７－１ 960-8201
保原城ノ内 福島県伊達市保原町城ノ内１０５－１ 960-0611
保原北 福島県伊達市保原町字半道１１７番地１ 960-0635
福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地 960-0808
福島本内 福島県福島市本内松川畑２－２ 960-0103
福島瀬上 福島県福島市瀬上町字荒町６０番地 960-0101
福島伊達町 福島県伊達市北後９－６ 960-0468
福島しのぶ台ニュータウン前 福島県福島市上鳥渡字藤ノ内１１－１ 960-1107
福島荒井 福島県福島市荒井字地蔵原庚１５－８ 960-2156
福島東浜町 福島県福島市東浜町１０９番１ 960-8132
福島東高成蹊高前 福島県福島市腰浜町１４－３６ 960-8135
飯野町志保井 福島県福島市飯野町字志保井４－１ 960-1301
太平寺 福島県福島市太平寺町ノ内１ 960-8151
福島小倉寺 福島県福島市小倉寺字中田２ー４ 960-8142
福島松川本町 福島県福島市松川町字本町３２ー２ 960-1241
福島駅東口 福島県福島市栄町７２－４ 960-8031
福島野田町３丁目 福島県福島市野田町３丁目４－７８ 960-8055



福島天神町 福島県福島市天神町３番１７号 960-8001
福島大附属小前 福島県福島市宮下町１５－２０ 960-8011
福島吉倉 福島県福島市吉倉字谷地１１－１ 960-8165
福島野田町５丁目 福島県福島市野田町５丁目１－２ 960-8055
福島御山 福島県福島市御山字稲荷田８３－３ 960-8252
福島南沢又 福島県福島市南沢又字小堰３１－５ 960-8254
会津広田 福島県会津若松市河東町郡山字金道２５ 969-3481
裏磐梯 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯１０９３ー４０１ 969-2701
猪苗代駅通り 耶麻郡猪苗代町大字磐里字村東２ー１ 969-3141
北会津真宮 福島県会津若松市真宮新町南４丁目１０１番 965-0103
下郷湯野上 福島県南会津郡下郷町湯野上橋詰乙４４９ 969-5206
会津田島新町 福島県南会津郡南会津町田島字鎌倉崎乙４１－２ 967-0004
会津門田日吉 福島県会津若松市門田町大字日吉字笊籬田３２－２ 965-0841
喜多方前田 福島県喜多方市字前田４９８４－１ 966-0862
会津上荒久田 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字村北１５１－１ 965-0053
いわき中山 福島県いわき市平中山字諏訪下３６ー１ 970-8031
いわき谷川瀬 福島県いわき市平谷川瀬字双藤町９３－１ 970-8036
いわき佐糠町 福島県いわき市佐糠町東２丁目２３－７ 974-8223
いわき小名浜島 福島県いわき市小名浜島字西屋１０番 971-8125
いわき西郷 福島県いわき市常磐西郷町大夫５９－１ 972-8316
いわき内郷宮町 福島県いわき市内郷宮町代７７－１ 973-8407
いわき草木台 福島県いわき市草木台２丁目１－１ 972-8301
いわき四倉東４丁目 福島県いわき市四倉町字東４丁目７２－１２ 979-0201
福島広野町 福島県双葉郡広野町大字下北迫字腰巻１４番１ 979-0402
階上蒼前西７丁目 青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８ 039-1212
八戸新井田重地 青森県八戸市大字新井田字重地１８番地６ 031-0813
八戸市庁前 青森県八戸市内丸１丁目２番２２ 031-0075
八戸下長３丁目 青森県八戸市下長３丁目１３－２２ 039-1164
八戸長苗代２丁目 青森県八戸市長苗代２丁目１９番１０号 039-1103
十和田稲生町 青森県十和田市稲生町６番４３号 034-0011
三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３ 033-0001
三沢下久保１丁目 青森県三沢市下久保１丁目１－２ 033-0023
大曲西根 秋田県大仙市大曲西根字杉矢崎２８３－２ 014-0072
大仙大曲須和町１丁目 秋田県大仙市大曲須和町１丁目６番４０号 014-0047
大仙福田町 秋田県大仙市福田町２１－２１－２ 014-0021
大仙若竹町 秋田県大仙市若竹町２３－５７ 014-0016
角館武家屋敷 秋田県仙北市角館町横町４２－１ 014-0323
秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号 010-0061
秋田仁井田本町 秋田県秋田市仁井田本町５丁目６３番 010-1421
秋田四ツ小屋 秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門川原４０８番３ 010-1417
秋田御所野堤台 秋田県秋田市御所野堤台１丁目５－１－２ 010-1419
大仙飯田 秋田県大仙市飯田字大道端１３ 014-0067
六郷バイパス 秋田県仙北郡美郷町六郷字白山１９－３ 019-1404
美郷土崎 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１１１－１０ 019-1541
由利本荘鶴沼 秋田県由利本荘市鶴沼３０番１ 015-0873
由利本荘荒町 秋田県由利本荘市荒町字真城７９－１ 015-0065
秋田通町 秋田県秋田市大町１丁目２番１２号 010-0921
秋田広面 秋田県秋田市広面字谷地沖１７－２ 010-0041
秋田東通仲町 秋田県秋田市東通仲町３番２４号 010-0002
秋田明田 秋田県秋田市広面字野添１８２番 010-0041
秋田東通８丁目 秋田県秋田市東通８丁目３番１号 010-0003
秋田山王１丁目 秋田県秋田市山王１丁目１２－２５ 010-0951
秋田新屋豊町 秋田県秋田市新屋豊町６番３５号 010-1612
にかほ平沢 秋田県にかほ市平沢字中谷地１番１ 018-0402
秋田にかほ象潟 秋田県にかほ市象潟町字才ノ神２０番地９ 018-0129
青森浪岡中央 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１３５－６ 038-1311
藤崎町村井 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井２２番４ 038-3802
弘前小比内５丁目 青森県弘前市大字小比内５丁目１８－９ 036-8102
弘前取上２丁目 青森県弘前市取上２丁目１－５ 036-8171



青森西大野３丁目 青森県青森市西大野３丁目１３－２ 030-0856
中之条横尾 群馬県吾妻郡中之条町大字横尾２８６－１ 377-0415
利根老神温泉入口 群馬県沼田市利根町高戸谷６１０－１ 378-0321
群馬みなかみ町 群馬県利根郡みなかみ町川上１０２－１ 379-1616
渋川駅前 群馬県渋川市石原字熊野２０５－１ 377-0007
渋川辰巳町 群馬県渋川市渋川１８２０－２３ 377-0008
榛東広馬場 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６４０ー２ 370-3504
吉岡大久保 群馬県北群馬郡吉岡町大久保３５３２－１ 370-3602
渋川八木原 群馬県渋川市八木原６３８ー２ 377-0003
板倉ニュータウン 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬下新田４０８５－１ 374-0111
北川辺向古河 埼玉県加須市向古河１２１１－１ 349-1205
板倉大高嶋 群馬県邑楽郡板倉町大字大高嶋字梁田３７９６－１ 374-0122
板倉水郷公園前 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田６９３－１ 374-0133
邑楽篠塚 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１６２０－１ 370-0615
館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５ 374-0052
太田市龍舞バイパス 群馬県太田市龍舞町３８０４－３ 373-0806
邑楽石打 群馬県邑楽郡邑楽町石打１０７２－１ 370-0604
大泉仙石２丁目 群馬県邑楽郡大泉町仙石２丁目１７－１２ 370-0533
大泉中央１丁目 群馬県邑楽郡大泉町中央１丁目１番２７号 370-0516
太田市鳥山上町 群馬県太田市鳥山上町２３５０－１ 373-0061
太田市菅塩町 群馬県太田市菅塩町２０７２番１号 373-0002
太田市上強戸町 群馬県太田市上強戸町１４８５－３ 373-0074
太田市運動公園西 群馬県太田市飯塚町１０８０ー１ 373-0817
太田市小舞木 群馬県太田市小舞木町２４４－１ 373-0818
太田市内ケ島 群馬県太田市内ヶ島町１４９８－３ 373-0813
大泉北小泉３丁目 群馬県邑楽郡大泉町北小泉３丁目１１－１０ 370-0511
秩父吉田町 埼玉県秩父市吉田久長１６４－１ 369-1501
埼玉小鹿野 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１１６５ 368-0101
小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３ 368-0105
秩父宮地 埼玉県秩父市上宮地町２６ー２１ 368-0024
秩父巴川橋 埼玉県秩父市上影森７４７－８ 369-1872
羽生下新郷 埼玉県羽生市大字下新郷１９６９－１ 348-0047
行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１ 361-0077
行田病院前 埼玉県行田市大字持田字東谷３４５－６ 361-0056
熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４ 360-0037
安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３ 379-0106
桐生天沼 群馬県桐生市相生町５丁目字郡境３１番８ 376-0011
西桐生駅前 群馬県桐生市宮前町２丁目７番３号 376-0046
桐生錦町１丁目 群馬県桐生市錦町１丁目９７３－１ 376-0023
桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４ 376-0034
甘楽福島 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字大日１６２２－１ 370-2212
富岡市富岡 群馬県富岡市富岡１２２５－５ 370-2316
深谷畠山 埼玉県深谷市畠山１６５１番 369-1107
寄居今市 埼玉県大里郡寄居町今市６３８－１ 369-1214
埼玉江南板井 埼玉県熊谷市板井４７７－５ 360-0105
江南御正新田 埼玉県熊谷市御正新田１７－１ 360-0113
高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４ 370-0871
深谷東方 埼玉県深谷市東方１７４５－７ 366-0041
熊谷新堀 埼玉県熊谷市新堀１０３７－１ 360-0841
高崎下大島町 群馬県高崎市下大島町字宮田７２２ 370-0886
吉井岩崎 群馬県高崎市吉井町岩崎６９２ 370-2131
寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１ 369-1211
太田市下田島町 群馬県太田市下田島町１１６３－１ 373-0844
熊谷伊勢町 埼玉県熊谷市伊勢町２４７ 360-0821
熊谷宮本町 埼玉県熊谷市宮本町８１ 360-0822
深谷上柴東５丁目 埼玉県深谷市上柴町東５丁目１５－２８ 366-0051
深谷つばき公園 埼玉県深谷市上柴町東５丁目７－４ 366-0051
深谷国済寺 埼玉県深谷市大字国済寺５７１－２ 366-0033
深谷国済寺西 埼玉県深谷市国済寺４２２－１ 366-0033



前橋石倉町 群馬県前橋市石倉町８１９－１ 371-0841
粕川 群馬県前橋市粕川町込皆戸５３４番地４ 371-0216
群馬桐原 群馬県みどり市大間々町桐原３５０４－３ 376-0102
新里新川 群馬県桐生市新里町新川６６９－９ 376-0121
高崎大橋町 群馬県高崎市並榎町１１７－１ 370-0802
神川新里 埼玉県児玉郡神川町新里１６０－９ 367-0232
新伊勢崎駅前 群馬県伊勢崎市中央町２２－１５ 372-0042
笠懸岩宿 群馬県みどり市笠懸町阿左美２３６４－１１ 379-2311
桐生境野 群馬県桐生市境野町７－１８００－５ 376-0002
本庄栄１丁目 埼玉県本庄市栄１丁目１番３６号 367-0046
本庄早稲田西 埼玉県本庄市東富田３３－１ 367-0033
美里古郡 埼玉県児玉郡美里町古郡９２０番１ 367-0111
伊勢崎馬見塚 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８０７－１ 372-0842
前橋日吉町 群馬県前橋市日吉町２丁目３２ー１８ 371-0017
前橋上沖町 群馬県前橋市上沖町１５２－４ 371-0052
伊勢崎田部井町 群馬県伊勢崎市田部井町２－７３６－１ 379-2222
伊勢崎境平塚 群馬県伊勢崎市境平塚３１５－１ 370-0132
深谷中瀬 埼玉県深谷市中瀬１５６７－３ 366-0001
埼玉岡部町 埼玉県深谷市岡３１２－１ 369-0201
深谷田谷 埼玉県深谷市田谷９６－１ 366-0821
深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１ 366-0035
群馬赤堀南 群馬県伊勢崎市市場町２丁目４７３－７ 379-2211
佐波東国定 群馬県伊勢崎市国定町二丁目１８５２－８ 379-2221
前橋本町１丁目 群馬県前橋市本町１丁目７－５ 371-0023
前橋岩神町３丁目 群馬県前橋市岩神町３丁目４－１６ 371-0035
前橋川原町 群馬県前橋市川原町１丁目２５番地１０ 371-0046
前橋川原町西原 群馬県前橋市川原町２丁目３２番地７ 371-0046
藤岡中島 群馬県藤岡市中島３５３－１ 375-0001
藤岡立石 群馬県藤岡市立石字立石１４９５－５ 375-0002
前橋天川町 群馬県前橋市天川町３－３ 371-0802
前橋文京町 群馬県前橋市文京町１－６３７－１ 371-0801
前橋表町２丁目 群馬県前橋市表町２－２２－１３ 371-0024
前橋西片貝５丁目 群馬県前橋市西片貝町５丁目１９－１２ 371-0013
高崎上中居町 群馬県高崎市上中居町１７３－１ 370-0851
高崎駅東口 群馬県高崎市栄町１６－１１ 370-0841
新田上江田 群馬県太田市新田上江田町５６３－１ 370-0342
太田市新田反町北 群馬県太田市新田市野井町５－１ 370-0314
伊勢崎西部公園前 群馬県伊勢崎市連取町３０１６番３ 372-0812
前橋二之宮町南 群馬県前橋市二之宮町２３８７－１ 379-2117
高崎上滝町 群馬県高崎市上滝町５５７－１ 370-0027
高崎大沢町 群馬県高崎市大沢町２０９－１ 370-0012
前橋箱田町 群馬県前橋市箱田町１０１８ 371-0837
前橋小相木町 群馬県前橋市小相木町４８１－１ 371-0831
前橋南町２丁目 群馬県前橋市南町２丁目４０－１ 371-0805
伊勢崎東上之宮町 群馬県伊勢崎市東上之宮町３２４－１ 372-0815
伊勢崎田中島 群馬県伊勢崎市田中島町１４６５－１ 372-0802
伊勢崎連取吉原 群馬県伊勢崎市連取町３２９５－３ 372-0812
伊勢崎堀口町 群馬県伊勢崎市堀口町字城西７３８番１ 372-0834
玉村福島 群馬県佐波郡玉村町大字福島１２９２－６ 370-1105
玉村下新田 群馬県佐波郡玉村町下新田５３４－５ 370-1132
玉村上茂木 群馬県佐波郡玉村町大字上茂木４１６－１ 370-1122
村上インター 新潟県村上市上助渕字谷地１８３９－１ 959-3403
新発田住吉 新潟県新発田市住吉町３丁目２－２６ 957-0061
新発田住吉５丁目 新潟県新発田市住吉町５丁目１番１４号 957-0061
新潟すみれ野 新潟県新潟市北区すみれ野２－１９－３６ 950-3133
豊栄太田 新潟県新潟市北区太田甲５６４９－３ 950-3313
新潟浜谷町 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２ 950-0034
新発田城北町 新潟県新発田市城北町２丁目２－２２ 957-0051
新発田カルチャーセンター前 新潟県新発田市新富町１丁目１番２号 957-0017



新潟坂井 新潟県新潟市西区坂井字村上９２６－２ 950-2042
新潟新通 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１ 950-2035
新潟松野尾 新潟県新潟市西蒲区松野尾４１２０－１ 953-0015
新潟みずき野 新潟県新潟市西区みずき野２丁目１７－１８ 950-2264
新潟車場 新潟県新潟市秋葉区車場４－１２－３９ 956-0011
新潟荻島 新潟県新潟市秋葉区荻島３丁目１３番２号 956-0804
新潟城所インター 新潟県新潟市江南区城所１丁目１０番２号 950-0136
新潟愛宕 新潟県新潟市中央区愛宕３－１０－１ 950-0944
新潟女池西 新潟県新潟市中央区女池西１丁目６９８番２ 950-0946
新潟東出来島 新潟県新潟市中央区東出来島２６４－４１ 950-0961
新潟和合町１丁目 新潟県新潟市中央区和合町１丁目１０－２２ 950-0985
新潟弁天橋通 新潟県新潟市中央区長潟８５４－１ 950-0932
新潟小針１丁目 新潟県新潟市西区小針１丁目３０番５号 950-2022
白根大通黄金 新潟県新潟市南区大通黄金４丁目１番地１０号 950-1203
新潟味方中央 新潟県新潟市南区味方１５９１番地 950-1261
新潟万代４丁目 新潟県新潟市中央区万代４丁目２４６０－１ 950-0088
越後田上 新潟県南蒲原郡田上町田上丙６５０－１ 959-1502
加茂大郷町 新潟県加茂市大郷町２－４７３ 959-1385
新潟牡丹山 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目２４－２ 950-0872
新津東町 新潟県新潟市秋葉区新津東町１丁目２４０－２ 956-0816
五泉東本町 新潟県五泉市東本町２丁目５－１２ 959-1863
五泉泉町 新潟県五泉市泉町２丁目１７５－１ 959-1876
新潟有明 新潟県新潟市西区有明町１－２１ 950-2073
新潟山二ツ 新潟県新潟市中央区山二ツ５－２－１５ 950-0922
新潟北山 新潟県新潟市江南区北山１９１－１ 950-0116
下越京ヶ瀬 新潟県阿賀野市姥ケ橋字町道下４５６ 959-2123
水原町北本町 新潟県阿賀野市北本町３５２９－１ 959-2015
下越津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川奥田前６２６－１ 959-4402
六日町二日町 新潟県南魚沼市二日町１３５番地 949-6772
南魚沼竹俣新田 新潟県南魚沼市竹俣新田１－８ 949-6406
長岡上富岡 新潟県長岡市上富岡１丁目２０番 940-2136
長岡宮内駅前通り 新潟県長岡市曲新町３丁目１１－１７ 940-1103
南魚沼青木新田 新潟県南魚沼市青木新田字幅上８７２番１ 949-7141
長岡堤町 新潟県長岡市堤町６－２６ 940-2014
寺泊大河津 新潟県長岡市寺泊北曽根大溜２０９８－１ 959-0165
分水学校町 新潟県燕市分水学校町２－１－１２ 959-0115
燕杣木 新潟県燕市杣木６０１－１ 959-1284
燕中央通 新潟県燕市中央通２丁目３１１４－２ 959-1244
燕井土巻 新潟県燕市井土巻２丁目６３番 959-1232
燕八王寺 新潟県燕市八王寺２５１３－１ 959-1264
見附新町３丁目 新潟県見附市新町３丁目１０８番１９号 954-0057
見附市役所通り 新潟県見附市市野坪町１２２８ー１ 954-0083
三条林町 新潟県三条市林町２丁目３１３－１ 955-0061
三条塚野目 新潟県三条市塚野目６－１２７５－１ 955-0055
三条上保内 新潟県三条市上保内字砂押甲７５９－１ 955-0022
三条北入蔵１丁目 新潟県三条市北入蔵１丁目２０７番 955-0053
三条下坂井 新潟県三条市下坂井２１－２１ 955-0042
三条滝谷 新潟県三条市大字滝谷字大坪１０７ 955-0164
三条南四日町 新潟県三条市南四日町２丁目７番８号 955-0852
上越子安 新潟県上越市子安１５２０ 943-0141
上越高田インター 新潟県上越市中田原１５３－２ 943-0882
上越大和 新潟県上越市大和２丁目１７番１６号 943-0861
上越西田中 新潟県上越市大字西田中字畑ケ田２０５－１ 943-0873
糸魚川能生インター 新潟県糸魚川市大字寺山字石田７８－５ 949-1338
糸魚川押上 新潟県糸魚川市押上１丁目７番地１４号 941-0051
糸魚川高校前 新潟県糸魚川市大字平牛字大坪９４６－４ 941-0047
糸魚川南寺町 新潟県糸魚川市南寺町２－４７－３ 941-0057
十日町川治 新潟県十日町市丙５６－１ 948-0036
津南町正面 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡１１１８－１ 949-8201



上越頸城下中島 新潟県上越市頸城区下中島２３９ 942-0155
上越港町 新潟県上越市港町１丁目２３－４ 942-0011
小出沢田 新潟県魚沼市佐梨１１１５ 946-0021
魚沼広神下田 新潟県魚沼市下田３２５－１ 946-0107
柏崎西港町 新潟県柏崎市西港町２１３５－１５１ 945-0067
柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５ 945-0011
十日町下条 新潟県十日町市下条３ー４４８ー１ 949-8603
小千谷上ノ山 新潟県小千谷市字田島１３７６－１ 947-0026
小千谷東 新潟県小千谷市旭町５ー２ 947-0005
中越来迎寺 新潟県長岡市来迎寺４０１８ 949-5411
佐久インター 佐久市大字岩村田１５０ー１ 385-0022
軽井沢鳥井原 長野県北佐久郡軽井沢町長倉３６８６－１ 389-0111
戸倉内川 長野県千曲市内川８２３－１ 389-0802
長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号 381-2217
長野川中島駅前 長野県長野市川中島町上氷鉋１３６８－７ 381-2233
長野豊野石 長野県長野市豊野町石字楷子田７４７－１ 389-1106
上田大屋 長野県上田市大屋３８７－３ 386-0152
上田中丸子 長野県上田市中丸子字小耽１７４２－３ 386-0405
須坂新町 長野県須坂市大字須坂字八木沢８５６－７ 382-0014
飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１ 389-2253
信州高山高井 上高井郡高山村高井字鞍掛６４３９ー１ 382-0836
北志賀夜間瀬 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬３０１６－１ 381-0405
上田古里 長野県上田市古里１４８番地２ 386-0005
上田千曲高校前 長野県上田市中之条字宮方５８３－１ 386-0034
東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１ 389-0514
小諸南町 長野県小諸市南町２丁目２４３６番４ 384-0012
小諸三岡 長野県小諸市大字御影新田字向原１５７９ー１ 384-0808
佐久根々井 佐久市大字根々井２０８ー１ 385-0012
佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１ 385-0053
佐久大沢 長野県佐久市大字大沢字原２９－１ 385-0045
小海豊里 長野県南佐久郡小海町大字豊里１９３４－１ 384-1103
佐久新子田 長野県佐久市新子田東内池１６８０－６ 385-0007
佐久野沢 長野県佐久市取出町４７２－２ 385-0043
松本西筑摩 長野県松本市筑摩１丁目１１－２０ 390-0821
松本南和田 長野県松本市和田中西原４４６８－２ 390-1242
松本梓川倭 長野県松本市梓川倭９２８－１ 390-1701
波田赤松 長野県松本市波田ワシ洞２９９４－１ 390-1401
信州波田町 長野県松本市波田１００５１ 390-1401
堀金烏川 長野県安曇野市堀金烏川４９７３－６ 399-8211
松本女鳥羽１丁目 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１ 390-0806
塩尻広丘吉田 長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１ 399-0701
茅野安国寺 長野県茅野市宮川１９２３－１ 391-0013
茅野宮川 長野県茅野市宮川５７８８番１ 391-0013
ちの運動公園 長野県茅野市仲町４０５４－１ 391-0005
松本宮渕 長野県松本市宮渕１丁目１７９－１ 390-0862
松本駅前 長野県松本市中央１－２－２５ 390-0811
茅野市ちの 長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６ 391-0001
下諏訪湖岸通り 長野県諏訪郡下諏訪町高木１０６１６－１３７ 393-0033
諏訪中洲福島 長野県諏訪市中洲町田３７７１－１ 392-0015
明科中川手 長野県安曇野市明科中川手２９６２－１ 399-7102
明科七貴 長野県安曇野市明科七貴８８３０－３９ 399-7104
信濃松川 長野県北安曇郡松川村７０１８－５４ 399-8501
大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１ 398-0002
木曽上松寝覚 長野県木曽郡上松町大字小川２３４１－１ 399-5607
伊那みすず団地前 長野県伊那市前原８３２１番地１ 396-0112
駒ケ根大徳原 長野県駒ケ根市赤穂１４－６２５ 399-4117
信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７６４ 399-3802
飯田大門 長野県飯田市大門８４－１５ 395-0011
世田谷給田４丁目 東京都世田谷区給田４－２０－２３ 157-0064



世田谷赤堤４丁目 東京都世田谷区赤堤４－３７－８ 156-0044
世田谷桜上水駅南 東京都世田谷区桜上水５－２３－９ 156-0045
学芸大学駅東 東京都目黒区鷹番２－８－１９ 152-0004
目黒中央１丁目 東京都目黒区中央町１丁目１１－１ 152-0001
品川勝島１丁目 東京都品川区勝島１－５－２１ 140-0012
品川南大井１丁目 東京都品川区南大井１丁目１０番７号 140-0013
大井町駅前中央通り 東京都品川区大井１丁目２２番２号 140-0014
西大井 東京都品川区西大井６－５－１ 140-0015
品川戸越３丁目 東京都品川区戸越３－１１－１６ 142-0041
世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５ 158-0097
世田谷桜小前 東京都世田谷区世田谷２－１３－１ 154-0017
世田谷駒沢大学駅西 東京都世田谷区駒沢２－６－１ 154-0012
世田谷日体大 東京都世田谷区深沢５－５－１４ 158-0081
不動前駅東 東京都品川区西五反田５－１－１４ 141-0031
目黒中町１丁目 東京都目黒区中町１－７－６ 153-0065
白金台駅前 東京都港区白金台３丁目２番３号 108-0071
芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３ 108-0023
墨田東向島４丁目 東京都墨田区東向島４－２６－８ 131-0032
墨田１丁目大正通り 東京都墨田区墨田１－１０－１３ 131-0031
江東千石１丁目 東京都江東区千石１丁目７－２８ 135-0015
墨田文花 東京都墨田区文花３－２３－８ 131-0044
Ｉｉｎｇザ・豊洲タワー 東京都江東区豊洲３－６－５ 135-0061
江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５ 136-0073
江戸川船堀西 東京都江戸川区船堀２－７４３－１ 134-0091
葛飾東水元２丁目 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号 125-0033
葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０ 125-0032
葛飾東水元５丁目 東京都葛飾区東水元５－１－３ 125-0033
葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５ 124-0006
勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２ 104-0054
勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３ 104-0054
月島駅前 東京都中央区月島１－５－２ 104-0052
中央区月島１丁目 東京都中央区月島１－２－１３ 104-0052
豊洲晴海通り 東京都江東区豊洲３－２－２４ 135-0061
江東東陽５丁目 東京都江東区東陽５－１７－１ 135-0016
南葛西１丁目 江戸川区南葛西１ー１３ー９ 134-0085
墨田本所４丁目 東京都墨田区本所４－１０－４ 130-0004
墨田石原 東京都墨田区石原４－１－１ 130-0011
葛飾西亀有３丁目 東京都葛飾区西亀有３－３２－１ 125-0002
江戸川小松川２丁目 東京都江戸川区小松川２－４－３－１０１ 132-0034
亀戸十三間通り 東京都江東区亀戸２－３６－１３ 136-0071
浅草田原町 東京都台東区雷門１－７－５ 111-0034
東上野２丁目東 東京都台東区東上野２－７－６ 110-0015
江戸川鹿骨１丁目 東京都江戸川区鹿骨１－５３－１３ 133-0073
江戸川南小岩８丁目 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号 133-0056
江戸川中央１丁目 東京都江戸川区中央１－１－２０ 132-0021
東雲 東京都江東区東雲１－８－１７ 135-0062
豊洲５丁目 東京都江東区豊洲５－６－３６ 135-0061
豊洲 江東区豊洲４－６－１ 135-0061
豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４ 135-0061
墨田亀沢３丁目 東京都墨田区亀沢３－２０－１４ 130-0014
墨田緑４丁目 東京都墨田区緑４－２０－１０ 130-0021
葛飾東立石１丁目 東京都葛飾区東立石１－１－６ 124-0013
江戸川平井４丁目 東京都江戸川区平井４－１４－５ 132-0035
葛飾新宿４丁目 東京都葛飾区新宿４丁目９番６号 125-0051
松戸市松戸 千葉県松戸市松戸１２２７－１ 271-0092
鎌ヶ谷総合病院前 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目９－６ 273-0107
新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１丁目４８５ 270-0034
松戸陣ケ前 千葉県松戸市松戸２２６９－６ 271-0092
船橋薬円台２丁目 千葉県船橋市薬円台２－５－５０ 274-0077



船橋田喜野井４丁目 千葉県船橋市田喜野井４－３０－１６ 274-0073
船橋薬円台公園前 千葉県船橋市習志野台４丁目７２番２０号 274-0063
習志野台 千葉県船橋市習志野台２丁目７３－１６ 274-0063
船橋習志野台７丁目 千葉県船橋市習志野台７丁目１５５６番２２号 274-0063
新習志野 千葉県習志野市秋津３－６－１ 275-0025
船橋本中山６丁目 千葉県船橋市本中山６－１０－１ 273-0035
船橋新高根６丁目 千葉県船橋市新高根６丁目１番１４号 274-0814
船橋海神町南 千葉県船橋市海神町南１丁目１５４４－１３　 273-0024
浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５ 279-0001
習志野大久保 千葉県習志野市大久保２－１－１ 275-0011
五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８－７５ 270-2251
松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１ 270-2261
富浜 市川市富浜３ー１６ー７ 272-0115
習志野藤崎６丁目 千葉県習志野市藤崎６－４４７－６ 275-0017
新京成ＳＴ新津田沼 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号 275-0016
銚子ドーバーライン 千葉県銚子市三崎町２－２５９９－１ 288-0815
千葉花島町 千葉県千葉市花見川区花島町４８０－３ 262-0042
千葉花見川消防署前 千葉県千葉市花見川区犢橋町５５７ 262-0013
千葉大宮台３丁目 千葉県千葉市若葉区大宮町２１４０－２ 264-0016
千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１ 263-0005
千葉北高校前 千葉県千葉市稲毛区長沼町５００－１ 263-0005
千葉園生団地前 千葉県千葉市稲毛区園生町１１７６－１ 263-0051
千葉作草部 千葉県千葉市稲毛区作草部１－４－１６ 263-0015
千葉小仲台４丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台４丁目６－７ 263-0043
千葉鉄工団地 千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２７－１ 262-0013
千葉真砂 千葉県千葉市美浜区真砂１－４－２７ 261-0011
千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－１２ 260-0014
東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－２ 289-0601
香取与田浦 千葉県香取市佐原ハ５００１－４２ 287-0816
千葉中央３丁目 千葉県千葉市中央区中央３丁目３－８ 260-0013
佐倉西志津６丁目 千葉県佐倉市西志津６－１－３ 285-0845
四街道駅前 千葉県四街道市四街道１丁目２番８号 284-0005
千葉殿台町 千葉県千葉市若葉区殿台町１０６ 264-0036
千葉弁天４丁目 千葉県千葉市中央区弁天４丁目１１番 260-0045
佐倉王子台２丁目 千葉県佐倉市王子台２丁目１２番２５ 285-0837
成田吉岡 千葉県成田市吉岡１１０７－１ 287-0225
下総滑川 千葉県成田市滑川菊水７７ 289-0125
成田所 千葉県成田市所字南割１２３３－２ 287-0211
多古十余三 千葉県香取郡多古町十余三字赤池３５５番２０ 289-2306
八日市場郵便局前 千葉県匝瑳市八日市場ロ－９２ 289-2143
旭川口 千葉県旭市川口３４３８－１０ 289-2535
旭干潟駅前 千葉県旭市二６３６１－７ 289-2504
山田大角 千葉県香取市大角字かにはら１６５０番地４ 289-0425
千葉谷当町 千葉県千葉市若葉区谷当町１０８４－１ 265-0072
旭市役所前 千葉県旭市二字天神２５９３－１ 289-2504
旭中央病院前 千葉県旭市イー１６１８ー１ 289-2511
千葉土気駅前 千葉県千葉市緑区あすみが丘１ー１９ー８ 267-0066
千葉誉田駅前 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目７－８ 266-0005
佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１ 285-0014
佐倉城内町 千葉県佐倉市城内町２７６－５ 285-0017
横芝遠山 千葉県山武郡横芝光町遠山２４３－５ 289-1757
松尾八田 千葉県山武市松尾町八田２５６７ 289-1512
横芝光インター 千葉県山武郡横芝光町宮川６０６９－１ 289-1727
野栄町役場前 千葉県匝瑳市今泉６４９６－１ 289-3182
匝瑳吉田 千葉県匝瑳市吉田５００５番１ 289-2169
酒々井まばし 千葉県印旛郡酒々井町馬橋字出戸５８－１ 285-0914
成田ウイング土屋 千葉県成田市ウイング土屋９８番地 286-0029
成田長沼 千葉県成田市長沼１５４９－１ 286-0804
富里十倉 千葉県富里市十倉字五十八榎３１０－１３１ 286-0212



富里七栄南 千葉県富里市七栄６５３－８ 286-0221
酒々井駅東口 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１丁目１番２４ 285-0923
鴨川東条 千葉県鴨川市東町字赤澤２１９７ 296-0041
鴨川西條 千葉県鴨川市八色５６５ー１ 296-0033
鴨川長狭中学校前 千葉県鴨川市大川面字東板屋１００６－１ 296-0121
安房富山高崎 千葉県南房総市高崎１２０２－１ 299-2223
安房和田町海発 千葉県南房総市和田町松田１－３ 299-2713
館山稲 千葉県館山市稲５２８－１ 294-0012
館山上野原 千葉県館山市長須賀６７１ 294-0037
館山駅前 千葉県館山市北条字浜通１８３４ー１１ 294-0045
大多喜船子 千葉県夷隅郡大多喜町船子９２－１ 298-0204
千倉瀬戸浜海岸 千葉県南房総市千倉町瀬戸２８９４－２ 295-0004
館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９ 294-0048
鴨川広場 千葉県鴨川市広場８４２－３ 296-0044
館山高井 千葉県館山市高井１５８４－３ 294-0041
館山亀ケ原 千葉県館山市亀ヶ原６８１ 294-0052
館山正木 千葉県館山市正木字川田５８０－１ 294-0051
東金求名 千葉県東金市求名９７ー２ 283-0002
東金バイパス 千葉県東金市台方８０２－１ 283-0811
長南小沢 千葉県長生郡長南町小沢１７５１－１ 297-0142
長生睦沢 千葉県長生郡睦沢町森８５－１ 299-4422
茂原上永吉 千葉県茂原市上永吉５１３－５ 297-0036
茂原早野 千葉県茂原市早野１０７６ 297-0037
茂原長尾 千葉県茂原市長尾１９８０－１ 297-0073
茂原バイパス 千葉県茂原市高師１７０６－３ 297-0029
白子町役場入口 千葉県長生郡白子町関５０３４－３ 299-4218
九十九里粟生 山武郡九十九里町粟生２３５９－１５ 283-0105
大原浪花 千葉県いすみ市小沢１２２７－１ 298-0012
上総夷隅 千葉県いすみ市苅谷１０７２－１ 298-0123
南千住７丁目 荒川区南千住７ー１２ー２ 116-0003
荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４ 116-0002
三河島駅前 東京都荒川区東日暮里６－１－１ 116-0014
荒川西尾久７丁目 東京都荒川区西尾久７－４－９ 116-0011
荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３ 116-0002
北区志茂駅前 東京都北区志茂２－６－１３ 115-0042
足立花畑西 東京都足立区花畑５－２－６ 121-0061
北区浮間中央通り 東京都北区浮間４－１０－１６ 115-0051
北区志茂２丁目 東京都北区志茂２－１９－１ 115-0042
足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３ 120-0012
足立西保木間４丁目 東京都足立区西保木間４－１４－２３ 121-0812
足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３ 121-0055
扇大橋インター 東京都足立区扇２－１２－２ 123-0873
足立亀田小前 東京都足立区関原３－１３－１０ 123-0852
西新井駅東 東京都足立区西新井栄町１－８－２ 123-0843
足立西新井栄町１丁目 東京都足立区西新井栄町１－１８－１ 123-0843
足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９ 123-0852
足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４ 123-0845
足立伊興小西 東京都足立区伊興４－２０－６ 121-0823
足立舎人４丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人４－１１－２４ 121-0831
文京音羽１丁目 東京都文京区音羽１－１７－１１ 112-0013
渋谷上原２丁目 東京都渋谷区上原２－２８－３ 151-0064
渋谷本町２丁目 東京都渋谷区本町２ー１２ー３ 151-0071
新宿東宝ビル 東京都新宿区歌舞伎町１－１９－１ 160-0021
高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４ 166-0002
杉並高円寺北２丁目 東京都杉並区高円寺北２－１２－３ 166-0002
阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１ 166-0001
杉並南荻窪４丁目 東京都杉並区南荻窪４丁目２９番９号 167-0052
杉並日大二高 東京都杉並区天沼２－４３－１８ 167-0032
杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３－２２－１ 167-0053



早稲田 新宿区早稲田鶴巻町５２１ 162-0041
新宿高田馬場４丁目南 東京都新宿区高田馬場４－１－７ 169-0075
高田馬場３丁目中央 東京都新宿区高田馬場３－１８－１０ 169-0075
豊島上池袋１丁目 東京都豊島区上池袋１－３９－１０ 170-0012
豊島南大塚２丁目 東京都豊島区南大塚２丁目１５番６号 170-0005
中野鷺宮６丁目 東京都中野区鷺宮６－３０－１８ 165-0032
練馬中村北４丁目 東京都練馬区中村北４－２－１２ 176-0023
板橋稲荷台 東京都板橋区稲荷台１－９ 173-0002
上板橋駅前 東京都板橋区上板橋２丁目３５－１３ 174-0076
板橋徳丸２丁目 東京都板橋区徳丸２－１５－１０ 175-0083
板橋徳丸４丁目 東京都板橋区徳丸４－２０－２９ 175-0083
西池袋３丁目 東京都豊島区西池袋３－９－１ 171-0021
板橋区役所駅東 東京都板橋区仲宿６４－８ 173-0005
豊島高田３丁目 東京都豊島区高田３－１５－８ 171-0033
豊島長崎２丁目 東京都豊島区長崎２－２－１２ 171-0051
板橋舟渡１丁目 東京都板橋区舟渡１－１４－１７ 174-0041
板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２ 173-0037
板橋高島平１丁目西 東京都板橋区高島平１－４１－２ 175-0082
練馬南田中３丁目 東京都練馬区南田中３－１７－２５ 177-0035
井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３ 167-0021
練馬高野台４丁目 東京都練馬区高野台４－２８－６ 177-0033
練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２ 176-0001
江古田駅南 東京都練馬区豊玉上１－６－６ 176-0011
練馬小竹町交番前 東京都練馬区小竹町１－４３－１８ 176-0004
練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２ 177-0051
練馬早宮２丁目 東京都練馬区早宮２－１８－２４ 179-0085
練馬早宮４丁目 東京都練馬区早宮４－２７－２１ 179-0085
練馬西大泉４丁目 東京都練馬区西大泉４－１１－３ 178-0065
練馬南大泉５丁目 東京都練馬区南大泉５丁目３－９ 178-0064
練馬大泉学園駅北 東京都練馬区東大泉４－３－１７ 178-0063
蕨北町１丁目 埼玉県蕨市北町１－１－１ 335-0001
戸田上戸田３丁目 埼玉県戸田市上戸田３丁目７－２０ 335-0022
三郷市役所東 埼玉県三郷市中央５丁目３１番地９ 341-0038
三郷早稲田４丁目 埼玉県三郷市早稲田４－５－９ 341-0018
戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２－７－８ 335-0034
八潮緑町３丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２７－３ 340-0808
吉川さくら通り 埼玉県吉川市大字平沼６３４－３ 342-0056
吉川きよみ野 埼玉県吉川市きよみ野３丁目３－４ 342-0053
八潮垳 埼玉県八潮市垳３２２ 340-0824
草加氷川町南 埼玉県草加市氷川町６８６－１ 340-0034
草加吉町２丁目 埼玉県草加市吉町２－１－６０ 340-0017
八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８ 340-0807
川口芝新町 埼玉県川口市芝新町６－１６ 333-0851
川口芝樋ノ爪１丁目 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１－１ 333-0852
川口朝日３丁目 埼玉県川口市朝日３－８－２６ 332-0001
川口木曽呂 埼玉県川口市木曽呂６３７－１ 333-0831
川口源左衛門 埼玉県川口市源左衛門新田字東野６１ー７ 333-0822
鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２ 334-0015
川口青木中学校前 埼玉県川口市青木４丁目４－１０ 332-0031
東川口駅南口 埼玉県川口市戸塚１ー５ー７ 333-0811
東川口 川口市戸塚東１ー１ー２７ 333-0802
川口安行慈林 埼玉県川口市安行慈林９８５－１ 334-0071
鳩ヶ谷南７丁目 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７－１５－５ 334-0013
さいたま大戸３丁目 埼玉県さいたま市中央区大戸３丁目２番１８号 338-0012
さいたま鹿手袋３丁目 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２７－１６ 336-0031
さいたま別所１丁目 埼玉県さいたま市南区別所１丁目２５－１０ 336-0021
さいたま文蔵５丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵５－６－１０ 336-0025
さいたま田島４丁目 埼玉県さいたま市桜区田島４丁目４０－２３ 338-0837
さいたま中尾緑島 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５０１－１ 336-0932



越谷登戸町 埼玉県越谷市登戸町７－１８ 343-0846
越谷西口 埼玉県越谷市赤山本町１５番地１ 343-0808
越谷レイクタウン９丁目 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９ 343-0828
北越谷駅東口 埼玉県越谷市大沢３－１１－２ 343-0025
越谷宮前１丁目 埼玉県越谷市宮前１丁目４－７ 343-0014
越谷大袋駅西口 埼玉県越谷市大字袋山１３４７－６ 343-0032
越谷間久里団地前 埼玉県越谷市上間久里４６－１ 343-0043
ＫＯＹＯさいたま市立病院 埼玉県さいたま市緑区三室２４６０番地 336-8522
さいたま松木２丁目 埼玉県さいたま市緑区松木２－３－３ 336-0918
さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５ 336-0926
さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５ 336-0922
東浦和駅北通り 埼玉県さいたま市緑区東浦和３－１－１ 336-0926
久喜吉羽２丁目 埼玉県久喜市吉羽２丁目７番２ 346-0014
久喜栗原２丁目 埼玉県久喜市栗原２丁目２－２ 346-0012
杉戸並塚 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚１３３７－５ 345-0015
さいたま風渡野 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野２４９－２ 337-0017
大宮新堤 埼玉県さいたま市見沼区大字新堤字東９５－１ 337-0013
さいたま道祖土２丁目 埼玉県さいたま市緑区道祖土２丁目１７番１６号 336-0907
さいたま下大久保 埼玉県さいたま市桜区下大久保１００２番地 338-0825
久喜青葉４丁目 埼玉県久喜市青葉４丁目１６番地７ 346-0013
宮代須賀 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀２２６０ 345-0831
さいたま浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２６５ 330-0842
浦和元町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区元町２－３９－８ 330-0073
さいたま土手町 埼玉県さいたま市大宮区土手町１丁目３８－１ 330-0801
さいたま日進３丁目 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目７９９－２ 331-0823
大宮日進駅西 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１３６ 331-0823
大宮日進１丁目 埼玉県さいたま市北区日進町１－５１６－３ 331-0823
上尾本町東 埼玉県上尾市本町４－１３－２０ 362-0014
久喜東鷲宮 埼玉県久喜市西大輪３７４－８ 340-0206
南栗橋７丁目 埼玉県久喜市南栗橋７－２－１９ 349-1117
久喜栗橋東１丁目 埼玉県久喜市栗橋東１丁目４番５４号 349-1103
栗橋伊坂 埼玉県久喜市栗橋中央１丁目２－２２ 349-1102
加須旗井西 埼玉県加須市旗井１６８９番地１ 349-1132
上尾上 埼玉県上尾市上２３３－１ 362-0001
上尾中妻１丁目 埼玉県上尾市中妻１丁目１５－１９ 362-0072
加須北平野 埼玉県加須市北平野８５６ 349-1135
加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１ 347-0011
加須南篠崎２丁目 埼玉県加須市南篠崎２丁目２０番１ 347-0017
岩槻諏訪 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪３－１－２ 339-0007
春日部市粕壁東３丁目 春日部市粕壁東３ー８ー４６ 344-0062
春日部大沼４丁目 埼玉県春日部市大沼４丁目２６ー１ 344-0038
さいたま宮原１丁目西 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目１２９－１ 331-0812
菖蒲柴山 埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷１５０９－１ 346-0112
蓮田井沼 埼玉県蓮田市大字井沼後塚７６９番２ 349-0135
さいたま春野図書館前 埼玉県さいたま市見沼区春野４－３０－３ 337-0002
伊奈内宿 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台３丁目１７番地 362-0812
伊奈大針 埼玉県北足立郡伊奈町大針８０７番１ 362-0803
東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目１－５ 337-0051
北本緑１丁目 埼玉県北本市緑１丁目１８９ 364-0032
鴻巣南１丁目 埼玉県鴻巣市南１丁目１３番８号 369-0122
上尾緑丘２丁目 埼玉県上尾市緑丘２丁目３－１ 362-0015
岩槻箕輪 埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字東１３２ 339-0069
岩槻警察署前 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻５０８１－１ 339-0061
さいたま東大宮７丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－５２－６ 337-0051
さいたま南中丸 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野６３５－１ 337-0042
さいたま山崎 埼玉県さいたま市緑区三室２８３ 336-0911
横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号 239-0822
横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２ 238-0014
横須賀三春公園前 神奈川県横須賀市三春町１丁目１３－１７ 238-0014



横須賀根岸町５丁目 神奈川県横須賀市根岸町５丁目１８－１ 239-0807
横須賀久比里 神奈川県横須賀市久比里１－１９－９ 239-0828
横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０ 236-0035
ＡＩＭ大船ガーデンアソシエ 神奈川県横浜市栄区笠間３－４５ 247-0006
横浜戸塚町日之出橋 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１３１３－４ 244-0003
横浜山元町 神奈川県横浜市中区山元町２ー９６ 231-0851
横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町２７３ 231-0023
横浜伊勢佐木町７丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５４－２ 231-0045
横浜弥生町３丁目 神奈川県横浜市中区弥生町３丁目２６－３ 231-0058
横浜根岸３丁目 神奈川県横浜市中区根岸町３－１７５ 231-0836
横浜不老町１丁目 神奈川県横浜市中区不老町１丁目６番３ 231-0032
横浜太田町６丁目 神奈川県横浜市中区太田町６－７３ 231-0011
横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１ 231-0062
横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９ 240-0104
横浜下永谷２丁目 神奈川県横浜市港南区下永谷２－２８－９ 233-0016
横浜下永谷駅前 神奈川県横浜市港南区日限山１－５８－２９ 233-0015
横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－２２－２６ 235-0045
横浜戸塚旭町通り 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１６－４０ 244-0003
横浜戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６ 245-0051
横浜東戸塚駅東口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１６－５ 244-0801
横浜上大岡西２丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３ 233-0002
横浜栄紅葉橋 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３－１ 247-0013
横浜能見台駅前 神奈川県横浜市金沢区能見台通２－３　 236-0053
横浜井土ヶ谷下町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２８－３６ 232-0053
横浜永田北３丁目 神奈川県横浜市南区永田北３－８－１ 232-0071
横浜戸塚平戸東海道 神奈川県横浜市戸塚区平戸１丁目１番１号 244-0802
大田区萩中３丁目 東京都大田区萩中３丁目２１番５ 144-0047
大田区西蒲田１丁目 東京都大田区西蒲田１－１６－１４ 144-0051
大田区西蒲田３丁目 東京都大田区西蒲田３－１－２６ 144-0051
大田区池上８丁目 東京都大田区池上８－１６－５ 146-0082
大田区蒲田１丁目北 東京都大田区蒲田１－３－２７ 144-0052
大田区本羽田１丁目 東京都大田区本羽田１－１９－３ 144-0044
大田区大森中２丁目 東京都大田区大森中２丁目１１番７ 143-0014
久が原バス通り 東京都大田区久が原２－２５－１２ 146-0085
大田区大森北２丁目 東京都大田区大森北２－９－１２ 143-0016
大田区東雪谷２丁目 東京都大田区東雪谷２丁目２３－１０ 145-0065
大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３－４３－１ 145-0064
横浜新石川１丁目 神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目９－１４ 225-0003
川崎犬蔵３丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－８－７ 216-0011
横浜青葉総合庁舎前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１ 225-0024
横浜青葉台北 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－３２－５ 227-0062
横浜青葉台１丁目 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－６－１６ 227-0062
川崎向河原駅前 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番 211-0011
川崎市ノ坪南 神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１ 211-0016
川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１ 215-0021
川崎中野島東 神奈川県川崎市多摩区中野島４ー７ー８ 214-0012
川崎菅６丁目 神奈川県川崎市多摩区菅６－５－７ 214-0001
川崎菅１丁目 神奈川県川崎市多摩区菅１－６－５ 214-0001
川崎土橋 神奈川県川崎市宮前区土橋６－３－１６ 216-0005
梶ケ谷大塚 神奈川県川崎市高津区下作延３－２３－１７ 213-0033
川崎新作３丁目 神奈川県川崎市高津区新作３－２－１５ 213-0014
川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６ 213-0023
川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目１１－１６ 213-0004
川崎溝口３丁目 神奈川県川崎市高津区溝口３－９－８ 213-0001
川崎野川東 神奈川県川崎市高津区野川３７０５－１ 213-0027
横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６ 223-0052
横浜長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１ 226-0026
横浜長津田６丁目 神奈川県横浜市緑区長津田６－４－３９ 226-0027
横浜恩田町 神奈川県横浜市青葉区恩田町１６３３－１ 227-0065



川崎木月祗園町 神奈川県川崎市中原区木月祗園町１－４ 211-0033
横浜綱島上町 神奈川県横浜市港北区綱島上町４０－１ 223-0055
横浜あざみ野１丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１－１２ 225-0011
川崎有馬７丁目 神奈川県川崎市宮前区有馬７－１２－１ 216-0003
川崎鷺沼中央 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－２－１ 216-0004
川崎鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－２－１ 216-0004
川崎日進町南 神奈川県川崎市川崎区日進町２７番２ 210-0024
川崎平４丁目 神奈川県川崎市宮前区平４丁目５－１９ 216-0022
横浜鶴見向井町３丁目 神奈川県横浜市鶴見区向井町３ー７６ー６ 230-0037
横浜鶴見中央５丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－５ 230-0051
川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８ 213-0026
川崎久末北 神奈川県川崎市高津区久末１９６５－１ 213-0026
川崎野川 神奈川県川崎市宮前区野川３５１６ 216-0001
川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区野川３０３０－３０ 216-0001
川崎浜町３丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町３－９－２７ 210-0851
川崎出来野 川崎市川崎区出来野１１ー２５ 210-0825
川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６ 210-0812
川崎塩浜２丁目 神奈川県川崎市川崎区塩浜２丁目１３－５ 210-0826
川崎小倉 神奈川県川崎市幸区小倉３丁目２１番１４号 212-0054
川崎古川町 神奈川県川崎市幸区古川町１０２ 212-0025
川崎中原区役所前 神奈川県川崎市中原区小杉町３－２４７－１ 211-0063
川崎宮内１丁目 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目１－１１ 211-0051
川崎東有馬 川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０ 216-0002
横浜すみれが丘 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘２－６ 224-0013
横浜牛久保１丁目 神奈川県横浜市都筑区牛久保１丁目１－７ 224-0012
横浜内路 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－２２－１３ 221-0001
横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７ 241-0022
横浜希望ヶ丘 神奈川県横浜市旭区東希望が丘４５－１ 241-0826
横浜阿久和山谷 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３丁目３９－１ 246-0025
川崎四谷上町 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１８－８ 210-0828
川崎鋼管通４丁目 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－１２－１５ 210-0852
横浜西神奈川１丁目 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１０－１４ 221-0822
横浜三ツ沢下町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３ー１７ 221-0852
横浜鴨居東 神奈川県横浜市緑区鴨居１－３－１５ 226-0003
横浜菅田町 神奈川県横浜市神奈川区菅田町３３０ 221-0864
横浜高田町 神奈川県横浜市港北区高田西２－１－１ 223-0066
Ｉｉｎｇ若葉台団地ふれあい広場 神奈川県横浜市旭区若葉台３－６－１ 241-0801
横浜駒岡３丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３－１９－３ 230-0071
横浜保土ケ谷公園前 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字向原１００６－５ 240-0044
横浜上白根町 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１ 241-0001
横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９ 224-0053
横浜岸根公園 神奈川県横浜市港北区篠原西町２３ー１７ 222-0025
横浜菊名３丁目 神奈川県横浜市港北区菊名３丁目２０－３５ 222-0011
横浜北寺尾７丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－８－６ 230-0074
横浜下末吉１丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－２７－１５ 230-0012
横浜緑園１丁目 神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１５－１ 245-0002
横浜泉区役所前 神奈川県横浜市泉区和泉町４５８３－１ 245-0016
横浜旭南本宿町 神奈川県横浜市旭区南本宿町１４７－１１ 241-0833
横浜浅間町５丁目 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２ 220-0072
横浜ビジネスパーク前 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町６３ 240-0005
横浜上星川３丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３－１４－８ 240-0042
横浜釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町１－１ 240-0066
東大和向原６丁目 東京都東大和市向原６－１１６５ 207-0013
西東京ひばりが丘２丁目 東京都西東京市ひばりが丘２－９－２ 202-0001
西東京中町２丁目 東京都西東京市中町２－７－１７ 202-0013
東久留米下里７丁目 東京都東久留米市下里７丁目６番５号 203-0043
東久留米八幡町３丁目 東京都東久留米市八幡町３－２－３０ 203-0042
東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－３５－３ 189-0001
東村山秋津２丁目 東京都東村山市秋津町２－３－１ 189-0001



新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３－１－１ 352-0033
東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１ 207-0021
あきる野小川 東京都あきる野市小川字前田５１番１ 197-0821
あきる野伊奈 東京都あきる野市伊奈４９０ 190-0142
武蔵五日市駅前 東京都あきる野市舘谷２２５－１ 190-0163
吉見久保田 埼玉県比企郡吉見町久保田１７２５－１ 355-0137
吉見東野３丁目 埼玉県比企郡吉見町東野３－７－６ 355-0110
坂戸本町 埼玉県坂戸市本町１－１９ 350-0226
東松山新郷 埼玉県東松山市大字新郷３８７－１ 355-0071
東小川 埼玉県比企郡小川町東小川４－６－１０ 355-0322
小川町高谷 埼玉県比企郡小川町高谷１３９４－１ 355-0311
ときがわ町田中 埼玉県比企郡ときがわ町田中２２８ 355-0357
朝霞幸町１丁目 埼玉県朝霞市幸町１－４－１ 351-0015
朝霞三原５丁目 埼玉県朝霞市三原５丁目２番８号 351-0025
朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９ 351-0025
朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５ 351-0035
清瀬中里５丁目 東京都清瀬市中里５－２－１６ 204-0003
清瀬下宿２丁目 東京都清瀬市下宿２－４５６－１ 204-0001
富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９ 354-0015
富士見市ふじみ野駅西口 埼玉県富士見市ふじみ野西１丁目２０番地６ 354-0035
青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２ 198-0032
青梅河辺町６丁目 東京都青梅市河辺町６丁目１０番地２ 198-0036
青梅河辺町８丁目 東京都青梅市河辺町８－９－３ 198-0036
羽村羽加美１丁目 東京都羽村市羽加美１丁目４０－３ 205-0016
羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７ 205-0002
飯能阿須 埼玉県飯能市阿須１８７－１６ 357-0046
鶴ヶ島脚折町６丁目 埼玉県鶴ヶ島市脚折町６丁目２８番４号 350-2211
毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３ 350-0465
鶴ケ島川鶴 埼玉県鶴ケ島市松ケ丘２ー１ー１８ 350-2205
川越鯨井 埼玉県川越市大字鯨井字後１０９５－５ 350-0815
川越寺山 埼玉県川越市大字寺山４４３－１ 350-0827
鶴ヶ島上広谷 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５８９－１１ 350-2203
瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１ 190-1232
川越笠幡 埼玉県川越市笠幡４８７６－１６ 350-1175
川越石原町１丁目 埼玉県川越市石原町１丁目５－１ 350-0824
川島大屋敷 埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷３７８－１ 350-0142
坂戸横沼 埼玉県坂戸市大字横沼３６２ー１ 350-0203
川越新宿町６丁目 埼玉県川越市新宿町６丁目２－２９ 350-1124
川越六軒町 埼玉県川越市六軒町１－１５－４ 350-0041
川越豊田本 埼玉県川越市大塚１－１－８ 350-1129
川越諏訪町 埼玉県川越市諏訪町１６－１１ 350-1147
川越寺尾 埼玉県川越市寺尾９９１－１ 350-1141
狭山水野月見野 埼玉県狭山市水野３５３－１ 350-1317
所沢金山町 埼玉県所沢市金山町１７－３ 359-1128
青梅新町２丁目 東京都青梅市新町２丁目１－８ 198-0024
入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７ 358-0003
入間豊岡東 埼玉県入間市豊岡５－４－２１ 358-0003
入間市東町３丁目 埼玉県入間市東町３－２－１０ 358-0002
狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７ 359-1161
所沢中富南 所沢市中富南２ー１３ー２ 359-0003
東所沢駅前 所沢市本郷１０９１ー３ 359-0022
所沢小手指ケ原 埼玉県所沢市北野１－１－１ 359-1152
多摩諏訪越通り 東京都多摩市諏訪１－１２－２ 206-0024
多摩蓮光寺 東京都多摩市馬引沢２ー１２ー７ 206-0023
稲城若葉台３丁目 東京都稲城市若葉台３－１２－２ 206-0824
京王読売ランド前 東京都稲城市矢野口２２８１ 206-0812
狛江中和泉５丁目 東京都狛江市中和泉５－１６－１７ 201-0012
狛江西野川４丁目 東京都狛江市西野川４丁目７番地３号 201-0001
深大寺 東京都調布市深大寺北町５－１－９ 182-0011



府中白糸台 東京都府中市白糸台２ー１１ー３ 183-0011
八王子横川東 東京都八王子市横川町４７５―１ 193-0823
八王子中央図書館前 東京都八王子市千人町３丁目２－１０ 193-0835
八王子長房町 東京都八王子市長房町１４６５番６ 193-0824
千人町 東京都八王子市千人町４－１２－３ 193-0835
八王子西片倉３丁目 東京都八王子市西片倉３－１１－１７ 192-0917
多摩南野 東京都多摩市南野３－１２－１１ 206-0032
八王子大塚 東京都八王子市大塚１５００ 192-0352
八王子絹ヶ丘１丁目 東京都八王子市絹ヶ丘１丁目１０４４－７ 192-0912
八王子片倉南 東京都八王子市片倉町２３０８－８ 192-0914
八王子駅南 東京都八王子市旭町１－１８ 192-0083
八王子万町 東京都八王子市万町２０番２ 192-0903
南浦 東京都三鷹市下連雀６－１５－２７ 181-0013
府中分梅 東京都府中市分梅町３－６２－１ 183-0033
府中分梅通り 東京都府中市分梅町３－５－７ 183-0033
昭島中神町 東京都昭島市中神町１１６７－３ 196-0022
八王子田島橋 東京都八王子市石川町４９６－１ 192-0032
昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１ 196-0031
府中若松町 東京都府中市若松町３丁目３－１３ 183-0005
小金井北大通り 東京都小金井市梶野町４－１－３６ 184-0002
立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１ 190-0023
国立さくら通り 東京都国立市富士見台３丁目１０－５ 186-0003
国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７ 186-0003
豊田駅北口 東京都日野市多摩平２－３－１ 191-0062
日野高幡橋南 東京都日野市南平４－３－２ 191-0041
山中湖畔 山梨県南都留郡山中湖村山中６３番地２ 401-0501
山中湖旭ケ丘 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－２９６ 401-0502
河口湖大橋南 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６８－６ 401-0301
河口湖駅東 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４７３５－１ 401-0301
富士吉田昭和通り 山梨県富士吉田市上吉田３６３５－１１ 403-0005
長坂駅前通り 山梨県北杜市長坂町長坂上条２５７５－４８ 408-0021
都留西桂町 山梨県南都留郡西桂町小沼２０８－４ 403-0022
上野原四方津 山梨県上野原市四方津９７９－１ 409-0121
都留田野倉 山梨県都留市田野倉４５０ー１ 402-0001
都留市役所前 山梨県都留市上谷２丁目１－１３ 402-0053
御勅使工業団地入口 山梨県韮崎市龍岡町下條南割字西原２５７－１ 407-0033
甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１ 409-1304
昭和町ＮＴＴ前 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１０８ 409-3866
昭和西条南 山梨県中巨摩郡昭和町西条１９９－１ 409-3866
笛吹御坂上黒駒 山梨県笛吹市御坂町上黒駒１１０８－１ 406-0813
河口湖船津登山道 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６７７３ 401-0301
南アルプス西南湖 山梨県南アルプス市西南湖２８－３ 400-0411
市川大門三郡橋東 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１３８４－１ 409-3601
富士川鰍沢口 山梨県南巨摩郡富士川町駅前通２丁目３６６８－１ 400-0602
身延下山 山梨県南巨摩郡身延町下山２３１－２２２ 409-2522
山梨歌田 山梨県山梨市歌田２６ 405-0024
山梨一宮中央 山梨県笛吹市一宮町末木３５９ 405-0073
一宮御坂インター南 山梨県笛吹市御坂町金川原１４９７－２ 406-0802
甲府和戸西 山梨県甲府市上阿原町熊の社１０１２－１ 400-0814
甲州塩山下於曽 山梨県甲州市塩山下於曽１５６４ 404-0043
南アルプス白根 山梨県南アルプス市飯野２４８４ 400-0222
増穂長沢新町 山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３６６－３ 400-0505
甲府寿町 山梨県甲府市寿町３－１１ 400-0033
甲府湯村 山梨県甲府市湯村３丁目１１８－１ 400-0073
小井川駅入口 山梨県中央市布施２１３２－４ 409-3841
甲府山城 山梨県甲府市下小河原町１２－３ 400-0853
境川石橋 山梨県笛吹市境川町石橋７１６－１ 406-0842
南アルプス上今諏訪 山梨県南アルプス市上今諏訪１１３９－１ 400-0211
甲府国母工業団地 山梨県甲府市大里町１０３２－１ 400-0053



竜王西小前 山梨県甲斐市西八幡３６６８－１ 400-0117
甲斐竜王駅前 山梨県甲斐市富竹新田３４０－１ 400-0113
田富リバーサイド 山梨県中央市山之神２９５４ 409-3845
甲府増坪町 山梨県甲府市増坪町一丁畑１４４－１ 400-0832
甲府平和通り 山梨県甲府市伊勢４丁目３２－２ 400-0856
甲府国母４丁目 山梨県甲府市国母４丁目２１－２７ 400-0043
甲府大里 山梨県甲府市大里町１６６９－１ 400-0053
甲斐長塚 山梨県甲斐市長塚２１４－１ 400-0125
甲府富士屋ホテル 山梨県甲府市湯村３－２－３０ 400-0073
甲斐島上条 山梨県甲斐市島上条１６７９－６ 400-0123
平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６ 254-0902
二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８ 259-0123
松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３ 258-0003
南足柄大口橋 神奈川県南足柄市怒田１８７６ 250-0106
開成町円通寺 神奈川県足柄上郡開成町円通寺１８０－１ 258-0025
開成町宮台 神奈川県足柄上郡開成町宮台１１５６番地 258-0023
秦野戸川 神奈川県秦野市戸川３６５－１ 259-1306
秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９ 259-1331
秦野渋沢 神奈川県秦野市萩ヶ丘１－７ 259-1325
大井町金子南 神奈川県足柄上郡大井町金子１６２８－１ 258-0019
秦野名古木 神奈川県秦野市名古木４４３－６ 257-0024
中井町井ノ口 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４３４－２ 259-0151
平塚岡崎 神奈川県平塚市岡崎２１６－１ 259-1212
伊勢原工業団地 神奈川県伊勢原市板戸８９４－１ 259-1145
７ＦＳアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２ 252-0146
小田原早川駅前 神奈川県小田原市早川１－１３－１４ 250-0021
湯河原城堀 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀６２－４ 259-0305
小田原桑原 神奈川県小田原市桑原５２０－１ 250-0861
小田原曽我 神奈川県小田原市曽我谷津７０９－１ 250-0204
小田原別堀 神奈川県小田原市別堀９６－８ 250-0217
相模原田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７３７－２ 252-0244
町田大蔵 東京都町田市大蔵町５６０－１ 195-0062
町田街道小川 東京都町田市小川７丁目１番４６号 194-0003
町田玉川学園５丁目 東京都町田市玉川学園５－１－３ 194-0041
藤沢辻堂東海岸４丁目 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４－１－２４ 251-0045
茅ヶ崎出口町 神奈川県茅ヶ崎市出口町４－７７ 253-0028
町田野津田町 東京都町田市野津田町３７－１ 195-0063
町田金森 東京都町田市金森２－２１－１７ 194-0012
原町田大通り 東京都町田市原町田６－２３－３ 194-0013
藤沢片瀬山 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１ 251-0031
上草柳 神奈川県大和市上草柳１－３－５ 242-0029
大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１ 242-0021
大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１ 242-0022
大和福田東 神奈川県大和市福田５６８２－６ 242-0024
藤沢辻堂神台２丁目 神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２番２６号 251-0041
藤沢羽鳥 神奈川県藤沢市羽鳥３－１－３９ 251-0056
伊勢原峰岸 伊勢原市上粕屋４０７－２ 259-1141
海老名中野 神奈川県海老名市中野２－１１－５２ 243-0425
伊勢原下糟屋歌川 神奈川県伊勢原市歌川３－１－１ 259-1143
平塚中原北 神奈川県平塚市中原２丁目８－２１ 254-0075
平塚中原２丁目 神奈川県平塚市中原２丁目１－２８ 254-0905
平塚東真土４丁目 神奈川県平塚市東真土４丁目１－１０ 254-0018
寒川北倉見 神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３ 253-0101
寒川倉見南町 神奈川県高座郡寒川町倉見１６４７番地 253-0101
平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３ 254-0035
相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１ 252-0134
相模原橋本８丁目 神奈川県相模原市緑区橋本８－１１－３ 252-0143
厚木下川入東 神奈川県厚木市下川入３７２－１ 243-0206
愛川中津 神奈川県愛甲郡愛川町中津３９０７－１ 243-0303



大和渋谷３丁目 神奈川県大和市渋谷３ー９ー１ 242-0023
厚木緑ケ丘 神奈川県厚木市緑ヶ丘１－１１－１１ 243-0041
厚木飯山南 神奈川県厚木市飯山３２９７－１ 243-0213
厚木毛利台２丁目 神奈川県厚木市毛利台２－１８－１ 243-0037
厚木山際 神奈川県厚木市山際６１９－１ 243-0803
厚木下荻野北 神奈川県厚木市下荻野９８０－１ 243-0203
厚木石神 神奈川県厚木市下荻野１６４４番１ 243-0203
厚木上荻野 神奈川県厚木市上荻野８６８－４ 243-0201
座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１ 252-0015
座間栗原中央 神奈川県座間市栗原中央１丁目２５－３１ 252-0014
相模原相模大野６丁目 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－８ 252-0303
ボーノ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目３番２ 252-0303
相模原松が枝町 神奈川県相模原市南区松が枝町１０－１１ 252-0313
相模原相武台３丁目 神奈川県相模原市南区相武台３－２１－２０ 252-0324
座間相武台 神奈川県座間市相武台１丁目１７番５号 252-0011
相模原鶴ヶ丘 神奈川県相模原市南区南台４－１２－１６ 252-0314
相模原双葉 神奈川県相模原市南区双葉２－４－１０ 252-0316
相模原西大沼５丁目 神奈川県相模原市南区西大沼５－２－２ 252-0332
綾瀬上土棚中１丁目 神奈川県綾瀬市上土棚中１－１１－７ 252-1113
藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４ 252-0815
藤沢長後南 神奈川県藤沢市下土棚３１５－２ 252-0807
藤沢湘南台２丁目 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２－６ 252-0804
藤沢大庭 藤沢市大庭５１３３ー４ 251-0861
海老名上今泉２丁目 神奈川県海老名市上今泉２－７－３１ 243-0431
海老名杉久保北 神奈川県海老名市杉久保北２丁目４－２７ 243-0410
海老名中新田２丁目 神奈川県海老名市中新田２丁目１７番２２号 243-0422
海老名あゆみ橋 神奈川県海老名市河原口２－１１－１９ 243-0433
厚木寿町１丁目 神奈川県厚木市寿町１－６－１ 243-0003
座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５ 252-0027
下田東本郷 静岡県下田市東本郷１丁目８番２号 415-0035
下田蓮台寺 静岡県下田市河内１７１－５ 415-0011
天城湯ヶ島 静岡県伊豆市湯ヶ島１－１１ 410-3206
松崎町江奈 静岡県賀茂郡松崎町江奈４００－１ 410-3624
伊東市荻 静岡県伊東市荻１２８－１ 414-0053
伊東元和田 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－８ 414-0045
伊東大原１丁目 静岡県伊東市大原１丁目４－９ 414-0046
熱海小嵐 静岡県熱海市小嵐町１－９ 413-0029
清水三保 静岡県静岡市清水区三保９２－２ 424-0901
清水真砂町 静岡県静岡市清水区真砂町４－２８ 424-0816
清水宮代町 静岡県静岡市清水区宮代町１４７－１ 424-0807
静岡西大谷 静岡県静岡市駿河区大谷１丁目４番３１号 422-8017
静岡敷地 静岡県静岡市駿河区敷地１－２８－１８ 422-8036
静岡下島 静岡県静岡市駿河区下島４２８番地２ 422-8037
静岡西島 静岡県静岡市駿河区西島３５５－２ 422-8045
静岡東名インター 静岡県静岡市駿河区中野新田３３１－６ 422-8051
駿東小山町用沢 静岡県駿東郡小山町用沢５８８－１ 410-1326
御殿場市御殿場 静岡県御殿場市二枚橋字細畑６０２－２ 412-0021
御殿場二枚橋 静岡県御殿場市東田中５５６番地１ 412-0026
御殿場板妻 静岡県御殿場市保土沢１１５７－５７ 412-0046
駿東小山町須走東 静岡県駿東郡小山町須走１２－１ 410-1431
御殿場小学校前 静岡県御殿場市萩原３５４－３ 412-0042
御殿場萩原 静岡県御殿場市萩原２４０－１ 412-0042
御殿場駅前 静岡県御殿場市新橋１８５９－１ 412-0043
御殿場玉穂 静岡県御殿場市萩原９９７－１ 412-0042
清水西久保 静岡県静岡市清水区西久保１丁目１番２５号 424-0038
清水八木間 静岡県静岡市清水区八木間町４２３ 424-0212
清水小島 静岡県静岡市清水区小島町７８－１ 424-0305
長泉中央通り 静岡県駿東郡長泉町下土狩大割４５１番５ 411-0943
三島北上 静岡県三島市徳倉４－２４－１６ 411-0044



富士宮万野原西 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１ 418-0001
富士宮山宮南 静岡県富士宮市外神２１９１－９ 418-0006
富士宮朝霧高原 静岡県富士宮市猪之頭１１１８－４ 418-0108
富士宮上井出 静岡県富士宮市上井出１４１－１ 418-0103
静岡上伝馬 静岡県静岡市葵区上伝馬１２－４１ 420-0943
静岡森下町 静岡県静岡市駿河区森下町１－３０ 422-8061
静岡江川町 静岡県静岡市葵区追手町２番１５号 420-0853
清水追分２丁目 静岡県静岡市清水区追分２丁目１０５－１ 424-0841
静岡池田 静岡県静岡市駿河区池田６５０番２ 422-8005
三島谷田北 静岡県三島市谷田５３－１ 411-0801
静岡丸子北 静岡県静岡市駿河区丸子６丁目８－２０ 421-0103
静岡みずほ 静岡県静岡市駿河区みずほ３－１－２ 421-0115
静岡用宗 静岡県静岡市駿河区用宗２丁目１１－１ 421-0122
静岡長沼 静岡県静岡市葵区長沼２５８－８ 420-0813
静岡千代田５丁目 静岡県静岡市葵区千代田５丁目１－１ 420-0803
長泉 静岡県駿東郡長泉町納米里１６９の８ 411-0933
長泉納米里 静岡県駿東郡長泉町納米里７３－９ 411-0933
裾野平松 静岡県裾野市平松５９３－３ 410-1127
裾野公文名 静岡県裾野市公文名字三角２９７－１ 410-1112
裾野バイパス北 静岡県裾野市御宿１０８９－１ 410-1107
清水町柿田 静岡県駿東郡清水町柿田１１３－３ 411-0904
三島松本南 静岡県三島市松本２５５－１ 411-0822
清水岡町 静岡県静岡市清水区岡町７－１０ 424-0931
富士川バイパス 静岡県富士市北松野１７４２番１ 421-3301
富士市富士川駅前 静岡県富士市中之郷７７５－１ 421-3306
清水蒲原新栄 静岡県静岡市清水区蒲原新栄１１７ 421-3202
富士宮田中町 静岡県富士宮市田中町７３７－３５ 418-0075
富士宮黒田 静岡県富士宮市黒田２１５－１６ 418-0034
富士宮野中橋 静岡県富士宮市野中町８０ 418-0038
富士宮淀川町 静岡県富士宮市淀川町３３－１４ 418-0041
富士宮淀師 静岡県富士宮市淀師４８９－２－６ 418-0051
富士宮淀平町 静岡県富士宮市淀平町６８０ 418-0052
富士宮朝日町 静岡県富士宮市朝日町１４８８－８ 418-0057
富士宮三園平 静岡県富士宮市宮北町１０２ 418-0053
富士宮元城町 静岡県富士宮市元城町１２８８番６ 418-0064
長泉中土狩 静岡県駿東郡長泉町中土狩２５８番地１ 411-0942
三島伏見 静岡県駿東郡清水町伏見７９５ 411-0907
清水町黄瀬川 静岡県駿東郡清水町長沢９０－２ 411-0905
御殿場野中 静岡県御殿場市新橋字大沢１３２３－１ 412-0043
御殿場大坂 静岡県御殿場市大坂４８１番地 412-0034
沼津港 静岡県沼津市千本東町３１－１ 410-0846
清水町上徳倉 静岡県駿東郡清水町上徳倉１１３７－１ 411-0917
沼津駅前 静岡県沼津市大手町２丁目１－１ 410-0801
沼津本町 静岡県沼津市下本町３５ 410-0885
沼津松長 静岡県沼津市松長５３０－１ 410-0874
富士市富士根 静岡県富士市天間７３２番地１ 419-0205
富士宮杉田 静岡県富士宮市杉田５１８－２ 418-0021
富士バイパス 静岡県富士市五貫島１１５－１ 416-0946
富士市石坂 静岡県富士市石坂字高林４２０－３ 417-0862
富士市富士見台 静岡県富士市富士見台４丁目５番地２ 417-0851
富士市一色 静岡県富士市今泉３００５ 417-0001
富士市永田町 静岡県富士市永田町２丁目７５ 417-0055
富士市本市場 静岡県富士市蓼原６６－４ 416-0931
富士市四ツ家 静岡県富士市松岡７６１ー１ 416-0909
富士市松岡 静岡県富士市松岡１１３８－７ 416-0909
富士市比奈 静岡県富士市比奈１２８９ー２ 417-0847
富士市八代町 静岡県富士市八代町８－２０ 417-0024
島田元島田 静岡県島田市元島田９３４６－１ 427-0057
藤枝青木２丁目 静岡県藤枝市青木２丁目１８番１６号 426-0037



藤枝本町３丁目 静岡県藤枝市本町３丁目４－２０ 426-0018
藤枝小石川町４丁目 静岡県藤枝市小石川町４丁目１８７－１ 426-0033
焼津郵便局前 静岡県焼津市焼津１丁目５－３ 425-0026
新居町浜名 静岡県湖西市新居町浜名１８０－２ 431-0303
湖西白須賀 湖西市白須賀３９８５ー２８３７ 431-0451
湖西鷲津 静岡県湖西市鷲津１０５８ 431-0431
湖西太田 静岡県湖西市太田１１０－７ 431-0404
三ヶ日西天王町 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日９０１－２ 431-1414
三ヶ日町三ヶ日 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日９０－１ 431-1414
御前崎白羽 静岡県御前崎市白羽５９２８－１ 437-1622
牧之原波津 静岡県牧之原市波津３７－２ 421-0523
牧之原菅ケ谷 静岡県牧之原市菅ケ谷字井原２３４番１ 421-0514
牧之原中 静岡県牧之原市中字七ノ坪１１５２番１ 421-0403
浜松豊西 静岡県浜松市東区恒武町８５９ 431-3108
浜松豊町 静岡県浜松市東区豊町１９９０－１ 431-3101
浜北寺島 静岡県浜松市浜北区寺島３１６８－１ 434-0035
浜北横須賀 静岡県浜松市浜北区横須賀１２８ 434-0036
浜北美薗団地 静岡県浜松市浜北区東美薗１５３０ 434-0026
浜北中瀬 静岡県浜松市浜北区中瀬２５７１－１ 434-0012
浜松曳馬５丁目 静岡県浜松市中区曳馬５－２２－２５ 430-0901
浜松曳馬６丁目 静岡県浜松市中区曳馬６丁目１３－２０ 430-0901
浜松中央署南 静岡県浜松市中区住吉５丁目２６－４８ 430-0906
浜松幸町 静岡県浜松市中区幸町１－１４－１２ 433-8123
細江気賀 静岡県浜松市北区細江町気賀２７２３－１ 431-1305
細江気賀北 静岡県浜松市北区細江町気賀１９１－１ 431-1305
浜松野口町 静岡県浜松市中区野口町２９５ 430-0919
浜松北島 静岡県浜松市東区北島町４４０ 435-0041
浜松アリーナ前 静岡県浜松市東区和田町４２７ 435-0016
浜松イーストタウン 静岡県浜松市中区板屋町５７１番地 430-0928
浜松鴨江３丁目 静岡県浜松市中区鴨江３丁目６８－５ 432-8023
菊川本所 静岡県菊川市本所１１６４－１ 439-0018
袋井久能 静岡県袋井市久能１３６５－１ 437-0061
森町睦実 静岡県周智郡森町睦実２６７３－１ 437-0213
森町遠州森駅前 静岡県周智郡森町森字上新田８００－１ 437-0215
浜松泉２丁目 静岡県浜松市中区泉２丁目２９－８ 433-8124
浜松神原町 静岡県浜松市西区神原町８１６－２ 432-8007
浜松松島町 静岡県浜松市南区松島町８１８番地１ 430-0834
浜松参野町 静岡県浜松市南区参野町５２－１ 430-0816
浜松長鶴町 静岡県浜松市東区長鶴町２４５－４ 435-0031
浜松飯田北 静岡県浜松市南区飯田町１１８ 435-0028
浜松芳川 静岡県浜松市南区参野町３７１－１ 430-0816
浜松中島３丁目 静岡県浜松市中区中島３丁目１８－１５ 430-0856
浜松大平台２丁目 静岡県浜松市西区大平台２丁目１６－１５ 432-8068
浜松新都田 静岡県浜松市北区新都田２－３３－２７ 431-2103
浜松三幸北 静岡県浜松市北区三幸町４４１－１ 433-8101
細江中川南 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２－６６２ 431-1304
引佐井伊谷 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷２４１３－２ 431-2212
引佐井伊谷北 静岡県浜松市北区神宮寺町２３－３０ 431-2216
浜松上島３丁目 静岡県浜松市中区上島３丁目４１－５ 433-8122
浜松初生町 静岡県浜松市北区初生町６６－３ 433-8112
袋井北浅羽 静岡県袋井市浅羽３５７－１ 437-1101
袋井大門 静岡県袋井市大門１６－１ 437-0038
掛川上西郷 静岡県掛川市上西郷字加島２４２番１ 436-0342
掛川葛川 静岡県掛川市葛川３４２－１ 436-0074
磐田高木 静岡県磐田市高木１９－１ 438-0202
磐田前野 静岡県磐田市前野３０９１－１ 438-0068
天竜二俣町阿蔵 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１００ 431-3311
天竜船明 静岡県浜松市天竜区船明６２街区２ 431-3306
磐田元天神 静岡県磐田市見付元天神町１６８７－３ 438-0086



袋井浅岡 静岡県袋井市浅岡３３３－１ 437-1122
藤枝大東町 静岡県藤枝市大東町２６７－２ 426-0044
浜松向宿３丁目 静岡県浜松市中区向宿３丁目１１－３ 430-0851
浜松篠原町 静岡県浜松市西区篠原町２３３５２ 431-0201
新居町中之郷東 静岡県湖西市新居町中之郷３６２１－１５ 431-0301
浜松大瀬町 静岡県浜松市東区大瀬町字鷺宮４６２ 431-3113
浜松有玉西 静岡県浜松市東区有玉西町１３３０－２ 431-3123
浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町１９８－５ 433-8104
浜松葵東２丁目 静岡県浜松市中区葵東２丁目１－１ 433-8114
掛川中方 静岡県掛川市中方６０４－１ 437-1402
焼津大島 静岡県焼津市大島７７６ー２ 425-0066
焼津小柳津 静岡県焼津市小柳津２２０－７ 425-0073
磐田中野 静岡県磐田市中野２０８番地５ 438-0053
磐田小島 静岡県磐田市小島７８０－１ 438-0056
牧之原細江 静岡県牧之原市細江２０６３－１ 421-0421
豊橋仁連木町 愛知県豊橋市仁連木町１８６－５ 440-0065
豊橋問屋町 愛知県豊橋市問屋町２番地５ 441-8086
豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字平南７－１ 441-8141
幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番 444-0117
田原古田町 愛知県田原市古田町梔原２４２番地 441-3613
田原福江町 愛知県田原市福江町仲田６－１ 441-3617
三河一宮 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８ 441-1231
新城川田 愛知県新城市川田字野中３－１９ 441-1346
豊橋野依台 愛知県豊橋市野依町字東物草７６－２ 441-8124
豊橋天伯町 愛知県豊橋市天伯町字天伯２８番地１ 441-8122
豊川東豊町 愛知県豊川市東豊町５丁目２５番 442-0025
豊川牛久保町 愛知県豊川市牛久保町城下１３番 442-0826
豊川諏訪２丁目 愛知県豊川市諏訪２丁目２５７－１ 442-0068
豊川八幡駅前 愛知県豊川市八幡町鐘鋳場２８０番地 442-0857
豊川八幡町 愛知県豊川市八幡町弥五郎３ 442-0857
豊橋平川本町１丁目 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２ 440-0038
豊橋中岩田２丁目 愛知県豊橋市中岩田２丁目８－８ 440-0832
豊橋西岩田６丁目 愛知県豊橋市西岩田６丁目１６－８ 440-0831
豊橋多米中町 愛知県豊橋市多米中町２－９－３ 440-0027
高浜呉竹町 愛知県高浜市呉竹町５－１－２０ 444-1336
高浜神明町 愛知県高浜市神明町７丁目１３番２ 444-1305
高浜稗田町 愛知県高浜市稗田町２丁目５－１３ 444-1321
高浜二池町３丁目 愛知県高浜市二池町３丁目２０３番２ 444-1322
碧南上町４丁目 愛知県碧南市上町４－９４ 447-0074
安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１ 446-0007
吉良町富好新田 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並３９－６ 444-0515
岡崎本宿町 愛知県岡崎市本宿西２丁目２－２２ 444-3506
岡崎蓑川新町 愛知県岡崎市美合新町５３－８ 444-0801
岡崎八帖北町 愛知県岡崎市八帖北町２６－５ 444-0924
岡崎北野町 愛知県岡崎市北野町字東山１７２番１ 444-0951
豊田市元宮町１丁目 愛知県豊田市元宮町１丁目４２番１ 471-0871
豊田市下市場 愛知県豊田市下市場町６－６６－１ 471-0875
豊明栄町大根 愛知県豊明市栄町西大根３０－３２ 470-1167
名古屋平和が丘南 愛知県名古屋市名東区平和が丘４丁目１４６－２ 465-0097
安城法連町 愛知県安城市法連町３番９ 446-0021
刈谷野田町 愛知県刈谷市野田町陣戸池７４番２ 448-0803
豊田市昭和町 愛知県豊田市昭和町３丁目８０ 471-0078
日進本郷町 愛知県日進市本郷町小橋６３ 470-0121
名古屋富が丘 愛知県名古屋市名東区富が丘１２番２ 465-0031
豊田市逢妻町 愛知県豊田市逢妻町２丁目１８－４ 471-0052
名古屋新宿１丁目 愛知県名古屋市名東区新宿１丁目７９番 465-0063
碧南福清水町 愛知県碧南市福清水町１－３－１ 447-0048
瀬戸山口町 愛知県瀬戸市山口町２１８－１ 489-0865
日進岩崎町竹ノ山 愛知県日進市竹の山４丁目１９０１番地 470-0136



四日市楠町南五味塚 三重県四日市市楠町南五味塚字新貝１５４番１ 510-0104
鈴鹿長太旭町５丁目 三重県鈴鹿市長太旭町５丁目６－３０ 513-0042
四日市小古曽東 三重県四日市市小古曽東３丁目２４－１ 510-0951
鈴鹿下大久保町 三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４ 513-1123
鈴鹿中旭が丘１丁目 三重県鈴鹿市中旭が丘１丁目１００１番 510-0212
四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１ 512-0903
四日市鵜の森１丁目 三重県四日市市鵜の森１丁目７番８号 510-0074
四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３７８２－１ 510-0891
武豊砂川橋南 愛知県知多郡武豊町祠峯１－１０３ 470-2303
阿久比インター 愛知県知多郡阿久比町大字草木三日清水１２－１４ 470-2211
東海市加木屋町中平地 愛知県東海市加木屋町大清水２５０ 477-0032
東海市加木屋中学校前 愛知県東海市加木屋町西御嶽８７番２ 477-0032
東海市養父町 愛知県東海市養父町竹ケ鼻１１ 477-0034
東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９ 470-2105
桑名多度町香取 三重県桑名市多度町香取３７７－４ 511-0102
ナガシマリゾート 三重県桑名市長島町松陰９０３番１ 511-1134
桑名広見ヶ丘 三重県桑名市森忠１７４７－７ 511-0943
いなべ大泉 三重県いなべ市員弁町大泉１２８２－３ 511-0224
いなべ石榑南 三重県いなべ市大安町石榑南字東一色３３９番１ 511-0266
四日市下さざらい町 三重県四日市市下さざらい町７４９番１ 510-8033
名古屋葵３丁目 愛知県名古屋市東区葵３丁目２２－８ 461-0004
名古屋篠原橋通２丁目 愛知県名古屋市中川区篠原橋通２－１８ 454-0839
常滑奥条７丁目 愛知県常滑市字中大流１４番２ 479-0027
名古屋東起町４丁目 愛知県名古屋市中川区東起町４丁目１１３番地 454-0935
名古屋葉池町 愛知県名古屋市中川区葉池町１－８０ 454-0844
名古屋外新町３丁目 愛知県名古屋市中川区外新町３丁目１－２ 454-0053
東海市名和町 愛知県東海市名和町女郎田１９－１ 476-0002
東海市名和町二反表 愛知県東海市名和町二反表４４－８ 476-0002
名古屋大高南 愛知県名古屋市緑区南大高３丁目７０１番地 459-8016
弥富北前新田 愛知県弥富市鯏浦町北前新田２１－２ 498-0021
湾岸弥富インター 愛知県弥富市操出１０丁目１１番１ 498-0061
半田宮本町 愛知県半田市宮本町６丁目２０１番２ 475-0925
名古屋相生山駅前 愛知県名古屋市天白区久方３丁目３３番地 468-0034
半田出口町１丁目 愛知県半田市出口町１－２１６－５ 475-0903
名古屋田光町３丁目 愛知県名古屋市瑞穂区田光町３丁目１７－１ 467-0828
名古屋藤成通５丁目 愛知県名古屋市昭和区藤成通５－１６ 466-0845
名古屋塩入町 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町７０１番 467-0851
名古屋若田２丁目 愛知県名古屋市緑区若田２丁目１２０１番地 458-0034
大府吉田町６丁目 愛知県大府市吉田町６丁目３７０番地２ 474-0048
東浦森岡南 愛知県知多郡東浦町森岡前田３７番１ 470-2101
名古屋一番３丁目 愛知県名古屋市熱田区一番３丁目６－４ 456-0053
名古屋高木町４丁目 愛知県名古屋市港区高木町４丁目１－１ 455-0821
金沢古府１丁目 石川県金沢市古府１丁目５４ 920-0362
金沢京町 石川県金沢市京町２番２６号 920-0848
金沢小金町 石川県金沢市小金町９－１７ 920-0805
野々市住吉 石川県野々市市住吉町１４５－１ 921-8813
白山中成２丁目 石川県白山市中成２丁目９９番地 924-0029
白山八ツ矢町 石川県白山市八ツ矢町６１７－１ 924-0882
金沢八日市５丁目 石川県金沢市八日市５丁目４３０番地 921-8064
能美辰口 石川県能美市辰口町９７９－２ 923-1245
加賀作見町 石川県加賀市作見町ニ２７ 922-0423
津幡横浜 石川県河北郡津幡町字横浜い１４７－１ 929-0341
能美大浜町 石川県能美市大浜町ク５６－５ 929-0122
小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５ 923-0964
金沢平和町 石川県金沢市平和町２丁目９６番地 921-8105
福井三十八社 福井県福井市三十八社町１０字４－１ 918-8176
敦賀布田町 福井県敦賀市津内町６７－１６－１ 914-0014
敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１ 914-0124
福井花堂南 福井県福井市花堂南１丁目５０２ 918-8015



福井花堂東１丁目 福井県福井市花堂東１丁目８０６－１ 918-8013
福井西谷３丁目 福井県福井市西谷３丁目７０８ 918-8023
福井下河北町 福井県福井市下河北町２－８－５ 919-0321
福井志比口 福井県福井市志比口２丁目３０４－１ 910-0845
福井高木町 福井県福井市高木町１４－１１－１ 910-0806
福井栗森町 福井市都市計画事業森田北東部土地区画整理１０７街区 910-0137
丸岡一本田福所 坂井市丸岡町一本田福所２２字戸ウノ木町１０番１ 910-0251
福井みのり 福井県福井市みのり３丁目１０３番地２５ 918-8005
高山国府バイパス 岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１ 509-4122
高山山王 岐阜県高山市片野町５丁目２２８番地 506-0824
高山石浦町 岐阜県高山市石浦町５丁目６７番地 506-0825
御嵩町伏見 岐阜県可児郡御嵩町上恵土５３７－１ 505-0126
可児川合 岐阜県可児市川合字寺田１８０番 509-0201
北方町春来３丁目 岐阜県本巣郡北方町春来町３丁目７１－２ 501-0435
大垣島里２丁目 岐阜県大垣市島里２丁目１番地 503-0935
養老町直江 岐阜県養老郡養老町直江６６５ 503-1337
土岐インター 岐阜県土岐市泉町定林寺７１３－１ 509-5102
恵那峡 岐阜県恵那市大井町２６９５－８３８ 509-7201
中津川駅前 岐阜県中津川市栄町４３５－１７ 508-0032
中津川苗木 岐阜県中津川市苗木２０７８－１ 508-0101
関市山王通 岐阜県関市山王通２丁目１４－１１ 501-3252
岐阜芥見南山 岐阜県岐阜市芥見南山２丁目７－３ 501-3133
岐阜長良福光 岐阜県岐阜市長良福光１５９２ 502-0817
美濃加茂加茂野町西 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１５５０－１１ 505-0052
関市市平賀 岐阜県関市市平賀字岩下３９３－１ 501-3822
多治見駅北 岐阜県多治見市音羽町１丁目７７番地 507-0037
土岐下石西 岐阜県土岐市下石町３０４－２７ 509-5202
恵那永田 岐阜県恵那市長島町永田４６９－１０ 509-7204
尾張旭白鳳町 愛知県尾張旭市白鳳町２－８３－１ 488-0858
春日井神領駅南 愛知県春日井市神領町２丁目２０番１７ 486-0821
春日井出川町４丁目 愛知県春日井市出川町４丁目５番地２ 487-0025
羽島ハナミズキ街道 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字円福３３８－１ 501-6232
一宮奥町 愛知県一宮市奥町字三出３７番６ 491-0201
春日井味美白山町 愛知県春日井市味美白山町２丁目７－１ 486-0969
名古屋上飯田通１丁目 愛知県名古屋市北区上飯田通１丁目２番地 462-0808
名古屋平安２丁目 愛知県名古屋市北区平安２－２４－１１ 462-0819
名古屋大曽根３丁目 愛知県名古屋市北区大曽根３丁目１５－５８ 462-0825
春日井篠木町７丁目 愛知県春日井市篠木町７丁目６－１ 486-0851
春日井岩成台 愛知県春日井市岩成台７－２－５ 487-0033
各務原蘇原吉野町３丁目 岐阜県各務原市蘇原吉野町３丁目４２番地 504-0846
東海学院大学前 岐阜県岐阜市琴塚４－１－１ 500-8222
名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号 453-0015
北名古屋諏訪 愛知県北名古屋市中之郷四辻８番地 481-0045
春日町落合 愛知県清須市春日下中割３０番地１ 452-0961
尾張旭東本地ヶ原町 愛知県尾張旭市東本地ヶ原町３－１００ 488-0033
名古屋如意 愛知県名古屋市北区如意３丁目２番１号 462-0007
大口豊田３丁目 愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目１２２－１ 480-0134
稲沢高御堂２丁目 愛知県稲沢市高御堂２丁目２２番地６号 492-8213
一宮昭和１丁目 愛知県一宮市昭和１丁目３番２ 491-0917
一宮千秋町佐野 愛知県一宮市千秋町佐野郷前２７７７－５ 491-0804
岩倉神野町 愛知県岩倉市神野町平久田１６番地 482-0033
岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１ 482-0026
名古屋八筋町 愛知県名古屋市西区八筋町２５３ 452-0815
名古屋八筋町南 愛知県名古屋市西区八筋町５５番地 452-0815
扶桑寺裏 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏１５番 480-0103
小牧インター北 愛知県小牧市大字村中字大島１１９０－１ 485-0082
庄原山内 広島県庄原市山内町字守屋谷４４１－１ 729-6131
庄原インター北 広島県庄原市新庄町４３２－１ 727-0004
東城川東 広島県庄原市東城町川東１１５８ 729-5121



広島江田島町 広島県江田島市江田島町江南１－２４－６ 737-2132
呉市郷町 広島県呉市中央７ー３ー８ 737-0051
呉市広国際通り 広島県呉市広古新開５丁目３番２８ 737-0112
呉市吉浦 広島県呉市吉浦潭鼓町１－１ 737-0843
呉市苗代 広島県呉市苗代町字上条２６９－１ 737-0921
熊野町役場南 広島県安芸郡熊野町出来庭３丁目１０番１１号 731-4222
広島安芸津 広島県東広島市安芸津町風早３１５５－４ 739-2403
広島安浦 広島県呉市安浦町中央６丁目１番１７号 737-2516
呉市仁方町 広島県呉市仁方町川尻越７６－１ 737-0157
黒瀬丸山 広島県東広島市黒瀬町丸山２３２ 739-2612
黒瀬楢原 広島県東広島市黒瀬楢原東２丁目２１－２５ 739-2628
黒瀬春日野 広島県東広島市黒瀬春日野２丁目１７－１ 739-2615
黒瀬切田 広島県東広島市黒瀬町兼広１６９－１ 739-2616
呉郷原町 広島県呉市郷原町７２２６ー１ 737-0161
呉市大新開 広島県呉市広大新開２丁目７－１４ 737-0141
三次郵便局前 広島県三次市十日市南１丁目６番２２ 728-0014
東広島白市 広島県東広島市高屋町大字小谷３２１７－１ 739-2121
広島矢賀新町４丁目 広島県広島市東区矢賀新町４丁目１番２３号 732-0044
三次西酒屋町 広島県三次市西酒屋町７７番１ 728-0022
三次市三次 広島県三次市三次町１２０－５ 728-0021
広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４ 736-0088
広島矢野西 広島県広島市安芸区矢野西１－２－１０ 736-0085
東広島八本松米満 広島県東広島市八本松町米満５０１－１ 739-0133
広島船越４丁目 広島県広島市安芸区船越４丁目１０６０－１ 736-0081
松江大根島 島根県松江市八束町入江字田島４２８番２ 690-1405
松江千鳥町 島根県松江市千鳥町７８番地１ 690-0852
松江春日 島根県松江市黒田町７７－１ 690-0876
松江東奥谷町 島根県松江市東奥谷町３６５－４ 690-0871
安来飯島町 島根県安来市飯島町４０１ 692-0014
安来本町 島根県安来市安来町字内浜１１１０－１ 692-0011
米子東福原４丁目 鳥取県米子市東福原４丁目２２－１０ 683-0802
南部町阿賀 鳥取県西伯郡南部町阿賀３２５－１ 683-0322
琴浦逢束 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束字鈴野１０６８－１ 689-2304
出雲天神町 島根県出雲市天神町８５０ 693-0005
出雲平野町 島根県出雲市平野町５４９－１ 693-0065
松江宍道大森 島根県松江市宍道町佐々布７２１－１ 699-0406
松江嫁島町 島根県松江市嫁島町５番３９号 690-0047
松江上乃木９丁目 島根県松江市上乃木９丁目１６４０－１ 690-0015
ハートインＪＲ松江駅シャミネ 島根県松江市朝日町４７２－２ 690-0003
益田かもしま西町 島根県益田市かもしま西町１－２ 698-0047
浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５ 699-3212
浜田相生町 島根県浜田市相生町４２５０ 697-0034
浜田県立体育館前 島根県浜田市黒川町３７３６番１ 697-0024
浜田黒川町 島根県浜田市黒川町１２０－３ 697-0024
江津浅利 島根県江津市浅利町８４－３ 695-0002
広島落合１丁目 広島県広島市安佐北区落合１丁目４４－４ 739-1731
安芸高田吉田高校前 広島県安芸高田市吉田町吉田大賀屋８４６－１ 731-0501
広島戸河内インター 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１ 731-3664
広島千代田春木 広島県山県郡北広島町春木字茶堂２５３－１ 731-1531
広島祇園８丁目 広島県広島市安佐南区祇園８丁目１－１ 731-0138
広島安中央橋西 広島県広島市安佐南区上安２丁目２－３３ 731-0154
広島可部南３丁目 広島県広島市安佐北区可部南３丁目１－６ 731-0223
広島三篠１丁目 広島県広島市西区三篠町１丁目２番１５号 733-0003
広島白島中町 広島県広島市中区白島九軒町６ー１３ 730-0003
広島牛田新町 広島県広島市東区牛田新町２丁目４－３２ 732-0068
広島高須駅前 広島県広島市西区庚午北２丁目２０番８号 733-0821
五日市美の里２丁目 広島県広島市佐伯区美の里２丁目７２７番１ 731-5137
広島八木 広島県広島市安佐南区八木８ー１１ー１７ 731-0101
広島八木１丁目 広島県広島市安佐南区八木１丁目２６－３１ 731-0101



広島川内４丁目 広島県広島市安佐南区川内４丁目１３番３７号 731-0102
広島緑井 広島県広島市安佐南区緑井１－５－２ 731-0103
広島中筋２丁目 広島県広島市安佐南区中筋２丁目４－１６ 731-0122
広島立町 広島県広島市中区立町２番２９号 730-0032
広島駅前 広島県広島市南区松原町５－１ 732-0822
広島西風新都こころ 広島県広島市佐伯区石内北１丁目２－１ 731-5109
広島五日市駅前 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２ 731-5125
広島青崎 広島県広島市南区青崎１丁目６番３号 734-0053
広島スタジアムメインゲート前 広島県広島市南区西蟹屋３－２－１ 732-0804
広島東蟹屋 広島県広島市東区東蟹屋町３番１４号 732-0055
広島若草町 広島県広島市東区若草町１８－４６ 732-0053
広島宇品御幸 広島県広島市南区宇品御幸５－１６－８ 734-0015
広島吉島新町 広島県広島市中区吉島新町１丁目２７－２７ 730-0824
広島舟入南３丁目 広島県広島市中区舟入南３丁目１３－５ 730-0847
広島古市３丁目 広島県広島市安佐南区古市３丁目２５－３ 731-0123
広島古市１丁目 広島県広島市安佐南区古市１丁目２９－８ 731-0123
広島西原６丁目 広島県広島市安佐南区西原６丁目９番２８号 731-0113
広島山本１丁目 広島県広島市安佐南区山本１丁目９－１ 731-0137
広島祇園３丁目 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２９－２３ 731-0138
広島五日市新宮苑 広島県広島市佐伯区新宮苑１２－１ 731-5126
広島旭２丁目 広島県広島市南区旭２ー８－１ 734-0036
廿日市阿品 広島県廿日市市福面２－４－２ 739-0401
廿日市城内 広島県廿日市市城内３丁目１２番１２号 738-0007
廿日市平良１丁目 広島県廿日市市平良１丁目１８－１３ 738-0025
広島都町 広島県広島市西区福島町１丁目３－１４ 733-0024
エキシティひろしま 広島県広島市南区松原町８８番 732-0822
ハートインＪＲ広島駅在来改札内 広島県広島市南区松原町２－３７ 732-0822
広島河原町 広島県広島市中区河原町１３－１５ 730-0856
広島舟入幸町 広島県広島市中区舟入幸町２０－２４ 730-0844
廿日市大野更地 広島県廿日市市大野１８４７ 739-0403
広島草津梅が台 広島県広島市西区草津梅が台７－１７ 733-0864
広島五日市海老園 広島県広島市佐伯区海老園１丁目３－３５ 731-5135
広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀７番２号 730-0013
広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３ 730-0842
広島国泰寺２丁目 広島県広島市中区国泰寺町２丁目２－２２ 730-0042
海南下津町 和歌山県海南市下津町上字藤ノ木１２７番１ 649-0164
有田インター 和歌山県有田郡有田川町大字土生字羽釜３００番１ 643-0025
日高町荊木 和歌山県日高郡日高町荊木５番３ 649-1211
御坊名田 和歌山県御坊市名田町上野３４５－４ 644-0022
岩出中島 和歌山県岩出市中島８６４－１ 649-6245
和歌山太田 和歌山県和歌山市太田字神ノ畔１４４番地 640-8323
和歌山西庄 和歌山県和歌山市木ノ本２１１－１ 640-8453
橿原四条町 奈良県橿原市四条町５３８－１ 634-0813
桜井阿部 奈良県桜井市大字阿部３８６番１ 633-0054
富田林喜志町２丁目 大阪府富田林市喜志町２丁目２番７号 584-0005
松原天美東２丁目 大阪府松原市天美東２丁目５５－１ 580-0032
松原天美南５丁目 大阪府松原市天美南５丁目１４－１２ 580-0033
富田林川向町 大阪府富田林市川向町８番２号 584-0049
富田林西板持 大阪府富田林市西板持町４丁目１００８－１ 584-0048
堺浅香山町３丁 大阪府堺市堺区浅香山町３丁４－３ 590-0012
泉大津下之町 大阪府泉大津市下之町１－２９ 595-0045
堺野田 大阪府堺市東区北野田７８０－１６ 599-8123
堺赤坂台６丁 大阪府堺市南区赤坂台６丁２０－１１ 590-0144
和泉桑原町 大阪府和泉市府中町４丁目１２番２１号 594-0071
ハートインＪＲ海南駅改札口 和歌山県海南市名高１８７－８ 642-0032
ハートインＪＲ和歌山駅中央口 和歌山県和歌山市美園町５－６１ 640-8331
豊中千里園１丁目 大阪府豊中市千里園１丁目５－１６ 560-0046
豊中岡上の町２丁目 大阪府豊中市岡上の町２丁目１－１ 560-0023
大阪同心２丁目 大阪府大阪市北区同心２丁目１５－２７ 530-0035



大阪同心北 大阪府大阪市北区同心２丁目９－１７ 530-0035
大阪天神橋５丁目 大阪府大阪市北区天神橋５丁目４－２１ 530-0041
池田五月丘２丁目 大阪府池田市五月丘２－２－８ 563-0029
豊中服部本町１丁目 大阪府豊中市服部本町１丁目５４番 561-0852
三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１ 532-0032
豊中新千里北町 大阪府豊中市新千里北町３丁目１－２－１ 560-0081
豊中緑丘２丁目 大阪府豊中市緑丘２－２１－１０ 560-0002
千里中央駅北 大阪府豊中市新千里東町１丁目２－３ 560-0082
吹田朝日が丘 大阪府吹田市朝日が丘町３３－１ 564-0083
吹田佐井寺４丁目 大阪府吹田市佐井寺４丁目２７－５ 565-0836
池田鉢塚３丁目 大阪府池田市鉢塚３丁目１０－１７ 563-0024
池田井口堂３丁目 大阪府池田市井口堂３丁目４－２７ 563-0023
大阪新森７丁目 大阪府大阪市旭区新森７丁目４８－１ 535-0022
大阪上新庄３丁目 大阪府大阪市東淀川区上新庄３丁目１９番地８３ 533-0006
高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０ 569-0023
ミューズ高槻 大阪府高槻市白梅町３ 569-1116
高槻北大樋町 大阪府高槻市北大樋町２５７番１ 569-0041
茨木西中条町 大阪府茨木市西中条町１４－１８ 567-0887
高槻富田５丁目 大阪府高槻市富田町５－１－１４ 569-0814
彦根松原 滋賀県彦根市松原町字網代口１２５５－３ 522-0002
彦根小泉町 滋賀県彦根市小泉町１２８－１　 522-0043
安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１ 521-1351
能登川中学校前 滋賀県東近江市垣見町１６０３ 521-1221
五個荘日吉町 滋賀県東近江市五個荘日吉町１４ 529-1403
草津駒井沢 滋賀県草津市駒井沢町４５－４ 525-0014
草津追分町 滋賀県草津市追分１丁目５番２１号 525-0047
草津青地町 滋賀県草津市青地町５２２番地 525-0041
草津パナソニック前 滋賀県草津市野路東２丁目１番６号 525-0058
草津大路２丁目 滋賀県草津市大路２丁目１２－１１ 525-0032
大津瀬田西インター 滋賀県大津市瀬田３丁目２４－６ 520-2134
南草津 滋賀県草津市野路１丁目９－１４ 525-0059
大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１ 520-0113
京都千本中立売 京都府京都市上京区千本通中立売上ル玉屋町３７ 602-8286
京都双ヶ丘 京都府京都市右京区常盤森町１１－１ 616-8215
京都堀川御池 京都府京都市中京区堀川通り上ル堀川町５７ー１ 604-8266
京都吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町２６－８４ 606-8315
京都新町一条 京都府京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町３７８ 602-0926
西院駅南 京都府京都市右京区西院三蔵町１７番 615-0027
京都三条柳馬場 京都府京都市中京区三条通柳馬場東入中之町４番 604-8083
山科大宅 京都府京都市山科区大宅中小路町６９－１７ 607-8176
佐賀白石町築切 佐賀県杵島郡白石町大字築切４２４８ 849-1103
佐賀大財２丁目 佐賀県佐賀市大財２丁目１番７号 840-0811
佐賀新栄東１丁目 佐賀県佐賀市新栄東１丁目４番２号 840-0850
佐賀兵庫南 佐賀県佐賀市兵庫南４丁目３番９号 849-0918
佐賀東中野 佐賀県佐賀市兵庫南３丁目３－１３ 849-0918
三日月三ヶ島 佐賀県小城市三日月町三ヶ島５５７番１ 845-0025
佐賀鍋島小学校前 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田１２９番地１２ 849-0936
多久南 佐賀県多久市南多久町大字長尾３３０６ 846-0023
武雄北方町 佐賀県武雄市北方町大字志久字上干給３４２９－１ 849-2201
伊万里大里 佐賀県伊万里市二里町大里字古屋田乙８７－１ 848-0035
佐賀大和尼寺 佐賀県佐賀市大和町尼寺７０１－１ 840-0201
佐賀大和町 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３９－３ 840-0201
小城牛津 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬９０９－１ 849-0302
小城松尾 佐賀県小城市小城町１１４番 845-0004
伊万里脇田町 佐賀県伊万里市脇田町２３－３３２０ 848-0028
伊万里瀬戸町 佐賀県伊万里市瀬戸町字瀬戸浜５１３番 848-0043
伊万里黒川 佐賀県伊万里市黒川町黒塩字飛石２１０９番２ 848-0146
佐賀白石 佐賀県杵島郡白石町大字福吉１９５４－１ 849-1113
佐賀江北 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志２０６２番１ 849-0502



武雄上西山 佐賀県武雄市武雄町武雄４９－２ 843-0022
有田駅前 佐賀県西松浦郡有田町本町乙３０７３－１３ 844-0018
有田町役場前 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２１０－５ 849-4153
佐賀白石廿治 佐賀県杵島郡白石町大字廿治１２３７－１ 849-1106
有明竜王駅前 佐賀県杵島郡白石町大字坂田２７４－５ 849-1204
武雄東川登町 佐賀県武雄市東川登町大字永野６８６１－１ 843-0233
嬉野大草野 佐賀県嬉野市塩田町大字大草野３８－１ 849-1415
嬉野築城 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４１５８番６ 843-0301
佐賀有田インター 佐賀県西松浦郡有田町大野乙２５４５－１ 844-0013
東彼杵川棚 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３６－１ 859-3615
東彼杵蔵本郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１５５３ 859-3808
東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１ 859-3922
嬉野岩屋 佐賀県嬉野市嬉野町下宿轟原丙１８３ 843-0301
佐賀嬉野みゆき通り 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１２５９ 843-0301
佐世保駅前 長崎県佐世保市三浦町３３７ 857-0863
有田原明 佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５ 849-4176
佐世保大塔町 長崎県佐世保市大塔町１９８３番地３ 857-1161
小佐々黒石 長崎県佐世保市小佐々町黒石３１３－１７ 857-0401
佐世保上相浦 長崎県佐世保市上相浦町８－１３ 858-0915
松浦警察署前 長崎県松浦市志佐町庄野免１５２－３０ 859-4507
松浦志佐中央 長崎県松浦市志佐町里免３７８－３ 859-4502
佐世保吉井町 長崎県佐世保市吉井町立石３０－１ 859-6326
佐世保江上町 長崎県佐世保市江上町９３６－１ 859-3244
佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２ 859-3452
平戸田平東 長崎県平戸市田平町山内免４１－１９ 859-4825
田原本松本 奈良県磯城郡田原本町松本８７－３ 636-0351
天理杉本町 奈良県天理市杉本町４０７－２ 632-0078
木津川梅美台２丁目 京都府木津川市梅美台２丁目２４番４ 619-0215
奈良般若寺町 奈良県奈良市般若寺町２７４－３ 630-8102
亀岡篠町王子 京都府亀岡市篠町王子西ノ山５－１ 621-0827
久御山町役場前 京都府久世郡久御山町田井浜代４－２ 613-0036
宇治伊勢田中山 京都府宇治市伊勢田町中山６８ 611-0043
宇治広野町 京都府宇治市広野町東裏６１－５ 611-0031
向日梅ノ木 京都府向日市寺戸町梅ノ木９ 617-0002
枚方野村中町 大阪府枚方市野村中町１８－５ 573-0144
京都西大路八条北 京都府京都市下京区七条御所ノ内中町５２番１ 600-8862
京都上桂前田町 京都府京都市西京区上桂前田町１０番４ 615-8223
京都上桂宮ノ後町 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町４番 615-8227
交野市役所前 大阪府交野市私部３丁目６－５ 576-0052
八幡垣内山 京都府八幡市八幡垣内山１２－１ 614-8011
京阪橋本駅南 大阪府枚方市楠葉中之芝２丁目３５－１１ 573-1101
枚方楠葉朝日３丁目 大阪府枚方市楠葉朝日３丁目５－２８ 573-1111
男山 京都府八幡市男山松里１５－３ 614-8364
宇治田原郷之口 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林１－１ 610-0255
寝屋川萱島南 大阪府寝屋川市萱島南町７番１５号 572-0825
福山御幸町中津原 広島県福山市御幸町大字中津原１９５５番地１ 720-0004
井原高屋町 岡山県井原市高屋町２４６－１ 715-0024
福山駅前 広島県福山市三之丸町８番１１号 720-0066
福山水呑町 広島県福山市水呑町４１２２－１ 720-0832
福山坪生町 広島県福山市坪生町１丁目３３番１４号 721-0903
福山引野北４丁目 広島県福山市引野町北４丁目２０番１号 721-0941
福山多治米４丁目 広島県福山市多治米町４丁目９－２２ 720-0824
福山西新涯町１丁目 広島県福山市西新涯町１丁目２６－１７ 721-0958
笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１ 714-0074
福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２ 729-0114
福山瀬戸 広島県福山市瀬戸町地頭分１３６５ー１ 720-0837
尾道向島 広島県尾道市向島町５５８４－８ 722-0073
尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１ 722-0062
尾道新浜２丁目 広島県尾道市新浜２丁目９番３号 722-0014



福山木之庄 広島県福山市木之庄町２ー１３ー４１ 720-0082
福山南本庄 広島県福山市南本庄４丁目１０番８号 720-0077
ハートインＪＲ福山駅南口 広島県福山市三之丸町３０－１ 720-0066
福山新市町 広島県福山市新市町大字戸手７５６－１ 729-3101
備後府中鵜飼町 広島県府中市鵜飼町５１－１ 726-0002
備後府中国府 広島県府中市高木町６４６－１ 726-0013
府中上下 広島県府中市上下町上下５１５－１ 729-3431
井原笹賀町 岡山県井原市笹賀町４５４－１ 715-0025
倉敷連島鶴新田 岡山県倉敷市連島町鶴新田３９２ー２ 712-8006
真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１ 710-1304
真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１ 710-1301
倉敷中庄駅前 岡山県倉敷市松島１０９０－１ 701-0114
玉野和田５丁目 岡山県玉野市和田５ー１７ー２４ 706-0021
倉敷南畝６丁目 岡山県倉敷市南畝６丁目３５７－１ 712-8055
倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１ 712-8039
里庄町手の際 岡山県浅口郡里庄町里見３７３９－３ 719-0301
倉敷玉島八島 岡山県倉敷市玉島八島１７２２－２ 713-8113
倉敷幸町 岡山県倉敷市幸町６－８ 710-0051
倉敷美和１丁目 岡山県倉敷市美和１ー８ー１１ 710-0052
早島町 岡山県都窪郡早島町早島３２９２－１ 701-0304
津山院庄 岡山県津山市院庄字毘沙門西１０１５ 708-0014
赤磐五日市 岡山県赤磐市五日市２５９番地 709-0831
落合下河内 岡山県真庭市下河内７０１－１ 719-3122
岡山御津草生 岡山県岡山市北区御津草生８２２－１ 709-2132
津山北園 岡山県津山市北園町２２－８　 708-0003
岡山バイパス豊成 岡山県岡山市南区豊成３丁目４番１０３ 700-0942
岡山福田 岡山県岡山市南区福田７２６ 702-8021
岡山妹尾 岡山県岡山市南区妹尾２３２４－２ 701-0205
岡山今７丁目 岡山県岡山市北区今７丁目２４－１１７ 700-0975
岡山可知５丁目 岡山県岡山市東区可知５丁目１２９－２４ 704-8173
和気衣笠 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１ 709-0441
備前木谷 岡山県備前市木谷２８８－１ 705-0035
岡山清水２丁目 岡山県岡山市中区清水２丁目９８－７ 703-8243
岡山原尾島３丁目 岡山県岡山市中区原尾島３丁目８－３１ 703-8235
岡山門田屋敷４丁目 岡山県岡山市中区門田屋敷４－１－１５ 703-8275
岡山寺山 岡山県岡山市東区寺山２５－１ 709-0604
岡山牟佐 岡山県岡山市北区牟佐１０７１－１ 701-2141
岡山瀬戸 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３５７－１ 709-0861
神戸六甲登山口 兵庫県神戸市灘区曾和町３丁目２－２ 657-0063
神戸大和町４丁目 兵庫県神戸市灘区大和町４丁目１－１ 657-0031
神戸ＪＲ住吉駅前 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２ 658-0053
神戸本山中町４丁目 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目４４番２ 658-0016
神戸岡本１丁目 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目１２９番７ 658-0072
宝塚小林５丁目 兵庫県宝塚市小林５丁目４－１０ 665-0034
宝塚宮の町 兵庫県宝塚市宮の町１０－３ 665-0843
大阪東粉浜１丁目 大阪府大阪市住吉区東粉浜１丁目６番１７号 558-0051
大阪千島３丁目 大阪府大阪市大正区千島３－１３－２０ 551-0003
大阪長居１丁目 大阪府大阪市住吉区長居１－２－２ 558-0003
大阪港晴３丁目 大阪府大阪市港区港晴３－１－１４ 552-0023
大阪田中１丁目 大阪府大阪市港区田中１－８－２４ 552-0005
大阪三先２丁目 大阪府大阪市港区三先２丁目１４－３７ 552-0016
西宮前浜町 兵庫県西宮市前浜町１番５０ 662-0931
神戸御影中町１丁目 兵庫県神戸市東灘区御影中町１－１６－２１ 658-0054
西宮ＪＲ甲子園口駅南 兵庫県西宮市甲子園口２丁目３－１１ 663-8113
西宮深津町 兵庫県西宮市深津町３－２ 663-8203
伊丹森本３丁目 兵庫県伊丹市森本３丁目３０－１ 664-0842
尼崎武庫の里２丁目 兵庫県尼崎市武庫の里２丁目９－１ 661-0041
阪神尼崎駅北 兵庫県尼崎市神田北通１丁目８－１ 660-0883
芦屋呉川町 兵庫県芦屋市呉川町５３番１ 659-0051



大阪北堀江３丁目 大阪府大阪市西区北堀江３－１－２０ 550-0014
大阪大野２丁目 大阪府大阪市西淀川区大野２－１－４３ 555-0043
尼崎潮江１丁目 兵庫県尼崎市潮江１－３－４３ 661-0976
西淀川税務署前 大阪府大阪市西淀川区野里２丁目１１－１３ 555-0024
ＪＲ塚本駅西 大阪府大阪市西淀川区柏里３－５－４ 555-0022
大阪大和田１丁目 大阪府大阪市西淀川区大和田１丁目５７番１ 555-0032
大阪大野１丁目 大阪府大阪市西淀川区大野１－９－５ 555-0043
大阪四貫島２丁目 大阪府大阪市此花区四貫島２－４－１ 554-0014
尼崎立花町２丁目 兵庫県尼崎市立花町２丁目１３－２０ 661-0025
ハートインＪＲ摂津本山駅改札口 兵庫県神戸市東灘区岡本１－１－１ 658-0072
大阪加美南３丁目 大阪府大阪市平野区加美南３－９－１９ 547-0003
大阪横堤５丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤５－２－２０ 538-0052
八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町２－３３－１０ 581-0835
地下鉄蒲生４丁目駅前 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７番４号 536-0004
大阪平野駅前 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３ 547-0034
大阪玉造１丁目 大阪府大阪市中央区玉造１－１１－８ 540-0004
大阪今川８丁目 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目１－４ 546-0003
東大阪吉田本町１丁目 大阪府東大阪市吉田本町１丁目１３－１７ 578-0982
大阪三明町 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目３番２９号 545-0002
大阪林寺２丁目 大阪府大阪市生野区林寺２－１９－１４ 544-0023
大阪関目６丁目 大阪府大阪市城東区関目６丁目１５－２６ 536-0008
南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４ 656-0478
洲本下加茂 兵庫県洲本市下加茂１丁目６２６番 656-0013
篠山今田町 兵庫県篠山市今田町今田８－２ 669-2151
神戸フラワーロード 兵庫県神戸市中央区加納町４－１０－２ 650-0001
姫路宮田東 兵庫県姫路市勝原区宮田２３－１ 671-1213
姫路青山北 兵庫県姫路市青山北１丁目１６－３ 671-2221
加東上滝野 兵庫県加東市上滝野２５８－１ 679-0211
西脇和田 兵庫県西脇市和田町１９３ 677-0052
西脇野村町 兵庫県西脇市野村町１２８９番地 677-0054
高砂荒井駅前 兵庫県高砂市荒井町扇町３１４－３ 676-0016
加古川別府石町 兵庫県加古川市別府町石町５９ 675-0127
明石大明石町 兵庫県明石市大明石町１丁目３－１５ 673-0891
明石鳥羽 兵庫県明石市小久保４丁目７番８ 673-0005
明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１ 674-0053
神戸新開地１丁目 兵庫県神戸市兵庫区新開地１丁目４－３ 652-0811
神戸羽坂通３丁目 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通３丁目１－１０ 652-0805
稲美愛宕 兵庫県加古郡稲美町国岡１丁目９６番 675-1115
西宮下山口５丁目 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１３－３５ 651-1412
西宮塩瀬町 兵庫県西宮市塩瀬町名塩２２０４ 669-1141
西宮東山台１丁目 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３ 669-1133
神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１ 653-0003
神戸櫨谷町長谷 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷２１４－１ 651-2235
三木別所町正法寺 兵庫県三木市別所町正法寺６０６－５ 673-0454
ハートインピオレ姫路 兵庫県姫路市豆腐町２２２ 670-0914
柳井天神 山口県柳井市天神１７番２０号 742-0005
山口大畠駅前 山口県柳井市神代４１８１－５ 749-0101
岩国黒磯 山口県岩国市黒磯町１－２－１４ 740-0041
岩国平田 山口県岩国市平田５丁目２８－１１ 741-0072
岩国錦帯橋 山口県岩国市岩国１丁目１１番１８号 741-0062
徳山櫛ヶ浜 山口県周南市櫛ヶ浜字西浜田５１４－２１ 745-0805
周南江の宮 山口県周南市秋月１丁目８番１０号 745-0825
周南久米次郎丸 山口県周南市大字久米字次郎丸２８９９－１ 745-0801
周南桜木 山口県周南市大字久米字町合３０９１番１ 745-0801
周南久米 山口県周南市大字久米２８１－１ 745-0801
周南栗屋 山口県周南市大字栗屋８２４－４ 745-0802
周南大河内 山口県周南市大字大河内字三反田２５８番１ 745-0651
徳山下上 山口県周南市大字下上１９７１－７ 746-0082
下関東駅 山口県下関市後田町４ー２ー１０ 751-0826



下関汐入 山口県下関市汐入町１－４ 750-0059
下関山の田 山口県下関市武久町１丁目１９－３０ 751-0833
下関川中豊町 山口県下関市川中豊町３丁目２番２５号 751-0853
下関競艇場前 山口県下関市長府松小田東町６番１５号 752-0934
下関彦島福浦口 山口県下関市彦島江の浦町３丁目９－１９ 750-0075
下関彦島向井町 山口県下関市彦島向井町２丁目８－７ 750-0084
下関吉見 山口県下関市永田本町１丁目５番２７号 759-6533
下関福江 山口県下関市大字福江字林原４８４－１ 759-6601
長門市駅前 山口県長門市東深川字東中ノ坪８００－１ 759-4101
長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１ 759-4101
長門東深川下郷 山口県長門市東深川字渋谷２２３４－１ 759-4101
宇部高校前 山口県宇部市山門三丁目５番２４号 755-0091
山口インター 山口県山口市大内長野４６８ー１ 753-0211
防府大崎 山口県防府市大字大崎字矢部４１１－１ 747-0065
宇部西岐波 山口県宇部市今村南２丁目９－１２ 755-0154
宇部恩田町５丁目 山口県宇部市恩田町５丁目５－７ 755-0023
山口下小鯖 山口県山口市下小鯖２７０６番１ 753-0212
山口陶 山口県山口市陶１２４１－１ 754-0891
山口小郡黄金町 山口県山口市小郡黄金町１３－４１ 754-0021
山口湯田大橋 山口県山口市維新公園２丁目５番３５号 753-0815
安心院 大分県宇佐市安心院町木裳２７５番地１ 872-0507
宇佐別府 大分県宇佐市大字別府上居屋敷３８０ 879-0462
宇佐橋津 大分県宇佐市大字橋津７－２ 879-1134
豊後高田西新町 大分県豊後高田市高田２３０７－１３ 879-0617
赤池町 福岡県田川郡福智町赤池９４８－３ 822-1101
田川宮馬場 福岡県田川郡福智町大字上野３８１－１ 822-1102
田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５－１ 822-1201
宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田字広田３１－１ 872-0047
福岡豊津 福岡県京都郡みやこ町国作２１３－１ 824-0125
豊津錦町 福岡県京都郡みやこ町豊津２５８番地 824-0121
行橋天生田 福岡県行橋市大字矢留字セト川１９２７－７ 824-0037
勝山大久保 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２４５０－１ 824-0801
田川日の出町 福岡県田川市日の出町１番３号 825-0012
小倉くさみ 福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目４番８号 800-0232
行橋北泉 福岡県行橋市北泉２丁目３－９ 824-0033
行橋竹田 福岡県行橋市北泉５丁目７－８ 824-0033
椎田湊 福岡県築上郡築上町大字湊６１２－１ 829-0311
中津万田 大分県中津市万田２６５－１ 871-0025
小倉中吉田 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１ 800-0204
小倉葛原１丁目 福岡県北九州市小倉南区葛原１－２－２８ 800-0251
八幡大浦１丁目 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁目１－３２ 807-0874
福岡築城 福岡県築上郡築上町築城１０５５－６ 829-0102
豊前郵便局前 福岡県豊前市赤熊１４２１ー２０ 828-0027
豊前四郎丸 福岡県豊前市四郎丸１１９番地１ 828-0011
小倉日明４丁目 福岡県北九州市小倉北区日明４丁目６－２４ 803-0831
八幡大平１丁目 福岡県北九州市八幡西区大平１丁目６－１４ 807-0083
八幡高江 福岡県北九州市八幡西区高江１ー２ー７ 807-1152
中間通谷 福岡県中間市通谷６丁目５－１３ 809-0018
小倉企救丘２丁目 福岡県北九州市小倉南区企救丘２ー１４－２７ 802-0981
小倉志井 福岡県北九州市小倉南区大字志井１５５１－１ 802-0985
八幡祇園３丁目 福岡県北九州市八幡東区祇園３丁目２－２０ 805-0067
行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２ 824-0007
行橋宮市町 福岡県行橋市宮市町４－１８ 824-0008
行橋延永 福岡県行橋市吉国２７０ 824-0066
行橋行事７丁目 福岡県行橋市行事７丁目５３５－５ 824-0001
八幡浅川１丁目 福岡県北九州市八幡西区浅川１－１９－２６ 807-0872
行橋大橋２丁目 福岡県行橋市大橋２丁目５－７ 824-0003
八幡ひびき 福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－１５－１５ 807-0807
若松大鳥居 福岡県北九州市若松区蜑住原牟田１７６１－１ 808-0122



ハートインＪＲ小倉駅新幹線口東 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１ 802-0001
八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３ 807-0831
水巻立屋敷 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－１６－３３ 807-0051
門司永黒２丁目 福岡県北九州市門司区永黒２丁目６番６号 800-0017
門司高田 福岡県北九州市門司区高田２丁目５－６ 800-0031
若松小石 福岡県北九州市若松区赤崎町２－３７ 808-0003
日田庄手 大分県日田市大字庄手８６９－１ 877-0000
日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２ 877-0000
岡垣野間 福岡県遠賀郡岡垣町野間南１番１号 811-4233
唐津和多田本村 佐賀県唐津市和多田本村４４０５ 847-0085
唐津神田 佐賀県唐津市神田字郷ノ元１９２２番１ 847-0824
唐津竹木場 佐賀県唐津市竹木場４９９５－１ 847-0881
唐津幸多里の浜 佐賀県唐津市浦字黒崎５０３８－２ 847-0124
若宮脇田 福岡県宮若市脇田２３２－１ 822-0133
宮若福丸 福岡県宮若市福丸２９６番地９ 822-0101
宮若脇野 福岡県宮若市宮田１３１９－４ 823-0011
宮若長井鶴 福岡県宮若市長井鶴２０４番地２ 823-0012
宮田本城 福岡県宮若市本城１１０１番地２ 823-0003
宮田百合野 福岡県宮若市龍徳１９９番地１ 823-0001
直方頓野 福岡県直方市大字頓野３１９８－１ 822-0002
直方殿町 福岡県直方市殿町３番１３号 822-0017
直方知古 福岡県直方市大字知古７０７番２ 822-0022
唐津西高校前 佐賀県唐津市町田１７７７－１ 847-0821
唐津バイパス 佐賀県唐津市浜玉町大字横田下字干居９５５－３ 849-5122
鳥栖村田 佐賀県鳥栖市村田町７７２－４ 841-0072
鳥栖本鳥栖町 佐賀県鳥栖市本鳥栖町３７９－４ 841-0026
鳥栖大正町 佐賀県鳥栖市大正町７２０－５ 841-0032
小郡美鈴が丘 福岡県小郡市美鈴が丘５丁目１２－１ 838-0101
小郡祇園１丁目 福岡県小郡市祇園１丁目１５－３ 838-0144
福岡三輪依井 福岡県朝倉郡筑前町依井４９３－１ 838-0813
須恵レインボーロード 福岡県糟屋郡須惠町大字植木４７７－３２ 811-2112
須恵古宮 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０１－３ 811-2113
須恵新原 福岡県糟屋郡須惠町大字新原８６－１ 811-2111
針摺 福岡県筑紫野市永岡１８６－７ 818-0066
筑穂中学校前 福岡県飯塚市長尾８９９－１ 820-0701
桂川吉隈 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８０００番５ 820-0609
碓井町役場前 福岡県嘉麻市上臼井３０１－３ 820-0502
篠栗八木山バイパス 福岡県糟屋郡篠栗町牛切谷３７６０ー１ 811-2400
飯塚横田 福岡県飯塚市横田４３１番地１ 820-0044
飯塚伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須７２２－１ 820-0053
福岡重留２丁目 福岡県福岡市早良区重留２－１５－３１ 811-1101
前原北新地 福岡県糸島市前原北２丁目１番１号 819-1118
前原三坂 福岡県糸島市三坂３９８－１０ 819-1146
福岡女原 福岡県福岡市西区女原北１１－２０ 819-0377
九大学研都市駅東 福岡県福岡市西区西都１丁目５番５号 819-0367
福岡北原 福岡県福岡市西区北原１丁目１３番２７号 819-0375
飯塚鯰田 福岡県飯塚市大字鯰田２３３２－７ 820-0001
飯塚勢田 福岡県飯塚市勢田字木浦支２３２６－１ 820-1111
小竹局入口 福岡県鞍手郡小竹町勝野３４７２－３ 820-1103
飯塚幸袋 福岡県飯塚市幸袋２１８番地７ 820-0066
久山久原 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１５７－１ 811-2501
篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３ 811-2413
福岡飯氏 福岡県福岡市西区飯氏９２６－１ 819-0371
糸島神在 福岡県糸島市神在１３０３－１ 819-1123
福岡渡辺通５丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２０－７ 810-0004
博多上牟田２丁目 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１－２０ 812-0006
福岡藤崎駅前 福岡県福岡市早良区藤崎１‐１‐１ 814-0013
福岡西新２丁目 福岡県福岡市早良区西新２－１０－１ 814-0002
福岡次郎丸２丁目 福岡県福岡市早良区次郎丸２－１－１７ 814-0165



博多三井ビル 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 812-0025
福岡九産大駅西 福岡県福岡市東区香住ケ丘２丁目９－２７ 813-0003
志免西小学校前 福岡県糟屋郡志免町大字別府１３４－３ 811-2205
宇美光正寺 福岡県糟屋郡宇美町光正寺１丁目７－５０ 811-2123
福岡名島１丁目 福岡県福岡市東区名島１丁目１番３６号 813-0043
福岡八田２丁目 福岡県福岡市東区八田２丁目１６－３０ 813-0031
福岡塩浜１丁目 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１６－３６ 811-0203
新宮中央駅北 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１丁目１番７号 811-0120
福岡大橋駅西 福岡県福岡市南区大橋１ー１８ー１２ 815-0033
福岡大橋駅南口 福岡県福岡市南区大橋１丁目９－１ 815-0033
那珂川松木２丁目 福岡県筑紫郡那珂川町松木２丁目７４番地 811-1251
那珂川五郎丸 福岡県筑紫郡那珂川町松木３－１６０ 811-1251
博多美野島通り 福岡県福岡市博多区美野島１丁目１７－５ 812-0017
福岡東油山 福岡県福岡市城南区東油山１－１１－１ 814-0100
博多板付５丁目 福岡県福岡市博多区板付５丁目１６－５ 812-0888
博多那珂１丁目 福岡県福岡市博多区那珂１丁目２０－１７ 812-0893
福岡唐人町駅前 福岡県福岡市中央区今川１丁目１－２７ 810-0054
福岡原田３丁目 福岡県福岡市東区原田３丁目９番１号 812-0063
粕屋仲原郵便局前 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８６２番１ 811-2304
粕屋仲原 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字口ノ坪２５２８ 811-2304
粕屋仲原３丁目 福岡県糟屋郡粕屋町仲原３丁目１９－８ 811-2304
博多春町３丁目 福岡県福岡市博多区春町３丁目９－１８ 812-0872
福岡春日原駅前 春日市春日原北町３ー６８ 816-0802
春日昇町 福岡県春日市昇町１丁目５４番 816-0851
下白水 福岡県春日市下白水北４丁目７２番地 816-0854
福岡老司３丁目 福岡県福岡市南区老司３丁目１０番２８号 811-1346
福岡鶴田４丁目 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番３３号 811-1352
福岡南バイパス 福岡県福岡市博多区金の隈１丁目２５－１９ 812-0863
大野城御笠川５丁目 福岡県大野城市御笠川５丁目１１－７ 816-0912
大野城紫台 福岡県大野城市紫台１６－１１ 816-0954
安岐塩屋 大分県国東市安岐町塩屋字古屋敷２９９番１ 873-0212
玖珠大隈 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈１７３－１ 879-4414
佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１３１４－１ 876-0025
佐伯海崎 大分県佐伯市大字海崎字浜１８５番１ 876-1105
津久見松崎 大分県津久見市セメント町９番８号 879-2443
佐伯上岡 大分県佐伯市大字上岡３４０３－１ 876-0045
臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１ 875-0053
日出豊岡 大分県速見郡日出町大字平道字入江１８７６番１２ 879-1508
日出佐尾 大分県速見郡日出町字平早水３９０２－１３ 879-1506
日出暘谷駅前 大分県速見郡日出町３１８５番１ 879-1506
別府流川通 大分県別府市光町２１番１８号 874-0930
大分横田１丁目 大分県大分市横田１丁目４００番 870-0263
大分古国府 大分県大分市大字古国府６７９－１ 870-0844
大分明野南３丁目 大分県大分市明野南３丁目２４０５番２ 870-0163
別府大学前 大分県別府市上人西２組１ 874-0035
別府亀川中央町 大分県別府市亀川中央町１２０番地１ 874-0021
大分城東町北 大分県大分市城東町９番１６号 870-0153
大分中央町４丁目 大分県大分市中央町４丁目５番 870-0035
大分金池町２丁目 大分県大分市金池町２－２８ 870-0026
天草五橋入口 熊本県宇城市三角町三角浦４２７－１ 869-3207
上天草大矢野上 熊本県上天草市大矢野町中８２９－１ 869-3603
上天草大矢野中 熊本県上天草市大矢野町中４５２５－２ 869-3603
天草知ケ崎 熊本県天草市志柿町５３９１ー３ 863-0041
天草亀場 熊本県天草市亀場町食場９３４－５ 863-0046
天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号 863-0022
天草本渡広瀬 熊本県天草市本渡町広瀬１７６－１４ 863-0001
菊池七城甲佐町 熊本県菊池市七城町甲佐町９１－１ 861-1353
菊池隈府 熊本県菊池市隈府８８６－１ 861-1331
合志竹迫 熊本県合志市竹迫９０２－１ 861-1114



玉名寺田 熊本県玉名市寺田字大堂１３－１ 865-0022
熊本硯川町 熊本県熊本市北区硯川町末次９０７ 861-5524
熊本崇城大学前 熊本県熊本市西区池田４丁目５－６ 860-0082
人吉下林 熊本県人吉市下林町字佐ブ川２０番２ 868-0083
人吉下原田町 熊本県人吉市下原田町字瓜生田４９３番地 868-0086
八代横手新町 熊本県八代市横手新町１５－１４ 866-0875
八代松高小学校前 熊本県八代市永碇町８４９ー１ 866-0885
八代永碇 熊本県八代市永碇町９７０ー１ 866-0885
宇城不知火 熊本県宇城市不知火町高良２０１６－１ 869-0552
八代鏡町両出 熊本県八代市鏡町両出１３４０番１ 869-4222
八代海士江町 熊本県八代市海士江町２３２８－７ 866-0893
新八代駅前 熊本県八代市西片町字百田１５２７－１ 866-0811
八代本野町 熊本県八代市本野町字道善寺２５５６－１ 866-0073
熊本戸島１丁目 熊本県熊本市東区戸島１丁目１番地１号 861-8041
熊本長嶺小前 熊本県熊本市東区長嶺南７丁目２３－１４ 861-8039
菊陽津久礼 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼２７２９番 869-1101
南関小原 熊本県玉名郡南関町大字小原１８１５－２ 861-0811
荒尾水野 熊本県荒尾市水野北天堤１８４１－１ 864-0023
横島外平 熊本県玉名市横島町横島１７０５－１ 865-0072
岱明町高道 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１ 869-0202
長洲清源寺 熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘下３８６ 869-0105
長洲梅田 熊本県玉名郡長洲町長洲２８５－１ 869-0123
荒尾蔵満 熊本県荒尾市蔵満字久保３８５－４ 864-0027
鹿本御宇田 熊本県山鹿市鹿本町御宇田６１８－１ 861-0304
熊本上通りアーケード 熊本県熊本市中央区上通町９番１号 860-0845
宇城松橋南田 熊本県宇城市松橋町曲野２１６４番地 869-0511
宇城豊野町山崎 熊本県宇城市豊野町山崎字豊原２５９番１ 861-4305
熊本御幸笛田６丁目 熊本県熊本市南区御幸笛田６丁目７－１ 861-4172
熊本富合南田尻 熊本県熊本市南区富合町南田尻８５６－１ 861-4155
熊本産業道路 熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目１３番１号 862-0970
熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外３丁目２－１ 862-0921
熊本帯山５丁目 熊本県熊本市中央区帯山５丁目８－１９ 862-0924
熊本帯山 熊本県熊本市中央区帯山６丁目１－３０ 862-0924
芦北インター 熊本県葦北郡芦北町大字佐敷４２４ 869-5441
芦北湯浦 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字生田４１６－１ 869-5563
新水俣駅前 熊本県水俣市初野字西原３０７－１５ 867-0002
水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８ 867-0003
宇城きらら１丁目 熊本県宇城市松橋町きらら１丁目１０－１２ 869-0503
宇土南段原町 熊本県宇土市南段原町１０４－１ 869-0421
宇土本町４丁目 熊本県宇土市本町４丁目４２番 869-0431
宇土走潟町 熊本県宇土市走潟町８８１－１ 869-0404
宇土城塚町 熊本県宇土市城塚町１２４－１７ 869-0462
宇土長浜町 熊本県宇土市長浜町５６６－１９ 869-3171
熊本世安町 熊本県熊本市中央区世安町３１４番１ 860-0823
熊本平成大通り 熊本県熊本市南区馬渡１丁目１－２８ 862-0968
熊本野中１丁目 熊本県熊本市西区野中１丁目８－８ 860-0059
熊本近見２丁目 熊本県熊本市南区近見２丁目２０－１ 861-4101
熊本白藤１丁目 熊本県熊本市南区白藤１丁目２６番２０号 861-4112
熊本川尻１丁目 熊本県熊本市南区川尻１丁目４番１号 861-4115
熊本横手１丁目 熊本県熊本市中央区横手１丁目５番３０号 860-0046
熊本島崎３丁目 熊本県熊本市西区島崎３丁目２４番５７号 860-0073
合志木原野 熊本県合志市須屋字木原野２３５５ 861-1102
泗水田島 熊本県菊池市泗水町田島２５３ 861-1214
熊本北水前寺 熊本県熊本市中央区水前寺３－１２－１７ 862-0950
合志幾久富 熊本県合志市幾久富字八丁谷１８２８番６１ 861-1112
熊本石原３丁目 熊本県熊本市東区石原３丁目１０－２０ 861-8046
熊本インター北 熊本県熊本市東区石原２丁目３－５ 861-8046
植木岩野 熊本県熊本市北区植木町岩野１８２－３ 861-0136
熊本京町 熊本県熊本市中央区京町本丁１－６９ 860-0081



嘉島上仲間 熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間８４８番地４ 861-3107
熊本江津２丁目 熊本県熊本市東区江津２丁目２３－２５ 862-0942
熊本大津郵便局前 熊本県菊池郡大津町大津１１４３－１ 869-1233
熊本花立６丁目 熊本県熊本市東区花立６丁目１０－２８ 862-0918
熊本桜木３丁目 熊本県熊本市東区桜木３丁目２２－１ 861-2101
延岡西階町１丁目 宮崎県延岡市西階町１丁目３７４８番地５ 882-0803
都城梅北町 宮崎県都城市梅北町７３６８－１０ 885-0063
日南上平野町 宮崎県日南市上平野町１ー３ー１３ 887-0022
日南吾田東 宮崎県日南市吾田東８丁目１－８ 889-2541
延岡出北６丁目 宮崎県延岡市出北６丁目１６５８－３ 882-0856
綾入野 宮崎県東諸県郡綾町大字入野１１７１番１ 880-1301
宮崎大塚池ノ内 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１１７６ 880-0951
川南名貫 宮崎県児湯郡川南町大字川南２００８６ 889-1301
国富三名 宮崎県東諸県郡国富町三名１２８９－１ 880-1114
宮崎住吉 宮崎県宮崎市島之内７１６８ 880-0121
佐土原広瀬中学校前 宮崎県宮崎市佐土原町下田島袋２０２９８－５７ 880-0211
高鍋高校前 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋天神鶴４６２８ー１ 884-0002
久留米善導寺 福岡県久留米市善導寺町与田２３－１ 839-0823
うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１ 839-1343
大牟田田隈 福岡県大牟田市大字田隈字玉口２００ー１ 837-0916
大牟田笹林 福岡県大牟田市上町２－３－１ 836-0853
高田今福 福岡県みやま市高田町今福６６５ 839-0214
大牟田小浜町 福岡県大牟田市小浜町１１６－３ 836-0034
神埼吉田 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２７７０番１ 842-0031
神埼市役所前 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２４３３－１ 842-0002
千代田嘉納 佐賀県神埼市千代田町嘉納１１９８ 842-0067
筑後一条 福岡県筑後市大字一条字千本松１３２２－１ 833-0001
みやき町江口 佐賀県三養基郡みやき町大字江口２９５４－１１ 849-0112
筑後野町 福岡県筑後市大字野町７６６－６ 833-0032
大牟田倉永 福岡県大牟田市倉永１５２２ 837-0906
久留米六ツ門 福岡県久留米市六ツ門町１９－１８ 830-0031
八女公園通り 福岡県八女市本町４９８－１ 834-0031
八女本村 福岡県八女市本村字杉町６５９－１ 834-0063
八女立花 福岡県八女市立花町谷川１１１２－３ 834-0074
八女兼松 福岡県八女市立花町兼松２００－２ 834-0082
八女上陽町 福岡県八女市上陽町北川内３２０－１ 834-1102
八女中篭 福岡県八女市黒木町桑原８８９－１ 834-1216
八女納楚 福岡県八女市納楚６１４番地１ 834-0004
広川川瀬 福岡県八女郡広川町新代７０６－４ 834-0115
久留米藤山町 福岡県久留米市藤山町５２３－９ 830-0053
久留米高良内 福岡県久留米市高良内町字石橋３７４１番１ 839-0852
久留米矢取西 福岡県久留米市御井町２１３８－２ 839-0851
久留米御井町 福岡県久留米市御井町日出原１７０２－５ 839-0851
久留米二軒茶屋 福岡県久留米市上津町１９３２－２ 830-0055
久留米上津町 福岡県久留米市上津町２３９９－１１ 830-0052
久留米新合川 福岡県久留米市新合川２丁目８番２４号 839-0865
柳川辻町 福岡県柳川市辻町７番地１ 832-0024
柳川徳益 福岡県柳川市大和町徳益６９６－１ 839-0241
筑後赤坂 福岡県筑後市大字蔵数字赤坂５５９番１ 833-0054
福岡大木町 福岡県三潴郡大木町大字上八院１７３８－５ 830-0417
三潴田川 福岡県久留米市三潴町田川４１－１ 830-0102
久留米荘島町 福岡県久留米市荘島町１６番地９ 830-0042
久留米通町 福岡県久留米市通町１番地１ 830-0018
八女龍ケ原 福岡県八女市龍ケ原２６５－１ 834-0067
袖ヶ浦上泉 千葉県袖ケ浦市上泉１００９－１ 299-0205
袖ケ浦飯富 千葉県袖ケ浦市飯富８８０ 299-0256
袖ヶ浦東横田 千葉県袖ケ浦市横田４０８ 299-0236
袖ヶ浦宮田大橋 千葉県袖ケ浦市下宮田字中谷３０番２ 299-0223
君津小糸 千葉県君津市泉字１丁目２８２－１ 299-1112



袖ヶ浦蔵波台６丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台６－１０－１ 299-0245
袖ヶ浦今井 千葉県袖ケ浦市今井１丁目５６番２ 299-0264
袖ヶ浦久保田 千葉県袖ケ浦市代宿９２９ 299-0241
姉ヶ崎駅東口 千葉県市原市姉崎４７８－３ 299-0111
袖ヶ浦のぞみ野通り北 千葉県袖ケ浦市蔵波字正源戸９９４－７ 299-0243
市原若葉小学校前 千葉県市原市五井５７１１－１ 290-0056
市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３ 290-0011
市原辰巳台東４丁目 千葉県市原市辰巳台東４丁目３－９１ 290-0003
市原辰巳台西１丁目 千葉県市原市辰巳台西１－１－５ 290-0004
市原辰巳台東１丁目 千葉県市原市辰巳台東１－４－２ 290-0003
市原ちはら台 千葉県市原市ちはら台西５－５－１３ 290-0143
市原犬成 千葉県市原市犬成１１２４ 290-0166
大村坂口町 長崎県大村市坂口町３９７番地１ 856-0028
大村池田２丁目 長崎県大村市池田２丁目２７６－１ 856-0026
大村松並１丁目 長崎県大村市松並１丁目１５７－２５ 856-0814
長崎栄上 長崎県長崎市為石町エイガミ３１３１－２ 851-0405
長崎末石町 長崎県長崎市末石町３７０－１２ 850-0991
雲仙千々石 長崎県雲仙市千々石町戊３７０－１ 854-0405
南島原口之津 長崎県南島原市口之津丁字西新開５７４１ 859-2503
時津西時津郷 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷８４７－４ 851-2101
諫早馬渡町 長崎県諫早市馬渡町８番９ 854-0075
雲仙愛野 長崎県雲仙市愛野町乙５３９６－３ 854-0302
諫早有喜町 長崎県諫早市鶴田町３６－１ 854-0122
長崎中川１丁目 長崎県長崎市中川１丁目１－１ 850-0013
長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３ 850-0001
諫早久山台 長崎県諌早市久山台４４番３号 854-0067
諫早多良見町 長崎県諫早市多良見町化屋字浜田８７９－５ 859-0401
小長井牧 長崎県諫早市小長井町牧２９６－２１ 859-0164
諫早森山町 長崎県諫早市森山町田尻字東九平次１６１６－１ 854-0204
雲仙瑞穂 長崎県雲仙市瑞穂町古部甲字下伏尾５３４－１ 859-1215
島原原口町 長崎県島原市原口町丙３９５－１ 855-0008
諫早バイパス 長崎県諫早市小船越町１０３９番７ 854-0062
七尾本府中 石川県七尾市本府中町ヲ２５－１ 926-0021
七尾古府町 石川県七尾市古府町る３－１ 926-0031
七尾国分町 石川県七尾市国分町ナ４９番 926-0821
七尾常盤町 石川県七尾市常盤町６番４ 926-0862
七尾小島町 石川県七尾市小島町ヘ１３０－４ 926-0852
七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１ 926-0178
七尾和倉和歌崎 石川県七尾市和倉町和歌崎７番３ 926-0175
魚津インター 富山県魚津市本江字窪畑５４２ 937-0805
黒部田家 富山県黒部市田家新７５２－１ 938-0045
黒部牧野西 富山県黒部市牧野９０３－１ 938-0035
黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１ 938-0037
黒部堀切 富山県黒部市三日市字栄町４０７０－１ 938-0031
黒部沓掛 富山県黒部市沓掛道上割３３３４番 938-0013
氷見加納南 富山県氷見市加納４２４－１ 935-0063
滑川上島 富山県滑川市上島２２２－３ 936-0852
富山中川原 富山県富山市中川原台２丁目２８番地 939-8016
富山公文名 富山県富山市公文名３６－５ 939-8002
富山下冨居 富山県富山市豊田町１丁目４番４５号 931-8313
つくば小和田 茨城県つくば市大字小和田字鶴町１６４－４ 300-4224
つくば大曽根 茨城県つくば市筑穂１－１６－９ 300-3257
下館外塚 茨城県筑西市外塚６６４ 308-0053
協和蓮沼 茨城県筑西市蓮沼１６０８－４２ 309-1115
筑西村田 茨城県筑西市松原２９７２－１ 300-4541
筑西下館運動公園前 茨城県筑西市上平塚６３５－６ 308-0067
下館工業高校前 茨城県筑西市玉戸１３３８－６ 308-0847
古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４ 306-0236
古河松並 茨城県古河市松並１－２５－１２ 306-0021



茨城八千代東蕗田 茨城県結城郡八千代町大字東蕗田７５５－１０ 300-3545
茨城八千代一中前 茨城県結城郡八千代町大字若字新堤１４４３－８ 300-3544
茨城八千代水口 茨城県結城郡八千代町水口５２５－１０ 300-3564
古河運動公園前 茨城県古河市女沼１３５－５ 306-0226
常総豊岡北 茨城県常総市豊岡町乙３５５８－３ 303-0041
境塚崎西 茨城県猿島郡境町塚崎１１４０－１４ 306-0405
五霞元栗橋 茨城県猿島郡五霞町元栗橋６７５９－３ 306-0313
古河水海 茨城県古河市水海２２９１－４ 306-0215
下館野殿 茨城県筑西市野殿９１３－１ 308-0843
筑西岡芹 茨城県筑西市岡芹２０３８ 308-0051
筑西鎌田 茨城県筑西市二木成１７５８ 308-0841
下妻鎌庭 茨城県下妻市鎌庭２１０ 304-0819
下妻下木戸 茨城県下妻市下木戸３６２－５ 304-0028
茨城八千代菅谷 茨城県結城郡八千代町菅谷５８９－１９ 300-3572
茨城八千代成田 茨城県結城郡八千代町菅谷２１３０ー３ 300-3572
桜川浮島 茨城県稲敷市浮島５３１４－５ 300-0641
牛久岡見 茨城県牛久市岡見町１０７６－６ 300-1204
竜ケ崎小柴 茨城県龍ケ崎市小柴５ー２－１ 301-0044
竜ケ崎若柴 茨城県龍ケ崎市佐貫２－２０－１ 301-0032
阿見西郷 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３７６ 300-0331
牛久栄町２丁目 茨城県牛久市栄町２－３ 300-1233
牛久駅西 茨城県牛久市田宮３丁目１０－１３ 300-1237
つくば二の宮１丁目 茨城県つくば市二の宮１丁目１９－１ 305-0051
つくば瑞穂団地入口 茨城県つくば市陣場Ｅ２４街区１４ 305-0847
茨城利根四季の丘 茨城県北相馬郡利根町四季の丘２－５－２ 300-1626
藤代駅南口 茨城県取手市藤代南２丁目１番地５ 300-1516
守谷百合ケ丘 茨城県守谷市百合ケ丘２－２７１０－７ 302-0110
つくばみらい東板橋 茨城県つくばみらい市板橋２６４８－４ 300-2307
つくばみらい古川 茨城県つくばみらい市古川３２１番１ 300-2422
取手白山３丁目 茨城県取手市白山３丁目９－１５ 302-0023
茨城守谷松ヶ丘 茨城県守谷市松ヶ丘１－１－１ 302-0127
取手戸頭３丁目 茨城県取手市戸頭３丁目１番１５ 302-0034
つくばみどりの東 茨城県つくば市みどりの東１２番地１ 305-0883
常総菅生町南 茨城県常総市菅生町４０－５ 303-0044
白井清水口 千葉県白井市根１６６７－５ 270-1431
我孫子南新木 千葉県我孫子市南新木２－２２－６ 270-1119
我孫子都部 千葉県我孫子市都部３５－１ 270-1131
柏十余二北 千葉県柏市十余二２７６ー１３３ 277-0872
Ｉｉｎｇセブンパ－クアリオ柏 千葉県柏市大島田９５０－１ 277-0922
柏の葉キャンパス 千葉県柏市十余二翁台３６３－１５ 277-0872
流山おおたかの森駅東口 千葉県流山市東初石６－１８４－８ 270-0114
流山西初石３丁目 千葉県流山市西初石３丁目１３－４ 270-0121
流山三輪野山４丁目 千葉県流山市三輪野山４丁目１２－１９ 277-0922
野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１ 278-0046
野田梅郷駅西口 千葉県野田市山崎１８５３－１ 278-0022
野田上花輪 千葉県野田市上花輪６２６－３ 278-0033
野田尾崎西 千葉県野田市尾崎字堂山３３８番７ 270-0235
我孫子つくし野４丁目 千葉県我孫子市つくし野４丁目５番２号 270-1164
波崎植松 茨城県神栖市矢田部９４４５番１４ 314-0341
波崎太田南 茨城県神栖市太田１８８８ 314-0254
波崎須田 茨城県神栖市須田２３０４－７８ 314-0253
神栖知手 茨城県神栖市知手中央３丁目８番３号 314-0112
神栖済生会病院前 茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６ 314-0112
鹿嶋平井 茨城県鹿嶋市平井押合１１２８－４２９ 314-0012
潮来本町 茨城県潮来市潮来字麦ノ内１１４２－２ 311-2424
常陸太田金井町 常陸太田市金井町３６２６ 313-0016
日立助川町１丁目 茨城県日立市助川町１－１３－２０ 317-0065
日立大沼１丁目 茨城県日立市大沼町１丁目１８４２－４ 316-0022
日立大みか３丁目 茨城県日立市大みか町３－２２－７ 319-1221



日立留町 茨城県日立市留町１１５７ 319-1231
常北下古内 茨城県東茨城郡城里町下古内３２４ 311-4314
茨城常北高校前 東茨城郡城里町石塚字西片根８７７－４ 311-4303
美和鷲子 茨城県常陸大宮市鷲子３８７２ 319-2603
玉造緑ヶ丘 茨城県行方市玉造甲６７３７番地２ 311-3512
行方荒宿 茨城県行方市荒宿字ヤシ町４９０－１ 311-3518
行方小高 茨城県行方市井貝字中台３３１番７ 311-3803
鹿嶋和 茨城県鹿嶋市和７８７－７０ 311-2215
鹿嶋荒野 茨城県鹿嶋市荒野字林道１５３７－１５ 311-2221
鹿嶋スタジアム入口 茨城県鹿嶋市宮中４６６０－１ 314-0031
土浦西根 茨城県土浦市中村西根１９９０ー９ 300-0849
土浦右籾宮塚 茨城県土浦市右籾宮塚２８２２ 300-0837
土浦港町１丁目 茨城県土浦市港町１丁目８－３１ 300-0034
土浦中神立 茨城県土浦市中神立町３３－６ 300-0016
土浦神立町南 茨城県土浦市神立町７４８番地１ 300-0013
土浦手野町 茨城県土浦市手野町１８６４－１ 300-0025
小美玉寺崎 茨城県小美玉市寺崎字大畑４８２－２ 319-0131
石岡府中３丁目 茨城県石岡市府中３－１０－７ 315-0013
那珂中台 茨城県那珂市津田２５７７－１９ 311-0112
那珂上菅谷 茨城県上菅谷駅前地区土地区画整理事業１８街区７ 311-0105
勝田東石川 茨城県ひたちなか市外野１－３４－２８ 312-0053
ひたちなか佐和下宿 茨城県ひたちなか市大字佐和１４０９番地１ 312-0001
ひたちなか市毛 茨城県ひたちなか市大字市毛字原坪９４０番３ 312-0033
桜川長方 茨城県桜川市長方１２２４－３ 309-1222
茨城真壁古城 茨城県桜川市真壁町古城３６１ 300-4407
桜川飯塚 茨城県桜川市真壁町飯塚１０２１ 300-4417
東海二軒茶屋 茨城県那珂郡東海村石神外宿２４７０－７ 319-1101
東海豊岡 茨城県那珂郡東海村豊岡１４４３－１ 319-1105
東海村松 茨城県那珂郡東海村村松２２７８－６ 319-1112
ひたちなか前渡 茨城県ひたちなか市馬渡２９９３－９ 312-0012
水戸インター 茨城県水戸市加倉井町４１５ 311-4163
鉾田梶山 茨城県鉾田市梶山字与後２９４８番２ 311-2104
鉾田上幡木 茨城県鉾田市上幡木字根道６９３番 311-2113
鹿島神宮駅北 茨城県鹿嶋市緑ケ丘４丁目７番地１ 314-0039
鹿嶋宮中 茨城県鹿嶋市宮中３ー１ー１２ 314-0031
ひたちなか武田 茨城県ひたちなか市武田字中新句９９５－９ 312-0025
那珂湊十三奉行 ひたちなか市西十三奉行１１６３１ー１３ 311-1206
ひたちなか枝川 茨城県ひたちなか市枝川字重作２４７２－２ 312-0035
ひたちなか東石川３丁目 茨城県ひたちなか市東石川３丁目１８－９ 312-0052
水戸百合が丘ニュータウン 茨城県水戸市酒門町２９１５－３ 310-0841
大洗駅前通り 茨城県東茨城郡大洗町桜道２１０ 311-1307
笠間土師 茨城県笠間市土師１２３４－１８ 319-0204
美野里張星 茨城県小美玉市張星１７０－１１ 319-0133
内原鯉渕 茨城県水戸市鯉渕町５９８６－１６ 319-0323
水戸西原２丁目 茨城県水戸市西原２丁目１番８号 310-0044
水戸西原 茨城県水戸市西原３ー６ー３２ 310-0044
水戸見川５０号バイパス 茨城県水戸市見川町２１３５－２ 310-0913
水戸東野町 茨城県水戸市東野町西割４９１－１７ 310-0846
水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１ 310-0852
茨城鉾田北 茨城県鉾田市徳宿３１００ 311-1503

#N/A #N/A #N/A
黒磯豊浦 栃木県那須塩原市豊浦北町６９－８２ 325-0038
那須塩原唐杉 栃木県那須塩原市唐杉字豆柿下７２－２ 329-3131
那須塩原井口 栃木県那須塩原市井口６７－１ 329-2763
那須塩原黒磯バイパス 栃木県那須塩原市黒磯６番３７ 325-0017
那須池田 栃木県那須郡那須町高久丙１３１３－１ 325-0302
那須一軒茶屋 栃木県那須郡那須町大字湯本３７０－４ 325-0301
西那須野南赤田 栃木県那須塩原市南赤田３２０－３７ 329-2743
大田原今泉 栃木県大田原市岡１４０－１０ 324-0065



那須黒田原 栃木県那須郡那須町大字寺子乙４０３６－４ 329-3215
大田原中央２丁目 栃木県大田原市中央２丁目２８７８－７ 324-0056
大田原浅香３丁目 栃木県大田原市浅香３丁目３７１１－３７ 324-0043
大田原親園 栃木県大田原市親園２５７３－３ 324-0044
矢板インター 栃木県矢板市片岡字沢橋２１６６－４６ 329-1571
矢板富田 栃木県矢板市富田５４８－２ 329-2145
矢板木幡 栃木県矢板市木幡１７８４－１ 329-2142
矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号 329-2163
矢板下太田 栃木県矢板市下太田字枇杷原３８７－１ 329-2124
大田原実取 栃木県大田原市実取８０５－１ 324-0045
西那須野南 栃木県那須塩原市一区町３１１ 329-2732
那須烏山大金 栃木県那須烏山市田野倉４５－１ 321-0526
那珂川町馬頭 栃木県那須郡那珂川町馬頭１９１８－１ 324-0613
小川町小川 栃木県那須郡那珂川町小川１１４－１０ 324-0512
河内下岡本 栃木県宇都宮市下岡本町４４１７－３ 329-1104
鬼怒川バイパス 栃木県日光市柄倉７７０－１２ 321-2524
日光瀬尾 栃木県日光市瀬尾４４－２ 321-1264
日光板橋 栃木県日光市板橋字東原３１９８－２４ 321-1102
今市木和田島 栃木県日光市木和田島２９７６－１３ 321-2345
さくら卯の里４丁目 栃木県さくら市卯の里４丁目５５－１ 329-1323
さくら馬場北 栃木県さくら市馬場字大明内１１５８番１ 329-1321
さくら氏家 栃木県さくら市氏家４１９９－２ 329-1311
喜連川寿町 栃木県さくら市喜連川３８６９－１ 329-1412
宇都宮徳次郎 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５ 321-2116
宇都宮宝木本町 栃木県宇都宮市宝木本町１１４１－１１１ 320-0075
塩谷大宮 栃木県塩谷郡塩谷町大字大宮中原１５３９－２ 329-2332
塩谷田所 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字土屋２１３９番３ 329-2331
宇都宮竹林町 栃木県宇都宮市竹林町５０６－１ 321-0974
宇都宮御幸小学校前 栃木県宇都宮市御幸本町４６３３－２ 321-0983
宇都宮さいわい 栃木県宇都宮市幸町１３－９ 320-0848
宇都宮石井東 栃木県宇都宮市石井町２６２１－２ 321-0912
宇都宮上籠谷 栃木県宇都宮市上籠谷町３５４９－４ 321-3233
宇都宮清原台みなみ 栃木県宇都宮市清原台６－３－３ 321-3223
宇都宮若松原 栃木県宇都宮市若松原１丁目１２－１ 321-0139
宇都宮若松原２丁目 栃木県宇都宮市若松原２丁目１８－１５ 321-0139
宇都宮兵庫塚 栃木県宇都宮市兵庫塚１ー１３ー１ 321-0138
宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９ 321-0912
宇都宮姿川 栃木県宇都宮市西川田町８０８－１ 321-0151
宇都宮駒生運動公園前 栃木県宇都宮市鶴田町１９７６－１ 320-0851
宇都宮上戸祭南 栃木県宇都宮市上戸祭町４２２ 320-0051
宇都宮ミツトヨ前 栃木県宇都宮市下栗町２３１３－２ 321-0923
益子中央 栃木県芳賀郡益子町益子２８１１－１ 321-4217
茂木バイパス 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１１５４－１ 321-3531
真岡熊倉 栃木県真岡市寺久保１ー８ー４ 321-4363
北真岡 栃木県真岡市東郷１４２１ 321-4304
真岡田島 栃木県真岡市田島１０７３－３ 321-4404
真岡飯貝 栃木県真岡市飯貝５５２－１ 321-4405
上三川本郷台団地前 河内郡上三川町西汗西赤堀１７０４ー８ 329-0607
二宮バイパス 栃木県真岡市久下田西６－３０ 321-4521
真岡高勢町 栃木県真岡市高勢町１－１９３－３ 321-4341
真岡下高間木 栃木県真岡市下高間木１丁目１１番地３ 321-4335
真岡大谷本町 栃木県真岡市大谷本町１ー７ 321-4333
真岡寺内 栃木県真岡市寺内字篠山原７９３－３ 321-4345
鹿沼府中町 栃木県鹿沼市府中町６５－１ 322-0034
鹿沼上田町 鹿沼市上田町１９０６ 322-0066
西方バイパス 栃木県栃木市西方町本城５７－３ 322-0606
鹿沼西茂呂 栃木県鹿沼市西茂呂４丁目２９－２１ 322-0029
鹿沼木工団地前 栃木県鹿沼市緑町３丁目１０－１７ 322-0025
鹿沼流通センター 栃木県鹿沼市上石川字下赤羽根１７６４－２１ 322-0015



足利朝倉町 栃木県足利市朝倉町２６２－３ 326-0823
足利借宿 栃木県足利市中川町３６６８－５ 326-0825
足利大町 栃木県足利市大町５３２－１ 326-0056
足利江川町３丁目 栃木県足利市江川町３丁目３番３ 326-0067
壬生バイパス 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲１４５８－１ 321-0214
壬生国谷 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁六美１３３ー２ 321-0216
壬生総合運動公園北 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷字明城２３２３－６ 321-0211
壬生安塚 栃木県下都賀郡壬生町安塚９１１ー３３ 321-0201
小山神山 栃木県小山市神山２－９１５－１ 323-0828
小山城東 栃木県小山市城東２ー５ー２０ 323-0807
小山城東７丁目 栃木県小山市城東７丁目６番１０号 323-0807
小山土塔 栃木県小山市土塔２３４ー１ 323-0812
小山犬塚６丁目 栃木県小山市犬塚６丁目１４番 323-0811
小山横倉新田 栃木県小山市横倉新田３１２－１ 323-0819
小山田間 栃木県小山市田間８４７－３ 323-0814
小山大谷東 栃木県小山市大字雨ヶ谷字下６７９－１ 323-0826
小山神鳥谷 栃木県小山市西城南１－３６－１９ 323-0820
南河内本吉田 栃木県下野市本吉田８６８－３ 323-0105
石橋花の木 栃木県下野市花の木１－１０５－２ 329-0518
上三川しらさぎ１丁目 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目１６－１ 329-0618
下野上三川 栃木県河内郡上三川町上三川４３５６－１ 329-0611
小山間々田 栃木県小山市間々田７９４－２ 329-0205
栃木平柳 栃木県栃木市平柳町２－１３－１４ 328-0012
都賀合戦場 栃木県栃木市都賀町合戦場７７２－１ 328-0113
佐野堀米東 栃木県佐野市堀米町２２－１ 327-0843
佐野田沼北 栃木県佐野市田沼町１８１０－７ 327-0317
葛生中央西 栃木県佐野市葛生西１－３－３１ 327-0507
佐野赤坂町 栃木県佐野市赤坂町９８４－１７ 327-0004
佐野厄よけ大師前 栃木県佐野市大橋町２１９１番１ 327-0003
佐野若宮上町 栃木県佐野市植下町１１０３ 327-0835
岩舟和泉 栃木県栃木市岩舟町和泉１０３９－３ 329-4303
栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１ 329-4403
足利五十部 栃木県足利市五十部町４１０ 326-0843
足利葉鹿１丁目 栃木県足利市葉鹿町１丁目２８－１ 326-0143
足利芳町 栃木県足利市芳町１１ 326-0035
足利福居町 栃木県足利市福居町８１２－５ 326-0338
足利福富町 栃木県足利市福富町４２１－２ 326-0331
松山城ロープウェイ街 愛媛県松山市大街道３丁目２番３０号 790-0004
東温樋口 愛媛県東温市樋口１３８８番地５ 791-0202
松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－３３ 790-0862
松前町岡田 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内５５７番地３ 791-3133
松前町恵久美 愛媛県伊予郡松前町大字恵久美６２８ 791-3141
伊予市郡中 愛媛県伊予市米湊８０７番地１ 799-3113
ＪＡ五十崎支所前 愛媛県喜多郡内子町平岡甲７６番地１ 795-0303
松山空港通６丁目 愛媛県松山市空港通６丁目９－５ 791-0054
いよてついよ立花駅 愛媛県松山市立花２丁目１番３６号 790-0966
今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号 799-1506
今治片山３丁目 愛媛県今治市片山３－１－５０ 794-0063
今治近見町３丁目 愛媛県今治市近見町３－１‐２ 794-0007
大洲徳森 愛媛県大洲市徳森字渡り１３４９－３ 795-0061
大洲中央病院前 愛媛県大洲市東大洲１３番地１ 795-0064
愛媛大洲街道 愛媛県大洲市東大洲９６－１ 795-0064
西予れんげ 愛媛県西予市宇和町上松葉１９５－１ 797-0046
新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５ 792-0856
新居浜松木町 愛媛県新居浜市松木町２番２４号 792-0829
新居浜元塚 愛媛県新居浜市菊本町１丁目１番３８号 792-0801
新居浜郷１丁目 愛媛県新居浜市郷１丁目３番１８号 792-0886
松山北井門２丁目 愛媛県松山市北井門２丁目２０番３２号 791-1105
松山椿参道 愛媛県松山市居相４丁目１６－１７ 790-0934



四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３ 799-0405
東温市役所前 愛媛県東温市田窪３０８－７ 791-0212
松山保免西１丁目 愛媛県松山市保免西１丁目１－１０ 790-0043
加治木木田 鹿児島県姶良市加治木町木田２６７７ 899-5241
有明町伊崎田 鹿児島県志布志市有明町伊崎田１０８６－４ 899-7401
志布志３丁目 鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目２３１１－２５ 899-7103
志布志町安楽 鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１ 899-7104
東串良岩弘 鹿児島県肝属郡東串良町岩弘２６６０－２ 893-1611
鹿屋笠之原 鹿児島県肝属郡肝付町富山９５６－６ 893-1204
鹿屋寿８丁目 鹿児島県鹿屋市寿８丁目２０番１号 893-0014
鹿屋札元１丁目 鹿児島県鹿屋市札元１丁目１８番４１号 893-0013
鹿屋新川町 鹿児島県鹿屋市新川町９９番１ 893-0015
鹿屋青果市場前 鹿児島県鹿屋市新川町６１１番地 893-0015
鹿屋田崎東 鹿児島県鹿屋市田崎町４５７３－１ 893-0037
肝付町高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田８５８－１ 893-1206
鹿児島南高校前 鹿児島県鹿児島市西谷山１丁目１番３号 891-0117
鹿児島慈眼寺 鹿児島県鹿児島市谷山中央６丁目４１番６号 891-0141
川辺町小野 鹿児島県南九州市川辺町小野２５９－１ 897-0213
加世田村原４丁目 鹿児島県南さつま市加世田村原４－９－３ 897-0001
鹿屋旭原町 鹿児島県鹿屋市旭原町２７２５－２ 893-0022
鹿屋医療センター前 鹿児島県鹿屋市札元１－１４－１ 893-0013
垂水宮脇 鹿児島県垂水市新城９６５ 891-2114
鹿児島喜入 鹿児島県鹿児島市喜入町７５－１ 891-0203
指宿西方 鹿児島県指宿市西方１７１５－１ 891-0311
指宿山川大山 鹿児島県指宿市山川大山１０２９－３ 891-0514
鹿児島中山上西 鹿児島県鹿児島市中山町７３６番１ 891-0105
鹿児島山田町 鹿児島県鹿児島市山田町２２７８－１ 891-0104
鹿児島星ケ峯 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号 891-0102
伊集院猪鹿倉 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉１０７ 899-2505
日置伊集院郡 鹿児島県日置市伊集院町郡２丁目４６ 899-2504
日置東市来駅前 鹿児島県日置市東市来町長里２２６５－５ 899-2202
いちき大里 鹿児島県いちき串木野市大里字紙屋６１７３番３ 899-2103
薩摩川内平佐町 鹿児島県薩摩川内市平佐町３９６７－１ 895-0012
薩摩川内宮内町 鹿児島県薩摩川内市宮内町２０３１－１ 895-0065
薩摩川内中郷４丁目 鹿児島県薩摩川内市中郷４丁目２２番地 895-0072
さつま町宮之城屋地 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１０５７番１ 895-1803
薩摩川内勝目 鹿児島県薩摩川内市勝目町５１９３－１ 895-0031
川内尾白江町 鹿児島県薩摩川内市尾白江町３８９１ 895-0035
串木野インター 鹿児島県いちき串木野市上名１７４－１ 896-0052
串木野浜ケ城 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１６７番３号 896-0069
隼人しらさぎ橋西 鹿児島県霧島市隼人町真孝１０ 899-5102
鹿屋寿５丁目 鹿児島県鹿屋市寿５丁目４８２－１ 893-0014
鹿屋共栄町 鹿児島県鹿屋市共栄町１７－２６ 893-0005
鹿屋今坂町 鹿児島県鹿屋市今坂町１０１１８番３ 893-0057
鹿児島紫原３丁目 鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１１番４号 890-0082
鹿児島宇宿１丁目 鹿児島県鹿児島市宇宿１丁目３３番８号 890-0073
鹿児島上荒田町 鹿児島県鹿児島市上荒田町４１番４ 890-0055
加治木本町 鹿児島県姶良市加治木町本町８４－２ 899-5215
霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１ 899-6405
鹿児島空港前 鹿児島県霧島市溝辺町麓１３４２－１ 899-6404
伊佐大口大田 鹿児島県伊佐市大口大田字高柳牟田１１７３－１ 895-2507
伊佐大口鳥巣 鹿児島県伊佐市大口鳥巣字中水流１１２６番地 895-2521
鹿児島谷山中央２丁目 鹿児島県鹿児島市谷山中央２丁目４１１９－２０ 891-0141
鹿児島東谷山６丁目 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３３番２５号 891-0113
鹿児島上福元町 鹿児島県鹿児島市上福元町３７５１－１ 891-0116
鹿児島東郡元町 鹿児島県鹿児島市東郡元町１０－２７ 890-0068
鹿児島西田２丁目 鹿児島県鹿児島市西田２丁目１２－３１ 890-0046
鹿児島城西３丁目 鹿児島県鹿児島市城西３丁目６－１ 890-0041
鹿児島伊敷台２丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台２丁目１６－１３ 890-0007



鹿児島伊敷台７丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台７丁目１８５３－１ 890-0007
鹿児島坂元北 鹿児島県鹿児島市下田町１７７－４ 892-0873
鹿児島西伊敷 鹿児島県鹿児島市川上町３７０１番地 891-1275
鹿児島山下町 鹿児島県鹿児島市山下町９－１ 892-0816
鹿児島大竜町 鹿児島県鹿児島市大竜町４－６ 892-0805
鹿児島池之上町 鹿児島県鹿児島市池之上町７－９ 892-0806
鹿児島西郷団地入口 鹿児島県鹿児島市田上８丁目３１番８号 890-0034
鹿児島田上３丁目 鹿児島県鹿児島市田上３丁目１０－２ 890-0034
鹿児島高麗町 鹿児島県鹿児島市高麗町１６番７ 890-0051
鹿児島加治屋町 鹿児島県鹿児島市加治屋町１９番１０号 892-0846
鹿児島原良 鹿児島県鹿児島市原良４丁目２７番２２号 890-0026
鹿児島いづろ中央 鹿児島県鹿児島市中町１－１１ 892-0827
鹿児島にぎわい通り 鹿児島県鹿児島市東千石町２番３０号 892-0842
姶良東餅田 鹿児島県姶良市東餅田２３４４－１ 899-5421
姶良バイパス 鹿児島県姶良市西餅田３２２１－１ 899-5431
姶良西餅田 鹿児島県姶良市西餅田１８９－１ 899-5431
姶良インター 鹿児島県姶良市平松３２４１ 899-5652
鹿児島吉野帯迫中央 鹿児島県鹿児島市吉野１丁目１０－２０ 892-0877
鹿児島吉野支所前 鹿児島県鹿児島市吉野町２２１１－１ 892-0871
鹿児島吉野柿之迫 鹿児島県鹿児島市吉野町１５３８番地 892-0871
国分中央４丁目 鹿児島県霧島市国分中央４丁目２８－１８ 899-4332
国分中央１丁目 鹿児島県霧島市国分中央１丁目８－３５ 899-4332
国分新町 鹿児島県霧島市国分新町２丁目１５番２号 899-4351
国分重久 鹿児島県霧島市国分新町１１０３番４ 899-4351
鹿児島武岡 鹿児島県鹿児島市武岡２丁目２－１ 890-0031
鹿児島城南町 鹿児島県鹿児島市城南町３番２ 892-0835
鹿児島住吉町 鹿児島県鹿児島市住吉町１０－３ 892-0823
三豊三野町 香川県三豊市三野町下高瀬１３０１ 767-0032
坂出西大浜北４丁目 香川県坂出市西大浜北４丁目５－３２ 762-0053
坂出加茂町 香川県坂出市加茂町甲字松縁４４７－５ 762-0023
坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１ 762-0012
高松潟元駅北 香川県高松市屋島西町１３５０－５４ 761-0113
高松岡本町 香川県高松市岡本町８３７番３ 761-8047
香川労働基準会館前 香川県高松市郷東町４３３ 761-8031
多度津町葛原 香川県仲多度郡多度津町大字葛原６５６－１ 764-0028
善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１ 765-0031
善通寺吉原町 香川県善通寺市吉原町字上官坊６－１ 765-0061
さぬきみろく公園前 香川県さぬき市大川町富田中字弥勒３４２３－１ 761-0902
さぬき寒川町東街道 香川県さぬき市寒川町石田東７８７番１ 769-2321
高松太田駅東 香川県高松市太田下町１３８６番１ 761-8073
高松十川西町 香川県高松市十川西町４１４ 761-0433
善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１ 765-0052
高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１ 761-8082
高松香南町横井 香川県高松市香南町横井９３７－１ 761-1404
高松木太町本村 香川県高松市木太町字本村１３４８番１ 760-0080
丸亀土器町西１丁目 香川県丸亀市土器町西１－３０３－２ 763-0081
丸亀柞原町 香川県丸亀市柞原町字下久保９６７－１ 763-0073
南国下末松 高知県南国市下末松４４２－２ 783-0025
高知杉井流 高知県高知市杉井流１５番２７号 780-0072
高知菜園場町 高知県高知市菜園場町８番１０ 780-0823
高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号 780-0870
高知駅前町 高知県高知市駅前町１－３ 780-0053
土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲３７０番２ 781-1101
須崎桐間南 高知県須崎市桐間南１１５番地 785-0058
高知知寄町２丁目 高知県高知市知寄町２丁目４番１３号 780-0806
高知萩町 高知県高知市萩町１丁目２－２７ 780-8006
高知曙町１丁目 高知県高知市曙町１丁目２番２５号 780-8072
高知若草町 高知県高知市若草町１１番１９号 780-8081
小豆島オリーブタウン 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１ 761-4121



阿南西路見町 徳島県阿南市西路見町江川６０－１ 774-0009
海部牟岐町 徳島県海部郡牟岐町大字中村字清水１番地１ 775-0006
徳島津田町４丁目 徳島県徳島市津田町４丁目４番１ 770-8002
小松島狭間 徳島県小松島市中田町字狭間６６－１ 773-0015
徳島八万町下福万 徳島県徳島市八万町下福万１６９番２ 770-8074
徳島川内町住吉 徳島県徳島市川内町平石住吉１３９番１ 771-0134
鳴門明神 徳島県鳴門市瀬戸町明神字弐軒家８６－６ 772-0060
鳴門大桑島 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜５１番１５ 772-0011
吉野川鴨島町麻植塚 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚字麻植塚３８３－１ 776-0002
松茂笹木野 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２１１番 771-0219
北島サンフラワードーム前 徳島県板野郡北島町北村字三町地２８番１ 771-0201
北島高房 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８ 771-0206
板野インター 徳島県板野郡板野町川端字惣徳田６０番地 779-0102
上板町神宅 徳島県板野郡上板町神宅字新宮北３０－１ 771-1320
美馬市脇町郡里 徳島県美馬市脇町大字脇町字郡里町８６８－２ 779-3610
三好井川町 徳島県三好市井川町西井川１０３６－１ 779-4806
三好池田町ウエノ 徳島県三好市池田町ウエノ３１２０番地１ 778-0001


