
都道府県 店名 住所

北海道 札幌東雁来６条 札幌市東区東雁来六条二丁目2番30号

北海道 札幌北２４条駅前 札幌市北区北二十四条西三丁目1番12号

北海道 赤岩 小樽市赤岩二丁目2番8号

北海道 札幌西野６条 札幌市西区西野6条9丁目8番27号

北海道 札幌発寒３条 札幌市西区発寒3条5丁目8番17号

北海道 定山渓 札幌市南区定山渓温泉東3丁目228番地

北海道 札幌常盤３条 札幌市南区常盤三条1丁目4番1号

北海道 札幌川沿４条 札幌市南区川沿4条2丁目4番18号

北海道 札幌宮の森３条 札幌市中央区宮の森 三条6丁目2-8

北海道 札幌円山西町 札幌市中央区円山西町7丁目2ｰ1

北海道 伊達梅本 伊達市梅本町4番地29

北海道 苫小牧澄川町 苫小牧市澄川町5丁目11番5号

北海道 函館高丘町 函館市高丘町27番23号

北海道 三笠幸町 三笠市幸町21番1

青森県 八戸湊高台 八戸市湊高台六丁目12番17号

青森県 稲垣 つがる市稲垣町沼崎船橋1-75

青森県 五所川原金木 五所川原市金木町菅原222-7

青森県 青森油川 青森市大字油川字大浜80番地1

青森県 鯵ヶ沢バイパス 西津軽郡鯵ｹ沢町大字舞戸町字下富田55-2

青森県 つがる柏広須 つがる市柏広須志野田181-2

青森県 弘前青女子 弘前市大字青女子字桜苅311番地1

青森県 三戸目時 三戸郡三戸町大字目時字森鉢63番地1

青森県 東北町石坂 上北郡東北町字石坂18番地2

青森県 みちのく天間林 上北郡七戸町字後平738-2

岩手県 盛岡三ツ割 盛岡市三ﾂ割四丁目1番43号

岩手県 盛岡南インター 盛岡市永井2地割22

岩手県 北上鬼柳卯の木 北上市鬼柳町卯の木192-1

岩手県 宮古根市 宮古市根市第2地割35番29

岩手県 久慈北インター前 久慈市夏井町鳥谷第7地割25番地2

岩手県 久慈旭町 久慈市旭町第8地割17

岩手県 遠野中央 遠野市上組町8番13号

岩手県 矢巾ＰＡ上り 紫波郡矢巾町大字上矢次第3地割字向井1-2

岩手県 岩手川口バイパス 岩手郡岩手町川口第5地割26番地

岩手県 一関東山 一関市東山町長坂字町417

岩手県 やまだい大東町 一関市大東町摺沢字石倉40-6

岩手県 奥州平泉 西磐井郡平泉町平泉字森下11番地

宮城県 宮町四丁目 仙台市青葉区宮町四丁目6-21

宮城県 仙台八幡二丁目 仙台市青葉区八幡2丁目17-21

宮城県 宮城松島あたご 宮城郡松島町高城字反町三26-1

宮城県 仙台桂一丁目 仙台市泉区桂一丁目1番1

宮城県 富谷ひより台 富谷市ひより台二丁目2番地10

宮城県 宮城小野田 加美郡加美町字川原田1番地の10

宮城県 仙台栄一丁目 仙台市宮城野区栄一丁目7-17

宮城県 みやぎ福田町 仙台市宮城野区福田町3-1-1

宮城県 仙台蒲町 仙台市若林区蒲町31-13

宮城県 遠見塚二丁目 仙台市若林区遠見塚二丁目124-3

宮城県 七ヶ浜境山 宮城郡七ヶ浜町境山二丁目14番6号

宮城県 南方瀬ノ淵 登米市南方町瀬ﾉ淵52番

宮城県 歌津升沢 本吉郡南三陸町歌津字枡沢68-1

宮城県 白石八幡町 白石市八幡町9番46号

宮城県 船岡中央 柴田郡柴田町船岡中央二丁目12-1

宮城県 岩沼恵み野二丁目 岩沼市恵み野二丁目15番地の1

宮城県 岩沼桑原 岩沼市桑原一丁目8番48号

宮城県 仙台上愛子 仙台市青葉区上愛子字街道26番地の1

宮城県 仙台国見ケ丘 仙台市青葉区国見ｹ丘五丁目1-10

宮城県 鳴子大口 大崎市鳴子温泉字馬場74-6

秋田県 秋田ならやま 秋田市楢山登町3番46号

秋田県 秋田中央インター通 秋田市広面字樋口116-1

秋田県 秋田割山 秋田市新屋勝平町4-19



秋田県 横手前郷東 横手市前郷字上在家32番1

秋田県 大曲上栄町 大仙市大曲上栄町14番28号

秋田県 大館ドーム前 大館市字新綱20

秋田県 秋田二ツ井 能代市二ﾂ井町小槻ﾉ木9番地

秋田県 北秋田鷹巣 北秋田市鷹巣字東上綱6番地1

秋田県 秋田大館比内 大館市比内町扇田字伊勢堂岱41番地3

秋田県 西仙北ＳＡ 大仙市九升田字三口ｹ沢8-7

山形県 山形七日町二丁目 山形市七日町二丁目1番2号水口ﾋﾞﾙ1F

山形県 寒河江八鍬 寒河江市大字八鍬142番6

山形県 米沢花沢 米沢市花沢上野東371-2

山形県 米沢舘山バイパス 米沢市大字舘山276番1

山形県 天童貫津 天童市桜町2-16

山形県 鶴岡湯野浜 鶴岡市湯野浜字浜泉444番地38

山形県 南陽川樋 南陽市川樋1547番地の1

山形県 鶴岡水沢 鶴岡市水沢字水沢尻21番地1

山形県 庄内余目 東田川郡庄内町廿六木字苧漬沼36-1

福島県 Ａコープ松川 福島市松川町字市坂9-1

福島県 南湖 白河市東小丸山87-2

福島県 郡山柴宮 郡山市安積町荒井字柴宮山52-1

福島県 郡山谷地本町 郡山市谷地本町89

福島県 郡山田村町守山 郡山市田村町守山字小性町14

福島県 郡山虎丸町 郡山市虎丸町18-1

福島県 ますや針道 二本松市針道字町11番地

福島県 会津金川町 会津若松市金川町2-3

福島県 会津材木町 会津若松市材木町一丁目9-22

福島県 本宮仁井田 本宮市仁井田字富士内7-13

福島県 道の駅安達 二本松市下川崎字上平33-1

福島県 福島国見町 伊達郡国見町大字塚野目字三本木5番地1

福島県 いわき郷ケ丘 いわき市郷ｹ丘2-29-4

福島県 いわき勿来関田 いわき市勿来町関田行屋前26番1

福島県 かわうち屋 双葉郡川内村大字下川内字宮ﾉ下25-1

福島県 いわき平赤井 いわき市平赤井字笹目田24-1

茨城県 稲敷江戸崎 稲敷市犬塚1617-169

茨城県 稲敷高田 稲敷市高田字谷中2050-5

茨城県 龍ヶ崎川原代 龍ヶ崎市川原代町6147番1

茨城県 筑波記念病院前 つくば市要1071-11

茨城県 つくば研究学園四丁目 つくば市研究学園4-2-15

茨城県 つくば春日四丁目 つくば市春日4丁目15-10

茨城県 つくば谷田部インター つくば市境松661番9

茨城県 古河東本町 古河市古河520番1

茨城県 五霞新幸谷 猿島郡五霞町新幸谷442-3

茨城県 水戸城東 水戸市城東4丁目4番48号

茨城県 水戸南インター 水戸市酒門町3278番2

茨城県 水戸吉沢町 水戸市吉沢町352番83

茨城県 水戸見和三丁目 水戸市見和3丁目1317-1

茨城県 鉾田飯名 鉾田市飯名332-1

茨城県 鉾田大蔵 鉾田市大蔵1341-6

茨城県 小美玉田木谷 小美玉市田木谷111-1

茨城県 行方玉造 行方市玉造甲561番地1

茨城県 水戸飯富町 水戸市飯富町5216番1 他1筆

茨城県 常陸大宮野口 常陸大宮市野口2790-1

茨城県 鹿嶋平井 鹿嶋市平井1128-45

茨城県 神栖息栖 神栖市息栖2885-58他3筆

茨城県 神栖堀割 神栖市堀割二丁目1番3号

茨城県 神栖深芝南 神栖市深芝南1丁目15番9

茨城県 日和サービス日立大沼 日立市東金沢町5-18-1

茨城県 日立金畑 日立市大沼町三丁目18番20号

茨城県 日立南インター 日立市大和田町2350-1

茨城県 日立小木津 日立市小木津町1丁目26番3号

茨城県 那珂瓜連 那珂市瓜連1392-1



栃木県 宇都宮睦町 宇都宮市桜5丁目3番7号

栃木県 宇都宮中央三丁目 宇都宮市中央3-4-26

栃木県 御幸ヶ原 宇都宮市御幸ヶ原町118-1

栃木県 日光高徳 日光市高徳ﾐｿｳｼﾞ915番地3

栃木県 市貝 芳賀郡市貝町市塙247-4

栃木県 真岡小林 真岡市小林1427番地1

栃木県 真岡清水 真岡市清水69番地2

栃木県 鹿沼富岡 鹿沼市富岡151番地4

栃木県 鹿沼粟野町 鹿沼市久野826番地1

栃木県 小山上立木 小山市大字立木636番地2

栃木県 塩原温泉 那須塩原市中塩原字ﾏｷﾞﾉ4番地10

群馬県 高崎浜川町 高崎市浜川町2003番地1

群馬県 伊勢崎波志江町 伊勢崎市波志江町1613-3

群馬県 太田強戸 太田市強戸町612

群馬県 館林富士見町 館林市富士見町8番13号

群馬県 藤岡七丁目 藤岡市藤岡868番地4

群馬県 ＪＡ利根沼田月夜野 利根郡みなかみ町上津957-2

群馬県 伊勢崎市場町 伊勢崎市市場町一丁目173番3

埼玉県 さいたま堀の内町 さいたま市大宮区堀の内町1丁目426番地

埼玉県 大宮三橋中央通り さいたま市大宮区上小町496-1

埼玉県 宮原駅西口 さいたま市北区宮原町3丁目509番地 佐藤ﾋﾞﾙ1階

埼玉県 川口朝日 川口市朝日5丁目14-14

埼玉県 川口道合西 川口市道合278番地1

埼玉県 川口南前川 川口市南前川2丁目5番15

埼玉県 戸田新曽 戸田市大字新曽1852番地5

埼玉県 ガーデンシティ北戸田 さいたま市南区辻8丁目24-5

埼玉県 さいたま丸ケ崎南 さいたま市見沼区大字丸ｹ崎1016-1

埼玉県 さいたま蓮沼 さいたま市見沼区大字蓮沼228番地2

埼玉県 さいたま西堀 さいたま市桜区西堀六丁目2番3号

埼玉県 草加二丁目 草加市草加二丁目10-1

埼玉県 八潮大原 八潮市八潮7-33-5

埼玉県 越谷宮本町 越谷市宮本町2丁目261-1

埼玉県 杉戸椿 北葛飾郡杉戸町大字椿360

埼玉県 杉戸清地 北葛飾郡杉戸町清地1丁目85

埼玉県 宮代本田 南埼玉郡宮代町本田二丁目7番2号

埼玉県 加須下樋遣川 加須市下樋遣川5567番地1

埼玉県 羽生三田ヶ谷 羽生市大字喜右衛門新田942-1

埼玉県 川越大仙波 川越市大字大仙波字久保田623番地1

埼玉県 川越鴨田 川越市大字鴨田669-6

埼玉県 川越安比奈親水公園前 川越市大字的場187―1

埼玉県 狭山けやき通り 狭山市狭山台4丁目42番地

埼玉県 鶴ヶ島五味ケ谷 鶴ヶ島市大字五味ｹ谷字番田307番地1号

埼玉県 和光西大和団地 和光市西大和団地2666-2

埼玉県 新座駅南 新座市野火止5-1-31

埼玉県 富士見針ヶ谷二丁目 富士見市針ヶ谷2丁目34番2

埼玉県 ふじみ野駒林 ふじみ野市駒林元町4-1-24

埼玉県 飯能上畑 飯能市大字上畑245番1

埼玉県 飯能東吾野 飯能市白子365番地

埼玉県 入間扇町屋 入間市扇町屋5丁目2-8

埼玉県 バイパス北所沢 所沢市下富828-14

埼玉県 所沢パークタウン 所沢市北原町1423-1

埼玉県 所沢緑町二丁目 所沢市緑町2丁目13-10

埼玉県 所沢けやき台一丁目 所沢市けやき台1丁目7番地3

埼玉県 小手指四丁目 所沢市小手指町4丁目19番地の8

埼玉県 妻沼道の駅前 熊谷市弥藤吾1601-1

埼玉県 上尾西門前 上尾市上平中央一丁目13-3

埼玉県 深谷西大沼 深谷市西大沼字溜井327-1

埼玉県 秩父本町 秩父市本町1-1

埼玉県 ヤマキ花園 深谷市荒川1003

埼玉県 長瀞中野上 秩父郡長瀞町大字中野上387番地



千葉県 千葉道場北二丁目 千葉市中央区道場北二丁目1-8

千葉県 稲毛小仲台九丁目 千葉市稲毛区小仲台九丁目806番1

千葉県 千葉中田町 千葉市若葉区中田町1161-1

千葉県 南流山一丁目 流山市南流山一丁目15番1

千葉県 野田二川 野田市新田戸579

千葉県 我孫子湖北台 我孫子市湖北台7-13-58

千葉県 松戸梨香台 松戸市高塚新田286-1

千葉県 常盤平六丁目 松戸市常盤平六丁目2番地9号

千葉県 常盤平けやき通り 松戸市常盤平7-19-15

千葉県 市川二俣 市川市二俣一丁目6番12号

千葉県 船橋藤原四丁目 船橋市藤原四丁目4番1号

千葉県 馬込沢駅前 鎌ｹ谷市東道野辺7-423-1

千葉県 船橋坪井町 船橋市坪井東2丁目15番11号

千葉県 船橋大穴町 船橋市大穴町636-12

千葉県 前原駅前 船橋市前原東4丁目18番1号

千葉県 八千代緑が丘西 八千代市緑が丘西二丁目13番8

千葉県 八千代医療センター前 八千代市大和田新田483番65

千葉県 柏東上町 柏市東上町3-8柏ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ101

千葉県 野田谷津 野田市谷吉109番地の1

千葉県 市川入船 市川市入船14番1

千葉県 東金山田インター 東金市山田1215番地2

千葉県 佐倉生谷 佐倉市生谷1332-12

千葉県 富里七栄南 富里市七栄225-38

千葉県 香取小川 香取市下小川1288番地1

千葉県 市原山倉 市原市山倉字北笠松154番地

千葉県 館山宮城 館山市宮城1080

千葉県 館山駅東口 館山市北条2225番1

千葉県 鴨川横渚 鴨川市横渚287番地1

千葉県 茂原東部台 茂原市東部台二丁目26-1

千葉県 袖ヶ浦蔵波 袖ｹ浦市蔵波台七丁目15番地21

千葉県 鋸南竜島 安房郡鋸南町竜島729番1

東京都 本駒込二丁目 文京区本駒込2丁目10-1

東京都 南山堂竹芝駅前 港区海岸1丁目13-3

東京都 地下鉄六本木駅 港区六本木六丁目1-24ﾗﾋﾟﾛｽ六本木

東京都 南麻布四丁目 港区南麻布4丁目12-26 草間ﾋﾞﾙ

東京都 エスプラナード赤坂 港区赤坂3-7-13

東京都 南青山四丁目 港区南青山4丁目9-22 ｱｳﾗﾋﾞﾙ

東京都 仲御徒町 台東区上野5-24-11

東京都 台東吉原 台東区千束4丁目24-11

東京都 小石川五丁目 文京区小石川5-3-8

東京都 本郷五丁目 文京区本郷5丁目1ｰ16

東京都 東京成徳学園前 北区王子5-23-8

東京都 田端新町三丁目 北区田端新町三丁目13-6

東京都 赤羽平和通り 北区志茂2-39-8

東京都 浮間中央通り 北区浮間4-5-8

東京都 西ケ丘一丁目 北区西が丘1-20-12

東京都 三ノ輪橋 荒川区南千住1-15-4

東京都 南千住八丁目 荒川区南千住8-4-5

東京都 東日暮里六丁目 荒川区東日暮里6-18-7

東京都 北千住駅東口 足立区千住旭町40-21

東京都 梅島駅前 足立区梅島三丁目1番7号

東京都 西伊興四丁目 足立区西伊興4-7-19

東京都 本木東町 足立区本木東町5-2

東京都 堀切 葛飾区堀切四丁目58番18号ﾆｭｰ美藤ﾏﾝｼｮﾝ

東京都 白鳥四丁目 葛飾区白鳥四丁目22-17

東京都 曳舟病院前 墨田区東向島2丁目30-11

東京都 篠崎町三丁目 江戸川区篠崎町三丁目19番15号

東京都 南葛西なぎさ 江戸川区南葛西6-15-20ｴｽﾃｨｰﾑ･MS

東京都 江東森下四丁目 江東区森下4丁目10-8

東京都 清澄白河駅前 江東区白河1-6-12



東京都 木場六丁目 江東区木場6丁目4番20号

東京都 辰巳一丁目 江東区辰巳1-4-11

東京都 アネックス豊洲 江東区豊洲4-8-8

東京都 ＴＫＤ亀戸六丁目 江東区亀戸6-54-7

東京都 大島五丁目 江東区大島5-32-12

東京都 ＴＫＤ西大島 江東区大島2-35-12

東京都 大島二丁目 江東区大島2-19-12

東京都 東砂三丁目 江東区東砂3-17

東京都 品川シーサイド駅前 品川区東品川四丁目12番10号

東京都 小浦西五反田四丁目 品川区西五反田4丁目26-5

東京都 品川平塚 品川区平塚二丁目3-11

東京都 小山三丁目 品川区小山3-11-17

東京都 大森西四丁目 大田区大森西4丁目10番2号

東京都 大田大森西一丁目 大田区大森西一丁目19-14

東京都 大田南馬込六丁目 大田区南馬込6丁目3番12号

東京都 南蒲田 大田区南蒲田1-10-7

東京都 大田西六郷一丁目 大田区西六郷一丁目30番4号

東京都 池上文化センター前 大田区池上四丁目22番11号

東京都 大田池上五丁目 大田区池上五丁目4番2号

東京都 渋谷明治通り 渋谷区渋谷3-12-22

東京都 スバル渋谷センター街 渋谷区宇田川町25-4ﾀﾞｯｷ-ﾌﾟﾗｻﾞ

東京都 渋谷円山町 渋谷区円山町6-3

東京都 幡ヶ谷本町 渋谷区本町四丁目45番2号

東京都 渋谷笹塚一丁目 渋谷区笹塚一丁目9番10号

東京都 目黒神泉町 目黒区青葉台四丁目4-5

東京都 下馬駒沢通り 世田谷区下馬6丁目15-1

東京都 駒沢大学駅前 世田谷区上馬3丁目18-14

東京都 松原六丁目 世田谷区松原6丁目25-4

東京都 世田谷松原一丁目 世田谷区松原1丁目41-8

東京都 経堂駅前 世田谷区経堂1丁目19-6 三丸ﾋﾞﾙ

東京都 桜丘世田谷通り 世田谷区桜丘3丁目26番3号

東京都 環八八幡山 世田谷区八幡山3丁目38

東京都 芦花公園駅北 世田谷区南烏山3-25-15

東京都 世田谷廻沢 世田谷区千歳台3丁目29-1

東京都 深沢二丁目 世田谷区深沢2-7-3

東京都 上野毛駅前 世田谷区上野毛1丁目14-7

東京都 歌舞伎町北 新宿区歌舞伎町二丁目32番7号

東京都 新宿御苑駅西 新宿区新宿2丁目7-1 不二川ﾋﾞﾙ

東京都 新宿七丁目 新宿区新宿7丁目2-4

東京都 サンズ西新宿 新宿区西新宿4-5-6IKﾋﾞﾙ

東京都 防衛省 新宿区市谷本村町5-1防衛省本省 厚生棟 地下1階

東京都 早稲田大学中野プラザ 中野区中野4-22-3

東京都 中野通り 中野区新井2-1-15

東京都 上鷺宮二丁目 中野区上鷺宮2-11-2

東京都 阿佐ヶ谷駅北口 杉並区阿佐谷北2-13-21

東京都 荻窪青梅街道 杉並区天沼3丁目3-2 ﾏﾝｼｮﾝ荻窪

東京都 杉並桃井 杉並区桃井2丁目2-1

東京都 小滝橋通り 新宿区北新宿4-3-13

東京都 南大塚 豊島区南大塚1-49-4

東京都 豊島高田一丁目 豊島区高田1丁目16-1

東京都 豊島要町 豊島区要町1丁目11-1

東京都 豊島長崎三丁目 豊島区長崎3丁目14-17

東京都 板橋本町駅北 板橋区本町36-7

東京都 志村三丁目駅前 板橋区志村3-7-13

東京都 板橋前野町六丁目 板橋区前野町六丁目10番6号

東京都 桜川三丁目 板橋区桜川3-13-17

東京都 上板橋三丁目 板橋区上板橋3丁目23-7

東京都 板橋新河岸一丁目 板橋区新河岸1丁目5-12

東京都 西台駅東口 板橋区高島平1丁目80番1号

東京都 練馬駅前 練馬区練馬1丁目6-1 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ



東京都 桜台駅前 練馬区豊玉上2丁目14-9

東京都 練馬中村三丁目 練馬区中村3丁目1番2号

東京都 関町庚申通り 練馬区石神井台7丁目27番14

東京都 練馬関町北一丁目 練馬区関町北1丁目1番42号

東京都 大泉学園通り 練馬区大泉学園町6-1-41

東京都 練馬東大泉四丁目 練馬区東大泉4丁目9番10号

東京都 光が丘東大通り 練馬区田柄5丁目14番8号ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ恵2

東京都 田柄二丁目 練馬区田柄二丁目38番20号

東京都 吉祥寺八幡通り 武蔵野市吉祥寺北町2-2-15

東京都 武蔵野中町 武蔵野市中町2丁目5番1号

東京都 サンズ三鷹北野 三鷹市北野4-8-1

東京都 調布仙川町一丁目 調布市仙川町一丁目27番4

東京都 調布入間町 調布市入間町二丁目28番19

東京都 京王多摩川 調布市多摩川4-10-2

東京都 府中小金井街道 府中市府中町三丁目23番4

東京都 府中住吉三丁目 府中市住吉町三丁目29番3

東京都 中川小金井北 小金井市本町5-15-9

東京都 恋ヶ窪 国分寺市戸倉1-1-4

東京都 国分寺府中街道 国分寺市東恋ｹ窪4丁目24-5

東京都 国分寺東恋ヶ窪 国分寺市東恋ヶ窪二丁目36ｰ46

東京都 富士見台二丁目 国立市富士見台2丁目41-3

東京都 立川富士見町 立川市富士見町1-2-14

東京都 日の出山田通り 西多摩郡日の出町大字平井2040番1

東京都 瑞穂栗原 西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田217-4

東京都 日野三沢 日野市三沢一丁目10番2 他1筆

東京都 八王子秋川街道 八王子市中野上町5丁目38-11

東京都 八王子暁町 八王子市暁町1-21-8

東京都 八王子大和田町五丁目 八王子市大和田町五丁目10番6

東京都 八王子明神町 八王子市明神町二丁目16番9号

東京都 長沼団地入口 八王子市長沼町1308-5

東京都 高尾駅南 八王子市初沢町1299-2

東京都 秀栄町田小川 町田市小川1273

東京都 町田忠生 町田市忠生1丁目27番8

東京都 秀栄相原町 町田市相原町字武蔵岡3621番1

東京都 町田小山町 町田市小山町704番1

東京都 昭島中神町新畑 昭島市中神町字中新畑1157番地5

東京都 中神駅前 昭島市朝日町1丁目6-1原茂ﾋﾞﾙ

東京都 東秋留 あきる野市二宮1074番8

東京都 あきる野インター あきる野市牛沼131番1

東京都 あきる野秋留 あきる野市秋留三丁目3番5

東京都 駒井町一丁目 狛江市駒井町1-9-6

東京都 西東京泉町 西東京市泉町2-14-17

東京都 東久留米柳窪 東久留米市柳窪2-13-7

東京都 清瀬駅前 清瀬市元町1-2-7

東京都 多摩関戸五丁目 多摩市関戸五丁目17番1 他2筆

東京都 秀栄多摩ニュータウン通り 多摩市貝取1506

東京都 秀栄多摩落合 多摩市落合1-21-1

東京都 稲城矢野口 稲城市矢野口1299-1

東京都 稲城長峰二丁目 稲城市長峰2-1-2

東京都 東大和上北台 東大和市上北台2-365-1

東京都 武蔵村山中原 武蔵村山市中原1-26-4

神奈川県 川崎東門前 川崎市川崎区東門前三丁目5番地6

神奈川県 なわてや八丁畷 川崎市川崎区池田1-15-5-101

神奈川県 東扇島東 川崎市川崎区東扇島20番3

神奈川県 川崎川中島二丁目 川崎市川崎区川中島二丁目6番12号

神奈川県 小杉法政通り 川崎市中原区市ﾉ坪26

神奈川県 武蔵新城 川崎市中原区上新城2丁目6番5号

神奈川県 川崎駅西 川崎市幸区中幸町4-50-5

神奈川県 川崎高津千年 川崎市高津区千年40

神奈川県 川崎千年 川崎市高津区千年782番地1



神奈川県 野川南台団地前 川崎市宮前区野川2345

神奈川県 川崎下有馬 川崎市宮前区東有馬4-11-2

神奈川県 有馬二丁目 川崎市宮前区有馬2丁目8-8

神奈川県 田園都市鷺沼 川崎市宮前区土橋3-4-1

神奈川県 川崎宮前南平台 川崎市宮前区南平台18-13

神奈川県 神木本町二丁目 川崎市宮前区神木本町2丁目3番5号

神奈川県 横浜子安通三丁目 横浜市神奈川区子安通三丁目298番地1

神奈川県 横浜沢渡 横浜市神奈川区沢渡2番地2

神奈川県 妙蓮寺駅前 横浜市港北区菊名1-3-12

神奈川県 港北太尾町 横浜市港北区大倉山四丁目15番30号

神奈川県 都筑大棚町 横浜市都筑区大棚町415-1

神奈川県 新栄町 横浜市都筑区新栄町13

神奈川県 横浜青葉新石川 横浜市青葉区新石川1丁目26番5

神奈川県 下末吉 横浜市鶴見区下末吉4-32-14

神奈川県 和田屋ボートピア横浜 横浜市中区扇町3-7-1

神奈川県 伊勢佐木町六丁目 横浜市中区伊勢佐木町6-147-1

神奈川県 横浜本牧通り 横浜市中区本牧宮原7-5

神奈川県 横浜石川町 横浜市中区石川町5-211-1

神奈川県 横浜吉野町 横浜市南区吉野町5丁目27番地(TK527ﾋﾞﾙ1F)

神奈川県 シマダ永田北二丁目 横浜市南区永田北2-53-18

神奈川県 日限山四丁目 横浜市港南区日限山4丁目1-8

神奈川県 根岸駅北 横浜市磯子区東町11-10

神奈川県 横浜汐見台 横浜市磯子区汐見台1丁目6-2

神奈川県 松山金沢文庫 横浜市金沢区寺前1丁目3番8号

神奈川県 松山公郷 横須賀市公郷町1-52-8

神奈川県 横須賀池上 横須賀市池上3-1-6

神奈川県 ウェルシティ横須賀 横須賀市西逸見町1-38-11

神奈川県 横浜国立大学東 横浜市保土ｹ谷区峰沢町310番1

神奈川県 釜台町 横浜市保土ｹ谷区釜台町44-16

神奈川県 今宿東町 横浜市旭区今宿東町1659-1

神奈川県 さちが丘 横浜市旭区さちが丘99-8

神奈川県 大和駅南 大和市大和南1-3-3

神奈川県 大和代官二丁目 大和市代官2-17-4

神奈川県 厚木長谷南 厚木市長谷6番34

神奈川県 厚木北マルハン 厚木市下荻野1200番13

神奈川県 愛川中津西 愛甲郡愛川町中津字角田境1488-3

神奈川県 海老名東柏ヶ谷 海老名市東柏ヶ谷一丁目14番32

神奈川県 海老名下今泉 海老名市下今泉一丁目8番35号

神奈川県 松山圏央厚木ＩＣ 厚木市下依知一丁目8番8号

神奈川県 小浦平戸二丁目 横浜市戸塚区平戸2丁目15-35

神奈川県 サンズ東戸塚駅西口 横浜市戸塚区川上町85-1

神奈川県 栄飯島町 横浜市栄区飯島町1356

神奈川県 戸塚ＰＡ 横浜市戸塚区上矢部町849

神奈川県 瀬谷卸本町 横浜市瀬谷区卸本町7596-9

神奈川県 瀬谷阿久和西四丁目 横浜市瀬谷区阿久和西四丁目7-1

神奈川県 箱根湯本 足柄下郡箱根町湯本386-33

神奈川県 箱根仙石湿原 足柄下郡箱根町仙石原817-446

神奈川県 座間相模が丘二丁目 座間市相模が丘2-30-13

神奈川県 津久井三ヶ木 相模原市緑区三ヶ木1593番地1

神奈川県 淵野辺駅南口 相模原市中央区淵野辺4丁目16番30号

神奈川県 田名豊原 相模原市中央区田名3991-1

神奈川県 相模大野駅前 相模原市南区相模大野7-1-10

神奈川県 北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1

神奈川県 相模原当麻 相模原市南区当麻877-1

神奈川県 藤沢石川 藤沢市石川636-9 他6筆

神奈川県 綾瀬上土棚 綾瀬市上土棚南4-1-33

神奈川県 茅ヶ崎堤坂下 茅ヶ崎市堤2309-1 他(地番)

神奈川県 茅ヶ崎円蔵一丁目 茅ヶ崎市円蔵1-19-43

神奈川県 平塚真土 平塚市西真土一丁目8-5

神奈川県 松田町 足柄上郡松田町松田惣領1867番地



神奈川県 開成宮台 足柄上郡開成町宮台243-1

神奈川県 開成延沢 足柄上郡開成町延沢615-1

神奈川県 大磯ＰＡ 中郡大磯町虫窪444-1

神奈川県 中井ＰＡ下り 足柄上郡中井町岩倉562-5中井PA下り線内

神奈川県 中井ＰＡ上り 足柄上郡中井町松本926-2中井ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ

神奈川県 平塚おかざき 平塚市岡崎5802番地の1

神奈川県 鎌倉津 鎌倉市津670-3

神奈川県 大船一丁目 鎌倉市大船１丁目２５番５号

静岡県 沼津下香貫 沼津市下香貫2973-6

静岡県 裾野岩波 裾野市岩波104番地1

静岡県 伊豆長岡南 伊豆の国市長岡1301-1

静岡県 伊豆の国宗光寺 伊豆の国市宗光寺920

静岡県 三島壱町田 三島市壱町田74-3

静岡県 御殿場川島田南 御殿場市川島田1058

静岡県 河津笹原 賀茂郡河津町笹原字久保72番地

静岡県 南伊豆下賀茂 賀茂郡南伊豆町下賀茂164番地の7

静岡県 富士岩松 富士市松岡字二ﾂ家58-2

静岡県 大渕久保町 富士市大渕149番31

静岡県 富士宮大岩 富士宮市大岩380番地5

静岡県 富士宮山宮 富士宮市山宮401番地の1

静岡県 富士宮芝川 富士宮市長貫1105番地4

静岡県 杏林堂静岡鷹匠 静岡市葵区鷹匠2丁目16-7

静岡県 静岡昭府町 静岡市葵区昭府2丁目24番30号

静岡県 静岡瀬名川 静岡市葵区瀬名川二丁目28番45号

静岡県 牧之原ＳＡ 牧之原市静谷2559-3

静岡県 静岡牛妻 静岡市葵区牛妻217番地1

静岡県 清水由比 静岡市清水区由比698番地の1

静岡県 静岡池田 静岡市駿河区池田876番1号

静岡県 清水下野中 静岡市清水区下野中22番10号

静岡県 焼津道原 焼津市道原895-2

静岡県 焼津大村 焼津市大村三丁目34番6

静岡県 藤枝青南町 藤枝市青南町四丁目15番地21

静岡県 島田岸町 島田市岸町956番地3

静岡県 浜松天神町 浜松市中区天神町2番12号

静岡県 浜松東本郷 浜松市南区本郷町1347番地の6

静岡県 浜松遠州浜 浜松市南区遠州浜二丁目32番1号

静岡県 浜松中田島町 浜松市南区中田島町1669番地1

静岡県 浜松三ヶ日北 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日100番地の4

静岡県 浜松上島五丁目 浜松市中区上島五丁目10-16

静岡県 浜北新原本村 浜松市浜北区新原2558番地5

静岡県 浜松天龍川町 浜松市東区天龍川町94番地

静岡県 掛川西町 掛川市掛川608-1

静岡県 袋井山科上 袋井市山科2507番地の6

山梨県 甲府住吉 甲府市住吉5丁目1-18

山梨県 都留インター 都留市つる1丁目1464番1他3筆

山梨県 西桂小沼 南都留郡西桂町小沼892番1

山梨県 上吉田昭和通り 富士吉田市上吉田東二丁目5番35号

山梨県 長坂駅前 北杜市長坂町 長坂上条2493番4

山梨県 上野原新田 上野原市新田779-1

長野県 長野宇木 長野市三輪九丁目49番22号

長野県 長野松岡 長野市松岡二丁目9番32号

長野県 長野サンロード 長野市稲田二丁目55番15号

長野県 長野吉田 長野市吉田1丁目6-13

長野県 小布施中松 上高井郡小布施町大字中松736番地16

長野県 信州須坂亀倉 須坂市大字亀倉97番地1

長野県 上田神科 上田市大字住吉1130番地1

長野県 上田常磐城 上田市常磐城五丁目819番5号

長野県 佐久小田井 佐久市小田井864-1

長野県 東部湯の丸インター 東御市鞍掛上河原67番地

長野県 千曲上徳間 千曲市大字上徳間258番1



長野県 信州上山田温泉 千曲市上山田温泉一丁目31番地1

長野県 松本元町 松本市元町2丁目1-25

長野県 諏訪インター 諏訪市沖田町一丁目153番地

長野県 飯田上郷黒田 飯田市上郷黒田3156番地3

長野県 飯田丸山 飯田市丸山町1丁目2番地3

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

長野県 伊那西町 伊那市西町5088番地2

長野県 松本木工団地 松本市野溝木工1丁目163-2

長野県 松本二子橋 松本市大字笹賀5845番地5

長野県 松本神戸橋 松本市大字笹賀7226番1

長野県 信州豊丘 下伊那郡豊丘村大字神稲9079番地1

長野県 駒ケ岳ＳＡ上り 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)

長野県 箕輪木下原町 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13789番地2

長野県 松本空港前 塩尻市大字洗馬字岩垂原8874番地2

長野県 安曇野下鳥羽 安曇野市豊科877番2

長野県 安曇野吉野 安曇野市豊科4204番1

新潟県 長岡川崎 長岡市川崎1丁目2520番地1

新潟県 Ａコープ城内 南魚沼市上原110番地9

新潟県 新潟天神尾一丁目 新潟市中央区天神尾1丁目15番10号

新潟県 新潟中之口 新潟市西蒲区六分781

新潟県 新津吉岡町 新潟市秋葉区吉岡町22番18号

新潟県 新発田八幡新田 新発田市八幡新田631番地1

新潟県 新発田しんえい町 新発田市新栄町1丁目9番2号

新潟県 新発田中曽根 新発田市中曽根町一丁目4番9号

新潟県 弥彦温泉前 西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸2280番地

新潟県 燕中川 燕市中川351番1

新潟県 燕大曲 燕市大曲3638番1

新潟県 加茂旭町 加茂市旭町16-7

富山県 富山中央通り二丁目 富山市砂町3番4号

富山県 上市中央 中新川郡上市町横法音寺82番地1

富山県 富山五福 富山市五福3518番33

富山県 氷見十二町 氷見市万尾字出合尻834番2

富山県 滑川柳原 滑川市清水町371番地2

富山県 砺波秋元 砺波市秋元192-1

富山県 福野二日町 南砺市二日町字中島430番地

富山県 富山八尾町 富山市八尾町妙川寺21-1

石川県 金沢旭町三丁目 金沢市旭町3丁目3番11号

石川県 白山安養寺 白山市安養寺町ﾛ38番地1

石川県 金沢百坂 金沢市百坂町ﾆ23番地1

石川県 金沢寺町 金沢市寺町一丁目2番18号

石川県 金沢大桑 金沢市大桑二丁目42番地

石川県 工大前 野々市市高橋町20-5

石川県 軽海 小松市軽海町ﾅ51番地1

石川県 小松今江町三丁目 小松市今江町三丁目801番地

石川県 珠洲野々江 珠洲市野々江町ﾜの部66番地1

石川県 輪島塚田町 輪島市塚田町参部18番地4

石川県 輪島横地町 輪島市横地町1-2-2

石川県 輪島中段 輪島市中段町長口3番地2

石川県 能美中町 能美市中町ｿ18番地12

福井県 川尻 福井市川尻町41字48番1

福井県 勝山元町一丁目 勝山市元町一丁目9番12号6

福井県 道の駅九頭竜 大野市朝日26-30-1

福井県 敦賀清水町 敦賀市清水町二丁目19番7号

福井県 武生家久 越前市家久町第57号15番地の1

福井県 鯖江ただす 鯖江市糺町324番

福井県 小浜駅前 小浜市駅前町13番1号

福井県 坂井長畑 坂井市坂井町長畑22字6番地1

福井県 三方鳥浜 三方上中郡若狭町鳥浜57号15番3

岐阜県 岐阜鶴田町 岐阜県 岐阜市鶴田町二丁目１番地

岐阜県 岐阜芋島 岐阜市芋島2丁目4番16号



岐阜県 岐阜本荘公園 岐阜市如月町二丁目1番地

岐阜県 瑞穂大西 瑞穂市稲里字大西652番1

岐阜県 北方加茂 本巣郡北方町東加茂3丁目47番地

岐阜県 岐阜中 岐阜市中二丁目125番地の3

岐阜県 山県岩佐口 山県市岩佐1194番地2

岐阜県 岐阜芥見五丁目 岐阜市芥見五丁目3番地1

岐阜県 武儀下之保 関市下之保5132番地の1

岐阜県 美濃上条 美濃市78-2

岐阜県 関小屋名 関市小屋名字附溝848番1

岐阜県 岐南町下印食 羽島郡岐南町下印食二丁目51番

岐阜県 川島ＰＡ 各務原市川島笠田町字村北祢宜山1472番4

岐阜県 大垣牧野 大垣市牧野町一丁目3番地

岐阜県 海津平田町 海津市平田町三郷604番地

岐阜県 大垣静里町 大垣市静里町1440-1

岐阜県 養老宇田 養老郡養老町宇田640番地2

岐阜県 神戸町横井 安八郡神戸町大字横井541番地の1

岐阜県 各務原那加前野 各務原市那加前野町4丁目50番地

岐阜県 美濃加茂伊深 美濃加茂市伊深町1066番地2

岐阜県 御嵩中坪 可児郡御嵩町中83番地の3

岐阜県 多治見小名田 多治見市小名田町1-7-1

岐阜県 多治見豊岡町 多治見市豊岡町二丁目30番

岐阜県 各務原鵜沼南 各務原市鵜沼南町二丁目144番地1

岐阜県 鵜沼東町 各務原市鵜沼東町七丁目18番地

岐阜県 可児土田 可児市土田字北裏4267番地41

岐阜県 下呂市役所前 下呂市森971番地39

岐阜県 国府広瀬 高山市国府町広瀬町1638番地1

岐阜県 飛騨古川新栄町 飛騨市古川町新栄町3番6号

岐阜県 肥田 土岐市肥田町肥田字西島2316-1

岐阜県 瑞浪小田 瑞浪市南小田町一丁目2番地

岐阜県 瑞浪上野 瑞浪市上野町二丁目139番地

岐阜県 恵那正家 恵那市長島町正家二丁目7-17

愛知県 豊橋長瀬町 豊橋市長瀬町字郷西46番地1

愛知県 豊橋佐藤四丁目 豊橋市佐藤四丁目40番地1

愛知県 豊川御油 豊川市御油町青戸11-1

愛知県 豊川御津大草 豊川市御津町大草上竹81番1

愛知県 設楽町清崎 北設楽郡設楽町大字清崎字中田17番地の5

愛知県 田原赤石 田原市赤石四丁目15番地

愛知県 豊橋花田町 豊橋市花田町字越水144

愛知県 豊橋東脇 豊橋市東脇一丁目13番地の8

愛知県 豊橋西部団地前 豊橋市 豊橋柳生川南部土地区画整理事業14街区7画地

愛知県 蒲郡上本町 蒲郡市上本町6番21号

愛知県 岡崎高隆寺町 岡崎市高隆寺字二本松30番地3

愛知県 吉良青鳥 西尾市吉良町富好新田西青鳥39番地2

愛知県 西尾東幡豆 西尾市東幡豆町向山下53番地

愛知県 岡崎竜美台二丁目 岡崎市竜美台二丁目8番地4

愛知県 高浜屋敷町四丁目 高浜市屋敷町四丁目1番地2

愛知県 岡崎河原町 岡崎市河原町5番地8

愛知県 岡崎大門駅前 岡崎市大門五丁目1番地16

愛知県 豊田足助町 豊田市足助町狭石1番地の1

愛知県 豊田下山 豊田市大沼町根崎14番地1

愛知県 岡崎生平町 岡崎市生平町西高根2-1

愛知県 岡崎本宿 岡崎市本宿町字城屋敷2番地

愛知県 西尾駅南口 西尾市住吉町4丁目18-6

愛知県 西尾永楽町 西尾市永楽町三丁目28番地

愛知県 高木町 安城市高木町半崎21

愛知県 安城駅北 安城市昭和町981番地

愛知県 安城住吉町 安城市住吉町3丁目2-13

愛知県 知立弘法 知立市弘法一丁目10番地1 ※11/7より

愛知県 刈谷小垣江 刈谷市小垣江町古浜田35-3

愛知県 中村森田町 名古屋市中村区森田町1丁目8番3号



愛知県 本陣通 名古屋市中村区本陣通三丁目43番地

愛知県 豊成団地 名古屋市中川区豊成町1番豊成団地1号棟101号室

愛知県 辻畑町 名古屋市中川区辻畑町51番地

愛知県 助光二丁目 名古屋市中川区助光二丁目804番地

愛知県 港陽一丁目 名古屋市港区港陽一丁目1106番

愛知県 名古屋木場町 名古屋市港区木場町8番地の47

愛知県 港築地口 名古屋市港区名港一丁目1番24号

愛知県 港宝神 名古屋市港区宝神5丁目3003

愛知県 港野跡二丁目 名古屋市港区野跡二丁目19番2

愛知県 熱田波寄町 名古屋市熱田区波寄町1501番地

愛知県 名古屋大磯通 名古屋市南区曽池町三丁目1番地

愛知県 ちかま通 名古屋市南区千竈通七丁目4番1

愛知県 名南白水 名古屋市南区白水町12番地1

愛知県 内田橋 名古屋市南区内田橋二丁目39番34号

愛知県 緑境松 名古屋市緑区境松一丁目510番地

愛知県 名古屋栄一丁目 名古屋市中区栄一丁目18番15号

愛知県 栄一丁目 名古屋市中区栄1丁目12番29号

愛知県 名古屋大須観音 名古屋市中区大須二丁目22番28号

愛知県 地下鉄金山 名古屋市中区金山一丁目17番18号 ﾙｰﾌﾟ金山地下2

愛知県 地下鉄高岳駅前 名古屋市東区泉二丁目27番14号

愛知県 如意三丁目 名古屋市北区如意3-98

愛知県 中あじま三丁目 名古屋市北区中味鋺三丁目419番地

愛知県 杉村一丁目 名古屋市北区杉村1丁目24-11

愛知県 守山向台二丁目 名古屋市守山区向台二丁目2201番地

愛知県 千種汁谷 名古屋市千種区汁谷町102

愛知県 星ヶ丘ターミナル 名古屋市千種区井上町80番地

愛知県 千種今池南 名古屋市千種区今池南32番16号

愛知県 千種一丁目 名古屋市千種区千種1丁目16-27

愛知県 荒畑駅前 名古屋市昭和区御器所通1丁目1-1

愛知県 昭和塩付通一丁目 名古屋市昭和区塩付通1-20-2

愛知県 昭和鶴舞二丁目 名古屋市昭和区鶴舞2丁目804番

愛知県 瑞穂弥富通四丁目 名古屋市瑞穂区弥富通四丁目64番地2

愛知県 瑞穂田光町 名古屋市瑞穂区田光町1丁目14番地

愛知県 妙音通 名古屋市瑞穂区妙音通二丁目43

愛知県 原ターミナル 名古屋市天白区原1丁目301原ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1階

愛知県 天白原一丁目 名古屋市天白区原1丁目510-1

愛知県 鳴子北駅前 名古屋市天白区野並3丁目588

愛知県 植田南一丁目 名古屋市天白区植田南一丁目101番地

愛知県 八事弥生が岡 名古屋市天白区弥生が岡101番地

愛知県 豊田運動公園前 豊田市井上町二丁目63番地1

愛知県 小原 豊田市小原町平田349-2

愛知県 豊明阿野町 豊明市阿野町東阿野201番地の1

愛知県 東浦役場前 知多郡東浦町大字緒川字平成55番地

愛知県 東浦南ヶ丘 知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘16番地15

愛知県 阿久比宮津団地 知多郡阿久比町大字宮津字小廻間24番地9

愛知県 豊田市木 豊田市市木町一丁目1番地3

愛知県 豊田美里四丁目 豊田市美里四丁目3番地72

愛知県 知立上重原 知立市上重原二丁目18

愛知県 大府駅東口 大府市中央町3丁目62

愛知県 半田生見町 半田市東生見町15-10

愛知県 東海上野台 東海市富木島町東山27-5

愛知県 知多つつじが丘 知多市八幡新町3丁目15-14

愛知県 常滑西阿野 常滑市西阿野字春瀬322-1

愛知県 北名古屋能田 北名古屋市能田引免地55番地1

愛知県 北名古屋二子 北名古屋市二子双葉52番地1

愛知県 岩倉北島宮東 岩倉市北島町西道海戸10番他3筆

愛知県 岩倉東町藤塚 岩倉市東町藤塚147番地

愛知県 江南後飛保西 江南市後飛保町西町108番地1

愛知県 犬山前原東 犬山市大字前原字前畑25番地12

愛知県 犬山塔野地 犬山市大字塔野地字南ﾉ切121番地26



愛知県 小牧西島町 小牧市西島町97番地

愛知県 春日井下条一丁目 春日井市下条町1丁目1番地2

愛知県 瀬戸紺屋田 瀬戸市紺屋田町22番地の2

愛知県 瀬戸南山町 瀬戸市 南山町 2-64

愛知県 瀬戸西山町 瀬戸市西山町一丁目46番地15

愛知県 大治花常 海部郡大治町大字花常字ﾌｹ70番地3

愛知県 福島 海部郡大治町大字西條字坂牧島4-1

愛知県 一宮馬寄 一宮市今伊勢町馬寄字観音堂48番地の1

愛知県 一宮浅井大野 一宮市浅井町大野字杁先29-1

愛知県 尾張一宮ＰＡ上り 一宮市丹陽町三ﾂ井字東金浦2709

愛知県 稲沢天池北 稲沢市天池牧作町68番地2

愛知県 一宮黒田 一宮市木曽川町黒田字北宿二の切35番地1

愛知県 津島越津柳之内 津島市越津町字柳之内51番

愛知県 津島橘町 津島市橘町四丁目70番地

愛知県 津島警察署前 津島市西柳原町二丁目17番地1

愛知県 弥富西中地町 弥富市西中地町中島23番地

愛知県 弥富うぐいうら町 弥富市鯏浦町用水上113番地

愛知県 弥富平島中 弥富市平島中四丁目144番

愛知県 名四弥富 弥富市三好五丁目1番地12

三重県 鈴鹿千代崎 鈴鹿市岸岡町3087番地の1

三重県 鈴鹿三宅町 鈴鹿市三宅町10番地

三重県 四日市笹川通り 四日市市笹川二丁目107番地

三重県 四日市広永町 四日市市広永町1170-1

三重県 名四亀須 三重郡川越町大字当新田525番地1

三重県 桑名多度小山 桑名市多度町小山字天王平2463番地1

三重県 東員町六把野 員弁郡東員町大字六把野新田21-1

三重県 四日市東坂部 四日市市東坂部町1571番地7

三重県 津市ヨットハーバー 津市柳山津興415番地4

三重県 津久居北口 津市久居北口町504番地7

三重県 津市戸木町 津市戸木町7804番地

三重県 松阪虹が丘 松阪市上川町4327番地3

三重県 松阪小片野 松阪市小片野町177番地1

三重県 わたらい大野木 度会郡度会町葛原字新田648番地の5

三重県 鳥羽松尾町 鳥羽市松尾町2番地

三重県 大王あぜな 志摩市大王町波切4537番地1

三重県 青山 伊賀市別府532-1

三重県 伊賀阿山 伊賀市馬田1490番地

三重県 国１関宿 亀山市関町木崎1795番地3

三重県 勢和多気 多気郡多気町丹生4504番地4

滋賀県 大津国分 大津市国分一丁目33番5号

滋賀県 エフ・マーケット大津南郷 大津市南郷2丁目1-1 南郷ﾌﾟﾗｻﾞ1階

滋賀県 野洲冨波 野洲市久野部84番地1

滋賀県 栗東御園 栗東市御園1816

滋賀県 湖南夏見 湖南市夏見418番地2

滋賀県 ＥＸＰＡＳＡ多賀下り 犬上郡多賀町敏満寺66-36

滋賀県 守山洲本町 守山市洲本町1343番地1

滋賀県 草津駒井沢 草津市駒井沢町220-3

滋賀県 草津南笠東 草津市南笠東四丁目3番5号

滋賀県 甲賀水口台 甲賀市水口町山3350-2

奈良県 生駒東松ヶ丘 生駒市東松ヶ丘4番11-101号

奈良県 奈良白毫寺 奈良市白毫寺町504-2

奈良県 奈良鶴舞西 奈良市鶴舞西町2番1号

奈良県 奈良藤ノ木台 奈良市中町229番地の1

奈良県 天理柳本 天理市柳本町700番地4

奈良県 桜井安倍木 桜井市安倍木材団地二丁目2番地の5

奈良県 橿原下八釣 橿原市下八釣町63番地1

奈良県 橿原五条野 橿原市五条野町421番地の1

奈良県 磯城三宅 磯城郡三宅町大字屏風416番地の5

奈良県 三郷勢野北 生駒郡三郷町勢野北一丁目1番17号

奈良県 五條今井 五條市今井5-1-18



奈良県 大淀桧垣本 吉野郡大淀町大字桧垣本1026番地

奈良県 大淀下渕 吉野郡 大淀町大字下渕1634番地11

奈良県 葛城八川 葛城市八川93番地1

奈良県 御所冨田 御所市大字池之内41番地1

和歌山県 和歌山南出島 和歌山市南出島75番地1

和歌山県 和歌山福島 和歌山市福島200番地9

和歌山県 和歌山善明寺 和歌山市善明寺408-1

和歌山県 和歌山関戸 和歌山市関戸四丁目3番93号

和歌山県 新宮緑ヶ丘 新宮市緑ヶ丘一丁目1番47号

和歌山県 橋本東インター前 橋本市隅田町垂井630番

和歌山県 高野山 伊都郡高野町高野山288番地

和歌山県 勝浦下里 東牟婁郡那智勝浦町大字下里76番地2

和歌山県 打田上野 紀の川市打田1355-1

和歌山県 かつらぎ大谷 伊都郡かつらぎ町大谷37番地

京都府 四条木屋町南 京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町119

京都府 河原町蛸薬師 京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町295

京都府 京都七条本町 京都市東山区本町6丁目6番地

京都府 サカタニ京阪七条 京都市東山区七条通本町西入日吉町222

京都府 山科三条通 京都市山科区竹鼻 外田町25-37

京都府 城陽寺田 城陽市寺田垣内後46-3

京都府 宇治東インター 宇治市菟道西隼上り10-8

京都府 伏見桃山東 京都市伏見区桃山町山ﾉ下19番地25

京都府 伏見向島本丸 京都市伏見区向島本丸町2番地

京都府 京都久御山佐古 久世郡久御山町佐古外屋敷239番地1

京都府 八幡月夜田 八幡市八幡月夜田91番地

京都府 嵯峨野宮ノ元町 京都市右京区嵯峨野宮ﾉ元町2番1

京都府 福知山蛇ヶ端 福知山市字堀小字今岡2596番

京都府 亀岡宮前町 亀岡市宮前町宮川稲荷111番3

京都府 南丹園部内林町 南丹市園部町内林町東畑30-4

京都府 大宮町谷内 京丹後市大宮町谷内小字平田2228番

大阪府 阪急東通 大阪市北区小松原町3-3 OSﾋﾞﾙ

大阪府 天神橋筋商店街 大阪市北区天神橋6-4-13

大阪府 十三東 大阪市淀川区十三東2-8-2

大阪府 井高野一丁目 大阪市東淀川区井高野1-1-38

大阪府 淡路四丁目 大阪市東淀川区淡路4ｰ13-7

大阪府 毛馬町一丁目 大阪市都島区毛馬町1丁目11-15

大阪府 京橋 大阪市都島区都島南通り2-14-17杉本ﾋﾞﾙ1F

大阪府 東野田四丁目 大阪市都島区東野田町4丁目13-9

大阪府 薬ヒグチ京橋 大阪市都島区東野田町5丁目1-16 大永ﾋﾞﾙ

大阪府 薬ヒグチＪＲ京橋駅東 大阪市都島区東野田町3丁目4-20

大阪府 なんば楽座 大阪市中央区難波4-5-30

大阪府 南船場 大阪市中央区南船場3丁目6-22

大阪府 宗右衛門町 大阪市中央区宗右衛門町7-5

大阪府 心斎橋清水通 大阪市中央区心斎橋筋1丁目4-10

大阪府 寺田町東 大阪市生野区生野西2丁目7-25

大阪府 桑津一丁目 大阪市東住吉区桑津一丁目8番5号

大阪府 加美北 大阪市平野区加美北五丁目10-48

大阪府 平野 大阪市平野区平野市町3-7-21

大阪府 九条 大阪市西区九条1-13-12

大阪府 八幡屋商店街西 大阪市港区八幡屋1-15-8

大阪府 梅香三丁目 大阪市此花区梅香3-31-14

大阪府 池田住吉一丁目 池田市住吉1-3-8

大阪府 能勢町栗栖 豊能郡能勢町栗栖56-5

大阪府 能勢町下田 豊能郡能勢町下田123-1

大阪府 名神吹田インター前 吹田市青葉丘北7-32

大阪府 吹田山田南 吹田市山田南30-4

大阪府 摂津正雀駅前 摂津市正雀本町1丁目26番9号

大阪府 楠葉中町 枚方市楠葉中町2番1号

大阪府 薬ヒグチ岩田南 東大阪市岩田町3丁目10-15

大阪府 鴻池 東大阪市鴻池町2-6-31



大阪府 きしざわ新石切北 東大阪市西石切町1丁目8-18

大阪府 東大阪中石切 東大阪市中石切町二丁目1968番1

大阪府 中石切町五丁目 東大阪市中石切町5丁目5番13号

大阪府 ひょうたん山北 東大阪市本町6-17

大阪府 八尾南小阪合町 八尾市南小阪合町二丁目1番8号

大阪府 富田林甲田一丁目 富田林市甲田1丁目8-10

大阪府 河内長野木戸 河内長野市木戸一丁目32番8号

大阪府 河内長野市町 河内長野市市町1135-1 1136-1

大阪府 泉北晴美台二丁 堺市南区晴美台2丁2番18

大阪府 泉南男里北 泉南市男里5丁目2番7号

大阪府 南海湊駅前 堺市堺区出島町二丁4番9号

大阪府 なかもず駅北口 堺市北区中百舌鳥町2-101

大阪府 ときはま長曽根町 堺市北区長曾根町484-1

大阪府 ゆめみヶ丘岸和田 岸和田市岸の丘町2丁目1番30号

大阪府 岸和田上松町 岸和田市上松町3-10-33

大阪府 泉佐野高松東 泉佐野市高松東2-2-13

大阪府 泉佐野りんくう 泉南郡田尻町りんくうﾎﾟｰﾄ北5番9号

大阪府 堺菩提町 堺市東区菩提町二丁95番地4

大阪府 堺北野田駅前 堺市東区北野田1077番地ｱﾐﾅｽ北野田110号

兵庫県 神戸トアロード 神戸市中央区山本通3-3-11

兵庫県 神戸脇浜海岸通 神戸市中央区脇浜海岸通三丁目2番5-101号

兵庫県 神戸甲栄台 神戸市北区甲栄台三丁目7番3号

兵庫県 神鉄花山駅前 神戸市北区幸陽町1-3-4

兵庫県 五社 神戸市北区有野町有野495番地の6

兵庫県 大蔵谷インター 神戸市西区伊川谷町有瀬842番6

兵庫県 神戸玉津インター小山 神戸市西区玉津町小山220

兵庫県 玉津インター北 神戸市西区玉津町田中486-2

兵庫県 柳筋北 神戸市兵庫区西上橘通二丁目8番12号

兵庫県 湊川公園南 神戸市兵庫区福原町26番3号

兵庫県 西舞子 神戸市垂水区西舞子二丁目1-65

兵庫県 御影中町 神戸市東灘区御影中町3丁目1-10

兵庫県 摂津本山南 神戸市東灘区田中町1丁目1番15号

兵庫県 芦屋東山町 芦屋市東山町3番2号

兵庫県 西宮名次町 西宮市名次町29-3

兵庫県 伊丹瑞原 伊丹市瑞原3丁目57番

兵庫県 伊丹森本 伊丹市森本四丁目64番

兵庫県 宝塚高司 宝塚市高司二丁目17番40号

兵庫県 宝塚ほしのそう 宝塚市米谷1丁目40番21号

兵庫県 川西久代 川西市久代3-22-14

兵庫県 出石長砂 豊岡市出石町長砂415-1

兵庫県 有馬富士南 三田市志手原1076-33

兵庫県 篠山丹南 丹波篠山市東吹333番1

兵庫県 柏原南多田 丹波市柏原町柏原2672-1

兵庫県 和田山ＩＣ 朝来市和田山町市御堂25番1

兵庫県 城崎来日 豊岡市城崎町来日221番地1

兵庫県 マツモト湯村 美方郡新温泉町井土840番地1

兵庫県 姫路仁豊野 姫路市仁豊野463番1

兵庫県 豊富ランプ 姫路市砥堀字丁田182-1

兵庫県 姫路高浜 姫路市広畑区高浜町2丁目25

兵庫県 姫路網干 姫路市網干区和久115-6

兵庫県 明石住吉 明石市魚住町住吉1-12-8

兵庫県 加古川長田 加古川市尾上町長田525番2

兵庫県 高砂伊保 高砂市伊保四丁目382

兵庫県 赤穂東浜 赤穂市東浜町109番地の2

兵庫県 赤穂警察署前 赤穂市加里屋中洲一丁目11番

兵庫県 赤穂加里屋中洲 赤穂市加里屋中洲四丁目35番地

兵庫県 赤穂新田 赤穂市黒崎町212番地

兵庫県 西鹿沢 宍粟市山崎町鹿沢136番地3

岡山県 岡山清心女子大前 岡山市北区伊福町2-1-1

岡山県 岡山南中央町 岡山市北区南中央町8番22号



岡山県 岡山岡南町 岡山市北区岡南町2丁目2-43

岡山県 岡山鹿田 岡山市北区鹿田本町2番4号

岡山県 岡山東古松 岡山市北区東古松4丁目6番35号

岡山県 岡山御南 岡山市北区田中165番地の112

岡山県 岡山田中 岡山市北区田中121番地106

岡山県 岡山芳田 岡山市南区西市120-8

岡山県 岡山北長瀬 岡山市北区北長瀬表町三丁目1番2号

岡山県 岡山下中野本町 岡山市北区下中野338-119

岡山県 倉敷庄パークヒルズ 倉敷市矢部1377番地

岡山県 倉敷下庄 倉敷市下庄326-7

岡山県 倉敷二子 倉敷市二子1355番地9

岡山県 岡山大福 岡山市南区大福字鴨池19番地3

岡山県 岡山箕島 岡山市南区箕島316番地1

岡山県 岡山東畦 岡山市南区藤田字錦579番地の3

岡山県 岡山藤田 岡山市南区藤田674番地17

岡山県 岡山一宮 岡山市北区楢津652-4

岡山県 岡山上土田 岡山市北区上土田187番地3

岡山県 岡山赤坂 赤磐市山口184番地の1

岡山県 長船土師 瀬戸内市長船町土師4番地の1

岡山県 岡山桑野 岡山市中区桑野721番地1

岡山県 岡山浦安本町 岡山市南区浦安本町53番地6

岡山県 岡山雄町 岡山市中区国府市場580番地1

岡山県 岡山中島 岡山市中区中島136番地の1

岡山県 岡山西川原一丁目 岡山市中区西川原1丁目4番15号

岡山県 岡山平井五丁目 岡山市中区平井五丁目5番15号

岡山県 岡山目黒町 岡山市東区目黒町25-3

岡山県 備前伊部 備前市伊部289番地

岡山県 玉野玉原 玉野市玉原2丁目6-1

岡山県 玉野東児 玉野市梶岡641番地の1

岡山県 苫田鏡野町 苫田郡鏡野町布原260番地1

岡山県 津山野介代 津山市野介代47-3

岡山県 岡山平島 岡山市東区東平島89番地1

岡山県 赤磐沢原 赤磐市沢原130-1

岡山県 赤磐中島 赤磐市中島70番地1

岡山県 岡山瀬戸万富 岡山市東区瀬戸町万富188番地の1

岡山県 岡山片岡 岡山市南区片岡120番地1

岡山県 久米支所前 津山市南方中1686番地

岡山県 倉敷中庄 倉敷市生坂754ｰ2

岡山県 マスカット球場前 倉敷市鳥羽1026番地1

岡山県 倉敷新田 倉敷市新田2463番地7

岡山県 倉敷宮前 倉敷市宮前443番地1

岡山県 倉敷西阿知町新田 倉敷市西阿知町新田572番地5

岡山県 くらしき駅北 倉敷市北浜町7-31

岡山県 倉敷笹沖西 倉敷市笹沖410番地4

岡山県 倉敷沖 倉敷市沖272番地1

岡山県 児島下の町 倉敷市児島下の町2丁目12番23号

岡山県 倉敷児島小川 倉敷市児島小川9丁目8番3号

岡山県 児島文化センター前 倉敷市児島味野3丁目3655

岡山県 児島団地口 倉敷市児島柳田町628番地1

岡山県 倉敷東塚 倉敷市東塚二丁目16番20号

岡山県 倉敷中畝九丁目 倉敷市中畝九丁目6番10号

岡山県 玉島八島 倉敷市玉島八島798番地

岡山県 倉敷玉島勇崎 倉敷市玉島勇崎535番地1

岡山県 笠岡スポーツ公園前 笠岡市山口1124-1

岡山県 笠岡美の浜 笠岡市横島529番地1

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ井原 井原市高屋町三丁目24番2号

岡山県 総社東 総社市井手788番地2

岡山県 総社岡谷 総社市岡谷342番地1

岡山県 総社美袋 総社市美袋1251-3

広島県 福山千田 福山市千田町三丁目50番8号



広島県 福山西町三丁目 福山市西町3丁目19-23

広島県 福山鞆町 福山市鞆町鞆403番6

広島県 東陽台二丁目 福山市東陽台二丁目18番3号

広島県 福山東深津町 福山市東深津町2丁目9-51

広島県 瀬戸田 尾道市瀬戸田町鹿田原1番6

広島県 府中中須 府中市中須町396番地1

広島県 尾道高須大新 尾道市高須町字大新田畑下986-1

広島県 上安一丁目 広島市安佐南区上安1丁目20

広島県 広島五月が丘 広島市佐伯区五月が丘二丁目8番29号

広島県 光町一丁目 広島市東区光町一丁目10-19

広島県 広島段原東 広島市南区段原三丁目23番2号

広島県 広島金屋町 広島市南区金屋町2番15号

広島県 広島三滝本町 広島市西区三滝本町一丁目1番12号

広島県 己斐本町一丁目 広島市西区己斐本町1丁目25番17号

広島県 広島井口台 広島市西区井口台二丁目10番28号

広島県 広島宇品東 広島市南区宇品東二丁目3-16

広島県 ベイシティ宇品 広島市南区宇品西3-1-43

広島県 広島東雲 広島市南区東雲二丁目11番23号

広島県 安芸鶴江 安芸郡府中町鶴江二丁目17-3

広島県 矢野ニュータウン 広島市安芸区矢野南1-17-3

広島県 廿日市宮内 廿日市市宮内高通4344-1

広島県 東広島八本松 東広島市八本松西三丁目1番3号

広島県 八本松原 東広島市八本松町原6854-3

広島県 広島宮島口 廿日市市宮島口西1丁目5-2

広島県 黒瀬国近 東広島市黒瀬町国近3149番1

鳥取県 鳥取国府 鳥取市国府町分上1丁目102

鳥取県 岩美町大谷 岩美郡岩美町大谷1565番地2

鳥取県 米子大崎 米子市大崎326-1

鳥取県 鳥取浜村 鳥取市気高町浜村西浜783

島根県 松江西浜佐陀 松江市西浜佐陀町1024番地

島根県 道の駅本庄 松江市野原町401-8

島根県 雲南三刀屋 雲南市三刀屋町下熊谷1308-1

島根県 ＪＡいずも平田 出雲市平田町字中ﾉ島7698

島根県 安来広瀬 安来市広瀬町広瀬1795番1

島根県 ＪＡいずもドーム北 出雲市平野町458-1

島根県 ＪＡいずも高岡 出雲市高岡町410番地1

島根県 斐川黒目 出雲市斐川町黒目1220

島根県 奥出雲三成 仁多郡奥出雲町三成665番地4

島根県 奥出雲横田 仁多郡奥出雲町下横田125番地2

山口県 光虹ヶ浜 光市虹ｹ浜3丁目24番12号

徳島県 庄町三丁目 徳島市庄町3-30-1

徳島県 藍住町笠木 板野郡藍住町笠木字中野168-1

徳島県 土成町吉田 阿波市吉田字御所屋敷の二15-4

徳島県 阿波善地 阿波市阿波町善地8-1

徳島県 三好三野町 三好市三野町太刀野681番地1

徳島県 小松島横須 小松島市横須町8-46

徳島県 日和佐 海部郡美波町奥河内字寺前455番地

徳島県 徳島国府町 徳島市国府町府中字市ﾉ窪588-5

香川県 まんのう町造田 仲多度郡まんのう町造田1516番地1

香川県 さぬき津田 さぬき市津田町津田2885-4

愛媛県 全農ふれっしゅ広場 東温市北野田345

愛媛県 久万大谷 上浮穴郡久万高原町上野尻甲904番地

愛媛県 多々羅大橋前 今治市上浦町井口7425番地1

愛媛県 大島吉海 今治市吉海町八幡164番地

愛媛県 野村 西予市野村町野村11号65番地1

愛媛県 川之江妻鳥 四国中央市妻鳥町349-3

愛媛県 四国中央宮川二丁目 四国中央市三島宮川2丁目2番28号

愛媛県 四国中央大柏 四国中央市下柏町81-1

愛媛県 今治上徳一丁目 今治市上徳1-5-30

高知県 高知蒔絵台 高知市長浜蒔絵台1丁目20番地4



高知県 野市町西野 香南市野市町西野1993-18

高知県 芸西 安芸郡芸西村西分乙367

福岡県 小倉安部山入口 北九州市小倉南区湯川五丁目6番17号

福岡県 小倉赤坂一丁目 北九州市小倉北区赤坂1丁目10-30

福岡県 小倉真鶴 北九州市小倉北区真鶴2丁目10番27号

福岡県 新天町 福岡市中央区天神2丁目7-247

福岡県 福岡早良二丁目 福岡市早良区早良二丁目20番40号

福岡県 福岡柳瀬一丁目 福岡市南区柳瀬1丁目3-3

福岡県 須恵佐谷 糟屋郡須惠町大字佐谷1046-3

福岡県 ドラッグイレブン志免 福岡県 糟屋郡志免町南里４－１３－１

福岡県 原田二丁目 福岡市東区原田2-2-32

福岡県 九産大駅前 福岡市東区香住ｹ丘2-15-25

福岡県 福岡城西三丁目 福岡市早良区城西三丁目18番26号

福岡県 ドラッグイレブン別府 福岡県 福岡市城南区別府５丁目７番

福岡県 福岡堤二丁目 福岡市城南区堤2丁目9番27

福岡県 福岡高宮通り 福岡市南区野間一丁目28番7号

福岡県 福岡平尾駅前 福岡市南区高宮一丁目6番1号

福岡県 春日須玖南五丁目 春日市須玖南五丁目1番

福岡県 春日桜ヶ丘八丁目 春日市桜ヶ丘八丁目1-1

福岡県 筑紫野塔原東 筑紫野市塔原東三丁目2番10号

福岡県 太宰府梅ヶ丘 太宰府市梅ヶ丘二丁目14-5

福岡県 志摩可也小学校前 糸島市志摩初77-6

福岡県 久留米津福本町 久留米市津福本町1449-3

福岡県 久留米国分町 久留米市国分町1848番地4

大分県 白滝橋 大分市大字下判田2079-6

大分県 別府末広町 大分県 別府市末広町３－７

大分県 臼杵インター 臼杵市大字望月字清太郎63-1

大分県 由布挾間古野 大分県 由布市挾間町古野１９８番地１

佐賀県 鳥栖弥生が丘 鳥栖市弥生が丘2丁目17番地

佐賀県 基山宮浦 三養基郡基山町大字宮浦97-12

佐賀県 武雄北方インター 武雄市朝日町 甘久3520-1

佐賀県 嬉野温泉 嬉野市嬉野町 大字下宿乙552

佐賀県 積文館書店三日月 小城市三日月町長神田2356番地

佐賀県 唐津佐志 唐津市佐志384-2

佐賀県 切木 唐津市肥前町万賀里川94-2

佐賀県 伊万里浦之崎 伊万里市山代町 立岩412番81

佐賀県 唐津浜玉町 唐津市浜玉町南山字樋口2211-1

佐賀県 唐津バイパス干居 唐津市浜玉町 横田下947

佐賀県 伊万里大川 伊万里市大川町 大川野1883-1

長崎県 壱岐芦辺 壱岐市芦辺町諸吉大石触368番地1

長崎県 対馬厳原大手橋 対馬市厳原町大手橋1040番地

長崎県 蛍茶屋 長崎市中川2-14-26

長崎県 長崎木鉢町 長崎市木鉢町2丁目210番32

長崎県 長与三根 西彼杵郡長与町三根郷749-1

長崎県 西海亀岳 西海市西彼町 喰場郷151番7

長崎県 諫早真津山 諫早市貝津ヶ丘594-23

長崎県 島原本町 島原市本町394-1

長崎県 大村松原本町 大村市松原本町486番1

長崎県 大村今津町 大村市今津町654-5

長崎県 佐世保三浦町 佐世保市三浦町2-1

長崎県 大島 西海市大島町1813

長崎県 深江 南島原市深江町甲68

長崎県 有家 南島原市有家町小川字上東866-1

長崎県 南有馬 南島原市南有馬町丁290-1

長崎県 南島原加津佐 南島原市加津佐町己2819

長崎県 平戸田平 平戸市田平町下亀免札ﾉ元40-1

長崎県 生月大橋 平戸市生月町 南免4432-31

長崎県 佐世保江迎 佐世保市江迎町埋立1番2

熊本県 熊本花園５丁目 熊本県 熊本市西区花園５丁目７番１７号

熊本県 ワシントン通り 熊本市中央区下通2-2-18



熊本県 菊池高野瀬 菊池市隈府字宮跡1490-1

熊本県 天草牛深 天草市牛深町1551-17

熊本県 玉名伊倉南方 玉名市伊倉南方字土器993番3

熊本県 人吉インター 人吉市鬼木町善生院611番1

熊本県 人吉錦町西 球磨郡錦町大字西字百太郎3604番130

熊本県 サンロード免田 球磨郡あさぎり町免田東1256-17

熊本県 球磨あさぎり上北 球磨郡あさぎり町上北19-1

熊本県 ゆのまえ 球磨郡湯前町字下牧原975番地2

熊本県 阿蘇乙姫 阿蘇市乙姫1952番1

熊本県 小国宮原 阿蘇郡小国町大字宮原1777-1

熊本県 上天草大矢野 上天草市大矢野町上字田原2318-4

※11/2時点。販売店舗は変更になる場合があります。


