
店舗名 郵便番号 都道府県 住所

月形皆楽公園 061-0500 北海道 北海道樺戸郡月形町字階楽町１５１６番１

新十津川 073-1103 北海道 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番５８

大沼公園インター 049-2142 北海道 北海道茅部郡森町字赤井川７９番地１

岩見沢岡山町 079-0181 北海道 北海道岩見沢市岡山町６番地４

岩見沢４条東 068-0004 北海道 北海道岩見沢市四条東１８丁目４１番地１

岩見沢大和 068-0851 北海道 北海道岩見沢市大和一条七丁目４番地５

岩見沢美園１条 068-0811 北海道 北海道岩見沢市美園１条３丁目２１

江別大麻新町 069-0863 北海道 北海道江別市大麻新町２３番地１号

野幌駅前 069-0813 北海道 北海道江別市野幌町３５番地の１６

札幌厚別南３丁目 004-0022 北海道 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

札幌稲穂２条 006-0032 北海道 北海道札幌市手稲区稲穂２条７丁目７番８号

札幌西宮の沢１条 006-0001 北海道 北海道札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目２番２５号

札幌富丘３条 006-0013 北海道 北海道札幌市手稲区富丘３条５丁目４－１

札幌美しが丘３条 004-0813 北海道 北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２

札幌美しが丘 004-0814 北海道 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

札幌西野６条 063-0036 北海道 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌発寒１４条 063-0834 北海道 北海道札幌市西区発寒１４条１４丁目２番１４号

札幌大通西７丁目 060-0042 北海道 北海道札幌市中央区大通西７丁目３－１

札幌医大病院 060-0061 北海道 北海道札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

札幌南２条東４丁目 060-0052 北海道 北海道札幌市中央区南２条東４丁目１－２２

札幌南７条西７丁目 064-0807 北海道 北海道札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

札幌北３条西２丁目 060-0003 北海道 北海道札幌市中央区北３条西２丁目８番地

札幌北１条東１１丁目 060-0031 北海道 北海道札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７

札幌東雁来６条 007-0826 北海道 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号

札幌東苗穂１４条 007-0814 北海道 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号

札幌伏古８条 007-0868 北海道 北海道札幌市東区伏古８条３丁目１－３６

札幌北２３条東８丁目 065-0023 北海道 北海道札幌市東区北２３条東８丁目２番６号

札幌北４１条東１３丁目 007-0841 北海道 北海道札幌市東区北４１条東１３丁目３番１３号

札幌北丘珠２条 007-0882 北海道 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０

札幌北２１条東１３丁目 065-0021 北海道 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

札幌石山１条 005-0841 北海道 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

定山渓 061-2301 北海道 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

みすまい 061-2263 北海道 北海道札幌市南区簾舞３条６－１－２８

札幌菊水６条 003-0806 北海道 北海道札幌市白石区菊水６条２丁目９番１７号

札幌インター前 003-0871 北海道 北海道札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号

札幌白石本通３丁目 003-0027 北海道 北海道札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

札幌平岸３条８丁目 062-0933 北海道 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

札幌平岸４条 062-0934 北海道 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号

札幌篠路１条 002-8021 北海道 北海道札幌市北区篠路１条１０－１－１０

札幌新琴似２条 001-0902 北海道 北海道札幌市北区新琴似２条１１丁目１番１０号

札幌新川１条６丁目 001-0921 北海道 北海道札幌市北区新川１条６丁目２－１

札幌新川３条１６丁目 001-0923 北海道 北海道札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号

札幌北３２条西４丁目 001-0032 北海道 北海道札幌市北区北３２条西４丁目３－２５

札幌北９条西２丁目 060-0809 北海道 北海道札幌市北区北九条西二丁目２１番地１

室蘭中島 050-0074 北海道 北海道室蘭市中島町１－１８－７

小樽色内１丁目 047-0031 北海道 北海道小樽市色内１丁目３番１３号

石狩花川北１条 061-3211 北海道 北海道石狩市花川北１条６丁目６－１

赤平 079-1143 北海道 北海道赤平市字赤平５４０－１

千歳あずさ５丁目 066-0076 北海道 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

千歳春日３丁目 066-0065 北海道 北海道千歳市春日町３丁目１－５

千歳新富３丁目 066-0037 北海道 北海道千歳市新富３丁目１１番７号

千歳インター 066-0045 北海道 北海道千歳市真々地２丁目１－５

千歳本町２丁目 066-0047 北海道 北海道千歳市本町２丁目１９番地１

千歳勇舞７丁目 066-0078 北海道 北海道千歳市勇舞７丁目５－５

滝川大町４丁目 073-0022 北海道 北海道滝川市大町４丁目１－９

登別栄町 059-0033 北海道 北海道登別市栄町１－１５－１

登別桜木町 059-0023 北海道 北海道登別市桜木町二丁目８番地１２

中登別 059-0463 北海道 北海道登別市中登別町１７０番地

登別幌別２丁目 059-0013 北海道 北海道登別市幌別町２丁目２６番地３

苫小牧山手町１丁目 053-0851 北海道 北海道苫小牧市山手町一丁目４－３

苫小牧春日町 053-0031 北海道 北海道苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

苫小牧東病院前 053-0052 北海道 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

苫小牧澄川町 059-1271 北海道 北海道苫小牧市澄川町５丁目１１番５号

苫小牧日新５丁目 053-0833 北海道 北海道苫小牧市日新町五丁目３番３号

函館蔦屋書 041-0801 北海道 北海道函館市桔梗町４０８－４

函館港町 041-0821 北海道 北海道函館市港町３丁目２番５号

函館高丘町 042-0955 北海道 北海道函館市高丘町２７番２３号

キラリス函館 040-0063 北海道 北海道函館市若松町２０番１号



函館上湯川町 042-0914 北海道 北海道函館市上湯川町３１番２号

函館神山１丁目 041-0832 北海道 北海道函館市神山１丁目１番２５号

函館神山２丁目 041-0832 北海道 北海道函館市神山２丁目２０番１０号

函館神山町 041-0831 北海道 北海道函館市神山町２４８番地７

函館石川町 041-0802 北海道 北海道函館市石川町１８０番地５９

函館赤川１丁目 041-0805 北海道 北海道函館市赤川１丁目３１－１

函館東雲 040-0036 北海道 北海道函館市東雲町１９番８号

函館美原 041-0806 北海道 北海道函館市美原１－１７－１０

函館美原５丁目 041-0806 北海道 北海道函館市美原５丁目１９－５

函館美原１丁目 041-0806 北海道 北海道函館市美原一丁目３８番４号

五稜郭公園電停前 040-0011 北海道 北海道函館市本町２６番１７号

函館本通１丁目 041-0851 北海道 北海道函館市本通１丁目２７番１号

北斗七重浜 049-0111 北海道 北海道北斗市七重浜４丁目３６－３

北斗久根別 049-0122 北海道 北海道北斗市東浜２丁目１４－８

むつ城ヶ沢 035-0095 青森県 青森県むつ市大字城ヶ沢字堺田２１－８２

大畑 039-4402 青森県 青森県むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１

むつ柳町 035-0031 青森県 青森県むつ市柳町２丁目８－１

弘前茜町三丁目 036-8279 青森県 青森県弘前市茜町３丁目１－１

外崎五丁目 036-8094 青森県 青森県弘前市外崎５丁目８番地１

弘前岩賀 036-8073 青森県 青森県弘前市大字岩賀２丁目１－４

弘前桔梗野 036-8227 青森県 青森県弘前市大字桔梗野一丁目１３番地１

弘前大久保 036-8052 青森県 青森県弘前市大字堅田字神田４９３－１

弘前城南三丁目 036-8232 青森県 青森県弘前市大字城南三丁目５番地１４

弘前青女子 038-3615 青森県 青森県弘前市大字青女子字桜苅３１１番地１

弘前大鰐インター 036-8124 青森県 青森県弘前市大字石川字平岡１２７番

弘前石渡三丁目 036-8316 青森県 青森県弘前市大字石渡三丁目５番地２

弘前福村 036-8087 青森県 青森県弘前市大字早稲田３丁目２番地１

弘前中崎 036-8313 青森県 青森県弘前市大字中崎字平野１０９－３

弘前田園一丁目 036-8086 青森県 青森県弘前市大字田園一丁目２番１２

階上赤保内 039-1202 青森県 青森県三戸郡階上町大字赤保内字外平２３番地３８

アクロス三沢 033-0042 青森県 青森県三沢市栄町二丁目３１番地１４４号

三沢松原一丁目 033-0035 青森県 青森県三沢市松原町一丁目３１番２３５　　

三沢アイスアリーナ前 033-0022 青森県 青森県三沢市大字三沢字園沢１７０－２

三沢南山 033-0022 青森県 青森県三沢市大字三沢字堀口３０番地１号

十和田西二番町 034-0082 青森県 青森県十和田市西二番町８番４０号

十和田バイパス 034-0001 青森県 青森県十和田市大字三本木字野崎４０番４０８他１２筆

十和田穂並町 034-0037 青森県 青森県十和田市穂並町７番２２号

おいらせ上前田 039-2221 青森県 青森県上北郡おいらせ町上前田１１１番地１

横浜町 039-4142 青森県 青森県上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１

七戸ざるた 039-2512 青森県 青森県上北郡七戸町字笊田２２－９

東北町石坂 039-2682 青森県 青森県上北郡東北町字石坂１８番地２

野辺地橋 039-3172 青森県 青森県上北郡野辺地町字鳥井平１４－１

尾駮 039-3212 青森県 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前４番地３４

六ヶ所平沼 039-3214 青森県 青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字二階坂９３－１

六戸小松ケ丘 033-0071 青森県 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢６０番５９１

深浦駅前 038-2324 青森県 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８２番地１５

鯵ヶ沢バイパス 038-2761 青森県 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田９１－１　

青森勝田二丁目 030-0821 青森県 青森県青森市勝田二丁目２番１５号

青森浪打銀座 030-0962 青森県 青森県青森市佃一丁目２０－１

青森中央市場前 030-0131 青森県 青森県青森市問屋町二丁目３番４号

田舎館東光寺 038-1101 青森県 青森県南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田２７－１

田舎館畑中 038-1121 青森県 青森県南津軽郡田舎館村大字畑中字上野７５番地６

八戸小中野二丁目 031-0802 青森県 青森県八戸市小中野二丁目６－１

八戸湊高台 031-0823 青森県 青森県八戸市湊高台六丁目１２番１７号

平川平賀駅前 036-0103 青森県 青森県平川市本町北柳田１２番地１

鶴田境 038-3524 青森県 青森県北津軽郡鶴田町大字境字里見１６６番地９

一関千厩町 029-0801 岩手県 岩手県一関市千厩町清田字中井４０番２

岩手千厩 029-0803 岩手県 岩手県一関市千厩町千厩字舘山４番地１

岩手川崎 029-0202 岩手県 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

水沢佐倉河 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７

胆沢病院前 023-0865 岩手県 岩手県奥州市水沢区桜屋敷５１６－１

奥州水沢桜屋敷 023-0872 岩手県 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西１番地１

奥州水沢大手町 023-0053 岩手県 岩手県奥州市水沢大手町五丁目４番地３

奥州いさわ 023-0401 岩手県 岩手県奥州市胆沢若柳字壱本松７９番地２

花巻高松 025-0014 岩手県 岩手県花巻市高松第１１地割１５５－５

花巻桜町 025-0084 岩手県 岩手県花巻市桜町一丁目４番１号

花巻四日町 025-0072 岩手県 岩手県花巻市四日町３－９－４

花巻若葉町 025-0097 岩手県 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

花巻小舟渡 025-0062 岩手県 岩手県花巻市上小舟渡２８



サテライト石鳥谷前 028-3153 岩手県 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

道の駅はなまき西南 025-0037 岩手県 岩手県花巻市太田第４３地割１３２番地１

花巻大迫町 028-3204 岩手県 岩手県花巻市大迫町亀ヶ森第２地割１８－１

花巻南温泉峡口 025-0244 岩手県 岩手県花巻市湯口字蟹沢１３－２

釜石松原二丁目 026-0004 岩手県 岩手県釜石市松原町二丁目１番２号

雫石つなぎ 020-0502 岩手県 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１

久慈北インター前 028-0001 岩手県 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２

宮古金浜 027-0033 岩手県 岩手県宮古市金浜第６地割２１番６５

宮古根市 027-0047 岩手県 岩手県宮古市根市第２地割３５番２９

宮古津軽石 027-0203 岩手県 岩手県宮古市津軽石第１０地割３１０

オガール紫波 028-3318 岩手県 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番１２

紫波日詰西 028-3306 岩手県 岩手県紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３

矢巾町上矢次 028-3622 岩手県 岩手県紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３

盛岡向中野四丁目 020-0851 岩手県 岩手県盛岡市向中野四丁目１３番１５号

盛岡三ツ割 020-0011 岩手県 岩手県盛岡市三ツ割四丁目１番４３号

盛岡三本柳 020-0831 岩手県 岩手県盛岡市三本柳２３地割１－１

盛岡駅西通 020-0045 岩手県 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目２６番５号

盛岡青山三丁目 020-0133 岩手県 岩手県盛岡市青山３丁目３７－３６

岩手盛岡都南 020-0835 岩手県 岩手県盛岡市津志田第１４地割１０２

盛岡津志田町二丁目 020-0837 岩手県 岩手県盛岡市津志田町二丁目３番４０号

盛岡津志田南 020-0839 岩手県 岩手県盛岡市津志田南三丁目１番１号

盛岡東松園 020-0106 岩手県 岩手県盛岡市東松園３－２８－４

盛岡本宮 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３

滝沢鵜飼 020-0672 岩手県 岩手県滝沢市下高柳５番４６

滝沢はのき沢山 020-0625 岩手県 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１

金ヶ崎三ヶ尻 029-4502 岩手県 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻字荒巻１３８－１

北上鬼柳卯の木 024-0056 岩手県 岩手県北上市鬼柳町卯の木１９２－１

北上黒沢尻一丁目 024-0022 岩手県 岩手県北上市黒沢尻１丁目１３番３号

北上江釣子 024-0071 岩手県 岩手県北上市上江釣子７地割９９番地２

北上四号バイパス 024-0004 岩手県 岩手県北上市村崎野１６地割１７４番地２７

北上江釣子インター 024-0072 岩手県 岩手県北上市北鬼柳１９地割２５－１

北上藤根 024-0334 岩手県 岩手県北上市和賀町藤根１８地割７１－２

高田米崎町 029-2206 岩手県 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２２６－１

小牛田バイパス 987-0005 宮城県 宮城県遠田郡美里町北浦字天神南３５番地

涌谷バイパス 987-0144 宮城県 宮城県遠田郡涌谷町下新田５５

プラスＣＯＯＰ七ヶ宿 989-0522 宮城県 宮城県刈田郡七ヶ宿町字一枚田２０番地１

岩沼たけくま 989-2459 宮城県 宮城県岩沼市たけくま１丁目３１番１３号

岩沼相の原三丁目 989-2431 宮城県 宮城県岩沼市相の原三丁目４番５号

気仙沼岩月星谷 988-0203 宮城県 宮城県気仙沼市岩月星谷６－１

本吉バイパス 988-0305 宮城県 宮城県気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１

七ヶ浜境山 985-0824 宮城県 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山二丁目１４番６号

宮城利府赤沼 981-0101 宮城県 宮城県宮城郡利府町赤沼字大日向１０４番地１

大郷山崎 981-3511 宮城県 宮城県黒川郡大郷町山崎字堰場５６－２

大和鶴巣大平 981-3411 宮城県 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字窪川４２番地

宮城大和杜のまち 981-3628 宮城県 宮城県黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６

船岡東四丁目 989-1604 宮城県 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号

宮城川崎町 989-1503 宮城県 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山１７２－１０

柴田農林高前 989-1232 宮城県 宮城県柴田郡大河原町字南海道下４５－１

大河原見城前 989-1201 宮城県 宮城県柴田郡大河原町大谷字見城前４９番地１

石巻恵み野 986-0868 宮城県 宮城県石巻市恵み野五丁目１番地１

石巻市役所前 986-0825 宮城県 宮城県石巻市穀町６番１７号

石巻中浦 986-0858 宮城県 宮城県石巻市三ツ股二丁目６－５０

石巻千石町 986-0827 宮城県 宮城県石巻市千石町８番２号

石巻井内 986-0003 宮城県 宮城県石巻市大瓜字井内３７番２

渡波栄田 986-2135 宮城県 宮城県石巻市渡波字栄田９４番

祝田 986-2135 宮城県 宮城県石巻市渡波字祝田７５番６号

佐々木桃生町 986-0313 宮城県 宮城県石巻市桃生町中津山字下四軒５８－１

石巻南中里 986-0814 宮城県 宮城県石巻市南中里１－１－３２

岩切青津目 983-0821 宮城県 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目１２２－３

二の森 983-0836 宮城県 宮城県仙台市宮城野区幸町１－２２－３

仙台幸町三丁目 983-0836 宮城県 宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号

小田原一丁目 983-0803 宮城県 宮城県仙台市宮城野区小田原１丁目２－１０

中野栄駅前 983-0013 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１

宮城野田子二丁目 983-0021 宮城県 宮城県仙台市宮城野区田子字入４１－１

田子西 983-0021 宮城県 宮城県仙台市宮城野区田子西一丁目１２番地の１

仙台二十人町 983-0862 宮城県 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０３番地８

仙台萩野町四丁目 983-0043 宮城県 宮城県仙台市宮城野区萩野町４－１－６２

仙台荒井西 984-0017 宮城県 宮城県仙台市若林区なないろの里二丁目１番地の５

遠見塚二丁目 984-0823 宮城県 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３



若林荒井 984-0032 宮城県 宮城県仙台市若林区荒井七丁目３４番地の１

新寺四丁目 984-0051 宮城県 宮城県仙台市若林区新寺四丁目８番１４号

仙台国見ケ丘 989-3201 宮城県 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘五丁目１－１０

小松島 981-0905 宮城県 宮城県仙台市青葉区小松島２丁目７－６

大町二丁目 980-0804 宮城県 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１

仙台駅前 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

仙台二日町 980-0802 宮城県 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号

北根四丁目 981-0902 宮城県 宮城県仙台市青葉区北根四丁目１－１５

仙台本町 980-0014 宮城県 宮城県仙台市青葉区本町一丁目５番３１号シエロ仙台ビル１Ｆ

旭丘堤二丁目 981-8004 宮城県 宮城県仙台市泉区旭丘堤二丁目７番２４号

泉加茂五丁目 981-3122 宮城県 宮城県仙台市泉区加茂五丁目２１番地の８

仙台実沢 981-3217 宮城県 宮城県仙台市泉区実沢字広畑７５－１

仙台将監五丁目 981-3132 宮城県 宮城県仙台市泉区将監五丁目１番３０号

泉関場 981-3111 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字関場２６－１

仙台泉バイパス 981-3111 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字上河原６－１

仙台泉松陵 981-3108 宮城県 宮城県仙台市泉区松陵一丁目１２番１

仙台泉ヶ丘 981-3201 宮城県 宮城県仙台市泉区泉ケ丘４－７－３２

ウッディ南光台 981-8003 宮城県 宮城県仙台市泉区南光台２－６－４５

南中山一丁目 981-3213 宮城県 宮城県仙台市泉区南中山１丁目３６－１

八乙女中央 981-3135 宮城県 宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０

泉野村 981-3124 宮城県 宮城県仙台市泉区野村字東村境１番３

南仙台駅西口 981-1105 宮城県 宮城県仙台市太白区西中田４－１１－６

太白中田 981-1103 宮城県 宮城県仙台市太白区中田町字清水４１－３

長町六丁目 982-0011 宮城県 宮城県仙台市太白区長町六丁目７番７号

仙台八木山 982-0801 宮城県 宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４

多賀城留ヶ谷 985-0871 宮城県 宮城県多賀城市留ヶ谷３－５－３

岩出山下野目 989-6412 宮城県 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前２３－１

古川駅前大通 989-6162 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通三丁目４番４０号

古川中里 989-6143 宮城県 宮城県大崎市古川中里２丁目９番３０号

古川穂波 989-6136 宮城県 宮城県大崎市古川穂波２－９－２０

大崎三本木 989-6312 宮城県 宮城県大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７

東和米川 987-0901 宮城県 宮城県登米市東和町米川字飯土井６番地

三滝堂ＰＡ 987-0902 宮城県 宮城県登米市東和町米谷字福平１９１番１

佐沼江合 987-0511 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字江合三丁目１番２

南佐沼 987-0511 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字南元丁５７番２

登米迫森 987-0512 宮城県 宮城県登米市迫町森字平柳１４番１

佐沼北方 987-0513 宮城県 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２

米山町 987-0321 宮城県 宮城県登米市米山町西野字片平小路１３０

宮城小野駅前 981-0301 宮城県 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３

東矢本 981-0503 宮城県 宮城県東松島市矢本字作田浦１８９番地

矢本インター前 981-0503 宮城県 宮城県東松島市矢本字上河戸２８６－１０

矢本航空自衛隊前 981-0503 宮城県 宮城県東松島市矢本字南浦２０２

富谷ひより台 981-3304 宮城県 宮城県富谷市ひより台二丁目２番地１０

富谷成田八丁目 981-3341 宮城県 宮城県富谷市成田８丁目２－２

富谷成田四丁目 981-3341 宮城県 宮城県富谷市成田四丁目１－１

歌津升沢 988-0423 宮城県 宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢６８－１

名取高舘吉田 981-1242 宮城県 宮城県名取市高舘吉田字野来２９－１

名取小塚原 981-1212 宮城県 宮城県名取市小塚原字東中塚２９５－４

名取美田園二丁目 981-1217 宮城県 宮城県名取市美田園二丁目１番地の６

亘理公園前 989-2371 宮城県 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南１０２番地

十文字バイパス 019-0521 秋田県 秋田県横手市十文字町字西下３２番地３

十文字西原 019-0503 秋田県 秋田県横手市十文字町西原一番町１０１番

横手前郷東 013-0042 秋田県 秋田県横手市前郷字上在家３２番１

横手雄物川 013-0212 秋田県 秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一

潟上天王上江川 010-0201 秋田県 秋田県潟上市天王字上江川７８番地６

天王追分西 010-0101 秋田県 秋田県潟上市天王字追分西２番地１１

鹿角市役所前 018-5201 秋田県 秋田県鹿角市花輪字小深田２９８番地

秋田北インター通り 010-0802 秋田県 秋田県秋田市外旭川字小谷地４１－１

秋田広面鍋沼 010-0041 秋田県 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６

秋田山王臨海町 010-0956 秋田県 秋田県秋田市山王臨海町４番２８号

秋田高校前 010-0862 秋田県 秋田県秋田市手形田中１０－１６

秋田添川 010-0822 秋田県 秋田県秋田市添川字境内川原１－１

秋田八橋本町 010-0975 秋田県 秋田県秋田市八橋本町三丁目２０番２３号

秋田上飯島 011-0917 秋田県 秋田県秋田市飯島道東２丁目１４‐１１

秋田飯島道東 011-0917 秋田県 秋田県秋田市飯島道東３丁目６－４５

秋田大館餌釣 017-0837 秋田県 秋田県大館市餌釣字前田３７９番地

大館中道 017-0045 秋田県 秋田県大館市中道二丁目３番４２号

秋田大館比内 018-5701 秋田県 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱４１番地３

大仙幸町 014-0012 秋田県 秋田県大仙市幸町４番２３－９



大仙若竹町 014-0016 秋田県 秋田県大仙市若竹町３３番４号

湯沢桜通り 012-0811 秋田県 秋田県湯沢市桜通り１－３５

雄勝インター 019-0205 秋田県 秋田県湯沢市小野字大沢田２８１－２

秋田能代大瀬 016-0839 秋田県 秋田県能代市字東大瀬５０番地１

能代上町 016-0817 秋田県 秋田県能代市上町８番１４号

秋田二ツ井 018-3147 秋田県 秋田県能代市二ツ井町小槻ノ木９番地

秋田能代明治町 016-0833 秋田県 秋田県能代市明治町１５番１７号

秋田能代東インター 016-0121 秋田県 秋田県能代市鰄渕字古屋布７０番地１

阿仁前田 018-4515 秋田県 秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

北秋田鷹巣 018-3331 秋田県 秋田県北秋田市鷹巣字東上綱６番地１

由利本荘東鮎川 015-0362 秋田県 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣３２８番地

寒河江高田 991-0013 山形県 山形県寒河江市高田二丁目８番地の１

寒河江新山町 991-0012 山形県 山形県寒河江市新山町１－１１

寒河江八鍬 990-0523 山形県 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６

寒河江中央二丁目 991-0021 山形県 山形県寒河江市中央二丁目１０番７号

やまろく金山 999-5402 山形県 山形県最上郡金山町大字金山２７２番地１

もがみ赤倉 999-6105 山形県 山形県最上郡最上町大字富澤字本屋敷１３９０－１

舟形町中央 999-4601 山形県 山形県最上郡舟形町舟形３０９番地１９

山形青柳 990-2214 山形県 山形県山形市大字青柳１５６９－３

山形篭田一丁目 990-2484 山形県 山形県山形市篭田一丁目３番３１号

本間美術館前 998-0023 山形県 山形県酒田市幸町２－９－４３

酒田新橋一丁目 998-0864 山形県 山形県酒田市新橋１丁目５番７

酒田末広町 998-0854 山形県 山形県酒田市末広町９－３

新庄上小月野 996-0001 山形県 山形県新庄市五日町字桂堰１１７５番地の３

新庄十日町 996-0091 山形県 山形県新庄市十日町２７６８－７

河北町西里 999-3533 山形県 山形県西村山郡河北町西里７３４－１

河北体育館前 999-3513 山形県 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－１－１

寒河江柴橋 990-1101 山形県 山形県西村山郡大江町左沢字木ノ沢２１３２－１

鶴岡みどり町 997-0046 山形県 山形県鶴岡市みどり町７番１２号

羽黒荒川 997-0141 山形県 山形県鶴岡市羽黒町荒川字前田元２１

鶴岡錦町 997-0031 山形県 山形県鶴岡市錦町１５番６号

鶴岡三瀬 999-7463 山形県 山形県鶴岡市三瀬字宮ノ前１５番２

鶴岡スタジアム前 997-0825 山形県 山形県鶴岡市小真木原町５－５４

鶴岡大西町 997-0831 山形県 山形県鶴岡市大西町２６番４８号

鶴岡大宝寺 997-0017 山形県 山形県鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５

鶴岡白山 997-0841 山形県 山形県鶴岡市白山字村北１２６番地１

山形鶴岡美咲町 997-0857 山形県 山形県鶴岡市美咲町１番３８

鶴岡文下 997-0003 山形県 山形県鶴岡市文下字広野３６番地１

鶴岡宝田 997-0011 山形県 山形県鶴岡市宝田二丁目４番５４号

天童中里 994-0064 山形県 山形県天童市中里５－１－１

天童長岡 994-0062 山形県 山形県天童市長岡北一丁目１－１３

天童南小畑 994-0081 山形県 山形県天童市南小畑三丁目２番１２号

天童北久野本 994-0011 山形県 山形県天童市北久野本１－３－３

天童バイパス 994-0011 山形県 山形県天童市北久野本二丁目９番３９号

天童老野森 994-0013 山形県 山形県天童市老野森三丁目８番１５号

東根温泉町 999-3702 山形県 山形県東根市温泉町２丁目４番３号

東根神町 999-3762 山形県 山形県東根市神町北一丁目２番７号

東根猪野沢 999-3726 山形県 山形県東根市大字猪野沢１－４

高畠駅前 999-2175 山形県 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２

赤湯温泉 999-2211 山形県 山形県南陽市赤湯３１０４番地８

尾花沢新町五丁目 999-4224 山形県 山形県尾花沢市新町五丁目４６５３－３５

米沢花沢 992-0021 山形県 山形県米沢市花沢上野東３７１－２

米沢中央一丁目 992-0045 山形県 山形県米沢市中央１－１４－１２

米沢中央三丁目 992-0045 山形県 山形県米沢市中央３丁目３－８

米沢桑山団地前 992-1124 山形県 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１

米沢万世町片子 992-1125 山形県 山形県米沢市万世町片子３２２番３

いわき永崎海岸 970-0315 福島県 福島県いわき市永崎字橋出５－５

いわき郷ケ丘 970-8045 福島県 福島県いわき市郷ケ丘２－２９－４

いわき錦町中央 974-8232 福島県 福島県いわき市錦町竹ノ花９番地

いわき後田町 974-8203 福島県 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１

いわき好間 970-1151 福島県 福島県いわき市好間町下好間字沼田１２９－１

いわき中央インター 970-1145 福島県 福島県いわき市好間町北好間字槐作３０番地の２

いわき佐糠町 974-8223 福島県 福島県いわき市佐糠町東１丁目１８－６

いわき四倉上仁井田 979-0202 福島県 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

いわき鹿島久保 971-8144 福島県 福島県いわき市鹿島町久保二丁目１０番６

いわき鹿島町御代 971-8146 福島県 福島県いわき市鹿島町御代字柿境１８－２

いわき小名浜道珍 971-8101 福島県 福島県いわき市小名浜字道珍２番地

いわき小名浜寺廻町 971-8164 福島県 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき小名浜六反田 971-8111 福島県 福島県いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１



いわき泉町六枚内 971-8185 福島県 福島県いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）

いわき泉町 971-8182 福島県 福島県いわき市泉町滝尻字神力前３４－１

いわき泉町本谷 971-8181 福島県 福島県いわき市泉町本谷字大田４番地３

いわき内郷御厩町 973-8402 福島県 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１

いわき平正月町 970-8053 福島県 福島県いわき市平字正月町２４番地の７

いわき平大工町 970-8026 福島県 福島県いわき市平字大工町１１番地の１

いわき駅前 970-8026 福島県 福島県いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ

いわき平菱川町 970-8026 福島県 福島県いわき市平字菱川町１番地の１

いわき平赤井 979-3131 福島県 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１

いわき平谷川瀬 970-8036 福島県 福島県いわき市平谷川瀬一丁目１２－１９

いわき北白土 970-8024 福島県 福島県いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ

いわき勿来関田 979-0146 福島県 福島県いわき市勿来町関田行屋前２６番１

いわき勿来窪田 979-0141 福島県 福島県いわき市勿来町窪田町通２丁目５５－１

大玉大山 969-1301 福島県 福島県安達郡大玉村大山字宮下１３０

坂下町川尻 969-6549 福島県 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１

会津金川町 965-0056 福島県 福島県会津若松市金川町２－３

会津材木町 965-0853 福島県 福島県会津若松市材木町一丁目９－２２

会津南花畑 965-0874 福島県 福島県会津若松市南花畑７－６５

鏡石境 969-0401 福島県 福島県岩瀬郡鏡石町境４９５番地

喜多方桜ガ丘 966-0007 福島県 福島県喜多方市東桜ガ丘二丁目２５番地

郡山安積三丁目 963-0107 福島県 福島県郡山市安積３丁目２８番地

郡山ゆうしん安積 963-0101 福島県 福島県郡山市安積町日出山４－１８４

郡山卸団地 963-0551 福島県 福島県郡山市喜久田町卸１丁目７番地の１

郡山菜根屋敷 963-8863 福島県 福島県郡山市字菜根屋敷２３番地２２

郡山小原田五丁目 963-8835 福島県 福島県郡山市小原田５丁目１８－３

郡山うねめ通り 963-8022 福島県 福島県郡山市西ノ内一丁目１９１－１

郡山針生北 963-0201 福島県 福島県郡山市大槻町字針生北５５－３

郡山大槻西ノ宮 963-0201 福島県 福島県郡山市大槻町字西宮北３５番地の１

郡山中町 963-8004 福島県 福島県郡山市中町７番１６号１Ｆ

郡山鶴見坦二丁目 963-8861 福島県 福島県郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

郡山堤三丁目 963-0205 福島県 福島県郡山市堤３丁目１８５

郡山田村町守山 963-1155 福島県 福島県郡山市田村町守山字小性町１４

郡山八山田 963-8052 福島県 福島県郡山市八山田２－１９３

郡山富久山久保田 963-8071 福島県 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１２－１

郡山富久山福原 963-8061 福島県 福島県郡山市富久山町福原字東苗内３６－５

郡山曲田 963-8041 福島県 福島県郡山市富田東四丁目４１番地

郡山大島西公園 963-8026 福島県 福島県郡山市並木三丁目３－１

郡山本町 963-8871 福島県 福島県郡山市本町１－５－１１４

郡山緑町 963-8023 福島県 福島県郡山市緑町１－１

須賀川海道下 962-0007 福島県 福島県須賀川市下宿町５６

長沼町志茂 962-0201 福島県 福島県須賀川市志茂字駒込１７０－１

須賀川茶畑 962-0028 福島県 福島県須賀川市茶畑町１２－１

西郷小田倉 961-8061 福島県 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平２４３－１

泉崎関和久 969-0102 福島県 福島県西白河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２

矢吹曙町 969-0272 福島県 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８

矢吹インター前 969-0206 福島県 福島県西白河郡矢吹町赤沢５８７番地４

石川町双里 963-7808 福島県 福島県石川郡石川町大字双里字谷津前１７　他５筆　（地番）

Ｊヴィレッジ前 979-0401 福島県 福島県双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１

船引城ノ内 963-4312 福島県 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地

船引東部台 963-4317 福島県 福島県田村市船引町東部台３－７

田村都路 963-4701 福島県 福島県田村市都路町古道字戸田平１０５番地１

棚倉町近津 963-5671 福島県 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字南駒石９３番４

タカシン矢祭 963-5118 福島県 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川１

ますや針道 964-0202 福島県 福島県二本松市針道字町１１番地

白河高山 961-0856 福島県 福島県白河市高山５－１２・５－１３・５－１４

白河真船 961-0983 福島県 福島県白河市真舟４－１

白河中田 961-0053 福島県 福島県白河市中田４０番１

南湖 961-0883 福島県 福島県白河市東小丸山８７－２

白河東 961-0309 福島県 福島県白河市東深仁井田字原田向５６－４

ＴＳＵＴＡＹＡ白河 961-0054 福島県 福島県白河市北中川原１６１－１

福島下野寺 960-8075 福島県 福島県福島市下野寺字遠原１－４

福島郷野目 960-8161 福島県 福島県福島市郷野目字上６番地の１

福島御山 960-8252 福島県 福島県福島市御山字上原６－１

Ａコープ松川 960-1241 福島県 福島県福島市松川町字市坂９－１

吾妻ＰＡ下り 960-8076 福島県 福島県福島市上野寺字和喜２５－８

福島西中央 960-8074 福島県 福島県福島市西中央１－２３－１

福島大森下町 960-1101 福島県 福島県福島市大森字下町１１番地

福島北裡通 960-8105 福島県 福島県福島市仲間町９番２４号

福島飯坂温泉駅前 960-0201 福島県 福島県福島市飯坂町字十綱下３４



福島飯坂町東湯野 960-0221 福島県 福島県福島市飯坂町東湯野字姥懐３－１８

福島北五老内町 960-8131 福島県 福島県福島市北五老内町５－２０

本宮関下 969-1104 福島県 福島県本宮市荒井字甲斐４１番地

本宮兼谷 969-1141 福島県 福島県本宮市本宮字兼谷３５－５

つくば萱丸 305-0881 茨城県 茨城県つくば市みどりのＡ－３７街区１

つくばみどりの 305-0882 茨城県 茨城県つくば市花島新田字北原１０－６（みどりの中央Ｂ２４ー１）

つくば花畑 300-3261 茨城県 茨城県つくば市花畑３丁目１４番１

つくば谷田部インター 305-0864 茨城県 茨城県つくば市境松６６１番９

つくば手代木 305-0834 茨城県 茨城県つくば市手代木１８９５－１

つくば面野井 300-2653 茨城県 茨城県つくば市大字面野井字丸山１６５－１

つくば竹園 305-0032 茨城県 茨城県つくば市竹園１丁目８番７

ひたちなか枝川 312-0035 茨城県 茨城県ひたちなか市枝川１７９４番地１１

ひたちなか勝倉 312-0024 茨城県 茨城県ひたちなか市大字勝倉２９８９－１７

ひたちなか足崎 312-0003 茨城県 茨城県ひたちなか市大字足崎１４７６番２８

ひたちなか津田 312-0036 茨城県 茨城県ひたちなか市津田東３－１－１

ひたちなか田彦北 312-0063 茨城県 茨城県ひたちなか市田彦９９０－７

ひたちなか向野 312-0012 茨城県 茨城県ひたちなか市馬渡２９１１番地３

阿見うずら野一丁目 300-0341 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町うずら野１丁目３２－４

フレスト阿見飯倉 300-0324 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７

阿見中央四丁目 300-0332 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町中央四丁目４６６６－１９７４

稲敷下太田 300-1424 茨城県 茨城県稲敷市下太田１２６４番４　他４筆

境山神 306-0433 茨城県 茨城県猿島郡境町８０８

境下小橋 306-0432 茨城県 茨城県猿島郡境町下小橋１５５－２

境猿山 306-0402 茨城県 茨城県猿島郡境町大字猿山１２１１番１　他６筆

五霞新幸谷 306-0312 茨城県 茨城県猿島郡五霞町新幸谷４４２－３

下妻箕輪 304-0061 茨城県 茨城県下妻市下妻字箕輪丙６５３－１

下妻下木戸 304-0028 茨城県 茨城県下妻市下木戸２６５－２　他１筆

永田屋たかさい 304-0031 茨城県 茨城県下妻市大字高道祖１３７２－２

下妻南原 304-0075 茨城県 茨城県下妻市南原１８－１他３筆

しもつまバイパス 304-0047 茨城県 茨城県下妻市肘谷３２９

笠間押辺 319-0205 茨城県 茨城県笠間市押辺２７１８－１　他２筆

笠間東平 309-1705 茨城県 茨城県笠間市東平三丁目１－１１

牛久警察署前 300-1203 茨城県 茨城県牛久市下根町４８９－３

八千代佐野 300-3505 茨城県 茨城県結城郡八千代町大字佐野２９７－１　他６筆

結城北 307-0001 茨城県 茨城県結城市大字結城字公達９８９９－５

古河旭町 306-0012 茨城県 茨城県古河市旭町２丁目１番５５

古河横山町 306-0022 茨城県 茨城県古河市横山町３丁目１－２

古河下大野 306-0204 茨城県 茨城県古河市下大野字高谷２９１５－８

古河東二丁目 306-0011 茨城県 茨城県古河市東二丁目２０番６５号

行方玉造 311-3512 茨城県 茨城県行方市玉造甲５６１番地１

坂東辺田 306-0632 茨城県 茨城県坂東市辺田１４０２－９０

桜川友部 309-1453 茨城県 茨城県桜川市友部６８８－５

鹿島神宮前 314-0032 茨城県 茨城県鹿嶋市宮下３丁目５－３、４、５

鹿嶋宮中 314-0031 茨城県 茨城県鹿嶋市大字宮中３１４－１　他３筆

鹿嶋東山 314-0031 茨城県 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７

鹿嶋谷原 314-0023 茨城県 茨城県鹿嶋市大字谷原１５９８番地１

鹿嶋奈良毛 311-2224 茨城県 茨城県鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆

取手東四丁目 302-0005 茨城県 茨城県取手市東四丁目１－３０

取手藤代南三丁目 300-1516 茨城県 茨城県取手市藤代南３丁目１０－１

取手白山 302-0023 茨城県 茨城県取手市白山５丁目１８番１号

守谷みずき野 302-0121 茨城県 茨城県守谷市みずき野５－乙７４－１２

守谷立沢 302-0118 茨城県 茨城県守谷市立沢２５２番地１

常総新石下 300-2706 茨城県 茨城県常総市新石下３９８５番２

常総宝町 303-0023 茨城県 茨城県常総市水海道宝町１５８９－９

常総菅生 303-0044 茨城県 茨城県常総市菅生町２０４３－１他２筆

常陸太田里美 311-0506 茨城県 茨城県常陸太田市折橋町７６６‐３

神栖息栖 314-0133 茨城県 茨城県神栖市息栖２８８５－５８他３筆

神栖中央公園前 314-0144 茨城県 茨城県神栖市大野原２丁目１－１７

水戸駅南口 310-0015 茨城県 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４

水戸駅前 310-0015 茨城県 茨城県水戸市宮町一丁目７番３３号

水戸見和三丁目 310-0911 茨城県 茨城県水戸市見和３丁目１３１７－１

水戸酒門 310-0841 茨城県 茨城県水戸市酒門町１００２－１

水戸南インター 310-0841 茨城県 茨城県水戸市酒門町３２７８番２

水戸住吉 310-0844 茨城県 茨城県水戸市住吉町２９９番１５

水戸東原二丁目 310-0035 茨城県 茨城県水戸市東原二丁目４６７２番１

水戸北インター 311-4206 茨城県 茨城県水戸市飯富町５４２５番１他１筆

石岡鹿の子一丁目 315-0005 茨城県 茨城県石岡市鹿の子一丁目９５９４番１

石岡駅東口 315-0001 茨城県 茨城県石岡市石岡二丁目６番地３２

筑西横塚 309-1116 茨城県 茨城県筑西市向川澄５７－４０



ワンダーグー下館 308-0052 茨城県 茨城県筑西市菅谷１５００

筑西倉持 300-4515 茨城県 茨城県筑西市倉持１１７０－５

下館八丁台 308-0008 茨城県 茨城県筑西市八丁台３５

筑西布川 308-0846 茨城県 茨城県筑西市布川１２１２－１他１筆

潮来川尾 311-2405 茨城県 茨城県潮来市築地字川尾１３４２番地２

土浦永国 300-0817 茨城県 茨城県土浦市永国１０５９－２

土浦真鍋二丁目 300-0051 茨城県 茨城県土浦市真鍋二丁目１番４２号

霞ヶ浦総合公園前 300-0835 茨城県 茨城県土浦市大岩田１２８６―１

土浦木田余西台 300-0056 茨城県 茨城県土浦市木田余西台２９０９－１他６筆

茨城鳥羽田 311-3142 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町大字鳥羽田３２７番地６

東海駅東 319-1118 茨城県 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

那珂瓜連 319-2102 茨城県 茨城県那珂市瓜連１３９２－１

那珂菅谷中央 311-0105 茨城県 茨城県那珂市菅谷２２９２－１

那珂竹ノ内 311-0110 茨城県 茨城県那珂市竹ノ内２丁目１－１

那珂飯田五差路 311-0134 茨城県 茨城県那珂市飯田２５７１－２０

那珂飯田 311-0134 茨城県 茨城県那珂市飯田３３７３番１

日立桜川四丁目 316-0002 茨城県 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号

日立小木津 319-1413 茨城県 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号

日立大久保町 316-0012 茨城県 茨城県日立市大久保町二丁目１番２１号

日立金畑 316-0022 茨城県 茨城県日立市大沼町三丁目１８番２０号

日立東金沢 316-0014 茨城県 茨城県日立市東金沢町１丁目１２番１４号

日立大沼 316-0014 茨城県 茨城県日立市東金沢町５－１８－１

鉾田飯名 311-1521 茨城県 茨城県鉾田市飯名３３２－１

北茨城関南 319-1714 茨城県 茨城県北茨城市関南町神岡上１６－１

龍ケ崎久保台 301-0001 茨城県 茨城県龍ケ崎市久保台四丁目１番８

佐貫駅前 301-0033 茨城県 茨城県龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２

龍ヶ崎北方 301-0021 茨城県 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８　他８筆

さくら東原 329-1311 栃木県 栃木県さくら市氏家４５０６番地７

宇都宮細谷一丁目 320-0073 栃木県 栃木県宇都宮市細谷一丁目６番３５号

宇都宮東簗瀬一丁目 321-0925 栃木県 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆

宇都宮インター 321-2116 栃木県 栃木県宇都宮市徳次郎町字高谷原７番１０他４筆

宇都宮平出町 321-0901 栃木県 栃木県宇都宮市平出町３８６１番地１

壬生上田 321-0231 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町上田１３２７－１

壬生安塚 321-0201 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７７４番地１３

壬生国谷 321-0211 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷２０２６番地２

野木佐川野 329-0104 栃木県 栃木県下都賀郡野木町大字佐川野１３７４番地９

ワンダーグー下野 329-0502 栃木県 栃木県下野市下古山２８８８－４

下野下古山 329-0502 栃木県 栃木県下野市下古山３２６０番地３

石橋工業団地 329-0512 栃木県 栃木県下野市下石橋４３２－３

ベツイ下野祇園 329-0434 栃木県 栃木県下野市祇園５－１６－６

岡本国分寺 329-0414 栃木県 栃木県下野市小金井１－１－１

下野仁良川 329-0432 栃木県 栃木県下野市仁良川１４０９番地７

国分寺川中子 329-0415 栃木県 栃木県下野市川中子３３２９－４９２

南河内薬師寺 329-0431 栃木県 栃木県下野市薬師寺字祇園原３３９１－１

八洋上三川町役場前 329-0617 栃木県 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生５２４番１　

上三川バイパス 329-0611 栃木県 栃木県河内郡上三川町大字上三川１９３２番地

上三川ゆうきが丘 329-0527 栃木県 栃木県河内郡上三川町大字上神主５３６番地４

上三川インター 329-0607 栃木県 栃木県河内郡上三川町大字西汗字赤堀１５９２－１４

佐野小見町 327-0316 栃木県 栃木県佐野市小見町３３２－１

佐野植野町 327-0837 栃木県 栃木県佐野市植野町２０５９番地１

佐野石塚町 327-0103 栃木県 栃木県佐野市石塚町２４２４－１

佐野富岡 327-0844 栃木県 栃木県佐野市富岡町１６４０番地

鹿沼栄町 322-0028 栃木県 栃木県鹿沼市栄町１丁目３－３

鹿沼粟野町 322-0303 栃木県 栃木県鹿沼市久野８２６番地１

鹿沼幸町 322-0023 栃木県 栃木県鹿沼市幸町一丁目６番２６号

鹿沼インター 322-0015 栃木県 栃木県鹿沼市上石川１４５３番５　他６筆

鹿沼村井 322-0045 栃木県 栃木県鹿沼市上殿町３５２番地１８

鹿沼上奈良部町 322-0522 栃木県 栃木県鹿沼市上奈良部町１番地６

鹿沼仁神堂 322-0003 栃木県 栃木県鹿沼市仁神堂町５３３番地１３７　他５筆

鹿沼千渡 322-0002 栃木県 栃木県鹿沼市千渡１４１４番地１

鹿沼南上野町 322-0531 栃木県 栃木県鹿沼市南上野町５１４番地３４

鹿沼富岡 322-0006 栃木県 栃木県鹿沼市富岡１５１番地４

鹿沼茂呂 322-0026 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３

小山稲葉郷 323-0021 栃木県 栃木県小山市大字稲葉郷６３番地６

小山雨ヶ谷 323-0826 栃木県 栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１

小山出井北 323-0808 栃木県 栃木県小山市大字出井１２５２番地１０

小山東野田 323-0817 栃木県 栃木県小山市大字東野田字西神垣２２２１－１

小山南乙女 329-0217 栃木県 栃木県小山市南乙女二丁目１番地２

真岡久下田 321-4521 栃木県 栃木県真岡市久下田１６３８－３



真岡荒町三丁目 321-4305 栃木県 栃木県真岡市荒町３丁目４８番３

真岡高勢町 321-4341 栃木県 栃木県真岡市高勢町２丁目６番２

真岡寺内 321-4345 栃木県 栃木県真岡市寺内１３８８番１

真岡小林 321-4321 栃木県 栃木県真岡市小林１４２７番地１

真岡亀山 321-4337 栃木県 栃木県真岡市上高間木１－２３－１

真岡清水 321-4402 栃木県 栃木県真岡市清水６９番地２

真岡長田 321-4364 栃木県 栃木県真岡市長田１２８８番地６

足利今福町 326-0842 栃木県 栃木県足利市今福町９０７番地１

足利福居町 326-0338 栃木県 栃木県足利市福居町１７５番地１

大田原佐久山 324-0032 栃木県 栃木県大田原市佐久山３６１９番地１

大田原中田原 324-0062 栃木県 栃木県大田原市中田原６４９番　他５筆

岩舟街道 329-4307 栃木県 栃木県栃木市岩舟町静１０５６―１

ベツイ　栃木今泉 328-0027 栃木県 栃木県栃木市今泉町一丁目４－２６

栃木沼和田 328-0042 栃木県 栃木県栃木市沼和田町４３－１８

栃木城内町 328-0033 栃木県 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号

栃木大皆川町 328-0068 栃木県 栃木県栃木市大皆川町２７５番地１

ベツイ栃木大宮 328-0011 栃木県 栃木県栃木市大宮町字竜神前５３４番

ベツイ栃木東 328-0003 栃木県 栃木県栃木市大光寺町５２４－１

栃木藤岡 323-1104 栃木県 栃木県栃木市大字藤岡字荒立２１９－２

ベツイ栃木大塚 328-0007 栃木県 栃木県栃木市大塚町３０３番地６

栃木横堀 329-4411 栃木県 栃木県栃木市大平町横堀６７１番地３

栃木大平町 329-4404 栃木県 栃木県栃木市大平町富田３７１番地２

栃木蛭沼 329-0312 栃木県 栃木県栃木市藤岡町蛭沼１６１７番地

栃木箱森町 328-0075 栃木県 栃木県栃木市箱森町２６番４０号

ベツイ栃木倭町 328-0037 栃木県 栃木県栃木市倭町１０番１号

那須塩原上厚崎 325-0026 栃木県 栃木県那須塩原市上厚崎３４４－１１

那須那珂川 324-0501 栃木県 栃木県那須郡那珂川町小川２４２８－１

那須漆塚南 329-3221 栃木県 栃木県那須郡那須町大字漆塚４１１番地５

日光瀬川 321-1263 栃木県 栃木県日光市瀬川１１７０－１

矢板インター 329-1571 栃木県 栃木県矢板市片岡１１６０－２

矢板木幡 329-2142 栃木県 栃木県矢板市木幡字芳原１３８７番６

矢板北 329-2165 栃木県 栃木県矢板市矢板１７３－１

みどり大間々 376-0101 群馬県 群馬県みどり市大間々町大間々３３番６

伊勢崎国定町一丁目 379-2221 群馬県 群馬県伊勢崎市国定町一丁目１２２３－１

伊勢崎市場町 379-2211 群馬県 群馬県伊勢崎市市場町一丁目１７３番３

伊勢崎西久保町 379-2204 群馬県 群馬県伊勢崎市西久保町三丁目７５５‐３

日野屋伊勢崎高校前 372-0033 群馬県 群馬県伊勢崎市南千木町２４７０－１

伊勢崎波志江町 372-0001 群馬県 群馬県伊勢崎市波志江町１６１３－３

日野屋伊勢崎末広町 372-0057 群馬県 群馬県伊勢崎市末広町１３７番１

日野屋伊勢崎茂呂 372-0034 群馬県 群馬県伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１

伊勢崎連取元町 372-0818 群馬県 群馬県伊勢崎市連取町１５４１番地

館林大街道 374-0066 群馬県 群馬県館林市大街道三丁目４番３３号

館林富士見町 374-0027 群馬県 群馬県館林市富士見町８番１３号

館林本町四丁目 374-0024 群馬県 群馬県館林市本町４丁目１７番２

桐生広沢 376-0013 群馬県 群馬県桐生市広沢町１－２９０３

桐生新宿三丁目 376-0006 群馬県 群馬県桐生市新宿三丁目１３－２７

日野屋東五丁目 376-0034 群馬県 群馬県桐生市東５丁目５番３２号

中之条伊勢町下 377-0423 群馬県 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町６７５－１

高崎あら町 370-0831 群馬県 群馬県高崎市あら町５９番３

高崎江木町 370-0046 群馬県 群馬県高崎市江木町３２８－４

前橋インター 370-0001 群馬県 群馬県高崎市中尾町４４１

高崎萩原町 370-0013 群馬県 群馬県高崎市萩原町４４１番地３

高崎駅西口 370-0849 群馬県 群馬県高崎市八島町２４－２

高崎飯塚町北 370-0069 群馬県 群馬県高崎市飯塚町２４６

高崎浜川町 370-0081 群馬県 群馬県高崎市浜川町２００３番地１

玉村町福島 370-1105 群馬県 群馬県佐波郡玉村町福島１０９４‐１

渋川上白井 377-0201 群馬県 群馬県渋川市上白井１３２１番地１２７

渋川石原 377-0007 群馬県 群馬県渋川市石原１７９４－１

渋川坂東橋 377-0061 群馬県 群馬県渋川市北橘町下箱田６２５番地

沼田久屋原町 378-0005 群馬県 群馬県沼田市久屋原町５－１

沼田インター 378-0052 群馬県 群馬県沼田市桜町１６７８－５　

沼田西倉内町 378-0042 群馬県 群馬県沼田市西倉内町５０６番地１

前橋下小出町 371-0031 群馬県 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９

前橋元総社町 371-0846 群馬県 群馬県前橋市元総社町１１９７－１

前橋江田 371-0836 群馬県 群馬県前橋市江田町１０３－３

前橋小屋原町 379-2121 群馬県 群馬県前橋市小屋原町９５１番地１

前橋上増田町 379-2114 群馬県 群馬県前橋市上増田町６５６番地１

前橋総社町高井 371-0856 群馬県 群馬県前橋市総社町高井２３５番１

前橋田口町 371-0048 群馬県 群馬県前橋市田口町２９１‐１



前橋富田町 379-2161 群馬県 群馬県前橋市富田町１１４１番２

前橋六供 371-0804 群馬県 群馬県前橋市六供町７５６番地１

太田上田中 370-0346 群馬県 群馬県太田市新田上田中町３４９－１８

太田木崎町 370-0321 群馬県 群馬県太田市新田木崎町１１４８番１他１筆

太田大原町 379-2304 群馬県 群馬県太田市大原町１２９２－１

太田鳥山 373-0062 群馬県 群馬県太田市鳥山中町１５８３－３

太田東金井 373-0022 群馬県 群馬県太田市東金井町７１０‐１

太田藤阿久町 373-0034 群馬県 群馬県太田市藤阿久町９７７－１

太田内ヶ島町 373-0813 群馬県 群馬県太田市内ケ島町８６６－１

藤岡七丁目 375-0024 群馬県 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４

富岡下高瀬 370-2332 群馬県 群馬県富岡市下高瀬２９９‐１

富岡下高尾 370-2311 群馬県 群馬県富岡市下高尾４７８－１２

吉岡下野田 370-3608 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田字谷地１１１５番地３、１１１５番２

大泉いずみ一丁目 370-0531 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号

大泉坂田 370-0532 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町坂田５丁目２０－２０

日野屋大泉朝日三丁目 370-0514 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町朝日三丁目１－１５

日野屋矢島 370-0712 群馬県 群馬県邑楽郡明和町矢島２３１－１

邑楽うずら 370-0601 群馬県 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２

邑楽中野 370-0603 群馬県 群馬県邑楽郡邑楽町中野１８５８－１

ＪＡ利根沼田月夜野 379-1315 群馬県 群馬県利根郡みなかみ町上津９５７－２

岩槻西町 339-0067 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号

岩槻釣上 339-0024 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３

岩槻東町一丁目 339-0055 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号

さいたま東宮下団地 337-0012 埼玉県 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下字新西２０３７番地

さいたま神田 338-0812 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区大字神田２４８番地１

大宮すずらん通り 330-0846 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地

大宮仲町二丁目 330-0845 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目７５番１

浦和根岸 336-0024 埼玉県 埼玉県さいたま市南区根岸２－１４－１

さいたま大谷口明花 336-0042 埼玉県 埼玉県さいたま市南区大字大谷口５６６４番地

浦和大谷口 336-0042 埼玉県 埼玉県さいたま市南区大谷口１７４７－１

南浦和三丁目 336-0017 埼玉県 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階

さいたま櫛引町二丁目 331-0825 埼玉県 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１

大宮本郷町 331-0802 埼玉県 埼玉県さいたま市北区本郷町６４９

ふじみ野駒林 356-0038 埼玉県 埼玉県ふじみ野市駒林元町４－１－２４

ふじみ野新駒林二丁目 356-0030 埼玉県 埼玉県ふじみ野市新駒林二丁目４－１０

下羽生 348-0026 埼玉県 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３

羽生上岩瀬 348-0044 埼玉県 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１

越谷花田二丁目 343-0015 埼玉県 埼玉県越谷市花田２丁目２２－９他

越谷宮本町 343-0806 埼玉県 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１

越谷西方 343-0822 埼玉県 埼玉県越谷市西方２９４２番地１

越谷相模町 343-0823 埼玉県 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１

越谷公園前 343-0011 埼玉県 埼玉県越谷市増林２丁目２８２－１

越谷東大沢 343-0022 埼玉県 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４

加須南小浜 347-0028 埼玉県 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１

狭山祇園 350-1307 埼玉県 埼玉県狭山市祇園９－１４

ドラッグエース広瀬東 350-1320 埼玉県 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

江南成沢 360-0115 埼玉県 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

熊谷美土里町 360-0845 埼玉県 埼玉県熊谷市美土里町二丁目１２２

戸田新曽つつじ通り 335-0021 埼玉県 埼玉県戸田市大字新曽１６８７番１

戸田美女木一丁目 335-0031 埼玉県 埼玉県戸田市美女木一丁目１１番地の５

行田持田 361-0056 埼玉県 埼玉県行田市大字持田字東谷２４４番１

鴻巣加美 365-0078 埼玉県 埼玉県鴻巣市加美１丁目３－４７

鴻巣笠原 365-0023 埼玉県 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１

鴻巣御成橋 365-0044 埼玉県 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２

坂戸千代田一丁目 350-0214 埼玉県 埼玉県坂戸市千代田１丁目１６－６

志木幸町四丁目 353-0005 埼玉県 埼玉県志木市幸町４丁目１番４号

志木中宗岡 353-0002 埼玉県 埼玉県志木市中宗岡２－１９－２７

児玉工業団地 369-0307 埼玉県 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１

春日部一ノ割 344-0031 埼玉県 埼玉県春日部市一ノ割２丁目６－３０

ＴＫＳ春日部牛島 344-0004 埼玉県 埼玉県春日部市牛島８８８番地１

春日部小渕南 344-0007 埼玉県 埼玉県春日部市小渕６６０番地

春日部上蛭田 344-0046 埼玉県 埼玉県春日部市上蛭田中通２７６－１

春日部増富 344-0041 埼玉県 埼玉県春日部市増富６０６－１

南桜井駅北口 344-0116 埼玉県 埼玉県春日部市大衾４９６－１２

春日部南栄町 344-0057 埼玉県 埼玉県春日部市南栄町６－７

八木崎駅前 344-0061 埼玉県 埼玉県春日部市粕壁６９６０－１

上尾泉台一丁目 362-0062 埼玉県 埼玉県上尾市泉台１丁目７－１２

上尾戸崎 362-0053 埼玉県 埼玉県上尾市大字戸崎３７６番１

上尾平方領々家 362-0055 埼玉県 埼玉県上尾市大字平方領々家４９７－１



上尾中妻五丁目 362-0072 埼玉県 埼玉県上尾市中妻５丁目２３－４

上尾藤波 362-0061 埼玉県 埼玉県上尾市藤波３丁目２７３番１

上尾富士見二丁目 362-0041 埼玉県 埼玉県上尾市富士見二丁目２０番３３号

新座畑中二丁目 352-0012 埼玉県 埼玉県新座市畑中２丁目７－３３

新座片山一丁目 352-0025 埼玉県 埼玉県新座市片山１丁目１６－５

深谷南大通り 366-0801 埼玉県 埼玉県深谷市上野台２１９８番２

深谷針ヶ谷 369-0213 埼玉県 埼玉県深谷市針ヶ谷５４６－１

深谷折之口 366-0812 埼玉県 埼玉県深谷市折之口字屋敷合５１９番地１

川越牛子 350-0017 埼玉県 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆

鶴ヶ島駅西 350-0806 埼玉県 埼玉県川越市大字天沼新田１４０番６

川口戸塚 333-0831 埼玉県 埼玉県川口市戸塚１丁目１８－２

川口戸塚東 333-0802 埼玉県 埼玉県川口市戸塚東一丁目１８－２５

川口幸町二丁目 332-0016 埼玉県 埼玉県川口市幸町２丁目９－１

川口江戸袋 334-0075 埼玉県 埼玉県川口市江戸袋１丁目１３－２９

川口前川四丁目 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川４丁目４９番１６

川口花山下 334-0059 埼玉県 埼玉県川口市大字安行字大元６３６－３

川口蓮沼 334-0064 埼玉県 埼玉県川口市大字蓮沼２５２

川口朝日 332-0001 埼玉県 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４

川口長蔵 333-0807 埼玉県 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２

川口道合西 333-0835 埼玉県 埼玉県川口市道合２７８番地１

川口南鳩ヶ谷一丁目 334-0013 埼玉県 埼玉県川口市南鳩ヶ谷１丁目２８－３

鳩ヶ谷八幡木 334-0012 埼玉県 埼玉県川口市八幡木１丁目２３－１

川口柳崎 333-0861 埼玉県 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２

草加旭町二丁目 340-0053 埼玉県 埼玉県草加市旭町２丁目３－７

そうか公園前 340-0001 埼玉県 埼玉県草加市柿木町字鶴２５６－２

森かどやしんでん 340-0052 埼玉県 埼玉県草加市金明町７８１－１

草加駅東口 340-0015 埼玉県 埼玉県草加市高砂２丁目６－５

草加新里町 340-0031 埼玉県 埼玉県草加市新里町４１９番地

草加弁天五丁目 340-0004 埼玉県 埼玉県草加市弁天五丁目１番１号

草加北谷 340-0046 埼玉県 埼玉県草加市北谷１丁目１８－６

ながおかや寄居 369-1203 埼玉県 埼玉県大里郡寄居町寄居１６１３－１

朝霞膝折三丁目 351-0014 埼玉県 埼玉県朝霞市膝折町３丁目７番３号

北朝霞駅東 351-0033 埼玉県 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１０

朝霞本町三丁目 351-0011 埼玉県 埼玉県朝霞市本町３丁目５番１８号

圏央道鶴ヶ島西 350-2223 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市高倉１１６５－６

鶴ヶ島鉄砲通り 350-2213 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折２１３１

東松山神明町 355-0021 埼玉県 埼玉県東松山市神明町二丁目１２番１７号

高坂駅東口 355-0047 埼玉県 埼玉県東松山市大字高坂９６３－２

東松山インター 355-0073 埼玉県 埼玉県東松山市大字上野本８７番２

東松山石橋 355-0072 埼玉県 埼玉県東松山市大字石橋１６８５－１５

宮代本田 345-0827 埼玉県 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

宮代和戸 345-0836 埼玉県 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号

入間扇町屋 358-0022 埼玉県 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８

入間上藤沢南 358-0013 埼玉県 埼玉県入間市大字上藤沢５５－１

入間木蓮寺 358-0047 埼玉県 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

入間東町 358-0002 埼玉県 埼玉県入間市東町６丁目２－１

入間豊岡 358-0003 埼玉県 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１３号

入間野田 358-0054 埼玉県 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番

八潮駅南 340-0822 埼玉県 埼玉県八潮市茜町一丁目３番７

八潮新町 340-0807 埼玉県 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］

八潮二丁目 340-0815 埼玉県 埼玉県八潮市八潮２丁目４番地１

八潮緑町三丁目 340-0808 埼玉県 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２

鳩山石坂 350-0311 埼玉県 埼玉県比企郡鳩山町大字石坂９４１番１３

嵐山むさし台 355-0216 埼玉県 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３

みずほ台駅前 354-0015 埼玉県 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２

伊奈学園前 362-0813 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１

北本石戸一丁目 364-0024 埼玉県 埼玉県北本市石戸１丁目２３５番１

児玉 367-0224 埼玉県 埼玉県本庄市児玉町金屋１１７９－２

本庄児玉インター 367-0035 埼玉県 埼玉県本庄市西富田４９４番地４

蓮田閏戸 349-0133 埼玉県 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３

蓮田黒浜小前 349-0101 埼玉県 埼玉県蓮田市大字黒浜３１０７－１

蕨錦町一丁目 335-0005 埼玉県 埼玉県蕨市錦町一丁目２番５号

大原深堀 298-0003 千葉県 千葉県いすみ市深堀３６０－３

鋸南竜島 299-2118 千葉県 千葉県安房郡鋸南町竜島７２９番１

印西牧の原駅 270-1335 千葉県 千葉県印西市原１丁目２１９１

千葉ニュータウン中央東 270-1337 千葉県 千葉県印西市草深１１０１－１

酒々井尾上 285-0911 千葉県 千葉県印旛郡酒々井町尾上６０番４

浦安東野一丁目 279-0042 千葉県 千葉県浦安市東野１－３－１

ヤックスドラッグ浦安東野 279-0042 千葉県 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号



アトレ新浦安 279-0012 千葉県 千葉県浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０

浦安北栄 279-0002 千葉県 千葉県浦安市北栄４－２８－１１

天王台駅南口 270-1143 千葉県 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１

我孫子都 270-1102 千葉県 千葉県我孫子市都６番地１

新鎌ケ谷駅 273-0107 千葉県 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２

鎌ヶ谷東初富 273-0122 千葉県 千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目３－６

馬込沢駅前 273-0115 千葉県 千葉県鎌ケ谷市東道野辺７－４２３－１

道野辺中央 273-0113 千葉県 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号

南初富六丁目 273-0123 千葉県 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

鴨川横渚 296-0001 千葉県 千葉県鴨川市横渚２８７番地１

館山宮城 294-0033 千葉県 千葉県館山市宮城１０８０

館山バイパス 294-0045 千葉県 千葉県館山市北条１２４１番１

館山駅東口 294-0045 千葉県 千葉県館山市北条２２２５番１

君津下湯江 299-1131 千葉県 千葉県君津市下湯江１１２８

君津人見 299-1147 千葉県 千葉県君津市人見四丁目９－３２

君津西坂田 299-1145 千葉県 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号

君津北 299-1161 千葉県 千葉県君津市北子安字東山９０３－１７

君津杢師 299-1163 千葉県 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外

香取小川 289-0338 千葉県 千葉県香取市下小川１２８８番地１

香取山之辺 287-0042 千葉県 千葉県香取市山之辺１４４０－１

香取小見川 289-0313 千葉県 千葉県香取市小見川１００２番地

小見川神里 289-0341 千葉県 千葉県香取市虫幡３９０番地１

香取野田 289-0314 千葉県 千葉県香取市野田２４７

佐倉井野 285-0855 千葉県 千葉県佐倉市井野１５３１－３

臼井駅北口 285-0864 千葉県 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１

佐倉王子台 285-0837 千葉県 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６

京成志津駅 285-0846 千葉県 千葉県佐倉市上志津１６６９

四街道小学校前 284-0005 千葉県 千葉県四街道市四街道１５５０－１

四街道中央 284-0005 千葉県 千葉県四街道市鹿渡９３３－２２８

ちはら台駅 290-0143 千葉県 千葉県市原市ちはら台西１丁目１

市原ちはら台東三丁目 290-0141 千葉県 千葉県市原市ちはら台東３丁目５－５

市原八幡宿東通り 290-0007 千葉県 千葉県市原市菊間３０９－１

市原古市場 290-0008 千葉県 千葉県市原市古市場１３７番３

大松屋京葉 290-0038 千葉県 千葉県市原市五井西四丁目１番１

市原五井西六丁目 290-0038 千葉県 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１

市原五井中央西 290-0081 千葉県 千葉県市原市五井中央西２丁目１５－１

市原五井白金通り 290-0082 千葉県 千葉県市原市五井中央南一丁目２５番地１４

市原五井更級通り 290-0056 千葉県 千葉県市原市更級１丁目１－１

市原姉崎 299-0111 千葉県 千葉県市原市姉崎１９４６－１

市原新生 290-0257 千葉県 千葉県市原市新生５５７－１番地

市原潮見通り 299-0102 千葉県 千葉県市原市青柳８５－１

市原白金町 290-0059 千葉県 千葉県市原市白金町一丁目８３番

市原有秋台 299-0115 千葉県 千葉県市原市不入斗５０番地３

市川下貝塚二丁目 272-0821 千葉県 千葉県市川市下貝塚２－３５－１５

市川東菅野 272-0823 千葉県 千葉県市川市東菅野三丁目２９番３号

市川南大野 272-0804 千葉県 千葉県市川市南大野１－４０

本八幡駅南口 272-0023 千葉県 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

京成八幡駅前 272-0021 千葉県 千葉県市川市八幡３丁目３－１

市川妙典駅 272-0115 千葉県 千葉県市川市富浜１丁目２－１０

市川北方二丁目 272-0815 千葉県 千葉県市川市北方二丁目２４番１３号

習志野実籾 275-0002 千葉県 千葉県習志野市実籾四丁目２０番６号

京成谷津駅前 275-0026 千葉県 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２

京成津田沼駅構内 275-0016 千葉県 千葉県習志野市津田沼３丁目

松戸五香西 270-2218 千葉県 千葉県松戸市五香西二丁目１番１２

松戸幸谷 270-0017 千葉県 千葉県松戸市幸谷１５０７－２２

松戸梨香台 270-2222 千葉県 千葉県松戸市高塚新田２８６－１

八柱桜通り 270-2265 千葉県 千葉県松戸市常盤平陣屋前８－１１

新八柱駅前 270-2253 千葉県 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１

松戸本町 271-0091 千葉県 千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル

みのり台駅前通り 270-2231 千葉県 千葉県松戸市稔台一丁目３０－３

松戸六高台九丁目 270-2203 千葉県 千葉県松戸市六高台９丁目８７

成田駅西口 286-0035 千葉県 千葉県成田市囲護台１丁目４番４フィールドホーム第３ビル

成田 286-0033 千葉県 千葉県成田市花崎町８２８－１２８

公津の杜駅 286-0048 千葉県 千葉県成田市公津の杜４丁目１１－２　公津の杜駅ビル

成田西三里塚 286-0115 千葉県 千葉県成田市西三里塚２４５番７

成田ＮＴ中央 286-0015 千葉県 千葉県成田市中台４－１０１－３

成田飯田町 286-0041 千葉県 千葉県成田市飯田町１４３番地５０

稲毛小中台町 263-0044 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

千葉長作町 262-0044 千葉県 千葉県千葉市花見川区長作町１３１０番地１



千葉柏井町 262-0041 千葉県 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１

Ｐａｓａｒ幕張上り 262-0032 千葉県 千葉県千葉市花見川区幕張町２－２６２１

千葉金親町 264-0001 千葉県 千葉県千葉市若葉区金親町２４３－５

千葉若松御成街道 264-0021 千葉県 千葉県千葉市若葉区若松町４３１番２０

千葉中田町 265-0043 千葉県 千葉県千葉市若葉区中田町１１６１－１

千葉宮崎 260-0806 千葉県 千葉県千葉市中央区宮崎二丁目７番２

千葉みなと 260-0026 千葉県 千葉県千葉市中央区千葉港３番８号

千葉中央駅 260-0014 千葉県 千葉県千葉市中央区本千葉町１５ー１

千葉問屋町 260-0025 千葉県 千葉県千葉市中央区問屋町１１１番５

美浜ニューポート 261-0002 千葉県 千葉県千葉市美浜区新港１３７

真砂一丁目 261-0011 千葉県 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番３号

海浜幕張駅北口 261-0023 千葉県 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＦ棟１Ｆ

船橋印内三丁目 273-0039 千葉県 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号

船橋金杉 273-0853 千葉県 千葉県船橋市金杉３丁目１番４号

船橋咲が丘 274-0807 千葉県 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５

船橋三山八丁目 274-0072 千葉県 千葉県船橋市三山八丁目２５番１５号

船橋芝山四丁目 274-0816 千葉県 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

船橋小野田町 274-0081 千葉県 千葉県船橋市小野田町１５１６－４

京成西船駅前／Ｓ 273-0031 千葉県 千葉県船橋市西船４丁目１５番７１号

津田沼パルコ 274-0825 千葉県 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号

船橋大穴町 274-0066 千葉県 千葉県船橋市大穴町６３６－１２

船橋坪井町 274-0060 千葉県 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号

船橋南本町 273-0004 千葉県 千葉県船橋市南本町１０－１３

二和向台駅前 274-0805 千葉県 千葉県船橋市二和東５－２５－３６

下総中山駅北口 273-0035 千葉県 千葉県船橋市本中山２丁目１９－１

原木中山駅北 273-0035 千葉県 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０

船橋駅東 273-0005 千葉県 千葉県船橋市本町５－１－４

ネクスト船橋 273-0005 千葉県 千葉県船橋市本町一丁目５－１

袖ヶ浦蔵波 299-0245 千葉県 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１

大網新道 299-3251 千葉県 千葉県大網白里市大網８３３番３

大網白里駒込 299-3235 千葉県 千葉県大網白里市大網白里都市計画事業大網駅東土地区画整理事業施行地区内１街区７号

白子五井西 299-4211 千葉県 千葉県長生郡白子町五井２４９２番地２

ワンダーグー東金 283-0005 千葉県 千葉県東金市田間２２２

南房総丸山 299-2525 千葉県 千葉県南房総市加茂字山詰２６５５－５

千倉瀬戸 295-0004 千葉県 千葉県南房総市千倉町瀬戸２９８０番地５８

柏花野井 277-0812 千葉県 千葉県柏市花野井１８１０番地１

柏大室 277-0812 千葉県 千葉県柏市花野井７５０番１他

柏富勢 277-0831 千葉県 千葉県柏市根戸４６７－２

柏若柴 277-0871 千葉県 千葉県柏市若柴字入谷津１－５５

柏東上町 277-0011 千葉県 千葉県柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１

柏南増尾七丁目 277-0054 千葉県 千葉県柏市南増尾７丁目４番２８号

柏駅東口 277-0005 千葉県 千葉県柏市柏四丁目２番１号　リーフスクエア柏ビル

北柏台 277-0836 千葉県 千葉県柏市北柏台５番２

柏名戸ヶ谷 277-0032 千葉県 千葉県柏市名戸ケ谷１１７０－１

白井堀込 270-1424 千葉県 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号

八街駅南口 289-1115 千葉県 千葉県八街市八街ほ２２３－４

八千代台南 276-0033 千葉県 千葉県八千代市八千代台南２丁目２番１号

京成八千代台駅構内 276-0031 千葉県 千葉県八千代市八千代台北１丁目１－０

富津湊 299-1607 千葉県 千葉県富津市湊６６１－１

富里七栄南 286-0221 千葉県 千葉県富里市七栄２２５－３８

茂原千代田町 297-0023 千葉県 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６

茂原早野 297-0037 千葉県 千葉県茂原市早野１１３１番１

茂原明光橋 297-0037 千葉県 千葉県茂原市早野２９７６

茂原東部台 297-0015 千葉県 千葉県茂原市東部台二丁目２６－１

茂原六ツ野 297-0012 千葉県 千葉県茂原市六ツ野３１３３－１

木更津金田東 292-0009 千葉県 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２

木更津朝日三丁目 292-0055 千葉県 千葉県木更津市朝日３－１－１

木更津アカデミアパーク 292-0812 千葉県 千葉県木更津市矢那１６５５番地

野田七光台 278-0051 千葉県 千葉県野田市七光台３９７番１

野田中野台 278-0035 千葉県 千葉県野田市中野台１０４番１

野田目吹 278-0001 千葉県 千葉県野田市目吹１０２３番１

おおたかの森 270-0139 千葉県 千葉県流山市おおたかの森南一丁目２４－７

江戸川台駅東口 270-0111 千葉県 千葉県流山市江戸川台東２丁目４

流山三輪野山 270-0175 千葉県 千葉県流山市三輪野山２丁目１１２８－１

流山セントラルパーク駅前 270-0152 千葉県 千葉県流山市前平井１４５番１

南流山八丁目 270-0163 千葉県 千葉県流山市南流山８丁目１－１０

あきる野下代継 197-0831 東京都 東京都あきる野市下代継２３－１

あきる野インター 197-0826 東京都 東京都あきる野市牛沼１３１番１

秋川駅前 197-0804 東京都 東京都あきる野市秋川２－１－１



あきる野睦橋通り 197-0822 東京都 東京都あきる野市小川東２丁目１０－８

東秋留 197-0814 東京都 東京都あきる野市二宮１０７４番８

城山公園前 206-0803 東京都 東京都稲城市向陽台６丁目８－１

若葉台一丁目 206-0824 東京都 東京都稲城市若葉台１丁目２３

若葉台駅前 206-0824 東京都 東京都稲城市若葉台２－４－４

羽村栄町二丁目 205-0002 東京都 東京都羽村市栄町２－８－７

羽村小作坂上 205-0001 東京都 東京都羽村市小作台５丁目２０－８

羽村富士見公園前 205-0003 東京都 東京都羽村市緑ヶ丘４丁目１０－１７

亀有三丁目 125-0061 東京都 東京都葛飾区亀有３－９－７

京成金町駅 125-0042 東京都 東京都葛飾区金町５丁目３７－９

金町駅前 125-0042 東京都 東京都葛飾区金町６－４－１

京成高砂駅 125-0054 東京都 東京都葛飾区高砂５丁目２８－１

柴又駅前 125-0052 東京都 東京都葛飾区柴又四丁目８番１６号

新小岩ルミエール 124-0024 東京都 東京都葛飾区新小岩一丁目４８－１

青戸四丁目 125-0062 東京都 東京都葛飾区青戸４丁目７番１７号

東金町一丁目 125-0041 東京都 東京都葛飾区東金町１丁目２４－１

京成四ツ木駅 124-0014 東京都 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先

葛飾たつみ橋 124-0023 東京都 東京都葛飾区東新小岩１丁目４－５

お花茶屋駅 124-0005 東京都 東京都葛飾区宝町２－３７－１

葛飾立石六丁目 124-0012 東京都 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

江戸川興宮町 133-0042 東京都 東京都江戸川区興宮町２番１０号

須賀江戸川二丁目 132-0013 東京都 東京都江戸川区江戸川２－３２－１１

鹿骨前沼橋 133-0073 東京都 東京都江戸川区鹿骨２丁目１８－７フェザンレーヴ

鹿骨二丁目 133-0073 東京都 東京都江戸川区鹿骨２丁目３６－１２

鹿骨五丁目 133-0073 東京都 東京都江戸川区鹿骨５－３９－４

春江町二丁目 132-0003 東京都 東京都江戸川区春江町二丁目２０番２４号

江戸川松江一丁目 132-0025 東京都 東京都江戸川区松江１丁目２４－９

江戸川松島一丁目 132-0031 東京都 東京都江戸川区松島１丁目４２番１９号

江戸川松島二丁目 132-0031 東京都 東京都江戸川区松島２丁目２９番３号

江戸川上篠崎 133-0054 東京都 東京都江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号

新堀一丁目 132-0001 東京都 東京都江戸川区新堀一丁目４２－１４

西瑞江二丁目 132-0011 東京都 東京都江戸川区瑞江四丁目１０－３

西葛西小学校前 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西３－６－１１

西葛西駅前 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西６－１５－１２

江戸川球場 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西６－１９－２３

西葛西メトロ 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西６－７－１

江戸川西葛西六丁目 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西６丁目１３番１２号

江戸川西葛西五丁目 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西五丁目２番９号

コクミンドラッグ小岩駅前 133-0057 東京都 東京都江戸川区西小岩１丁目２３－１３　植草ビル

江戸川船堀一丁目 134-0091 東京都 東京都江戸川区船堀１－１－３８

船堀駅南口 134-0091 東京都 東京都江戸川区船堀３丁目９－１１

江戸川大杉五丁目 132-0022 東京都 東京都江戸川区大杉５丁目２３番１４号

江戸川中央 132-0021 東京都 東京都江戸川区中央四丁目７－１

南葛西なぎさ 134-0085 東京都 東京都江戸川区南葛西６－１５－２０エスティーム・ＭＳ

南篠崎町四丁目 133-0065 東京都 東京都江戸川区南篠崎町４丁目４番１号

南篠崎町二丁目 133-0065 東京都 東京都江戸川区南篠崎町二丁目４５番２１

小岩駅西口 133-0056 東京都 東京都江戸川区南小岩７丁目２４－１５

平井駅南口 132-0035 東京都 東京都江戸川区平井４－１１－６

第三葛西小前 134-0081 東京都 東京都江戸川区北葛西四丁目１３番５号

北葛西ぼうしば通り 134-0081 東京都 東京都江戸川区北葛西二丁目４番９号

牡丹三丁目 135-0046 東京都 東京都江東区牡丹３丁目２２番２号

江東亀戸九丁目 136-0071 東京都 東京都江東区亀戸九丁目３４番１－１３８号

江東森下四丁目 135-0004 東京都 東京都江東区森下４丁目１０－８

大島二丁目 136-0072 東京都 東京都江東区大島２－１９－１２

西大島 136-0072 東京都 東京都江東区大島２－３５－１２

大島八丁目 136-0072 東京都 東京都江東区大島８－４０－４

江東東砂 136-0074 東京都 東京都江東区東砂３丁目１５－２４　グランデュール吉武

東砂七丁目 136-0074 東京都 東京都江東区東砂七丁目１９番５号

東陽四丁目 135-0016 東京都 東京都江東区東陽４－６－１９

東陽六丁目 135-0016 東京都 東京都江東区東陽６－２－５６

東京イースト２１ 135-0016 東京都 東京都江東区東陽６丁目３－２

豊洲スカイズ 135-0061 東京都 東京都江東区豊洲六丁目２番３１号

江東北砂五丁目 136-0073 東京都 東京都江東区北砂５－１４－１６　砂銀ビル

北砂六丁目 136-0073 東京都 東京都江東区北砂６丁目１２－７

江東北砂四丁目 136-0073 東京都 東京都江東区北砂四丁目３２－１４

門前仲町 135-0048 東京都 東京都江東区門前仲町２－３－８

三田一丁目 108-0073 東京都 東京都港区三田１丁目２－１８

三田二丁目 108-0073 東京都 東京都港区三田２－１０－６

泉岳寺北 108-0073 東京都 東京都港区三田３丁目１１－３４センチュリー三田ビル



三田聖坂下 108-0073 東京都 東京都港区三田３丁目４－６

南山堂第一京浜芝 105-0014 東京都 東京都港区芝２丁目１４－５　芝二丁目大広ビル

田町東口 108-0023 東京都 東京都港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル

芝大門 105-0011 東京都 東京都港区芝公園１丁目７－１３

新橋四丁目 105-0004 東京都 東京都港区新橋４丁目１９－４　コンシェリア新橋

新橋五丁目 105-0004 東京都 東京都港区新橋５丁目１４－１０新橋スクエアビル

銀座中央通り 105-0004 東京都 東京都港区新橋一丁目７番１号

お台場東京ビーチ 135-0091 東京都 東京都港区台場１丁目６番１号デックス東京ビ－チ

汐留イタリア街 105-0021 東京都 東京都港区東新橋２丁目４－１　サンマリーノ汐留

麻布運動場前 106-0047 東京都 東京都港区南麻布三丁目１番１号

名鉄イン浜松町 105-0013 東京都 東京都港区浜松町１丁目１９番１４号

浜松町駅前 105-0013 東京都 東京都港区浜松町２丁目６－２

一の橋 106-0045 東京都 東京都港区麻布十番１－２－１０

町屋駅 116-0002 東京都 東京都荒川区荒川７－４０－６

日暮里駅構内 116-0013 東京都 東京都荒川区西日暮里２丁目１９－１

西尾久一丁目 116-0011 東京都 東京都荒川区西尾久１丁目１１－８

町屋一丁目 116-0001 東京都 東京都荒川区町屋１－９－１０

町屋二丁目 116-0001 東京都 東京都荒川区町屋２丁目２－２１第二小田ビル

町屋八丁目 116-0001 東京都 東京都荒川区町屋８丁目１３－１０

南千住四丁目 116-0003 東京都 東京都荒川区南千住４丁目９－１

ワタナベ南千住 116-0003 東京都 東京都荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１

南千住八丁目 116-0003 東京都 東京都荒川区南千住８－４－５

国立駅北 185-0034 東京都 東京都国分寺市光町１丁目４３－１

国分寺高木町 185-0036 東京都 東京都国分寺市高木町１丁目２６－１１

国分寺弁天通り 185-0035 東京都 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５

柚木国分寺南町 185-0022 東京都 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

国分寺東恋ヶ窪 185-0014 東京都 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６ー４６

西武国分寺駅前 185-0012 東京都 東京都国分寺市本町４－１－１８

国立西二丁目 186-0005 東京都 東京都国立市西２－２４－１８

国立中一丁目 186-0004 東京都 東京都国立市中１－９－７７

国立東一丁目 186-0002 東京都 東京都国立市東１丁目１６－１７

富士見台二丁目 186-0003 東京都 東京都国立市富士見台２丁目４１－３

国立北 186-0001 東京都 東京都国立市北３丁目２９番地８

喜多見 201-0004 東京都 東京都狛江市岩戸北２－２０－４

狛江西野川 201-0001 東京都 東京都狛江市西野川３－１０

狛江慈恵医大前 201-0012 東京都 東京都狛江市中和泉５－３１－２０

狛江中和泉一丁目 201-0012 東京都 東京都狛江市中和泉一丁目１４番１６号

東野川二丁目 201-0002 東京都 東京都狛江市東野川２－２２－１

三鷹台駅北 181-0001 東京都 東京都三鷹市井の頭１丁目３２－４

下連雀三丁目 181-0013 東京都 東京都三鷹市下連雀３－９－８紅林マンション１Ｆ

三鷹山中通り 181-0013 東京都 東京都三鷹市下連雀八丁目１

三鷹天文台通り 181-0014 東京都 東京都三鷹市野崎３丁目２６番２１号

三鷹野崎 181-0014 東京都 東京都三鷹市野崎３丁目－４－３

薬ヒグチ恵比寿アメリカ橋 150-0022 東京都 東京都渋谷区恵比寿南１丁目２４－２ＥＢＩＳＵＦＯＲＴ

スバル桜丘２４６ 150-0031 東京都 東京都渋谷区桜丘町３１－１５

神宮前五丁目 150-0001 東京都 東京都渋谷区神宮前５丁目２９－７

代々木四丁目 151-0053 東京都 東京都渋谷区代々木４丁目３１－６　西新宿松屋ビル

小金井貫井南町 184-0014 東京都 東京都小金井市貫井南町２－１－１３

小金井中大附属前 184-0015 東京都 東京都小金井市貫井北町３丁目－３０

小金井東八通り 184-0013 東京都 東京都小金井市前原町１丁目３－９

小金井北大通り 184-0003 東京都 東京都小金井市緑町２丁目１－２８

秀栄花小金井 187-0003 東京都 東京都小平市花小金井南町三丁目３８番６号

小平回田町 187-0013 東京都 東京都小平市回田町３１２番１

小平小川西町 187-0035 東京都 東京都小平市小川西町３－２６－１

小平中宿通り 187-0035 東京都 東京都小平市小川西町三丁目１－１０

小平学園西町 187-0025 東京都 東京都小平市津田町３丁目３５番２２号

中神駅前 196-0025 東京都 東京都昭島市朝日町１丁目６－１原茂ビル

目白駅前 161-0033 東京都 東京都新宿区下落合３－１８－１

歌舞伎町北 160-0021 東京都 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号

早稲田大学南門 169-0071 東京都 東京都新宿区戸塚町１丁目１０２

高田馬場駅西 169-0075 東京都 東京都新宿区高田馬場４丁目９－１２　日新西北ビル

防衛省 162-0845 東京都 東京都新宿区市谷本村町５－１防衛省本省　厚生棟　地下１階

慶應義塾大学病院 160-0016 東京都 東京都新宿区信濃町３５　慶應義塾大学病院内

新宿三丁目東 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿３丁目１７－１７

飯田橋駅北 162-0814 東京都 東京都新宿区新小川町１－１６

新宿新小川町 162-0814 東京都 東京都新宿区新小川町７－１７飯田橋三幸ビル

新宿アイタウン 163-1301 東京都 東京都新宿区西新宿６－２１－１

西新宿地下歩道 160-0023 東京都 東京都新宿区西新宿一丁目８番１号

新宿西落合三丁目 161-0031 東京都 東京都新宿区西落合３丁目２３－１



新宿職安通り 169-0072 東京都 東京都新宿区大久保１丁目１２－１　第２韓国広場ビル

東新宿駅西 169-0072 東京都 東京都新宿区大久保１丁目８番２号

中落合三丁目目白通り 161-0032 東京都 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル

北新宿 169-0074 東京都 東京都新宿区北新宿１－１－１７

飯田橋 162-0824 東京都 東京都新宿区揚場町２－２１　東ビル

西永福駅前 168-0064 東京都 東京都杉並区永福３－５５－１

杉並清水早稲田通り 167-0033 東京都 東京都杉並区清水３丁目２９－１８

天神森橋 157-0068 東京都 東京都世田谷区宇奈根１丁目２２－１７

世田谷鎌田三丁目 157-0077 東京都 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６

あぶらや給田三丁目 157-0064 東京都 東京都世田谷区給田３丁目７－１７

経堂農大通り 156-0052 東京都 東京都世田谷区経堂１－２６－１２

桜上水駅南口 156-0045 東京都 東京都世田谷区桜上水５丁目２４－９

世田谷若林一丁目 154-0023 東京都 東京都世田谷区若林一丁目２６－８

上野毛駅前 158-0093 東京都 東京都世田谷区上野毛１丁目１４－７

世田谷廻沢 157-0071 東京都 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－１

千歳船橋駅前 156-0055 東京都 東京都世田谷区船橋１－９－４５

まるいし希望丘 156-0055 東京都 東京都世田谷区船橋６－１－６

船橋希望丘通り 156-0055 東京都 東京都世田谷区船橋７丁目１４－４

新代田駅前 155-0033 東京都 東京都世田谷区代田４－１０

池尻二丁目 154-0001 東京都 東京都世田谷区池尻２－３４－１　井上ビル

芦花公園駅南 157-0062 東京都 東京都世田谷区南烏山２丁目３６－１スクエアサイド芦花公園１Ｆ

千歳烏山駅東口 157-0062 東京都 東京都世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル

池ノ上駅北口 155-0031 東京都 東京都世田谷区北沢１－３３－１６

丸萬清瀬竹丘 204-0023 東京都 東京都清瀬市竹丘二丁目１４―５

清瀬中清戸 204-0012 東京都 東京都清瀬市中清戸３丁目３４７番３

瑞穂駒形 190-1201 東京都 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木１３５３番地

瑞穂栗原 190-1204 東京都 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４

保谷駅北口 202-0004 東京都 東京都西東京市下保谷四丁目１３番２０号

西東京泉町 202-0011 東京都 東京都西東京市泉町２－１４－１７

エミオ田無 188-0011 東京都 東京都西東京市田無町４－１－３

エミオ保谷 202-0012 東京都 東京都西東京市東町三丁目１４－５

青梅今寺 198-0021 東京都 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６

八洋青梅新町五丁目 198-0024 東京都 東京都青梅市新町５－２８－７

青梅大門三丁目 198-0014 東京都 東京都青梅市大門三丁目１－９

東青梅五丁目 198-0042 東京都 東京都青梅市東青梅５丁目１２－３

青梅末広町二丁目 198-0025 東京都 東京都青梅市末広町２丁目２－８

青梅野上 198-0032 東京都 東京都青梅市野上町３丁目２２番７

一番町 102-0082 東京都 東京都千代田区一番町１３－３

半蔵門駅前 102-0082 東京都 東京都千代田区一番町２５

外神田一丁目 101-0021 東京都 東京都千代田区外神田１丁目７番－５

外神田四丁目 101-0021 東京都 東京都千代田区外神田４丁目６－１

秋葉原ラジオ会館 101-0021 東京都 東京都千代田区外神田一丁目１５番１６号

水道橋駅西口 101-0061 東京都 東京都千代田区三崎町２－２０－４

水道橋駅東口 101-0061 東京都 東京都千代田区三崎町２丁目９－１８

水道橋西通り 101-0061 東京都 東京都千代田区三崎町３丁目７－１　金沢ビル１階

千代田小川町 101-0052 東京都 東京都千代田区神田小川町２丁目４－１７

ＦＵＮＤＥＳ神保町 101-0051 東京都 東京都千代田区神田神保町１丁目８番

秋葉原富士ソフトビル 101-0022 東京都 東京都千代田区神田練塀町３番地富士ソフトビル１Ｆ

足立綾瀬三丁目 120-0005 東京都 東京都足立区綾瀬３丁目２６番９

綾瀬西口 120-0005 東京都 東京都足立区綾瀬４丁目６－１３

加平一丁目 121-0055 東京都 東京都足立区加平１－２０－１８

加平インター 121-0055 東京都 東京都足立区加平１－８－５

江北三丁目 123-0872 東京都 東京都足立区江北３－３６－１０

足立舎人一丁目 121-0831 東京都 東京都足立区舎人１丁目１８－１８

西新井三丁目 123-0841 東京都 東京都足立区西新井３丁目６番１０号・１１号

千住三丁目 120-0034 東京都 東京都足立区千住３－１

千住警察署前 120-0036 東京都 東京都足立区千住仲町４１－１

大谷田三丁目 120-0001 東京都 東京都足立区大谷田３－６－１５

足立谷中二丁目 120-0006 東京都 東京都足立区谷中２－７－７

梅田四丁目 123-0851 東京都 東京都足立区梅田４丁目２９－１４

保木間五丁目 121-0064 東京都 東京都足立区保木間５丁目１１－２６

グリナード永山 206-0025 東京都 東京都多摩市永山１丁目３番２

秀栄多摩ニュータウン通り 206-0012 東京都 東京都多摩市貝取１５０６

秀栄関戸五丁目 206-0011 東京都 東京都多摩市関戸五丁目１７番１　他２筆

多摩鶴牧三丁目 206-0034 東京都 東京都多摩市鶴牧３丁目５番３

唐木田駅前 206-0035 東京都 東京都多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階

秀栄多摩落合 206-0033 東京都 東京都多摩市落合１－２１－１

多摩落合二丁目 206-0033 東京都 東京都多摩市落合二丁目１０番地３号

台東三筋一丁目 111-0055 東京都 東京都台東区三筋１丁目９－３



台東松が谷 111-0036 東京都 東京都台東区松が谷二丁目７－７

京成上野駅 110-0005 東京都 東京都台東区上野公園１－６０

台東鳥越 111-0054 東京都 東京都台東区鳥越１丁目８－２

東上野四丁目 110-0015 東京都 東京都台東区東上野４丁目３－４

鵜の木多摩堤通り 146-0091 東京都 東京都大田区鵜の木２丁目２番　５号

蒲田東口中央通り 144-0052 東京都 東京都大田区蒲田５丁目３０－１５　第２０下川ビル

大田久が原五丁目 146-0085 東京都 東京都大田区久が原５丁目２番１号

大田洗足池 145-0064 東京都 東京都大田区上池台二丁目３１番１１号

西六郷一丁目 144-0056 東京都 東京都大田区西六郷１丁目５０番１１号

西六郷三丁目 144-0056 東京都 東京都大田区西六郷三丁目３番１号

野口西糀谷産業道路 144-0034 東京都 東京都大田区西糀谷２丁目１１番１号

大田千鳥三丁目 146-0083 東京都 東京都大田区千鳥３－１２－１６

大田大森中一丁目 143-0014 東京都 東京都大田区大森中１丁目７－２１　ヴィルズ大森町

大田大森東二丁目 143-0012 東京都 東京都大田区大森東２丁目２６－５

平和島旧東海道 143-0011 東京都 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

大田中央三丁目 143-0024 東京都 東京都大田区中央３丁目２１番１５号

雑色駅広場前 144-0055 東京都 東京都大田区仲六郷２丁目４２－７

大田区雑色駅前 144-0055 東京都 東京都大田区仲六郷２丁目４３－５

栄屋石川台 145-0065 東京都 東京都大田区東雪谷２－１４－３

東馬込 143-0022 東京都 東京都大田区東馬込１丁目２３－４

大田南馬込六丁目 143-0025 東京都 東京都大田区南馬込６丁目３番１２号

野口萩中環八通り 144-0047 東京都 東京都大田区萩中２丁目３－７

フレッサイン銀座 104-0061 東京都 東京都中央区銀座７丁目１１番１２号

日本橋茅場町 103-0025 東京都 東京都中央区日本橋茅場町三丁目１２番２号ＡＳＫビル１階

日本橋小学校前 103-0013 東京都 東京都中央区日本橋人形町１－８－４

八重洲一丁目 103-0028 東京都 東京都中央区八重洲１丁目５－９

築地明石町 104-0044 東京都 東京都中央区明石町５－１３

中野鷺宮一丁目 165-0032 東京都 東京都中野区鷺宮一丁目２３番１７号

中野沼袋二丁目 165-0025 東京都 東京都中野区沼袋二丁目３８番１２号

中野南台三丁目 164-0014 東京都 東京都中野区南台三丁目２番１４号

中野本町五丁目 164-0012 東京都 東京都中野区本町五丁目４０－２０

中野弥生町二丁目 164-0013 東京都 東京都中野区弥生町二丁目３０番４号

秀栄玉川学園南 194-0041 東京都 東京都町田市玉川学園７丁目４番６号

町田金井町 195-0071 東京都 東京都町田市金井町１９３８番地の６

金森町田街道 194-0012 東京都 東京都町田市金森二丁目９４３番地１号

アエタ町田 194-0013 東京都 東京都町田市原町田六丁目９番７

町田高ヶ坂 194-0014 東京都 東京都町田市高ヶ坂５－１２－１７

町田山崎町 195-0074 東京都 東京都町田市山崎町字十六号２１７９番４

町田多摩境 194-0215 東京都 東京都町田市小山ヶ丘５丁目１－４

秀栄町田小川 194-0003 東京都 東京都町田市小川五丁目１０番２０号

町田パリオ 194-0022 東京都 東京都町田市森野１丁目１５－１３　パリオビル１Ｆ

町田図師 194-0203 東京都 東京都町田市図師町１８９６－６

町田成瀬台 194-0044 東京都 東京都町田市成瀬二丁目１５番４

秀栄相原町 194-0211 東京都 東京都町田市相原町字武蔵岡３６２１番１

町田大蔵町 195-0062 東京都 東京都町田市大蔵町９５５番　他８筆

町田南大谷 194-0031 東京都 東京都町田市南大谷７２２番３

町田鶴間 194-0005 東京都 東京都町田市南町田四丁目１９番５

南町田北 194-0004 東京都 東京都町田市南町田四丁目２９番１号

町田能ヶ谷町 195-0053 東京都 東京都町田市能ケ谷四丁目１９番地１５号

京王多摩川駅前 182-0026 東京都 東京都調布市小島町３－３４－１

調布小島町三丁目 182-0026 東京都 東京都調布市小島町３－８０－１

調布深大寺元町 182-0017 東京都 東京都調布市深大寺元町２－３－１１

深大寺南町 182-0013 東京都 東京都調布市深大寺南町一丁目１１番地１

調布仙川町一丁目 182-0002 東京都 東京都調布市仙川町一丁目２７番４

仙川駅西 182-0002 東京都 東京都調布市仙川町一丁目７番地３

京王多摩川 182-0025 東京都 東京都調布市多摩川４－１０－２

調布天文台通り 182-0033 東京都 東京都調布市富士見町４－３２

東久留米前沢 203-0032 東京都 東京都東久留米市前沢四丁目４番１２号

東村山八坂駅前 189-0013 東京都 東京都東村山市栄町３丁目２６－１

東村山御成橋 189-0011 東京都 東京都東村山市恩多町五丁目２０－５

東村山美住町一丁目 189-0023 東京都 東京都東村山市美住町一丁目１１番５８

東村山本町 189-0014 東京都 東京都東村山市本町四丁目６番地２

東大和桜が丘二丁目 207-0022 東京都 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３

日野バイパス 191-0065 東京都 東京都日野市旭が丘２丁目４４番１他３筆

日野栄町 191-0001 東京都 東京都日野市栄町１丁目４５－１

多摩工業団地入口 191-0001 東京都 東京都日野市栄町五丁目２４番２９

日野高幡 191-0031 東京都 東京都日野市高幡１００５番地４号

日野神明 191-0016 東京都 東京都日野市神明１丁目１４－８

日野甲州街道 191-0012 東京都 東京都日野市大字日野１４７７－１



日野日野台 191-0003 東京都 東京都日野市日野台一丁目７番６

日野万願寺 191-0024 東京都 東京都日野市万願寺３丁目２５－１３

日野四谷橋 191-0034 東京都 東京都日野市落川２０１６－１

八王子めじろ台二丁目 193-0833 東京都 東京都八王子市めじろ台２丁目６５番１２

秀栄館町 193-0944 東京都 東京都八王子市館町１０９７－２０６

八王子暁町 192-0043 東京都 東京都八王子市暁町１－２１－８

八王子甲州街道 192-0033 東京都 東京都八王子市高倉町１－２

秀栄高尾駅北口 193-0844 東京都 東京都八王子市高尾町１５８３－１

八王子泉町 193-0814 東京都 東京都八王子市泉町１３５２番３

純心学園前 192-0011 東京都 東京都八王子市滝山町２丁目５９６－１

八王子丹木町 192-0003 東京都 東京都八王子市丹木町三丁目９２番５

八王子ユーロード 192-0085 東京都 東京都八王子市中町４番３号

秀栄東浅川町 193-0834 東京都 東京都八王子市東浅川町５０７－８

ＪＲ八王子駅北口 192-0082 東京都 東京都八王子市東町１１－２

新滝山街道 192-0013 東京都 東京都八王子市梅坪町２６７－１

秀栄高専通り 193-0942 東京都 東京都八王子市椚田町５５３－１５

板橋帝京大学 173-0003 東京都 東京都板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ

向原一丁目 173-0036 東京都 東京都板橋区向原１丁目４－１

高島平一丁目 175-0082 東京都 東京都板橋区高島平１－１１－１

西台駅東口 175-0082 東京都 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号

西台駅西口 175-0082 東京都 東京都板橋区高島平９丁目１番９号

坂下一丁目 174-0043 東京都 東京都板橋区坂下１－１０－２０

板橋四葉 175-0084 東京都 東京都板橋区四葉１－２－２２

四葉二丁目 175-0084 東京都 東京都板橋区四葉２－１０－４

志村駅前通り 174-0056 東京都 東京都板橋区志村３－１６－１１

小豆沢一丁目 174-0051 東京都 東京都板橋区小豆沢１－８－１２

上板橋駅北口 174-0071 東京都 東京都板橋区常盤台４丁目３３－３

板橋赤塚二丁目 175-0092 東京都 東京都板橋区赤塚２丁目－３２－１２

板橋ハッピーロード大山 173-0023 東京都 東京都板橋区大山町３６－１１

板橋大谷口北町 173-0031 東京都 東京都板橋区大谷口北町６２番３号

板橋一丁目 173-0004 東京都 東京都板橋区板橋１－２７

下赤塚 175-0092 東京都 東京都板橋区板橋区赤塚１－８－６

板橋本町駅北 173-0001 東京都 東京都板橋区本町３６－７

蓮根二丁目 174-0046 東京都 東京都板橋区蓮根２－３

武蔵小山パルム 142-0063 東京都 東京都品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル

昭和大学病院前 142-0064 東京都 東京都品川区旗の台１丁目２－２０

旗の台二丁目 142-0064 東京都 東京都品川区旗の台２－９－１９

戸越銀座東 142-0041 東京都 東京都品川区戸越１－１９－１５

戸越六丁目 142-0041 東京都 東京都品川区戸越６－２２－９

アルコスクエア 141-0021 東京都 東京都品川区上大崎４丁目５－１０アルコスクエア内

大井町駅西 140-0014 東京都 東京都品川区大井一丁目１１－３

シティタワー大井町 140-0014 東京都 東京都品川区大井一丁目３１－１

大崎ニューシティ 141-0032 東京都 東京都品川区大崎１丁目６－５　２階

中延二丁目 142-0053 東京都 東京都品川区中延２－６－１８

中延駅前 142-0052 東京都 東京都品川区東中延２丁目１０－１１

戸越銀座 142-0051 東京都 東京都品川区平塚１丁目６－２０キャピタル８０８

紅葉丘南参道 183-0004 東京都 東京都府中市紅葉丘１丁目１５－１

府中東八通り 183-0052 東京都 東京都府中市新町２－４８－１．２

府中是政 183-0014 東京都 東京都府中市是政一丁目３４番２２

府中晴見町 183-0057 東京都 東京都府中市晴見町二丁目２３番地の２

府中清水が丘二丁目 183-0015 東京都 東京都府中市清水が丘二丁目４９番地４

府中甲州街道 183-0031 東京都 東京都府中市西府町４－１－１

府中南町 183-0026 東京都 東京都府中市南町４丁目３０番地７

府中インター 183-0036 東京都 東京都府中市日新町３－１８

秀栄白糸台 183-0011 東京都 東京都府中市白糸台１－２２－９

府中小金井街道 183-0055 東京都 東京都府中市府中町三丁目２３番４

府中本宿町 183-0032 東京都 東京都府中市本宿町４丁目３５－３

武蔵村山新青梅街道 208-0021 東京都 東京都武蔵村山市三ツ藤１－２６－１

武蔵村山三ツ木 208-0032 東京都 東京都武蔵村山市三ツ木１丁目３６－３

福生志茂 197-0023 東京都 東京都福生市志茂５８番地２

福生北田園 197-0005 東京都 東京都福生市北田園１丁目２１－３

関口一丁目 112-0014 東京都 東京都文京区関口１－１９－６

江戸川橋駅西 112-0014 東京都 東京都文京区関口１－４４－１０

向丘二丁目北 113-0023 東京都 東京都文京区向丘２丁目２９番１１号

文京向丘二丁目 113-0023 東京都 東京都文京区向丘二丁目１０番１４号

小石川ゆたて坂 112-0002 東京都 東京都文京区小石川５－３１－４

小石川五丁目 112-0002 東京都 東京都文京区小石川５－３－８

大塚一丁目 112-0012 東京都 東京都文京区大塚１－５－１８

清水坂下 113-0034 東京都 東京都文京区湯島三丁目１番９号



文京白山駅前 113-0001 東京都 東京都文京区白山１丁目３３－８

文京本郷 113-0033 東京都 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

本郷五丁目 113-0033 東京都 東京都文京区本郷５丁目１ー１６

本駒込二丁目 113-0021 東京都 東京都文京区本駒込２丁目１０－１

六義園 113-0021 東京都 東京都文京区本駒込６－１５－２０

豊島高松一丁目 171-0042 東京都 東京都豊島区高松１丁目１－１１　東京ファーストシティ

西池袋三丁目 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋３－１－１３

西池袋四丁目 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋４丁目１３番７号

西池袋五丁目 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋５丁目１４－８

豊島千早一丁目 171-0044 東京都 東京都豊島区千早１丁目１２ー１２

巣鴨三丁目 170-0002 東京都 東京都豊島区巣鴨３－２４－１１

巣鴨地蔵通り 170-0002 東京都 東京都豊島区巣鴨３－３４－１

池袋西口 171-0014 東京都 東京都豊島区池袋２丁目７－５

豊島池袋三丁目 171-0014 東京都 東京都豊島区池袋３丁目３７番－１２

西武東長崎駅前 171-0051 東京都 東京都豊島区長崎５－１－３４東長崎西武ビル

池袋駅東 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋１－７－１２

東池袋セイコービル 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋１丁目３０－６

東池袋二丁目 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋２丁目３８－２３　ＳＡＭビル

サンシャインシティ 170-6002 東京都 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャインシティアルパ２Ｆ

東池袋春日通り 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋３－２３－２２パークタワー池袋イーストプレイス

池袋大橋東 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋一丁目４４－８パークサイドビル

南大塚通り 170-0005 東京都 東京都豊島区南大塚３－４３－１

南池袋一丁目 171-0022 東京都 東京都豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋

豊島南池袋三丁目 171-0022 東京都 東京都豊島区南池袋三丁目１番１０号

目白駅西 171-0031 東京都 東京都豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル

豊島要町 171-0043 東京都 東京都豊島区要町１丁目１１－１

豊島要町二丁目 171-0043 東京都 東京都豊島区要町２丁目３１－６

千川駅北 171-0043 東京都 東京都豊島区要町３丁目３８－４

赤羽平和通り 115-0042 東京都 東京都北区志茂２－３９－８

赤羽駅東口 115-0045 東京都 東京都北区赤羽１－２２－２

赤羽スズラン通り 115-0045 東京都 東京都北区赤羽２丁目１６－２

赤羽南 115-0044 東京都 東京都北区赤羽南１－５－９

浮間中央通り 115-0051 東京都 東京都北区浮間４－５－８

菊川駅前 130-0024 東京都 東京都墨田区菊川３－７－５

向島四丁目 131-0033 東京都 東京都墨田区向島４－８－５

東墨田二丁目 131-0042 東京都 東京都墨田区東墨田２－１－１３

八広駅前 131-0041 東京都 東京都墨田区八広六丁目２６番３号

本所立川三丁目 130-0023 東京都 東京都墨田区立川３－１０－８

目黒東山一丁目 153-0043 東京都 東京都目黒区東山一丁目２番７号第４４興和ビル

碑文谷一丁目 152-0003 東京都 東京都目黒区碑文谷１丁目２５番２１号

玉川上水駅前 190-0002 東京都 東京都立川市幸町六丁目３７－１

立川若葉町 190-0001 東京都 東京都立川市若葉町４丁目２１－３

西武立川駅南口 190-0034 東京都 東京都立川市西砂町１丁目２２番３１

玉川上水駅南口 190-0004 東京都 東京都立川市柏町４－６２－４

西立川駅前 190-0013 東京都 東京都立川市富士見町１丁目３６

立川富士見通り 190-0013 東京都 東京都立川市富士見町３丁目４－１２

練馬旭丘一丁目 176-0005 東京都 東京都練馬区旭丘１丁目１２－３

江古田栄町 176-0006 東京都 東京都練馬区栄町２７－８

丸萬上井草 177-0042 東京都 東京都練馬区下石神井４－２０－２９

富士見台駅前 176-0021 東京都 東京都練馬区貫井３丁目１０－８

練馬関町北一丁目 177-0051 東京都 東京都練馬区関町北１丁目１番４２号

関町北二丁目 177-0051 東京都 東京都練馬区関町北２－５－１０

練馬関町北五丁目 177-0051 東京都 東京都練馬区関町北５丁目１９番２９号

練馬光ヶ丘 179-0075 東京都 東京都練馬区高松５丁目５－２２

練馬高松五丁目北 179-0075 東京都 東京都練馬区高松五丁目２１番５号

練馬高松五丁目 179-0075 東京都 東京都練馬区高松五丁目８番３５号

練馬高野台 177-0033 東京都 東京都練馬区高野台４丁目１０－８

江古田日芸前 176-0004 東京都 東京都練馬区小竹町１－５１－５

上石神井駅前 177-0044 東京都 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３

丸萬上石神井 177-0044 東京都 東京都練馬区上石神井２－２３－２３

練馬上石神井四丁目 177-0044 東京都 東京都練馬区上石神井４丁目２番１１号

石神井台六丁目 177-0045 東京都 東京都練馬区石神井台六丁目７番３号

石神井公園 177-0041 東京都 東京都練馬区石神井町２－１４－１－Ａ－１０２

石神井公園北口 177-0041 東京都 東京都練馬区石神井町２－８－１６

練馬石神井町 177-0041 東京都 東京都練馬区石神井町７－２２－１

練馬石神井町八丁目 177-0041 東京都 東京都練馬区石神井町８－４０－１１

練馬大泉町一丁目 178-0062 東京都 東京都練馬区大泉町１丁目５４番１３号

練馬谷原六丁目 177-0032 東京都 東京都練馬区谷原六丁目２５番１５号

田柄二丁目 179-0073 東京都 東京都練馬区田柄二丁目３８番２０号



練馬土支田二丁目 179-0076 東京都 東京都練馬区土支田２丁目１５－１２

練馬西税務署前 178-0063 東京都 東京都練馬区東大泉６丁目４１－１０

練馬大泉小学校北 178-0063 東京都 東京都練馬区東大泉四丁目２４番１９号

保谷駅南口 178-0064 東京都 東京都練馬区南大泉三丁目３１番２５号

練馬氷川台 179-0084 東京都 東京都練馬区氷川台四丁目４９番４号

練馬富士見台 177-0034 東京都 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号

江古田千川通り 176-0011 東京都 東京都練馬区豊玉上１－２０－１

桜台駅前 176-0011 東京都 東京都練馬区豊玉上２丁目１４－９

豊玉中三丁目 176-0013 東京都 東京都練馬区豊玉中３丁目２番３

豊玉北四丁目 176-0012 東京都 東京都練馬区豊玉北四丁目２７番１５号

練馬北町一丁目 179-0081 東京都 東京都練馬区北町１－９－２

東武練馬駅南口 179-0081 東京都 東京都練馬区北町２－３８－７

練馬北町二丁目 179-0081 東京都 東京都練馬区北町２丁目２２－１２

伊勢原桜坂 259-1136 神奈川県 神奈川県伊勢原市串橋３５１－４

横須賀芦名 240-0104 神奈川県 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号

たかはし吉井 239-0804 神奈川県 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９

横須賀衣笠 238-0022 神奈川県 神奈川県横須賀市公郷町３－１－２

湘南港が丘 237-0079 神奈川県 神奈川県横須賀市港が丘１－１

佐原四丁目 239-0835 神奈川県 神奈川県横須賀市佐原四丁目１－５

横須賀三春町 238-0014 神奈川県 神奈川県横須賀市三春町１－２１

Ｍ・Ｙ湘南国際村 240-0107 神奈川県 神奈川県横須賀市湘南国際村１－３－１

横須賀森崎 238-0023 神奈川県 神奈川県横須賀市森崎１－１５－１６

横須賀須軽谷 238-0314 神奈川県 神奈川県横須賀市須軽谷３０７－１１

横須賀光風台 239-0824 神奈川県 神奈川県横須賀市西浦賀３丁目２３番８号

横須賀大津町 239-0808 神奈川県 神奈川県横須賀市大津町２丁目３番７号

横須賀長井一丁目 238-0316 神奈川県 神奈川県横須賀市長井１－１４－１６

横須賀武四丁目 238-0313 神奈川県 神奈川県横須賀市武四丁目３６番７号

横須賀平作 238-0032 神奈川県 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号

野比中学前 239-0841 神奈川県 神奈川県横須賀市野比４－３－８

相鉄鶴ヶ峰駅 241-0022 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目７８

相鉄二俣川駅 241-0821 神奈川県 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７

ジョイナステラス二俣川 241-0821 神奈川県 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７　二俣川駅

根岸駅北 235-0005 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区東町１１－１０

港南台インター 235-0045 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－３－７

大船駅北 247-0006 神奈川県 神奈川県横浜市栄区笠間１丁目５－１

栄飯島町 244-0842 神奈川県 神奈川県横浜市栄区飯島町１３５６

松山釜利谷 236-0042 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

横浜釜利谷南 236-0045 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南２丁目４－６

Ｍ・Ｙ金沢シーサイド 236-0003 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１３番５

油屋横浜八景島 236-0012 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区柴町３４５－５

Ｍ・Ｙ横浜市大病院前 236-0004 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区福浦２－９－５

金沢瀬ケ崎 236-0037 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区六浦東二丁目４番６号

はまりん戸塚駅 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２－１

横浜戸塚小前 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４５

サンズ戸塚駅前 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０－２

サンズ東戸塚駅西口 244-0805 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－１

サンズ丸山台三丁目 233-0013 神奈川県 神奈川県横浜市港南区丸山台三丁目２１－１

港南台八丁目 234-0054 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台８－３５－１

双葉笹下一丁目 234-0052 神奈川県 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５

はまりん上大岡駅 233-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－９－Ｂ－１

港北師岡町 222-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町３８９－１

港北篠原町 222-0026 神奈川県 神奈川県横浜市港北区篠原町２８６８－６

はまりん新横浜駅 222-0033 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００

港北新吉田 223-0058 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新吉田東８丁目１２－３

大倉山駅前 222-0037 神奈川県 神奈川県横浜市港北区大倉山１－３－１３

樽町二丁目 222-0001 神奈川県 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５

横浜片倉町 221-0865 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

瀬谷卸本町 246-0001 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９

横浜高島町 220-0011 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島２－６－３８

はまりん横浜駅 220-0005 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸１－９

こどもの国 227-0038 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１

サンズ美しが丘 225-0002 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－５５

関内駅前 231-0017 神奈川県 神奈川県横浜市中区港町２丁目９－２

横浜常盤町 231-0014 神奈川県 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町

横浜ワールドポーターズ 231-0001 神奈川県 神奈川県横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ

横浜本牧通り 231-0804 神奈川県 神奈川県横浜市中区本牧宮原７－５

岸谷 230-0078 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１－２６－９

鶴見上末吉 230-0011 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号

都筑ふれあいの丘駅前 224-0062 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷



スリーウェル茅ヶ崎東 224-0033 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東４丁目１－２２

新栄町 224-0035 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区新栄町１３

都筑大棚町 224-0027 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区大棚町４１５－１

センター北 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目１番１号

都筑北山田 224-0021 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区北山田２－１－１

十日市場 226-0025 神奈川県 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１

中山駅北 226-0019 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山一丁目５番３号

相鉄さがみ野駅 243-0401 神奈川県 神奈川県海老名市東柏ケ谷２丁目３０－３１

大船駅東口 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船１ー１０ー１８

大船一丁目 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船１丁目２５番５号

茅ヶ崎高田四丁目 253-0002 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

茅ヶ崎サザン通り 253-0055 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１丁目１－５０

厚木岡田団地 243-0021 神奈川県 神奈川県厚木市岡田１丁目９－１７

厚木恩名 243-0032 神奈川県 神奈川県厚木市恩名１－６－７

厚木及川 243-0212 神奈川県 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８

厚木金田 243-0807 神奈川県 神奈川県厚木市金田３６４－１

厚木妻田北 243-0812 神奈川県 神奈川県厚木市妻田北３丁目９番２４号

厚木上荻野 243-0201 神奈川県 神奈川県厚木市上荻野２４５‐１

本厚木駅前 243-0018 神奈川県 神奈川県厚木市中町２－６－５　　

厚木中町三丁目 243-0018 神奈川県 神奈川県厚木市中町３丁目１１－２０

厚木長谷南 243-0036 神奈川県 神奈川県厚木市長谷６番３４

厚木飯山 243-0213 神奈川県 神奈川県厚木市飯山３０８８－１

厚木宮の里 243-0213 神奈川県 神奈川県厚木市飯山４５４８番１

寒川倉見東 253-0101 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町倉見２１１９－２

座間一丁目 252-0027 神奈川県 神奈川県座間市座間１－３３４７－３

相武台前駅南口 252-0011 神奈川県 神奈川県座間市相武台３丁目４２番４３号

三崎原町 238-0223 神奈川県 神奈川県三浦市原町２－２２

油屋三浦海岸 238-0101 神奈川県 神奈川県三浦市南下浦町　上宮田３４１３

小田原駅東口 250-0011 神奈川県 神奈川県小田原市栄町１丁目２－１

小田原荻窪 250-0042 神奈川県 神奈川県小田原市荻窪４７３

おかべ荻窪 250-0042 神奈川県 神奈川県小田原市荻窪５８８－１

鴨宮巡礼街道 250-0874 神奈川県 神奈川県小田原市鴨宮３４５－８

小田原国府津 256-0812 神奈川県 神奈川県小田原市国府津２４９４番地の１

小田原酒匂 256-0816 神奈川県 神奈川県小田原市酒匂２丁目１３番２２号ヴィラコ－ト酒匂１０１

小田原小八幡 256-0815 神奈川県 神奈川県小田原市小八幡７６７－５

小田原新屋 250-0856 神奈川県 神奈川県小田原市新屋４５－２

小田原たじま 256-0811 神奈川県 神奈川県小田原市田島１１番地１

小田原東町 250-0003 神奈川県 神奈川県小田原市東町一丁目７番９号

小田原飯泉橋 250-0863 神奈川県 神奈川県小田原市飯泉９９３－１

秦野市役所前 257-0045 神奈川県 神奈川県秦野市桜町１－４－１

秦野西田原 257-0027 神奈川県 神奈川県秦野市西田原２１７

秦野曽屋 257-0031 神奈川県 神奈川県秦野市曽屋１３３７－１

秦野運動公園東 257-0031 神奈川県 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

秦野中央 257-0031 神奈川県 神奈川県秦野市曽屋７－１

東海大学駅前 257-0003 神奈川県 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５

秦野本町 257-0035 神奈川県 神奈川県秦野市本町２丁目１－１

逗子山の根 249-0002 神奈川県 神奈川県逗子市山の根１－２－３２

宮崎二丁目 216-0033 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１

有馬二丁目 216-0003 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区有馬２丁目８‐８

神明町二丁目 212-0022 神奈川県 神奈川県川崎市幸区神明町２丁目４３番地

溝の口栄橋 213-0001 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口２丁目６番３０号

山中屋高津駅前 213-0001 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口４－５－５

川崎新作五丁目 213-0014 神奈川県 神奈川県川崎市高津区新作５丁目４番７号

川崎高津千年 213-0022 神奈川県 神奈川県川崎市高津区千年４０

川崎千年 213-0022 神奈川県 神奈川県川崎市高津区千年７８２番地１

観音二丁目 210-0831 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目１番１４号

川崎東門前 210-0812 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

小杉法政通り 211-0016 神奈川県 神奈川県川崎市中原区市ノ坪２６

武蔵新城 211-0045 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上新城２丁目６番５号

さがみ夢大通り 252-0231 神奈川県 神奈川県相模原市中央区相模原７－１－２５

淵野辺駅南口 252-0206 神奈川県 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１６番３０号

相模原下溝 252-0335 神奈川県 神奈川県相模原市南区下溝５９３番地４

細谷古淵 252-0344 神奈川県 神奈川県相模原市南区古淵１－３４－１３

相模女子大前 252-0303 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野５－１７－２６

相模大野銀座通り 252-0303 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野６丁目１９－１７

相模大野八丁目 252-0303 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野八丁目９－１０

細谷大野台 252-0331 神奈川県 神奈川県相模原市南区大野台２－２５－３

相模原東林間駅前 252-0311 神奈川県 神奈川県相模原市南区東林間５丁目２－１

相模原公園入口 252-0328 神奈川県 神奈川県相模原市南区麻溝台７１２－１



相模原下九沢 252-0134 神奈川県 神奈川県相模原市緑区下九沢２９１７番１

橋本五丁目 252-0143 神奈川県 神奈川県相模原市緑区橋本五丁目６－１８

相模原原宿五丁目 252-0102 神奈川県 神奈川県相模原市緑区原宿５丁目１番５号

西橋本二丁目 252-0131 神奈川県 神奈川県相模原市緑区西橋本２－２７－１

相模原西橋本 252-0131 神奈川県 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目１番３号

箱根仙石湿原 250-0631 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８１７－４４６

開成延沢 258-0026 神奈川県 神奈川県足柄上郡開成町延沢６１５－１

開成宮台 258-0023 神奈川県 神奈川県足柄上郡開成町宮台２４３－１

山北平山 258-0114 神奈川県 神奈川県足柄上郡山北町平山１７８番地１９

新松田 258-0003 神奈川県 神奈川県足柄上郡松田町惣領２０３－３

大井松田インター南 258-0019 神奈川県 神奈川県足柄上郡大井町金子９４番５

大和下鶴間 242-0001 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ

大和深見西２４６ 242-0018 神奈川県 神奈川県大和市深見西六丁目１－２

大和代官二丁目 242-0025 神奈川県 神奈川県大和市代官２－１７－４

大和南二丁目 242-0016 神奈川県 神奈川県大和市大和南２丁目１３－１２

相鉄大和駅 242-0021 神奈川県 神奈川県大和市中央２－１－１

大磯国府本郷 259-0111 神奈川県 神奈川県中郡大磯町国府本郷１２５５番１

大磯 255-0003 神奈川県 神奈川県中郡大磯町大磯９９０

二宮一色 259-0134 神奈川県 神奈川県中郡二宮町一色３５９－１

湘南二宮 259-0123 神奈川県 神奈川県中郡二宮町二宮１３５２－２

藤沢羽鳥 251-0056 神奈川県 神奈川県藤沢市羽鳥１‐３‐５０

鵠沼海岸七丁目 251-0037 神奈川県 神奈川県藤沢市鵠沼海岸七丁目１９番２０号

湘南台一丁目 252-0804 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台１－１２－１

藤沢善行 251-0871 神奈川県 神奈川県藤沢市善行２丁目１－１

藤沢遊行通り 251-0052 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢２２５－２

南足柄和田河原南 250-0112 神奈川県 神奈川県南足柄市和田河原１３１７番１

平塚御殿 254-0061 神奈川県 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６

平塚桜ケ丘 254-0053 神奈川県 神奈川県平塚市桜ケ丘１－１

平塚山下 254-0911 神奈川県 神奈川県平塚市山下１４－１

平塚四之宮 254-0014 神奈川県 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

阿賀野南安野 959-2004 新潟県 新潟県阿賀野市南安野町９番３号

阿賀野保田 959-2221 新潟県 新潟県阿賀野市保田１１６０番地

燕下粟生津 959-0222 新潟県 新潟県燕市下粟生津字横町３０３６番地３

燕吉田本所 959-0251 新潟県 新潟県燕市吉田本所１１７番地４

燕小高 959-1241 新潟県 新潟県燕市小高１６０２

燕大曲 959-1263 新潟県 新潟県燕市大曲３６３８番１

燕中川 959-1225 新潟県 新潟県燕市中川３５１番１

見附元町 954-0004 新潟県 新潟県見附市元町二丁目３番１号

見附市野坪 954-0083 新潟県 新潟県見附市市野坪町８３－２

見附新幸町 954-0076 新潟県 新潟県見附市新幸町７番６号

五泉中野橋 959-1755 新潟県 新潟県五泉市青橋甲５７７－１

五泉あこみ 959-1821 新潟県 新潟県五泉市赤海二丁目２番６４号

五泉本町 959-1865 新潟県 新潟県五泉市本町四丁目２番１２号

五泉木越 959-1834 新潟県 新潟県五泉市木越１８９７番地３

三条千把野 959-1124 新潟県 新潟県三条市千把野新田７４－１

三条中新 955-0035 新潟県 新潟県三条市中新３２番４８号

三条塚野目 955-0055 新潟県 新潟県三条市塚野目二丁目５番１２号

メルシー中条 949-8617 新潟県 新潟県十日町市中条己２９４９番地

メルシー川治 948-0041 新潟県 新潟県十日町市北新田１－４

上越五貫野 942-0255 新潟県 新潟県上越市大字下五貫野２４８番５

上越南新町 943-0847 新潟県 新潟県上越市南新町３番４６号

横越茜ヶ丘 950-0212 新潟県 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘７－１５

亀田大月 950-0162 新潟県 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号

巻駅前 953-0041 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲２５２２－３

巻桔梗が丘 953-0041 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲８７番地

新潟巻インター 953-0054 新潟県 新潟県新潟市西蒲区漆山７９０３番地１

新潟上新栄町 950-2076 新潟県 新潟県新潟市西区上新栄町５８２４－３５７

新潟新通 950-2038 新潟県 新潟県新潟市西区新通南２丁目１８番２０号

新潟善久 950-1102 新潟県 新潟県新潟市西区善久字新川向４５０－８

新潟とっぱら 950-1115 新潟県 新潟県新潟市西区鳥原２３２９番地３

新潟曽和インター 950-2142 新潟県 新潟県新潟市西区内野戸中才１４９６－５

新潟関新 951-8141 新潟県 新潟県新潟市中央区関新１丁目２－３

新潟近江三丁目 950-0971 新潟県 新潟県新潟市中央区近江３－１－３２

女池上山一丁目 950-0945 新潟県 新潟県新潟市中央区女池上山一丁目６番１７号

新潟桜木インター 950-0983 新潟県 新潟県新潟市中央区神道寺２丁目６番１３号

新潟八千代二丁目 950-0909 新潟県 新潟県新潟市中央区八千代２丁目５番２０号

新潟文京町 951-8153 新潟県 新潟県新潟市中央区文京町２番５号

新潟万代シティ 950-0088 新潟県 新潟県新潟市中央区万代一丁目３番１号

新潟河渡本町 950-0016 新潟県 新潟県新潟市東区河渡本町２２番６６号



新潟錦町 950-0062 新潟県 新潟県新潟市東区錦町５番６８号

新潟紫竹二丁目 950-0864 新潟県 新潟県新潟市東区紫竹２丁目１番８６号

新潟松園 950-0023 新潟県 新潟県新潟市東区松園一丁目９番４９号

新潟竹尾卸団地 950-0862 新潟県 新潟県新潟市東区竹尾８１４－１

新潟中木戸 950-0886 新潟県 新潟県新潟市東区中木戸３１９番４

新潟長者町 950-0066 新潟県 新潟県新潟市東区長者町１５番３７号

新発田しんえい町 957-0063 新潟県 新潟県新発田市新栄町１丁目９番２号

新発田駅前 957-0055 新潟県 新潟県新発田市諏訪町１丁目２－１１－１Ｆ

弥彦温泉前 959-0323 新潟県 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地

長岡下々条 940-0012 新潟県 新潟県長岡市下々条一丁目５０６番地２

寺泊上田 940-2502 新潟県 新潟県長岡市寺泊上田町９７７０番２

長岡大島本町 940-2112 新潟県 新潟県長岡市大島本町５丁目１１３－１４

長岡来迎寺 949-5411 新潟県 新潟県長岡市来迎寺３８３４番

津川平堀 959-4403 新潟県 新潟県東蒲原郡阿賀町平堀１０６０

Ａコープ城内 949-7137 新潟県 新潟県南魚沼市上原１１０番地９

六日町駅東 949-6680 新潟県 新潟県南魚沼市六日町７５番地７

柏崎松波 945-0011 新潟県 新潟県柏崎市松波四丁目１番６９号

柏崎総合医療センター 945-8535 新潟県 新潟県柏崎市北半田２丁目１１－３

朝日道下 939-0743 富山県 富山県下新川郡朝日町道下１００８番地

入善高校前 939-0626 富山県 富山県下新川郡入善町入膳字東寺田３８８１番１

滑川柳原 936-0052 富山県 富山県滑川市清水町３７１番地２

滑川中川原 936-0021 富山県 富山県滑川市中川原２９５番１

高岡卸売市場前 933-0852 富山県 富山県高岡市下黒田８０３番地１

高岡戸出光明寺 939-1122 富山県 富山県高岡市戸出古戸出３６番３

高岡戸出 939-1104 富山県 富山県高岡市戸出町五丁目３番６号

高岡醍醐 939-1131 富山県 富山県高岡市醍醐１３１９番地１

高岡問屋町 933-0804 富山県 富山県高岡市問屋町１０５番地

黒部宇奈月 938-0862 富山県 富山県黒部市宇奈月町浦山５２２番地１

黒部植木 938-0014 富山県 富山県黒部市植木５１０番地１

黒部前沢 938-0806 富山県 富山県黒部市前沢１５３０番地１

黒部三日市 938-0035 富山県 富山県黒部市牧野２０２３番地

小杉一条 939-0332 富山県 富山県射水市一条１－２

射水白銀町 939-0341 富山県 富山県射水市三ケ８１０番

射水鷲塚 939-0305 富山県 富山県射水市鷲塚１８８番１

小矢部アウトレットパーク 932-8538 富山県 富山県小矢部市西中野９７２－１

立山二ツ塚 930-0218 富山県 富山県中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１

砺波新富町 939-1344 富山県 富山県砺波市新富町５番３９号

南砺宗守 939-1715 富山県 富山県南砺市宗守２９４番地１

福野二日町 939-1507 富山県 富山県南砺市二日町字中島４３０番地

富山稲荷町 930-0012 富山県 富山県富山市稲荷町三丁目７番２４号

富山羽根 930-0864 富山県 富山県富山市羽根５１９‐２

富山下熊野 939-8231 富山県 富山県富山市下熊野１９１番１１

富山大久保 939-2251 富山県 富山県富山市下大久保字十番割２４２３番地１

富山中央市場 939-8212 富山県 富山県富山市掛尾町３８２番地１

富山岩瀬浜 931-8378 富山県 富山県富山市岩瀬天神町２０番地

富山五福 930-0887 富山県 富山県富山市五福３５１８番３３

富山向新庄 930-0916 富山県 富山県富山市向新庄町６丁目９番３１号

富山黒崎 939-8214 富山県 富山県富山市黒崎字種田割１番地１

富山山室 939-8006 富山県 富山県富山市山室９番地７

富山上二杉 939-2252 富山県 富山県富山市上大久保１０４１番地１

富山新屋北 930-0822 富山県 富山県富山市新屋２３番地１

水橋的場 939-3553 富山県 富山県富山市水橋的場２３０番地３

富山総曲輪 930-0083 富山県 富山県富山市総曲輪３丁目１－１１

富山太田 939-8048 富山県 富山県富山市太田３９７番１

富山中田 931-8453 富山県 富山県富山市中田一丁目１１番１３号

富山田尻 930-2224 富山県 富山県富山市田尻南９３番地１

富山東町 930-0039 富山県 富山県富山市東町２丁目４番地１３

婦中ファボーレ前 939-2716 富山県 富山県富山市婦中町下轡田３４９番１

富山下坂倉 939-2715 富山県 富山県富山市婦中町下坂倉１１４番地１

富山豊田本町 931-8312 富山県 富山県富山市豊田本町一丁目６番３５号

富山堀川町 939-8072 富山県 富山県富山市堀川町６９番地１

加賀作見 922-0423 石川県 石川県加賀市作見町ニ５７番地１

山代中学校前 922-0322 石川県 石川県加賀市上野町エ４６番地１

加賀大聖寺南町 922-0811 石川県 石川県加賀市大聖寺南町ロ２番地１

加賀南郷町 922-0821 石川県 石川県加賀市南郷町レ７０番

加賀箱宮町 922-0303 石川県 石川県加賀市箱宮町ム１３８番地

加賀分校 922-0304 石川県 石川県加賀市分校町は７７番１

加賀片山津 922-0414 石川県 石川県加賀市片山津町巳４４番地

内灘向陽台 920-0272 石川県 石川県河北郡内灘町字向陽台１－２０７



薬コメヤ金沢武蔵 920-0917 石川県 石川県金沢市下堤町３５番地１

金沢額新保 921-8148 石川県 石川県金沢市額新保２丁目２８４

金沢額谷三丁目 921-8145 石川県 石川県金沢市額谷３丁目４６番地

窪四丁目 921-8151 石川県 石川県金沢市窪４－４４７

金沢御影 921-8021 石川県 石川県金沢市御影町７番１５号

東金沢駅前 920-0802 石川県 石川県金沢市三池町１８９番１

金沢乙丸町 920-0806 石川県 石川県金沢市神宮寺３丁目１１番１５号

金沢二万堂 921-8043 石川県 石川県金沢市西泉一丁目１番地２

金沢泉本町 921-8042 石川県 石川県金沢市泉本町５丁目３番地

金沢泉野 921-8034 石川県 石川県金沢市泉野町５丁目６番１４号

金沢大桑 921-8045 石川県 石川県金沢市大桑二丁目４２番地

金沢田上の里 920-1151 石川県 石川県金沢市田上の里１丁目１番

金沢百坂 920-3131 石川県 石川県金沢市百坂町ニ２３番地１

金沢伏見新町 921-8172 石川県 石川県金沢市伏見新町３３７番

金沢片町二丁目 920-0981 石川県 石川県金沢市片町２丁目１番６号

金沢涌波三丁目 920-0953 石川県 石川県金沢市涌波三丁目１番１６号

七尾国分町 926-0821 石川県 石川県七尾市国分町シ７番地１

七尾和倉 926-0178 石川県 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地

七尾田鶴浜 929-2121 石川県 石川県七尾市田鶴浜町り７４番地２

七尾白馬 926-0828 石川県 石川県七尾市白馬町９番地１

小松園町 923-0801 石川県 石川県小松市園町ホ１３７－５

小松園町東 923-0801 石川県 石川県小松市園町二４２番地１

小松河田町 923-0053 石川県 石川県小松市河田町丙３３番地１

小松額見町 923-0977 石川県 石川県小松市額見町工業団地４番４

小松軽海町 923-0824 石川県 石川県小松市軽海町甲１０番地１

小松今江 923-0964 石川県 石川県小松市今江町９丁目２０１番地１

小松若杉町 923-0832 石川県 石川県小松市若杉町一丁目６８番地

小松城南 923-0941 石川県 石川県小松市城南町２４番地１

小松千木野 923-0834 石川県 石川県小松市千木野町と９３番地７

小松長崎町 923-0004 石川県 石川県小松市長崎町３丁目１０６番２

小松矢田野 923-0342 石川県 石川県小松市矢田野町へ２１番地１

手取あおう 923-1101 石川県 石川県能美市粟生町ネ５０番地１

能美寺井町 923-1116 石川県 石川県能美市小長野町ト４１番地１

能美大成町 929-0113 石川県 石川県能美市大成町２丁目３６番地

辰口丘陵公園前 923-1245 石川県 石川県能美市辰口町６４２－１

能美徳久 923-1235 石川県 石川県能美市徳久町子１３７番地

白山安養寺 920-2141 石川県 石川県白山市安養寺町ロ３８番地１

白山月橋 920-2104 石川県 石川県白山市月橋町２９３番地

白山新田町 924-0015 石川県 石川県白山市新田町２６９番１

白山曽谷町 920-2101 石川県 石川県白山市曽谷町へ１３０番地４

白山村井 924-0032 石川県 石川県白山市村井町４４番地１

白山藤木 924-0832 石川県 石川県白山市藤木町４７９番地１

鶴来 920-2132 石川県 石川県白山市明島町西１０４番地２

コメヤ薬局御経塚 921-8801 石川県 石川県野々市市御経塚３丁目１２８

野々市新庄四丁目 921-8824 石川県 石川県野々市市新庄四丁目４５番地１

能登空港インター 929-2372 石川県 石川県輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１

輪島宅田 928-0022 石川県 石川県輪島市宅田町１５７番地

金津花乃杜 919-0633 福井県 福井県あわら市花乃杜一丁目３０－４８

あわら国影 910-4115 福井県 福井県あわら市国影第３６号１０６番地

あわら舟津 910-4105 福井県 福井県あわら市舟津７６字９番１

あわら大溝 919-0628 福井県 福井県あわら市大溝二丁目３５番７号

武生家久 915-0801 福井県 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１

越前芝原 915-0805 福井県 福井県越前市芝原５丁目４番２１

越前庄田 915-0043 福井県 福井県越前市庄田町１－３

上太田 915-0882 福井県 福井県越前市上太田町１３－３－３

福井大学病院前 910-1142 福井県 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島３５字８－１

松岡室 910-1135 福井県 福井県吉田郡永平寺町松岡室３３字上坂竹１番２

丸岡磯部島 910-0346 福井県 福井県坂井市丸岡町磯部島第９号２０番地１

丸岡北 910-0273 福井県 福井県坂井市丸岡町長畝７５字１６番１

御油田 919-0504 福井県 福井県坂井市坂井町御油田２４－１－１

坂井長畑 919-0511 福井県 福井県坂井市坂井町長畑２２字６番地１

三国駅北口 913-0046 福井県 福井県坂井市三国町北本町１丁目１－２０

春江安沢 919-0484 福井県 福井県坂井市春江町安沢１０号１４番地１

鯖江下野田 916-0073 福井県 福井県鯖江市下野田町３２字西岡１０番１

鯖江住吉町一丁目 916-0056 福井県 福井県鯖江市住吉町１丁目１番２２－１

鯖江新横江 916-0042 福井県 福井県鯖江市新横江１丁目１番３５号

鯖江大倉町 916-0085 福井県 福井県鯖江市大倉町第１７号１番１

鯖江中野町 916-0033 福井県 福井県鯖江市中野町２５７字８－１１

鯖江河和田 916-1223 福井県 福井県鯖江市片山町第１号１０番地１



鯖江ただす 916-0004 福井県 福井県鯖江市糺町３２４番

美浜松原 919-1122 福井県 福井県三方郡美浜町松原３３－３９－１

三方鳥浜 919-1331 福井県 福井県三方上中郡若狭町鳥浜５７号１５番３

三方北前川 919-1305 福井県 福井県三方上中郡若狭町北前川３９－１３－１

勝山郡町 911-0035 福井県 福井県勝山市郡町一丁目１番９号

勝山元町一丁目 911-0804 福井県 福井県勝山市元町一丁目９番１２号６

勝山荒土町 911-0044 福井県 福井県勝山市荒土町松ヶ崎３滝ヶ原１１５

勝山南 911-0812 福井県 福井県勝山市猪野７０４番

小浜駅前 917-0077 福井県 福井県小浜市駅前町１３番１号

小浜運動場前 917-0035 福井県 福井県小浜市口田縄１６号１０

小浜伏原 917-0054 福井県 福井県小浜市伏原３１－５－２

大飯うみんぴあ前 919-2103 福井県 福井県大飯郡おおい町尾内３５号３０番地２

高浜国道 919-2225 福井県 福井県大飯郡高浜町宮崎第６４字２番地１

大野インター 912-0012 福井県 福井県大野市横枕１丁目６番１号

大野春日 912-0053 福井県 福井県大野市春日６８－４１

大野中挾 912-0015 福井県 福井県大野市中挾３丁目９１３番地

道の駅九頭竜 912-0205 福井県 福井県大野市朝日２６－３０－１

丹生越前町 916-0133 福井県 福井県丹生郡越前町気比庄３３字杉縄手２０番１

丹生朝日 916-0146 福井県 福井県丹生郡越前町朝日５－１１３－１

石本金山 914-0146 福井県 福井県敦賀市金山７６号東沢田

敦賀結城町 914-0064 福井県 福井県敦賀市結城町９番１０号

敦賀和久野 914-0131 福井県 福井県敦賀市公文名５号２１番地の３

敦賀山泉 914-0035 福井県 福井県敦賀市山泉９号５０７番地

敦賀新松島 914-0803 福井県 福井県敦賀市新松島町１３番１０号

敦賀清水町 914-0052 福井県 福井県敦賀市清水町二丁目１９番７号

敦賀中央町二丁目 914-0811 福井県 福井県敦賀市中央町二丁目３番２号

敦賀木崎通り 914-0814 福井県 福井県敦賀市木崎５号２番地１

敦賀野神 914-0121 福井県 福井県敦賀市野神４号８番地の１

福井下馬 918-8112 福井県 福井県福井市下馬３丁目１８０９

福井新木田 918-8013 福井県 福井県福井市花堂東１丁目３番３０号

福井江端 918-8016 福井県 福井県福井市江端町２２－２７

福井高木中央 910-0804 福井県 福井県福井市高木中央１丁目２４０６番

福井高木町 910-0806 福井県 福井県福井市高木町第４号８番地

福井高柳一丁目 910-0837 福井県 福井県福井市高柳１丁目９１２番地

福井県立武道館口 910-0038 福井県 福井県福井市三ツ屋１丁目５０１番

福井若杉浜東 918-8056 福井県 福井県福井市若杉浜２丁目６０９番地

福井若杉浜三丁目 918-8056 福井県 福井県福井市若杉浜三丁目７０４番地

福井舟橋新一丁目 910-0068 福井県 福井県福井市舟橋新１丁目１３０２番地

福井みゆき 910-0853 福井県 福井県福井市城東四丁目２番１号

福井新保町 910-0832 福井県 福井県福井市新保町第１６号４番地

福井菅谷二丁目 910-0034 福井県 福井県福井市菅谷２丁目１１番１３号

福井西谷 918-8023 福井県 福井県福井市西谷２丁目６０１

福井森田中学校前 910-0122 福井県 福井県福井市石盛３丁目９１０番地

福井大和田 910-0802 福井県 福井県福井市大和田１丁目３０２番地

福井町屋二丁目 910-0002 福井県 福井県福井市町屋二丁目８番６号

福井二の宮五丁目 910-0015 福井県 福井県福井市二の宮五丁目１８番３号

二の宮四丁目 910-0015 福井県 福井県福井市二の宮四丁目３６０１

福井森田 910-0123 福井県 福井県福井市八重巻町第９号２３番地１

福井飯塚町 918-8067 福井県 福井県福井市飯塚町１２字堤ノ本１０７

福井あがり 910-0017 福井県 福井県福井市文京５－１４－４１

福井文京六丁目 910-0017 福井県 福井県福井市文京６－１８－８

福井文京 910-0017 福井県 福井県福井市文京６丁目９番１２号

福井宝永三丁目 910-0004 福井県 福井県福井市宝永三丁目１０番１号

福井北四ツ居 918-8205 福井県 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号

福井円山 918-8206 福井県 福井県福井市北四ツ居町５０５番地

福井和田一丁目 918-8238 福井県 福井県福井市和田１丁目１番１３号

甲州塩山 404-0037 山梨県 山梨県甲州市塩山　西広門田３５３番１

甲斐双葉塩崎 400-0105 山梨県 山梨県甲斐市下今井３４

甲斐竜王 400-0118 山梨県 山梨県甲斐市竜王１０５８－１

甲府荒川 400-0061 山梨県 山梨県甲府市荒川２－１０１４－１

甲府貢川 400-0048 山梨県 山梨県甲府市貢川本町１１－６

山梨学院大学前 400-0815 山梨県 山梨県甲府市国玉町１２６７－１

甲府上町 400-0831 山梨県 山梨県甲府市上町３２２－２

甲府中小河原 400-0854 山梨県 山梨県甲府市中小河原町５９１

甲府平和通り南 400-0844 山梨県 山梨県甲府市中町字大カサ４７０番２

甲府富竹 400-0049 山梨県 山梨県甲府市富竹１丁目９番４号

山梨市駅前 405-0018 山梨県 山梨県山梨市上神内川１７２０番地

上野原新田 409-0113 山梨県 山梨県上野原市新田７７９－１

大月インター 401-0015 山梨県 山梨県大月市大月町　花咲字フタタ　１６５２－１



田富リバーサイド 409-3845 山梨県 山梨県中央市山之神３６２３－４

田富布施 409-3841 山梨県 山梨県中央市布施２３２７－１

昭和国母 409-3866 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町西条４１９－２

かぶとや都留 402-0005 山梨県 山梨県都留市四日市場７－１

南アルプス古市場 400-0404 山梨県 山梨県南アルプス市古市場８５４－３

南アルプス小笠原 400-0306 山梨県 山梨県南アルプス市小笠原３４４－１

南アルプス野牛島 400-0205 山梨県 山梨県南アルプス市野牛島１８２８－１

サンプラザホテル富士山中湖 401-0501 山梨県 山梨県南都留郡山中湖村山中１４４１－１

西桂富士みち 403-0022 山梨県 山梨県南都留郡西桂町小沼　２７３０－１

西桂小沼 403-0022 山梨県 山梨県南都留郡西桂町小沼８９２番１

韮崎インター西 407-0004 山梨県 山梨県韮崎市藤井町　南下條２７３

かぶとや赤富士通り 403-0032 山梨県 山梨県富士吉田市上吉田東一丁目１番３号

おひめ坂通り 403-0014 山梨県 山梨県富士吉田市竜ケ丘２丁目４－６

清里駅前 407-0301 山梨県 山梨県北杜市高根町清里３５４５番地３８０

長坂駅前 408-0021 山梨県 山梨県北杜市長坂町　長坂上条２４９３番４

穂高矢原 399-8303 長野県 長野県安曇野市穂高８３１番地１

安曇野下鳥羽 399-8205 長野県 長野県安曇野市豊科８７７番２

安曇野オリンピックロード 399-8201 長野県 長野県安曇野市豊科南穂高６３５１番１

安曇野明科 399-7102 長野県 長野県安曇野市明科中川手３５２１番地１

ＪＡ西箕輪 399-4501 長野県 長野県伊那市西箕輪６５７９

塩尻原新田 399-0706 長野県 長野県塩尻市広丘原新田２３４番３

塩尻吉田 399-0701 長野県 長野県塩尻市大字広丘吉田１０８７

塩尻郷原 399-0704 長野県 長野県塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７

塩尻高出 399-0703 長野県 長野県塩尻市大字広丘高出１６６１番地

塩尻金塚 399-0702 長野県 長野県塩尻市大字広丘野村字金塚１０２６番１

塩尻宗賀 399-6461 長野県 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８

松本空港前 399-6462 長野県 長野県塩尻市大字洗馬字岩垂原８８７４番地２

岡谷湊湖畔 394-0044 長野県 長野県岡谷市湊五丁目１番７号

信州阿南 399-1504 長野県 長野県下伊那郡阿南町西條７４８番地１

喬木阿島 395-1101 長野県 長野県下伊那郡喬木村９４４－１

下市田郵便局前 399-3103 長野県 長野県下伊那郡高森町下市田１４５９番地１

ＪＡ高森フルーツライン 399-3105 長野県 長野県下伊那郡高森町牛牧１３２－１

ＪＡ上片桐 399-3301 長野県 長野県下伊那郡松川町上片桐２２７１－１

ちの本田 391-0001 長野県 長野県茅野市ちの２６７４番地

茅野塚原二丁目 391-0002 長野県 長野県茅野市塚原二丁目１１番３３号

駒ヶ根アクセス 399-4116 長野県 長野県駒ヶ根市上穂北２６番２号

佐久猿久保 385-0011 長野県 長野県佐久市猿久保字前原７７８番１

佐久取出町 385-0043 長野県 長野県佐久市取出町２０７－１９

佐久望月 384-2202 長野県 長野県佐久市望月３３５－１

信州青木村 386-1603 長野県 長野県小県郡青木村当郷１３４

松本梓川 390-1701 長野県 長野県松本市梓川倭２１０６－２

松本駅アルプス口 390-0817 長野県 長野県松本市巾上１０番１３号

松本元町 390-0803 長野県 長野県松本市元町２丁目１－２５

松本高宮 390-0844 長野県 長野県松本市高宮西２－２０

コスコ寿 399-0026 長野県 長野県松本市寿中１丁目８－２５

松本神田 390-0822 長野県 長野県松本市神田二丁目１番２号

松本征矢野 390-0842 長野県 長野県松本市征矢野２丁目１２－４６

松本大久保団地 399-0033 長野県 長野県松本市大字笹賀７８７１番地

松本和田東沖 390-1242 長野県 長野県松本市大字和田字東沖１８５４番地３

松本沢村 390-0877 長野県 長野県松本市沢村３丁目１－６

松本波田三溝 390-1401 長野県 長野県松本市波田１６２３番地１

松本波田 390-1401 長野県 長野県松本市波田９８８０番４

北松本 390-0863 長野県 長野県松本市白板２－１－９

松本並柳 390-0825 長野県 長野県松本市並柳一丁目５番１９号

松本平田西 399-0034 長野県 長野県松本市野溝東１丁目１６番８号

ＪＡ平出 399-0422 長野県 長野県上伊那郡辰野町大字平出１５０７－１

ＪＡ中川 399-3802 長野県 長野県上伊那郡中川村片桐３９９６番地１

ＪＡ大芝高原 399-4511 長野県 長野県上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０

箕輪木下原町 399-4601 長野県 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３７８９番地２

ＪＡ伊北インター 399-4601 長野県 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２

上田秋和 386-0041 長野県 長野県上田市秋和２２４－６

上田東高校前 386-0018 長野県 長野県上田市常田三丁目４１０－３

上田長野大学前 386-1214 長野県 長野県上田市大字下之郷乙５３６番地１

諏訪高島城前 392-0022 長野県 長野県諏訪市高島１丁目２８４２番イ

諏訪四賀 392-0012 長野県 長野県諏訪市大字四賀６６２番地１

諏訪中洲福島 392-0015 長野県 長野県諏訪市大字中洲５４０３番地１

諏訪中洲 392-0015 長野県 長野県諏訪市中洲３０８１－１

信州須坂亀倉 382-0033 長野県 長野県須坂市大字亀倉９７番地１

ＪＡ大北ええっこの里 398-0004 長野県 長野県大町市常盤６３６７番　３０



大町常盤 398-0004 長野県 長野県大町市大字常盤３５６０番地５

長野伊勢宮 380-0958 長野県 長野県長野市伊勢宮２－２４－２５

長野サンロード 381-0042 長野県 長野県長野市稲田二丁目５５番１５号

長野下氷鉋 381-2216 長野県 長野県長野市下氷鉋一丁目１３７７番地１

長野吉田 381-0043 長野県 長野県長野市吉田１丁目６－１３

長野吉田四丁目 381-0043 長野県 長野県長野市吉田四丁目１４番１２号

須坂インター南 381-0101 長野県 長野県長野市若穂綿内字南條２７５番地１

長野真島 381-2204 長野県 長野県長野市真島町真島１６７１－１

長野水沢上庭 388-8002 長野県 長野県長野市水沢上庭土地区画整理事業地内８街区１画地の一部５画地の一部６画地

長野早苗町 380-0812 長野県 長野県長野市早苗町４３

長野川合新田 380-0913 長野県 長野県長野市大字川合新田１０４８番地

長野大豆島 381-0022 長野県 長野県長野市大字大豆島５２７６－２

長野東和田 381-0038 長野県 長野県長野市大字東和田９０１－１

長野中央通り 380-0826 長野県 長野県長野市大字南長野北石堂町１４５４番地１

長野駅東口 380-0921 長野県 長野県長野市長野駅周辺第二土地区画整理事業３０街区１画地１

長野若槻大通り 381-0041 長野県 長野県長野市徳間１丁目２７－２３

長野平林 381-0036 長野県 長野県長野市平林１丁目３４－４７

東御和 389-0505 長野県 長野県東御市和１５３６－１

信州山形 390-1301 長野県 長野県東筑摩郡山形村４２６０番地７

新山形グリンロード 390-1301 長野県 長野県東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１

信州天竜峡 399-2432 長野県 長野県飯田市下瀬３８７番１

飯田上郷別府 395-0003 長野県 長野県飯田市上郷別府６９４番地

飯田中村 395-0156 長野県 長野県飯田市中村１５４０－１

飯田東和町 395-0086 長野県 長野県飯田市東和町３丁目５２６５－１

ＪＡ大北あづみ病院 399-8695 長野県 長野県北安曇郡池田町大字池田３２０７番地１

神戸川西 503-2311 岐阜県 岐阜県安八郡神戸町大字川西４６－３

笠松みなみ 501-6062 岐阜県 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明４３８番地

笠松東金池 501-6038 岐阜県 岐阜県羽島郡笠松町東金池町１４３－１

岐南薬師寺 501-6014 岐阜県 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地

羽島牧野 501-6236 岐阜県 岐阜県羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１

羽島駅みなみ 501-6304 岐阜県 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

羽島福寿町 501-6251 岐阜県 岐阜県羽島市福寿町間島三丁目５１番地

羽島平方 501-6257 岐阜県 岐阜県羽島市福寿町平方字土手西１１０５番地１

下呂市役所前 509-2202 岐阜県 岐阜県下呂市森９７１番地３９

下呂温泉北 509-2201 岐阜県 岐阜県下呂市東上田４９６

飛騨萩原 509-2518 岐阜県 岐阜県下呂市萩原町上呂３３９５番地１

坂祝町黒岩 505-0071 岐阜県 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１

加茂上川辺 509-0302 岐阜県 岐阜県加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１

御嵩上恵土 505-0126 岐阜県 岐阜県可児郡御嵩町上恵土１２６３番地６

可児坂戸北 509-0241 岐阜県 岐阜県可児市坂戸６１９番地１

可児大森 509-0238 岐阜県 岐阜県可児市大森字鳩討１０８７番地２

海津 503-0652 岐阜県 岐阜県海津市海津町馬目字道上９９番地の１

海津平田町 503-0312 岐阜県 岐阜県海津市平田町三郷６０４番地

各務原おがせ 509-0104 岐阜県 岐阜県各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２

各務原三井東 504-0914 岐阜県 岐阜県各務原市三井東町一丁目１４４番１

武儀下之保 501-3521 岐阜県 岐阜県関市下之保５１３２番地の１

関祭場 501-3936 岐阜県 岐阜県関市倉知４０９番地１

岐阜茜部寺屋敷 500-8267 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

岐阜茜部 500-8282 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部大川二丁目６７番地

西岐阜駅南 500-8381 岐阜県 岐阜県岐阜市市橋６丁目１番地２

岐阜上土居 502-0803 岐阜県 岐阜県岐阜市上土居２丁目１６番１２号

岐阜駅前 500-8833 岐阜県 岐阜県岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

岐阜前一色 500-8232 岐阜県 岐阜県岐阜市前一色１丁目８－３

岐阜三田洞 502-0004 岐阜県 岐阜県岐阜市大字三田洞字大坪８５４番４

岐阜大福町 502-0934 岐阜県 岐阜県岐阜市大福町５丁目３１

岐阜長良公園前 502-0082 岐阜県 岐阜県岐阜市長良東１丁目５１

岐阜日野 500-8212 岐阜県 岐阜県岐阜市日野南４丁目６－８

柳津高桑 501-6122 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町高桑東３丁目９１番

岐阜六条 500-8355 岐阜県 岐阜県岐阜市六条片田一丁目５番６号

恵那大井 509-7201 岐阜県 岐阜県恵那市大井町６９６－３７

恵那武並 509-7122 岐阜県 岐阜県恵那市武並町竹折１７０１番地１３

高山しんぐう 506-0035 岐阜県 岐阜県高山市新宮町１６２０

高山総和三丁目 506-0007 岐阜県 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

山県佐賀 501-2114 岐阜県 岐阜県山県市佐賀７９２番地３

瑞浪上野 509-6125 岐阜県 岐阜県瑞浪市上野町二丁目１３９番地

多治見駅北 507-0037 岐阜県 岐阜県多治見市音羽町１丁目２４０番地

多治見音羽町 507-0037 岐阜県 岐阜県多治見市音羽町五丁目６０番１

多治見坂上町 507-0804 岐阜県 岐阜県多治見市坂上町七丁目４８番地

多治見小泉町 507-0073 岐阜県 岐阜県多治見市小泉町８丁目１００



多治見小泉八丁目 507-0073 岐阜県 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１

多治見平和町 507-0827 岐阜県 岐阜県多治見市平和町五丁目５７番地１

多治見駅前 507-0033 岐阜県 岐阜県多治見市本町２－７０－８

多治見明和五丁目 507-0072 岐阜県 岐阜県多治見市明和町５丁目６８番地の１

大垣ソフトピア南 503-0807 岐阜県 岐阜県大垣市今宿五丁目２５番４

大垣赤坂 503-2213 岐阜県 岐阜県大垣市赤坂町６０００番地

大垣中野町 503-0022 岐阜県 岐阜県大垣市中野町２丁目１－６

大垣北方町 503-0019 岐阜県 岐阜県大垣市北方町２丁目９５番地１

中津川苗木南 508-0101 岐阜県 岐阜県中津川市苗木４８９９番地６

中津川苗木 508-0101 岐阜県 岐阜県中津川市苗木字室屋７４９１番１

美濃加茂富加 505-0056 岐阜県 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋１０３５－１

本巣屋井 501-0417 岐阜県 岐阜県本巣市屋井字八幡１３４９番地６

真正町 501-0465 岐阜県 岐阜県本巣市軽海９６９－２

本巣曽井中島 501-1205 岐阜県 岐阜県本巣市曽井中島字居住２１４７番地１

揖斐黒野 501-0521 岐阜県 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野１２２３番地

揖斐池田町 503-2425 岐阜県 岐阜県揖斐郡池田町六之井字深池１４９５番地１

養老下高田 503-1314 岐阜県 岐阜県養老郡養老町高田６３２番地１

伊豆の国宗光寺 410-2302 静岡県 静岡県伊豆の国市宗光寺９２０

南伊豆日野 415-0152 静岡県 静岡県賀茂郡南伊豆町湊字埋田３０３－１

掛川横須賀 437-1301 静岡県 静岡県掛川市横須賀１４３４番地１

掛川千羽 436-0008 静岡県 静岡県掛川市千羽４２１－１

掛川本郷 436-0111 静岡県 静岡県掛川市本郷１４０８番地の１

菊川加茂北 439-0031 静岡県 静岡県菊川市加茂５７９番地の１

菊川加茂 439-0031 静岡県 静岡県菊川市加茂字宮ノ西５９９１番地

菊川東横地 439-0022 静岡県 静岡県菊川市東横地１６０３番地１

湖西なか 431-0422 静岡県 静岡県湖西市岡崎字上ノ原１３４３－４１

湖西古見 431-0442 静岡県 静岡県湖西市古見７７７－５

新居中之郷 431-0301 静岡県 静岡県湖西市新居町中之郷８３６番地の１

湖西坊瀬 431-0444 静岡県 静岡県湖西市坊瀬４７番地５

湖西鷲津東 431-0431 静岡県 静岡県湖西市鷲津１２０１番地１

御殿場新橋 412-0043 静岡県 静岡県御殿場市新橋１８７８－１

御殿場永原 412-0042 静岡県 静岡県御殿場市萩原１５４０－１

御殿場北久原 412-0004 静岡県 静岡県御殿場市北久原２７５番地の１

三島加茂川 411-0034 静岡県 静岡県三島市加茂川町１２－４８

三島長伏 411-0824 静岡県 静岡県三島市長伏５７‐１５

森町宮の市 437-0226 静岡県 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１

沼津岡一色南 410-0012 静岡県 静岡県沼津市岡一色４４－１

沼津下香貫 410-0822 静岡県 静岡県沼津市下香貫２９７３－６

沼津アントレ 410-0801 静岡県 静岡県沼津市大手町１丁目１－１

焼津水産加工団地口 425-0065 静岡県 静岡県焼津市惣右衛門９２９番地の１

焼津大村 425-0082 静岡県 静岡県焼津市大村三丁目３４番６

焼津中根新田 425-0062 静岡県 静岡県焼津市中根新田１５１０番地１

焼津中新田 425-0068 静岡県 静岡県焼津市中新田１０６番地の１

焼津中里 425-0014 静岡県 静岡県焼津市中里５０８

焼津浜当目 425-0012 静岡県 静岡県焼津市浜当目２－５－１３

吉田住吉西 421-0301 静岡県 静岡県榛原郡吉田町住吉３３４４番地の２

吉田下川原 421-0304 静岡県 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地

吉田川尻 421-0302 静岡県 静岡県榛原郡吉田町川尻２７５２－１

吉田かたおか 421-0303 静岡県 静岡県榛原郡吉田町片岡２６２番地１

裾野深良 410-1102 静岡県 静岡県裾野市深良字社口前２６３３－４

裾野須山 410-1231 静岡県 静岡県裾野市須山２９５５－１

静岡沓谷五丁目 420-0816 静岡県 静岡県静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１

静岡青葉通り 420-0035 静岡県 静岡県静岡市葵区七間町８－１０

静岡昭府町 420-0871 静岡県 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

静岡大岩本町 420-0884 静岡県 静岡県静岡市葵区大岩本町２５番１３号

静岡鎌田 421-0133 静岡県 静岡県静岡市駿河区鎌田２９９番地の２

静岡丸子東海道 421-0103 静岡県 静岡県静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６３１６番１

静岡曲金南 422-8006 静岡県 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号

静岡中原 422-8058 静岡県 静岡県静岡市駿河区中原８１３－２

静岡登呂六丁目 422-8033 静岡県 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号

清水庵原町 424-0114 静岡県 静岡県静岡市清水区庵原町字流田１４６番３

興津中町 424-0204 静岡県 静岡県静岡市清水区興津中町１３７０－１

清水興津駅前 424-0204 静岡県 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４

興津中町北 424-0204 静岡県 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１

清水三保 424-0901 静岡県 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８

清水清開南 424-0925 静岡県 静岡県静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４

清水西久保 424-0038 静岡県 静岡県静岡市清水区西久保字南光５４０－４

清水袖師町南 424-0037 静岡県 静岡県静岡市清水区袖師町字外浜１４７１番地４

清水楠新田 424-0882 静岡県 静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２２１０－１－４他



由比中央 421-3105 静岡県 静岡県静岡市清水区由比町屋原字井戸尻１７６番１

袋井松原 437-1117 静岡県 静岡県袋井市松原５１５番地

袋井新池 437-0043 静岡県 静岡県袋井市新池３８２－１

袋井浅名 437-1102 静岡県 静岡県袋井市浅名９３３－２

函南畑毛 419-0111 静岡県 静岡県田方郡函南町畑毛１６‐３

島田阪本 427-0111 静岡県 静岡県島田市阪本字大塚１５０６番地４

藤枝岡部 421-1131 静岡県 静岡県藤枝市岡部町内谷９２４－２

藤枝高洲 426-0046 静岡県 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

藤枝小石川三丁目 426-0033 静岡県 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１

藤枝与左衛門 426-0047 静岡県 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２

ナカスイ熱海下多賀 413-0102 静岡県 静岡県熱海市下多賀５６１－１

遠州豊田ＰＡ下り 438-0801 静岡県 静岡県磐田市高見丘久保２０４－１

磐田上岡田 438-0045 静岡県 静岡県磐田市上岡田８７１番１

磐田新貝 438-0025 静岡県 静岡県磐田市新貝土地区画整理地内４０街区２

磐田大久保 438-0002 静岡県 静岡県磐田市大久保４０６番地７

浜松志都呂 432-8069 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

浜松篠原 431-0201 静岡県 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地

浜松入野 432-8061 静岡県 静岡県浜松市西区入野町７３５－４

浜松馬郡町 431-0203 静岡県 静岡県浜松市西区馬郡町４０４９番地

浜松和地町西 431-1115 静岡県 静岡県浜松市西区和地町４７６０－１

浜松高丘西 433-8118 静岡県 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６

浜松高林 430-0907 静岡県 静岡県浜松市中区高林３－１３－３

浜松住吉 430-0906 静岡県 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０

浜松上島五丁目 433-8122 静岡県 静岡県浜松市中区上島五丁目１０－１６

浜松上島東 433-8122 静岡県 静岡県浜松市中区上島三丁目１８番５号

浜松泉四丁目 433-8124 静岡県 静岡県浜松市中区泉四丁目１番２６号

浜松中央三丁目 430-0929 静岡県 静岡県浜松市中区中央３－３－１３

浜松蜆塚 432-8018 静岡県 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７

浜松丸塚 435-0046 静岡県 静岡県浜松市東区丸塚町５１８－１２

浜松市野 435-0051 静岡県 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

浜松将監 430-0802 静岡県 静岡県浜松市東区将監町４４－８

浜松小池南 435-0056 静岡県 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１

浜松小池町西 435-0056 静岡県 静岡県浜松市東区小池町２６７０番地の１

浜松植松 430-0803 静岡県 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２

浜松大蒲町 435-0014 静岡県 静岡県浜松市東区大蒲町８５－９

浜松中田町 435-0057 静岡県 静岡県浜松市東区中田町８１８番地

浜松天龍川町 435-0013 静岡県 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地

浜松有玉北 431-3121 静岡県 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜松下飯田 435-0027 静岡県 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地

浜松参野町 430-0816 静岡県 静岡県浜松市南区参野町字参野１８４－１

浜松東本郷 430-0812 静岡県 静岡県浜松市南区本郷町１３４７番地の６

浜北新原本村 434-0003 静岡県 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５

浜北内野 434-0044 静岡県 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

浜松細江三和 431-1303 静岡県 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１

浜松三ヶ日北 431-1414 静岡県 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４

浜松初生テクノロード 433-8112 静岡県 静岡県浜松市北区初生町５００番地１

都田テクノ 431-2102 静岡県 静岡県浜松市北区都田町９１０６－９

富士宮山宮 418-0111 静岡県 静岡県富士宮市山宮４０１番地の１

富士宮野中 418-0039 静岡県 静岡県富士宮市野中８４３－１　８４４－１　９５２－１

富士川成島 416-0939 静岡県 静岡県富士市川成島２９８

富士増川新町 417-0816 静岡県 静岡県富士市増川新町１２７番地

富士大渕 417-0801 静岡県 静岡県富士市大渕３５７９－４２

牧之原西萩間 421-0508 静岡県 静岡県牧之原市西萩間８５番地１４

牧之原静波 421-0422 静岡県 静岡県牧之原市静波９８７番地の１

甚目寺平島 490-1114 愛知県 愛知県あま市下萱津平島１４番地

甚目寺萱津 490-1113 愛知県 愛知県あま市中萱津足川３９

みよし新屋 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町夕田４４－１

三好上前 470-0213 愛知県 愛知県みよし市打越町上前５７

佐織諏訪 496-8011 愛知県 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１

愛西北一色 496-0905 愛知県 愛知県愛西市北一色町昭和３０１－３

東郷三ツ池三丁目 470-0164 愛知県 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

安城宮前 446-0026 愛知県 愛知県安城市安城町若宮１７番２

安城町若葉 446-0026 愛知県 愛知県安城市安城町若葉９３－１

安城高棚町 446-0053 愛知県 愛知県安城市高棚町井池１８２番１

安城桜井町 444-1154 愛知県 愛知県安城市桜井町三度山６０－１

安城桜町 446-0041 愛知県 愛知県安城市桜町４－１

安城篠目童子 446-0073 愛知県 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３

安城大山町一丁目 446-0042 愛知県 愛知県安城市大山町一丁目２２番地３

安城南町 446-0034 愛知県 愛知県安城市南町２８３



安城山崎 446-0001 愛知県 愛知県安城市里町四丁目１４番地６

一宮奥町駅東 491-0201 愛知県 愛知県一宮市奥町字七丁２番

一宮奥町野方 491-0201 愛知県 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１

一宮花池一丁目 491-0914 愛知県 愛知県一宮市花池一丁目１７－７

一宮開明 494-0001 愛知県 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

一宮馬寄 491-0051 愛知県 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字福塚前４４番１

一宮今伊勢 491-0053 愛知県 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地

一宮三ツ井 491-0827 愛知県 愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番２３号

一宮時之島 491-0002 愛知県 愛知県一宮市時之島字古野９番地１

一宮小信中島北 494-0007 愛知県 愛知県一宮市小信中島字西九反３９番地１

一宮千秋佐野 491-0804 愛知県 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１

一宮西浅井 491-0113 愛知県 愛知県一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２

一宮浅井 491-0105 愛知県 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

一宮浅井大野 491-0143 愛知県 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１

一宮東浅井 491-0112 愛知県 愛知県一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１

一宮下浅野 491-0871 愛知県 愛知県一宮市浅野字寺西１６番１［地番］

一宮大和町 491-0925 愛知県 愛知県一宮市大和町南高井７番地３

一宮三味北 491-0931 愛知県 愛知県一宮市大和町馬引字三味北４番地１

一宮大和町焼野 491-0931 愛知県 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

尾張一宮ＰＡ上り 491-0826 愛知県 愛知県一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９

一宮市民病院前 491-0041 愛知県 愛知県一宮市文京２丁目４－２２

一宮北浦町 491-0901 愛知県 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）

一宮玉ノ井 493-0004 愛知県 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地

稲沢一色下方 492-8365 愛知県 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地

稲沢祖父江中屋敷 495-0001 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３

稲沢祖父江馬飼 495-0036 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１４８番地２

岡崎羽根西新町 444-0813 愛知県 愛知県岡崎市羽根西新町３‐１２

岡崎鴨田東 444-2121 愛知県 愛知県岡崎市鴨田町字向山８１番

岡崎鴨田広元 444-2121 愛知県 愛知県岡崎市鴨田町字広元１６９番地

岡崎高隆寺町 444-0002 愛知県 愛知県岡崎市高隆寺字二本松３０番地３

岡崎大西二丁目 444-0871 愛知県 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９

岡崎上三本松 444-3505 愛知県 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番６

岡崎へごし町 444-0902 愛知県 愛知県岡崎市舳越町字宮前４６番地１

蟹江城 497-0040 愛知県 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３２３番地

蟹江須成北 497-0031 愛知県 愛知県海部郡蟹江町大字須成字上惣作２２３０番地３

新大治三本木 490-1142 愛知県 愛知県海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１

大治東條 490-1134 愛知県 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地

蒲郡栄町 443-0035 愛知県 愛知県蒲郡市栄町１７番１９号

蒲郡形原 443-0104 愛知県 愛知県蒲郡市形原町天神裏１９番地１３

蒲郡自動車学校 443-0037 愛知県 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５

蒲郡上本町 443-0058 愛知県 愛知県蒲郡市上本町６番２１号

蒲郡大塚 443-0013 愛知県 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２

蒲郡塩津 443-0046 愛知県 愛知県蒲郡市竹谷町足洗５番地９

刈谷築地町 448-0003 愛知県 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１

刈谷司町 448-0834 愛知県 愛知県刈谷市司町七丁目３１番地

刈谷若松 448-0858 愛知県 愛知県刈谷市若松町五丁目４４番地

刈谷青山 448-0014 愛知県 愛知県刈谷市青山町一丁目１５２番地５

刈谷市かりがね 448-0011 愛知県 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１

刈谷半城土西 448-0816 愛知県 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５

岩倉東町藤塚 482-0041 愛知県 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地

犬山羽黒栄 484-0893 愛知県 愛知県犬山市羽黒栄二丁目３２番地２

犬山羽黒新田 484-0888 愛知県 愛知県犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８

犬山鶴池 484-0963 愛知県 愛知県犬山市楽田鶴池８番地１

犬山日の出団地 484-0065 愛知県 愛知県犬山市五郎丸東四丁目６番地１

犬山善師野 484-0003 愛知県 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９

犬山塔野地 484-0094 愛知県 愛知県犬山市大字塔野地字南ノ切１２１番地２６

犬山駅東 484-0087 愛知県 愛知県犬山市中山町二丁目５３番

犬山塔野地北 484-0097 愛知県 愛知県犬山市塔野地北四丁目５番

江南後飛保西 483-8386 愛知県 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地１

江南江森町東 483-8042 愛知県 愛知県江南市江森町東２２５番１

江南高屋 483-8066 愛知県 愛知県江南市高屋町西町１２５番地

江南飛高町 483-8068 愛知県 愛知県江南市飛高町本町２００番地

高浜屋敷町四丁目 444-1331 愛知県 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２

高浜新田 444-1301 愛知県 愛知県高浜市新田町３丁目８番地７

高浜沢渡 444-1333 愛知県 愛知県高浜市沢渡町２－６－３０

高浜湯山 444-1332 愛知県 愛知県高浜市湯山町４丁目１０－６

高浜二池町 444-1322 愛知県 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８

高浜本郷町 444-1311 愛知県 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３

高浜論地町 444-1314 愛知県 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７



春日井高山町 486-0912 愛知県 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

春日井高蔵寺 487-0013 愛知県 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地

春日井宮町西 486-0909 愛知県 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６

春日井松本町 487-0027 愛知県 愛知県春日井市松本町字下丁田８４４番地

春日井大手橋西 486-0807 愛知県 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２

春日井鳥居松三丁目 486-0844 愛知県 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２

春日井追進町 486-0952 愛知県 愛知県春日井市追進町１丁目５番地

春日井丁田橋 486-0841 愛知県 愛知県春日井市南下原町４丁目１６番地２

如意申町一丁目 486-0918 愛知県 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２

春日井八田町 486-0849 愛知県 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４

小牧下小針 485-0051 愛知県 愛知県小牧市下小針中島三丁目２１０番地の５

小牧高根 485-0803 愛知県 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６

小牧中宮 485-0037 愛知県 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１

小牧桃花台城山 485-0812 愛知県 愛知県小牧市城山１丁目５－１５

小牧新町二丁目 485-0013 愛知県 愛知県小牧市新町二丁目２９８番地

小牧西之島 485-0077 愛知県 愛知県小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１

小牧大草東上 485-0802 愛知県 愛知県小牧市大字大草字東上２７１８番地６

小牧大草中 485-0802 愛知県 愛知県小牧市大草中２３６

小牧中央三丁目 485-0029 愛知県 愛知県小牧市中央３丁目２５０

常滑前山 479-0002 愛知県 愛知県常滑市久米字西前田１１４番地１

常滑長峰 479-0029 愛知県 愛知県常滑市字古道東割４２－２２

常滑若松町 479-0851 愛知県 愛知県常滑市若松町三丁目６０番地

常滑西阿野 479-0802 愛知県 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２－１

常滑西之口 479-0863 愛知県 愛知県常滑市西之口十丁目７５

常滑桧原 479-0803 愛知県 愛知県常滑市桧原字勇田７４番地１

常滑保示町 479-0827 愛知県 愛知県常滑市保示町四丁目１０７番地

新城大野 441-1615 愛知県 愛知県新城市大野字上野２７番地２４

新城有海 441-1317 愛知県 愛知県新城市有海字作神５７番地１

瀬戸南山町 489-0986 愛知県 愛知県瀬戸市　南山町　２－６４

パルティせと 489-0044 愛知県 愛知県瀬戸市栄町４５番地

瀬戸西山町 489-0987 愛知県 愛知県瀬戸市西山町一丁目４６番地１５

瀬戸大坪北 489-0962 愛知県 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１

瀬戸中水野 489-0005 愛知県 愛知県瀬戸市中水野町１丁目５０２番地２

瀬戸福元 489-0935 愛知県 愛知県瀬戸市福元町１５

瀬戸平町二丁目 489-0916 愛知県 愛知県瀬戸市平町二丁目１３番地

春日西牧 452-0961 愛知県 愛知県清須市春日西牧前７２番地１

清洲上条 452-0944 愛知県 愛知県清須市上条二丁目６番地の１

豊山中之町 480-0202 愛知県 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３

西尾永楽町 445-0854 愛知県 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地

西尾駅南口 445-0851 愛知県 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６

西尾新渡場 445-0077 愛知県 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地

西尾中畑 444-0302 愛知県 愛知県西尾市田貫一丁目３番地

西尾東幡豆 444-0701 愛知県 愛知県西尾市東幡豆町向山下５３番地

西尾蔵屋敷 445-0082 愛知県 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地

西尾八ツ面 445-0082 愛知県 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１

西尾緑町 445-0804 愛知県 愛知県西尾市緑町４丁目－４２

大府東海インター 474-0046 愛知県 愛知県大府市吉川町１丁目１２番１

大府共和西 474-0062 愛知県 愛知県大府市共西町一丁目６２番

大府駅東口 474-0025 愛知県 愛知県大府市中央町３丁目６２

大府米田 474-0043 愛知県 愛知県大府市米田町二丁目２番地１

大府北山町 474-0072 愛知県 愛知県大府市北山町１丁目６５

大口Ｒ４１号 480-0125 愛知県 愛知県丹羽郡大口町外坪一丁目３６番１

扶桑中海道 480-0102 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番

扶桑町 480-0102 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字定光寺１１６－１

東浦森岡南 470-2101 愛知県 愛知県知多郡東浦町森岡新池下３６－１

東浦緒川植山 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２

東浦南ヶ丘 470-2103 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

南知多大井 470-3501 愛知県 愛知県知多郡南知多町大井字浜辺３３－１

師崎的場 470-3503 愛知県 愛知県知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１

ヤナギ南知多師崎 470-3502 愛知県 愛知県知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２

南知多豊浜 470-3412 愛知県 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１

新浦戸 470-3200 愛知県 愛知県知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８

美浜奥田 470-3233 愛知県 愛知県知多郡美浜町大字奥田字北大西８５－２

武豊町大足 470-2515 愛知県 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１

武豊向陽 470-2357 愛知県 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１

武豊石川橋 470-2311 愛知県 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１

武豊桜ケ丘 470-2385 愛知県 愛知県知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１

知多岡田 478-0062 愛知県 愛知県知多市岡田美里町２１番地

佐布里城山下 478-0015 愛知県 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９



知多朝倉 478-0017 愛知県 愛知県知多市新知字樋之口４５番１

知多新知東 478-0017 愛知県 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２

知多西巽が丘 478-0014 愛知県 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６

知多つつじが丘 478-0052 愛知県 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４

知立牛田町 472-0007 愛知県 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１

知立新池 472-0005 愛知県 愛知県知立市新池二丁目１２１番地

知立新林町 472-0017 愛知県 愛知県知立市新林町平草４２番１４

津島橘町 496-0038 愛知県 愛知県津島市橘町四丁目７０番地

津島江西 496-0874 愛知県 愛知県津島市江西町二丁目６１番地

津島宮川 496-0855 愛知県 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１

津島警察署前 496-0047 愛知県 愛知県津島市西柳原町二丁目１７番地１

東海八幡新田 477-0032 愛知県 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１

東海山ノ神 476-0003 愛知県 愛知県東海市荒尾町見幕６３

東海しあわせ村 476-0003 愛知県 愛知県東海市荒尾町大脇１００番地

東海高横須賀 477-0037 愛知県 愛知県東海市高横須賀町４丁目１２６番地

東海太田川 477-0031 愛知県 愛知県東海市大田町後浜新田２１４番地１

東海中ノ池 477-0033 愛知県 愛知県東海市中ノ池４丁目３番７

東海中央町 476-0013 愛知県 愛知県東海市中央町六丁目２６１番地

東海富貴ノ台 476-0014 愛知県 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２

東海東山 476-0011 愛知県 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１

東海上野台 476-0011 愛知県 愛知県東海市富木島町東山２７－５

東海富木島 476-0011 愛知県 愛知県東海市富木島町伏見３丁目１０番８

東海関東山 476-0002 愛知県 愛知県東海市名和町岡廻間１７－１

東海名和町 476-0002 愛知県 愛知県東海市名和町東岨５０－１

半田乙川 475-0053 愛知県 愛知県半田市乙川内山町３１番地

半田やなべ高山 475-0962 愛知県 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４

半田亀崎 475-0026 愛知県 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１

半田住吉 475-0862 愛知県 愛知県半田市住吉町３丁目２５

半田青山 475-0836 愛知県 愛知県半田市青山６－１－１８

半田大池町 475-0087 愛知県 愛知県半田市大池町四丁目８６－１

半田板山町 475-0936 愛知県 愛知県半田市板山町１５丁目９４番１

半田緑ヶ丘 475-0002 愛知県 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

碧南入船町 447-0831 愛知県 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地

碧南野田 447-0876 愛知県 愛知県碧南市野田町１２３番地

豊橋旭 440-0057 愛知県 愛知県豊橋市旭町１００

豊橋瓜郷前川 440-0092 愛知県 愛知県豊橋市瓜郷町前川４０－１

豊橋下条東町 440-0002 愛知県 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

豊橋岩屋町 440-0842 愛知県 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４

豊橋原町 441-3111 愛知県 愛知県豊橋市原町字塘上２－２

豊橋上伝馬町 440-0074 愛知県 愛知県豊橋市上伝馬町７１

西岩田 440-0831 愛知県 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

豊橋多米西町 440-0026 愛知県 愛知県豊橋市多米西町二丁目２７番地１０

豊橋大岩 441-3145 愛知県 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９

大脇 441-3101 愛知県 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１

豊橋緑ヶ丘 440-0004 愛知県 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１

豊橋朝丘 440-0043 愛知県 愛知県豊橋市朝丘町９１番地

豊橋東岩田三丁目 440-0033 愛知県 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６

豊橋東岩田二丁目 440-0033 愛知県 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３

豊橋小鷹野 440-0012 愛知県 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３

豊橋飯村北三丁目 440-0834 愛知県 愛知県豊橋市飯村北３丁目１９－１４

豊川四ツ谷町 442-0839 愛知県 愛知県豊川市四ツ谷町三丁目６９番１

豊川赤塚山公園前 442-0862 愛知県 愛知県豊川市市田町下中野４番地１

豊川上野 442-0801 愛知県 愛知県豊川市上野三丁目３４番地

音羽赤坂 441-0202 愛知県 愛知県豊川市赤坂町松本２６９番地

音羽蒲郡インター 441-0203 愛知県 愛知県豊川市長沢町矢倉下９８番１

豊川八幡町 442-0857 愛知県 愛知県豊川市八幡町豊川西部土地区画整理１１５街区４

上郷ＳＡ上り 470-1205 愛知県 愛知県豊田市永覚町上長根４－１

上郷ＳＡ下り 470-1205 愛知県 愛知県豊田市永覚町百間圦１－４

豊田宮上町 471-0038 愛知県 愛知県豊田市宮上町１－１２－２

宮町 471-0043 愛知県 愛知県豊田市宮町４－２６－３

豊田荒井町 470-0333 愛知県 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１

豊田若宮 471-0026 愛知県 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１

豊田若林西町 473-0917 愛知県 愛知県豊田市若林西町長根５３－５

上郷 470-1218 愛知県 愛知県豊田市上郷町会下山７－１

豊田上郷四通 470-1218 愛知県 愛知県豊田市上郷町四通２１４－１

豊田浄水町原山 470-0343 愛知県 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地

豊田インター 471-0841 愛知県 愛知県豊田市深田町２－２２－３

豊田西岡町 473-0936 愛知県 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１

豊田青木町 470-0335 愛知県 愛知県豊田市青木町３丁目１７２番地２



豊田朝日ケ丘 471-0858 愛知県 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１

豊田朝日 471-0031 愛知県 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１

豊田東保見町 470-0345 愛知県 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田白山町 471-0056 愛知県 愛知県豊田市白山町五郎土１５番地１

豊田百々町九丁目 471-0008 愛知県 愛知県豊田市百々町九丁目１０５番地３

豊田平山町六丁目 471-0827 愛知県 愛知県豊田市平山町６丁目４７番

上郷センター西 470-1216 愛知県 愛知県豊田市和会町上屋敷２３－１２

豊明新田町 470-1112 愛知県 愛知県豊明市新田町西筋１１１番地３

北名古屋中之郷 481-0035 愛知県 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地

北名古屋熊之庄 481-0006 愛知県 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１

徳重・名古屋芸大駅西 481-0038 愛知県 愛知県北名古屋市徳重広畑４番地

北名古屋二子 481-0013 愛知県 愛知県北名古屋市二子双葉５２番地１

北名古屋片場 481-0002 愛知県 愛知県北名古屋市片場八瀬の木２４

稲永駅前 455-0842 愛知県 愛知県名古屋市港区稲永１丁目７－１

稲永 455-0843 愛知県 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号

港金船町 455-0063 愛知県 愛知県名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９

港陽一丁目 455-0013 愛知県 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番

港砂美町 455-0056 愛知県 愛知県名古屋市港区砂美町１３７－１

港十一屋 455-0831 愛知県 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目４４３番１

港正徳町 455-0075 愛知県 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番

西福田二丁目 455-0874 愛知県 愛知県名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２

港土古 455-0073 愛知県 愛知県名古屋市港区川西通五丁目２６番地

辰巳町 455-0003 愛知県 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号

港築盛 455-0057 愛知県 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地

港入場 455-0803 愛知県 愛知県名古屋市港区入場２丁目２３０４

港宝神 455-0832 愛知県 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３

港本宮町 455-0064 愛知県 愛知県名古屋市港区本宮町８丁目２６番

港築地口 455-0037 愛知県 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

名古屋木場町 455-0021 愛知県 愛知県名古屋市港区木場町８番地の４７

木場 455-0021 愛知県 愛知県名古屋市港区木場町９－５２

港野跡二丁目 455-0845 愛知県 愛知県名古屋市港区野跡二丁目１９番２

港油屋町 455-0815 愛知県 愛知県名古屋市港区油屋町二丁目５９番地

高辻 466-0054 愛知県 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３

昭和塩付通一丁目 466-0022 愛知県 愛知県名古屋市昭和区塩付通１－２０－２

荒畑駅前 466-0015 愛知県 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１－１

昭和石仏町 466-0023 愛知県 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地

昭和滝川町 466-0826 愛知県 愛知県名古屋市昭和区滝川町４７番地の７５

砂原町 452-0811 愛知県 愛知県名古屋市西区砂原町４４５番

名西康生通 451-0066 愛知県 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

上名古屋四丁目 451-0025 愛知県 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

西原町 452-0848 愛知県 愛知県名古屋市西区西原町１４７－１

那古野二丁目 451-0042 愛知県 愛知県名古屋市西区那古野二丁目３番１号

星ヶ丘ターミナル 464-0026 愛知県 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地

自由ケ丘 464-0016 愛知県 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６－２４

今池南 464-0851 愛知県 愛知県名古屋市千種区今池南１６－２７

千種汁谷 464-0013 愛知県 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２

千種春岡二丁目 464-0848 愛知県 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７－１２

千種田代本通四丁目 464-0827 愛知県 愛知県名古屋市千種区田代本通四丁目１６－１

千種猫洞通 464-0032 愛知県 愛知県名古屋市千種区猫洞通一丁目１０番地１

栄長者町通 460-0008 愛知県 愛知県名古屋市中区栄二丁目３－２０

丸の内二丁目 460-0002 愛知県 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１７番２号

金山駅北 460-0022 愛知県 愛知県名古屋市中区金山一丁目１６番８号

新栄一丁目 460-0007 愛知県 愛知県名古屋市中区新栄一丁目２６番１２号

上前津 460-0011 愛知県 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

鶴舞線上前津駅 460-0011 愛知県 愛知県名古屋市中区大須四丁目１１番１５号先地下鉄鶴舞線上前津駅

名古屋大須観音 460-0011 愛知県 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

中川押元町 454-0841 愛知県 愛知県名古屋市中川区押元町一丁目２９番地４

中川玉川町 454-0058 愛知県 愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３

中川好本町 454-0825 愛知県 愛知県名古屋市中川区好本町１丁目３７番地

助光二丁目 454-0947 愛知県 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

昭和橋通二丁目 454-0852 愛知県 愛知県名古屋市中川区昭和橋通二丁目３３番地

中川松葉町 454-0818 愛知県 愛知県名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地

中川清船町 454-0832 愛知県 愛知県名古屋市中川区清船町４丁目１－１

中川西伏屋 454-0982 愛知県 愛知県名古屋市中川区西伏屋２丁目１００４

中島新町四丁目 454-0932 愛知県 愛知県名古屋市中川区中島新町四丁目２８０６番地

中川住宅西 454-0932 愛知県 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

中川中野本町 454-0047 愛知県 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１

辻畑町 454-0827 愛知県 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地

二女子 454-0036 愛知県 愛知県名古屋市中川区二女子町一丁目２番地



中川八田 454-0877 愛知県 愛知県名古屋市中川区八田町２２０６

篠原橋 454-0037 愛知県 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１

中川千音寺 454-0971 愛知県 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字仏供田２９５０番２

黄金通四丁目 453-0804 愛知県 愛知県名古屋市中村区黄金通４丁目１４番地

城西病院前 453-0851 愛知県 愛知県名古屋市中村区牛田通１丁目３２番地

則武本通 453-0017 愛知県 愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１

中村大宮町 453-0821 愛知県 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番

近鉄名古屋駅１番ホーム前 450-0002 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内

スパイラルタワーズ 450-0002 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２７－１

天白一つ山 468-0033 愛知県 愛知県名古屋市天白区一つ山３丁目１－１

名南港東通 457-0834 愛知県 愛知県名古屋市南区港東通一丁目２８番地

桜本町駅前 457-0005 愛知県 愛知県名古屋市南区桜台１丁目１－２３

三条一丁目 457-0866 愛知県 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号

名南上浜町 457-0067 愛知県 愛知県名古屋市南区上浜町２９３

ちかま通 457-0071 愛知県 愛知県名古屋市南区千竈通七丁目４番１

泉楽通 457-0852 愛知県 愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地

笠寺西門 457-0058 愛知県 愛知県名古屋市南区前浜通７丁目３４

宮崎通五丁目 457-0003 愛知県 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号

南野二丁目 457-0068 愛知県 愛知県名古屋市南区南野二丁目３３番地

南陽通六丁目 457-0856 愛知県 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９

名南白水 457-0818 愛知県 愛知県名古屋市南区白水町１２番地１

粕畠三丁目 457-0052 愛知県 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９

氷室町 457-0865 愛知県 愛知県名古屋市南区氷室町２００３番地

名東延珠町 465-0003 愛知県 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地

名東貴船二丁目 465-0058 愛知県 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番

名東極楽 465-0053 愛知県 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１

名東照が丘 465-0043 愛知県 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番

名東牧の原 465-0072 愛知県 愛知県名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番他

名東本通三丁目 465-0087 愛知県 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４

緑境松 458-0820 愛知県 愛知県名古屋市緑区境松一丁目５１０番地

緑篭山西 458-0023 愛知県 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８

緑砂田 458-0807 愛知県 愛知県名古屋市緑区砂田２丁目１１３

緑諸ノ木 458-0818 愛知県 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１

員弁町宇野 511-0206 三重県 三重県いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４

大安町門前 511-0281 三重県 三重県いなべ市大安町門前１３６２番地

伊賀ゆめが丘 518-0131 三重県 三重県伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２

伊賀佐那具 518-0001 三重県 三重県伊賀市佐那具町１５１番地１

伊賀三田 518-0022 三重県 三重県伊賀市三田４８１番地１

伊賀上野東インター 518-0823 三重県 三重県伊賀市四十九町１１２４番地の１

伊賀上野桑町 518-0842 三重県 三重県伊賀市上野桑町１９３３番地

中瀬インター 518-0809 三重県 三重県伊賀市西明寺字天王９４０番１

伊賀三軒家 518-0001 三重県 三重県伊賀市長田６０６２－１

伊勢一之木北 516-0071 三重県 三重県伊勢市一之木五丁目１４番３０号

伊勢高向 516-0805 三重県 三重県伊勢市御薗町高向５２６番地１

おばた湯田 519-0506 三重県 三重県伊勢市小俣町湯田５２番地１

伊勢小俣西 519-0506 三重県 三重県伊勢市小俣町湯田７９３番地１

伊勢上地 519-0505 三重県 三重県伊勢市小俣町本町９２０番地

おばた明野 519-0501 三重県 三重県伊勢市小俣町明野５３４番地２

伊勢小木町 516-0007 三重県 三重県伊勢市小木町７１５番地１

伊勢津村町 516-1103 三重県 三重県伊勢市津村町２０８８番地５

伊勢二見町 519-0605 三重県 三重県伊勢市二見町溝口３９６番地１

めおと岩 519-0609 三重県 三重県伊勢市二見町茶屋４９２番地２

いせ中島 516-0064 三重県 三重県伊勢市二俣一丁目２０番１７号

東員町笹尾 511-0251 三重県 三重県員弁郡東員町大字山田３０８１－１

東員町中上 511-0254 三重県 三重県員弁郡東員町大字中上５１５番地１

亀山みずきが丘 519-0181 三重県 三重県亀山市みずきが丘９－３

亀山栄町 519-0111 三重県 三重県亀山市栄町１５０６－４６

亀山野村 519-0165 三重県 三重県亀山市野村四丁目３番１３号

熊野井戸 519-4324 三重県 三重県熊野市井戸町３５８番地の２

桑名安永 511-0839 三重県 三重県桑名市大字安永１３４３－１

名四小貝須 511-0841 三重県 三重県桑名市大字小貝須１４８番地１

西汰上 511-0807 三重県 三重県桑名市大字西汰上４５０番地１

桑名増田 511-0853 三重県 三重県桑名市大字増田字馬渕５９７－７

桑名明竜町 511-0806 三重県 三重県桑名市大字東汰上１０８０番地４

桑名播磨 511-0862 三重県 三重県桑名市大字播磨２４５０

長島町松ケ島 511-1122 三重県 三重県桑名市長島町松ケ島３５３－３

菰野桜野 510-1233 三重県 三重県三重郡菰野町大字菰野字桜野２３４９番１

国一川越町 510-8123 三重県 三重県三重郡川越町大字豊田一色２６９－１

あさひ向陽台 510-8105 三重県 三重県三重郡朝日町向陽台２丁目１６番地１



朝日町おぶけ 510-8102 三重県 三重県三重郡朝日町大字小向９３９番地１

四日市上海老町 512-1201 三重県 三重県四日市市上海老町１９０１－４

大王あぜな 517-0603 三重県 三重県志摩市大王町波切４５３７番地１

松阪駅部田 515-0045 三重県 三重県松阪市駅部田町１０３１番地２

松阪本居 515-0045 三重県 三重県松阪市駅部田町字小部１３５５－４

松阪学園前 515-0043 三重県 三重県松阪市下村町８３１－５

松阪鎌田町 515-0005 三重県 三重県松阪市鎌田町字天神６８２番地１

松阪山室町 515-0052 三重県 三重県松阪市山室町２６００番地７

松阪春日町 515-0078 三重県 三重県松阪市春日町１丁目１番地

松阪インター 515-0818 三重県 三重県松阪市川井町字花田５０３－１

松阪中部台 515-0054 三重県 三重県松阪市立野町４５１番地４

明和大淀 515-0302 三重県 三重県多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１

明和町 515-0316 三重県 三重県多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番

津市大古曽 514-0113 三重県 三重県津市一身田大古曽８４５番地

津河芸町中別保 510-0305 三重県 三重県津市河芸町中別保字貝裏２４６

津市北黒田 510-0317 三重県 三重県津市河芸町北黒田１９９６番地１

津岩田町 514-0838 三重県 三重県津市岩田７６番地

津久居井戸山 514-1114 三重県 三重県津市久居井戸山町１２番地

津栗真中山 514-0103 三重県 三重県津市栗真中山町１５５－４

津城山 514-0818 三重県 三重県津市城山一丁目１６－１６

近鉄津新町駅前 514-0042 三重県 三重県津市新町１丁目１３番９号

津大門 514-0027 三重県 三重県津市大門２７番１号

大里睦合町 514-0126 三重県 三重県津市大里睦合町３１３番地１

津岩田 514-0823 三重県 三重県津市半田３４４８－１

くりはら度会 516-2103 三重県 三重県度会郡度会町棚橋７８３番地１

御浜町三軒屋 519-5203 三重県 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

尾鷲栄町 519-3618 三重県 三重県尾鷲市栄町５番９号

おわせ矢浜 519-3640 三重県 三重県尾鷲市桂ヶ丘８８番地７

尾鷲北インター 519-3658 三重県 三重県尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２

尾鷲中央町 519-3615 三重県 三重県尾鷲市中央町５９９番９４

みやま相賀 519-3406 三重県 三重県北牟婁郡紀北町相賀８３４番地１１

紀北西長島 519-3205 三重県 三重県北牟婁郡紀北町長島１７１１－１

名張桔梗が丘 518-0625 三重県 三重県名張市桔梗が丘五番町八街区７９番

鈴鹿伊船町 519-0323 三重県 三重県鈴鹿市伊船町２８３８－１７

鈴鹿稲生 510-0205 三重県 三重県鈴鹿市稲生３－１６－３３

鈴鹿おかだ 513-0027 三重県 三重県鈴鹿市岡田三丁目１５番７号

鈴鹿下箕田 513-0052 三重県 三重県鈴鹿市下箕田１－５－３

鈴鹿千代崎 510-0226 三重県 三重県鈴鹿市岸岡町３０８７番地の１

鈴鹿御薗町 510-0261 三重県 三重県鈴鹿市御薗町４４４６

鈴鹿桜島二丁目 513-0817 三重県 三重県鈴鹿市桜島町二丁目１番地１

鈴鹿三日市 513-0807 三重県 三重県鈴鹿市三日市２丁目１１番３号

鈴鹿山本町 519-0315 三重県 三重県鈴鹿市山本町１３－５

鈴鹿寺家五丁目 510-0254 三重県 三重県鈴鹿市寺家５丁目８－２２

鈴鹿寺家 510-0254 三重県 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

鈴鹿自由ヶ丘 513-1124 三重県 三重県鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号

鈴鹿秋永 510-0258 三重県 三重県鈴鹿市秋永町字蔵久７７６－３

鈴鹿ホンダ前 513-0826 三重県 三重県鈴鹿市住吉１－３４－１３

鈴鹿住吉四丁目 513-0826 三重県 三重県鈴鹿市住吉四丁目３番１２号

鈴鹿フラワーロード 519-0321 三重県 三重県鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２

近鉄鈴鹿市駅 513-0801 三重県 三重県鈴鹿市神戸１丁目１－１

鈴鹿神戸三丁目 513-0801 三重県 三重県鈴鹿市神戸３丁目－１８－１０

鈴鹿神戸七丁目 513-0801 三重県 三重県鈴鹿市神戸７－１６－２２

鈴鹿須賀三丁目 513-0034 三重県 三重県鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号

鈴鹿中江島町 510-0236 三重県 三重県鈴鹿市中江島町１４番８号

鈴鹿インター西 519-0314 三重県 三重県鈴鹿市長沢町１２６４－１２

鈴鹿サーキット前 513-0824 三重県 三重県鈴鹿市道伯町筧田２０６２番地１

鈴鹿南玉垣 513-0816 三重県 三重県鈴鹿市南玉垣町２２５８番地１

鈴鹿南玉垣町 513-0816 三重県 三重県鈴鹿市南玉垣町字北箱塚２９７５番３

鈴鹿白子町 510-0244 三重県 三重県鈴鹿市白子町８１３４番地

鈴鹿平田二丁目 513-0844 三重県 三重県鈴鹿市平田２丁目６番５号

鈴鹿北堀江町 513-0044 三重県 三重県鈴鹿市北堀江町２３５番地１

末広町 513-0851 三重県 三重県鈴鹿市末広東１－３２

鈴鹿末広南 513-0853 三重県 三重県鈴鹿市末広南三丁目６番１５号

栗東御園 520-3005 滋賀県 滋賀県栗東市御園１８１６

甲西三雲 520-3221 滋賀県 滋賀県湖南市三雲１０７２

水口牛飼 528-0045 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町牛飼２４８４番１

守山阿村町 524-0035 滋賀県 滋賀県守山市阿村町字上番田１４３番地６

大津稲津一丁目 520-2271 滋賀県 滋賀県大津市稲津一丁目５番３９号

大津月輪三丁目 520-2152 滋賀県 滋賀県大津市月輪３丁目１１番２７号



大津雄琴駅前 520-0107 滋賀県 滋賀県大津市雄琴北１丁目２番１６号

彦根西今 522-0054 滋賀県 滋賀県彦根市西今町３６８番地の１

野洲冨波 520-2353 滋賀県 滋賀県野洲市久野部８４番地１

宇治伊勢田北山 611-0043 京都府 京都府宇治市伊勢田町北山２－３

ＪＲ宇治駅南口 611-0021 京都府 京都府宇治市宇治妙楽１８２番１２トキジンビル１Ｆ

宇治東インター 611-0013 京都府 京都府宇治市菟道西隼上り１０－８

宇治木幡 611-0002 京都府 京都府宇治市木幡東中５４

六地蔵駅前 611-0001 京都府 京都府宇治市六地蔵奈良町７４番地１パデシオン六地蔵

宇治紫ケ丘 611-0041 京都府 京都府宇治市槇島町南落合１６番地の１

宇治槇島町 611-0041 京都府 京都府宇治市槇島町本屋敷７番地

宇治槇島町目川 611-0041 京都府 京都府宇治市槇島町目川２７－１

大山崎町円明寺 618-0091 京都府 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居前５番地７

京都久御山佐古 613-0031 京都府 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１

久御山もみいけ 613-0034 京都府 京都府久世郡久御山町佐山籾池３６－２

近鉄新田辺駅前 610-0361 京都府 京都府京田辺市河原　食田２－３

京田辺市役所前 610-0332 京都府 京都府京田辺市興戸北鉾立３７番地３

京田辺三山木 610-0313 京都府 京都府京田辺市三山木中央八丁目１０番地１４号

京田辺公園 610-0331 京都府 京都府京田辺市田辺平１０８－１

京北周山町 601-0251 京都府 京都府京都市右京区京北周山町泓１５番

御池山ノ内 615-0092 京都府 京都府京都市右京区山ノ内宮脇町１８－１

阪急西院駅前 615-0012 京都府 京都府京都市右京区西院高山寺町１２番３

西院南 615-0021 京都府 京都府京都市右京区西院三蔵町２０番１

西院清水町 615-0052 京都府 京都府京都市右京区西院清水町１

西京極駅前 615-0851 京都府 京都府京都市右京区西京極　西池田町９－５　西京極駅前ビル

葛野西通 615-0885 京都府 京都府京都市右京区西京極午塚町５７番

ヤスイカドノ五条 615-0807 京都府 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２

かどの七条 615-0827 京都府 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１

太秦森ケ東町 616-8102 京都府 京都府京都市右京区太秦森ケ東町２６－４

京都西七条 600-8878 京都府 京都府京都市下京区西七条　北西野町３９番１

近鉄京都駅 600-8215 京都府 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄京都駅構内

北白川 606-0096 京都府 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

山科三条通 607-8081 京都府 京都府京都市山科区竹鼻　外田町２５－３７

平安女学院前 602-8029 京都府 京都府京都市上京区室町通椹木町上る武衛陣町２３８番１

堀川今出川 602-8216 京都府 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地

堀川中立売 602-8241 京都府 京都府京都市上京区中立売堀川西入役人町２６０

下津林芝ノ宮町 615-8035 京都府 京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町２４

西京桂坂 610-1102 京都府 京都府京都市西京区御陵大枝山町４丁目３５番２

上桂山田口 615-8271 京都府 京都府京都市西京区山田弦馳町１番地１２

四条河原町 604-8025 京都府 京都府京都市中京区下大阪町３４９－６

河原町蛸薬師 604-8033 京都府 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９５

三条寺町 604-8082 京都府 京都府京都市中京区三条通麩屋町東入弁慶石町６３

烏丸押小路 604-0847 京都府 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

吉祥院嶋 601-8373 京都府 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町１６番

吉祥院東砂ノ町 601-8334 京都府 京都府京都市南区吉祥院東砂ノ町２６番２７番

河原町十条 601-8024 京都府 京都府京都市南区東九条東札辻町４番地１

京都伏見横大路 612-8245 京都府 京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後１４番地の１

伏見新堀川 612-8236 京都府 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内１４

久我石原町 612-8491 京都府 京都府京都市伏見区久我石原町２－５５

伏見桃山駅前 612-8083 京都府 京都府京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

京阪藤森駅前 612-0025 京都府 京都府京都市伏見区深草キトロ町７

京都深草フチ町 612-8438 京都府 京都府京都市伏見区深草フチ町１番

竹田久保町 612-8403 京都府 京都府京都市伏見区深草ヲカヤ町２９

師団街道深草 612-0004 京都府 京都府京都市伏見区深草相深町１９番地１３

伏見墨染 612-0081 京都府 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

深草龍大前 612-0022 京都府 京都府京都市伏見区深草綿森町３０－１

竹田駅前 612-8423 京都府 京都府京都市伏見区竹田内畑町１６０

千本赤池 612-8469 京都府 京都府京都市伏見区中島河原田町１５番地

伏見日野西風呂 601-1423 京都府 京都府京都市伏見区日野西風呂町１番６

伏見中書島 612-8219 京都府 京都府京都市伏見区表町５８９－１

伏見舞台町 612-8338 京都府 京都府京都市伏見区舞台町４９番地

伏見西丹波橋 612-8338 京都府 京都府京都市伏見区舞台町９番地

梶友西向日駅前 617-0006 京都府 京都府向日市上植野町南開２４－３０

市辺南垣内 610-0114 京都府 京都府城陽市市辺南垣内５７番地１

城陽樋尻 610-0121 京都府 京都府城陽市寺田６

城陽寺田 610-0121 京都府 京都府城陽市寺田垣内後４６－３

城陽駅南 610-0121 京都府 京都府城陽市寺田水度坂１５－３０４

城陽奈島 610-0116 京都府 京都府城陽市奈島川田１３－１

富野荘駅前 610-0117 京都府 京都府城陽市枇杷庄鹿背田６３－３

城陽枇杷庄 610-0117 京都府 京都府城陽市枇杷庄大三戸１９－１



城陽平川 610-0101 京都府 京都府城陽市平川大将軍９

精華学研都市 619-0238 京都府 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

今里彦林 617-0814 京都府 京都府長岡京市今里彦林４

園部小山西町 622-0043 京都府 京都府南丹市園部町小山西町打越２番１

南丹園部内林町 622-0012 京都府 京都府南丹市園部町内林町東畑３０－４

福知山大江町 620-0301 京都府 京都府福知山市大江町河守６３６

山城上狛 619-0204 京都府 京都府木津川市山城町上狛野日向２－２

木津川相楽 619-0222 京都府 京都府木津川市相楽神後原７番地１

木津川台駅前 619-0221 京都府 京都府木津川市吐師宮ノ前４９－６

木津梅美台 619-0215 京都府 京都府木津川市梅美台一丁目１番地３

木津駅前 619-0214 京都府 京都府木津川市木津池田２０番地８

木津大谷 619-0214 京都府 京都府木津川市木津八後３５番地１

茨木鮎川 567-0831 大阪府 大阪府茨木市鮎川５－２１－５

茨木鮎川五丁目 567-0831 大阪府 大阪府茨木市鮎川五丁目３番４２号

茨木玉櫛二丁目 567-0895 大阪府 大阪府茨木市玉櫛２丁目２９－２７

彩都西駅前 567-0086 大阪府 大阪府茨木市彩都やまぶき一丁目１番４６号

茨木警察病院前 567-0052 大阪府 大阪府茨木市室山１丁目１番２号

茨木春日三丁目 567-0031 大阪府 大阪府茨木市春日三丁目１番４１号

茨木水尾 567-0891 大阪府 大阪府茨木市水尾２－１１－５

茨木三島中学校南 567-0023 大阪府 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号

米田総持寺 567-0801 大阪府 大阪府茨木市総持寺１－１－３７

茨木大池一丁目 567-0826 大阪府 大阪府茨木市大池一丁目４番１号

茨木竹橋町 567-0815 大阪府 大阪府茨木市竹橋町１番１号

茨木中穂積 567-0034 大阪府 大阪府茨木市中穂積１丁目２－１２

茨木南春日丘 567-0046 大阪府 大阪府茨木市南春日丘１－６－３４

茨木畑田町 567-0028 大阪府 大阪府茨木市畑田町１番５７号

茨木美穂ヶ丘 567-0047 大阪府 大阪府茨木市美穂ヶ丘１９番１３号

茨木並木町 567-0892 大阪府 大阪府茨木市並木町１番１号

茨木平田台 567-0892 大阪府 大阪府茨木市並木町２２番８号

茨木別院町 567-0817 大阪府 大阪府茨木市別院町４－１

はびきの五丁目 583-0872 大阪府 大阪府羽曳野市はびきの５丁目２１番２号

羽曳野しまだ病院前 583-0883 大阪府 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１

羽曳野埴生野 583-0866 大阪府 大阪府羽曳野市埴生野１１４４－２

羽曳野白鳥 583-0856 大阪府 大阪府羽曳野市白鳥２丁目５番１号

羽曳野野々上 583-0871 大阪府 大阪府羽曳野市野々上４丁目５－４

河内長野錦町 586-0031 大阪府 大阪府河内長野市錦町２１－１０

河内長野向野 586-0013 大阪府 大阪府河内長野市向野町７５１番地

河内長野市町 586-0002 大阪府 大阪府河内長野市市町１１３６－１

河内長野松ヶ丘 586-0007 大阪府 大阪府河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１

千代田駅前 586-0018 大阪府 大阪府河内長野市千代田南町１－６

河内長野南貴望ヶ丘 586-0092 大阪府 大阪府河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６

小浦貝塚加神 597-0071 大阪府 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号

貝塚福田 597-0023 大阪府 大阪府貝塚市福田９３番

岸和田岡山町 596-0814 大阪府 大阪府岸和田市岡山町１０１番地

岸和田下池田 596-0811 大阪府 大阪府岸和田市下池田町１丁目３番１２号

ゆめみヶ丘岸和田 596-0817 大阪府 大阪府岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号

岸和田荒木町二丁目 596-0004 大阪府 大阪府岸和田市荒木町２丁目６－１

岸和田三田町 596-0808 大阪府 大阪府岸和田市三田町６３６番地

岸和田上町 596-0077 大阪府 大阪府岸和田市上町９－１１

岸和田中井町東 596-0003 大阪府 大阪府岸和田市中井町１丁目２２番７号

岸和田土生東 596-0825 大阪府 大阪府岸和田市土生町１３丁目１番５１号

岸和田藤井 596-0046 大阪府 大阪府岸和田市藤井町１丁目７番２２号

岸和田南町 596-0067 大阪府 大阪府岸和田市南町１８－１６

小浦岸和田北インター 596-0011 大阪府 大阪府岸和田市木材町９－１１

岸和田流木東 596-0835 大阪府 大阪府岸和田市流木町３２５番地１

交野星田 576-0016 大阪府 大阪府交野市星田６丁目１－３０

羽衣駅西 592-0002 大阪府 大阪府高石市羽衣１丁目１４番１０号

高石加茂三丁目 592-0011 大阪府 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号

富木駅前 592-0013 大阪府 大阪府高石市取石二丁目２番１号

葛の葉町北 592-0012 大阪府 大阪府高石市西取石７丁目１４－２７

羽衣駅東 592-0003 大阪府 大阪府高石市東羽衣３丁目１－１

高槻浦堂 569-1027 大阪府 大阪府高槻市浦堂２－１２

高槻宮田町二丁目 569-1142 大阪府 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号

高槻芝生住宅前 569-0823 大阪府 大阪府高槻市芝生町３丁目２２番１１号

真上二丁目 569-1121 大阪府 大阪府高槻市真上町２－１２－３６

高槻須賀町 569-0022 大阪府 大阪府高槻市須賀町４８番３号

高槻川西町一丁目 569-1133 大阪府 大阪府高槻市川西町１丁目２２－２７

高槻大塚町三丁目 569-0034 大阪府 大阪府高槻市大塚町３－２３－７

高槻塚原一丁目 569-1046 大阪府 大阪府高槻市塚原１丁目２番１９号



高槻土橋町 569-0057 大阪府 大阪府高槻市土橋町３番１３号

堺一条通 590-0048 大阪府 大阪府堺市堺区一条通５－２６

堺駅南口 590-0971 大阪府 大阪府堺市堺区栄橋町一丁目８－３

堺榎元町 590-0027 大阪府 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

堺市之町東 590-0952 大阪府 大阪府堺市堺区市之町東六丁１番２１号

堺七道東町 590-0913 大阪府 大阪府堺市堺区七道東町１９２－２

南海堺駅前 590-0985 大阪府 大阪府堺市堺区戎島町二丁７０番１

堺出島海岸通 590-0833 大阪府 大阪府堺市堺区出島海岸通１丁１２番１３号

南海湊駅前 590-0834 大阪府 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号

京屋西湊 590-0835 大阪府 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１

堺中之町東 590-0956 大阪府 大阪府堺市堺区中之町東１丁１番２１号

堺緑ケ丘中町 590-0805 大阪府 大阪府堺市堺区緑ケ丘中町１－１－２９

堺緑町 590-0907 大阪府 大阪府堺市堺区緑町１－１－１

堺市立総合医療センター 593-8304 大阪府 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号

堺草部 593-8312 大阪府 大阪府堺市西区草部２５７－１

堺浜寺船尾町 592-8342 大阪府 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地

堺鳳西町 593-8326 大阪府 大阪府堺市西区鳳西町１丁６８－１４

堺鳳西町二丁 593-8326 大阪府 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３

泉北深井駅前 599-8236 大阪府 大阪府堺市中区深井沢町３２８３番地　

堺深井畑山町 599-8248 大阪府 大阪府堺市中区深井畑山町２４７－１

泉北田園大橋 599-8253 大阪府 大阪府堺市中区深阪１５２７－１

堺大野芝町 599-8233 大阪府 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１

京屋東山 599-8247 大阪府 大阪府堺市中区東山５６５－１

堺堀上町 599-8262 大阪府 大阪府堺市中区八田北町４８１－１

堺平井 599-8251 大阪府 大阪府堺市中区平井１３７－１

堺西野 599-8125 大阪府 大阪府堺市東区西野４７９番１

堺八下町 599-8101 大阪府 大阪府堺市東区八下町二丁３２番２

堺菩提町 599-8103 大阪府 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４

堺岩室 590-0112 大阪府 大阪府堺市南区岩室９６－１

栂美木多駅前 590-0132 大阪府 大阪府堺市南区原山台２丁１－２

泉北敷物団地 590-0132 大阪府 大阪府堺市南区原山台５－９－１

泉北晴美台二丁 590-0113 大阪府 大阪府堺市南区晴美台２丁２番１８

泉北晴美台三丁 590-0113 大阪府 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３

堺泉北竹城台 590-0105 大阪府 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

泉ヶ丘駅前 590-0115 大阪府 大阪府堺市南区茶山台１－２－３

堺美原黒山 587-0002 大阪府 大阪府堺市美原区黒山６９番地１

美原今井 587-0061 大阪府 大阪府堺市美原区今井７７番１

堺美原小寺 587-0065 大阪府 大阪府堺市美原区小寺７２７－６、７２７－３

堺美原小平尾 587-0021 大阪府 大阪府堺市美原区小平尾７２５番地５

美原小平尾 587-0021 大阪府 大阪府堺市美原区小平尾７８２－４

美原大饗 587-0063 大阪府 大阪府堺市美原区大饗１６４－１

堺金岡 591-8022 大阪府 大阪府堺市北区金岡町２２６７番地１

堺金岡町 591-8022 大阪府 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１

堺常磐町 591-8001 大阪府 大阪府堺市北区常磐町１丁１５番１号

堺大泉緑地 591-8021 大阪府 大阪府堺市北区新金岡町５丁６番１１６号

京屋長曽根 591-8025 大阪府 大阪府堺市北区長曽根町３００１－３

堺東浅香山 591-8008 大阪府 大阪府堺市北区東浅香山町２丁３４８－１

堺南花田 591-8011 大阪府 大阪府堺市北区南花田町３０

堺南花田町東 591-8011 大阪府 大阪府堺市北区南花田町３８番地

堺百舌鳥梅町三丁 591-8032 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁５４－６

ＪＲ堺市駅前 591-8043 大阪府 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６

島本江川 618-0013 大阪府 大阪府三島郡島本町江川１－２－１５

島本高浜二丁目 618-0012 大阪府 大阪府三島郡島本町高浜２－２６－２０

忍ヶ丘駅前 575-0002 大阪府 大阪府四條畷市岡山３－１－５

四條畷雁屋西町 575-0045 大阪府 大阪府四條畷市雁屋西町４－６

大日東 570-0015 大阪府 大阪府守口市梶町１－１９－１

守口金田町一丁目 570-0011 大阪府 大阪府守口市金田町１丁目３－１２

守口金田町二丁目 570-0011 大阪府 大阪府守口市金田町２丁目１－２２

守口佐太中町二丁目 570-0002 大阪府 大阪府守口市佐太中町２－２－２９

佐太中町七丁目 570-0002 大阪府 大阪府守口市佐太中町七丁目２０－１０

守口西郷通 570-0034 大阪府 大阪府守口市西郷通２－８－１６

守口南寺方東通 570-0043 大阪府 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号

一津屋三丁目 580-0003 大阪府 大阪府松原市一津屋３丁目６番１７号

近鉄河内松原駅 580-0016 大阪府 大阪府松原市上田３丁目５－１

松原丹南四丁目 580-0013 大阪府 大阪府松原市丹南４－１７６－１

近鉄河内天美駅前 580-0033 大阪府 大阪府松原市天美　南３丁目１５－４５

松原天美我堂 580-0026 大阪府 大阪府松原市天美我堂２丁目４６３番地１

寝屋川大利町 572-0048 大阪府 大阪府寝屋川市大利町２１番１０号

岸部中 564-0002 大阪府 大阪府吹田市岸部中１－１３－１１



吹田五月が丘北 565-0834 大阪府 大阪府吹田市五月が丘北２２－１４

吹田江坂五丁目 564-0063 大阪府 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号

吹田山田南 565-0823 大阪府 大阪府吹田市山田南３０－４

吹田千里丘北 565-0815 大阪府 大阪府吹田市千里丘北１－１６

吹田千里山高塚 565-0848 大阪府 大阪府吹田市千里山高塚９－２

万博記念公園 565-0826 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園１－２０

吹田長野西 565-0817 大阪府 大阪府吹田市長野西１１－８

グローバルビレッジ津雲台 565-0862 大阪府 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

吹田豊津町 564-0051 大阪府 大阪府吹田市豊津町５３－１

摂津学園町 566-0033 大阪府 大阪府摂津市学園町１丁目７番５５号

摂津庄屋 566-0012 大阪府 大阪府摂津市庄屋２丁目２番３９号

摂津正雀三丁目 566-0023 大阪府 大阪府摂津市正雀三丁目１１番７号

ＪＲ千里丘駅西口 566-0001 大阪府 大阪府摂津市千里丘１丁目４番１１号

千里丘北口 566-0011 大阪府 大阪府摂津市千里丘東１－１１－１３

摂津鳥飼上四丁目 566-0062 大阪府 大阪府摂津市鳥飼上４丁目７－４１

摂津鳥飼中一丁目 566-0064 大阪府 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３６番２０号

摂津鶴野 566-0035 大阪府 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号

摂津東別府三丁目 566-0042 大阪府 大阪府摂津市東別府三丁目８番１１号

摂津別府 566-0046 大阪府 大阪府摂津市別府３丁目１９－３

泉佐野日根野 598-0021 大阪府 大阪府泉佐野市日根野２１２１－１

泉大津宮町 595-0013 大阪府 大阪府泉大津市宮町１－７

泉大津穴田 595-0032 大阪府 大阪府泉大津市穴田７３－５

泉大津寿町 595-0014 大阪府 大阪府泉大津市寿町４－３６

泉大津北助松 595-0071 大阪府 大阪府泉大津市助松町１丁目２番１９号

泉大津虫取町 595-0037 大阪府 大阪府泉大津市虫取町１丁目４－３３

泉大津板原 595-0033 大阪府 大阪府泉大津市板原町４丁目１１番１号

泉大津尾井千原 595-0003 大阪府 大阪府泉大津市尾井千原町１２４番地の４

泉大津北豊中町 595-0012 大阪府 大阪府泉大津市北豊中町１－６－３４

熊取五門 590-0415 大阪府 大阪府泉南郡熊取町五門西１丁目１－１４

熊取大久保中 590-0403 大阪府 大阪府泉南郡熊取町大久保中１丁目５番１７号

泉南砂川 590-0504 大阪府 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１

小浦忠岡南 595-0813 大阪府 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０

狭山市役所前 589-0005 大阪府 大阪府大阪狭山市狭山１丁目８９６－１

狭山今熊 589-0021 大阪府 大阪府大阪狭山市今熊１－５９－１

大阪狭山東野中 589-0002 大阪府 大阪府大阪狭山市東野中４丁目６５６－１

東くみの木一丁目 589-0012 大阪府 大阪府大阪狭山市東茱萸木一丁目５１５－１

大阪狭山半田 589-0011 大阪府 大阪府大阪狭山市半田３丁目１６１５

近鉄阿部野橋駅西改札内 545-0052 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

近鉄阿部野橋駅地下中改札内 545-0052 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

アベノセンタービル 545-0052 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２階

阿倍野筋二丁目 545-0052 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９　ＡＩＴビル

あべのＨｏｏｐ 545-0052 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０

阪南町五丁目 545-0021 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

関目高殿駅西 535-0031 大阪府 大阪府大阪市旭区高殿４－２１－２０

新森七丁目 535-0022 大阪府 大阪府大阪市旭区新森７丁目５－３５

スバル京阪千林 535-0021 大阪府 大阪府大阪市旭区清水１－１８－１８

大宮五丁目 535-0002 大阪府 大阪府大阪市旭区大宮５丁目３－１９

中宮 535-0003 大阪府 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９

大阪工大前 535-0003 大阪府 大阪府大阪市旭区中宮５丁目４－３４

天保山マーケットプレース 552-0022 大阪府 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１－１０

港晴四丁目 552-0023 大阪府 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３

千鳥橋駅前 554-0014 大阪府 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目５番６号

西九条駅北 554-0012 大阪府 大阪府大阪市此花区西九条３－１５－１１

伝法二丁目 554-0002 大阪府 大阪府大阪市此花区伝法２－５－１５

伝法六丁目 554-0002 大阪府 大阪府大阪市此花区伝法６丁目５－８

島屋一丁目 554-0024 大阪府 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１－１９

此花島屋 554-0024 大阪府 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

島屋三丁目 554-0024 大阪府 大阪府大阪市此花区島屋３－５－２１

住吉苅田五丁目 558-0011 大阪府 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１３－７　西武マンション

住吉苅田二丁目 558-0011 大阪府 大阪府大阪市住吉区苅田二丁目５番２号

長居西 558-0002 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居西１－８－１４

長居西二丁目 558-0002 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

長居東三丁目 558-0004 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居東３－４－１１

長居駅西 558-0004 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目９－１４

南住吉 558-0041 大阪府 大阪府大阪市住吉区南住吉２－１－１

南加賀屋二丁目 559-0015 大阪府 大阪府大阪市住之江区南加賀屋２丁目８番１２号

浜口西一丁目 559-0006 大阪府 大阪府大阪市住之江区浜口西１－１３－１０

北加賀屋 559-0011 大阪府 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８

関目三丁目 536-0008 大阪府 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９



今福東一丁目 536-0002 大阪府 大阪府大阪市城東区今福東１－５－３８

鴫野橋 536-0014 大阪府 大阪府大阪市城東区鴫野西１丁目９－３０

諏訪一丁目 536-0021 大阪府 大阪府大阪市城東区諏訪１－１－１１

深江橋駅東 536-0021 大阪府 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

東中浜六丁目 536-0023 大阪府 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

小浦桃谷駅東 544-0033 大阪府 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目２－３

鶴橋一丁目 544-0031 大阪府 大阪府大阪市生野区鶴橋一丁目７－２７

九条みなと通 550-0027 大阪府 大阪府大阪市西区九条１丁目１－１　Ｋ’ｓコート

江戸堀一丁目 550-0002 大阪府 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０－２　肥後橋ニッタイビル

江戸堀三丁目 550-0002 大阪府 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目１－３５

新町二丁目 550-0013 大阪府 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８

四ツ橋北 550-0013 大阪府 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ

南堀江四丁目 550-0015 大阪府 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号

北堀江一丁目 550-0014 大阪府 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２３－１４

本田みなと通 550-0022 大阪府 大阪府大阪市西区本田１－１０－１７

阿波座駅前 550-0012 大阪府 大阪府大阪市西区立売堀５丁目１番１１号

花園町 557-0032 大阪府 大阪府大阪市西成区旭１－５－１

新今宮駅前 557-0016 大阪府 大阪府大阪市西成区花園北１－１－８

岸里東二丁目 557-0042 大阪府 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前 557-0001 大阪府 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

西成松 557-0034 大阪府 大阪府大阪市西成区松３－１－１

天下茶屋一丁目 557-0014 大阪府 大阪府大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１

南開 557-0023 大阪府 大阪府大阪市西成区南開１－１－１１

西淀川佃三丁目 555-0001 大阪府 大阪府大阪市西淀川区佃３丁目１９－３０

稲穂姫島通 555-0033 大阪府 大阪府大阪市西淀川区姫島３丁目１３－４７

姫里一丁目 555-0025 大阪府 大阪府大阪市西淀川区姫里１－１７－１６

西淀川野里 555-0024 大阪府 大阪府大阪市西淀川区野里２－３－９

瓦屋町二丁目 542-0066 大阪府 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－１６－２

上町一丁目 540-0005 大阪府 大阪府大阪市中央区上町１－４－２

大阪ビジネスパーク 540-0001 大阪府 大阪府大阪市中央区城見２丁目

アメ村西心斎橋 542-0086 大阪府 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１７－３

谷町七丁目 542-0012 大阪府 大阪府大阪市中央区谷町７－３

長堀橋駅南 542-0082 大阪府 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－２２

島之内二丁目 542-0082 大阪府 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９

南船場 542-0081 大阪府 大阪府大阪市中央区南船場３丁目６－２２

近鉄難波駅東改札外 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波４－１－１７

近鉄難波駅東改札内 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

近鉄難波駅西改札外 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

ナンバプラザホテル 542-0075 大阪府 大阪府大阪市中央区難波千日前１－２０

博労町三丁目 541-0059 大阪府 大阪府大阪市中央区博労町３－３－１

上本町六丁目 543-0001 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３

近鉄上本町駅地上８番ホーム前 543-0001 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄上本町駅地下中央改札内 543-0001 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

近鉄大阪上本町駅 543-0001 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

天王寺生玉町 543-0071 大阪府 大阪府大阪市天王寺区生玉町３番５号

天王寺公園エントランス 543-0063 大阪府 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町５－５５

天王寺駅北口 543-0055 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口 543-0055 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

高倉町二丁目 534-0011 大阪府 大阪府大阪市都島区高倉町２－５－１

都島善源寺町 534-0015 大阪府 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目２　セントプレイス大阪

善源寺町二丁目 534-0015 大阪府 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号

都島北通一丁目 534-0014 大阪府 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１３－３２

毛馬町一丁目 534-0001 大阪府 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目１１－１５

近鉄針中野駅 546-0043 大阪府 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８

桑津五丁目 546-0041 大阪府 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

桑津一丁目 546-0041 大阪府 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

駒川中野東 546-0042 大阪府 大阪府大阪市東住吉区西今川４丁目１０－５

東成しんみちロード 537-0012 大阪府 大阪府大阪市東成区大今里３丁目５番８号

東今里一丁目 537-0011 大阪府 大阪府大阪市東成区東今里１－５－２５

菅原二丁目 533-0022 大阪府 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３

阪急淡路駅前 533-0023 大阪府 大阪府大阪市東淀川区東淡路四丁目３３－６

スバルＪＲ新大阪駅前 533-0033 大阪府 大阪府大阪市東淀川区東中島１－２０－１４

新大阪駅東口 533-0033 大阪府 大阪府大阪市東淀川区東中島１－２１－１８

ＪＣＨＯ大阪病院 553-0003 大阪府 大阪府大阪市福島区福島４－２－７８

福島駅前 553-0003 大阪府 大阪府大阪市福島区福島７－１１－５１

加美正覚寺 547-0006 大阪府 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７

加美北三丁目 547-0001 大阪府 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３

平野区役所東 547-0034 大阪府 大阪府大阪市平野区背戸口５丁目６－２９　小谷ビル１階

天満駅前 530-0024 大阪府 大阪府大阪市北区山崎町１－１



芝田二丁目 530-0012 大阪府 大阪府大阪市北区芝田２丁目７－１８　オーエックス梅田ビル

中崎南 530-0026 大阪府 大阪府大阪市北区神山町９－２４

ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ 530-0011 大阪府 大阪府大阪市北区大深町１－１

Ｋ２梅田茶屋町 530-0013 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町６－２３

中之島五丁目 530-0005 大阪府 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－９２　ルイシャトレ中之島

東天満一丁目 530-0044 大阪府 大阪府大阪市北区東天満１丁目７－１７　東天満ビル

大阪駅前第四ビル 530-0001 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号

コクミンドラッグ大阪第１ビル 530-0001 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１丁目３－１大阪駅前第一ビルＢ２Ｆ

ディアモールマーケットＳＴ 530-0001 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街３号　Ｇ３０５

豊崎三丁目 531-0072 大阪府 大阪府大阪市北区豊崎３－１７－２３

天六北 531-0074 大阪府 大阪府大阪市北区本庄東１－８－１７

神崎川駅西 532-0032 大阪府 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２

新高一丁目 532-0033 大阪府 大阪府大阪市淀川区新高１－８－４０

北野高校前 532-0025 大阪府 大阪府大阪市淀川区新北野１－１４－１１

塚本二丁目 532-0026 大阪府 大阪府大阪市淀川区塚本２－２３－５

恵美須西二丁目 556-0003 大阪府 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－８－２４

元町二丁目 556-0016 大阪府 大阪府大阪市浪速区元町２－１－３

浪速元町三丁目 556-0016 大阪府 大阪府大阪市浪速区元町３丁目１０番２３号

小浦桜川一丁目 556-0022 大阪府 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目４番３

日本橋四丁目 556-0005 大阪府 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８

四条畷駅前 574-0001 大阪府 大阪府大東市学園町３番４号

大東三住町 574-0027 大阪府 大阪府大東市三住町９番１９

大東寺川 574-0014 大阪府 大阪府大東市寺川４－１－９

大東諸福 574-0044 大阪府 大阪府大東市諸福３丁目１番１５号

大東新町 574-0037 大阪府 大阪府大東市新町２－１

大東赤井 574-0046 大阪府 大阪府大東市赤井１丁目３－２２

池田豊島南 563-0035 大阪府 大阪府池田市豊島南２丁目９－１２

東大阪旭町 579-8048 大阪府 大阪府東大阪市旭町２２－１７

東大阪横小路 579-8063 大阪府 大阪府東大阪市横小路町５丁目６番３４号

東大阪加納 578-0901 大阪府 大阪府東大阪市加納６丁目６番８号

薬ヒグチ岩田南 578-0941 大阪府 大阪府東大阪市岩田町３丁目１０－１５

近鉄若江岩田駅 578-0941 大阪府 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５

近鉄河内花園駅 578-0924 大阪府 大阪府東大阪市吉田１丁目１３番１２号

京屋玉串元町 578-0933 大阪府 大阪府東大阪市玉串元町１丁目１番３０号

東大阪近江堂 577-0817 大阪府 大阪府東大阪市近江堂３丁目１２－６

荒本北 577-0011 大阪府 大阪府東大阪市荒本北２－６－１６

高井田元町 577-0054 大阪府 大阪府東大阪市高井田元町１丁目１８－１５

東大阪今米一丁目 578-0903 大阪府 大阪府東大阪市今米一丁目１６番１５号

東大阪若江南町 578-0943 大阪府 大阪府東大阪市若江南町１丁目１－４８

近鉄河内小阪駅南口 577-0802 大阪府 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１

近鉄新石切駅改札外 579-8013 大阪府 大阪府東大阪市西石切町３丁目３　新石切駅

東大阪西堤学園町 577-0044 大阪府 大阪府東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号

川田一丁目 578-0905 大阪府 大阪府東大阪市川田１丁目１番１４号

東大阪川俣 577-0063 大阪府 大阪府東大阪市川俣１丁目１５－４２

京屋池島町 579-8064 大阪府 大阪府東大阪市池島町３－２－４０

近鉄布施駅２階北改札外 577-0056 大阪府 大阪府東大阪市長堂１－１－１８

近鉄布施駅３階大阪線ホーム 577-0056 大阪府 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８

近鉄布施駅４階奈良線ホーム 577-0056 大阪府 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８

東大阪南荘町 579-8024 大阪府 大阪府東大阪市南荘町３－２０

東大阪箱殿町 579-8038 大阪府 大阪府東大阪市箱殿町１－７

東大阪六万寺町 579-8061 大阪府 大阪府東大阪市六万寺町二丁目４番２号

藤井寺小山四丁目 583-0033 大阪府 大阪府藤井寺市小山４丁目１－１

河南一須賀 585-0002 大阪府 大阪府南河内郡河南町大字一須賀１１４－１

河南白木 585-0014 大阪府 大阪府南河内郡河南町白木８４２－１

柏原本郷三丁目 582-0001 大阪府 大阪府柏原市本郷３丁目７番５１号

八尾旭ヶ丘 581-0833 大阪府 大阪府八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地

八尾恩智北町 581-0882 大阪府 大阪府八尾市恩智北町一丁目５２番

八尾光町 581-0803 大阪府 大阪府八尾市光町１丁目５８番地

八尾桜ヶ丘一丁目 581-0869 大阪府 大阪府八尾市桜ヶ丘１丁目６０２番

八尾山城町 581-0801 大阪府 大阪府八尾市山城町二丁目３番２１号

曙川東一丁目 581-0020 大阪府 大阪府八尾市曙川東一丁目５７

八尾小畑町 581-0835 大阪府 大阪府八尾市小畑町四丁目１０６番地１

八尾上之島町北 581-0845 大阪府 大阪府八尾市上之島町北４丁目２１番１

八尾太田新町 581-0039 大阪府 大阪府八尾市太田新町１－３４３

八尾水越 581-0854 大阪府 大阪府八尾市大竹一丁目１３６番

東太子一丁目 581-0062 大阪府 大阪府八尾市東太子１－３－５

南太子二丁目 581-0056 大阪府 大阪府八尾市南太子堂２丁目３番１号

八尾南本町 581-0081 大阪府 大阪府八尾市南本町７－４－５

八尾木北二丁目 581-0016 大阪府 大阪府八尾市八尾木北二丁目１６６番２



八尾木北六丁目 581-0016 大阪府 大阪府八尾市八尾木北六丁目１６５番地

八尾北本町 581-0802 大阪府 大阪府八尾市北本町２－９－１１

近鉄八尾駅中央改札外 581-0802 大阪府 大阪府八尾市北本町２丁目１５３－２

近鉄八尾駅前 581-0802 大阪府 大阪府八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号

富田林若松町 584-0024 大阪府 大阪府富田林市若松町１－１１－１３

富田林中野町一丁目 584-0021 大阪府 大阪府富田林市中野町１丁目２０６－７

富田林中野町 584-0021 大阪府 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７－１

豊中駅西口 560-0026 大阪府 大阪府豊中市玉井町１－１０－４

豊中若竹町 561-0811 大阪府 大阪府豊中市若竹町２－１８－１６

豊中東泉丘 561-0861 大阪府 大阪府豊中市東泉丘１丁目７番地１号

枚方公園駅前 573-0058 大阪府 大阪府枚方市伊加賀東町２－３７

枚方宮之阪駅前 573-0022 大阪府 大阪府枚方市宮之阪１丁目９番４０号

ナラ本高田 573-0073 大阪府 大阪府枚方市高田２－２５－１８

枚方御殿山駅前 573-1178 大阪府 大阪府枚方市渚西一丁目４０番１８号

枚方招提南町 573-1155 大阪府 大阪府枚方市招提南町２丁目１９

枚方招提北町 573-1138 大阪府 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１

トヨタくずは牧野 573-1127 大阪府 大阪府枚方市上島町８－１６

枚方御殿山 573-1175 大阪府 大阪府枚方市上野１丁目１番２号

枚方星丘 573-0013 大阪府 大阪府枚方市星丘４丁目１７－１５

枚方西禁野 573-1192 大阪府 大阪府枚方市西禁野一丁目２－１

枚方大峰元町 573-0146 大阪府 大阪府枚方市大峰元町１丁目３４－２０

枚方長尾家具町 573-0102 大阪府 大阪府枚方市長尾家具町３丁目９番地の５

枚方津田北町 573-0121 大阪府 大阪府枚方市津田北町２丁目３３－２６

枚方東香里 573-0075 大阪府 大阪府枚方市東香里２丁目２９－７

枚方藤阪元町 573-0157 大阪府 大阪府枚方市藤阪元町１丁目１番１６号

枚方牧野本町 573-1144 大阪府 大阪府枚方市牧野本町１丁目２２番１６号

箕面粟生外院一丁目 562-0025 大阪府 大阪府箕面市粟生外院１丁目１５－４

門真大橋 571-0035 大阪府 大阪府門真市桑才町１８－２４

門真元町 571-0057 大阪府 大阪府門真市元町１－６

門真五月田町 571-0027 大阪府 大阪府門真市五月田町２７番３号

四宮小学校前 571-0017 大阪府 大阪府門真市四宮３－１０－２０

門真舟田町 571-0021 大阪府 大阪府門真市舟田町２７－２０

門真新橋 571-0048 大阪府 大阪府門真市新橋町５－５

門真北島 571-0025 大阪府 大阪府門真市大字北島６８３－１

門真大池町 571-0076 大阪府 大阪府門真市大池町２－３４

門真島頭 571-0016 大阪府 大阪府門真市島頭３－８－３

和泉王子町一丁目 594-0004 大阪府 大阪府和泉市王子町一丁目２－２４

和泉光明台 594-1112 大阪府 大阪府和泉市三林町８１９－６

和泉唐国 594-1151 大阪府 大阪府和泉市唐国町二丁目１３番２号

和泉伯太町 594-0023 大阪府 大阪府和泉市伯太町４３０－１

和泉府中町一丁目 594-0071 大阪府 大阪府和泉市府中町１丁目９－５

ＪＲ伊丹駅前通 664-0846 兵庫県 兵庫県伊丹市伊丹１－８－２１

伊丹稲野 664-0861 兵庫県 兵庫県伊丹市稲野町８丁目４０－１

伊丹荒牧四丁目 664-0001 兵庫県 兵庫県伊丹市荒牧四丁目２番１０号

伊丹鴻池 664-0006 兵庫県 兵庫県伊丹市鴻池３丁目５番２２号

伊丹鴻池四丁目 664-0006 兵庫県 兵庫県伊丹市鴻池４丁目２番２０号

伊丹警察前 664-0881 兵庫県 兵庫県伊丹市昆陽１丁目５０－１

伊丹昆陽 664-0888 兵庫県 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目１番３７号

伊丹森本 664-0842 兵庫県 兵庫県伊丹市森本四丁目６４番

伊丹瑞原 664-0005 兵庫県 兵庫県伊丹市瑞原３丁目５７番

阪急伊丹駅前 664-0851 兵庫県 兵庫県伊丹市中央１－５－２１

伊丹中野西 664-0023 兵庫県 兵庫県伊丹市中野西４丁目５７番地

伊丹中野東 664-0022 兵庫県 兵庫県伊丹市中野東一丁目３８１

伊丹堀池 664-0871 兵庫県 兵庫県伊丹市堀池３丁目９番３２号

伊丹緑ヶ丘 664-0012 兵庫県 兵庫県伊丹市緑ケ丘六丁目６６番１

野口町坂元 675-0018 兵庫県 兵庫県加古川市野口町坂元１０１７番

加西繁昌 675-2101 兵庫県 兵庫県加西市繁昌町３６６

加東社 673-1431 兵庫県 兵庫県加東市社１５０４番地１

加東天神 673-1311 兵庫県 兵庫県加東市天神１７８－１０

加東木梨 673-1461 兵庫県 兵庫県加東市木梨１４９番地１

八景 669-1525 兵庫県 兵庫県三田市対中町２５－２０

三田南が丘 669-1535 兵庫県 兵庫県三田市南が丘１丁目４０－１０

三田フラワータウン 669-1546 兵庫県 兵庫県三田市弥生が丘１丁目２－４

吉川町大沢 673-1115 兵庫県 兵庫県三木市吉川町大沢３５１番１

洲本海岸通 656-0026 兵庫県 兵庫県洲本市栄町一丁目１番２２号

サントピアマリーナ 656-0023 兵庫県 兵庫県洲本市小路谷１２８１番地１

洲本バイパス 656-0055 兵庫県 兵庫県洲本市大野１８６５番地

小野高田 675-1369 兵庫県 兵庫県小野市高田町１７５７－１

小野黒川 675-1371 兵庫県 兵庫県小野市黒川町１３７４－１



Ｕライン名谷駅売 654-0154 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区中落合２丁目

北落合二丁目 654-0151 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区北落合２丁目１１番１号

舞子駅前 655-0047 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区東舞子９－９－１０１

有瀬 651-2113 兵庫県 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２

西神南 651-2242 兵庫県 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目１－１西神南センタービル１Ｆ

押部谷木幡 651-2221 兵庫県 兵庫県神戸市西区押部谷町木幡字下松原２２５番地

高津橋 651-2122 兵庫県 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１１６－１

白水 651-2129 兵庫県 兵庫県神戸市西区白水２－１１－８

Ｕライン西神中央駅売 651-2273 兵庫県 兵庫県神戸市西区糀台５丁目

みなと元町駅前 650-0022 兵庫県 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目１－１

吾妻通 651-0076 兵庫県 兵庫県神戸市中央区吾妻通２丁目２－２

神戸ポートピアホテル 650-0046 兵庫県 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目１０番地１

三宮センイ街 650-0012 兵庫県 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

高速長田駅前 653-0004 兵庫県 兵庫県神戸市長田区四番町８丁目３　長田セントラルビル１階

新長田駅北 653-0841 兵庫県 兵庫県神戸市長田区松野通一丁目５番１４号

長田神社前 653-0812 兵庫県 兵庫県神戸市長田区長田町２丁目１番２８号

ＪＲ鷹取駅前 653-0055 兵庫県 兵庫県神戸市長田区浪松町２丁目１－１２

東灘本庄町 658-0012 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区本庄町１－３－１２

六甲道駅前 657-0027 兵庫県 兵庫県神戸市灘区永手町４丁目１番１号プリコ六甲道東館

阪神岩屋駅前 657-0845 兵庫県 兵庫県神戸市灘区岩屋中町５丁目２－２４

ＪＲ灘駅前 657-0846 兵庫県 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４丁目３番１９号

兵庫羽坂通 652-0805 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通四丁目１番１号

兵庫駅前 652-0897 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－１

下沢通 652-0047 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目２番１３号

柳筋北 652-0033 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通二丁目８番１２号

鈴蘭台東口 651-1101 兵庫県 兵庫県神戸市北区山田町小部字広刈１２番２

神戸南五葉 651-1132 兵庫県 兵庫県神戸市北区南五葉２丁目１番１号

西鈴蘭台 651-1131 兵庫県 兵庫県神戸市北区北五葉１丁目１３

五社 651-1312 兵庫県 兵庫県神戸市北区有野町有野４９５番地の６

五社インター 651-1312 兵庫県 兵庫県神戸市北区有野町有野五社７５１－１

福崎南インター 679-2203 兵庫県 兵庫県神崎郡福崎町南田原２１８４番１

西宮名塩 669-1141 兵庫県 兵庫県西宮市塩瀬町名塩６０８

西宮久保町 662-0927 兵庫県 兵庫県西宮市久保町７－２１

西宮宮西 662-0976 兵庫県 兵庫県西宮市宮西町９番１４号

甲子園口三丁目 663-8113 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園口３丁目１６－７

甲子園口 663-8112 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園口北町１９番１号

甲風園一丁目 662-0832 兵庫県 兵庫県西宮市甲風園１丁目５－７

甲陽園駅前 662-0017 兵庫県 兵庫県西宮市甲陽園西山町１－６４エクセル錦

西宮今津港町 663-8226 兵庫県 兵庫県西宮市今津港町３番２７号

西宮山口町名来 651-1411 兵庫県 兵庫県西宮市山口町名来二丁目１９番３２号

西宮獅子ヶ口 662-0026 兵庫県 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１番３９号

西宮上ヶ原 662-0895 兵庫県 兵庫県西宮市上ケ原五番町２番３８号

西宮瓦木 663-8114 兵庫県 兵庫県西宮市上甲子園３－５－３０

西宮上大市 663-8003 兵庫県 兵庫県西宮市上大市１丁目５番１７号

ＪＲ西宮駅北口 662-0844 兵庫県 兵庫県西宮市西福町６－１

西宮段上町北 663-8006 兵庫県 兵庫県西宮市段上町五丁目２番４８号

ＪＲ西宮駅南 662-0911 兵庫県 兵庫県西宮市池田町９－７

西宮津門大箇町 663-8243 兵庫県 兵庫県西宮市津門大箇町１０番１０号

今津駅前 663-8232 兵庫県 兵庫県西宮市津門宝津町１１－９

西宮東町北 662-0922 兵庫県 兵庫県西宮市東町１丁目４－３

福田東鳴尾町一丁目 663-8132 兵庫県 兵庫県西宮市東鳴尾町１－９－１８

西宮名次町 662-0024 兵庫県 兵庫県西宮市名次町２９－３

阪神なるお駅前 663-8184 兵庫県 兵庫県西宮市鳴尾町３－２－１

西宮鳴尾浜 663-8142 兵庫県 兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１３番

丹仙与古道 662-0917 兵庫県 兵庫県西宮市与古道町１－２４

西宮里中町 663-8183 兵庫県 兵庫県西宮市里中町３－１２－２９

西脇南本町 677-0015 兵庫県 兵庫県西脇市西脇１１０７番

西脇野村町 677-0054 兵庫県 兵庫県西脇市野村町７７２番１

光都テクノポリス 678-1205 兵庫県 兵庫県赤穂郡上郡町光都２－２２－２

赤穂中広 678-0233 兵庫県 兵庫県赤穂市加里屋中洲６丁目５番１

川西加茂六丁目 666-0025 兵庫県 兵庫県川西市加茂六丁目２番２０号

川西久代 666-0024 兵庫県 兵庫県川西市久代３－２２－１４

川西鼓が滝 666-0123 兵庫県 兵庫県川西市鼓が滝二丁目１番３２号

川西でざいけ 666-0011 兵庫県 兵庫県川西市出在家町１番２号

畦野駅前 666-0112 兵庫県 兵庫県川西市大和西１丁目９７－７

川西能勢口駅北 666-0016 兵庫県 兵庫県川西市中央町１０番１号

川西中央 666-0013 兵庫県 兵庫県川西市美園町２－１４

猪名川パークタウン 666-0233 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４

中町森本 679-1124 兵庫県 兵庫県多可郡多可町中区森本２１５番地１



春日インター 669-4131 兵庫県 兵庫県丹波市春日町七日市６１１－１

柏原下小倉 669-3305 兵庫県 兵庫県丹波市柏原町下小倉字棚田２７５

柏原南多田 669-3309 兵庫県 兵庫県丹波市柏原町柏原２６７２－１

氷上町常楽 669-3602 兵庫県 兵庫県丹波市氷上町常楽１１１６番１

東浦久留麻 656-2311 兵庫県 兵庫県淡路市久留麻２０４７－１

志筑 656-2131 兵庫県 兵庫県淡路市志筑３１１１番１３

淡路西海岸室津 656-1606 兵庫県 兵庫県淡路市室津１６－２

一宮竹谷 656-1524 兵庫県 兵庫県淡路市竹谷５０１番地６

山東町 669-5101 兵庫県 兵庫県朝来市山東町滝田８６－１

淡路こえなみ 656-0425 兵庫県 兵庫県南あわじ市榎列小榎列４０８番地１

淡路かもり 656-0427 兵庫県 兵庫県南あわじ市榎列松田７０６番地の６

下坂部三丁目 661-0975 兵庫県 兵庫県尼崎市下坂部三丁目２１番１

尼崎下坂部 661-0975 兵庫県 兵庫県尼崎市下坂部四丁目７番２１

尼崎元浜町 660-0085 兵庫県 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地

元浜町一丁目 660-0085 兵庫県 兵庫県尼崎市元浜町一丁目６４番１

尼崎貴布祢 660-0873 兵庫県 兵庫県尼崎市玄番南之町１

尼崎南清水 661-0984 兵庫県 兵庫県尼崎市御園１丁目１９－１９

尼崎次屋三丁目 661-0965 兵庫県 兵庫県尼崎市次屋３丁目３番１８号

近松公園 661-0979 兵庫県 兵庫県尼崎市上坂部３－２８－２２

尼崎常松 661-0046 兵庫県 兵庫県尼崎市常松一丁目６－１３

阪神尼崎駅北 660-0827 兵庫県 兵庫県尼崎市西大物町４１番２

西長洲 660-0805 兵庫県 兵庫県尼崎市西長洲町１－７－２４

尼崎大庄中通 660-0075 兵庫県 兵庫県尼崎市大庄中通２－３８

尼崎築地 660-0858 兵庫県 兵庫県尼崎市築地二丁目１番６号

猪名寺駅前 661-0981 兵庫県 兵庫県尼崎市猪名寺２－２－５

ＪＲ尼崎駅北 660-0808 兵庫県 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１号

ＪＲ尼崎駅西 660-0807 兵庫県 兵庫県尼崎市長洲西通１丁目１１－１６

尼崎塚口町 661-0002 兵庫県 兵庫県尼崎市塚口町四丁目１２番６

昭和通四丁目 660-0892 兵庫県 兵庫県尼崎市東難波町五丁目１７８番（地番）

尼崎東難波町 660-0892 兵庫県 兵庫県尼崎市東難波町五丁目２番１号

錦橋 661-0012 兵庫県 兵庫県尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号

尾浜町三丁目 661-0022 兵庫県 兵庫県尼崎市尾浜町三丁目２３番１１号

尼崎武庫之荘駅前 661-0035 兵庫県 兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目２番４号

ＪＲ立花駅前 661-0025 兵庫県 兵庫県尼崎市立花町４丁目２－１

マツモト湯村 669-6801 兵庫県 兵庫県美方郡新温泉町井土８４０番地１

姫路勝原 671-1203 兵庫県 兵庫県姫路市勝原区丁字福町２０番４

姫路朝日谷 671-1204 兵庫県 兵庫県姫路市勝原区朝日谷２８５番２

英賀春日町 672-8092 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区　英賀春日町２丁目４９番地

姫路青山西五丁目 671-2224 兵庫県 兵庫県姫路市青山西５丁目－６－５

姫路北原 672-8002 兵庫県 兵庫県姫路市北原３７３番地１

山陽網干駅北 671-1253 兵庫県 兵庫県姫路市網干区垣内中町３３番地の１

宝塚警察署前 665-0835 兵庫県 兵庫県宝塚市旭町２丁目１０番１８号

宝塚安倉中 665-0822 兵庫県 兵庫県宝塚市安倉中５丁目２番２２号

宝塚栄町 665-0845 兵庫県 兵庫県宝塚市栄町三丁目８番３号

逆瀬台一丁目 665-0024 兵庫県 兵庫県宝塚市逆瀬台一丁目１番１１号

宝塚高司 665-0051 兵庫県 兵庫県宝塚市高司二丁目１７番４０号

宝塚山手台 665-0886 兵庫県 兵庫県宝塚市山手台西三丁目２－２４

宝塚山本丸橋 665-0815 兵庫県 兵庫県宝塚市山本丸橋３丁目１６－１

宝塚山本野里 665-0814 兵庫県 兵庫県宝塚市山本野里三丁目２７番４号

小林四丁目 665-0034 兵庫県 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

仁川駅前 665-0061 兵庫県 兵庫県宝塚市仁川北三丁目７番６号

宝塚山本駅前 665-0816 兵庫県 兵庫県宝塚市平井一丁目１１－２

宝塚ほしのそう 665-0831 兵庫県 兵庫県宝塚市米谷１丁目４０番２１号

豊岡若松町 668-0027 兵庫県 兵庫県豊岡市若松町６番３５号

出石川原 668-0221 兵庫県 兵庫県豊岡市出石町町分３９２番１

豊岡庄境 668-0873 兵庫県 兵庫県豊岡市庄境１１０２番地の１

豊岡千代田町 668-0032 兵庫県 兵庫県豊岡市千代田町１０番１８号

日高町岩中 669-5302 兵庫県 兵庫県豊岡市日高町岩中６６９－１

日高町鶴岡 669-5313 兵庫県 兵庫県豊岡市日高町鶴岡２７３番２

明石土山北 674-0074 兵庫県 兵庫県明石市魚住町清水２２６０－１

明石大久保西 674-0066 兵庫県 兵庫県明石市大久保町福田２０８番地１

田原本千代 636-0246 奈良県 奈良県磯城郡田原本町千代６０６－７

田原本十六面 636-0304 奈良県 奈良県磯城郡田原本町大字十六面４８番地１

榛原萩原 633-0253 奈良県 奈良県宇陀市榛原萩原１９４４－１

橿原くずもと町 634-0007 奈良県 奈良県橿原市葛本町３４４番地の２

近鉄橿原神宮前駅 634-0063 奈良県 奈良県橿原市久米町６１８

橿原見瀬町 634-0064 奈良県 奈良県橿原市見瀬町２３５８－２

橿原五井町 634-0832 奈良県 奈良県橿原市五井町２１５－１

橿原五条野 634-0043 奈良県 奈良県橿原市五条野町４２１番地の１



橿原四条 634-0813 奈良県 奈良県橿原市四条町２８４番１

奈良県立医大前 634-0813 奈良県 奈良県橿原市四条町８６４番地４

橿原小綱町 634-0811 奈良県 奈良県橿原市小綱町１７－４５

橿原石川町 634-0045 奈良県 奈良県橿原市石川町３３８－１

葛城南藤井 639-2137 奈良県 奈良県葛城市南藤井１７４番地１

葛城忍海 639-2123 奈良県 奈良県葛城市忍海４８６番地３

大淀下渕 638-0821 奈良県 奈良県吉野郡　大淀町大字下渕１６３４番地１１

花吉野ガーデンヒルズ 638-0833 奈良県 奈良県吉野郡大淀町福神１－１２５

五條病院前 637-0036 奈良県 奈良県五條市野原西６丁目３番１１号

青翔高校前 639-2306 奈良県 奈良県御所市大字三室５９番地

御所冨田 639-2273 奈良県 奈良県御所市大字池之内４１番地１

香芝下田西 639-0231 奈良県 奈良県香芝市下田西二丁目５番３０号

近鉄五位堂駅改札外橋上 639-0225 奈良県 奈良県香芝市瓦口２６８

香芝二上駅前 639-0252 奈良県 奈良県香芝市穴虫９－１８

香芝高山台 639-0256 奈良県 奈良県香芝市高山台三丁目１番地３

斑鳩法隆寺南 636-0113 奈良県 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南２丁目１番１２号

近鉄東生駒駅前 630-0213 奈良県 奈良県生駒市東生駒１－５－１

郡山白土 639-1112 奈良県 奈良県大和郡山市白土町２２２番地１

エムズドラッグ大和高田 635-0074 奈良県 奈良県大和高田市市場７９６－２

高田神楽 635-0026 奈良県 奈良県大和高田市大字神楽１９０番地３

天理九条町 632-0069 奈良県 奈良県天理市九条町６１７－１

天理勾田町 632-0033 奈良県 奈良県天理市勾田町８０－１

天理井戸堂 632-0075 奈良県 奈良県天理市西井戸堂町４５５番地１

近鉄天理駅前 632-0016 奈良県 奈良県天理市川原城町８１５番地

天理田井庄町 632-0071 奈良県 奈良県天理市田井庄町６４３番地

大西天理東 632-0014 奈良県 奈良県天理市布留町１０３－１

エムズドラッグ学園大和 631-0041 奈良県 奈良県奈良市学園大和町６丁目１５４２－４４

近鉄学園前駅 631-0036 奈良県 奈良県奈良市学園北１丁目１－１－１０３

奈良紀寺町 630-8306 奈良県 奈良県奈良市紀寺町６８２番１

奈良窪之庄南 630-8431 奈良県 奈良県奈良市窪之庄町８番地１

奈良古市町 630-8424 奈良県 奈良県奈良市古市町１７７８番地

奈良大森町 630-8131 奈良県 奈良県奈良市大森町１２９番地１

奈良藤ノ木台 631-0052 奈良県 奈良県奈良市中町２２９番地の１

中登美ヶ丘六丁目 631-0003 奈良県 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目

都祁白石 632-0221 奈良県 奈良県奈良市都祁白石町２８８１番地の１

法隆寺インター南 636-0054 奈良県 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇２９０－１

広陵寺戸 635-0817 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町大字寺戸５９７番地１

広陵疋相 635-0824 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町大字疋相６０－１

広陵町平尾 635-0822 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１

上牧葛城台 639-0215 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町葛城台１丁目１番１号

上牧町米山台 639-0214 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧５４２番地１

奈良上牧町 639-0217 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町大字中筋出作１１２番地の１

かつらぎ笠田 649-7162 和歌山県 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中１５６－２

かつらぎ大谷 649-7173 和歌山県 和歌山県伊都郡かつらぎ町大谷３７番地

海南日方 642-0002 和歌山県 和歌山県海南市日方字新濱１２７４－８８

岩出西国分 649-6213 和歌山県 和歌山県岩出市西国分５３４－３

岩出川尻 649-6231 和歌山県 和歌山県岩出市川尻１７３番１

岩出紀泉台 649-6257 和歌山県 和歌山県岩出市相谷２－１

打田上野 649-6414 和歌山県 和歌山県紀の川市打田１３５５－１

桃山町調月 649-6112 和歌山県 和歌山県紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２

打田豊田 649-6445 和歌山県 和歌山県紀の川市豊田３２番４号

橋本東インター前 648-0018 和歌山県 和歌山県橋本市隅田町垂井６３０番

橋本古佐田 648-0065 和歌山県 和歌山県橋本市古佐田２丁目６番４号

橋本御幸辻 648-0096 和歌山県 和歌山県橋本市御幸辻２２１－１

高野口町小田 649-7204 和歌山県 和歌山県橋本市高野口町小田５０７番１

橋本インター 648-0071 和歌山県 和歌山県橋本市小原田　５６７－１

橋本小峰台 648-0005 和歌山県 和歌山県橋本市小峰台一丁目３２番１３

橋本清水 648-0041 和歌山県 和歌山県橋本市清水２１２

御坊インター前 644-0031 和歌山県 和歌山県御坊市野口３４０－１

日高萩原 649-1202 和歌山県 和歌山県日高郡日高町大字萩原９４５－３

日高美浜町 644-0041 和歌山県 和歌山県日高郡美浜町大字田井４２６－２

有田川熊井 643-0023 和歌山県 和歌山県有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１

有田宮原 649-0433 和歌山県 和歌山県有田市宮原町須谷５４５－１

有田宮崎 649-0316 和歌山県 和歌山県有田市宮崎町２４０－１

有田辻堂 649-0311 和歌山県 和歌山県有田市辻堂６３番地

和歌山宇須 641-0043 和歌山県 和歌山県和歌山市宇須４―４―４５

和歌山塩屋五丁目 641-0054 和歌山県 和歌山県和歌山市塩屋５丁目３番６０号

和歌山関戸 641-0035 和歌山県 和歌山県和歌山市関戸四丁目３番９３号

和歌山岩橋 640-8301 和歌山県 和歌山県和歌山市岩橋９９０番地１



和歌山貴志 640-8431 和歌山県 和歌山県和歌山市向２０－１

和歌山築地 640-8108 和歌山県 和歌山県和歌山市雑賀町５６

和歌山三葛 641-0011 和歌山県 和歌山県和歌山市三葛４２９番地１

和歌山市役所 640-8156 和歌山県 和歌山県和歌山市七番丁２３番地

和歌山ロイネット 640-8156 和歌山県 和歌山県和歌山市七番丁２６番－１モンティグレ１Ｆ

和歌山秋葉町 641-0056 和歌山県 和歌山県和歌山市秋葉町２４－１４

和歌山小雑賀 641-0007 和歌山県 和歌山県和歌山市小雑賀５７２番地１

和歌山県庁正門前 640-8269 和歌山県 和歌山県和歌山市小松原通１－１－３６

和歌山岡崎 640-8312 和歌山県 和歌山県和歌山市森小手穂６２２－１

和歌山大浦西浜 641-0036 和歌山県 和歌山県和歌山市西浜７６８番地１

和歌山直川 640-8481 和歌山県 和歌山県和歌山市直川５５０－１

和歌山土佐町 640-8256 和歌山県 和歌山県和歌山市土佐町３丁目３４番

和歌山島橋南ノ丁 640-8415 和歌山県 和歌山県和歌山市島橋南ノ丁１番２１号

和歌山内原 641-0013 和歌山県 和歌山県和歌山市内原８６６－１

和歌山南出島 640-8318 和歌山県 和歌山県和歌山市南出島７５番地１

和歌山楠見中 640-8463 和歌山県 和歌山県和歌山市楠見中１８９番１

和歌山禰宜 649-6324 和歌山県 和歌山県和歌山市禰宜１１４０番地

浜の宮ビーチ前 641-0015 和歌山県 和歌山県和歌山市布引８４２－１

和歌山福島 640-8401 和歌山県 和歌山県和歌山市福島２００番地９

和歌山北島 640-8403 和歌山県 和歌山県和歌山市北島５８‐３

和歌山湊 640-8404 和歌山県 和歌山県和歌山市湊１８２８－５

和歌山湊一丁目 640-8404 和歌山県 和歌山県和歌山市湊一丁目４番３５号

和歌山鳴神 640-8303 和歌山県 和歌山県和歌山市鳴神字畠ヶ逢１０５４－１

和歌山里 649-6311 和歌山県 和歌山県和歌山市里５３番１

岩美町浦富 681-0003 鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４９番６２

岩美町大谷 681-0073 鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町大谷１５６５番地２

境港元町 684-0032 鳥取県 鳥取県境港市元町１９１５番地５

境港竹内町 684-0043 鳥取県 鳥取県境港市竹内町８３１番２

境港夕日ヶ丘 684-0076 鳥取県 鳥取県境港市夕日ヶ丘二丁目３番４号

倉吉宮川 682-0882 鳥取県 鳥取県倉吉市宮川町ニ丁目４５番地

倉吉清谷 682-0017 鳥取県 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地

鳥取安長 680-0913 鳥取県 鳥取県鳥取市安長１１２－３

鳥取覚寺 680-0003 鳥取県 鳥取県鳥取市覚寺５１番地１

鳥取浜村 689-0331 鳥取県 鳥取県鳥取市気高町浜村西浜７８３

鳥取徳尾 680-0921 鳥取県 鳥取県鳥取市古海字西開発７０４ー２１

鳥取湖山東 680-0942 鳥取県 鳥取県鳥取市湖山町東４丁目１０３

鳥取湖山 680-0942 鳥取県 鳥取県鳥取市湖山町東一丁目２６４番地１

鳥取国府 680-8064 鳥取県 鳥取県鳥取市国府町分上１丁目１０２

鳥取商栄町 680-0912 鳥取県 鳥取県鳥取市商栄町２０２番２

鳥取杉崎 689-1101 鳥取県 鳥取県鳥取市杉崎４７２－１

鳥取大榎町 680-0043 鳥取県 鳥取県鳥取市大榎町１３番地

用瀬インター 689-1213 鳥取県 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩７８４番１

皆生温泉入口 683-0001 鳥取県 鳥取県米子市皆生温泉二丁目４番１１号

米子皆生新田 683-0002 鳥取県 鳥取県米子市皆生新田２丁目１－３

米子旗ヶ崎 683-0845 鳥取県 鳥取県米子市旗ヶ崎３丁目２－１３

養和病院前 683-0841 鳥取県 鳥取県米子市上後藤３－２－１５

米子警察署前 683-0004 鳥取県 鳥取県米子市上福原三丁目９番５７号

米子新開 683-0801 鳥取県 鳥取県米子市新開７丁目２１番２５号

米子長砂 683-0033 鳥取県 鳥取県米子市長砂町７０番１他９筆

斐川直江 699-0631 島根県 島根県出雲市斐川町直江４９１１番地

浜山公園入口 693-0054 島根県 島根県出雲市浜町５０５番地３

松江学園南 690-0826 島根県 島根県松江市学園南１丁目２０－１２

松江古志原 690-0012 島根県 島根県松江市古志原五丁目１４番４０

松江東津田 690-0001 島根県 島根県松江市東朝日町２５０番地２

道の駅本庄 690-1114 島根県 島根県松江市野原町４０１－８

岡山江並 702-8004 岡山県 岡山県岡山市中区江並７９番６

岡山国富 703-8236 岡山県 岡山県岡山市中区国富字中相６２５番１

岡山国府市場 703-8203 岡山県 岡山県岡山市中区国府市場４１番地１

岡山雄町 703-8203 岡山県 岡山県岡山市中区国府市場５８０番地１

岡山倉益 703-8263 岡山県 岡山県岡山市中区倉益１７３番地１

岡山中島 703-8252 岡山県 岡山県岡山市中区中島１３６番地の１

岡山長岡 703-8221 岡山県 岡山県岡山市中区長岡３３－４

岡山藤原西町 703-8244 岡山県 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

岡山平井五丁目 703-8282 岡山県 岡山県岡山市中区平井五丁目５番１５号

岡山金岡東町 704-8194 岡山県 岡山県岡山市東区金岡東町二丁目１５番地１号

瀬戸観音寺 709-0863 岡山県 岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺２４４－１

岡山瀬戸万富 709-0841 岡山県 岡山県岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１

岡山政津 704-8165 岡山県 岡山県岡山市東区政津８９７番地の２

岡山西大寺松崎 704-8183 岡山県 岡山県岡山市東区西大寺松崎１５６番地の５



岡山西大寺上二丁目 704-8112 岡山県 岡山県岡山市東区西大寺上二丁目９番１０号

岡山平島 709-0631 岡山県 岡山県岡山市東区東平島８９番地１

岡山郡 702-8011 岡山県 岡山県岡山市南区郡字中大濱５９－２

岡山三浜町 702-8036 岡山県 岡山県岡山市南区三浜町一丁目４番３６号

岡山青江六丁目 700-0941 岡山県 岡山県岡山市南区青江６－５－４

岡山大福 701-0204 岡山県 岡山県岡山市南区大福字鴨池１９番地３

岡山東畦 701-0221 岡山県 岡山県岡山市南区藤田字錦５７９番地の３

福成二丁目 702-8022 岡山県 岡山県岡山市南区福成二丁目２１番２２号

岡山片岡 709-1215 岡山県 岡山県岡山市南区片岡１２０番地１

岡山万倍 700-0955 岡山県 岡山県岡山市南区万倍１１９番地１

岡山箕島 701-0206 岡山県 岡山県岡山市南区箕島３１６番地１

岡山清心女子大前 700-0013 岡山県 岡山県岡山市北区伊福町２－１－１

岡山下足守 701-1464 岡山県 岡山県岡山市北区下足守１９２１－５

花尻あかね町 701-0133 岡山県 岡山県岡山市北区花尻あかね町１２番地１０５

花尻ききょう町 701-0132 岡山県 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地１００

学南町 700-0011 岡山県 岡山県岡山市北区学南町１丁目２－２

岡山吉宗 701-1143 岡山県 岡山県岡山市北区吉宗７２０番地３

建部川口 709-3112 岡山県 岡山県岡山市北区建部町川口１５０１－１

高松稲荷 701-1334 岡山県 岡山県岡山市北区高松原古才２５０番１

高柳西町 700-0035 岡山県 岡山県岡山市北区高柳西町１２番８号

岡山上土田 701-1465 岡山県 岡山県岡山市北区上土田１８７番地３

岡山西長瀬 700-0965 岡山県 岡山県岡山市北区西長瀬１２２３番地２

岡山中山下北 700-0821 岡山県 岡山県岡山市北区中山下１丁目１０－１０新田ビル

岡山中島田町 700-0982 岡山県 岡山県岡山市北区中島田町二丁目３番７号

岡山つしま西坂 700-0086 岡山県 岡山県岡山市北区津島西坂２－４－２０

岡山庭瀬 701-0153 岡山県 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

岡山東花尻 701-0135 岡山県 岡山県岡山市北区東花尻２０番地１

岡山一宮 701-1202 岡山県 岡山県岡山市北区楢津６５２－４

岡山美咲町 709-3717 岡山県 岡山県久米郡美咲町原田字大縄２１４１－１１

玉野東児 706-0311 岡山県 岡山県玉野市梶岡６４１番地の１

玉野玉原 706-0014 岡山県 岡山県玉野市玉原２丁目６－１

玉野田井 706-0001 岡山県 岡山県玉野市田井４丁目１６番９号

玉野迫間 706-0142 岡山県 岡山県玉野市迫間１８３番地

玉野八浜 706-0221 岡山県 岡山県玉野市八浜町八浜１４４０－１

勝央町植月 709-4331 岡山県 岡山県勝田郡勝央町植月北字南平３０９７－１

奈義町 708-1326 岡山県 岡山県勝田郡奈義町上町川１６４２番地３

長船船山 701-4271 岡山県 岡山県瀬戸内市長船町長船１０８２番地の１

長船土師 701-4264 岡山県 岡山県瀬戸内市長船町土師４番地の１

岡山赤坂 701-2225 岡山県 岡山県赤磐市山口１８４番地の１

赤磐沢原 709-0704 岡山県 岡山県赤磐市沢原１３０－１

赤磐中島 709-0803 岡山県 岡山県赤磐市中島７０番地１

山陽インター 709-0815 岡山県 岡山県赤磐市立川１０９２番地１

里庄里見 719-0301 岡山県 岡山県浅口郡里庄町里見２７２９番１

鴨方町本庄 719-0232 岡山県 岡山県浅口市鴨方町本庄６４０－１２

倉敷下庄 701-0112 岡山県 岡山県倉敷市下庄３２６－７

総合流通センター北 701-0112 岡山県 岡山県倉敷市下庄８０２番地４

倉敷宮前 710-0065 岡山県 岡山県倉敷市宮前４４３番地１

倉敷玉島 713-8102 岡山県 岡山県倉敷市玉島８３８番地１

新倉敷北 710-0252 岡山県 岡山県倉敷市玉島爪崎字西壱丁目２１２番地２

玉島八島 713-8113 岡山県 岡山県倉敷市玉島八島７９８番地

倉敷笹沖西 710-0834 岡山県 岡山県倉敷市笹沖４１０番地４

倉敷笹沖 710-0834 岡山県 岡山県倉敷市笹沖８－６

児島下の町 711-0906 岡山県 岡山県倉敷市児島下の町２丁目１２番２３号

琴浦西 711-0906 岡山県 岡山県倉敷市児島下の町５丁目７番１８号

児島元浜町 711-0922 岡山県 岡山県倉敷市児島元浜町７９０番地１０

倉敷児島田の口 711-0903 岡山県 岡山県倉敷市児島田の口６丁目１番３号

玉島爪崎 710-0252 岡山県 岡山県倉敷市新倉敷駅前３丁目２０２－１

倉敷新田 710-0038 岡山県 岡山県倉敷市新田２４６３番地７

真備町箭田 710-1301 岡山県 岡山県倉敷市真備町箭田１７０６番地５

真備町 710-1304 岡山県 岡山県倉敷市真備町尾崎９６６－１

倉敷水島中央公園前 712-8063 岡山県 岡山県倉敷市水島南幸町２－１５

水島福崎町 712-8056 岡山県 岡山県倉敷市水島福崎町７番２９号

水島亀島 712-8005 岡山県 岡山県倉敷市水島北亀島町７番１７号

倉敷水島北緑町 712-8022 岡山県 岡山県倉敷市水島北緑町４番１８号

倉敷中庄 710-0002 岡山県 岡山県倉敷市生坂７５４ー２

倉敷西阿知町新田 710-0804 岡山県 岡山県倉敷市西阿知町新田５７２番地５

倉敷西阿知 710-0806 岡山県 岡山県倉敷市西阿知町西原１０７１－２０

倉敷西坂 710-0004 岡山県 岡山県倉敷市西坂７５２番地６

倉敷西中新田 710-0833 岡山県 岡山県倉敷市西中新田５６７番地１



倉敷船穂 710-0261 岡山県 岡山県倉敷市船穂町船穂２３６６番地１

倉敷中畝九丁目 712-8051 岡山県 岡山県倉敷市中畝九丁目６番１０号

倉敷中島松之内 710-0803 岡山県 岡山県倉敷市中島８１３番地４

倉敷中島南 710-0803 岡山県 岡山県倉敷市中島９３８番地１

マスカット球場前 710-0012 岡山県 岡山県倉敷市鳥羽１０２６番地１

倉敷東町 710-0053 岡山県 岡山県倉敷市東町１０－５２

倉敷白楽町 710-0824 岡山県 岡山県倉敷市白楽町３８５－１

倉敷浜ノ茶屋 710-0061 岡山県 岡山県倉敷市浜ノ茶屋１丁目７番１６号

倉敷平田南 710-0003 岡山県 岡山県倉敷市平田１５５番地４３

倉敷平田北 710-0003 岡山県 岡山県倉敷市平田３３２番地１

倉敷平田 710-0003 岡山県 岡山県倉敷市平田９４５番１

くらしき駅北 710-0812 岡山県 岡山県倉敷市北浜町７－３１

倉敷庄パークヒルズ 701-0105 岡山県 岡山県倉敷市矢部１３７７番地

連島西之浦 712-8001 岡山県 岡山県倉敷市連島町西之浦４２５番３

水玉ブリッジライン 712-8006 岡山県 岡山県倉敷市連島町鶴新田１７２６番地１

倉敷連島 712-8011 岡山県 岡山県倉敷市連島町連島１１０－４７

倉敷老松五丁目 710-0826 岡山県 岡山県倉敷市老松町５丁目３番８６号

総社東 719-1125 岡山県 岡山県総社市井手７８８番地２

総社岡谷 719-1162 岡山県 岡山県総社市岡谷３４２番地１

津山インター 708-0842 岡山県 岡山県津山市河辺９３８番地１

津山国分寺 708-0843 岡山県 岡山県津山市国分寺８０番地１

津山城西通り 708-0006 岡山県 岡山県津山市小田中２２０６番地の１

津山天神橋 708-0841 岡山県 岡山県津山市川崎７４６番地１

津山ノースタウン 708-0814 岡山県 岡山県津山市東一宮６６番地１

久米支所前 709-4616 岡山県 岡山県津山市南方中１６８６番地

津山平福 708-0872 岡山県 岡山県津山市平福１４６番地

津山野介代 708-0821 岡山県 岡山県津山市野介代４７－３

早島南 701-0304 岡山県 岡山県都窪郡早島町早島字頓行１９７３番地２

苫田鏡野町 708-0331 岡山県 岡山県苫田郡鏡野町布原２６０番地１

備前伊部 705-0001 岡山県 岡山県備前市伊部２８９番地

備前香登 705-0012 岡山県 岡山県備前市香登本字東石田３１０－１

備前西片上 705-0021 岡山県 岡山県備前市西片上１９００－３

大原古町 707-0412 岡山県 岡山県美作市古町１４９６‐１

美作中央 707-0004 岡山県 岡山県美作市入田２４５番地１

安芸熊野 731-4223 広島県 広島県安芸郡熊野町川角１丁目５－１

安芸鶴江 735-0008 広島県 広島県安芸郡府中町鶴江二丁目１７－３

Ａコープおばら 739-1103 広島県 広島県安芸高田市甲田町下小原２２６番２

音戸の瀬戸 737-1204 広島県 広島県呉市音戸町北隠渡一丁目２番８号

郷原野路の里 737-0163 広島県 広島県呉市郷原野路の里一丁目１７番５号

広中新開 737-0124 広島県 広島県呉市広中新開１丁目１１番１２号

広本町三丁目 737-0125 広島県 広島県呉市広本町３丁目２１－２６

呉清水一丁目 737-0022 広島県 広島県呉市清水一丁目６番２１号

祇園一丁目 731-0138 広島県 広島県広島市安佐南区祇園一丁目３７番３１号

広島山本一丁目 731-0137 広島県 広島県広島市安佐南区山本１丁目２５－３８

広島大町東 731-0124 広島県 広島県広島市安佐南区大町東３丁目８番３６号

大塚西四丁目 731-3167 広島県 広島県広島市安佐南区大塚西４丁目３番１０

八木二丁目 731-0101 広島県 広島県広島市安佐南区八木二丁目１９番５２号

緑井三丁目 731-0103 広島県 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７

可部虹山 731-0232 広島県 広島県広島市安佐北区亀山南４丁目２－２２

深川五丁目 739-1751 広島県 広島県広島市安佐北区深川五丁目３７番１１号

広島落合 739-1731 広島県 広島県広島市安佐北区落合二丁目２０－１２

五日市コイン通り 731-5127 広島県 広島県広島市佐伯区五日市５－１６－２６

八幡東二丁目 731-5115 広島県 広島県広島市佐伯区八幡東二丁目２８番６－５号

広島観音 733-0031 広島県 広島県広島市西区観音町１６番８号

己斐上二丁目 733-0815 広島県 広島県広島市西区己斐上２－１１－１３

己斐本町一丁目 733-0812 広島県 広島県広島市西区己斐本町１丁目２５番１７号

大芝二丁目 733-0001 広島県 広島県広島市西区大芝二丁目１４－７

東観音町 733-0032 広島県 広島県広島市西区東観音町２１番２８号

南観音町 733-0034 広島県 広島県広島市西区南観音町２０－１

紙屋町東 730-0011 広島県 広島県広島市中区基町１２－３　ＣＯＩ広島紙屋町ビル

堺町二丁目 730-0853 広島県 広島県広島市中区堺町２丁目３番７号

広島中央通り 730-0029 広島県 広島県広島市中区三川町２－８井手ビル

小町 730-0041 広島県 広島県広島市中区小町１－２０

新白島駅前 730-0005 広島県 広島県広島市中区西白島町４番１７号

光町一丁目 732-0052 広島県 広島県広島市東区光町一丁目１０－１９

広島駅北口 732-0053 広島県 広島県広島市東区若草町１２－１

ベイシティ宇品 734-0014 広島県 広島県広島市南区宇品西３－１－４３

宇品西 734-0014 広島県 広島県広島市南区宇品西５丁目１１番１号ー１０２

皆実町一丁目 734-0007 広島県 広島県広島市南区皆実町一丁目１７番１３号



上東雲町 734-0021 広島県 広島県広島市南区上東雲町２７番１３号

出汐町南 734-0002 広島県 広島県広島市南区西旭町７番２８号

広島丹那町 734-0034 広島県 広島県広島市南区丹那町４番８号

広島東雲 734-0022 広島県 広島県広島市南区東雲二丁目１１番２３号

三原宮浦 723-0051 広島県 広島県三原市宮浦５丁目２－１

三原中之町 723-0003 広島県 広島県三原市中之町３－１１－２

三次市役所前 728-0012 広島県 広島県三次市十日市中三丁目１２番１号

千代田有田 731-1533 広島県 広島県山県郡北広島町有田字中頼信１７６５番地２

Ａコープ西城 729-5722 広島県 広島県庄原市西城町大佐７５０－１

大竹駅前 739-0612 広島県 広島県大竹市油見三丁目７番１６号

竹原下野 725-0012 広島県 広島県竹原市下野町３１７１番地３

東広島造賀 739-2101 広島県 広島県東広島市高屋町造賀３４７５－７

東広島八本松 739-0147 広島県 広島県東広島市八本松西三丁目１番３号

八本松飯田 739-0141 広島県 広島県東広島市八本松町飯田６丁目１２２０－１

八本松東三丁目 739-0142 広島県 広島県東広島市八本松東３丁目１番１９号

豊栄清武 739-2313 広島県 広島県東広島市豊栄町清武３７４番２他５筆

広島宮島口 739-0412 広島県 広島県廿日市市宮島口西１丁目５－２

廿日市宮内 738-0034 広島県 広島県廿日市市宮内高通４３４４－１

廿日市上の浜 739-0432 広島県 広島県廿日市市上の浜二丁目１番１９号

廿日市陽光台北 738-0026 広島県 広島県廿日市市上平良３５０

廿日市大野支所前 739-0488 広島県 広島県廿日市市大野中央一丁目３番３１号

因島重井 722-2102 広島県 広島県尾道市因島重井町鬼岩５２７６番１７

因島因北 722-2211 広島県 広島県尾道市因島中庄町宝大地７０１番１

因島田熊 722-2324 広島県 広島県尾道市因島田熊町４９１１番２

尾道古浜町 722-0002 広島県 広島県尾道市古浜町２５番２号

尾道高須町 729-0141 広島県 広島県尾道市高須町５９３－４

尾道高須大新 729-0141 広島県 広島県尾道市高須町字大新田畑下９８６－１

府中元町 726-0003 広島県 広島県府中市元町４７０番地２

福山引野町 721-0942 広島県 広島県福山市引野町４丁目１３－１２

駅家町中島 720-1134 広島県 広島県福山市駅家町大字中島６８６番地１

駅家万能倉 720-1131 広島県 広島県福山市駅家町万能倉１２７４－２

福山駅家町 720-1131 広島県 広島県福山市駅家町万能倉９０７番地６

福山金江町 720-0541 広島県 広島県福山市金江町金見２５２２－１

福山今津町 729-0111 広島県 広島県福山市今津町三丁目７番１８号

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 720-0031 広島県 広島県福山市三吉町五丁目１番５号

福山春日町 721-0907 広島県 広島県福山市春日町７－１－１

福山曙六丁目 721-0952 広島県 広島県福山市曙町六丁目１番５号

ＴＳＵＴＡＹＡ松永 729-0104 広島県 広島県福山市松永町６丁目８－１８

神辺町新湯野 720-2122 広島県 広島県福山市神辺町大字新湯野４２番地５

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺 720-2125 広島県 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

神辺町川南 720-2124 広島県 広島県福山市神辺町大字川南１３０９番地１

福山西町三丁目 720-0067 広島県 広島県福山市西町３丁目１９－２３

福山木之庄 720-0082 広島県 広島県福山市木之庄町２丁目１－５

宇部寿町 755-0032 山口県 山口県宇部市寿町三丁目６番７号

宇部妻崎開作 759-0204 山口県 山口県宇部市大字妻崎開作５２４番地１

宇部南小羽山町 755-0083 山口県 山口県宇部市南小羽山町一丁目９番４２号

下関あるかぽーと 750-0036 山口県 山口県下関市あるかぽーと１－１

下関卸本町 751-0817 山口県 山口県下関市一の宮卸本町７－１２

下関一の宮 751-0808 山口県 山口県下関市一の宮本町二丁目５番１５号

下関王司上町 752-0916 山口県 山口県下関市王司上町１丁目２番２３号

下関菊川下岡枝 750-0317 山口県 山口県下関市菊川町大字下岡枝字下五反田１７５番１

下関菊川 750-0313 山口県 山口県下関市菊川町田部１１４９－１

下関小月茶屋 750-1144 山口県 山口県下関市小月茶屋二丁目７番１０号

下関伊倉 751-0853 山口県 山口県下関市川中豊町一丁目１番２４番

下関大学町 751-0831 山口県 山口県下関市大学町４丁目１０番１４号

下関小野 751-0887 山口県 山口県下関市大字小野３０５番地１０

下関大和町一丁目 750-0067 山口県 山口県下関市大和町一丁目１１－６

下関彦島 750-0093 山口県 山口県下関市彦島西山町２丁目１番１５号

下関彦島迫町 750-0092 山口県 山口県下関市彦島迫町１丁目１１番５号

下関富任町 759-6613 山口県 山口県下関市富任町五丁目１５番４２号

豊浦湯玉 759-6303 山口県 山口県下関市豊浦町大字宇賀７４３０番３０

下松生野屋南 744-0033 山口県 山口県下松市生野屋南一丁目１番９号

玖珂インター 742-0344 山口県 山口県岩国市玖珂町字市成５１５７番２

岩国今津町 740-0017 山口県 山口県岩国市今津町６－２－２８

岩国三笠町 740-0016 山口県 山口県岩国市三笠町二丁目２番５０号

岩国通津 740-0044 山口県 山口県岩国市通津２３７１－４

岩国麻里布 740-0018 山口県 山口県岩国市麻里布町４丁目１９番１２号

平生町角浜 742-1101 山口県 山口県熊毛郡平生町大字平生町５７１番３１

光中央二丁目 743-0013 山口県 山口県光市中央二丁目５番２４号



光虹ヶ浜 743-0022 山口県 山口県光市虹ケ浜３丁目２４番１２号

山口葵二丁目 753-0821 山口県 山口県山口市葵２丁目６番８号

山口嘉川 754-0897 山口県 山口県山口市嘉川５０５７番４

小郡下郷 754-0002 山口県 山口県山口市小郡下郷８７４番６

山口佐山 754-0895 山口県 山口県山口市深溝１５７番５

山口泉都町 753-0076 山口県 山口県山口市泉都町９番２号

大内御堀 753-0214 山口県 山口県山口市大内御堀３５２３番４

大内長野 753-0211 山口県 山口県山口市大内長野１６４３－４

大内矢田 753-0215 山口県 山口県山口市大内矢田南三丁目１番１６号

山口楠木町 753-0065 山口県 山口県山口市楠木町１番３１号

山口大学前 753-0831 山口県 山口県山口市平井７８１番２

山陽小野田高栄 756-0815 山口県 山口県山陽小野田市高栄一丁目１０番２２号

山陽小野田新生一丁目 756-0092 山口県 山口県山陽小野田市新生一丁目３番６２号

山陽小野田埴生インター 757-0012 山口県 山口県山陽小野田市大字埴生９８１番３

周南久米北 745-0801 山口県 山口県周南市久米中央四丁目１１番１１号

周南下上 746-0082 山口県 山口県周南市大字下上１５０９番地の１

周南楠木一丁目 745-0831 山口県 山口県周南市楠木１丁目７番２０号

防府自力町 747-0817 山口県 山口県防府市自力町１１番５号

防府車塚町 747-0811 山口県 山口県防府市車塚町９番３５号

柳井古開作 742-0032 山口県 山口県柳井市古開作６５５－１

柳井新庄 742-0021 山口県 山口県柳井市柳井４８３９－１

阿南津乃峰 774-0021 徳島県 徳島県阿南市津乃峰町長浜１０７－２

阿南富岡小山 774-0030 徳島県 徳島県阿南市富岡町小山８番１

阿南富岡 774-0030 徳島県 徳島県阿南市富岡町南向１５－１

阿南宝田 774-0045 徳島県 徳島県阿南市宝田町大久保２３２番地１

徳島勝浦町 771-4303 徳島県 徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木３０－１

小松島横須 773-0006 徳島県 徳島県小松島市横須町８－４６

小松島大林町 773-0022 徳島県 徳島県小松島市大林町字森ノ本２２番１

小松島和田島 773-0025 徳島県 徳島県小松島市和田島町字浜塚１１６番地１

安宅二丁目 770-0863 徳島県 徳島県徳島市安宅２－１－３５

応神町東貞方 771-1154 徳島県 徳島県徳島市応神町　東貞方字北野１２－１

応神町西吉成 771-1153 徳島県 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成１１３番地１

徳島沖浜三丁目 770-8052 徳島県 徳島県徳島市沖浜３丁目２８番地１

徳島幸町 770-0847 徳島県 徳島県徳島市幸町一丁目２１番地

秋田町 770-0934 徳島県 徳島県徳島市秋田町４－２５

住吉三丁目 770-0861 徳島県 徳島県徳島市住吉三丁目１番５号

庄町三丁目 770-0044 徳島県 徳島県徳島市庄町３－３０－１

西須賀 770-8024 徳島県 徳島県徳島市西須賀町中開３４番１

徳島川内町 771-0131 徳島県 徳島県徳島市川内町大松４７番２

法花大谷町 770-8031 徳島県 徳島県徳島市大谷町大開６６－４

徳島マリンピア 770-0873 徳島県 徳島県徳島市東沖洲一丁目３番５

徳島南沖洲五丁目 770-0874 徳島県 徳島県徳島市南沖洲五丁目１８８番地１４

徳島南田宮 770-0004 徳島県 徳島県徳島市南田宮三丁目２番４８号

徳島八万町大坪 770-8079 徳島県 徳島県徳島市八万町大坪９２番地６

法花大橋北 770-8081 徳島県 徳島県徳島市八万町弐丈３－２

北田宮四丁目 770-0003 徳島県 徳島県徳島市北田宮四丁目４番１

松茂町役場北 771-0219 徳島県 徳島県板野郡松茂町笹木野字灘６番地１５

松茂中喜来 771-0212 徳島県 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵１５１番地１

板野下庄 779-0118 徳島県 徳島県板野郡板野町下庄文開３８－２

板野町犬伏 779-0108 徳島県 徳島県板野郡板野町犬伏宮ノ下１８

北島町東中道 771-0206 徳島県 徳島県板野郡北島町高房字東中道２１

藍住町笠木 771-1262 徳島県 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１６８－１

徳島神山町 771-3311 徳島県 徳島県名西郡神山町神領字北２０２

石井町石井 779-3233 徳島県 徳島県名西郡石井町石井字石井２７１番地１

鳴門インター 772-0042 徳島県 徳島県鳴門市大津町備前島３０８番地９

鳴門姫田 779-0301 徳島県 徳島県鳴門市大麻町姫田字久原１８

鳴門黒崎 772-0001 徳島県 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２２３番地

さぬき志度 769-2101 香川県 香川県さぬき市志度正面２２１４番地７１

さぬき長尾 769-2302 香川県 香川県さぬき市長尾西１４０４－３

さぬき津田 769-2401 香川県 香川県さぬき市津田町津田２８８５－４

津田の松原ＳＡ下り 769-2402 香川県 香川県さぬき市津田町鶴羽９３９－１

宇多津町長縄手 769-0210 香川県 香川県綾歌郡宇多津町６２８番地１

宇多津駅東 769-0208 香川県 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１２０番１

宇多津浜八番丁 769-0208 香川県 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１３１－１

観音寺高屋町 768-0002 香川県 香川県観音寺市高屋町５６９番地１

観音寺中田井 768-0024 香川県 香川県観音寺市中田井町６９０－１

観音寺流岡 768-0014 香川県 香川県観音寺市流岡町１２６９－１

観音寺山田産業団地前 768-0040 香川県 香川県観音寺市柞田町乙２２８６番地１０

綾歌町岡田上 761-2401 香川県 香川県丸亀市綾歌町岡田上１２３６番地４



丸亀金倉町 763-0053 香川県 香川県丸亀市金倉町１４３５－５

丸亀今津 763-0051 香川県 香川県丸亀市今津町２７０

丸亀三条町 763-0094 香川県 香川県丸亀市三条町９６８－２

丸亀山北町 763-0072 香川県 香川県丸亀市山北町４８０－１

丸亀垂水町 763-0095 香川県 香川県丸亀市垂水町９７９

丸亀川西北 763-0091 香川県 香川県丸亀市川西町北１３７０－１

丸亀土器町東 763-0082 香川県 香川県丸亀市土器町東六丁目４７－１

丸亀土居町 763-0012 香川県 香川県丸亀市土居町二丁目２番７号

高松一宮町 761-8084 香川県 香川県高松市一宮町１５６０番地２

高松円座町 761-8053 香川県 香川県高松市円座町１２５８－１

高松屋島西町北 761-0113 香川県 香川県高松市屋島西町２２８６番地２５

栗林公園前 760-0073 香川県 香川県高松市栗林町一丁目１－１４

高松元山町 761-0311 香川県 香川県高松市元山町５８４番地１

高松御厩町 761-8042 香川県 香川県高松市御厩町１４６７－２

高松香西北 761-8011 香川県 香川県高松市香西北町５３４－１

香南町岡 761-1401 香川県 香川県高松市香南町岡３５１－１

綾川町千疋 761-1406 香川県 香川県高松市香南町西庄８６９番地６

香南町由佐 761-1402 香川県 香川県高松市香南町由佐１８５番地１

古高松 761-0104 香川県 香川県高松市高松町２１４８番１

高松北バイパス 761-0104 香川県 香川県高松市高松町３００６－１５

国分寺町国分 769-0102 香川県 香川県高松市国分寺町国分字端岡５９番１

高松今新町 760-0043 香川県 香川県高松市今新町３－１３

高松中央通り 761-8055 香川県 香川県高松市紙町８１－４

高松春日川橋東 761-0101 香川県 香川県高松市春日町１４７３－５

高松小村町 761-0431 香川県 香川県高松市小村町６５０－１

高松昭和 760-0014 香川県 香川県高松市昭和町１丁目３番２４号

高松松島町 760-0068 香川県 香川県高松市松島町１－１３－５

レインボー通り 760-0079 香川県 香川県高松市松縄町１０６６－１１

高松上之町一丁目 761-8064 香川県 香川県高松市上之町一丁目８番６号

高松西春日 761-8051 香川県 香川県高松市西春日町字大畑１６８８番地１

高松西町 760-0003 香川県 香川県高松市西町１－１９

高松前田東町 761-0322 香川県 香川県高松市前田東町７３２－６

高松多賀町 760-0063 香川県 香川県高松市多賀町３丁目１‐４

高松太田 761-8074 香川県 香川県高松市太田上町１１１４番地

高松太田上町 761-8074 香川県 香川県高松市太田上町９８３－４

高松鶴市町 761-8032 香川県 香川県高松市鶴市町５１９－１

高松伏石町 761-8071 香川県 香川県高松市伏石町２０４７－１１

高松福岡町 760-0066 香川県 香川県高松市福岡町２－５－１４

福岡町南 760-0066 香川県 香川県高松市福岡町４－１４－１３

高松磨屋町 760-0026 香川県 香川県高松市磨屋町９－２

高松牟礼町 761-0121 香川県 香川県高松市牟礼町牟礼３７２０－５６６

中央インター南 761-0301 香川県 香川県高松市林町２０２９－１

坂出加茂町 762-0023 香川県 香川県坂出市加茂町６２０－４

坂出昭和町 762-0004 香川県 香川県坂出市昭和町１－２－２７

坂出川津町 762-0025 香川県 香川県坂出市川津町２８０９－５

坂出文京町 762-0031 香川県 香川県坂出市文京町１丁目３５８０‐２５

高瀬町下麻 767-0013 香川県 香川県三豊市高瀬町下麻８６４－１

三野町 767-0033 香川県 香川県三豊市三野町吉津甲６０７－１

善通寺稲木 765-0022 香川県 香川県善通寺市稲木町１０１－１

善通寺原田 765-0032 香川県 香川県善通寺市原田町字四条５０４番１

善通寺インター南 765-0040 香川県 香川県善通寺市与北町３０６３番地２

まんのう町公文 766-0011 香川県 香川県仲多度郡まんのう町公文４１１－１

まんのう町炭所 766-0017 香川県 香川県仲多度郡まんのう町炭所西１４５６－５

多度津南鴨 764-0026 香川県 香川県仲多度郡多度津町南鴨１９９－１

白鳥伊座 769-2703 香川県 香川県東かがわ市伊座５７９番地

松前役場前 791-3120 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

宇和島吉田魚棚 799-3704 愛媛県 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０番地２

宇和島津島 798-3301 愛媛県 愛媛県宇和島市津島町岩松甲６０１番１

津島高田 798-3302 愛媛県 愛媛県宇和島市津島町高田甲２１４７番地

宇和島保手 798-0088 愛媛県 愛媛県宇和島市保手一丁目３番２号　

宇和島桝形 798-0067 愛媛県 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

今治衣干一丁目 794-0813 愛媛県 愛媛県今治市衣干町一丁目１番１９号

今治喜田村 799-1502 愛媛県 愛媛県今治市喜田村二丁目３２５－１

今治五十嵐 794-0861 愛媛県 愛媛県今治市五十嵐甲１０１番地３

今治国分 799-1533 愛媛県 愛媛県今治市国分二丁目甲２３７番２

今治上徳一丁目 799-1511 愛媛県 愛媛県今治市上徳１－５－３０

今治常盤 794-0015 愛媛県 愛媛県今治市常盤町８丁目４－２９

大西紺原 799-2202 愛媛県 愛媛県今治市大西町紺原甲１４６

今治東村一丁目 799-1506 愛媛県 愛媛県今治市東村一丁目２－４８



今治別宮町四丁目 794-0026 愛媛県 愛媛県今治市別宮町四丁目５番２０

川之江妻鳥 799-0113 愛媛県 愛媛県四国中央市妻鳥町３４９－３　　

川之江上分町 799-0121 愛媛県 愛媛県四国中央市上分町５５０ー４

松山衣山 791-8025 愛媛県 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地

松山磯河内 799-2467 愛媛県 愛媛県松山市磯河内甲８番地１

松山古川西 790-0944 愛媛県 愛媛県松山市古川西一丁目４番９号

松山市民病院前 790-0003 愛媛県 愛媛県松山市三番町８丁目１２－１

山越四丁目 791-8013 愛媛県 愛媛県松山市山越四丁目４番３０号

松山石手 790-0852 愛媛県 愛媛県松山市石手五丁目１－４５

松山竹原 790-0053 愛媛県 愛媛県松山市竹原二丁目２番１０号

松山土居田東 790-0056 愛媛県 愛媛県松山市土居田町２６６番地８

松山東石井 790-0932 愛媛県 愛媛県松山市東石井３丁目８番８号

松山内宮 799-2654 愛媛県 愛媛県松山市内宮町６０３番１

松山余戸南六丁目 790-0047 愛媛県 愛媛県松山市余戸南六丁目１１番４７号

新居浜宮西 792-0024 愛媛県 愛媛県新居浜市宮西町５番４８号

新居浜郷 792-0886 愛媛県 愛媛県新居浜市郷一丁目甲３００番３　他６筆

新居浜新須賀町 792-0802 愛媛県 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目７７７番４・７７７番１２

西条円海寺 799-1344 愛媛県 愛媛県西条市円海寺１３番１

西条天神 793-0006 愛媛県 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１

西条喜多川通り 793-0042 愛媛県 愛媛県西条市喜多川３１５－１

西条国安 799-1322 愛媛県 愛媛県西条市国安６２２番地

三津屋南 799-1353 愛媛県 愛媛県西条市三津屋南５－４７

西条小松新屋敷 799-1101 愛媛県 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４９９番地

西条大町 793-0030 愛媛県 愛媛県西条市大町６８０番地３

西条丹原徳能 791-0506 愛媛県 愛媛県西条市丹原町徳能出作１０７番

西条加茂川 793-0054 愛媛県 愛媛県西条市中野甲４６５－１

野村 797-1212 愛媛県 愛媛県西予市野村町野村１１号６５番地１

西大洲 795-0013 愛媛県 愛媛県大洲市西大洲甲１０１０番地１

大洲市役所前 795-0012 愛媛県 愛媛県大洲市大洲６４４番地８

東温野田 791-0216 愛媛県 愛媛県東温市野田２丁目４８３番地１

城辺 798-4131 愛媛県 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２３１－１

八幡浜昭和通 796-0088 愛媛県 愛媛県八幡浜市字下浜田１３５５番２７

鬼北奈良 798-1351 愛媛県 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１

松野虹の森 798-2102 愛媛県 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４１５番地１

安芸矢ノ丸 784-0001 高知県 高知県安芸市矢ノ丸２丁目１番２号

いの町吾北 781-2331 高知県 高知県吾川郡いの町下八川甲３７６番地

野市町 781-5232 高知県 高知県香南市野市町西野２２００－１

高知愛宕町一丁目 780-0051 高知県 高知県高知市愛宕町一丁目９番７号

高知旭天神町 780-0955 高知県 高知県高知市旭天神町５８番地１

高知伊勢崎町 780-0046 高知県 高知県高知市伊勢崎町７番１５号

よさこい咲都 780-0061 高知県 高知県高知市栄田町二丁目４番１２号

高知介良バイパス 781-5106 高知県 高知県高知市介良乙１１２７番１

高知介良通 781-5106 高知県 高知県高知市介良乙１６１６番地

桟橋通四丁目 781-8010 高知県 高知県高知市桟橋通４丁目１番３１

高知神田 780-8040 高知県 高知県高知市神田４１１－１

高知瀬戸 781-0250 高知県 高知県高知市瀬戸１丁目４番２４号

高知帯屋町 780-0841 高知県 高知県高知市帯屋町一丁目９番１２号

高知大津バイパス 781-5103 高知県 高知県高知市大津乙１００８番地３

高知朝倉西 780-8074 高知県 高知県高知市朝倉横町２６番２６号

朝倉西町 780-8077 高知県 高知県高知市朝倉西町２－３－９

桂浜通 781-0270 高知県 高知県高知市長浜５７２２番地３

高知東石立 780-8039 高知県 高知県高知市東石立町４５番地１

高知南河ノ瀬 780-8034 高知県 高知県高知市南河ノ瀬町５５‐２

高知南宝永町 780-0816 高知県 高知県高知市南宝永町１７番２１号

高知日の出町 781-0804 高知県 高知県高知市日の出町２－２

比島町三丁目 780-0066 高知県 高知県高知市比島町三丁目１３０７

高知福井西 780-0965 高知県 高知県高知市福井町３１２９

高知御座 781-0083 高知県 高知県高知市北御座７０１番地

高知北竹島 780-8019 高知県 高知県高知市北竹島町１５番

高知北本町 780-0056 高知県 高知県高知市北本町３丁目１番７号

高知万々 780-0973 高知県 高知県高知市万々３４９番１

高知六泉寺 780-8023 高知県 高知県高知市六泉寺町９６番地１

サンリバー四万十 787-0015 高知県 高知県四万十市右山３８３番地７

四万十大橋通 787-0033 高知県 高知県四万十市中村大橋通６丁目２街区９号

宿毛バイパス 788-0009 高知県 高知県宿毛市駅東町３丁目１０９番地１０９番

宿毛駅前 788-0000 高知県 高知県宿毛市宿毛５３５８－１８

宿毛小深浦 788-0033 高知県 高知県宿毛市小深浦３８９－２

土佐市宇佐 781-1161 高知県 高知県土佐市宇佐町宇佐２７５９－１

土佐市戸波 781-1134 高知県 高知県土佐市家俊字垣添１０９４番地１



南国おおそね 783-0004 高知県 高知県南国市大そね甲１５９２－１８

鞍手小牧 807-1311 福岡県 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧字居尻５３７番１

桂川土居 820-0606 福岡県 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７

久留米梅満 830-0048 福岡県 福岡県久留米市梅満町４４０－１

苅田バイパス磯浜 800-0313 福岡県 福岡県京都郡苅田町磯浜町２丁目２番１

糸島加布里 819-1124 福岡県 福岡県糸島市加布里一丁目４番１２号

糸島神在 819-1148 福岡県 福岡県糸島市神在西二丁目１番１号

糸島長糸 819-1155 福岡県 福岡県糸島市川付１０１３－１

前原末永 819-1572 福岡県 福岡県糸島市末永字数蔵町５０７番１

志免寿町 811-2202 福岡県 福岡県糟屋郡志免町志免４丁目７番１０号

志免南里一丁目 811-2207 福岡県 福岡県糟屋郡志免町南里１丁目３－３１

篠栗尾仲 811-2413 福岡県 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲４３７－２

篠栗庄 811-2413 福岡県 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲７４番地９

須恵植木バイパス 811-2112 福岡県 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１６１番地２

内橋 811-2308 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町内橋８０３－１

つつじヶ丘 818-0134 福岡県 福岡県太宰府市大佐野５－１７－３

太宰府梅ヶ丘 818-0123 福岡県 福岡県太宰府市梅ヶ丘二丁目１４－５

大川高木病院前 831-0016 福岡県 福岡県大川市大字酒見中原５－１

大川やまざくら通り 831-0031 福岡県 福岡県大川市大字上巻字前田１３３番１

大牟田インター 836-0036 福岡県 福岡県大牟田市小川町２１番１号

大牟田姫島 836-0056 福岡県 福岡県大牟田市姫島町３７－６

大野城山田 816-0922 福岡県 福岡県大野城市山田５丁目１番１号

大野城仲畑一丁目 816-0921 福岡県 福岡県大野城市仲畑１丁目４番３０号

大野城仲畑三丁目 816-0921 福岡県 福岡県大野城市仲畑３丁目１１－２４

西牟田谷川 833-0053 福岡県 福岡県筑後市西牟田４３０４－１

筑紫野紫 818-0061 福岡県 福岡県筑紫野市紫３ー７９－１

筑紫駅前 818-0025 福岡県 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

筑紫野美しが丘北 818-0035 福岡県 福岡県筑紫野市美しが丘北３丁目１３－２

筑前原地蔵 838-0824 福岡県 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵字村上２４５９番１外４筆

朝倉一木 838-0065 福岡県 福岡県朝倉市一木８６０番３

直方バイパス 822-0002 福岡県 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

香春中津原 822-1405 福岡県 福岡県田川郡香春町大字中津原２４６３番地１

川崎池尻 827-0002 福岡県 福岡県田川郡川崎町大字池尻３６６番地の２

八女黒木本分 834-1213 福岡県 福岡県八女市黒木町本分１１９６－１

飯塚弁分 820-0088 福岡県 福岡県飯塚市弁分１５７－３

福岡下山門通り 819-0052 福岡県 福岡県福岡市西区下山門一丁目１３番１８号

福岡元岡 819-0386 福岡県 福岡県福岡市西区元浜１丁目２７番５

福岡今宿三丁目 819-0167 福岡県 福岡県福岡市西区今宿３丁目７－３

福岡今宿青木 819-0162 福岡県 福岡県福岡市西区今宿青木４６８番１

福岡拾六町 819-0041 福岡県 福岡県福岡市西区拾六町五丁目１５－１５

福岡上山門 819-0054 福岡県 福岡県福岡市西区上山門一丁目６番３号

福岡千里 819-0374 福岡県 福岡県福岡市西区大字千里２９８－１

福岡姪浜二丁目 819-0002 福岡県 福岡県福岡市西区姪の浜二丁目２２番７号

福岡原八丁目 814-0022 福岡県 福岡県福岡市早良区原八丁目１番１６号

福岡小田部一丁目 814-0032 福岡県 福岡県福岡市早良区小田部１丁目１－２２

福岡城西三丁目 814-0003 福岡県 福岡県福岡市早良区城西三丁目１８番２６号

今泉一丁目 810-0021 福岡県 福岡県福岡市中央区今泉１丁目１３－９

福岡天神 810-0001 福岡県 福岡県福岡市中央区天神３丁目３－５

福岡渡辺通一丁目 810-0004 福岡県 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１０ー６

福岡唐人町一丁目 810-0063 福岡県 福岡県福岡市中央区唐人町一丁目６－６

白金二丁目 810-0012 福岡県 福岡県福岡市中央区白金２丁目１－１７

福岡薬院駅北口 810-0022 福岡県 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１－１薬院ビジネスガーデン１Ｆ

原田二丁目 812-0063 福岡県 福岡県福岡市東区原田２－２－３２

福岡箱崎公園前 812-0063 福岡県 福岡県福岡市東区原田四丁目２４－６２

九産大駅前 813-0003 福岡県 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－１５－２５

福岡香住ヶ丘 813-0003 福岡県 福岡県福岡市東区香住ヶ丘七丁目５－６０

福岡香椎照葉四丁目 813-0017 福岡県 福岡県福岡市東区香椎照葉４丁目２番７号

松田三丁目 812-0064 福岡県 福岡県福岡市東区松田３丁目３－１１

松島一丁目 812-0062 福岡県 福岡県福岡市東区松島１－３２－８

多の津一丁目 813-0034 福岡県 福岡県福岡市東区多の津１丁目１４番１号

福岡東浜 812-0055 福岡県 福岡県福岡市東区東浜１丁目４番２９号

福岡二又瀬新町 812-0065 福岡県 福岡県福岡市東区二又瀬新町９番２５号

福岡和白三丁目 811-0202 福岡県 福岡県福岡市東区和白三丁目２７番６６号

福岡平尾駅前 815-0083 福岡県 福岡県福岡市南区高宮一丁目６番１号

清水三丁目 815-0031 福岡県 福岡県福岡市南区清水三丁目２－１０

福岡西長住一丁目 811-1361 福岡県 福岡県福岡市南区西長住１丁目１－５２

福岡大橋二丁目 815-0033 福岡県 福岡県福岡市南区大橋二丁目１１番２８号

柏原四丁目 811-1353 福岡県 福岡県福岡市南区柏原４丁目２－２８

福岡高宮通り 815-0041 福岡県 福岡県福岡市南区野間一丁目２８番７号



福岡柳瀬一丁目 811-1321 福岡県 福岡県福岡市南区柳瀬１丁目３－３

福岡老司 811-1346 福岡県 福岡県福岡市南区老司２－５－２５

博多榎田二丁目 812-0004 福岡県 福岡県福岡市博多区榎田２丁目８番１０号

博多月隈六丁目 812-0858 福岡県 福岡県福岡市博多区月隈６丁目９番２８号

博多駅南六丁目 812-0016 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目５番２７号

博多美野島一丁目 812-0017 福岡県 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番５号

福津宮司六丁目 811-3305 福岡県 福岡県福津市宮司六丁目３番３号

戸畑沖台通り 804-0064 福岡県 福岡県北九州市戸畑区沖台１－６－３０

戸畑明治町 804-0073 福岡県 福岡県北九州市戸畑区明治町６番４号

小倉志井六丁目 802-0985 福岡県 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号

小倉モノレール守恒 802-0971 福岡県 福岡県北九州市小倉南区守恒本町一丁目３－１２

小倉中吉田六丁目 800-0204 福岡県 福岡県北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番２号

北九大西 802-0841 福岡県 福岡県北九州市小倉南区北方４丁目３番１２号

小倉上到津二丁目 803-0845 福岡県 福岡県北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号

小倉明和町 802-0017 福岡県 福岡県北九州市小倉北区明和町５番１８号

八幡黒崎 806-0028 福岡県 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４

柳川三橋バイパス 832-0802 福岡県 福岡県柳川市三橋町吉開７５３

伊万里浦之崎 849-4261 佐賀県 佐賀県伊万里市山代町　立岩４１２番８１

伊万里黒川 848-0041 佐賀県 佐賀県伊万里市小黒川１３９－４０

伊万里大川 849-5251 佐賀県 佐賀県伊万里市大川町　大川野１８８３－１

伊万里大坪 848-0022 佐賀県 佐賀県伊万里市大坪町乙５６２番地３

伊万里立花 848-0027 佐賀県 佐賀県伊万里市立花町字小敷山２４０４番１２０

佐賀高木瀬長瀬 849-0917 佐賀県 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１７５７番１

佐賀大和インター 840-0202 佐賀県 佐賀県佐賀市大和町　大字久池井２５８７－７

佐賀鍋島四丁目 849-0937 佐賀県 佐賀県佐賀市鍋島４丁目１－３

うえむら病院 849-0913 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１９０６－１

みやき西島 840-1101 佐賀県 佐賀県三養基郡みやき町大字西島１３２０－１

上峰加茂 849-0123 佐賀県 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所１７５７－８

東脊振インター 842-0103 佐賀県 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲字鶴の森１１４４番１

神埼本告牟田 842-0013 佐賀県 佐賀県神埼市神埼町本告牟田７３７－５

有田三代橋 844-0027 佐賀県 佐賀県西松浦郡有田町南原字天神森甲４６０－１他３筆

鳥栖あさひ新町 841-0068 佐賀県 佐賀県鳥栖市あさひ新町８２１番２８

鳥栖酒井西町 841-0042 佐賀県 佐賀県鳥栖市酒井西町６８３番１

鳥栖藤木町 841-0048 佐賀県 佐賀県鳥栖市藤木町２４４９番地

鳥栖弥生が丘 841-0005 佐賀県 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１７番地

唐津鏡 847-0022 佐賀県 佐賀県唐津市鏡３４８３－６

東唐津 847-0017 佐賀県 佐賀県唐津市東唐津４－９－２０

唐津海岸通 847-0861 佐賀県 佐賀県唐津市二タ子三丁目１４番２０号

唐津バイパス干居 849-5122 佐賀県 佐賀県唐津市浜玉町　横田下９４７

壱岐芦辺 811-5316 長崎県 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８番地１

壱岐郷ノ浦東 811-5132 長崎県 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雲仙瑞穂 859-1206 長崎県 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛字十五田５４８－１

佐世保栄町 857-0054 長崎県 長崎県佐世保市栄町７－５－１Ｆ

吉井 859-6311 長崎県 長崎県佐世保市吉井町橋川内８６０－１

佐世保吉岡町 857-0143 長崎県 長崎県佐世保市吉岡町１７７６－１３

佐世保江迎 859-6103 長崎県 長崎県佐世保市江迎町埋立１番２

鹿町 859-6145 長崎県 長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦８３－１

佐世保小島町 857-0066 長崎県 長崎県佐世保市小島町４７７番１

佐世保藤原町 857-0832 長崎県 長崎県佐世保市藤原町２３－４３

南風崎町 859-3236 長崎県 長崎県佐世保市南風崎町１４９－２

朝長小迎 851-3422 長崎県 長崎県西海市西彼町小迎郷２８１９－１

西彼杵高校前 857-2302 長崎県 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字チシャノ木ノ下１６６３ー１

時津新開 851-2107 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷１４３９－５

対馬厳原大手橋 817-0024 長崎県 長崎県対馬市厳原町大手橋１０４０番地

大村岩松町 856-0044 長崎県 長崎県大村市岩松町９４１－３

国立長崎医療センター前 856-0835 長崎県 長崎県大村市久原２丁目１０８０－１

大村長崎空港通り 856-0817 長崎県 長崎県大村市古賀島町５２３－１

大村杭出津一丁目 856-0828 長崎県 長崎県大村市杭出津１丁目５１８－１

大村小路口町 856-0025 長崎県 長崎県大村市小路口町２４４－５

大村松原本町 856-0009 長崎県 長崎県大村市松原本町４８６番１

大村松並二丁目 856-0814 長崎県 長崎県大村市松並２丁目１２２２－１

大村大川田 856-0804 長崎県 長崎県大村市大川田町９３２－１、９３３－４、９３３－５

長崎かき道 851-0115 長崎県 長崎県長崎市かき道１丁目３７－１

長崎稲佐 852-8001 長崎県 長崎県長崎市光町１６番１０号

長崎新戸町 850-0954 長崎県 長崎県長崎市新戸町３丁目１７番２２号

長崎三重 851-2212 長崎県 長崎県長崎市畝刈町１１５２－１　柏木ビル

長崎銅座町 850-0841 長崎県 長崎県長崎市銅座町７－２４

片淵 850-0003 長崎県 長崎県長崎市片淵２丁目１２－９

島原港 855-0861 長崎県 長崎県島原市下川尻町７２－７６



島原大下 855-0878 長崎県 長崎県島原市大下町１１９１－３

波佐見インター 859-3701 長崎県 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１

深江 859-1501 長崎県 長崎県南島原市深江町甲６８

南有馬 859-2414 長崎県 長崎県南島原市南有馬町丁２９０－１

南島原布津 859-2112 長崎県 長崎県南島原市布津町乙字湯田１５６０－１

有家 859-2205 長崎県 長崎県南島原市有家町小川字上東８６６－１

平戸 859-5121 長崎県 長崎県平戸市岩の上町横久保７７６－１

生月大橋 859-5706 長崎県 長崎県平戸市生月町　南免４４３２－３１

平戸田平 859-4806 長崎県 長崎県平戸市田平町下亀免札ノ元４０－１

佐々沖田 857-0353 長崎県 長崎県北松浦郡佐々町沖田免字中の間１６７

諫早栄田 854-0081 長崎県 長崎県諫早市栄田町２１－１２

諫早真津山 854-0069 長崎県 長崎県諫早市貝津ヶ丘５９４－２３

諫早久山 854-0066 長崎県 長崎県諫早市久山町２１６２－４

諫早金谷町 854-0004 長崎県 長崎県諫早市金谷町５５５－１

諫早栗面バイパス 854-0055 長崎県 長崎県諫早市栗面町８４３－１

島原街道森山町 854-0203 長崎県 長崎県諫早市森山町本村６５５－１

諫早真崎町 854-0084 長崎県 長崎県諫早市真崎町１０８６－１５

諫早多良見 859-0402 長崎県 長崎県諫早市多良見町　囲４４５

喜々津駅前 859-0401 長崎県 長崎県諫早市多良見町　化屋７４９－１

諫早天満町 854-0006 長崎県 長崎県諫早市天満町２０－１８

小国宮原 869-2501 熊本県 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

南小国きよら 869-2401 熊本県 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１

阿蘇市役所前 869-2612 熊本県 熊本県阿蘇市一の宮町　宮地１８０６－１

阿蘇一の宮 869-2612 熊本県 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３９７－２

阿蘇乙姫 869-2226 熊本県 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１

阿蘇内牧 869-2301 熊本県 熊本県阿蘇市内牧１０７３－５

芦北湯浦 869-5563 熊本県 熊本県葦北郡芦北町湯浦字生田４２６－５

芦北津奈木 869-5603 熊本県 熊本県葦北郡津奈木町岩城字沖田９－１

松橋曲野 869-0511 熊本県 熊本県宇城市松橋町曲野字片林８２－４

松橋豊川 869-0543 熊本県 熊本県宇城市松橋町南豊崎６４０－２

不知火役場前 869-0552 熊本県 熊本県宇城市不知火町高良２４７８－１

宇土浦田町 869-0445 熊本県 熊本県宇土市浦田町２８－２

熊本美里三和 861-4732 熊本県 熊本県下益城郡美里町三和１５０－１

美里町中央 861-4406 熊本県 熊本県下益城郡美里町馬場８００番地

菊陽津久礼 869-1101 熊本県 熊本県菊池郡　菊陽町大字津久礼２４８２－２

熊本空港通り 869-1107 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町辛川６００－５

大津陣内 869-1221 熊本県 熊本県菊池郡大津町陣内字順田２７５

熊本大津 869-1221 熊本県 熊本県菊池郡大津町大字陣内１１５３－１

菊池隈府 861-1331 熊本県 熊本県菊池市隈府８４３番１

菊池高野瀬 861-1331 熊本県 熊本県菊池市隈府字宮跡１４９０－１

熊本菊池花房台 861-1315 熊本県 熊本県菊池市木柑子１７６９－４

サンロードシティ 868-0303 熊本県 熊本県球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

人吉錦町西 868-0303 熊本県 熊本県球磨郡錦町大字西字百太郎３６０４番１３０

サンロード木上 868-0301 熊本県 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

サンロード相良 868-0095 熊本県 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

サンロード駅 868-0501 熊本県 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５９１－１

サンロード多良木 868-0501 熊本県 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７９３－７

ゆのまえ 868-0600 熊本県 熊本県球磨郡湯前町字下牧原９７５番地２

長洲清源寺 869-0105 熊本県 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３１９３番外８筆

サンロード菊水 865-0135 熊本県 熊本県玉名郡和水町瀬川３５５

玉名伊倉南方 865-0045 熊本県 熊本県玉名市伊倉南方字土器９９３番３

玉名岩崎 865-0016 熊本県 熊本県玉名市岩崎４８８－１

ＹＯＵランド玉名 865-0064 熊本県 熊本県玉名市中１６８６番３

熊本春日八丁目 860-0047 熊本県 熊本県熊本市西区春日８丁目１７－４０

上代 860-0068 熊本県 熊本県熊本市西区上代四丁目１３番３２号

熊本新土河原 860-0056 熊本県 熊本県熊本市西区新土河原１－１－２３

駕町通り 860-0807 熊本県 熊本県熊本市中央区下通１丁目６－１５

熊本九品寺一丁目 862-0976 熊本県 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目７－２３

熊本白山通り 862-0976 熊本県 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目４－３３

サクラマチ 860-0805 熊本県 熊本県熊本市中央区桜町３－１０

熊本帯山六丁目 862-0924 熊本県 熊本県熊本市中央区帯山６丁目８番４８号

熊本大江一丁目 862-0971 熊本県 熊本県熊本市中央区大江１丁目２７－１２

熊本段山本町 860-0006 熊本県 熊本県熊本市中央区段山本町５－２１

熊本坪井二丁目 860-0863 熊本県 熊本県熊本市中央区坪井２丁目１－４２

熊本下南部 861-8019 熊本県 熊本県熊本市東区下南部２丁目１－５０

熊本動物園通り 862-0908 熊本県 熊本県熊本市東区新生一丁目４３番９号

熊本長嶺南三丁目 861-8039 熊本県 熊本県熊本市東区長嶺南３丁目１番１号

熊本長嶺南 861-8039 熊本県 熊本県熊本市東区長嶺南８丁目１－３

あきた 861-5255 熊本県 熊本県熊本市南区砂原町４８１－１



熊本田迎三丁目 862-0962 熊本県 熊本県熊本市南区田迎３丁目１２番７

サンロード熊本浜線 862-0965 熊本県 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３

まるみつ浜線 862-0962 熊本県 熊本県熊本市南区田迎六丁目４番５１号

熊本薄場三丁目 861-4131 熊本県 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

熊本八幡五丁目 861-4113 熊本県 熊本県熊本市南区八幡５丁目１４－３２

熊本流通団地組合売店 862-0967 熊本県 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１１

サンロード熊本良町 862-0969 熊本県 熊本県熊本市南区良町３丁目１４－２３

熊本龍田町弓削 861-8002 熊本県 熊本県熊本市北区弓削三丁目２４番１０号

植木宮原 861-0111 熊本県 熊本県熊本市北区植木町宮原字大坪２２７番８（地番）

植木田原坂 861-0133 熊本県 熊本県熊本市北区植木町滴水１６８３－１

植木滴水 861-0133 熊本県 熊本県熊本市北区植木町滴水字野中１７６－１

植木豊田 861-0106 熊本県 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

熊本新地六丁目 861-8075 熊本県 熊本県熊本市北区清水新地６丁目８番１号

熊本鶴羽田一丁目 861-5517 熊本県 熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目１－１

荒尾西原町 864-0053 熊本県 熊本県荒尾市西原町３丁目４５番地

荒尾本井手 864-0012 熊本県 熊本県荒尾市本井手長谷１５１８－１０１

荒尾野原 864-0163 熊本県 熊本県荒尾市野原字早馬１２６７－１

永江団地 861-1112 熊本県 熊本県合志市幾久富字下沖野１８６６番７０４

山鹿明治 861-0501 熊本県 熊本県山鹿市山鹿字皆本８７４－１

山鹿方保田 861-0382 熊本県 熊本県山鹿市大字方保田字大道の下３４９６番地２　外２筆

山鹿栗林 861-0531 熊本県 熊本県山鹿市中字伏鍋９７６－１

秋津レークタウン 861-3102 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉１８７８－５

山都町役場前 861-3515 熊本県 熊本県上益城郡山都町城平７１８

山都町 861-3517 熊本県 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１

松島合津 861-6102 熊本県 熊本県上天草市松島町合津字御所平７９１４番６

上天草大矢野 869-3602 熊本県 熊本県上天草市大矢野町上字田原２３１８－４

サンロード下原田 868-0086 熊本県 熊本県人吉市下原田町字荒毛字無田ノ原１３４７‐２他６筆

人吉インター 868-0021 熊本県 熊本県人吉市鬼木町善生院６１１番１

サンロード中青井 868-0008 熊本県 熊本県人吉市中青井町２９６番地

水俣大黒 867-0043 熊本県 熊本県水俣市大黒町１－３－２６

水俣百間 867-0049 熊本県 熊本県水俣市百間町二丁目３番３１

天草苓北 863-2503 熊本県 熊本県天草郡苓北町志岐１０３６番地１

本渡亀川 863-0043 熊本県 熊本県天草市亀場町亀川１６０６－１

天草牛深 863-1901 熊本県 熊本県天草市牛深町１５５１－１７

本渡古川 863-0025 熊本県 熊本県天草市古川町２２

本渡小松原 863-0019 熊本県 熊本県天草市小松原町１２－２２

天草栖本 861-6303 熊本県 熊本県天草市栖本町馬場２５６８－２

天草南新町 863-0031 熊本県 熊本県天草市南新町６－６

天草本渡北 863-0049 熊本県 熊本県天草市北原町１番１号

天草有明 861-7314 熊本県 熊本県天草市有明町大島子字沖ノ田２８８６番３

千丁町 869-4701 熊本県 熊本県八代市千丁町太牟田字平島２２９０－８

八代千反町 866-0053 熊本県 熊本県八代市千反町２丁目１２－９

八代竹原 866-0826 熊本県 熊本県八代市竹原町２０７０

八代田中東町 866-0871 熊本県 熊本県八代市田中東町弐七号６番

宇佐フラワーロード 879-0317 大分県 大分県宇佐市下高７２２番２

宇佐四日市 879-0471 大分県 大分県宇佐市大字四日市字取合４７番１

宇佐中央 879-0453 大分県 大分県宇佐市大字上田字岩金９２７－１

臼杵熊崎 875-0083 大分県 大分県臼杵市大字諏訪８９５－１

臼杵インター 875-0063 大分県 大分県臼杵市大字望月字清太郎６３－１

臼杵野津町 875-0233 大分県 大分県臼杵市野津町大字宮原３６９６番地

杵築山香 879-1306 大分県 大分県杵築市山香町　大字広瀬４８１－１

杵築清水 873-0001 大分県 大分県杵築市大字杵築字清水８７０

住吉浜 873-0033 大分県 大分県杵築市大字守江字塩屋原４７７８－６

杵築八坂 873-0015 大分県 大分県杵築市大字八坂字田計２４７８、他

玖珠戸畑 879-4331 大分県 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１

国東田深 873-0502 大分県 大分県国東市国東町田深９３７番地

武蔵町 873-0412 大分県 大分県国東市武蔵町古市１３８－１

佐伯鶴岡 876-0835 大分県 大分県佐伯市鶴岡町１丁目１番１６号

弥生井崎 876-0111 大分県 大分県佐伯市弥生大字井崎９９４－２

日出川崎 879-1505 大分県 大分県速見郡日出町大字川崎３６７２番地２

日出豊岡 879-1507 大分県 大分県速見郡日出町大字豊岡３０８－１

大分乙津港町 870-0146 大分県 大分県大分市乙津港町二丁目５番３８号

大分下郡東 870-0953 大分県 大分県大分市下郡東２丁目２番３９号

大分花高松 870-0915 大分県 大分県大分市花高松３丁目１０番２０号

坂ノ市中央四丁目 870-0307 大分県 大分県大分市坂ノ市中央４丁目１－３

寺崎町一丁目 870-0137 大分県 大分県大分市寺崎町１－２－９

大分新栄町 870-0919 大分県 大分県大分市新栄町１１番３０号

米良バイパス 870-0942 大分県 大分県大分市大字羽田９７－１コミュニティ羽田３

大分城南団地 870-0883 大分県 大分県大分市大字永興字早田９４１－２



大分横瀬 870-1173 大分県 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５

大分小佐井 870-0313 大分県 大分県大分市大字屋山２１７０－１４１

大分下戸次 879-7763 大分県 大分県大分市大字下戸次１５３８－２

白滝橋 870-1112 大分県 大分県大分市大字下判田２０７９－６

大分光吉インター前 870-1132 大分県 大分県大分市大字光吉１１４０－１

大分椎迫 870-0030 大分県 大分県大分市大字三芳６４５番地１

陽光台 870-0274 大分県 大分県大分市大字種具１０８２番地２

大分津守 870-0945 大分県 大分県大分市大字津守３９６－１

佐賀関本神崎 879-2111 大分県 大分県大分市大字本神崎６３１－１

野津原 870-1203 大分県 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１

大分都町四丁目 870-0034 大分県 大分県大分市都町四丁目２番１９号

大分南春日 870-0815 大分県 大分県大分市南春日町４番２７号

大分羽屋 870-0856 大分県 大分県大分市畑中一丁目１番５号

府内町中央通り 870-0021 大分県 大分県大分市府内町１丁目２－２－１

大分弁天二丁目 870-0017 大分県 大分県大分市弁天二丁目１番１４号

大分県立病院西口 870-0855 大分県 大分県大分市豊饒三丁目１１番２号

六坊北町 870-0841 大分県 大分県大分市六坊北町４番１９号

竹田玉来 878-0024 大分県 大分県竹田市大字玉来８４５－１

中津宮夫 871-0012 大分県 大分県中津市大字宮夫６２番地１

中津大悟法 871-0151 大分県 大分県中津市大字大悟法１０１－１

中津北 871-0001 大分県 大分県中津市大字大新田字拾番通り４３５－２

中津大貞 871-0153 大分県 大分県中津市大字大貞字３７１－７７

日田淡窓 877-0012 大分県 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号

別府若草町 874-0925 大分県 大分県別府市若草町５番１０号

別府鶴見 874-0840 大分県 大分県別府市大字鶴見３９２１番４

別府インター前 874-0832 大分県 大分県別府市大字南立石３９５－５８外１筆

別府天満町 874-0906 大分県 大分県別府市天満町６番３３号

別府南立石 874-0832 大分県 大分県別府市南立石一区５組２Ａ

別府流川 874-0943 大分県 大分県別府市楠町１０番３号

豊後高田新地 879-0627 大分県 大分県豊後高田市新地１０４１－１

豊後大野三重市場 879-7131 大分県 大分県豊後大野市三重町市場２９０番１

由布挾間 879-5506 大分県 大分県由布市挾間町挾間５１４－１

延岡桜ヶ丘 882-0005 宮崎県 宮崎県延岡市夏田町３６４番１

橘通東一丁目 880-0805 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東一丁目１２番１４号

恒久四丁目 880-0913 宮崎県 宮崎県宮崎市恒久四丁目２１番地１７

清武新町 889-1611 宮崎県 宮崎県宮崎市清武町新町一丁目７－７

木花運動公園前 889-2151 宮崎県 宮崎県宮崎市大字熊野１０８５－２

大坪西 880-0932 宮崎県 宮崎県宮崎市大坪西一丁目１番６８号

大淀二丁目 880-0902 宮崎県 宮崎県宮崎市大淀二丁目８４番地１

潮見町 880-0862 宮崎県 宮崎県宮崎市潮見町１７７番１

高松橋 880-0014 宮崎県 宮崎県宮崎市鶴島三丁目１６８番地２

宮崎霧島二丁目 880-0032 宮崎県 宮崎県宮崎市霧島二丁目８６番

西都右松 881-0003 宮崎県 宮崎県西都市右松３丁目２１

国富町役場前 880-1101 宮崎県 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８３６番

日向塩見 883-0033 宮崎県 宮崎県日向市大字塩見１１６４５番１

日南戸高一丁目 887-0031 宮崎県 宮崎県日南市戸高一丁目３番２号

串木野須納瀬 896-0027 鹿児島県 鹿児島県いちき串木野市恵比須町６３６４番１

湧水町栗野橋 899-6201 鹿児島県 鹿児島県姶良郡湧水町木場６１番地２

はとや加治木バイパス 899-5231 鹿児島県 鹿児島県姶良市加治木町反土２９０６番地

姶良松原 899-5422 鹿児島県 鹿児島県姶良市松原町一丁目２５番４

姶良東餅田 899-5421 鹿児島県 鹿児島県姶良市東餅田９９７－２

高山やぶさめ通 893-1207 鹿児島県 鹿児島県肝属郡肝付町新富２２９－２

大根占城元 893-2302 鹿児島県 鹿児島県肝属郡錦江町城元２８３－２

さつま旭町 895-1814 鹿児島県 鹿児島県薩摩郡さつま町旭町１番７

さつま轟町 895-1813 鹿児島県 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町２５番地１０

さつま町船木 895-1804 鹿児島県 鹿児島県薩摩郡さつま町船木６４８番地４

さつま町田原 895-1802 鹿児島県 鹿児島県薩摩郡さつま町田原１９１番１

川内宮内町 895-0065 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市宮内町１８６３

薩摩川内天辰 895-0012 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市平佐町３９３５番地１

天狗屋勝目 895-0036 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４１８１番１

志布志田尻 899-7104 鹿児島県 鹿児島県志布志市志布志町安楽３６０７番地

指宿大園原 891-0311 鹿児島県 鹿児島県指宿市西方４５７８番地１

指宿なのはな館前 891-0404 鹿児島県 鹿児島県指宿市東方９４８９番３８

輝北百引 893-0201 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引３４１０番地

串良有里 893-1602 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市串良町有里４１２９番１

鹿屋寿四丁目 893-0014 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市寿四丁目１０－３２

脇田電停前 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目２８番１号

二中通電停前 890-0056 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市下荒田１－２－２４

喜入旧市 891-0203 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市喜入町６０７４番５



吉田宮之浦 891-1305 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宮之浦町１５０２－１１

よかど鹿児島／Ｓ 892-0828 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

原良四丁目 890-0026 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市原良四丁目７番８号

ドラッグイレブン呉服町 892-0826 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市呉服町１番１０号

坂元 892-0862 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市坂元町２３－５

山田 891-0104 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市山田町１８２－１

鹿児島中央ビル 892-0844 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市山之口町１番１０号

紫原二丁目 890-0082 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市紫原二丁目４２－１

紫原中学校前 890-0082 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目４１－４

小松原二丁目 891-0114 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市小松原二丁目２２番１号　

上福元町 891-0116 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市上福元町５８０２－１

ＰＬＡＣＥ城西 890-0041 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市城西三丁目８－１

慈眼寺駅前 891-0141 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目１７番１号

出水向江町 899-0206 鹿児島県 鹿児島県出水市向江町２０－６

高尾野中央 899-0401 鹿児島県 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２

いずみ大野原 899-0216 鹿児島県 鹿児島県出水市大野原町６番地

出水米ノ津港 899-0121 鹿児島県 鹿児島県出水市米ノ津町４３番２３号

加世田万世 897-1122 鹿児島県 鹿児島県南さつま市加世田小湊２４３番地１

伊集院下谷口 899-2501 鹿児島県 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１８０６－１

はとや新町 899-4352 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分向花１４４－１

隼人真孝 899-5102 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町真孝字大里２５８番地

隼人京セラ工場前 899-5116 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町内１００３番地１

隼人内山田 899-5106 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町内山田二丁目１７番９号

はとや牧園 899-6507 鹿児島県 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２０９８－５

具志川宮里 904-2243 沖縄県 沖縄県うるま市字宮里７６－１番地

具志川江洲 904-2244 沖縄県 沖縄県うるま市字江洲２１０４－１

沖縄古謝 904-2161 沖縄県 沖縄県沖縄市古謝二丁目２０番１２号

松本五丁目 904-2151 沖縄県 沖縄県沖縄市松本５丁目１９番１０号

松本 904-2151 沖縄県 沖縄県沖縄市松本８８５－１

美里工業高校前 904-2163 沖縄県 沖縄県沖縄市大里三丁目１７番２３号

知花四丁目 904-2143 沖縄県 沖縄県沖縄市知花四丁目１２番１７号

宮古下地 906-0304 沖縄県 沖縄県宮古島市下地字上地６７４番地

宮古下里南 906-0013 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字下里１２７２－１

宮古パイナガマビーチ前 906-0013 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字下里２４６

宮古久貝 906-0015 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字久貝６８４番１

宮古鏡原 906-0012 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字西里１４６８－９

宮古中休 906-0012 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字西里２０４９番地３

宮古西里大通り 906-0012 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字西里２４７－１

宮古東仲宗根 906-0007 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根５６６番地の１

宮古工業高校前 906-0007 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８９０－１０

宮古文教通り 906-0012 沖縄県 沖縄県宮古島市平良西里７１３‐３

伊江 905-0503 沖縄県 沖縄県国頭郡伊江村川平４２６番地７

糸満みなみ 901-0361 沖縄県 沖縄県糸満市字糸満１６６１‐４

糸満すんじゃ 901-0302 沖縄県 沖縄県糸満市字潮平６９８番地

石垣八島 907-0004 沖縄県 沖縄県石垣市字登野城５３０－３

石垣県立八重山病院 907-0002 沖縄県 沖縄県石垣市真栄里５８４－１

石垣シード 907-0022 沖縄県 沖縄県石垣市大川５３３番地７

石垣磯辺 907-0001 沖縄県 沖縄県石垣市大浜１３４９－２１０

石垣サザンゲートブリッジ 907-0011 沖縄県 沖縄県石垣市八島町一丁目９番

読谷とや 904-0305 沖縄県 沖縄県中頭郡読谷村字都屋２６３－１

北谷桃原 904-0104 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷町字桃原１７－８

北中屋宜原 901-2304 沖縄県 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原４９２番地

八重瀬外間 901-0417 沖縄県 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

与那原嶺井入口 901-1302 沖縄県 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原５０７－３４

与那原 901-1303 沖縄県 沖縄県島尻郡与那原町与那原３６９５番地

那覇東バイパス 902-0072 沖縄県 沖縄県那覇市字国場３３３番地１

石嶺小学校前 903-0804 沖縄県 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目９０番１

小禄南小学校前 901-0152 沖縄県 沖縄県那覇市小禄４丁目１６番１号

那覇鏡原中学校前 901-0152 沖縄県 沖縄県那覇市小禄一丁目３番１０号

古島 902-0069 沖縄県 沖縄県那覇市松島１丁目３番１６号

国際通り入口 900-0014 沖縄県 沖縄県那覇市松尾１丁目１番２号

プラスりうぼう泉崎 900-0021 沖縄県 沖縄県那覇市泉崎２丁目２３‐２

佐敷東 901-1406 沖縄県 沖縄県南城市佐敷字屋比久１４６－５

名護市役所前 905-0014 沖縄県 沖縄県名護市港１丁目１４－２３

ふく薬品名護 905-0006 沖縄県 沖縄県名護市字宇茂佐１７０３－１０１

名護宮里 905-0011 沖縄県 沖縄県名護市字宮里３－１０－１１

名護真喜屋 905-1143 沖縄県 沖縄県名護市字真喜屋８０２－１

名護大南二丁目 905-0015 沖縄県 沖縄県名護市大南二丁目１番４４号


