
店名 住所
旭川４条通３丁目 北海道旭川市４条通３丁目１６１６番１

北海道ＳＴ旭川 北海道旭川市宮下通８丁目ＪＲ旭川駅構内

旭川神楽岡５条 北海道旭川市神楽岡５条５丁目１－３０

旭川動物園通り 北海道旭川市東旭川町日ノ出５１番３

旭川緑東大橋 北海道旭川市東光８条１丁目３番１０号

旭川近文 北海道旭川市緑町１５丁目２８８８－２

倶知安基町 北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地

伊達長和町 北海道伊達市長和町４７２－１

伊達末永町 北海道伊達市末永町１２－５８

芽室東４条２丁目 北海道河西郡芽室町東４条２ー２ー１

上士幌町 北海道河東郡上士幌町字上士幌東３－２３３

岩見沢東町 北海道岩見沢市東町１条７丁目

岩見沢幌向 北海道岩見沢市幌向南１条１丁目３７－１０

中富良野町 北海道空知郡中富良野町本町６－１

釧路町国誉 北海道釧路郡釧路町国誉４丁目４番２

阿寒湖温泉 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目２－１

釧路鶴見橋 北海道釧路市愛国西４丁目１番１号

釧路光陽町 北海道釧路市光陽町７番２号

釧路昭和４丁目 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２

釧路大楽毛 北海道釧路市大楽毛西２丁目１番３３号

北海道四季彩館釧路 北海道釧路市北大通１４丁目１番地ＪＲ釧路駅構内

恵庭有明町 北海道恵庭市有明町１丁目２－１１

大樹西本通 北海道広尾郡大樹町西本通２２

江別上江別西町 北海道江別市上江別西町４２－２３

札幌流通センター前 北海道札幌市厚別区厚別中央４条２丁目２－９

札幌ひばりが丘 北海道札幌市厚別区厚別南１丁目２－２

札幌富丘１条 北海道札幌市手稲区富丘１条５丁目１－２２

札幌北野６条 北海道札幌市清田区北野６条２丁目１１番１号

札幌宮の沢２条 北海道札幌市西区宮の沢２条４丁目４－３３

札幌琴似本通 北海道札幌市西区琴似２条２丁目２番２５号

札幌宮の沢駅前 北海道札幌市西区発寒６条９丁目２番１５号

札幌発寒６条 北海道札幌市西区発寒６条１２丁目５番１号

札幌発寒１３条４丁目 北海道札幌市西区発寒１３条４丁目１３番７９号

札幌南１条西６丁目 北海道札幌市中央区南１条西６丁目９番

札幌円山裏参道 北海道札幌市中央区南１条西２０丁目２－１３

札幌南３条西６丁目 北海道札幌市中央区南３条西６丁目８

札幌南４条西７丁目 北海道札幌市中央区南４条西７丁目１番地

札幌伏見 北海道札幌市中央区南１６条西１８丁目３番２２号

札幌南１９条西１２丁目 北海道札幌市中央区南１９条西１２丁目１－８

札幌南２１条西１４丁目 北海道札幌市中央区南２１条西１４丁目３－２０

札幌北５条東２丁目 北海道札幌市中央区北５条東２丁目１－２１
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札幌北４４条東 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

札幌本町１条 北海道札幌市東区本町１条２丁目４－３６

北海道ＳＴ真駒内 北海道札幌市南区真駒内１７－５５５　地下鉄真駒内駅構内

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌自衛隊駅前 北海道札幌市南区澄川４条７丁目３番２５号

札幌藤野２条 北海道札幌市南区藤野２条６丁目７－１

札幌菊水９条 北海道札幌市白石区菊水９条１丁目５－１０

札幌月寒中央通 北海道札幌市豊平区月寒中央通９丁目３番３２号

札幌月寒東１条 北海道札幌市豊平区月寒東１条１７丁目２ー１０

札幌西岡３条 北海道札幌市豊平区西岡３条８丁目１１番３７号

札幌平岸４条 北海道札幌市豊平区平岸４条９丁目１５－５

札幌篠路 北海道札幌市北区篠路２条４丁目６－１６

札幌百合が原 北海道札幌市北区百合が原１０丁目１－２０

三笠道の駅 北海道三笠市岡山１０５６－８

斜里本町 北海道斜里郡斜里町本町１７番地３

小清水町 北海道斜里郡小清水町南町１丁目２１番２３号

清里羽衣 北海道斜里郡清里町羽衣町４２－５７

小樽桂岡 北海道小樽市桂岡町３番１号

小樽蘭島 北海道小樽市蘭島１丁目２５－３１

新冠北星町 北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６

石狩花川南１条 北海道石狩市花川南１条２丁目２７３番地

石狩花川南５条 北海道石狩市花川南５条４丁目２番

石狩花川南７条 北海道石狩市花川南７条３丁目７８

千歳白樺 北海道千歳市白樺２丁目１－４

標茶虹別 北海道川上郡標茶町虹別市街４ー１７

標茶駅前 北海道川上郡標茶町富士１丁目２番２７号

増毛町 北海道増毛郡増毛町暑寒町１丁目４番

帯広西１９南４丁目 北海道帯広市西１９条南４丁目１４－９

帯広西２１条 北海道帯広市西２１条南３丁目２７－６

帯広南の森西 北海道帯広市南の森西２丁目６番地１３

滝川東町 北海道滝川市東町３丁目９２－４

滝川有明町 北海道滝川市有明町４丁目３－４１

登別鷲別町１丁目 北海道登別市鷲別町１丁目４番７

苫小牧しらかば町 北海道苫小牧市しらかば町６丁目１６－２１

苫小牧沼ノ端 北海道苫小牧市東開町５丁目１３番１７号

苫小牧ウトナイ 北海道苫小牧市北栄町３丁目１９番５５号

苫小牧明徳 北海道苫小牧市明徳町２丁目２番２号

苫小牧木場町 北海道苫小牧市木場町２丁目８－３

羽幌役場前 北海道苫前郡羽幌町南町１－３

八雲落部 北海道二海郡八雲町落部５４５－２

白老本町 北海道白老郡白老町本町１－９－３１

美唄大通北 北海道美唄市西１条北５丁目１－４５

美唄西３条 北海道美唄市西３条南３丁目５－１

標津町 北海道標津郡標津町南４条西１丁目１番１９号



富良野協会病院前 北海道富良野市錦町７番１号

名寄徳田 北海道名寄市徳田２４９－２

網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７番地９

栗山松風 北海道夕張郡栗山町松風３ー３１１ー２

留萌小平 北海道留萌郡小平町字小平町３３０

留萌沖見町 北海道留萌市沖見町２ー３８

留萌合同庁舎前 北海道留萌市花園町４丁目１番３号

店名 住所
黒石野際 青森県黒石市野際３丁目１８－１

階上蒼前西７丁目 青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８

三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３

十和田東十四番町 青森県十和田市東十四番町４１番５号

おいらせ新田 青森県上北郡おいらせ町新田８１

青森長島４丁目 青森県青森市長島４丁目２３－２７

青森妙見３丁目 青森県青森市妙見３丁目３－３７

八戸下長３丁目 青森県八戸市下長３丁目１３－２２

店名 住所
一関千厩構井田 岩手県一関市千厩町千厩字構井田６７－１

一関川崎 岩手県一関市川崎町薄衣字法道地２８－１

一関摺沢 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前２４番２

花巻松園町１丁目 岩手県花巻市松園町１丁目４－５７

花巻矢沢 岩手県花巻市矢沢第４地割１２６－１

岩手県立中央病院前 岩手県盛岡市上田１丁目６－１２

大船渡合同庁舎前 岩手県大船渡市猪川町字前田３番１

滝沢せいほくタウン 岩手県滝沢市穴口１３５番２

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

北上上野町１丁目 岩手県北上市上野町１丁目２６－２１

北上駅東口 岩手県北上市川岸１丁目７番５号

店名 住所
小牛田青生 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３

女川バイパス 宮城県牡鹿郡女川町大道１－２

岩沼小川 宮城県岩沼市小川字新河原１７－３

気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１

気仙沼唐桑町 宮城県気仙沼市唐桑町明戸２０６－１

気仙沼東新城３丁目 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４

宮城七ヶ浜 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字小田１３－１

一迫柳目 宮城県栗原市一迫柳目字上田２７

柴田船岡上大原 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字上大原１７２

石巻元倉２丁目 宮城県石巻市元倉２丁目４番１５号

石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６番１号

仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９

仙台原町５丁目 宮城県仙台市宮城野区原町５－２－８

東仙台１丁目 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１－２７

仙台旭ケ丘２丁目 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘２丁目２５－１



仙台柳町通 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１４－３５

仙台晩翠草堂前 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目９－２２

仙台荒巻神明町 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１４－１

北仙台駅前 宮城県仙台市青葉区昭和町３－２７

仙台中山吉成 宮城県仙台市青葉区中山吉成１ー６ー１

仙台米ケ袋１丁目 宮城県仙台市青葉区米ケ袋１－４－１

仙台黒松 宮城県仙台市泉区黒松２‐１‐７３６

仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

仙台泉実沢 宮城県仙台市泉区実沢字中５４－３

仙台西田中松下 宮城県仙台市泉区西田中字松下９－１

仙台南光台南２丁目 宮城県仙台市泉区南光台南２丁目２６番３号

多賀城浮島 宮城県多賀城市浮島字宮前１２８－１

古川中里５丁目 宮城県大崎市古川中里５丁目２２３

古川穂波７丁目 宮城県大崎市古川穂波７丁目１４－２７

宮城富谷 宮城県富谷市ひより台１丁目４３－２３

亘理インター 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡４６－１

亘理東郷 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０６－１

店名 住所
横手大屋新町 秋田県横手市大屋新町字中野３２５－１

横手雄物川 秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田１２６番１

鹿角花輪駅前 秋田県鹿角市花輪字堰向７０番

鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１

秋田広面谷内佐渡 秋田県秋田市広面字谷内佐渡１１４－１

秋田通町 秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

秋田仲小路 秋田県秋田市中通２丁目１－２３

ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通７丁目２番１号

男鹿船越 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

五城目町役場前 秋田県南秋田郡五城目町東磯ノ目２丁目７番２３

由利本荘荒町 秋田県由利本荘市荒町字真城７９－１

由利本荘西目町 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２－１４９

店名 住所
蔵王みはらしの丘 山形県山形市みはらしの丘１丁目４番地２

山形高堂２丁目 山形県山形市高堂２丁目２番２９号

山形立谷川 山形県山形市大字漆山伊達城４３２３－１

山形東青田２丁目 山形県山形市東青田２丁目１１－３０

酒田法連寺 山形県酒田市法連寺字茅針谷地７１－１

酒田本町３丁目 山形県酒田市本町３丁目６－４

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

白鷹町荒砥 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙字熊野宮１０６９

村山楯岡新町 山形県村山市楯岡新町３－４－２

村山金谷工業団地前 山形県村山市大字タモ山４６００－３４

鶴岡西新斎町 山形県鶴岡市西新斎町１－５５

鶴岡日出１丁目 山形県鶴岡市日出１丁目２７－１

鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１



天童駅西４丁目 山形県天童市駅西４丁目１－１

川西町高山 山形県東置賜郡川西町大字高山２３９４－１

米沢春日３丁目 山形県米沢市春日３丁目３－１８

店名 住所
いわき下神白 福島県いわき市小名浜下神白字林崎２０－１

会津門田丑渕 福島県会津若松市門田町日吉丑渕１１ー４２

郡山図景町 福島県郡山市図景１丁目６－１

郡山久留米 福島県郡山市大槻町字仁池向１０－１５

郡山大槻太田 福島県郡山市大槻町字太田７４－１

須賀川稲荷町 福島県須賀川市稲荷町１１８－１

須賀川影沼町 福島県須賀川市影沼町１１５－３

須賀川インター 福島県須賀川市牛袋町８－１

新白河駅西口 福島県西白河郡西郷村字豊作西４３番地

福島玉川 福島県石川郡玉川村大字小高字稲荷畷２７ー１

福島古殿 福島県石川郡古殿町田口字黒長１９

石川長久保 福島県石川郡石川町字石田４５－２

相馬山上 福島県相馬市山上字南田１１０

三春インター 福島県田村郡三春町大字熊耳神山２５９－１　

原町青葉町 福島県南相馬市原町区青葉町３丁目３－２

二本松若宮 福島県二本松市若宮２－１６３－８

新白河駅前 福島県白河市新白河２ー１５３

白河米村道北 福島県白河市米村道北８番２２

福島栄町 福島県福島市栄町１１番３２号

福島下飯坂 福島県福島市下飯坂字七久保７番８

福島松川八丁目 福島県福島市松川町字下中島４番８

福島八島町 福島県福島市八島町５－２３

本宮 福島県本宮市本宮字中条５２－１

店名 住所
安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３

伊勢崎堀口町 群馬県伊勢崎市堀口町字城西７３８番１

館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５

館林バイパス 群馬県館林市東広内町１１１３－１

館林本町２丁目 群馬県館林市本町２丁目１１－９

桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３

桐生相生 群馬県桐生市相生町２丁目８０９－５

桐生相生５丁目 群馬県桐生市相生町５丁目２０８６ー２

桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４

長野原大津 群馬県吾妻郡長野原町大字大津字犬塚４００－４

高崎井野町 群馬県高崎市井野町１００１－１

高崎下室田町 群馬県高崎市下室田町１５０７－８

高崎岩押町 群馬県高崎市岩押町２０－１０

高崎棟高町 群馬県高崎市棟高町１８６８－１１８

渋川金井 群馬県渋川市金井１２２９ー１

前橋日吉町１丁目 群馬県前橋市日吉町１丁目１－１



前橋本町２丁目 群馬県前橋市本町２丁目１０－３

太田市細谷町 群馬県太田市細谷町５０４－３

太田市宝町 群馬県太田市宝町８６２－２

富岡一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

邑楽篠塚 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１６２０－１

店名 住所
喜連川寿町 栃木県さくら市喜連川３８６９－１

宇都宮さいわい 栃木県宇都宮市幸町１３－９

宇都宮小幡 栃木県宇都宮市小幡２－６－１３

宇都宮西川田２丁目 栃木県宇都宮市西川田２丁目２－３６

河内奈坪台 栃木県宇都宮市中岡本十面久保３７２０－２９

河内中岡本 栃木県宇都宮市中岡本町２３９３－６

宇都宮鶴田中央 栃木県宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号

ＫＯＹＯ栃木県立がんセンター 栃木県宇都宮市陽南４－９－１３

壬生大師町 栃木県下都賀郡壬生町大師町４０－１３

下野自治医大 栃木県下野市祇園１－１３－８

下野上三川 栃木県河内郡上三川町上三川４３５６－１

鹿沼警察署前 栃木県鹿沼市上殿町１００２－１

鹿沼緑町 栃木県鹿沼市緑町２丁目４－１

小山羽川北 栃木県小山市大字羽川５１７－１３

真岡下高間木 栃木県真岡市下高間木１丁目１１番地３

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

那須黒田原 栃木県那須郡那須町大字寺子乙４０３６－４

鬼怒川立岩 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４２２番地１

今市豊田 栃木県日光市豊田４４８－１

益子西 栃木県芳賀郡益子町大字塙９３０－１

矢板下太田 栃木県矢板市下太田字枇杷原３８７－１

矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号

店名 住所
つくばみらい谷井田 茨城県つくばみらい市谷井田１３５０－１

つくばみらい谷井田北 茨城県つくばみらい市谷井田１４１３－１

つくば北大通り 茨城県つくば市春日２ー２５ー４

つくば小野崎 茨城県つくば市小野崎１６１－３

つくば上大島 茨城県つくば市上大島字島廻り１０５１－５

つくば赤塚東 茨城県つくば市赤塚６８５－１７

つくば筑穂３丁目 茨城県つくば市筑穂３丁目６－４

勝田東石川 茨城県ひたちなか市外野１－３４－２８

ひたちなか堂端２丁目 茨城県ひたちなか市堂端２丁目１－２

ひたちなか本郷台 茨城県ひたちなか市馬渡字西谷津２５６７－１

阿見あけぼの 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

稲敷古渡 茨城県稲敷市信太古渡字横須賀９２－１

下妻下木戸 茨城県下妻市下木戸３６２－５

下妻高道祖 茨城県下妻市高道祖１４２９－１



笠間来栖 茨城県笠間市来栖字五反田５８５－１

茨城八千代菅谷 茨城県結城郡八千代町菅谷５８９－１９

古河北利根工業団地 茨城県古河市高野８８０

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

行方根小屋 茨城県行方市根小屋字寺前１０２３

高萩インター 茨城県高萩市上手綱２３３９

鹿嶋スタジアム入口 茨城県鹿嶋市宮中４６６０－１

取手新町３丁目 茨城県取手市新町３－３７２－３

取手青柳 茨城県取手市青柳１４３－１

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６

玉里北 茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－１６

常総森下町 茨城県常総市水海道森下町４３３２－１

常陸太田小目町 茨城県常陸太田市小目町字川久保８７６番３

神栖済生会病院前 茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６

水戸萱場町 茨城県水戸市萱場町９２－３

水戸見和２丁目 茨城県水戸市見和２丁目４８４－５

石岡貝地 茨城県石岡市貝地２丁目２０２０－１

石岡大砂 茨城県石岡市大砂１０４０４番７

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８

石岡府中３丁目 茨城県石岡市府中３－１０－７

筑西玉戸 茨城県筑西市玉戸字山ヶ島１００６番地５

筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０

潮来本町 茨城県潮来市潮来字麦ノ内１１４２－２

土浦中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖町８７９－２１

城里増井 茨城県東茨城郡城里町増井２８１２－１

那珂飯田 茨城県那珂市飯田２６４６－４

日立助川町５丁目 茨城県日立市助川町５－１８９－１

日立大みか３丁目 茨城県日立市大みか町３－２２－７

日立南高野町 茨城県日立市南高野町１ー９ー４３

鉾田上幡木 茨城県鉾田市上幡木字根道６９３番

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

店名 住所
浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９

浦和常盤 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１６－２２

浦和駅北口 埼玉県さいたま市浦和区東仲町９－５

岩槻上野２丁目 埼玉県さいたま市岩槻区上野２－１－２７

さいたま堀崎町 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１０８２

浦和栄和 埼玉県さいたま市桜区栄和４－２２－２

大宮一の宮通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目７

大宮ソニックシティ前 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２

大宮駅桜木１丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目２６６－３

さいたま大宮駅東 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－９

さいたま北袋町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－５

さいたま本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町１２１３



浦和原山３丁目 埼玉県さいたま市緑区原山３－６－２３

蒲生駅東口 埼玉県越谷市蒲生寿町１８－４９

越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１丁目１番５

越谷大里東 埼玉県越谷市大里３８９－１

桶川末広３丁目南 埼玉県桶川市末広３－２－１

久喜駅西口 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２６

狭山北入曽 埼玉県狭山市大字北入曽字入間野９３６－７０

熊谷拾六間 埼玉県熊谷市拾六間６０５－２

熊谷新堀新田 埼玉県熊谷市新堀新田４９６－１

戸田市役所南通り 埼玉県戸田市上戸田１丁目４－２

幸手千塚 埼玉県幸手市大字千塚字柳橋９０９ー２

鴻巣宮前原 埼玉県鴻巣市宮前６３７番１

鴻巣大間３丁目 埼玉県鴻巣市大間３－１－４８

鴻巣南１丁目 埼玉県鴻巣市南１丁目１３番８号

三郷公園前 埼玉県三郷市高州３－７６－２

三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１丁目１７０番地

三郷泉 埼玉県三郷市泉３－２－１１

三郷早稲田５丁目 埼玉県三郷市早稲田５丁目７－９

三郷彦成橋 埼玉県三郷市彦成３－５８

春日部大増新田 埼玉県春日部市上大増新田４５５－１

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

秋津駅北口 埼玉県所沢市大字上安松１－３２

上尾川 埼玉県上尾市川２－３－９

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

新座道場１丁目 埼玉県新座市道場１－９－１４

岡部町岡部南 埼玉県深谷市岡部２４０４

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

川口安行出羽 埼玉県川口市安行出羽１－１２－７

川口根岸小学校前 埼玉県川口市大字安行領根岸２８２４－１

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

朝霞田島１丁目 埼玉県朝霞市田島１丁目１５－３０

朝霞本町１丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目２－３５

鶴ヶ島市役所通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折１３７７－３

東松山市松山 埼玉県東松山市大字松山２３０４－６

東松山六軒町 埼玉県東松山市六軒町６ー８

日高女影 埼玉県日高市女影１７１４ー１

毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３

入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７

入間豊岡東 埼玉県入間市豊岡５－４－２１

白岡寺塚 埼玉県白岡市寺塚２９２－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮大瀬 埼玉県八潮市大瀬４－２５－１３

八潮大曽根南 埼玉県八潮市大曽根１４６９－１



八潮２丁目いちょう通り 埼玉県八潮市八潮２丁目２６－４

森林公園駅南口 埼玉県比企郡滑川町都９ー１

吉見町東 埼玉県比企郡吉見町大字万光寺１３－１

埼玉川島 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９

北本荒井 埼玉県北本市荒井２丁目４２８－３

北本深井１丁目 埼玉県北本市深井１丁目７４－１

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

本庄児玉八幡山 埼玉県本庄市児玉町八幡山字北田３０番１

蓮田駅西口 埼玉県蓮田市本町３９７１－１

和光新倉２丁目 埼玉県和光市新倉２丁目９番５０号

蕨東口 埼玉県蕨市塚越１丁目２番１５号

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所
旭市飯岡谷 千葉県旭市飯岡３１４４

鋸南保田 千葉県安房郡鋸南町元名９０１番地

印西高花団地前 千葉県印西市草深２０６－７

印西東の原 千葉県印西市東の原１丁目１番１

浦安高洲２丁目 千葉県浦安市高洲２－４－１０

浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５

浦安猫実５丁目 千葉県浦安市猫実５丁目１１番２４号

浦安富士見 千葉県浦安市富士見１－１７－６

我孫子３丁目 千葉県我孫子市我孫子３丁目３番８号

我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号

新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号

鎌ケ谷東鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷２丁目２１－２５

館山稲 千葉県館山市稲５２８－１

東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－２

香取水郷 千葉県香取市一ノ分目字下曲田１２０４番１

佐原大手 千葉県香取市佐原ホ１４４－１

小見川織幡 千葉県香取市織幡１１２５番４

香取府馬 千葉県香取市府馬字日下部３２２６－１０

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉上志津 千葉県佐倉市上志津１７９４－２

佐倉生谷 千葉県佐倉市生谷４８５－６

横芝光インター 千葉県山武郡横芝光町宮川６０６９－１

山武日向 千葉県山武市椎崎３４２－３

四街道物井 千葉県四街道市もねの里３丁目１番２０号

四街道駅前 千葉県四街道市四街道１丁目２番８号

市原平成通り 千葉県市原市君塚２丁目７－１４

五井高場 千葉県市原市五井高場５４８８ー１

市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２

市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３

八幡宿駅西口 千葉県市原市八幡８０８



五井 千葉県市原市飯沼１３７ー１

市川塩焼 千葉県市川市塩焼５－７－３３

市川宝 千葉県市川市宝２－１０－１４

市川妙典２丁目 千葉県市川市妙典２丁目１６－３

松戸小山 千葉県松戸市小山４９５－１

松戸駐屯地前 千葉県松戸市松飛台４５－５

上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２

新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８５

馬橋駅西口 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２４番

成田南三里塚 千葉県成田市本城字下総長原１１６－１

千葉朝日ケ丘３丁目 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘３－５－３

千葉みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１０－２３

千葉坂月町 千葉県千葉市若葉区坂月町２０９－１

千葉桜木２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木２－１６－１

西千葉駅南口 千葉県千葉市中央区春日２－１３－１０

西千葉本通り 千葉県千葉市中央区松波２丁目８－５

千葉駅西口 千葉県千葉市中央区新千葉２丁目２番１号

千葉中央３丁目 千葉県千葉市中央区中央３丁目３－８

千葉都町２丁目 千葉県千葉市中央区都町２丁目２７－１１

千葉南生実町 千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１

千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－２

千葉末広 千葉県千葉市中央区末広２－１２－８

千葉鎌取町 千葉県千葉市緑区鎌取町２７３－２３

船橋宮本 千葉県船橋市宮本２－２－１

船橋三山７丁目 千葉県船橋市三山７丁目１３番７号

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

船橋駅南口 千葉県船橋市本町４－２－２０

匝瑳みどり平工業団地 千葉県匝瑳市平木４９４２－１

銚子笠上町 千葉県銚子市笠上町６０７４－２

銚子三崎町１丁目 千葉県銚子市三崎町１丁目７５

銚子松岸 千葉県銚子市松岸町３丁目３１０

銚子新生 千葉県銚子市新生町２－４－１２

長生睦沢 千葉県長生郡睦沢町森８５－１

白浜滝口 千葉県南房総市白浜町滝口１４７５

安房和田町海発 千葉県南房総市和田町松田１－３

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

柏東上町 千葉県柏市東上町２－２８

柏３丁目 千葉県柏市柏３－７－２４

白井根 千葉県白井市根４３８

白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１

八街富山 千葉県八街市八街ほ２０８－７３９

八千代工業団地入口 千葉県八千代市大和田新田９２０－１

八千代台南 千葉県八千代市八千代台南１－２５－１１

富里新中沢 千葉県富里市新中沢字横谷津台４６９－１



野田みずきの街 千葉県野田市みずき１－１５－６

流山野々下 千葉県流山市野々下５丁目１０６２－４

店名 住所
葛飾お花茶屋２丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目５－１４

葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１

葛飾細田１丁目 東京都葛飾区細田１－１５－１０

葛飾新宿４丁目 東京都葛飾区新宿４丁目９番６号

葛飾内野 東京都葛飾区新宿５－２２－１５

南新小岩 東京都葛飾区新小岩３－７－３

葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０

西新小岩 東京都葛飾区西新小岩４ー３８ー１９

葛飾東水元２丁目 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号

葛飾堀切３丁目 東京都葛飾区堀切３－１２－１０

西葛西３丁目 東京都江戸川区西葛西３ー１５ー７

西葛西駅北 東京都江戸川区西葛西５丁目１－１１

江戸川中央２丁目 東京都江戸川区中央２丁目２３－９

南葛西１丁目 東京都江戸川区南葛西１ー１３ー９

南葛西４丁目 東京都江戸川区南葛西４－１１

江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８

江戸川北小岩７丁目 東京都江戸川区北小岩７－１６－１９

江戸川本一色２丁目 東京都江戸川区本一色２－２０－３

江東亀戸９丁目 東京都江東区亀戸９－１８－１０

江東枝川 東京都江東区枝川１－３－１７

江東南砂葛西橋通り 東京都江東区南砂２－３２－５

ゆりかもめ豊洲駅 東京都江東区豊洲２－２

ＳＭＢＣ豊洲ビル 東京都江東区豊洲二丁目１５番１２

豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４

豊洲 東京都江東区豊洲４－６－１

ＤＲ東京有明ダイワロイネットホテル 東京都江東区有明３－７－３

魚籃坂 東京都港区高輪１ー１－１１

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

泉岳寺駅前 東京都港区三田３－１１－２２

なぎさテラス 東京都港区芝浦３－１－３２

芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３

西新橋２丁目 東京都港区西新橋２－７－４

赤坂３丁目一ツ木通り 東京都港区赤坂３丁目１６－７

ＴＢＳ放送センター 東京都港区赤坂５－３－６

北青山青山通り 東京都港区北青山３－２－５

港区一の橋 東京都港区麻布十番４－１－８

港区飯倉 東京都港区麻布台１－９－８

日暮里駅北 東京都荒川区西日暮里２－２１－６

東日暮里 東京都荒川区東日暮里３－３３－６

三河島駅前 東京都荒川区東日暮里６－１－１

南千住７丁目 東京都荒川区南千住７ー１２ー２



渋谷神南小学校西 東京都渋谷区宇田川町１０－２

新宿東宝ビル 東京都新宿区歌舞伎町１－１９－１

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

新宿落合駅前 東京都新宿区上落合３－８－２７

西新宿１丁目西 東京都新宿区西新宿１－１４－１５

新宿アイランドタワー 東京都新宿区西新宿６－５－１

新宿東 東京都新宿区大久保１ー１ー７

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

杉並永福町駅前 東京都杉並区永福４－１－５

高円寺ルック 東京都杉並区高円寺南２－２０－７

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

杉並上井草３丁目 東京都杉並区上井草３－９－１

杉並甲州街道 東京都杉並区方南１－１－６

世田谷玉川２丁目 東京都世田谷区玉川２－１４－５

用賀インター 東京都世田谷区玉川台２－３９－６

世田谷日体大前 東京都世田谷区駒沢５－１５－１１

小田急経堂 東京都世田谷区経堂２－１－３

世田谷弦巻１丁目 東京都世田谷区弦巻１－２１－１

世田谷通り 東京都世田谷区桜丘３－２７－６

三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１丁目３４番１２号

世田谷上馬２丁目 東京都世田谷区上馬２－３１－９

世田谷千歳台２丁目 東京都世田谷区千歳台２－２７－２０

世田谷船橋７丁目 東京都世田谷区船橋７－７－３

世田谷等々力１丁目 東京都世田谷区等々力１－７－１８

用賀ＳＢＳ 東京都世田谷区用賀４－１０－１

秋葉原電気街口 東京都千代田区外神田１丁目１８番１９号

九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１

秋葉原駅北 東京都千代田区神田練塀町３－３

足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９

足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９

足立新広橋 東京都足立区佐野１－３５－３

足立辰沼東 東京都足立区佐野２－２－１１

足立鹿浜 東京都足立区鹿浜６－３６－１２

足立舎人２丁目 東京都足立区舎人２ー２１ー１０

足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立青井５丁目 東京都足立区青井５－４－１

扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号

足立４丁目 東京都足立区足立４－１７－２

足立大谷田４丁目 東京都足立区大谷田４丁目５－４

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立入谷３丁目 東京都足立区入谷３－７－１５

足立入谷８丁目 東京都足立区入谷８丁目１－７

足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２丁目６番３

足立保木間３丁目 東京都足立区保木間３丁目１０－１０



足立六木 東京都足立区六木３－２－３

台東駒形１丁目 東京都台東区駒形１丁目３－１６

仲御徒町駅前 東京都台東区上野５－２３－１４

台東西浅草３丁目 東京都台東区西浅草３－２２－１７

浅草千束 東京都台東区千束３－６－９

台東区役所前 東京都台東区東上野４－１－６

京急ＳＴ羽田空港第３ターミナル 東京都大田区羽田空港２－６－５

東京高校前 東京都大田区鵜の木２－３５－１７

大森駅北 東京都大田区山王１丁目６－５

大田区西蒲田７丁目 東京都大田区西蒲田７－４２－１１

大田区東六郷３丁目 東京都大田区東六郷３－６－３

大田区久が原駅前 東京都大田区南久が原２丁目８－４

銀座７丁目東 東京都中央区銀座７－１５－５

月島駅前 東京都中央区月島１－５－２

勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２

茅場町駅前 東京都中央区日本橋茅場町１－９－２

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

中野新井薬師前駅北 東京都中野区松が丘１ー１７ー１０

中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９

新中野駅前 東京都中野区中央４－１－２

中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６５－９

東中野４丁目 東京都中野区東中野４丁目２９－９

中野野方５丁目 東京都中野区野方５－１９－９

板橋加賀２丁目 東京都板橋区加賀２丁目１４－１０

板橋四葉２丁目 東京都板橋区四葉２丁目９番１

板橋清水町 東京都板橋区清水町４３－１０

板橋大谷口上町 東京都板橋区大谷口上町４－１

板橋東山町 東京都板橋区東山町１－１

板橋本町駅前 東京都板橋区本町３７－７

板橋蓮根２丁目 東京都板橋区蓮根２－１９－９

板橋蓮根３丁目 東京都板橋区蓮根３丁目７番６号

荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１

品川旗の台２丁目 東京都品川区旗の台２丁目４－２２

品川勝島１丁目 東京都品川区勝島１－５－２１

品川西大井駅前 東京都品川区西大井１ー４ー２０

西大井 東京都品川区西大井６－５－１

品川二葉４丁目 東京都品川区二葉４－１－１７

飯田橋駅北 東京都文京区後楽２－３－１３

豊島高松１丁目 東京都豊島区高松１－１４－６

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

池袋３丁目東 東京都豊島区池袋３－６０－２

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

ＤＲ池袋東口ロイネット 東京都豊島区南池袋１丁目２番６

北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１



蓮沼アスリート通り 東京都北区赤羽西６－３７－３

田端３丁目 東京都北区田端３－４－１４

豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２

墨田業平５丁目 東京都墨田区業平５－３－１

錦糸町ロッテシティ１Ｆ 東京都墨田区錦糸４－６－１

向島 東京都墨田区向島３－５－４

墨田石原 東京都墨田区石原４－１－１

墨田八広１丁目 東京都墨田区八広１丁目２７－９

墨田４丁目 東京都墨田区墨田４－１５－７

目黒祐天寺駅西口 東京都目黒区五本木１－３０－６

目黒自由が丘１丁目東 東京都目黒区自由が丘１－４－６

目黒八雲５丁目 東京都目黒区八雲５丁目１４－１５

練馬下石神井２丁目 東京都練馬区下石神井２－３７－２

練馬高松３丁目 東京都練馬区高松３－２２－１１

練馬高松６丁目 東京都練馬区高松６－１－９

練馬三原台１丁目 東京都練馬区三原台１－１－２

練馬石神井町２丁目 東京都練馬区石神井町２－１３－２１

練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南３－２８－３

練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２

あきる野小川 東京都あきる野市小川５１－１

あきる野草花 東京都あきる野市草花１７０７－１

稲城平尾１丁目 東京都稲城市平尾１－３１－６

羽村羽東３丁目 東京都羽村市羽東３丁目６－２４

羽村栄町２丁目 東京都羽村市栄町２－３－１

羽村神明台３丁目 東京都羽村市神明台３ー６ー４

国分寺光町１丁目 東京都国分寺市光町１丁目３９－１９

狛江いちょう通り 東京都狛江市和泉本町１丁目２－１６

狛江和泉本町４丁目 東京都狛江市和泉本町４丁目４番地１１号

三鷹新川１丁目 東京都三鷹市新川１丁目１１－１２

三鷹南原 東京都三鷹市北野２－４－９

小金井東八貫井南 東京都小金井市貫井南町１丁目３番１８号

小金井貫井北町５丁目 東京都小金井市貫井北町５－１３－２７

武蔵小金井駅東 東京都小金井市本町２－２－４

小平鷹の台 東京都小平市たかの台３１－１５

７ＦＳ公立昭和病院 東京都小平市花小金井８丁目１番１号

昭島宮沢町 東京都昭島市宮沢町２－３７－１３

清瀬駅北口 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号

西東京北町３丁目 東京都西東京市北町３－４－１０

青梅勝沼 東京都青梅市勝沼３－５７－２

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

小田急マルシェ永山 東京都多摩市永山１－１８－２

ニューシティ多摩センター 東京都多摩市落合１丁目４７番

町田藤の台東 東京都町田市金井１丁目１－１８

町田金井ヶ丘 東京都町田市金井ヶ丘２丁目２４番２９号



原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

小田急マルシェ鶴川 東京都町田市能ヶ谷１丁目６－３

調布入間町１丁目 東京都調布市入間町１丁目３９－１

調布飛田給２丁目 東京都調布市飛田給２－４６－１８

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目３－５９

東村山恩多町５丁目 東京都東村山市恩多町５－３１－３

東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２

東村山青葉町１丁目 東京都東村山市青葉町１－２０－２５

多摩モノレール高幡不動駅 東京都日野市高幡１０３９番地１

日野神明４丁目 東京都日野市神明４丁目２２番１５

八王子駅南 東京都八王子市旭町１－１８

八王子マルベリーブリッジ 東京都八王子市旭町１０－２

八王子越野 東京都八王子市越野２３番１３

八王子サザンスカイタワー 東京都八王子市子安町４－７－１

八王子みなみ野シティ 東京都八王子市七国１－１－１

八王子榎木 東京都八王子市川口町１４７０－１

八王子弐分方町 東京都八王子市大楽寺町３３７－４

府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３

府中若松町 東京都府中市若松町３丁目３－１３

府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中片町２丁目 東京都府中市片町２－１１－１

吉祥寺レンガ館 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－５

三鷹中央通り 東京都武蔵野市西久保１－６－２４

福生熊川神社前 東京都福生市熊川６３８－１

横田基地前 東京都福生市熊川１４１１－６

福生駅前東口 東京都福生市大字福生字奈賀７８１－１

立川駅南口 東京都立川市柴崎町３－６－８

立川曙町２丁目 東京都立川市曙町２－４２－２３

店名 住所
愛川半原 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３９５－１

綾瀬早川虚空蔵橋 神奈川県綾瀬市早川２１５３－１

綾瀬早川城山 神奈川県綾瀬市早川城山４－１－１

伊勢原峰岸 神奈川県伊勢原市上粕屋４０７－２

伊勢原西富岡 神奈川県伊勢原市西富岡１６ー２

横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９

久里浜 神奈川県横須賀市久里浜６丁目３番７号

横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２

横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５

横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１丁目７－１４

横浜四季美台 神奈川県横浜市旭区四季美台３７番２

横浜旭区川島町 神奈川県横浜市旭区川島町２８４９－１

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

南本宿 神奈川県横浜市旭区南本宿町４１番１

横浜本村南 神奈川県横浜市旭区本村町２７－１１



横浜杉田４丁目 神奈川県横浜市磯子区杉田４ー３ー２

横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１

京急ＳＴ金沢文庫中央 神奈川県横浜市金沢区谷津町３８４

横浜能見台駅前 神奈川県横浜市金沢区能見台通２－３　

横浜戸塚吉田町 神奈川県横浜市戸塚区吉田町６２２－２

横浜原宿２丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿２－２３－１５

横浜深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５１５－１

横浜東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区川上町９０－１

東戸塚西武Ｓ．Ｃ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１

横浜矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町８１２番地

横浜上永谷駅前 神奈川県横浜市港南区丸山台２－６－６

横浜上大岡西２丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３

横浜新羽町 神奈川県横浜市港北区新羽町２１８２－１

横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－４１－１９

横浜上反町 神奈川県横浜市神奈川区上反町２－１６－５

横浜大口通 神奈川県横浜市神奈川区大口通２８－２

横浜鶴屋町２丁目 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２６－２

横浜瀬谷二ツ橋 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１７３－３

横浜瀬谷北新 神奈川県横浜市瀬谷区北新２４－９

横浜浅間下 神奈川県横浜市西区楠町１８－４

横浜高島橋 神奈川県横浜市西区平沼１－１－３

横浜北幸 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－４０

横浜あざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－２５－２

横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４

横浜恩田町 神奈川県横浜市青葉区恩田町１６３３－１

横浜青葉成合 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町４－１

横浜市ヶ尾東 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町５２９－２

横浜青葉台１丁目 神奈川県横浜市青葉区青葉台１丁目６－２１

横浜上飯田南 神奈川県横浜市泉区上飯田町字阿弥陀堂４０９７番２

横浜緑園１丁目 神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１５－１

横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１

伊勢佐木長者町駅前 神奈川県横浜市中区長者町４－１１－７

横浜本牧三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１

横浜元宮１丁目 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－１７－１１

横浜鶴見中央５丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－５

横浜鶴見駅西 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２

横浜鶴見豊岡町 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町３５－２

横浜北寺尾４丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾４－１－１

港北サウスウッド 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１

横浜牛久保東１丁目 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１－２２－３

横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９

横浜中川８丁目 神奈川県横浜市都筑区中川８－１－１６

横浜仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－６

横浜北山田１丁目 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目１番１



横浜弘明寺口 神奈川県横浜市南区六ッ川１－３９－１０

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜鴨居１丁目 神奈川県横浜市緑区鴨居１－１２－９

横浜鴨居５丁目 神奈川県横浜市緑区鴨居５－２８－１０

横浜十日市場駅前 神奈川県横浜市緑区十日市場町８１２－１６

横浜西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町２２２－１

海老名杉久保 神奈川県海老名市杉久保北３－２－２３

海老名中央１丁目 神奈川県海老名市中央１－１２－１８

海老名駅前 神奈川県海老名市中央１ー１５ー１

海老名中野 神奈川県海老名市中野２－１１－５２

茅ヶ崎小桜町 神奈川県茅ヶ崎市小桜町３－５４

厚木愛甲東 神奈川県厚木市愛甲東３－８－１０

厚木旭町５丁目 神奈川県厚木市旭町５－４２－２５

東京農大厚木キャンパス 神奈川県厚木市船子１７３７

厚木長谷 神奈川県厚木市長谷４０２－１

座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５

座間相武台 神奈川県座間市相武台１丁目１７番５号

座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１

小田原下堀 神奈川県小田原市下堀１８４－２

小田原寿町町田 神奈川県小田原市寿町３－２－６

小田原酒匂 神奈川県小田原市西酒匂２ー９ー１８

秦野渋沢 神奈川県秦野市萩ヶ丘１－７

秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９

逗子久木４丁目 神奈川県逗子市久木４－１７－３７

川崎宮前 神奈川県川崎市宮前区宮崎６－８－６

川崎菅生１丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生１－８－２５

川崎菅生２丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生２－４－９

川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２

川崎蟹ヶ谷北 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１３１

川崎溝口３丁目 神奈川県川崎市高津区溝口３－９－８

川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２－１１－１６

川崎千年 神奈川県川崎市高津区千年８３４

川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２

川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－３－８

川崎小田 神奈川県川崎市川崎区小田５ー２７ー１２

川崎小田栄１丁目 神奈川県川崎市川崎区小田栄１－９－２０

川崎四ツ角 神奈川県川崎市川崎区大島３ー１５ー１５

川崎渡田１丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１－１８

川崎南渡田町 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－９

川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８

川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４－１０－８

川崎中丸子 神奈川県川崎市中原区中丸子４０７－１

川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１

相模原麻溝台 神奈川県相模原市南区麻溝台３０５５－１



相模原橋本７丁目 神奈川県相模原市緑区橋本７丁目６番１４号

大井町金子 神奈川県足柄上郡大井町金子１６４４－１

大和鶴間駅西口 神奈川県大和市西鶴間１－１－１

大和代官４丁目 神奈川県大和市代官４丁目１８－１

大和福田１丁目 神奈川県大和市福田１丁目１－１

大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１

藤沢葛原 神奈川県藤沢市葛原２１０４

藤沢鵠沼石上１丁目 神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目２－１０

藤沢川名 神奈川県藤沢市川名１８１－１２

藤沢辻堂北口大通り 神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２－１

南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１２

藤沢片瀬５丁目 神奈川県藤沢市片瀬５－１１－６

南足柄千津島 神奈川県南足柄市千津島３００１番地４

平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３

平塚西口 神奈川県平塚市紅谷町１７番１号

平塚代官町 神奈川県平塚市代官町１１－３６

平塚桃浜町 神奈川県平塚市桃浜町２５－２３

平塚南金目 神奈川県平塚市南金目９３２

平塚虹ケ浜 神奈川県平塚市虹ケ浜１－１

店名 住所
燕笈ケ島 新潟県燕市笈ケ島２０３６－３

加茂大郷町 新潟県加茂市大郷町２－４７３

加茂新田 新潟県加茂市大字加茂新田字作場１００１０－１５

五泉本田屋 新潟県五泉市本田屋字本田屋４４５４番１

中越栄善久寺 新潟県三条市福島新田丁６３４－８

三条林町１丁目 新潟県三条市林町１－２１－１０

三条林町 新潟県三条市林町２丁目３１３－１

糸魚川能生インター 新潟県糸魚川市大字寺山字石田７８－５

道の駅マリンドリーム能生 新潟県糸魚川市大字能生小泊３５９６－２

川西町千手 新潟県十日町市中屋敷２１６－１

小千谷上ノ山 新潟県小千谷市字田島１３７６－１

上越五智１丁目 新潟県上越市五智１丁目１３番６号

上越川原町 新潟県上越市川原町７７５－３

新潟荻島 新潟県新潟市秋葉区荻島３丁目１３番２号

新潟竹尾３丁目 新潟県新潟市東区竹尾３丁目２４－５

白根大通黄金 新潟県新潟市南区大通黄金４丁目１番地１０号

新潟和泉 新潟県新潟市南区和泉字家西２１０－２

新潟松浜６丁目 新潟県新潟市北区松浜６丁目１０－１

長岡寺島町 新潟県長岡市寺島町７３７

長岡南七日町 新潟県長岡市南七日町１０－１

与板並柳 新潟県長岡市与板町与板乙２６９２番地

下越津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川６２６番１号

越後湯沢西口 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４５０

南魚沼余川 新潟県南魚沼市余川１７４８－３



中越西山二田 新潟県柏崎市西山町二田１１０－１

柏崎田塚 新潟県柏崎市田塚１ー９ー２３

妙高栗原 新潟県妙高市栗原５丁目８２１番１７

店名 住所
安曇野穂高 長野県安曇野市穂高２６２９－２

豊科合同庁舎前 長野県安曇野市豊科４９２１－１

豊科高家 長野県安曇野市豊科高家５１２３番地９

豊科南穂高 長野県安曇野市豊科南穂高２６０８－１

岡谷長地 長野県岡谷市長地源２丁目３１６８－１

岡谷湊５丁目 長野県岡谷市湊５丁目２０－１

茅野長峰 長野県茅野市玉川４８４２番地１

駒ヶ根上穂栄町 長野県駒ヶ根市上穂栄町２５－２８

駒ヶ根インター 長野県駒ヶ根市赤穂９２８－６

駒ケ根梨の木 長野県駒ヶ根市梨の木１５６５３－２

佐久野沢 長野県佐久市取出町４７２－２

浅科八幡 長野県佐久市八幡２４７－１

佐久南インター 長野県佐久市伴野９７２－８

小諸三和１丁目 長野県小諸市三和１丁目３０２５番１４

小諸三岡 長野県小諸市大字御影新田字向原１５８１－２

松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２

松本島内青島 長野県松本市島内４３６８－５

松本島内 長野県松本市島内４５９８－５

上田常田３丁目 長野県上田市常田３丁目２４１３－２２

上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１

信濃常盤駅入口 長野県大町市常盤３５８８－１

篠ノ井南 長野県長野市篠ノ井二ツ柳２３１９－１

長野柳原 長野県長野市柳原字宮東２１１６

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

東部滋野 長野県東御市滋野字牧家乙２２８８番１

軽井沢浅間サンライン入口 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字西ノ反１１９番６

立科町 長野県北佐久郡立科町大字芦田字東大定１１７０－１

木曽町神谷入口 長野県木曽郡木曽町日義５３４－１

店名 住所
甲州熊野橋西 山梨県甲州市塩山熊野１２７９

甲州塩山千野 山梨県甲州市塩山千野４１０

甲府平和通り 山梨県甲府市伊勢４丁目３２－２

甲府国母４丁目 山梨県甲府市国母４丁目２１－２７

小瀬スポーツ公園東 山梨県甲府市小瀬町１１３５－１

甲府和戸西 山梨県甲府市上阿原町熊の社１０１２－１

甲府大津町 山梨県甲府市大津町３６－１

甲府富士見通り 山梨県甲府市湯村１丁目８番地２８

山梨上野原 山梨県上野原市上野原３８３０

市川大門三郡橋東 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１３８４－１

大月猿橋駅前 山梨県大月市猿橋町殿上字且村８番１



昭和町河西 山梨県中巨摩郡昭和町河西１１１－１

春日居温泉郷 山梨県笛吹市石和町八田字宮ノ下町４９０番１

笛吹八代南 山梨県笛吹市八代町南１５８９－１

南アルプス八田 山梨県南アルプス市榎原８６３－５１

ＡＩＭファナック 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場３５１５－１

店名 住所
高岡蓮花寺 富山県高岡市井口本江字五俵苅９２番１

高岡内免３丁目 富山県高岡市内免３－３－２

黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１

南砺二日町 富山県南砺市二日町字寺腰島１６００番１

富山つばめ野 富山県富山市つばめ野１丁目３９

富山磯部町 富山県富山市磯部町３丁目９番１

富山黒崎 富山県富山市黒崎１２４

ＤＲ富山駅前ダイワロイネットホテル 富山県富山市桜町１丁目３－１

富山町村１丁目 富山県富山市町村１丁目３３５番

富山天正寺 富山県富山市天正寺１０４５番

富山八尾井田 富山県富山市八尾町井田字町頭５５１６－１

富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１

ハートインあいの風鉄道富山駅 富山県富山市明輪町７５－４

店名 住所
かほく白尾 石川県かほく市白尾ニ１０－６

加賀作見町 石川県加賀市作見町ニ２７

金沢石川県庁前 石川県金沢市鞍月東２丁目１４

金沢円光寺本町 石川県金沢市円光寺本町２４０番

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢京町 石川県金沢市京町２番２６号

ハートインＪＲ金沢駅 石川県金沢市広岡１丁目７番１号

ＤＲ金沢駅西口ロイネット 石川県金沢市広岡１丁目１２０２

金沢袋町 石川県金沢市袋町５－８

金沢平和町 石川県金沢市平和町２丁目９６番地

金沢鳴和台 石川県金沢市鳴和台１１０番

おみやげ処金沢 石川県金沢市木ノ新保町１－１

金沢問屋町２丁目 石川県金沢市問屋町２丁目８４－１

七尾国分町 石川県七尾市国分町ナ４９番

ハートインＪＲ小松駅 石川県小松市土居原町４６６

川北橘 石川県能美郡川北町橘オ５１番１

店名 住所
丸岡インター 福井県坂井市丸岡町猪爪１丁目３３２

鯖江インター 福井県鯖江市東鯖江４丁目６－９

福井下河北町 福井県福井市下河北町２－８－５

福井開発町 福井県福井市開発５丁目１１２４番地

福井志比口 福井県福井市志比口２丁目３０４－１

福井つくし野 福井県福井市定正町１３１４番

福井文京３丁目 福井県福井市文京３丁目９４５



店名 住所
磐田今之浦 静岡県磐田市今之浦３丁目１７－２

伊東宇佐美芝原 静岡県伊東市宇佐美字芝原１９６６番１

天城湯ヶ島 静岡県伊豆市湯ヶ島１－１１

伊豆白田 静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１８－１０

掛川国安 静岡県掛川市国安９４番１

掛川三俣 静岡県掛川市三俣６０８－１

掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１

道の駅掛川 静岡県掛川市八坂８８２番２－１

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

御前崎白羽 静岡県御前崎市白羽５９２８－１

御殿場富士見原 静岡県御殿場市神山１８０３－３５

御殿場萩原南 静岡県御殿場市萩原５５０番地３

三島壱町田 静岡県三島市壱町田１６８－１

長泉下土狩西 静岡県駿東郡長泉町下土狩字窪田３２０番４

沼津熊堂 静岡県沼津市西熊堂７７３－１

焼津郵便局前 静岡県焼津市焼津１丁目５－３

吉田川尻 静岡県榛原郡吉田町川尻１９４０－１

裾野二ツ屋 静岡県裾野市佐野１５９１－６

静岡呉服町２丁目 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目１番１

静岡葵タワー 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番１

静岡平和３丁目 静岡県静岡市葵区平和３丁目３－１３

静岡登呂ＳＳ 静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０

静岡用宗 静岡県静岡市駿河区用宗２丁目１１－１

清水江尻東１丁目 静岡県静岡市清水区江尻東１－３－２

清水中之郷１丁目 静岡県静岡市清水区中之郷１丁目３番１５号

袋井天神町 静岡県袋井市天神町１－３－７

袋井梅山 静岡県袋井市梅山２６８９－４

熱海渚町 静岡県熱海市渚町２０１９番２６

磐田豊島 静岡県磐田市豊島１３５４－１

浜松舘山寺町 静岡県浜松市西区舘山寺町１７６９－１

浜松龍禅寺南 静岡県浜松市中区龍禅寺町７４４－３

浜松西ヶ崎西 静岡県浜松市東区西ヶ崎町１０３８番５

浜松大瀬町 静岡県浜松市東区大瀬町４７２－７

浜松北島 静岡県浜松市東区北島町４４０

浜松アリーナ前 静岡県浜松市東区和田町４２７

浜松安松町 静岡県浜松市南区安松町８７番５

浜松金折町 静岡県浜松市南区金折町６９９－１

浜北尾野 静岡県浜松市浜北区尾野２０２－１

細江気賀北 静岡県浜松市北区細江町気賀１９１－１

浜松三幸町 静岡県浜松市北区三幸町１５９－９

浜松三幸北 静岡県浜松市北区三幸町４４１－１

浜松三方原東 静岡県浜松市北区三方原町９０３－５

富士市一色 静岡県富士市今泉３００５



富士市広見新町 静岡県富士市今泉３７８１－６

富士市青葉町 静岡県富士市青葉町５７８

牧之原静波 静岡県牧之原市静波２００６－１１

牧之原地頭方 静岡県牧之原市地頭方５０５－２

店名 住所
あま小路 愛知県あま市小路２丁目１３－３

あま二ツ寺 愛知県あま市二ツ寺六町３８－５

安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１

安城東端町 愛知県安城市東端町南山５８番１

一宮栄３丁目 愛知県一宮市栄３丁目４番７

一宮向山町１丁目 愛知県一宮市向山町１丁目１１番地３

岡崎牧御堂町 愛知県岡崎市牧御堂町字油田３８－１

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

刈谷高須町 愛知県刈谷市高須町１－７－１２

高浜呉竹町 愛知県高浜市呉竹町５－１－１７

小牧横内 愛知県小牧市大字横内字西横内２８番１

小牧駅前 愛知県小牧市中央２丁目１６１番

瀬戸高根町 愛知県瀬戸市高根町２丁目５

豊山町青山 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛９０番３

豊山町役場東 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場和合１８－１

西尾桜町 愛知県西尾市桜町中新田７０－１

西尾住崎町 愛知県西尾市住崎町出崎１１－３

東浦知多インター 愛知県知多郡東浦町緒川字上米田２－１２

東浦石浜駅西 愛知県知多郡東浦町大字石浜字なかね１１－８

東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９

武豊平井 愛知県知多郡武豊町字平井４－１１９－１

長久手片平 愛知県長久手市片平２丁目２３番地１６５

東海市東海町３丁目 愛知県東海市大田町川北新田１９３番

東海市名和町 愛知県東海市名和町女郎田１９－１

日進本郷町 愛知県日進市本郷町小橋６３

半田住吉町 愛知県半田市住吉町２丁目１６８－１

半田出口町１丁目 愛知県半田市出口町１－２１６－５

半田板山町 愛知県半田市板山町１丁目９４－２

碧南市役所前 愛知県碧南市向陽町４丁目２６

碧南中後町 愛知県碧南市中後町１丁目４

豊橋高師町 愛知県豊橋市高師町字北新切１１６番６

豊橋高洲町 愛知県豊橋市高洲町字高洲１１７－１

豊橋山田三番町 愛知県豊橋市山田三番町９番１

豊橋杉山町 愛知県豊橋市杉山町天津前１６－１

豊橋みゆき 愛知県豊橋市西幸町字笠松２１８－１

豊橋中岩田２丁目 愛知県豊橋市中岩田２丁目８－８

豊橋中原町 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

豊橋南高校前 愛知県豊橋市南大清水町字元町５５９－３

豊橋平川本町１丁目 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２



豊橋野依台 愛知県豊橋市野依町東物草７６－２

豊橋立花町 愛知県豊橋市立花町５２番地

豊橋老松町 愛知県豊橋市老松町１５５番

豊田市下市場 愛知県豊田市下市場町６丁目６６番１

豊田市今町 愛知県豊田市今町１丁目１－１

豊田市市木町 愛知県豊田市市木町６丁目３９番地

豊田市篠原町上り花 愛知県豊田市篠原町上り花４－１

豊田市若林東町 愛知県豊田市若林東町雁股５－３

豊田市中田町 愛知県豊田市中田町古屋敷１６－１

豊田市美山町 愛知県豊田市美山町１丁目５８番９

名古屋入場１丁目 愛知県名古屋市港区入場１丁目５０１

名古屋小幡中３丁目 愛知県名古屋市守山区小幡中３丁目２５－１８

名古屋塩入町 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町７０１番

名古屋弥富通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５丁目５７

名古屋稲生町１丁目 愛知県名古屋市西区稲生町１丁目７３番

名古屋城西４丁目 愛知県名古屋市西区城西４丁目１２－２０

名古屋仲田１丁目 愛知県名古屋市千種区仲田１－１－２

名古屋伏見通錦 愛知県名古屋市中区錦１－５－１３

名古屋伏見駅前 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番８号

名古屋金山駅西 愛知県名古屋市中区金山１丁目１５番６号

名古屋新栄２丁目南 愛知県名古屋市中区新栄２丁目１４０６番

名古屋大須２丁目 愛知県名古屋市中区大須２－５－２０

名古屋大須赤門 愛知県名古屋市中区大須３－３０－２０

名古屋富士見町 愛知県名古屋市中区富士見町１１－１３

名古屋戸田駅前 愛知県名古屋市中川区戸田５丁目５１０番

名古屋戸田明正２丁目 愛知県名古屋市中川区戸田明正２丁目２３１６

名古屋東起町３丁目 愛知県名古屋市中川区東起町３丁目４３－３

名古屋稲葉地町 愛知県名古屋市中村区稲葉地町１－１６－３

名古屋宿跡町１丁目 愛知県名古屋市中村区宿跡町１丁目１２２番２

名古屋一つ山１丁目 愛知県名古屋市天白区一つ山１丁目８６番３

名古屋原１丁目 愛知県名古屋市天白区原１丁目１６０１

名古屋葵３丁目東 愛知県名古屋市東区葵３丁目１４－１１

名古屋地下鉄千種駅 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５－２１先

名古屋葵３丁目 愛知県名古屋市東区葵３丁目２２－８

名古屋代官町 愛知県名古屋市東区代官町３８－１

名古屋オアシス２１ 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１１－１

名古屋豊田２丁目 愛知県名古屋市南区豊田２丁目１０４番

名古屋旗屋２丁目 愛知県名古屋市熱田区旗屋２丁目８０３番

名古屋六が池町 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋社口１丁目 愛知県名古屋市名東区社口１丁目１１０２番１

名古屋徳重 愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５

店名 住所
可児土田南 岐阜県可児市土田字大尻６９５

関市下有知北 岐阜県関市下有知５２６５－１



岐阜中うずら７丁目 岐阜県岐阜市中鶉７－２３

岐阜北一色 岐阜県岐阜市北一色２丁目１番１５

高山山王 岐阜県高山市片野町５丁目２２８番地

多治見栄町 岐阜県多治見市栄町１－３５－１

中津川坂本 岐阜県中津川市茄子川字坂本１５３２番１

美濃インター 岐阜県美濃市大字松森字古屋敷２７１番７

店名 住所
伊賀四十九町北 三重県伊賀市四十九町字桜谷２２６９

伊賀東条 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

伊勢市中村町 三重県伊勢市中村町７３５－１

桑名坂井橋 三重県桑名市大字坂井熊坂１１５７番

菰野町大羽根園 三重県三重郡菰野町大字菰野４６４２－１

四日市波木町 三重県四日市市笹川９丁目１４－１

四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１

四日市東インタ― 三重県四日市市大字羽津糠塚山４４２４－１

四日市中川原１丁目 三重県四日市市中川原１丁目６－３４－１

四日市中浜田町 三重県四日市市中浜田町３－２５

四日市楠町南五味塚 三重県四日市市楠町南五味塚字新貝１５５番１

四日市つんつく大橋南 三重県四日市市日永西２丁目５番８号

松阪荒木町 三重県松阪市荒木町字大下１８２－１

鳥羽堅神町 三重県鳥羽市堅神町５５４番１

津市一身田中野 三重県津市一身田中野１８２－１

津市白塚団地入口 三重県津市栗真小川町字中沢７０８

津市幸町 三重県津市幸町２３９８番

津市上浜町３丁目 三重県津市上浜町３丁目６７－３

津市垂水 三重県津市垂水字法ケ広１９０１－１

鈴鹿岡田１丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５

鈴鹿下大久保町 三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４

鈴鹿加佐登西 三重県鈴鹿市加佐登４丁目１８１６番１

新名神鈴鹿ＰＡ 三重県鈴鹿市山本町字折子６３４－４

鈴鹿道伯５丁目 三重県鈴鹿市道伯５丁目２５番７号

店名 住所
茨木新和町 大阪府茨木市新和町１６－１５

茨木桑原 大阪府茨木市大字桑原２０１番２

茨木中穂積２丁目 大阪府茨木市中穂積２－３３－１

茨木東太田２丁目 大阪府茨木市東太田２丁目８－１９

羽曳野古市駅前 大阪府羽曳野市栄町２番１号

羽曳野栄町 大阪府羽曳野市栄町６９１番１

ハートインＪＲ東岸和田駅改札口 大阪府岸和田市土生町４丁目１番１号

交野私部４丁目 大阪府交野市私部４丁目２８－９

高石取石７丁目 大阪府高石市取石７丁目１－５５

高槻安満中の町 大阪府高槻市安満中の町１番３号

高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０

高槻城東町 大阪府高槻市城東町２－１０



高槻土室町北 大阪府高槻市土室町１０－４

ハートインＪＲ高槻駅中央口 大阪府高槻市白梅町１－１

堺大町西３丁 大阪府堺市堺区大町西３丁１番２２号

堺草部 大阪府堺市西区草部７６７－１

堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３

堺登美丘東 大阪府堺市東区高松２３５－１

堺光明池駅東 大阪府堺市南区鴨谷台２丁２－５

堺南花田町 大阪府堺市北区南花田町２７３－１

守口金田町２丁目 大阪府守口市金田町２丁目２８５－８

守口大久保５丁目 大阪府守口市大久保５－１８－１

寝屋川池田南町 大阪府寝屋川市池田南町１６－５

吹田広芝町北 大阪府吹田市広芝町３－２９

吹田青葉丘南 大阪府吹田市青葉丘南２－５

吹田千里山西６丁目 大阪府吹田市千里山西６丁目３５－１５

吹田朝日が丘 大阪府吹田市朝日が丘町３１－３５

泉佐野西本町 大阪府泉佐野市西本町４０２４番１

泉佐野鶴原 大阪府泉佐野市鶴原１１５６－１

泉南北野２丁目 大阪府泉南市北野２丁目４６－１

大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

大阪弁天町駅前 大阪府大阪市港区波除３丁目９－２２

ハートインＪＲ弁天町駅南口 大阪府大阪市港区波除３丁目１１番６号

大阪弁天２丁目 大阪府大阪市港区弁天２－１４－３

大阪弁天４丁目 大阪府大阪市港区弁天４－８－１５

大阪春日出中１丁目 大阪府大阪市此花区春日出中１丁目１－１８

大阪安立３丁目 大阪府大阪市住之江区安立３丁目２－２８

地下鉄蒲生４丁目駅前 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７番４号

大阪巽東４丁目 大阪府大阪市生野区巽東４－１－２

大阪桃谷５丁目 大阪府大阪市生野区桃谷５－２－８

大阪江之子島１丁目 大阪府大阪市西区江之子島１－７－２

大阪本田４丁目 大阪府大阪市西区本田４丁目７－２

大阪常盤町１丁目 大阪府大阪市中央区常盤町１丁目３－８

心斎橋駅前 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目１０番１３号

大阪本町駅中央 大阪府大阪市中央区船場中央４－１－１０

大阪南船場４丁目 大阪府大阪市中央区南船場４－６－２０

心斎橋長堀通西 大阪府大阪市中央区南船場４丁目２９番３

クリスタ長堀ウエストタウン 大阪府大阪市中央区南船場４丁目長堀地下街７号

天王寺生玉町 大阪府大阪市天王寺区生玉町２番１号

アントレマルシェ天王寺 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番４５号

大阪天王寺駅北 大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３

東住吉中野２丁目 大阪府大阪市東住吉区中野２－８－１４

東住吉中野４丁目 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目８－１９

大阪深江南２丁目 大阪府大阪市東成区深江南２丁目１３－２６

地下鉄緑橋駅南 大阪府大阪市東成区東中本２－１－３

大阪喜連瓜破駅前 大阪府大阪市平野区喜連２丁目１９６４－３



大阪喜連５丁目 大阪府大阪市平野区喜連５丁目１番３号

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３

大阪長吉長原東１丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原東１丁目７－５

大阪西天満１丁目 大阪府大阪市北区西天満１丁目２－５

梅田曽根崎警察署前 大阪府大阪市北区曽根崎２－１２－７

大阪天六東 大阪府大阪市北区天神橋６丁目３－２４

大阪同心北 大阪府大阪市北区同心２丁目９－１７

大阪南森町 大阪府大阪市北区南森町１丁目３－１９

大阪駅前第２ビルＢ１ 大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２

大阪西三国３丁目 大阪府大阪市淀川区西三国３－１１－１４

ハートインＪＲ塚本駅西口 大阪府大阪市淀川区塚本２丁目２８番２号

大阪木川西淀川通 大阪府大阪市淀川区木川西２－１－７

大阪幸町２丁目 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目４番４

大阪幸町３丁目 大阪府大阪市浪速区幸町３丁目５番６５

大阪大国１丁目 大阪府大阪市浪速区大国１丁目２－１２

大阪日本橋西１丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目４番１９号

大阪難波サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町２－１－５７

大東新町 大阪府大東市新町１３番４０号

ハートインＪＲ野崎駅改札口 大阪府大東市野崎１丁目１番

池田五月丘２丁目 大阪府池田市五月丘２－２－９

池田駅南 大阪府池田市満寿美町７－５

東大阪横小路４丁目 大阪府東大阪市横小路町４丁目１２－４５

東大阪花園東町２丁目 大阪府東大阪市花園東町２丁目１番２号

東大阪金岡４丁目 大阪府東大阪市金岡４丁目５番１６号

東大阪中新開１丁目 大阪府東大阪市中新開１－７－１９

東大阪東山町 大阪府東大阪市東山町１４－２

東大阪菱江３丁目 大阪府東大阪市菱江３丁目１－１２

ひょうたんやま北 大阪府東大阪市本町７番２１号

藤井寺道明寺２丁目 大阪府藤井寺市道明寺２－１－５６

柏原国分本町 大阪府柏原市国分本町２丁目６－７

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

阪急岡町駅前 大阪府豊中市岡町北１－２－１７

千里中央駅北 大阪府豊中市新千里東町１丁目２－３

豊中曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１－１０－３

豊中中桜塚５丁目 大阪府豊中市中桜塚５丁目１９番３０号

豊中緑丘２丁目 大阪府豊中市緑丘２－２１－１０

枚方伊加賀南町 大阪府枚方市伊加賀南町９－２０

枚方牧野阪２丁目 大阪府枚方市牧野阪２丁目６－８

和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１

店名 住所
たつの御津町釜屋 兵庫県たつの市御津町釜屋東新田１２－１

龍野末政 兵庫県たつの市龍野町末政７５－１

伊丹３丁目 兵庫県伊丹市伊丹３丁目２番４号

ハートインＪＲ加古川駅南口 兵庫県加古川市加古川町篠原町３０－１



加古川本町 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１

加古川神野町 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１

加古川山ノ越 兵庫県加古川市野口町野口１００３

キヨスクＪＲ三田駅改札口 兵庫県三田市駅前町１－３２

三木小林東 兵庫県三木市別所町小林６９７－３

神戸奥須磨 兵庫県神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上１２－７

ハートインＪＲ舞子駅改札口 兵庫県神戸市垂水区東舞子町３－１

神戸舞子坂１丁目 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１－２５

神戸名谷町賀市 兵庫県神戸市垂水区名谷町賀市３４２６－４

神戸西神南駅前 兵庫県神戸市西区井吹台西町１丁目１－２－２

ハートインＪＲ元町駅西口 兵庫県神戸市中央区元町高架通り１－１００

神戸元町駅西 兵庫県神戸市中央区元町通３－１２－１

神戸御幸通６丁目 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１０

神戸港島中町６丁目 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目２番２号

アントレマルシェ三ノ宮 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１

ハートインＪＲ三ノ宮駅東口 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸桜口町４丁目 兵庫県神戸市灘区桜口町４丁目２－１

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

ｺｳﾍﾞﾌｸﾜﾗﾁﾖｳ 兵庫県神戸市兵庫区福原町１番２－１

西宮高木西町 兵庫県西宮市高木西町２９－１３

西宮上甲子園 兵庫県西宮市上甲子園１丁目１６番１２号

西宮樋之池町 兵庫県西宮市樋之池町１６ー２２

西宮北昭和町 兵庫県西宮市北昭和町３－２１

上郡竹万 兵庫県赤穂郡上郡町竹万２３００番

播州赤穂駅前 兵庫県赤穂市加里屋駅前町３１－１０

川西鼓滝駅前 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２８－１７

猪名川北田原 兵庫県川辺郡猪名川町北田原３１１－７

キヨスクＪＲ相生駅改札口 兵庫県相生市本郷町１－１０

丹波氷上町 兵庫県丹波市柏原町母坪４２３番１

淡路志筑 兵庫県淡路市志筑６４

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

尼崎西向島町 兵庫県尼崎市西向島町９９番２

尼崎園田学園前 兵庫県尼崎市南塚口町８－１１－１

阪急武庫之荘駅南 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１９－１

尼崎南武庫郵便局前 兵庫県尼崎市南武庫之荘４丁目２０番３１号

姫路安田４丁目 兵庫県姫路市安田４丁目８７番地

ハートインＪＲ姫路駅南口 兵庫県姫路市駅前町１８８

ハートインＪＲ姫路駅改札内 兵庫県姫路市駅前町１８８番

姫路上原田 兵庫県姫路市花田町上原田字八反田３０６－１

姫路兼田 兵庫県姫路市兼田字久保田１８４－１

姫路津田今在家北 兵庫県姫路市飾磨区今在家北１丁目４１

姫路西中島 兵庫県姫路市西中島３９３－１



姫路南畝町 兵庫県姫路市南畝町２５－１

姫路白浜町北 兵庫県姫路市白浜町丙１９－１

姫路林田町下伊勢 兵庫県姫路市林田町下伊勢４８７番１

明石魚住駅前 兵庫県明石市魚住町錦が丘４丁目５－７

ハートインＪＲ明石駅改札口 兵庫県明石市大明石町１－１－２３

明石大明石町 兵庫県明石市大明石町１丁目３－１５

店名 住所
宇治広野町 京都府宇治市広野町東裏６１－５

宇治神明 京都府宇治市神明宮北１３番１

亀岡運動公園前 京都府亀岡市曽我部町穴太大塚２２－１

京田辺河原 京都府京田辺市河原北口２１－１

京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－３

天神川三条 京都府京都市右京区太秦下角田町１５番６

京都太秦大映通 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６

京都梅津 京都府京都市右京区梅津上田町５９

ハートインＪＲ京都駅中央改札口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

京都駅八条口 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１

京都東洞院七条 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町５２３

京都吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町２６－８４

京都山科今屋敷町 京都府京都市山科区西野今屋敷町６－６

京都出世稲荷前 京都府京都市上京区千本通二条下ル聚楽町８５４

京都下津林水掛町 京都府京都市西京区下津林水掛町１２－１

京都上桂宮ノ後町 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町４番

京都大宮後院通 京都府京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町１１６

京都西大路御池 京都府京都市中京区西ノ京下合町３６番地

京都ＪＲ円町駅前 京都府京都市中京区西ノ京西円町１－３

ハートインＪＲ二条駅東口 京都府京都市中京区西ノ京東栂野尾町３

吉祥院仁木ノ森 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町３２－１

京都塔南高校前 京都府京都市南区吉祥院池田町２４

京都吉祥院中河原 京都府京都市南区吉祥院中河原里西町１５

京都中久世４丁目 京都府京都市南区久世中久世町４丁目１４－１

７ＦＳ京阪バス京都駅八条口 京都府京都市南区東九条西山王町３１

京都向島ニユータウン 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池７－５

伏見稲荷駅南 京都府京都市伏見区深草直違橋１１丁目１２６－１

京都伏見醍醐 京都府京都市伏見区醍醐新開１１－２

伏見南部町 京都府京都市伏見区南部町７２番２

京都大宮総門口 京都府京都市北区大宮中総門口町１４

京都鷹峯藤林 京都府京都市北区鷹峯藤林町１－１３

向日寺戸 京都府向日市寺戸町修理式１３－２

松井山手 京都府八幡市欽明台西４８番地

男山 京都府八幡市男山松里１５－３

八幡垣内山 京都府八幡市八幡垣内山１２－１

舞鶴丸山口 京都府舞鶴市森本町３１－６

福知山駅南 京都府福知山市駅南町２丁目２６７番



福知山駅前町 京都府福知山市末広町２－３

店名 住所
愛知川豊満 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２

安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

近江八幡野田町 滋賀県近江八幡市野田町１８番

栗東中央 滋賀県栗東市上鈎１６７番１

栗東駅前 滋賀県栗東市綣３丁目７番１２

甲良尼子 滋賀県犬上郡甲良町尼子１２０４－３

水口テクノパーク 滋賀県甲賀市水口町山２８０６－１

水口泉 滋賀県甲賀市水口町泉１４１５

しらひげ神社前 滋賀県高島市鵜川２８８－１

滋賀新旭 滋賀県高島市新旭町熊野本字上土立１４３番１

草津志那中 滋賀県草津市志那中町１７－１

大津一里山 滋賀県大津市一里山３丁目１５－１

大津真野２丁目 滋賀県大津市真野２丁目２３９９－２

大津瀬田西インター 滋賀県大津市瀬田３丁目２４－６

瀬田駅前 滋賀県大津市大萱１丁目１７－５

大津竜が丘 滋賀県大津市竜が丘字荒堀４１７番

北近江高月 滋賀県長浜市高月町井口１３９２－１６

西浅井塩津 滋賀県長浜市西浅井町祝山６４６

彦根中藪町 滋賀県彦根市中藪町６０１－７

店名 住所
橿原鳥屋町 奈良県橿原市鳥屋町２８８－１

五條須恵 奈良県五條市須恵３丁目８－１７

平群平等寺 奈良県生駒郡平群町平等寺６－１

生駒東菜畑 奈良県生駒市東菜畑１丁目３２４－６

奈良三条町 奈良県奈良市三条町４７５番１

店名 住所
海南沖野々 和歌山県海南市沖野々４４－１

紀の川東国分 和歌山県紀の川市東国分字梨ノ木４５４番

橋本隅田町 和歌山県橋本市垂井７１－１

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 和歌山県田辺市湊１番２４号

有田湯浅町 和歌山県有田郡湯浅町湯浅２３３０－１

和歌山久保丁２丁目 和歌山県和歌山市久保丁２丁目３２

和歌山田尻南 和歌山県和歌山市田尻西新内６５６番１

店名 住所
鳥取下坂本 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０１９番８７

ＫＯＹＯ鳥取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津７３０

鳥取千代水３丁目 鳥取県鳥取市千代水３丁目１２３

湯梨浜田後 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後字二ノ内河原３６６番２

米子西インター 鳥取県米子市陰田町６５８番３

米子河崎 鳥取県米子市河崎３３０９－６

店名 住所
益田横田町 島根県益田市横田町１８５０－１



ハートインＪＲ出雲市駅 島根県出雲市駅北町１１番地

松江春日 島根県松江市黒田町７７－１

松江宍道大森 島根県松江市宍道町佐々布７２１－１

松江東奥谷町 島根県松江市東奥谷町３６５－４

松江八幡町 島根県松江市八幡町７９６－２９

店名 住所
岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

岡山山崎 岡山県岡山市中区山崎４２－２

岡山藤崎 岡山県岡山市中区藤崎５９２－５

岡山平井６丁目 岡山県岡山市中区平井６－５－２７

岡山門田屋敷４丁目 岡山県岡山市中区門田屋敷４丁目１－１５

岡山可知５丁目 岡山県岡山市東区可知５丁目１２９－２４

岡山金岡東１丁目 岡山県岡山市東区金岡東町１－１１－６０

山陽道瀬戸ＰＡ下り 岡山県岡山市東区瀬戸町大井６４９番

岡山矢津 岡山県岡山市東区矢津１５１４－２

岡山郡 岡山県岡山市南区郡２９８１番地３

岡山築港栄町 岡山県岡山市南区築港栄町５番１２

岡山岡南町１丁目 岡山県岡山市北区岡南町１丁目３０２－１

岡山錦町 岡山県岡山市北区錦町１番２７

岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

岡山津島京町 岡山県岡山市北区津島京町１丁目１番１号

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

新見高尾 岡山県新見市高尾２４８０－２

倉敷亀島２丁目 岡山県倉敷市亀島２ー２４ー２１

倉敷玉島勇崎 岡山県倉敷市玉島勇崎７４５－１

真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

倉敷帯高 岡山県倉敷市帯高２０３－２

倉敷鶴の浦２丁目 岡山県倉敷市鶴の浦２丁目１３番地２０

倉敷美和１丁目 岡山県倉敷市美和１ー８ー１１

倉敷連島中央１丁目 岡山県倉敷市連島中央１－１－３６

総社種井 岡山県総社市種井１３９番１

総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１

美作中尾 岡山県美作市中尾字半田７番１

美作楢原 岡山県美作市楢原中７５－１

店名 住所
広島安浦 広島県呉市安浦町中央６丁目１番１７号

呉市広支所前 広島県呉市広古新開２丁目３ー５

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４

広島緑井６丁目 広島県広島市安佐南区緑井６－１５－１８

広島深川１丁目 広島県広島市安佐北区深川１－５１－６

広島セントラルシティ 広島県広島市佐伯区石内北２丁目５００５番１０



広島己斐本町 広島県広島市西区己斐本町１丁目１６－１

広島天満町 広島県広島市西区天満町１３－１

広島胡町 広島県広島市中区胡町４－２１

広島昭和町 広島県広島市中区昭和町４－２０

広島宝町南 広島県広島市中区宝町５－１

広島大芝水門東 広島県広島市東区牛田新町１丁目３－１４

広島牛田新町 広島県広島市東区牛田新町２丁目４－３２

広島東蟹屋 広島県広島市東区東蟹屋町３番１４号

ハートインエキエ広島 広島県広島市南区松原町２－３７

江田島中央 広島県江田島市江田島町中央１丁目１３番９号

三原古浜町 広島県三原市古浜２丁目１－２５

三原幸崎町 広島県三原市幸崎能地４丁目２８番５号

三次秋町 広島県三次市秋町１１２７ー６

広島戸河内インター 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１

広島千代田春木 広島県山県郡北広島町春木字茶堂２５３－１

広島世羅町 広島県世羅郡世羅町本郷６５３－２

東広島造賀 広島県東広島市高屋町造賀２４９６－１

黒瀬春日野 広島県東広島市黒瀬春日野２丁目１７－１

志和インター 広島県東広島市志和町冠２４０－４

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

おみやげ街道宮島口ターミナル 広島県廿日市市宮島口１丁目１１－１

広島宮内 広島県廿日市市宮内４４７９

廿日市宮内新屋敷 広島県廿日市市宮内字新屋敷３０５番２

尾道美ノ郷 広島県尾道市美ノ郷町本郷１０９４番１

福山御幸町森脇 広島県福山市御幸町森脇７１４－１

福山春日１丁目 広島県福山市春日町１丁目１－２０

福山曙５丁目 広島県福山市曙町５ー１９ー４３

福山昭和町 広島県福山市昭和町２番５号

神辺上御領 広島県福山市神辺町上御領２０６－１

福山水呑南新田 広島県福山市水呑町４４９１番地

福山藤江町 広島県福山市藤江町１８０７－１

福山宝町 広島県福山市宝町３０－１

店名 住所
宇部厚南 山口県宇部市黒石北４丁目７９２－２１

宇部空港通り 山口県宇部市則貞６丁目８－２３

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

宇部善和 山口県宇部市大字善和字東大谷１７６番１５

宇部黒石 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

下関菊川岡枝 山口県下関市菊川町大字上岡枝８０２－７

下関秋根東町 山口県下関市秋根東町１０－２１

ハートインＪＲ下関駅東口 山口県下関市竹崎町４－３－１

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関彦島福浦口 山口県下関市彦島江の浦町３丁目９－１９

下関彦島向井町 山口県下関市彦島田の首町１丁目２－９



下松末武上 山口県下松市大字末武上字上中島１０７０－１

岩国旭町 山口県岩国市旭町１丁目１０－６

西岩国駅前 山口県岩国市錦見６丁目２３３９番３

山口由宇 山口県岩国市由宇町南１－３－１

光市上島田 山口県光市上島田２－４－３

山口湯田大橋 山口県山口市維新公園２丁目５番３５号

山口八反田 山口県山口市下小鯖３８５８－１

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

山口下恋路 山口県山口市宮野下字菊友１０２１－１

山口第一病院前 山口県山口市小郡下郷９３６－８

新山口駅前 山口県山口市小郡下郷１２９２－１

山口白石 山口県山口市白石２丁目５番６号

徳山夜市 山口県周南市大字夜市６９１－１

周南戸田駅前 山口県周南市大字夜市２９９３番６

防府田島 山口県防府市大字新田字角田７０４－１

防府長沢レーク 山口県防府市大字台道字先土井山５３７番２７

店名 住所
海陽町宍喰 徳島県海部郡海陽町宍喰浦松原２１１－１

阿南羽ノ浦 徳島県小松島市大林町字高橋６９番１

小松島日開野町 徳島県小松島市日開野町字弥三次１１番地１

徳島南昭和町５丁目 徳島県徳島市南昭和町５丁目６３－１

徳島福島２丁目 徳島県徳島市福島２丁目５３－１

藍住インター 徳島県板野郡藍住町東中富龍池傍示１２番地１

店名 住所
Ｋｉｏｓｋ観音寺駅 香川県観音寺市栄町１丁目４－３０

丸亀郡家町 香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２

丸亀城東町２丁目 香川県丸亀市城東町２－３－１

高松岡本町 香川県高松市岡本町８３７番３

高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１

香川県立中央病院前 香川県高松市朝日町２丁目２番７号

ＫＯＹＯ高松赤十字病院 香川県高松市番町４－１－３

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

坂出久米町２丁目 香川県坂出市久米町２丁目２－２０

小豆島内海 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－９１

善通寺吉原町 香川県善通寺市吉原町字上官坊６－１

善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１

店名 住所
Ｋｉｏｓｋ宇和島駅 愛媛県宇和島市錦町１０－１

宇和島和霊元町３丁目 愛媛県宇和島市和霊元町３丁目４０１番４

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号

今治北鳥生町４丁目 愛媛県今治市北鳥生町４丁目３番２２号

今治北日吉町２丁目 愛媛県今治市北日吉町２丁目８番２５号

四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３

松山束本１丁目 愛媛県松山市束本１丁目２番３号



いよてつ古町駅 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山保免中２丁目 愛媛県松山市保免中２丁目１番１号

いよてつ松山市駅 愛媛県松山市湊町５丁目１番地１

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

新居浜松木町 愛媛県新居浜市松木町２番２４号

新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５

西条神拝 愛媛県西条市神拝甲１４３－１

西条明屋敷 愛媛県西条市明屋敷２９９－１

愛媛大学病院 愛媛県東温市志津川４５４番地

八幡浜産業通 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

店名 住所
日高村本郷 高知県高岡郡日高村本郷１６５２－１

高知和泉町 高知県高知市和泉町４１４番

南国下末松 高知県南国市下末松４４２－２

店名 住所
福岡吉井新馬場 福岡県うきは市吉井町７３６－１

うきは千年 福岡県うきは市吉井町千年１２４－１

小竹局入口 福岡県鞍手郡小竹町勝野３４７２－３

岡垣海老津 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１７番２２号

碓井町役場前 福岡県嘉麻市上臼井３０１－３

嘉麻上山田 福岡県嘉麻市上山田１２３７－１１

久留米国分町 福岡県久留米市国分町７７２－５

宮若脇野 福岡県宮若市宮田１３１９－４

苅田与原 福岡県京都郡苅田町大字与原１７８４－１

福岡苅田尾倉 福岡県京都郡苅田町尾倉１－２－１

行橋駅南 福岡県行橋市西宮市２丁目１０番１５号

東九州道今川ＰＡ下り 福岡県行橋市大字流末１０８０番４

宗像東郷駅前 福岡県宗像市田熊４丁目１２－５

宗像東郷橋 福岡県宗像市東郷３丁目１番５号

宗像陵厳寺 福岡県宗像市陵厳寺３－３－１

春日塚原台 福岡県春日市塚原台１丁目１番１１

福岡早見 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２丁目１７番１１号

宇美原田１丁目 福岡県糟屋郡宇美町原田１丁目１４－１２

篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３

篠栗和田 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７７６番地２

須恵レインボーロード 福岡県糟屋郡須恵町大字植木４７７－３２

粕屋原町駅前 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２丁目７－３２

大牟田久福木 福岡県大牟田市大字久福木２８０番地１

大牟田八江町 福岡県大牟田市八江町６０番１

朝倉東田 福岡県朝倉市馬田９１１－１

直方上頓野 福岡県直方市大字上頓野４９６３－１

直方中央橋 福岡県直方市頓野１５４９

田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５番地１

田川伊加利 福岡県田川市大字伊加利２０２５－１６



田川猪位金 福岡県田川市大字猪国１４９０－１

那珂川五郎丸 福岡県那珂川市松木３丁目１６０番

筑穂中学校前 福岡県飯塚市長尾８９９－１

飯塚鯰田上町 福岡県飯塚市鯰田１９５６番３

福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４

福岡今宿東１丁目 福岡県福岡市西区今宿東１丁目６番３号

福岡周船寺１丁目 福岡県福岡市西区周船寺１－９－１

福岡徳永 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡北原 福岡県福岡市西区北原１丁目１３番２７号

福岡渡辺通５丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２０－７

福岡福浜２丁目 福岡県福岡市中央区福浜２丁目１－４

福岡塩浜１丁目 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１６－３６

福岡千早４丁目 福岡県福岡市東区千早４丁目２２－３７

福岡流通センター 福岡県福岡市東区多の津４丁目８－３

博多筑紫通り 福岡県福岡市博多区山王１丁目１６番３５号

福岡築港本町 福岡県福岡市博多区対馬小路１１－１５

博多新中洲ビル 福岡県福岡市博多区中洲２丁目２－７

博多三井ビル 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５

博多駅東３丁目 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目９－１１

戸畑千防３丁目 福岡県北九州市戸畑区千防３丁目４－１８

若松鴨生田 福岡県北九州市若松区鴨生田４－８－１０７

若松小敷 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの２丁目１番３１号

若松青葉台南２丁目 福岡県北九州市若松区青葉台南２丁目１７ー１０

小倉貫 福岡県北九州市小倉南区下貫１－４－２８

小倉にれの木坂 福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂１丁目１－２

小倉神岳２丁目 福岡県北九州市小倉北区神岳２丁目６－２４

ハートインビエラ小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

八幡吉祥寺町 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町６－１７

八幡紅梅１丁目 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁目２－１３

八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番３９号

八幡西曲里町 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３

八幡竹末 福岡県北九州市八幡西区竹末２丁目４番１３

八幡鳴水 福岡県北九州市八幡西区東鳴水２丁目８－２６

柳川矢加部 福岡県柳川市矢加部４９２－１

店名 住所
伊万里大里 佐賀県伊万里市二里町大里乙８７－１

佐賀江北 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志２０６２－１

佐賀大和川上 佐賀県佐賀市大和町大字川上４２４－１

佐賀南本庄 佐賀県佐賀市本庄町本庄９５１－１

相知長部田 佐賀県唐津市相知町長部田８６０－１

唐津バイパス 佐賀県唐津市浜玉町浜崎大字横田下字干居９５５－３

店名 住所
佐世保天神２丁目 長崎県佐世保市天神２丁目２４１－１



佐世保白岳町 長崎県佐世保市白岳町１１３－４

松浦今福 長崎県松浦市今福町北免２００９－７９

大村協和町 長崎県大村市杭出津３丁目３８４

大村竹松本町 長崎県大村市竹松本町８３３番

大村東三城町 長崎県大村市東三城町６８

大村富の原２丁目 長崎県大村市富の原２丁目２１９－１

長崎滑石３丁目 長崎県長崎市滑石３丁目５０４－１

長崎滑石６丁目 長崎県長崎市滑石６丁目１３番１号

長崎岩川町 長崎県長崎市岩川町１７－１５

長崎稲佐橋 長崎県長崎市光町２番

長崎小浦町 長崎県長崎市小浦町４番地２

長崎深堀町 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０

長崎草住町 長崎県長崎市草住町２３２番１

東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１

店名 住所
芦北田浦 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦７８７－１０

熊本大津美咲野 熊本県菊池郡大津町大字大津５３３ー２

旭志伊坂 熊本県菊池市旭志伊坂５３－１

熊本セイラタウン 熊本県熊本市東区下江津８丁目１０－１

熊本画図所島 熊本県熊本市東区画図町所島１２３－１

熊本画図 熊本県熊本市東区画図町大字重富４７３－１

熊本上南部 熊本県熊本市東区上南部１丁目４番７２号

熊本新南部 熊本県熊本市東区新南部２丁目７－６２

テレビ熊本前 熊本県熊本市北区山室１丁目１番１０号

荒尾金山 熊本県荒尾市金山１２０２－１３

荒尾蔵満 熊本県荒尾市蔵満字外磯２番１

荒尾八幡小学校前 熊本県荒尾市野原字前田１７２４－１

合志幾久富 熊本県合志市幾久富字八丁谷１８２８番６１

山鹿嶋の本 熊本県山鹿市山鹿字嶋の本６３６

山鹿日置 熊本県山鹿市方保田３５９番

水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８

天草亀場 熊本県天草市亀場町食場９３４－５

八代井上町 熊本県八代市井上町５９３－１

八代永碇 熊本県八代市永碇町１００８番

八代横手新町 熊本県八代市横手新町１５－１４

八代田中西町 熊本県八代市田中西町１－１

八代萩原町１丁目 熊本県八代市萩原町１丁目４７７－１

八代毘舎丸 熊本県八代市毘舎丸町７３番１

店名 住所
宇佐別府 大分県宇佐市大字別府上居屋敷３８０

杵築塩田 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５番５３１

杵築南杵築 大分県杵築市南杵築１９６９－１

大分道玖珠ＳＡ上り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６６６

大分道玖珠ＳＡ下り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑七ツ江４９６



国東鶴川 大分県国東市国東町鶴川１８７１番１

日出インター 大分県速見郡日出町大字藤原２３７２番２

日出大神 大分県速見郡日出町大神１４００－１

大分高江 大分県大分市大字旦野原９３３－２

大分明野北５丁目 大分県大分市明野北５丁目１６８１番８２

中津牛神町１丁目 大分県中津市牛神町１丁目１６番１８号

中津大貞 大分県中津市大字大貞字枇杷迫２９８番１

日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２

日田大山 大分県日田市大山町西大山字宮ノ本９０２番２

日田玉川バイパス 大分県日田市大字渡里字水町１４８７－１

別府杉乃井ホテル 大分県別府市観海寺１

別府北中 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

豊後大野三重大原 大分県豊後大野市三重町赤嶺字松久保２６８５番地６

店名 住所
宮崎一の宮町 宮崎県宮崎市一の宮町５６番地５号

宮崎祇園３丁目 宮崎県宮崎市祇園３丁目１９２番

宮崎大塚中央通 宮崎県宮崎市大塚町大坪２６４３番地１

宮崎大坪東２丁目 宮崎県宮崎市大坪東２丁目２０番２０

串間本町 宮崎県串間市大字西方６５９０－１

小林永田町 宮崎県小林市細野１９６５番地１７

店名 住所
湧水町栗野 鹿児島県姶良郡湧水町木場６８番地

伊佐大口大田 鹿児島県伊佐市大口大田字高柳牟田１１７３番１

肝付町高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田８５８－１

志布志町安楽 鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１

指宿市役所前 鹿児島県指宿市十町８８０－１

鹿児島坂之上４丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上４丁目３－２０

鹿児島星ケ峯 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号

鹿児島南栄５丁目 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目１０－２２

出水緑町 鹿児島県出水市緑町６７番

垂水本町 鹿児島県垂水市本町６６

霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

国分新町 鹿児島県霧島市国分新町２丁目１５番２号

国分シビックセンター前 鹿児島県霧島市国分中央３丁目３８－２６

店名 住所
うるま赤道 沖縄県うるま市赤道３４６

浦添パイプライン伊祖 沖縄県浦添市伊祖２丁目１２９－２

浦添城間かねひで 沖縄県浦添市字城間赤畑３０１２－２

浦添内間２丁目 沖縄県浦添市内間２丁目６５２番６

沖縄高原２丁目      沖縄県沖縄市高原２丁目１２４２番

宜野湾我如古４丁目 沖縄県宜野湾市我如古４丁目５８１番

宜野座漢那 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那港原１６２４番

今帰仁平敷 沖縄県国頭郡今帰仁村字平敷山出原３０７番１



北中城ライカム 沖縄県中頭郡北中城字ライカム４７７

南風原津嘉山南 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１５６５番

八重瀬東風平 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇６５－１７

東風平ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平３８８

中城村南上原 沖縄県那覇広域都市計画事業南上原区画整理事業１３３街区０

琉球新報天久ビル 沖縄県那覇市字天久９０５番

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１丁目２９番地２

壺川駅前 沖縄県那覇市壺川３丁目２－６

南城大里仲間 沖縄県南城市大里字仲間１０３３番１

豊見城中央 沖縄県豊見城市字豊見城４５８－１

名護宮里５丁目 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

名護真喜屋 沖縄県名護市字真喜屋黒崎７９９番１

名護大北４丁目 沖縄県名護市大北４丁目２１番１６号


