
店名 住所
旭川春光台２条 北海道旭川市春光台２条６丁目３番３号

旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９

旭川神楽岡５条 北海道旭川市神楽岡５条５丁目１－３０

旭川神居７条 北海道旭川市神居７条１

旭川台場２条 北海道旭川市台場２条２丁目４番５号

旭川忠和８条 北海道旭川市忠和８条６丁目１－２

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

旭川南１条 北海道旭川市南１条通２１丁目１９７４－１１６

旭川南５条 北海道旭川市南５条通２６丁目５０４

旭川豊岡１０丁目 北海道旭川市豊岡４条１０丁目３番１２号

旭川医大前 北海道旭川市緑が丘東３条１丁目２番１４号

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

伊達インター 北海道伊達市松ヶ枝町６１－１４

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

芽室南町 北海道河西郡芽室町西１条南６丁目１－１

芽室西５条 北海道河西郡芽室町西５条９丁目１－５

音更新通１丁目 北海道河東郡音更町新通１丁目７－１７

音更新通 北海道河東郡音更町新通１２丁目２番地

音更木野大通西 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１番地１０

岩見沢中央通り 北海道岩見沢市７条西１丁目６番地１

岩見沢南町 北海道岩見沢市南町８条２丁目３番１

岩見沢美園 北海道岩見沢市美園５条７丁目１－２０

岩見沢幌向 北海道岩見沢市幌向南１条１丁目３７－１０

阿寒町 北海道釧路市阿寒町中央４丁目１番

釧路愛国北園通 北海道釧路市愛国東４丁目３６番２２

釧路共栄大通 北海道釧路市共栄大通４丁目２－１

釧路興津２丁目 北海道釧路市興津２丁目２番４号

釧路昭和中央３丁目 北海道釧路市昭和中央３丁目５５－７

釧路昭和４丁目 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２

釧路星が浦大通１丁目 北海道釧路市星が浦大通１丁目９－１

釧路白樺台 北海道釧路市白樺台１丁目１１

釧路武佐１丁目 北海道釧路市武佐１丁目９番１７号

釧路貝塚通 北海道釧路市武佐３丁目４７番５号

釧路公立大学前 北海道釧路市文苑４丁目６６番２

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

釧路北大通 北海道釧路市北大通６丁目１－６

釧路緑ケ岡 北海道釧路市緑ケ岡２丁目３６－８

五等分の花嫁　たまみくじフィギュア　取扱い店舗一覧
①北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・群馬県・栃木県・茨城県・埼玉

県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・長野県・山梨県・富山県・石川県・福井県・静岡県・

愛知県・岐阜県・三重県



釧路浪花町 北海道釧路市浪花町６丁目２番地

恵庭駅前 北海道恵庭市相生町１丁目６－２０

恵庭インター 北海道恵庭市美咲野４丁目１－１

大樹西本通 北海道広尾郡大樹町西本通２２

江別大麻桜木町 北海道江別市大麻桜木町８番地６

江別大麻晴美町 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０

根室敷島町 北海道根室市敷島町２丁目６６番地

札幌厚別東２条 北海道札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６

札幌前田８条 北海道札幌市手稲区前田８条１２丁目５－１２

札幌真栄４条 北海道札幌市清田区真栄４条２丁目１８－２２

札幌清田２条 北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１

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

札幌山の手３条 北海道札幌市西区山の手３条５丁目１－１６

札幌発寒南駅前 北海道札幌市西区西町北８丁目２－２７

札幌西野２条 北海道札幌市西区西野２条３丁目１－１

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１２条 北海道札幌市西区発寒１２条３丁目１５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

札幌南６条 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７

南７条 北海道札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号

札幌南２０条西８丁目 北海道札幌市中央区南２０条西８丁目１番２５号

札幌駅バスターミナル前 北海道札幌市中央区北４条西２丁目１－２５

札幌東苗穂４条 北海道札幌市東区東苗穂４条２丁目３－３１

札幌北１２条東 北海道札幌市東区北１２条東１３丁目２－２５

札幌北１８条東１５丁目 北海道札幌市東区北十八条東１５丁目１番２号

札幌北３２条東８丁目 北海道札幌市東区北３２条東８丁目１番２９号

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

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌石山２条 北海道札幌市南区石山２条４丁目２番１号

地下鉄白石駅前 北海道札幌市白石区東札幌２条６丁目７番１４号

白石バスターミナル前 北海道札幌市白石区東札幌３条６丁目１番２号

札幌北郷２条 北海道札幌市白石区北郷２条６丁目４－７

札幌北郷３条４丁目 北海道札幌市白石区北郷３条４丁目２－７

札幌平岸４条 北海道札幌市豊平区平岸４条９丁目１５－５

札幌新川インター 北海道札幌市北区新川２条１２丁目７－１

札幌太平９条 北海道札幌市北区太平９条４丁目１０－１０

札幌屯田１１条 北海道札幌市北区屯田１１条３丁目８－７

札幌北２９条 北海道札幌市北区北２９条西１０丁目２－７

室蘭知利別町 北海道室蘭市知利別町２丁目７番６号

斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８



小清水町 北海道斜里郡小清水町南町１丁目２１番２３号

小樽稲穂３丁目 北海道小樽市稲穂３丁目１５番１４号

小樽稲穂５丁目 北海道小樽市稲穂５丁目４番１８号

小樽桂岡 北海道小樽市桂岡町３番１号

小樽朝里３丁目 北海道小樽市朝里３丁目１８番１２号

小樽長橋 北海道小樽市長橋３丁目２－１

小樽蘭島 北海道小樽市蘭島１丁目２５－３１

知内町 北海道上磯郡知内町字重内２６－１

木古内町 北海道上磯郡木古内町字大平２７番地８

上川美瑛 北海道上川郡美瑛町北町２丁目６－２０

石狩当別末広 北海道石狩郡当別町美里１６５４－１

石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４

石狩花川南 北海道石狩市花川南５条１丁目１３６番地１

千歳信濃２丁目 北海道千歳市信濃２ー１２ー１

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５条南豊成通 北海道帯広市西５条南３８丁目２－１０

帯広西１０条南１丁目 北海道帯広市西１０条南１丁目５－２

帯広北１線 北海道帯広市西１７条北２丁目１０－１２

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南５丁目 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号

美深西１条 北海道中川郡美深町西１条南５丁目３６－４

登別若草町 北海道登別市若草町４丁目１１－２

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

苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４

苫小牧沼ノ端東 北海道苫小牧市沼ノ端中央２丁目２－８

苫小牧澄川 北海道苫小牧市澄川町４丁目２－１０

苫小牧青葉 北海道苫小牧市青葉町１－２－４

苫小牧船見 北海道苫小牧市船見町１丁目３－４

苫小牧日吉町 北海道苫小牧市日吉町１丁目５－２４

白糠東１条 北海道白糠郡白糠町東１条南２丁目３番２

白老萩野西 北海道白老郡白老町萩野８４－１８８

白老本町 北海道白老郡白老町本町１－９－３１

函館時任町 北海道函館市時任町２３番４号

函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町８４９－１６

函館開港通 北海道函館市大手町２２番１７号

函館日吉が丘 北海道函館市日吉町３丁目１７－２０

函館本町 北海道函館市本町２３－４

函館松見通 北海道函館市本通１丁目２１－１

美唄大通北 北海道美唄市西１条北５丁目１－４５

美唄大通南 北海道美唄市大通東１条南６丁目５－２６

美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

中標津バイパス 北海道標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目９番１

北見川東 北海道北見市川東３８－８



北見南大通 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７

北見銀河橋 北海道北見市東相内町１７３番地１

北見トラック団地 北海道北見市東相内町３２７番地９

北見美園 北海道北見市美園４６９番地１

美幌美富 北海道網走郡美幌町字美富６８－７

網走駒場南 北海道網走市駒場南７丁目３－６

網走駒場北 北海道網走市駒場北１丁目３－１７

遠軽豊里 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１

紋別花園 北海道紋別市花園町２丁目３８

紋別渚滑 北海道紋別市渚滑町５丁目２４－１

紋別大山町 北海道紋別市大山町１丁目３５－２６

別海宮舞 北海道野付郡別海町別海宮舞町１１番地

空知由仁 北海道夕張郡由仁町東栄９７－１

余市黒川１５丁目 北海道余市郡余市町黒川町１５丁目２４番地５

余市大川 北海道余市郡余市町大川町１９丁目１１

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５号

留萌開運町 北海道留萌市開運町２丁目３番１６号

留萌南町 北海道留萌市南町１丁目２３番地３号

店名 住所
弘前新町 青森県弘前市大字新町１６５－２

弘前代官町 青森県弘前市大字代官町８３－２

黒石市ノ町 青森県黒石市大字市ノ町１８番地６号

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

三沢大町 青森県三沢市大町２丁目３番３号

おいらせ新田 青森県上北郡おいらせ町新田８１

青森沖館１丁目 青森県青森市沖館１丁目１番１

青森花園２丁目 青森県青森市花園２丁目７－２

青森新町１丁目 青森県青森市新町１丁目２－１８

青森造道３丁目 青森県青森市造道３丁目２－２

青森浜館１丁目 青森県青森市浜館１丁目５番２９

青森浪岡福田２丁目 青森県青森市浪岡福田２丁目１３番１２

八戸江陽１丁目 青森県八戸市江陽１－１３－１

八戸市川桔梗野 青森県八戸市市川町字尻引前山３１－４５９

八戸小田 青森県八戸市小田１丁目３番２２号

八戸糠塚 青森県八戸市大字糠塚字大開１１番１

八戸田向 青森県八戸市田向４丁目３－１

店名 住所
一関樋渡 岩手県一関市字樋渡２６－１

遠野松崎町 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４番３９

遠野青笹町 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

奥州水沢東中通り 岩手県奥州市水沢東中通り１丁目２－３９

花巻松園町１丁目 岩手県花巻市松園町１丁目４－５７



住田世田米 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１２番１３

紫波日詰西 岩手県紫波郡紫波町日詰西３丁目６－１４

盛岡夕顔瀬町 岩手県盛岡市夕顔瀬町６－１０

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

金ケ崎バイパス 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻長根前９６番地

二戸福岡田町 岩手県二戸市福岡字下町２２番

北上国見橋 岩手県北上市稲瀬町前田１７２－５

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

涌谷黄金 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字黄金迫前南２ー１６

塩釜新富町 宮城県塩竈市新富町１８－３７

塩釜泉沢 宮城県塩竈市泉沢町２０番１５号

角田中島下 宮城県角田市角田字中島下４３１－１

角田西田町 宮城県角田市角田字田町４３

岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９

仙台空港 宮城県岩沼市下野郷字新田４番地

岩沼桜２丁目 宮城県岩沼市桜２丁目１－２２

気仙沼東八幡前 宮城県気仙沼市東八幡前１１９－１

利府中央３丁目 宮城県宮城郡利府町中央３丁目１番１

栗駒岩ケ崎四日町 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎神南５－１

若柳新堤下 宮城県栗原市若柳川南堤通１５－１０

大郷町川内 宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山３７－４

大和吉岡南２丁目 宮城県黒川郡大和町吉岡南２丁目５－１１

柴田四日市場 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場生次７－４

柴田船岡入袋 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字入袋２００番５７

村田中央 宮城県柴田郡村田町大字村田字反町５１

大河原幸町 宮城県柴田郡大河原町字幸町７番９

大河原西桜町 宮城県柴田郡大河原町字西桜町１－２１

大河原東新町 宮城県柴田郡大河原町字東新町７番地１５

石巻吉野町２丁目 宮城県石巻市吉野町２丁目１番１号

石巻湊筒場 宮城県石巻市湊字筒場１０４－２７

仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９

仙台田子西 宮城県仙台市宮城野区田子西２丁目８番地１０

仙台加茂皇神社前 宮城県仙台市宮城野区福室字弁当三番２７－１

仙台一高前 宮城県仙台市若林区連坊２丁目１１番１号

仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

仙台八木山南 宮城県仙台市太白区八木山南２ー１ー２

古川李埣 宮城県大崎市古川幸町２丁目１８０番地

古川中里５丁目 宮城県大崎市古川中里５丁目２２３

宮城田尻 宮城県大崎市田尻字北大杉３１－１

登米中田町上沼 宮城県登米市中田町上沼字南桜場２９５－１

矢本インター 宮城県東松島市矢本字西新町１－９

宮城富谷 宮城県富谷市ひより台１丁目４３－２３



名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

亘理荒浜 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋倉東１４番１号

店名 住所
横手三ノ口 秋田県横手市横手町字三ノ口１－１

道の駅十文字 秋田県横手市十文字町字海道下２１番地４

横手大屋新町 秋田県横手市大屋新町字中野３２５－１

横手平和町 秋田県横手市平和町９番３号

鹿角花輪駅前 秋田県鹿角市花輪字堰向７０番

鹿角八幡平 秋田県鹿角市花輪字高井田４４番１５

鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１

秋田広面屋敷田 秋田県秋田市広面字屋敷田３１６番地

秋田通町 秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

秋田中通６丁目 秋田県秋田市中通６丁目８－１

ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通７丁目２－１

美郷土崎 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１１１－１０

男鹿船越 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

店名 住所
寒河江日田 山形県寒河江市大字日田字五反２０９ー２

寒河江仲谷地 山形県寒河江市仲谷地１丁目４－１

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

山形江南２丁目 山形県山形市江南２丁目５番５７号

山形高堂２丁目 山形県山形市高堂２丁目２番２９号

山形瀬波 山形県山形市瀬波１丁目５番４号

山形中桜田３丁目 山形県山形市中桜田３丁目２－３

酒田上安町 山形県酒田市上安町２丁目２０－１９

酒田本町３丁目 山形県酒田市本町３丁目６－４

上山河崎 山形県上山市河崎３丁目６番８号

新庄沼田町 山形県新庄市沼田町２５－１

新庄松本 山形県新庄市大字松本３２０

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

新庄本合海 山形県新庄市大字本合海字山崎３７０－１

新庄東山 山形県新庄市東谷地田町７－１

白鷹町荒砥 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙字熊野宮１０６９

村山白鳥 山形県村山市大字長善寺２５５－５

東根蟹沢南 山形県東根市大字蟹沢下縄目字１９２９－１

川西町上小松 山形県東置賜郡川西町大字上小松３３７２

余目バイパス 山形県東田川郡庄内町余目字滑石４５－１

米沢春日３丁目 山形県米沢市春日３丁目３－１８

米沢城西３丁目 山形県米沢市城西３丁目６番１２号

米沢通町４丁目 山形県米沢市通町４丁目９－１５

店名 住所
いわき久之浜 福島県いわき市久之浜町久之浜字沢目５番１

いわき中央インター 福島県いわき市好間町中好間字田中３９

いわき四倉インター 福島県いわき市四倉町白岩上大作８－１



いわき鹿島走熊 福島県いわき市鹿島町走熊字四反田３１－１

いわき中岡３丁目 福島県いわき市中岡町３ー１ー２

内郷駅前 福島県いわき市内郷綴町榎下６５－１１

福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地

会津高野町中沼 福島県会津若松市高野町大字中沼字沼木２９１番地１

北会津真宮 福島県会津若松市真宮新町南４丁目１０１番

会津西七日町 福島県会津若松市西七日町８番３号

鏡石中央 福島県岩瀬郡鏡石町中央５０－２

喜多方豊川 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田１１８０

郡山笹川 福島県郡山市安積町笹川字四角担３－１

郡山駅前南通り 福島県郡山市駅前１丁目８－１８

郡山駅前アーケード 福島県郡山市駅前２丁目３番７号

郡山横塚 福島県郡山市横塚２ー２３３ー１

郡山島中央公園前 福島県郡山市亀田１丁目１４８番

虎丸 福島県郡山市虎丸町１３番６号

郡山八木橋 福島県郡山市字八木橋８５－１

三春桜川 福島県郡山市西田町大田字宮田３８１ー１

郡山西ノ宮西 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西１０３－２

郡山鶴見坦１丁目 福島県郡山市鶴見坦１丁目６－２３

郡山日大前 福島県郡山市田村町徳定字下河原３７

郡山富田東 福島県郡山市富田東１丁目３２２番地

郡山片平町 福島県郡山市片平町字地ノ岡７－３

グリーンヒルズ季の郷 福島県須賀川市季の郷１７２

須賀川長沼西 福島県須賀川市長沼字町尻４６番

須賀川南上町 福島県須賀川市南上町２００－７

須賀川木之崎 福島県須賀川市木之崎字中田３４番１

福島泉崎 福島県西白河郡泉崎村泉崎八丸７４－１

石川長久保 福島県石川郡石川町字石田４５－２

石川沢田 福島県石川郡石川町大字沢井字西ノ作４－１

相馬黒木 福島県相馬市黒木字勝善１００－１

相馬大曲 福島県相馬市大曲字大毛内８１

相馬川沼 福島県相馬市中村字塚田４５

会津美里安田前 福島県大沼郡会津美里町字台ノ下３６５１番

船引砂子田 福島県田村市船引町船引字砂子田１１２番２

矢祭中石井 福島県東白川郡矢祭町中石井字岡下１４９ー１

二本松上竹 福島県二本松市上竹１丁目４９－２

二本松藤太郎内 福島県二本松市藤太郎内１２２

白河実業高校前 福島県白河市瀬戸原４－２

福島笹木野立田 福島県福島市笹木野字立田１５－７

福島しのぶ台ニュータウン前 福島県福島市上鳥渡字藤ノ内１１－１

福島仁井田 福島県福島市仁井田字古荒川３１－１

福島天神町 福島県福島市天神町３番１７号

福島東浜町 福島県福島市東浜町１０９番１

福島八島町 福島県福島市八島町５－２３



南福島 福島県福島市伏拝字沖１－１

福島本内 福島県福島市本内字松川畑２－２

本宮みずいろ公園前 福島県本宮市本宮字舘町１０１－１

本宮万世 福島県本宮市本宮字万世１６２－１

猪苗代バイパス 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西６１－１

店名 住所
伊勢崎下植木 群馬県伊勢崎市下植木町７

赤堀今井 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１丁目５６２－１

赤堀間野谷 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町１６３０

伊勢崎田部井町 群馬県伊勢崎市田部井町２－７３６－１

伊勢崎韮塚町 群馬県伊勢崎市韮塚町１２１１－５

伊勢崎下触町南 群馬県伊勢崎市波志江町３１９０番１

館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５

館林下三林 群馬県館林市下三林町字中林６９９番

館林大街道１丁目 群馬県館林市大街道１－９－３

館林美園町 群馬県館林市美園町１９ー６

西桐生駅前 群馬県桐生市宮前町２丁目７番３号

桐生間ノ島 群馬県桐生市広沢町４－１９７１－３２

桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３

桐生新里町小林 群馬県桐生市新里町小林６－１

桐生川内 群馬県桐生市川内町１丁目２－１４

桐生相生 群馬県桐生市相生町２丁目８０９－５

桐生相生西 群馬県桐生市相生町５丁目５６９－１２

中之条バイパス 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町３１－６

群馬北軽井沢 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢１９８８－７８

吉井岩崎 群馬県高崎市吉井町岩崎６９２

高崎江木東沖 群馬県高崎市江木町１６８１

高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４

高崎新町笛木境 群馬県高崎市新町２２７２－２

高崎倉賀野町正六 群馬県高崎市倉賀野町３５４－９

高崎南大類町 群馬県高崎市南大類町８３０－１

玉村福島 群馬県佐波郡玉村町大字福島１２９２－６

渋川辰巳町 群馬県渋川市渋川１８２０－２３

沼田栄町 群馬県沼田市栄町５２－５

沼田横塚町 群馬県沼田市横塚町１３９７－１２

沼田インター 群馬県沼田市上原町１７２６ー２４

前橋岩神町３丁目 群馬県前橋市岩神町３丁目４－１６

前橋駒形インター 群馬県前橋市駒形町字増田境１４８８－１

前橋川原町 群馬県前橋市川原町１丁目２５番地１０

前橋鳥取町 群馬県前橋市鳥取町８５２－４

前橋柏倉町 群馬県前橋市柏倉町１７８－３

大胡樋越 群馬県前橋市樋越町８７２

前橋富士見大鳥居 群馬県前橋市富士見町小暮２８２－６

前橋堀越町 群馬県前橋市堀越町８０４－９



前橋問屋町 群馬県前橋市問屋町１－６－６

太田市高林バイパス 群馬県太田市高林北町２００２－１

太田市鶴生田町 群馬県太田市鶴生田町６０１番地３

東武太田駅 群馬県太田市東本町１６－１

太田飯田町 群馬県太田市飯田町８３２

藤岡中大塚 群馬県藤岡市中大塚３２８－１

藤岡仲町 群馬県藤岡市藤岡８５９

富岡インター 群馬県富岡市下高瀬４００－３

富岡上小林諏訪 群馬県富岡市上小林字諏訪３８３－２

千代田町なかさと公園前 群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字三佐山１９４０－１

大泉吉田 群馬県邑楽郡大泉町吉田１０３８番１

大泉中央１丁目 群馬県邑楽郡大泉町中央１丁目１番２７号

明和南大島 群馬県邑楽郡明和町南大島２７９－１

邑楽篠塚 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１６２０－１

みなかみ上牧 群馬県利根郡みなかみ町上牧１８０３

店名 住所
喜連川寿町 栃木県さくら市喜連川３８６９－１

氏家桜野 栃木県さくら市桜野９２５－３

さくら氏家 栃木県さくら市氏家４１９９－２

喜連川工業団地北 栃木県さくら市鷲宿１９０８－１３

宇都宮刈沼 栃木県宇都宮市ゆいの杜３丁目１番３５号

宇都宮ゆいの杜北 栃木県宇都宮市ゆいの杜７－９－２

宇都宮下砥上 栃木県宇都宮市下砥上町１５１２－１

宇都宮岩曽東 栃木県宇都宮市岩曽町１３７７－７５

宇都宮今宮 栃木県宇都宮市今宮２－２５１

宇都宮上戸祭南 栃木県宇都宮市上戸祭町４２２

宇都宮雀宮１丁目 栃木県宇都宮市雀の宮１－２２－２４

宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９

宇都宮長岡百穴 栃木県宇都宮市長岡町大橋８９－３

宇都宮鶴田中央 栃木県宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号

宇都宮上鶴田 栃木県宇都宮市鶴田町１２９１－１

宇都宮駒生運動公園前 栃木県宇都宮市鶴田町１９７６－１

宇都宮滝谷町 栃木県宇都宮市鶴田町３０３８－１

宇都宮東今泉２丁目 栃木県宇都宮市東今泉２－３－２０

宇都宮徳次郎 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５

壬生国谷 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁六美１３３－２

壬生バイパス 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲字柵外１４５６－１

下野花見ヶ岡 栃木県下野市国分寺１２０４－２

佐野田沼西 栃木県佐野市石塚町壱丁原１８７４

佐野栄町 栃木県佐野市鐙塚町３０４

鹿沼樅山 栃木県鹿沼市樅山町３７８－１５

小山市役所前 栃木県小山市城山町１－３－７

小山城北 栃木県小山市城北２－２１－１１

小山大行寺 栃木県小山市大行寺９７８－２



真岡市役所前 栃木県真岡市荒町５１２６

足利問屋団地 栃木県足利市問屋町１７５３－４

大田原親園 栃木県大田原市親園２５７３－３

中田原工業団地南 栃木県大田原市中田原５７８－１

大平西野田 栃木県栃木市大平町新１０２０

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

黒磯埼玉 栃木県那須塩原市埼玉５－１３

那須塩原新南 栃木県那須塩原市新南１６３－５８５

西那須野緑 栃木県那須塩原市緑２丁目１１５３－１

小川町小川 栃木県那須郡那珂川町小川１１４－１０

日光土沢北 栃木県日光市土沢字萱野９７１－２

今市木和田島 栃木県日光市木和田島２９７６－１３

益子中央 栃木県芳賀郡益子町益子２８１１－１

茂木増井 栃木県芳賀郡茂木町大字増井８６－１

茂木バイパス 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１１５４－１

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

矢板富田 栃木県矢板市富田５４８－２

店名 住所
茨城伊奈城中 茨城県つくばみらい市城中１１６４番地

つくばみどりの 茨城県つくば市みどりの１丁目２７番地１

つくば稲荷前 茨城県つくば市稲荷前２２番７

つくば二の宮１丁目 茨城県つくば市二の宮１丁目１９－１

ひたちなか長堀 茨城県ひたちなか市長堀町３丁目１０番５号

阿見あけぼの 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

茨城境染谷 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５

五霞新幸谷 茨城県猿島郡五霞町大字新幸谷４８８番地４

下妻高道祖 茨城県下妻市高道祖１４２９－１

笠間稲田 茨城県笠間市稲田４１２９－３

笠間来栖 茨城県笠間市来栖５８５－１

大子池田北 茨城県久慈郡大子町池田４１

牛久さくら台 茨城県牛久市さくら台２－１－１

牛久女化北 茨城県牛久市女化町９７６－２

総和稲宮 茨城県古河市稲宮１０４２－５

古河下大野 茨城県古河市下大野１４６７番２

岩瀬鍬田 茨城県桜川市鍬田６２１－１

岩瀬富谷 茨城県桜川市富谷１６０７－１

鹿嶋宮中 茨城県鹿嶋市宮中３ー１ー１２

鹿嶋スタジアム入口 茨城県鹿嶋市宮中４６６０－１

鹿嶋クラブハウス前 茨城県鹿嶋市大字粟生字東山２６３８－９

鹿嶋旭ケ丘 茨城県鹿嶋市平井１３２５－７

取手駅東口 茨城県取手市取手３丁目４番１１

取手小文間 茨城県取手市小文間３８９０－３

アトレ取手 茨城県取手市中央町２－５



藤代駅南口 茨城県取手市藤代南２丁目１番地５

取手本郷１丁目 茨城県取手市本郷１丁目６１９４

取手椚木 茨城県取手市椚木字四ツ割１１４８番

茨城守谷松ヶ丘 茨城県守谷市松ヶ丘１－１－１

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６

常総山田南 茨城県常総市水海道山田町４６４６

水海道諏訪町 茨城県常総市水海道橋本町３２９６番１０

常総馬場 茨城県常総市馬場６４－９

常総豊岡北 茨城県常総市豊岡町乙３５５８－３

常陸太田宮本 茨城県常陸太田市宮本町４３１８

常陸大宮野口 茨城県常陸大宮市野口１４２７－１

神栖白十字病院前 茨城県神栖市賀字立野２１７１－３０

神栖知手東 茨城県神栖市知手字柳堀新開３６１４－２

神栖済生会病院前 茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６

茨城県庁西 茨城県水戸市笠原町１４７６－１

水戸赤塚１丁目 茨城県水戸市赤塚１丁目１９７７－１

水戸千波中央 茨城県水戸市千波町字千波原２８６６－４

筑西上星谷 茨城県筑西市上星谷７０－１３

筑西船玉 茨城県筑西市船玉２８７－８２

筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０

筑西猫島 茨城県筑西市猫島４２０番１

筑西門井 茨城県筑西市門井字中宿１６４－４

筑西野殿 茨城県筑西市野殿９０９－１

筑西協和中央病院前 茨城県筑西市蓮沼１５３４－４

潮来本町 茨城県潮来市潮来字麦ノ内１１４２－２

潮来茂木 茨城県潮来市茂木４０６－１

土浦桜町３丁目 茨城県土浦市桜町３丁目１４－１５

土浦西並木町 茨城県土浦市西並木町３７５５－１

土浦中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖町８７９－２１

土浦北インター 茨城県土浦市並木５丁目４１３１－１

那珂酒出 茨城県那珂市北酒出６６－１

日立桜川町１丁目 茨城県日立市桜川町１丁目８１番

日立南高野町 茨城県日立市南高野町１ー９ー４３

鉾田上釜 茨城県鉾田市上釜２２３－５

鉾田新鉾田２丁目 茨城県鉾田市新鉾田２丁目１０番５

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

北茨城磯原町 茨城県北茨城市磯原町磯原１２１６ー１

竜ケ崎松ヶ丘４丁目 茨城県龍ケ崎市松ヶ丘４－１－７

龍ケ崎大徳町 茨城県龍ケ崎市大徳町２５２－２

竜ヶ崎中根台４丁目 茨城県龍ケ崎市中根台４丁目９番１

竜ケ崎長山６丁目 茨城県龍ケ崎市長山６－８

竜ヶ崎南中島 茨城県龍ケ崎市南中島町６２－２

店名 住所
さいたま浮谷 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２５１０



岩槻慈恩寺 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３

さいたま七里 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼１２９３

さいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田１丁目１５５６－１

大宮大和田１丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１

さいたま島小学校前 埼玉県さいたま市見沼区島町６２３－１

さいたま島町 埼玉県さいたま市見沼区島町１２７８－１

さいたま東大宮２丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２丁目３４－１

さいたま東大宮６丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６丁目２８－２

さいたま南中野 埼玉県さいたま市見沼区南中野８１７番２

さいたま西堀２丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀２－１７－５

浦和別所沼通り 埼玉県さいたま市桜区西堀６丁目１－３

大宮駅銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－９

大宮三橋４丁目 埼玉県さいたま市大宮区三橋４丁目３３６

さいたま大成町２丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町２丁目２０１－１

さいたま大成町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４５

大宮駅南銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６６－１

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

ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２

さいたま与野公園 埼玉県さいたま市中央区本町西１－７－６

さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１－５

与野鈴谷３丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷３－２－１８

さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１

南浦和３丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目４４－６

さいたま今羽町東 埼玉県さいたま市北区吉野町１－２８－１２

大宮日進１丁目 埼玉県さいたま市北区日進町１－５１６－３

浦和大間木 埼玉県さいたま市緑区大間木１６９２－１

さいたま三室北宿 埼玉県さいたま市緑区大字三室２４１９－７

さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５

浦和南部領 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻３１７５番１

東浦和駅南 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１２－４

大井うれし野 埼玉県ふじみ野市うれし野２丁目１番９

大井町東久保 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１丁目５番２号

上福岡富士見通り 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－６－８

羽生南７丁目 埼玉県羽生市南７丁目１４－１４

越谷蒲生愛宕町 埼玉県越谷市蒲生愛宕町６－４２

越谷宮前１丁目 埼玉県越谷市宮前１丁目４－７

越谷神明町２丁目 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４

大袋駅前 埼玉県越谷市袋山２０４５－１

越谷西大袋 埼玉県越谷市大道６５４－３

越谷大沢東 埼玉県越谷市東大沢４－３２－１

新越谷駅前通り 埼玉県越谷市南越谷１－１９－７

南越谷５丁目 埼玉県越谷市南越谷５－２６－８

越谷弥十郎 埼玉県越谷市弥十郎６２２－２

桶川末広３丁目 埼玉県桶川市末広３丁目４－１１



加須市役所前 埼玉県加須市三俣１丁目２番１

加須南町 埼玉県加須市南町８－５３

加須北平野 埼玉県加須市北平野８５６

吉川さくら通り 埼玉県吉川市中央一丁目１番地１

吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４

吉川駅南 埼玉県吉川市木売３－７－３

久喜本町１丁目 埼玉県久喜市本町１丁目７－３２

狭山市狭山 埼玉県狭山市狭山４２－１

狭山下広瀬 埼玉県狭山市広瀬１－３１－３８

狭山根岸 埼玉県狭山市笹井１丁目１５番１号

狭山北入曽 埼玉県狭山市大字北入曽字入間野９３６－７０

狭山中央２丁目 埼玉県狭山市中央２－２５－２５

狭山柏原 埼玉県狭山市柏原１４９６－５

熊谷玉井バイパス 埼玉県熊谷市玉井１３６１－１

熊谷戸出 埼玉県熊谷市戸出１７２

埼玉江南 埼玉県熊谷市小江川２２２５－３

熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４

熊谷別府中央通り 埼玉県熊谷市別府４丁目４３

熊谷本石２丁目 埼玉県熊谷市本石２丁目６９－１

戸田市役所南通り 埼玉県戸田市上戸田１丁目４－２

戸田美女木４丁目 埼玉県戸田市美女木４－１０－９

行田さきたま古墳前 埼玉県行田市大字佐間１５２９－１

行田渡柳 埼玉県行田市渡柳７４１

行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１

鴻巣原馬室 埼玉県鴻巣市原馬室３７６８－１

鴻巣富士見２丁目 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目８番５号

鴻巣本町５丁目 埼玉県鴻巣市本町５－６－３４

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３－６８０

三郷早稲田５丁目 埼玉県三郷市早稲田５丁目７－１０

三郷鷹野３丁目 埼玉県三郷市鷹野３－６２－２

三郷市役所東 埼玉県三郷市中央５丁目３１番地９

三郷彦成橋 埼玉県三郷市彦成３－５８

志木上宗岡４丁目 埼玉県志木市上宗岡４－１３－１２

上里神保原 埼玉県児玉郡上里町神保原町４４７－１

庄和神間 埼玉県春日部市神間４５３－１

春日部増田新田 埼玉県春日部市増田新田３９０－１

春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５

春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２

所沢航空公園駅西口 埼玉県所沢市喜多町１７－１

狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７

所沢下山口 埼玉県所沢市山口１５２４－１

所沢西狭山ヶ丘２丁目 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘２丁目２１３０－１

所沢泉町 埼玉県所沢市泉町１８３６－１

所沢亀ヶ谷 埼玉県所沢市大字亀ヶ谷９６－１



所沢牛沼 埼玉県所沢市大字牛沼６－１

所沢坂之下 埼玉県所沢市大字坂之下７１８－１

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

東所沢３丁目 埼玉県所沢市東所沢３－１－１

所沢市民体育館前 埼玉県所沢市美原町２丁目２９３１番の１８

所沢北秋津東 埼玉県所沢市北秋津３４３－１

東所沢駅前 埼玉県所沢市本郷１０９１ー３

所沢緑町４丁目 埼玉県所沢市緑町４－５－１８

上尾壱丁目南 埼玉県上尾市壱丁目東３７－１４

上尾向山 埼玉県上尾市向山１－２７－３

上尾小泉氷川 埼玉県上尾市小泉４丁目１８番地１０

上尾上 埼玉県上尾市上２３３－１

上尾平方 埼玉県上尾市大字平方字石井戸１６９６番４

上尾モンシェリー 埼玉県上尾市谷津２－１－５０－１０

上尾中分１丁目 埼玉県上尾市中分１丁目２５－８

上尾日の出４丁目 埼玉県上尾市日の出４丁目５４０－１

上尾駅西口 埼玉県上尾市柏座１丁目１３－２０

上尾緑丘２丁目 埼玉県上尾市緑丘２丁目３－１

新座西堀２丁目 埼玉県新座市西堀２－２－１３

新座西堀３丁目 埼玉県新座市西堀３－３－１４

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

志木駅前 埼玉県新座市東北２丁目３９－２３

新座堀ノ内病院前 埼玉県新座市堀ノ内２丁目９－２６

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

川越笠幡さつき通り 埼玉県川越市笠幡２０７９－１

川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１－１

川越仲町 埼玉県川越市仲町１０－２

川越的場新町 埼玉県川越市的場新町１３－４

川越六軒町 埼玉県川越市六軒町１－１５－４

川口安行慈林北 埼玉県川口市安行慈林６８６－１

鳩ヶ谷坂下１丁目 埼玉県川口市坂下町１－１１－１

川口青木５丁目 埼玉県川口市青木５丁目９番１７号

川口安行領家 埼玉県川口市大字安行領家字中道西３８３

鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２

川口並木１丁目 埼玉県川口市並木１－１４－１

川口並木元町 埼玉県川口市並木元町４番９号

鳩ケ谷里 埼玉県川口市里１２３５

草加花栗北 埼玉県草加市花栗４－１－９

草加松原団地 埼玉県草加市松原２丁目１－２

草加瀬崎町 埼玉県草加市瀬崎４－１５－３

草加中根２丁目 埼玉県草加市中根２－９－１

草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５

草加氷川町 埼玉県草加市氷川町２１３１‐１

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１



寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１

秩父横瀬 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬１２１０－６

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

秩父吉田町 埼玉県秩父市吉田久長１６４－１

秩父黒谷 埼玉県秩父市黒谷３３１－１

秩父巴川橋 埼玉県秩父市上影森７４７－８

鶴ヶ島市役所通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折１３７７－３

東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１－１５

日高下川崎 埼玉県日高市大字馬引沢８４－３

三芳藤久保西 埼玉県入間郡三芳町藤久保８２５－１

毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３

毛呂山埼玉医大南 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４３－１

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

入間市野田 埼玉県入間市野田１４４６－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮２丁目いちょう通り 埼玉県八潮市八潮２丁目２６－４

八潮緑町３丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２７－３

飯能本町 埼玉県飯能市本町９番１５号

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

小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

松伏ゆめみ野東１丁目 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東１丁目２番地１１

杉戸倉松 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松３丁目３－３８

伊奈羽貫駅前 埼玉県北足立郡伊奈町寿３－１４５

伊奈内宿 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台３丁目１７番地

北本深井１丁目 埼玉県北本市深井１丁目７４－１

北本東間２丁目 埼玉県北本市東間２－２５５－２

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北田３１番１

本庄早稲田西 埼玉県本庄市東富田３３－１

蕨中央３丁目 埼玉県蕨市中央３－２４－２２

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所
旭川口 千葉県旭市川口３４３８－１０

干潟入野 千葉県旭市入野７９２－１１

鋸南保田 千葉県安房郡鋸南町元名９０１番地

印西大森 千葉県印西市大森２５８９－１

印旛栄酒直台 千葉県印旛郡栄町酒直台２－２－３

浦安入船４丁目 千葉県浦安市入船４－９－１

湾岸浦安インター 千葉県浦安市弁天４－２１－１

我孫子都部 千葉県我孫子市都部３５－１

我孫子並木５丁目 千葉県我孫子市並木５－５－５

我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号



鎌ケ谷駅西口 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６

鎌ヶ谷道野辺中央４丁目 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央４丁目６番３号

南鎌ヶ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷３ー１ー１

鴨川広場 千葉県鴨川市広場８４２－３

館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９

館山北条 千葉県館山市北条１９０１－２

館山湊 千葉県館山市湊４２９－４

香取水郷 千葉県香取市一ノ分目１２０４－１

香取大戸川 千葉県香取市大戸川１８２番１

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉志津公民館通り 千葉県佐倉市上志津１８１５－１

佐倉インター 千葉県佐倉市石川５４３－１２

佐倉駅北口 千葉県佐倉市表町３丁目２番１７

松尾八田 千葉県山武市松尾町八田２５６７

山武市役所前 千葉県山武市殿台２０３－１

成東本須賀 千葉県山武市本須賀４５６７－１

四街道物井 千葉県四街道市もねの里３丁目１番２０号

四街道鷹の台 千葉県四街道市鷹の台１ー１２１５

市原五井駅前 千葉県市原市五井中央西１－１５－７

八幡宿駅東口 千葉県市原市八幡５６９－１

五井 千葉県市原市飯沼１３７ー１

市川行徳駅西 千葉県市川市行徳駅前２－２５－１８

市川大野 千葉県市川市南大野１ー４４ー５

市川二俣１丁目 千葉県市川市二俣１丁目１３番１

津田沼高校前 千葉県習志野市秋津５－１２－１５

東習志野 千葉県習志野市東習志野６丁目５－１９

勝浦武道大学前 千葉県勝浦市新官９３４－２３

松戸松飛台駅北 千葉県松戸市紙敷１丁目５番１２

松戸きよしヶ丘３丁目 千葉県松戸市小金きよしヶ丘３－１１－７

新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８５

新松戸ゆりのき通り 千葉県松戸市新松戸北１丁目３－１

松戸南花島４丁目 千葉県松戸市南花島４－６８－２６

松戸本町 千葉県松戸市本町１２－１３

松戸稔台５丁目 千葉県松戸市稔台５丁目６－１

成田土屋 千葉県成田市土屋１２９５－１

成田駅西口 千葉県成田市馬橋１－１３

成田美郷台３丁目 千葉県成田市美郷台３丁目１７－３

千葉園生町 千葉県千葉市稲毛区園生町３８８－８

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉北高校前 千葉県千葉市稲毛区長沼町５００－１

千葉瑞穂の杜 千葉県千葉市花見川区瑞穂３丁目１－３

千種 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６

千葉天戸台 千葉県千葉市花見川区天戸町１０４０－４

千葉柏井１丁目 千葉県千葉市花見川区柏井１丁目３７－２０



千葉柏井町 千葉県千葉市花見川区柏井町１５５１－９

幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー１３４１

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

千葉桜木町北 千葉県千葉市若葉区桜木６丁目１番１５号

千葉御成街道若松 千葉県千葉市若葉区若松町４１０－１

千葉みつわ台北 千葉県千葉市若葉区若松町７１７－１５

千葉東寺山町 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２４

千葉宮崎町中央 千葉県千葉市中央区宮崎町４８４－１

西千葉駅南口 千葉県千葉市中央区春日２－１３－１０

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

千葉駅西口 千葉県千葉市中央区新千葉２丁目２番１号

千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町５０６－３

千葉星久喜東 千葉県千葉市中央区星久喜町５７７ー６

千葉青葉町 千葉県千葉市中央区青葉町１２７１－２

千葉ラ・ピエール通り 千葉県千葉市中央区富士見２丁目４番３

千葉末広 千葉県千葉市中央区末広２－１２－８

千葉海浜幕張駅前 千葉県千葉市美浜区ひび野１－９

ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４

千葉幸町２丁目 千葉県千葉市美浜区幸町２ー２４ー４３

千葉稲毛海岸駅前 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目２３番２号

千葉真砂 千葉県千葉市美浜区真砂１－４－２７

千葉おゆみ野３丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１４ー３

千葉誉田２丁目 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２１番２４２

船橋夏見台 千葉県船橋市夏見台１ー１８ー３

船橋夏見町２丁目 千葉県船橋市夏見町２丁目５７０番地

船橋三山７丁目 千葉県船橋市三山７丁目１３番７号

飯山満駅前 千葉県船橋市芝山３－１２－５

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

八日市場田町 千葉県匝瑳市八日市場イ－２５３７

八日市場飯倉 千葉県匝瑳市飯倉台１９－１９

匝瑳みどり平工業団地 千葉県匝瑳市平木４９４２－１

袖ケ浦平成通りたちばな 千葉県袖ケ浦市飯富３５６８－１７

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

長南小沢 千葉県長生郡長南町小沢１７５１－１

白子中里西 千葉県長生郡白子町中里４６１７－１

安房千倉 千葉県南房総市千倉町忽戸３１

千倉瀬戸浜海岸 千葉県南房総市千倉町瀬戸２８９４－２

柏手賀の杜 千葉県柏市手賀の杜２－１３－１

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

柏駅南口 千葉県柏市柏１－２－２７

柏豊四季駅東 千葉県柏市豊四季１８５－２３

柏豊四季台団地前 千葉県柏市豊四季台１丁目１番３１号



西白井駅前 千葉県白井市けやき台１－２－２

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

白井冨士 千葉県白井市冨士字南園２４２－１

八街笹引 千葉県八街市八街ヘ１９９－１８５８

八街南中道 千葉県八街市八街ほ３９８－１

八千代ゆりのき台４丁目 千葉県八千代市ゆりのき台４丁目６－１

八千代宮坂 千葉県八千代市萱田町字宮坂１０８５－８

ＵＲ村上団地 千葉県八千代市村上字向原１１１３番３

八千代大学町 千葉県八千代市島田台９０９

八千代台１０丁目 千葉県八千代市八千代台北１０ー６ー３

茂原緑ヶ丘 千葉県茂原市山崎字道場前８１８－１

茂原上永吉 千葉県茂原市上永吉５１３－５

茂原南吉田 千葉県茂原市南吉田２９８０

木更津幸町 千葉県木更津市幸町２－１－９

野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１

野田木間ヶ瀬 千葉県野田市木間ヶ瀬字向ノ内２６５３番地４

野田木野崎 千葉県野田市木野崎１６４６－３１

店名 住所
亀有駅前 東京都葛飾区亀有３－２６－１

柴又 東京都葛飾区金町１－２０－１２

葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１

葛飾柴又４丁目 東京都葛飾区柴又４丁目３６

葛飾小菅１丁目 東京都葛飾区小菅１丁目３６－５

葛飾六貫橋 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４

葛飾新小岩１丁目西 東京都葛飾区新小岩１－３１－２

葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４

葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４

東金町 東京都葛飾区東金町３ー１７ー１１

葛飾南水元４丁目 東京都葛飾区南水元４－７－２

葛飾白鳥 東京都葛飾区白鳥２丁目１９番１３号

江戸川一之江７丁目 東京都江戸川区一之江７丁目１３－２８

一之江駅環七通り 東京都江戸川区一之江７－３４－１０

瑞江駅北口 東京都江戸川区瑞江２－５－３

西葛西駅北 東京都江戸川区西葛西５丁目１－１１

江戸川西葛西６丁目西 東京都江戸川区西葛西６丁目６－１０

東葛西６丁目 東京都江戸川区東葛西６－２３－１

江戸川東瑞江２丁目 東京都江戸川区東瑞江３丁目２８番１２号

南葛西４丁目 東京都江戸川区南葛西４－１１

南篠崎 東京都江戸川区南篠崎町５－９－１２

江戸川南小岩８丁目 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号

江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８

江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９

江東毛利１丁目 東京都江東区毛利１丁目１１－１２



江東木場１丁目 東京都江東区木場１－５－２５

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３

六本木３丁目 東京都港区六本木３ー４－３１

荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４

荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３

荒川東尾久２丁目 東京都荒川区東尾久２－７－１２

荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６

新宿駅西 東京都渋谷区代々木２－１０－１

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

四谷１丁目 東京都新宿区四谷１丁目７番

新宿上落合３丁目 東京都新宿区上落合３－２３－６

西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

北新宿１丁目大久保通り 東京都新宿区北新宿１－１２－１７

阿佐谷北 東京都杉並区阿佐谷北１－１４－１

阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１

杉並荻窪５丁目 東京都杉並区荻窪５－３０－１７

杉並下高井戸５丁目 東京都杉並区下高井戸５丁目２－１８

東高円寺 東京都杉並区高円寺南１－３３－１

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

杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０

世田谷新代田駅前 東京都世田谷区羽根木１－３－１４

世田谷奥沢３丁目 東京都世田谷区奥沢３－９－８

世田谷日体大前 東京都世田谷区駒沢５－１５－１１

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

三軒茶屋玉川通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２

世田谷上馬５丁目 東京都世田谷区上馬５－３８－１４

世田谷成城８丁目 東京都世田谷区成城８－３２－１３

世田谷代田 東京都世田谷区代田１－３８－３

世田谷等々力４丁目 東京都世田谷区等々力４－４－１１

世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５

千代田岩本町１丁目 東京都千代田区岩本町１－７－１

千代田鍛冶町２丁目 東京都千代田区鍛冶町２－９－８

千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８

足立綾瀬１丁目 東京都足立区綾瀬１－１７－９

足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９

足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３

足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９

足立古千谷本町３丁目 東京都足立区古千谷本町３－３－１

足立弘道１丁目 東京都足立区弘道１－２－１７

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

足立西新井本町４丁目 東京都足立区西新井本町４丁目３０－７

足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３

足立大谷田４丁目 東京都足立区大谷田４丁目５－４

足立中川４丁目 東京都足立区中川４丁目３３番２号

足立東伊興１丁目 東京都足立区東伊興１－１３－１１

足立平野１丁目 東京都足立区平野１丁目１－１

足立本木２丁目 東京都足立区本木２丁目３２－１４

足立六木 東京都足立区六木３－２－３

浅草 東京都台東区浅草５－６４－４

台東東上野６丁目 東京都台東区東上野６－１６－１０

浅草雷門前 東京都台東区雷門２丁目１８－７

京急蒲田駅前 東京都大田区蒲田４－２５－７

大田区都税事務所前 東京都大田区西蒲田７－１４－３

大田区多摩川１丁目 東京都大田区多摩川１－３４－９

大田区大森西１丁目 東京都大田区大森西１丁目１－９

大田区美原通り 東京都大田区大森東１－７－２７

大田区大森南２丁目 東京都大田区大森南２－１３－１

大田区大森南３丁目 東京都大田区大森南３－２２－１

大田区池上８丁目 東京都大田区池上８－１６－５

大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号

大田区萩中１丁目 東京都大田区萩中１丁目１０番１号

勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３

日本橋蛎殻町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９

中野駅北口 東京都中野区中野５－６６－４

中野駅北口一番街 東京都中野区中野５丁目６１－４

東中野銀座通り 東京都中野区東中野３丁目１２－７

板橋小竹向原駅前 東京都板橋区向原３－１０－７

板橋四葉２丁目 東京都板橋区四葉２－９－２

板橋志村３丁目 東京都板橋区志村３丁目３２－１３

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

上板橋駅前 東京都板橋区上板橋２丁目３５－１３

板橋清水町 東京都板橋区清水町４３－１０

板橋赤塚５丁目 東京都板橋区赤塚５－２９－１

板橋赤塚新町２丁目 東京都板橋区赤塚新町２丁目１３－７

板橋大山 東京都板橋区大山金井町５４－１４

板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５

板橋南町 東京都板橋区南町２６－１１

板橋４丁目 東京都板橋区板橋４－４８－４

板橋弥生町 東京都板橋区弥生町２７－８

板橋蓮根３丁目 東京都板橋区蓮根３丁目９－２０

蓮根 東京都板橋区蓮根３－１３－１９



荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１

品川西中延１丁目 東京都品川区西中延１丁目６番１８号

品川東五反田１丁目 東京都品川区東五反田１－１２－２

品川天王洲 東京都品川区東品川２－２－２７

しながわ水族館西 東京都品川区南大井３丁目１４－２

品川南大井３丁目 東京都品川区南大井３－３０－８

品川二葉４丁目 東京都品川区二葉４－１－１７

文京本郷１丁目 東京都文京区本郷１丁目２２番６号

西巣鴨駅前 東京都豊島区西巣鴨４ー１３－６

池袋西一番街中央通り 東京都豊島区西池袋１－３３－２

池袋西一番街 東京都豊島区西池袋１ー４１ー１

西池袋３丁目 東京都豊島区西池袋３－９－１

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

豊島椎名町駅北 東京都豊島区長崎１丁目４番８

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

豊島北大塚２丁目 東京都豊島区北大塚２－１９－７

北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１

北区王子本町１丁目 東京都北区王子本町１－８－１０

北区志茂駅前 東京都北区志茂２－６－１３

北区赤羽１番街 東京都北区赤羽１－４０－１４

田端３丁目 東京都北区田端３－４－１４

北区田端新町３丁目 東京都北区田端新町３－２４－２

北区浮間１丁目 東京都北区浮間１丁目１－１４

北赤羽駅浮間口 東京都北区浮間３－２－１６

北区浮間中央通り 東京都北区浮間４－１０－１６

豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２

墨田押上１丁目 東京都墨田区押上１－３３－３

墨田押上２丁目東 東京都墨田区押上２－３３－５

墨田吾妻橋 東京都墨田区吾妻橋１丁目２３番３０号

墨田八広１丁目 東京都墨田区八広１丁目２７－９

目黒鷹番１丁目 東京都目黒区鷹番１－１１－８

武蔵小山西口 東京都目黒区目黒本町３－５－７

練馬光が丘西大通り 東京都練馬区旭町１－１５－５

練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２

練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１

練馬高松４丁目 東京都練馬区高松４－１２－１５

練馬早宮中央通り 東京都練馬区早宮２－６－４

練馬大泉学園町７丁目 東京都練馬区大泉学園町７丁目１５番９号

練馬中村北４丁目 東京都練馬区中村北４－２－１２

練馬田柄３丁目 東京都練馬区田柄３－１０－１３

練馬土支田３丁目 東京都練馬区土支田３－２３－９

練馬東大泉２丁目 東京都練馬区東大泉２－１８－５

練馬南田中４丁目 東京都練馬区南田中４－１３－１６

氷川台駅前 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５



練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２

練馬３丁目 東京都練馬区練馬３－１－１０

豊島園駅前 東京都練馬区練馬４ー１５ー１７

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

稲城南多摩北口 東京都稲城市大丸２２４３－１

稲城中央橋前 東京都稲城市百村１６０３－２

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

小作駅東口 東京都羽村市小作台１ー１３ー１

羽村神明台２丁目 東京都羽村市神明台２－１０－３

羽村富士見平１丁目 東京都羽村市富士見平１丁目１－１

国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７

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

三鷹山中通り 東京都三鷹市井口３－７－３３

三鷹駅南通り 東京都三鷹市下連雀４－１７－３－１０１

三鷹南原 東京都三鷹市北野２－４－９

小金井北大通り 東京都小金井市梶野町４－１－３６

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

小平花小金井駅南口 東京都小平市花小金井南町１－２５－３３

東大和市駅南 東京都小平市小川町１－３８８－５

昭島東町４丁目 東京都昭島市東町４丁目７－５

清瀬駅北口 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号

清瀬元町１丁目 東京都清瀬市元町１丁目１４－２６

清瀬中里５丁目 東京都清瀬市中里５丁目２－１６

瑞穂武蔵 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵３７８－１

瑞穂二本木東 東京都西多摩郡瑞穂町二本木６６５－１

西東京東町３丁目 東京都西東京市東町３－１１－２

西東京富士町３丁目 東京都西東京市富士町３－１－５

西東京北町３丁目 東京都西東京市北町３－４－１０

青梅河辺町６丁目 東京都青梅市河辺町６丁目１０番地２

河辺駅北口 東京都青梅市河辺町１０－１－２

青梅東青梅３丁目 東京都青梅市東青梅３－１２－１

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

多摩貝取大通り 東京都多摩市貝取１－５－１

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

成瀬 東京都町田市成瀬７丁目１－２０

南町田１丁目 東京都町田市南町田１丁目２１－５

町田鶴川駅前 東京都町田市能ヶ谷１丁目４－６

町田鶴川駅北口 東京都町田市能ヶ谷１－８－１

本町田 東京都町田市本町田３２３９

調布柴崎２丁目 東京都調布市柴崎２丁目１－８

調布上石原３丁目 東京都調布市上石原３－１０－１７

調布仙川 東京都調布市仙川町３ー２ー１



調布ヶ丘１丁目 東京都調布市調布ケ丘１－６－１

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

調布駅北口 東京都調布市布田１－４４－１

東久留米下里５丁目 東京都東久留米市下里５丁目２－２０

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１－３－６６

東村山栄町 東京都東村山市栄町２ー２５ー２

久米川 東京都東村山市恩多町２ー２５ー１

東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２

東村山美住町２丁目 東京都東村山市美住町２丁目１－３

東村山富士見町 東京都東村山市富士見町５ー３ー３６

東村山本町２丁目 東京都東村山市本町２－２－９

東村山市役所通り 東京都東村山市本町２－２３－１

東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１

日野南平７丁目 東京都日野市南平７丁目２－２

日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０

日野万願寺２丁目 東京都日野市万願寺２－３３－１０

八王子みなみ野シティ 東京都八王子市七国１－１－１

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

西八王子駅南口 東京都八王子市台町４－４７

八王子弐分方町 東京都八王子市大楽寺町３３７－４

帝京大前 東京都八王子市大塚４８４－１

八王子谷野町 東京都八王子市谷野町２１０－９

八王子片倉南 東京都八王子市片倉町２３０８－８

晴見町 東京都府中市晴見町１－７－４

武蔵野台駅南口 東京都府中市白糸台４丁目１７－２

武蔵村山神明３丁目 東京都武蔵村山市神明３－７８－５

吉祥寺南町３丁目 東京都武蔵野市吉祥寺南町３丁目２４－１

吉祥寺駅中央 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１７－１２

武蔵境１丁目 東京都武蔵野市境１丁目１６－１

武蔵野境５丁目 東京都武蔵野市境５－１－１７

武蔵境駅南 東京都武蔵野市境南町２丁目９

三鷹中央通り 東京都武蔵野市西久保１－６－２４

福生牛浜駅東 東京都福生市熊川９４３－１

立川幸町 東京都立川市幸町２－２８－１

立川曙町 東京都立川市曙町２ー３４ー７

店名 住所
愛川菅原小学校前 神奈川県愛甲郡愛川町中津１１４７－１

愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２

愛川半原 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３９５－１

綾瀬寺尾西 神奈川県綾瀬市寺尾西２－６－１

綾瀬大上３丁目 神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３

伊勢原峰岸 神奈川県伊勢原市上粕屋４０７－２

横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１



横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号

京急ＳＴ久里浜 神奈川県横須賀市久里浜４－４－１０

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

横須賀若松町 神奈川県横須賀市若松町３丁目１０－１２

横須賀上町 神奈川県横須賀市上町２ー７

横須賀インター 神奈川県横須賀市池上７－１３－７

横須賀長沢４丁目 神奈川県横須賀市長沢４－１２－７

横須賀本町２丁目 神奈川県横須賀市本町２丁目２０－４

横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１丁目７－１４

横須賀林１丁目 神奈川県横須賀市林１丁目２２番１号

横浜さちが丘南 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８０－１

Ｉｉｎｇ若葉台団地ふれあい広場 神奈川県横浜市旭区若葉台３－６－１

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

横浜本村南 神奈川県横浜市旭区本村町２７－１１

横浜磯子原町 神奈川県横浜市磯子区原町８－３７

屏風ヶ浦駅前 神奈川県横浜市磯子区森３丁目７９０－１

横浜中原２丁目 神奈川県横浜市磯子区中原２丁目２４－１５

横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－２２－２６

横浜洲崎 神奈川県横浜市金沢区洲崎町１５－２２

横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０

横浜朝比奈インター 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町４５９－１

横浜東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区川上町９０－１

横浜東戸塚駅東口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１６－５

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

横浜日野中央３丁目 神奈川県横浜市港南区日野中央３－２２－１１

横浜新羽町 神奈川県横浜市港北区新羽町２１８２－１

横浜新吉田中町 神奈川県横浜市港北区新吉田町５６２２－１

横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７

横浜日吉普通部通り 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１８－５

横浜浦島町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町２－４

横浜三ツ沢下町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３ー１７

横浜三枚町 神奈川県横浜市神奈川区三枚町６４０

横浜菅田町北 神奈川県横浜市神奈川区菅田町９４１－１

横浜内路 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－２２－１３

横浜大口仲町 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町１０ー２

横浜阿久和山谷 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３丁目３９－１

横浜瀬谷二ツ橋 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１７３－３

横浜瀬谷本郷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－３９－１

横浜ランドマークプラザ 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１

横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番Ｂ１号

横浜浅間町５丁目 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２

横浜あざみ野１丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１－１２



横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４

横浜鉄町北 神奈川県横浜市青葉区鉄町１７６０－１

横浜藤が丘１丁目 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目１４－４９

横浜奈良３丁目 神奈川県横浜市青葉区奈良３－２－６

横浜美しが丘２丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－８

横浜美しが丘西保木 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西１丁目４番１０

横浜西が岡 神奈川県横浜市泉区西が岡２－９－１０

横浜いずみ中央 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５丁目９番２１号

横浜伊勢佐木町４丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町４丁目１１２－２

横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１

横浜大和町 神奈川県横浜市中区大和町１丁目５番地１

横浜本牧三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１

鶴見岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷２－１９ー３６

鶴見市場東中 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町８番２１号

横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２－６２－４

横浜鶴見中央２丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号

横浜東寺尾１丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目１－１４

横浜鶴見大学前 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町５－１３

横浜鶴見駅西 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２

横浜北寺尾４丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾４－１－１

横浜尻手駅前 神奈川県横浜市鶴見区矢向４丁目３－６

横浜永田台 神奈川県横浜市南区永田台１－１

横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２

横浜桜ヶ丘１丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１丁目７番１号

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜保土ケ谷公園前 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字向原１００６－５

横浜長津田南口 神奈川県横浜市緑区長津田７丁目１－１

海老名あゆみ橋 神奈川県海老名市河原口２－１１－１９

鎌倉小町通り 神奈川県鎌倉市小町２丁目２－１８

鎌倉常盤 神奈川県鎌倉市常盤２１２－１

茅ケ崎円蔵 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２０９４－１

茅ヶ崎新栄町 神奈川県茅ヶ崎市新栄町７－２

茅ヶ崎緑が浜 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜７番３５号

厚木旭町５丁目 神奈川県厚木市旭町５－４２－２５

厚木栄町１丁目 神奈川県厚木市栄町１丁目１４番１２号

厚木恩名３丁目 神奈川県厚木市恩名３丁目４番３７号

厚木戸室１丁目 神奈川県厚木市戸室１丁目３３番２１号

厚木市戸田 神奈川県厚木市戸田１０９３番

厚木上依知 神奈川県厚木市上依知１３４０－１１

厚木上荻野北 神奈川県厚木市上荻野１７８９－１

さむかわ中央公園前 神奈川県高座郡寒川町宮山９６７－１

寒川田端 神奈川県高座郡寒川町田端１０－１

座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０



葉山町長柄 神奈川県三浦郡葉山町長柄１２８５－２

小田原お堀端 神奈川県小田原市栄町１丁目５－２０

小田原国府津西 神奈川県小田原市国府津２７６９

小田原小八幡４丁目 神奈川県小田原市小八幡４丁目５－７

小田原南鴨宮 神奈川県小田原市南鴨宮３－１６－２０

小田原南町 神奈川県小田原市南町２－１－５３

小田原別堀 神奈川県小田原市別堀９６－８

秦野戸川東 神奈川県秦野市戸川４４８－５

秦野東海大学前駅入口 神奈川県秦野市南矢名２丁目６番１

秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９

逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５丁目１０－３５

逗子７丁目 神奈川県逗子市逗子７丁目１－５７

川崎宮崎北 神奈川県川崎市宮前区宮崎６６２－５

川崎鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－２－１

川崎神明町 神奈川県川崎市幸区神明町１ー５

川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２

川崎野川東 神奈川県川崎市高津区東野川１丁目４－１３号

川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２

浜川崎 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－５－６

川崎小田栄１丁目 神奈川県川崎市川崎区小田栄１－９－２０

川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３

川崎大師駅前２丁目 神奈川県川崎市川崎区大師駅前２丁目３番６号

川崎池上新町１丁目 神奈川県川崎市川崎区池上新町１丁目６番５

川崎東田町 神奈川県川崎市川崎区東田町９－３

川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６

川崎堰 神奈川県川崎市多摩区堰３ー５ー５

京王稲田堤駅前 神奈川県川崎市多摩区菅２－１０－２３

川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８

川崎登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３３７５－１

川崎下小田中 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１

川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎新丸子東２丁目 神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目８８４－１

川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１

川崎上麻生２丁目 神奈川県川崎市麻生区上麻生２丁目３７－１４

相模原横山台１丁目 神奈川県相模原市中央区横山台１－１０－１０

相模原小山３丁目 神奈川県相模原市中央区小山３丁目７８１－１

相模原上矢部 神奈川県相模原市中央区上矢部４－２６－１

相模原田名望地 神奈川県相模原市中央区田名８５４９－５

相模原田名塩田３丁目 神奈川県相模原市中央区田名塩田３－１４－２６

相模原富士見６丁目 神奈川県相模原市中央区富士見６－１４－１９

相模原淵野辺駅北口 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１－１４

相模原相模大野６丁目 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－６

相模原麻溝台 神奈川県相模原市南区麻溝台３０５５－１

相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１



相模原六地蔵 神奈川県相模原市緑区下九沢１９３３

相模原城山川尻東 神奈川県相模原市緑区川尻１５９３－１

相模原大島 神奈川県相模原市緑区大島３０５２－１

相模湖インター 神奈川県相模原市緑区与瀬７１４

湯河原中央２丁目 神奈川県足柄下郡湯河原町中央２丁目２０－７

箱根湯本駅前 神奈川県足柄下郡箱根町湯本６９３－１

開成吉田島 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３９３９－１

大和上草柳７丁目 神奈川県大和市上草柳７－１０－２５

大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１

大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１

二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８

藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４

藤沢大庭 神奈川県藤沢市大庭５１３３ー４

藤沢辻堂高砂 神奈川県藤沢市辻堂６丁目４－１２

ミスターマックス湘南藤沢 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５

藤沢辻堂東海岸４丁目 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４－１－２４

南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１２

平塚岡崎 神奈川県平塚市岡崎２１６－１

平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３

平塚山下 神奈川県平塚市山下７０７

平塚上平塚 神奈川県平塚市上平塚４－３８

平塚城所 神奈川県平塚市城所５３６－１

平塚桃浜町 神奈川県平塚市桃浜町２５－２３

平塚北豊田 神奈川県平塚市北豊田１２０－１

店名 住所
五泉三本木 新潟県五泉市三本木３０４６－１

燕吉田大保町 新潟県燕市吉田大保町５－２３

燕笈ケ島 新潟県燕市笈ケ島２０３６－３

関川土沢 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番

広神押切 新潟県魚沼市今泉１５７０－１０

見附新町３丁目 新潟県見附市新町３丁目１０８番１９

三条月岡 新潟県三条市諏訪３丁目２８１

三条西裏館 新潟県三条市西裏館２丁目３９９－１

中越栄町 新潟県三条市大字一ツ屋敷新田６４６－１

三条滝谷 新潟県三条市大字滝谷字大坪１０７

三条塚野目 新潟県三条市塚野目６－１２７５－１

三条北三条駅入口 新潟県三条市東裏館１丁目１３番２０号

三条南四日町 新潟県三条市南四日町２丁目７番８号

三条北入蔵１丁目 新潟県三条市北入蔵１丁目３－２０７

三条林町 新潟県三条市林町２丁目３１３－１

糸魚川押上 新潟県糸魚川市押上１丁目７番地１４号

糸魚川上刈 新潟県糸魚川市上刈３丁目１４－２４

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

十日町西 新潟県十日町市下川原町２０－１



十日町千歳町２丁目 新潟県十日町市千歳町２丁目３－２５

小千谷平沢 新潟県小千谷市平沢２丁目６２１番１

上越子安 新潟県上越市子安１５２０

上越川原町 新潟県上越市川原町７７５－３

上越西田中 新潟県上越市西田中字畑ケ田２０５－１

くびき工業団地 新潟県上越市頸城区上吉１９４番地６

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

新潟古田 新潟県新潟市秋葉区古田２－２６－２１

下越巻北 新潟県新潟市西蒲区巻甲３０６１－６

新潟小新 新潟県新潟市西区小新西３－１５－１０

新潟新通 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１

新潟山二ツ 新潟県新潟市中央区山二ツ５－２－１５

新潟東出来島 新潟県新潟市中央区東出来島１８番１１号

新潟住吉町 新潟県新潟市中央区北多門町２３２０－２

新潟明石 新潟県新潟市中央区明石１丁目４６－１

新潟和合町 新潟県新潟市中央区和合町２丁目５－９

新潟河渡 新潟県新潟市東区河渡１－２－１０

新潟松崎 新潟県新潟市東区新松崎２丁目２番１号

白根茨曽根 新潟県新潟市南区茨曽根２５３８－２

新潟松浜６丁目 新潟県新潟市北区松浜６丁目１０－１

新潟競馬場インター南 新潟県新潟市北区木崎７４２－１

新潟木崎 新潟県新潟市北区木崎字尾山前８６３－５

新発田池ノ端 新潟県新発田市池ノ端字松原下１８０１－１

弥彦大鳥居 新潟県西蒲原郡弥彦村矢作７３４６－２

村上猿沢 新潟県村上市猿沢字稲葉２５８２

村上荒川 新潟県村上市佐々木１０７８－１

津南町正面 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡１１１８－１

長岡駅東口通り 新潟県長岡市今朝白１丁目３番１号

長岡摂田屋 新潟県長岡市摂田屋１－４－３７

長岡中沢４丁目 新潟県長岡市中沢４丁目３１７

長岡土合 新潟県長岡市土合２丁目１９１７－２

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

阿賀三川 新潟県東蒲原郡阿賀町石間３８８１番地４

下越津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川６２６番１号

柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

妙高下町 新潟県妙高市下町７８０－２

新井長森 新潟県妙高市大字長森字堂ノ浦７６９－１

店名 住所
安曇野穂高 長野県安曇野市穂高２６２９－２

長野県立こども病院前 長野県安曇野市豊科１４４７－１

豊科南穂高 長野県安曇野市豊科南穂高２６０８－１

堀金烏川 長野県安曇野市堀金烏川４９７３－６

伊那沢渡 長野県伊那市西春近５５１４



伊那みすず 長野県伊那市日影７１ー１

塩尻広丘吉田 長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１

塩尻大小屋 長野県塩尻市大字大小屋１１３－３

塩尻日ノ出町 長野県塩尻市大門五番町７８－１

岡谷郷田２丁目 長野県岡谷市郷田２丁目７２０５番

高森上市田 長野県下伊那郡高森町上市田５５７

茅野長峰 長野県茅野市玉川４８４２番地１

ちの運動公園 長野県茅野市仲町４０５４－１

茅野城山 長野県茅野市本町東８－１３

佐久根々井 長野県佐久市大字根々井２０８ー１

佐久中込 長野県佐久市大字中込字大日３７１３－１８

佐久中込駅前 長野県佐久市中込２－１２－１

佐久長土呂 長野県佐久市長土呂１１９５－１

佐久長土呂北 長野県佐久市長土呂字南下原７６０－１

佐久南インター 長野県佐久市伴野９７２－８

佐久平賀 長野県佐久市平賀字山崎２９２０－２

佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１

小諸三岡 長野県小諸市大字御影新田字向原１５８１－２

小諸柏木 長野県小諸市大字柏木１９５番１

小諸水押 長野県小諸市丙字青木４０７－１

松本井川城 長野県松本市井川城２丁目１１－１５

松本蟻ヶ崎５丁目 長野県松本市蟻ヶ崎５丁目１４２２－１

松本あがた 長野県松本市県１－７－１５

松本今井 長野県松本市今井１２７４－２

松本新村 長野県松本市新村２３６９－１

松本流通団地北 長野県松本市野溝西３－１３－１０

松本木工町 長野県松本市野溝木工２丁目７－５１

伊北インター 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富字青木８２１４－２

信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

南箕輪大芝高原 長野県上伊那郡南箕輪村２２２３－１

箕輪三日町 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町字城９６２－３

真田本原 長野県上田市真田町本原６５３－１

菅平高原 長野県上田市菅平高原字菅平１２２３－１６４１

上田御所 長野県上田市大字御所字中満丁２８３ー１

上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１

坂城四ツ屋 長野県埴科郡坂城町大字坂城９４６５－１

須坂井上 長野県須坂市大字幸高字荒市場１０１ー１

戸倉 長野県千曲市磯部１０４５

更埴雨宮 長野県千曲市雨宮２５９－１

戸倉内川 長野県千曲市内川８２３－１

中野市一本木 長野県中野市一本木３１４－１

中野市吉田 長野県中野市吉田２８０ー２

中野市江部北 長野県中野市大字岩船字江部境１８－２

中野市南宮 長野県中野市大字中野字南宮３５４－１



中野市豊津 長野県中野市大字豊津字土浮３８１－１

長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号

長野桐原 長野県長野市桐原１丁目２１－４７

長野工業高校前 長野県長野市差出南２－２７－８

篠ノ井布施五明 長野県長野市篠ノ井布施五明７２９ー６

信州新町 長野県長野市信州新町新町１６４－１

長野西和田 長野県長野市西和田１－５－１８

長野川中島御厨 長野県長野市川中島町御厨１０３６－１

長野中御所 長野県長野市中御所４丁目１２

信州鞍掛 長野県東御市鞍掛３８５－１

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

東部田中 長野県東御市県１３７－７

東部滋野 長野県東御市滋野乙２２８６－２

飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１

飯田上川路 長野県飯田市上川路９３２－１

飯田市立病院前 長野県飯田市鼎名古熊２６０５ー５

白馬神城 長野県北安曇郡白馬村大字神城２１８１１－１

軽井沢プリンス通り 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉９－１３０

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

西軽井沢 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口１６７１－１

木曽町日義 長野県木曽郡木曽町日義１６８３－１

木曽町福島 長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１

店名 住所
甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１

竜王万才 山梨県甲斐市万才６－２７

甲府国玉 山梨県甲府市国玉町１０４１－５

甲府砂田町 山梨県甲府市砂田町２１０－１

甲府富士見通り 山梨県甲府市湯村１丁目８番地２８

山梨北中学校前 山梨県山梨市七日市場８１３－１

山梨北 山梨県山梨市北２２６

上野原松留 山梨県上野原市松留２８５－１

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

中央市布施 山梨県中央市布施１８１１

昭和町ＮＴＴ前 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１０８

甲斐一宮インター 山梨県笛吹市石和町上平井８７３－２

山梨鳴沢 山梨県南都留郡鳴沢村８５３１－４５－１９

富士吉田富士見バイパス南 山梨県富士吉田市上吉田東４丁目１４番４７号

高根箕輪 山梨県北杜市高根町箕輪３１９８－３

店名 住所
滑川上島 富山県滑川市上島２２２－３

滑川中村 富山県滑川市中村３０３－１

高岡蓮花寺 富山県高岡市井口本江字五俵苅９２番１

高岡駅南４丁目 富山県高岡市駅南４丁目１０番２９号



高岡牧野大橋 富山県高岡市中曽根１１８２

氷見加納 富山県氷見市加納２０６－１

富山つばめ野 富山県富山市つばめ野１丁目３９

富山上二杉 富山県富山市上二杉３９８

富山中市 富山県富山市中市１丁目３－２

富山藤木 富山県富山市藤木３０５７

富山二口町４丁目 富山県富山市二口町４丁目４－１０

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

店名 住所
かほく白尾インター 石川県かほく市白尾ル１４－３

羽咋千里浜インター 石川県羽咋市兵庫町午４－６

加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

金沢旭町２丁目 石川県金沢市旭町２丁目１００番地

金沢石川県庁前 石川県金沢市鞍月東２丁目１４

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢久安２丁目 石川県金沢市久安３－４００

金沢入江１丁目 石川県金沢市入江１丁目２０２

金沢片町１丁目 石川県金沢市片町１丁目４－１６

金沢鳴和台 石川県金沢市鳴和台１１１

おみやげ処金沢 石川県金沢市木ノ新保町１－１

中能登羽坂 石川県鹿島郡中能登町羽坂の部１５番地１

七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１

小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５

小松長田南 石川県小松市平面町カ２３４番１

白山平松町 石川県白山市平松町１０９－１

野々市高橋町 石川県野々市市高橋町７２－１

野々市住吉 石川県野々市市住吉町１４５－１

店名 住所
越前塚町 福井県越前市横市町４字３－１

越前広瀬町 福井県越前市広瀬町１４２－１２－１

越前妙法寺町 福井県越前市妙法寺町５５番

丸岡上久米田 福井県坂井市丸岡町上久米田８字宮前１０７番

敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１

福井高柳町 福井県福井市高柳２丁目１２０１番

福井三郎丸 福井県福井市三郎丸１丁目２０３番

福井成和 福井県福井市成和２丁目３１５

店名 住所
磐田今之浦 静岡県磐田市今之浦３丁目１７－２

伊東玖須美元和田バイパス 静岡県伊東市玖須美元和田７１５－４１２

伊東元和田 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－５５６

伊豆修善寺熊坂 静岡県伊豆市熊坂７４９－９

掛川葛川 静岡県掛川市葛川３４２－１

掛川上西郷 静岡県掛川市上西郷字加島２４２番１



掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１

掛川中央１丁目 静岡県掛川市中央１丁目１８－２

新居文化公園前 静岡県湖西市新居町内山２０６７－６

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

御前崎港 静岡県御前崎市御前崎３１２９－７

御殿場萩原南 静岡県御殿場市萩原５５０番地３

御殿場かまど 静岡県御殿場市竈８４０－１

三島八反畑 静岡県三島市青木１７６－４

三島二日町 静岡県三島市南二日町２０－５

三島日の出町 静岡県三島市日の出町６－６

清水町柿田 静岡県駿東郡清水町柿田１１３－３

長泉下土狩西 静岡県駿東郡長泉町下土狩字窪田３２０番４

長泉中土狩北 静岡県駿東郡長泉町中土狩５６８番１

長泉南 静岡県駿東郡長泉町本宿４７６

沼津原町中３丁目 静岡県沼津市原町中３丁目１３－１８

沼津大岡南 静岡県沼津市大岡１２３３－１

沼津大岡 静岡県沼津市大岡１７４８－１

吉田町神戸日の出 静岡県榛原郡吉田町神戸５０－１

吉田神戸 静岡県榛原郡吉田町神戸字下西２４０６－１

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

裾野茶畑 静岡県裾野市茶畑３０ー１

裾野平松 静岡県裾野市平松５９３－３

静岡沓谷６丁目 静岡県静岡市葵区沓谷６－８－５

静岡丸子 静岡県静岡市駿河区丸子４丁目１－２４

静岡小黒 静岡県静岡市駿河区小黒１丁目２７－３

静岡桃園町 静岡県静岡市駿河区桃園町２０－４０

清水西久保北 静岡県静岡市清水区西久保４７１

袋井七ツ森 静岡県袋井市国本字大塚２７６０番３

袋井北浅羽 静岡県袋井市浅羽３５７－１

島田向谷１丁目 静岡県島田市向谷１丁目８４７－５

島田中溝町 静岡県島田市中溝町１５２５－４

熱海梅園 静岡県熱海市梅園町４－４

熱海網代 静岡県熱海市網代６２７－９１０

浜松伊左地北 静岡県浜松市西区伊左地町２２７０－１０

浜松伊左地町 静岡県浜松市西区伊左地町２７３８－１

浜松佐浜町 静岡県浜松市西区佐浜町５２８０－２

浜松神原町 静岡県浜松市西区神原町８１６－２

浜松大久保 静岡県浜松市西区大久保町４５０３－１

浜松大久保南 静岡県浜松市西区大久保町５００１番１

浜松中央署南 静岡県浜松市中区住吉５丁目２６－４８

浜松泉２丁目 静岡県浜松市中区泉２丁目２９－８

浜松板屋町 静岡県浜松市中区板屋町２－１０２

天竜船明 静岡県浜松市天竜区船明６２街区２



浜松西ヶ崎西 静岡県浜松市東区西ヶ崎町１０３８番５

浜松下江町 静岡県浜松市南区下江町２４８

浜松三島町 静岡県浜松市南区三島町７７４－１

浜松参野町 静岡県浜松市南区参野町５２－１

浜北根堅 静岡県浜松市浜北区根堅２００５－８

浜松初生西 静岡県浜松市北区初生町１３５９－１

富士宮ひばりが丘 静岡県富士宮市ひばりが丘７１４

富士宮黒田 静岡県富士宮市黒田２１５－１６

富士宮杉田 静岡県富士宮市杉田５１８－２

富士宮朝霧高原 静岡県富士宮市猪之頭１１１８－４

富士宮朝日町 静岡県富士宮市朝日町１４８８－８

富士宮田中町 静岡県富士宮市田中町７３７－３５

富士宮万野原西 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１

富士市横割 静岡県富士市横割２丁目１－１

富士バイパス 静岡県富士市五貫島１１５－１

富士市厚原 静岡県富士市厚原８７４－１

富士市一色 静岡県富士市今泉３００５

富士市大渕 静岡県富士市大淵字東下原３０１６番９

新東名新富士インター 静岡県富士市大淵第２東名ＩＣ周辺土地区画整理事業仮換地６

富士川バイパス 静岡県富士市北松野１７４２番１

富士市本市場 静岡県富士市蓼原６６－４

牧之原細江南 静岡県牧之原市細江１４３５番地１

牧之原細江 静岡県牧之原市細江２０６３－１

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

あま木田 愛知県あま市木田五反田１００番３

みよし黒笹 愛知県みよし市黒笹町樋越２－３

みよし明知 愛知県みよし市明知町平成７－２

みよし北部小学校東 愛知県みよし市莇生町並木９６－１

東郷町春木台 愛知県愛知郡東郷町春木台４丁目４番１

安城古井町 愛知県安城市古井町小仏１２－８

安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１

一宮せんい４丁目 愛知県一宮市せんい４丁目５番３

一宮貴船町３丁目 愛知県一宮市貴船町３丁目１番１

一宮三条 愛知県一宮市三条字墓北４２番１

一宮大和町馬引 愛知県一宮市大和町馬引字宮浦１６－１

一宮伝法寺 愛知県一宮市伝法寺５丁目３－１

一宮浜町４丁目 愛知県一宮市浜町４丁目１３

稲沢駅前２丁目 愛知県稲沢市駅前２丁目２４－３

稲沢小池 愛知県稲沢市小池４－５

稲沢長野１丁目 愛知県稲沢市長野１丁目２番３号

稲沢鷲尾 愛知県稲沢市平和町鷲尾２６５－１

岡崎欠町 愛知県岡崎市欠町字地蔵前１７



岡崎若松町 愛知県岡崎市若松町丸山田１８－２

岡崎小針町 愛知県岡崎市小針町字神田８１番地４

岡崎上里２丁目 愛知県岡崎市上里２丁目２１－１０

岡崎本宿町 愛知県岡崎市本宿西２丁目２－２２

岡崎緑丘２丁目 愛知県岡崎市緑丘２丁目２－４

幸田坂崎 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字弁天５４番１

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

岩倉駅東口 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２

犬山羽黒朝日 愛知県犬山市羽黒朝日６丁目１６番

高浜二池町 愛知県高浜市二池町６丁目１－３

高浜稗田町 愛知県高浜市稗田町２丁目５－１３

春日井町 愛知県春日井市春日井町字土合６８－２

春日井勝川駅前 愛知県春日井市勝川町６丁目１４２番地

春日井朝宮町 愛知県春日井市朝宮町１丁目２４番地８

春日井桃山町１丁目 愛知県春日井市桃山町１丁目１６７番２

春日井八田町 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

小牧駅前 愛知県小牧市中央２丁目１６１番

瀬戸共栄通４丁目 愛知県瀬戸市共栄通４－１３

瀬戸高根町 愛知県瀬戸市高根町２丁目５

瀬戸苗場町 愛知県瀬戸市苗場町１４３番地２

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

扶桑南山名 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ浦５１番１

東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９

南知多美浜町奥田 愛知県知多郡美浜町大字奥田字儀路５３２

知多つつじが丘４丁目 愛知県知多市つつじが丘４丁目２９－１

知多旭南５丁目 愛知県知多市旭南３丁目１２

東海市加木屋町樋 愛知県東海市加木屋町樋５７－１

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

尾張旭東大道町 愛知県尾張旭市東大道町曽我廻間２２８７番地２

尾張旭東本地ヶ原町 愛知県尾張旭市東本地ヶ原町３－１００

尾張旭白鳳町 愛知県尾張旭市白鳳町２－８３－１

碧南市役所前 愛知県碧南市向陽町４丁目２６

碧南福清水町 愛知県碧南市福清水町１－３－１

豊橋牛川通３丁目 愛知県豊橋市牛川通３丁目１２－８

豊橋高師本郷町 愛知県豊橋市高師本郷町字竹ノ内７２

豊橋仁連木町 愛知県豊橋市仁連木町１８６－５

豊橋西岩田２丁目 愛知県豊橋市西岩田２丁目１－１

豊橋西岩田６丁目 愛知県豊橋市西岩田６丁目１６－８

豊橋石巻本町 愛知県豊橋市石巻本町字北市場４５－９

豊橋中原町 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

豊橋北島町 愛知県豊橋市北島町北島６４－２

豊橋野依台 愛知県豊橋市野依町東物草７６－２



豊橋老松町 愛知県豊橋市老松町１５５番

豊川三蔵子町 愛知県豊川市三蔵子町一里塚３０－４

豊川篠束町 愛知県豊川市篠束町東宮７－３

豊川当古町 愛知県豊川市当古町本郷１０６番地

豊川八幡町上宿 愛知県豊川市八幡町上宿３０－１

豊明栄町大根 愛知県豊明市栄町西大根３０－６４５

北名古屋熊之庄 愛知県北名古屋市熊之庄八幡２２３番

北名古屋山之腰 愛知県北名古屋市山之腰五条１３６番

名古屋稲永団地前 愛知県名古屋市港区錦町１９１３

名古屋十一屋２丁目 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目２１６番

名古屋川西通 愛知県名古屋市港区川西通３丁目１番

名古屋上志段味 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字羽根５３２

名古屋半僧坊 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂５０番５

名古屋白金２丁目 愛知県名古屋市昭和区白金２丁目４０１

名古屋塩入町 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町７０１番

名古屋瑞穂通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１５－１

名古屋大喜新町１丁目 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町１丁目８番１

名古屋市場木町 愛知県名古屋市西区市場木町２９０

名古屋中沼町 愛知県名古屋市西区中沼町１０番地

名古屋栄森の地下街 愛知県名古屋市中区錦３丁目１６番１０号

名古屋新栄１丁目 愛知県名古屋市中区新栄１－５－８

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

名古屋かの里３丁目 愛知県名古屋市中川区かの里３丁目１５１３

名古屋中花町 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号

名古屋椿町南 愛知県名古屋市中村区椿町１８０５

名古屋鴻の巣２丁目 愛知県名古屋市天白区鴻の巣２丁目１１３

名古屋オアシス２１ 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１１－１

名古屋呼続１丁目 愛知県名古屋市南区呼続１丁目１８番２５号

名古屋ちかま通 愛知県名古屋市南区千竃通２丁目１番

名古屋豊田３丁目 愛知県名古屋市南区豊田３丁目１９番３１号

名古屋上飯田通１丁目 愛知県名古屋市北区上飯田通１丁目２番地

名古屋龍ノ口町１丁目 愛知県名古屋市北区龍ノ口町１－２７

名古屋六が池町 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋大高インター 愛知県名古屋市緑区定納山２００１

名古屋徳重 愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５

名古屋六田１丁目 愛知県名古屋市緑区六田１丁目１４８番

店名 住所
岐阜東栄町 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜明徳町 岐阜県岐阜市明徳町１－１

恵那桜台 岐阜県恵那市長島町永田６２２番地

高山国府バイパス 岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１

高山山田町 岐阜県高山市山田町２５７番地１



瑞浪バイパス 岐阜県瑞浪市一色町４丁目８５番１

瑞浪稲津町小里 岐阜県瑞浪市稲津町小里１２３６番地

瑞浪山田町 岐阜県瑞浪市山田町９００－１

多治見旭ケ丘１０丁目 岐阜県多治見市旭ケ丘１０丁目６番地１０

大垣中川町４丁目 岐阜県大垣市中川町４－４０－１

墨俣町上宿 岐阜県大垣市墨俣町上宿５７６－１

美濃加茂市役所前 岐阜県美濃加茂市太田町４３７６番

店名 住所
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

東員町穴太 三重県員弁郡東員町穴太西宅地７９５

東員インター 三重県員弁郡東員町長深２１７８－１

桑名外堀 三重県桑名市外堀１７３番地

桑名中央町 三重県桑名市中央町５丁目５３－１

桑名益生 三重県桑名市矢田７５８－１

四日市ときわ５丁目 三重県四日市市ときわ５－１６６５－３

四日市鵜の森１丁目 三重県四日市市鵜の森１丁目７番８号

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

四日市上海老町 三重県四日市市上海老町８３４－１

四日市西郵便局前 三重県四日市市智積町字清水道６１９８番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

四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

松阪船江町 三重県松阪市船江町２３９－７

松阪大黒田町北 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５

津市雲出本郷町 三重県津市雲出本郷町字北ノ端１５２７－１

津市上浜町３丁目 三重県津市上浜町３丁目６７－３

津市片田井戸町 三重県津市片田井戸町字里前１０８番

玉城町勝田 三重県度会郡玉城町勝田字ウコジ４０３６番５１

玉城町世古 三重県度会郡玉城町世古１７８５

鈴鹿寺家町 三重県鈴鹿市寺家町字新改１５２９－１

鈴鹿西条７丁目 三重県鈴鹿市西条７丁目１１番

鈴鹿東玉垣町 三重県鈴鹿市東玉垣町字門田５２１－１


