
店名 住所
旭川３条７丁目 北海道旭川市３条通７丁目４２５番地１

旭川秋月２条 北海道旭川市秋月２条１丁目４－３

旭川神楽１０丁目 北海道旭川市神楽４条１０丁目５番７号

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

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

音更ひびき野 北海道河東郡音更町ひびき野西町１丁目１－１９

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

渡島森本町 北海道茅部郡森町字本町１０４－１

渡島森 北海道茅部郡森町森川町２９５

岩見沢１条 北海道岩見沢市１条西３丁目３－２

岩見沢７条 北海道岩見沢市７条西１０丁目２６番地

岩見沢美園 北海道岩見沢市美園５条７丁目１－２０

七飯バイパス 北海道亀田郡七飯町字峠下７６－１

奈井江町 北海道空知郡奈井江町字奈井江町１１７番地１

釧路町新開 北海道釧路郡釧路町新開３丁目１番

釧路共栄大通 北海道釧路市共栄大通４丁目２－１

釧路昭和中央 北海道釧路市昭和中央６丁目１－１７

釧路双葉町 北海道釧路市双葉町１３－２

釧路北大通 北海道釧路市北大通６丁目１－６

恵庭黄金北 北海道恵庭市黄金北１丁目１２番６

恵庭駅前 北海道恵庭市相生町１丁目６－２０

江別一番町 北海道江別市一番町３０番１

江別大麻晴美町 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０

根室厚床 北海道根室市厚床１丁目６２－１

根室敷島町 北海道根室市敷島町２丁目６６番地

日高門別インター 北海道沙流郡日高町緑町１１－１２

札幌前田６条１２丁目 北海道札幌市手稲区前田六条１２丁目５－１

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

札幌西野４条４丁目 北海道札幌市西区西野４条４丁目２－１

札幌発寒４条 北海道札幌市西区発寒４条２丁目４－１

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

札幌福井３丁目 北海道札幌市西区福井３丁目１４－３３

札幌大通西１３丁目 北海道札幌市中央区大通西１３丁目４－１０２

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５条西４ 北海道札幌市中央区南５条西４丁目４番１

札幌南６条 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７
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南７条 北海道札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号

札幌北１３条東駅前 北海道札幌市東区北１３条東１丁目２－１

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

札幌栄通７丁目 北海道札幌市白石区栄通７丁目３－１０

札幌米里中央通 北海道札幌市白石区菊水元町７条３丁目１－８

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

札幌インター 北海道札幌市白石区米里１条３丁目２－１５

札幌北郷２条 北海道札幌市白石区北郷２条６丁目４－７

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

小樽稲穂５丁目 北海道小樽市稲穂５丁目４番１８号

小樽真栄 北海道小樽市真栄１丁目２番２号

新冠北星町 北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６

石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４

石狩花畔 北海道石狩市花畔３条１丁目２６３－２

千歳勇舞 北海道千歳市勇舞４丁目１番１６号

増毛町 北海道増毛郡増毛町暑寒町１丁目４番

帯広西８条春駒通 北海道帯広市西８条南１７－３ー１

帯広若葉 北海道帯広市西１６条南６丁目３－１

帯広西１７条競馬場通 北海道帯広市西１７条南３丁目５１－１８

帯広南５線 北海道帯広市西１７条南５丁目１１ー５１

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

樽前ＳＡ下り 北海道苫小牧市字錦岡４９５番地１００９

羽幌役場前 北海道苫前郡羽幌町南町１－３

渡島八雲本町 北海道二海郡八雲町本町１６０

静内神森 北海道日高郡新ひだか町静内神森４－５

白糠東１条 北海道白糠郡白糠町東１条南２丁目３番２

函館花園町 北海道函館市花園町２６－３

函館時任町 北海道函館市時任町２３番４号

函館若松高砂通 北海道函館市若松町２７－１８

函館石川町 北海道函館市石川町４５０－１

渡島南茅部 北海道函館市川汲町１５４５

函館開港通 北海道函館市大手町２２番１７号

函館田家町 北海道函館市田家町１８－７

函館湯川町 北海道函館市湯川町２丁目９－１６

函館本町 北海道函館市本町２３－４

函館本通２丁目 北海道函館市本通２丁目３９ー１５

美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

中標津東中 北海道標津郡中標津町東１１条北５丁目４－１



北見ときわ 北海道北見市常盤町２丁目２番２８号

常呂南町 北海道北見市常呂町字土佐４３番地２３

北見東１０号線 北海道北見市端野町三区３５６－１

端野町 北海道北見市端野町二区４４７－５２

北斗七重浜臨港通 北海道北斗市七重浜７丁目３－２４

美幌美富 北海道網走郡美幌町字美富６８－７

網走駒場北 北海道網走市駒場北１丁目３－１７

網走南２条 北海道網走市南２条西３丁目７－３

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

紋別落石 北海道紋別市落石町４丁目１６番３２号

余市大川８丁目 北海道余市郡余市町大川町８丁目４３－１

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

留萌南町 北海道留萌市南町１丁目２３番地３号

店名 住所
五所川原姥萢船橋 青森県五所川原市大字姥萢字船橋１６８－１

弘前駅前３丁目 青森県弘前市大字駅前３丁目２－２

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

青森造道３丁目 青森県青森市造道３丁目２－２

青森浪岡中央 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１３５－６

八戸下長３丁目 青森県八戸市下長３丁目１３－２２

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

八戸高岩 青森県八戸市大字上野堀端３番７

八戸田向 青森県八戸市田向４丁目３－１

八戸柏崎１丁目 青森県八戸市柏崎１丁目１０番５号

店名 住所
奥州水沢名残 岩手県奥州市水沢名残２９

山田町中央 岩手県下閉伊郡山田町中央町６番２２号

花巻松園町１丁目 岩手県花巻市松園町１丁目４－５７

花巻城内 岩手県花巻市城内１２番２３号

岩手医科大学西 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８地割１７０番

おおつち吉里吉里 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里２丁目８番１９号

盛岡松尾町 岩手県盛岡市松尾町１９－１２

盛岡厨川３丁目 岩手県盛岡市厨川３丁目１３－１３

盛岡駅前通 岩手県盛岡市盛岡駅前通７番１５号

大船渡合同庁舎前 岩手県大船渡市猪川町字前田３番１

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

八幡平野駄 岩手県八幡平市野駄２１－２２０－１

北上里分 岩手県北上市里分７地割８２番１



陸前高田馬場前 岩手県陸前高田市高田町字馬場前３０４番地１７

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

塩釜泉沢 宮城県塩竈市泉沢町２０番１５号

塩釜駅前通 宮城県塩竈市東玉川町１－１６

角田錦町 宮城県角田市角田字錦町３０－８

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

気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１

金成ＰＡ下り 宮城県栗原市金成大平１３－１

宮城築館 宮城県栗原市築館伊豆１丁目９－３２

大和町相川 宮城県黒川郡大和町まいの４丁目６番地１０

石巻吉野町２丁目 宮城県石巻市吉野町２丁目１番１号

石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６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

仙台小鶴新田駅前 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１４－１

仙台駅東口 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目２－３７

仙台榴岡３丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目７番３３号

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

仙台上愛子街道 宮城県仙台市青葉区上愛子字街道６２－１

仙台北目町 宮城県仙台市青葉区北目町１－１

仙台加茂４丁目 宮城県仙台市泉区加茂４丁目１－１０

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

仙台虹の丘 宮城県仙台市泉区虹の丘２－３－９

多賀城中央 宮城県多賀城市中央３丁目５番１号

古川新鶴巻 宮城県大崎市古川小野字新鶴巻２９－１

大崎古川飯川 宮城県大崎市古川飯川字十文字２２番地

亘理東郷 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０６－１

店名 住所
横手上真山 秋田県横手市横手町字上真山１６８

鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１

秋田明田 秋田県秋田市広面字野添１８２番

秋田将軍野南３丁目 秋田県秋田市将軍野南３丁目１２番３９号

秋田通町 秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

秋田添川 秋田県秋田市添川字境内川原４８－２

雄勝こまちインター 秋田県湯沢市小野字新田８３番１

秋田大潟 秋田県南秋田郡大潟村字西５丁目１６番地３

由利本荘蓼沼 秋田県由利本荘市一番堰１７２－１

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
山形高堂２丁目 山形県山形市高堂２丁目２番２９号

山形十日町４丁目 山形県山形市十日町４丁目３－２１



山形駅西口 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

酒田東泉２丁目 山形県酒田市東泉町２丁目１７－２２

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

飯豊萩生 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生字三本柳９５８－１

村山金谷工業団地前 山形県村山市大字タモ山４６００－３４

鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１

東根蟹沢南 山形県東根市大字蟹沢下縄目字１９２９－１

東根大森工業団地入口 山形県東根市中央南２丁目８番１５号

川西町西大塚 山形県東置賜郡川西町大字西大塚字薬師東２３７３番１

店名 住所
いわき中岡３丁目 福島県いわき市中岡町３ー１ー２

いわき草野 福島県いわき市平下神谷字出口３５ー１８

福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地

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

鏡石バイパス 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼５－１

喜多方バイパス 福島県喜多方市関柴町上高額割田１６６８ー６

郡山西原 福島県郡山市安積荒井２丁目３番地

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

郡山西ノ宮西 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西１０３－２

郡山日大前 福島県郡山市田村町徳定字下河原３７

郡山八山田 福島県郡山市八山田５－１

郡山芳賀３丁目 福島県郡山市芳賀３丁目７－１９

須賀川インター 福島県須賀川市牛袋町８－１

須賀川警察署前 福島県須賀川市八幡町１０６番

福島広野町 福島県双葉郡広野町大字下北迫字腰巻１４番１

飯舘村の道の駅までい館 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前１２－１

船引砂子田 福島県田村市船引町船引字砂子田１１２番２

南相馬鹿島寺内 福島県南相馬市鹿島区寺内字東前田２０９－２

二本松上竹 福島県二本松市上竹１丁目４９－２

白河中央インター 福島県白河市大字豊地字砂田３５番１

福島福商前 福島県福島市丸子字富塚７ー７

福島荒井 福島県福島市荒井字地蔵原庚１５－８

福島笹木野立田 福島県福島市笹木野字立田１５－７

福島小倉寺 福島県福島市小倉寺字中田２番５

松川駅前 福島県福島市松川町字中原１３番地

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

福島蓬莱 福島県福島市清水町字一本松３２ー１

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

福島本内 福島県福島市本内字松川畑２－２

福島野田町５丁目 福島県福島市野田町５丁目１－２

本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１



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
群馬みどり北 群馬県みどり市大間々町桐原１２６３－１

安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３

安中原市 群馬県安中市原市１４０３－１

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

伊勢崎東小保方町 群馬県伊勢崎市東小保方町３８５６－１

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

群馬草津東 群馬県吾妻郡草津町大字草津字土橋６３４－１

中之条折田 群馬県吾妻郡中之条町折田１７１－１

高崎駅東口 群馬県高崎市栄町１６－１１

群馬吉井町 群馬県高崎市吉井町池１８－５

高崎棟高北 群馬県高崎市棟高町１２４９－１

高崎棟高町 群馬県高崎市棟高町１８６８－１１８

沼田栄町 群馬県沼田市栄町５２－５

前橋下沖町 群馬県前橋市下沖町３３７－１

前橋岩神町３丁目 群馬県前橋市岩神町３丁目４－１６

前橋広瀬３丁目 群馬県前橋市広瀬町３丁目７－２

前橋小相木町 群馬県前橋市小相木町４８１－１

前橋天川大島 群馬県前橋市天川大島町１４１９－２

前橋六供町 群馬県前橋市六供町１００４

太田市宝町 群馬県太田市宝町８６２－２

藤岡鮎川 群馬県藤岡市鮎川字薬師４３７

藤岡中大塚 群馬県藤岡市中大塚３２８－１

藤岡中島 群馬県藤岡市中島３５３－１

藤岡白石 群馬県藤岡市白石２０８－１

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

宇都宮上欠町 栃木県宇都宮市上欠町亀岡台８０７－１

宇都宮上戸祭南 栃木県宇都宮市上戸祭町４２２

宇都宮雀宮中 栃木県宇都宮市雀の宮２－１－１９

宇都宮長岡百穴 栃木県宇都宮市長岡町大橋８９－３

宇都宮駒生運動公園前 栃木県宇都宮市鶴田町１９７６－１

宇都宮兵庫塚 栃木県宇都宮市兵庫塚１－１３－１

野木運動公園通り 栃木県下都賀郡野木町佐川野５３１－３

野木富士見通り 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８０－１

佐野城北 栃木県佐野市若松町２９２－１

真岡並木 栃木県真岡市並木町３丁目１－２

足利江川町３丁目 栃木県足利市江川町３丁目３－３

足利赤松台入口 栃木県足利市江川町４丁目８－１



足利福居町 栃木県足利市福居町８１２－５

足利朝倉南 栃木県足利市堀込町２６０２－１

足利問屋団地 栃木県足利市問屋町１７５３－４

大田原乙連沢 栃木県大田原市乙連沢字前山９３８－８

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

大平ぶどう団地 栃木県栃木市大平町下皆川１５１－２

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

都賀インター南 栃木県栃木市都賀町家中字小松原７７７５

那須烏山初音 栃木県那須烏山市初音字金井町東裏１０９２－４

那須塩原黒磯バイパス 栃木県那須塩原市黒磯６番３７

西那須野南郷屋 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１２４－１

日光瀬尾 栃木県日光市瀬尾４４－２

日光土沢北 栃木県日光市土沢字萱野９７１－２

日光板橋 栃木県日光市板橋字東原３１９８－２４

益子中央 栃木県芳賀郡益子町益子２８１１－１

芳賀西水沼 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼１１０－５

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
つくば吉瀬 茨城県つくば市吉瀬１９１７－３

つくば北大通り 茨城県つくば市春日２ー２５ー４

ひたちなか笹野 茨城県ひたちなか市笹野町３丁目３－１

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

阿見いぶきの丘 茨城県稲敷郡阿見町よしわら６丁目３番地１０

阿見あけぼの 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

阿見荒川沖駅東 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６６－２

稲敷小角 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６１－７

稲敷古渡 茨城県稲敷市信太古渡字横須賀９２－１

境山崎 茨城県猿島郡境町山崎３５７－３

茨城境染谷 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５

五霞元栗橋 茨城県猿島郡五霞町元栗橋６７５９－３

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

牛久岡見中央 茨城県牛久市岡見町２８９０－１

牛久南 茨城県牛久市牛久町８８７－６

古河原町 茨城県古河市原町１８４

三和諸川宮久保 茨城県古河市諸川１３６８－１

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

行方麻生 茨城県行方市麻生字田幸６７５－１

鹿嶋宮中 茨城県鹿嶋市宮中３ー１ー１２

鹿嶋荒野 茨城県鹿嶋市荒野字林道１５３７－１５

鹿嶋粟生 茨城県鹿嶋市大字粟生字十二神２２３６－７

鹿嶋旭ケ丘 茨城県鹿嶋市平井１３２５－７

取手井野１丁目 茨城県取手市井野１丁目９番２５号



取手本郷１丁目 茨城県取手市本郷１丁目６１９４

守谷板戸井 茨城県守谷市板戸井２２８５－１

守谷百合ケ丘 茨城県守谷市百合ケ丘２－２７１０－７

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６

美野里羽刈 茨城県小美玉市羽刈３９７－２２

常陸太田金井町 茨城県常陸太田市金井町３６２５

常陸太田はたそめ 茨城県常陸太田市幡町字瓦屋敷９１３－４

茨城県庁西 茨城県水戸市笠原町１４７６－１

水戸見川 茨城県水戸市見川５ー１５４ー２

水戸見川５０号バイパス 茨城県水戸市見川町２１３５－２

水戸養護学校前 茨城県水戸市元吉田町１８７３－３

水戸西けやき台 茨城県水戸市住吉町２４－１４

水戸西原 茨城県水戸市西原３ー６ー３２

水戸東桜川 茨城県水戸市東桜川６番１１

内原駅北 茨城県水戸市内原１丁目７８番

水戸平須町 茨城県水戸市平須町字向井１２７７－８

石岡大砂 茨城県石岡市大砂１０４０４番７

石岡東石岡４丁目 茨城県石岡市東石岡４丁目３９６６－１

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８

筑西村田 茨城県筑西市松原２９７２－１

筑西上星谷 茨城県筑西市上星谷７０－１３

土浦中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖町８７９－２１

土浦中 茨城県土浦市中坂下２９８ー１

土浦中南 茨城県土浦市中字嵩久保１０９５番７

城里増井 茨城県東茨城郡城里町増井２８１２－１

大洗祝町 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２６－４８

那珂中里 茨城県那珂市中里字上反町８９７－１

那珂豊喰 茨城県那珂市豊喰５７－１

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

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

店名 住所
浦和常盤５丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－１７－１２

岩槻駅西口 埼玉県さいたま市岩槻区西町１－７－３

岩槻本町 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目７－６

岩槻慈恩寺 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３

さいたま御蔵南 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵字木下１２８１－２

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

さいたま堀崎町 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１０８２

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



さいたま浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２６５

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

さいたま曲本３丁目 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１

さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１

さいたま辻１丁目 埼玉県さいたま市南区辻１－２７－８

南浦和文化通り 埼玉県さいたま市南区南本町１－１７－１

さいたま文蔵３丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２－３

さいたま吉野町１丁目 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３５３－５

さいたま奈良町北 埼玉県さいたま市北区奈良町１０９－４

大宮日進１丁目 埼玉県さいたま市北区日進町１－５１６－３

大宮日進駅西 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１３６

さいたま山崎 埼玉県さいたま市緑区三室２８３

上福岡富士見通り 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－６－８

越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９

越谷千間台東 埼玉県越谷市千間台東２－６－７

越谷登戸町 埼玉県越谷市登戸町７－１８

桶川東１丁目 埼玉県桶川市東１－１－４

加須旗井西 埼玉県加須市旗井３丁目１３番地８

加須騎西 埼玉県加須市騎西字元町裏６－４

加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１

加須南町 埼玉県加須市南町８－５３

加須礼羽 埼玉県加須市馬内６２７

加須不動岡３丁目 埼玉県加須市不動岡３－２６－３

加須北平野 埼玉県加須市北平野８５６

吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４

狭山台団地 埼玉県狭山市狭山台３－２５－２

狭山笹井１丁目 埼玉県狭山市笹井１丁目２４－５

狭山中央２丁目 埼玉県狭山市中央２－２５－２５

大里屈戸 埼玉県熊谷市屈戸１８６－１

熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４

熊谷肥塚４丁目 埼玉県熊谷市肥塚４丁目１８１

熊谷別府中央通り 埼玉県熊谷市別府４丁目４３

熊谷弥藤吾 埼玉県熊谷市弥藤吾字王子５７８－１４

戸田駅西口 埼玉県戸田市大字新曽７３４番地２

幸手南３丁目 埼玉県幸手市南３丁目１番１２号

行田下須戸 埼玉県行田市大字下須戸字寺前１１９９

行田さきたま古墳前 埼玉県行田市大字佐間１５２９－１

鴻巣本町５丁目 埼玉県鴻巣市本町５－６－３４

北坂戸駅東口 埼玉県坂戸市末広町１－２

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３－６８０

三郷彦成橋 埼玉県三郷市彦成３－５８

上里長浜 埼玉県児玉郡上里町長浜１０５５－１

神川新里 埼玉県児玉郡神川町新里１６０－９

春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５



春日部銚子口 埼玉県春日部市銚子口３２０－１

春日部梅田３丁目 埼玉県春日部市梅田３－３５

所沢牛沼北 埼玉県所沢市牛沼８０４－１

西所沢山口 埼玉県所沢市山口１８０

所沢下山口 埼玉県所沢市山口１５２４－１

所沢若松町 埼玉県所沢市若松町８５３－３

小手指駅南口 埼玉県所沢市小手指町３丁目１

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

所沢東住吉中央 埼玉県所沢市東住吉７－１

東所沢３丁目 埼玉県所沢市東所沢３－１－１

上尾上平消防署前 埼玉県上尾市大字上５４２－１

上尾柏座４丁目 埼玉県上尾市柏座４－１１－２４

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

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

川越西笠幡 埼玉県川越市笠幡３８４５－１９

川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１－１

川越砂 埼玉県川越市砂１０４３－５

川越豊田本 埼玉県川越市大塚１－１－８

川越今福 埼玉県川越市中台１－１２

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

川口戸塚３丁目 埼玉県川口市戸塚３丁目３０－３５

川口芝下３丁目 埼玉県川口市芝下３－１－３５

西川口中央通り 埼玉県川口市西川口１丁目１７番９号

東川口４丁目 埼玉県川口市東川口４－１ー２３

川口末広２丁目 埼玉県川口市末広２－４－１３

鳩ケ谷里 埼玉県川口市里１２３５

草加氷川町 埼玉県草加市氷川町２１３１‐１

草加氷川北 埼玉県草加市氷川町２１７１－２１

寄居桜沢 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢５３－１

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

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

三芳藤久保東 埼玉県入間郡三芳町藤久保３３３－１

毛呂山埼玉医大南 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４３－１

入間下藤沢東 埼玉県入間市下藤沢３丁目４２番地８

宮寺 埼玉県入間市宮寺５４１－２

入間鍵山 埼玉県入間市鍵山１‐１３‐１７

入間市東町３丁目 埼玉県入間市東町３－２－１０

入間市野田 埼玉県入間市野田１４４６－１

八潮中央 埼玉県八潮市西袋１３４７

八潮２丁目 埼玉県八潮市大字２丁目字上２０６－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８



八潮団地通り 埼玉県八潮市大字八條２３１７－４

飯能原市場 埼玉県飯能市大字下赤工矢ノ越５４６－１

小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

富士見市バイパス 埼玉県富士見市下南畑３６１８－３

みずほ台 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１２

富士見鶴馬西 埼玉県富士見市大字鶴馬３４６８－４

伊奈小室河原 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８２１４－１

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

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

本庄西富田 埼玉県本庄市西富田９５０番地

蓮田井沼 埼玉県蓮田市大字井沼後塚７６９番２

蕨東口 埼玉県蕨市塚越１－２－１５

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所
大原浪花 千葉県いすみ市小沢１２２７－１

印西牧の原 千葉県印西市原２丁目１番

浦安入船４丁目 千葉県浦安市入船４－９－１

浦安猫実５丁目 千葉県浦安市猫実５丁目１１番２４号

浦安美浜 千葉県浦安市美浜１－７－１

浦安北栄１丁目 千葉県浦安市北栄１－４－２２

浦安北栄３丁目 千葉県浦安市北栄３－９－１６

我孫子高野山 千葉県我孫子市高野山２９６－１

我孫子柴崎台１丁目 千葉県我孫子市柴崎台１－１４－９

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

鎌ケ谷駅西口 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６

南鎌ヶ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷３ー１ー１

安房鴨川駅前 千葉県鴨川市横渚字馬場９４５－１

鴨川大里 千葉県鴨川市大里４９１番１

館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９

館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５

館山高井 千葉県館山市高井１５８４－３

館山北条 千葉県館山市北条１９０１－２

君津久留里 千葉県君津市久留里市場１５５番４

君津貞元 千葉県君津市貞元１３１４番３

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

佐倉インター 千葉県佐倉市石川５４３－１２

山武市役所前 千葉県山武市殿台２０３－１

市原牛久 千葉県市原市牛久６９３－２

市原犬成 千葉県市原市犬成１１２４

市原青葉台入口 千葉県市原市姉崎２５７２－１

市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３



市原馬立 千葉県市原市馬立３４３

市川駅南口 千葉県市川市市川南１－２－１

市川南大野２丁目 千葉県市川市南大野２－４－２５

市川原木インター 千葉県市川市二俣５９５－３

市川末広１丁目 千葉県市川市末広１丁目１７番９

東習志野 千葉県習志野市東習志野６丁目５－１９

習志野藤崎６丁目 千葉県習志野市藤崎６－４４７－６

習志野本大久保南 千葉県習志野市本大久保２－７－１

松戸栄町３丁目 千葉県松戸市栄町３丁目１４９－１２

松戸第五中学校前 千葉県松戸市秋山２丁目２３番地の６

松戸松飛台 千葉県松戸市松飛台３３５－２

上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２

新松戸北 千葉県松戸市新松戸北２丁目５番地

松戸日暮６丁目 千葉県松戸市日暮６－１１３

馬橋駅東口 千葉県松戸市馬橋１８０２－１

成田公津の杜 千葉県成田市公津の杜１丁目１２－９

稲毛東 千葉県千葉市稲毛区稲毛東１－１１－７

千葉山王町東 千葉県千葉市稲毛区山王町４１２－４

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉瑞穂の杜 千葉県千葉市花見川区瑞穂３丁目１－３

千葉柏井１丁目 千葉県千葉市花見川区柏井１丁目３７－２０

北幕張 千葉県千葉市花見川区武石町１－５７６

幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー１３４１

幕張駅前 千葉県千葉市花見川区幕張町５－１４８－１

幕張本郷駅前 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１ー１３ー２

千葉宮崎１丁目 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８

千葉今井 千葉県千葉市中央区今井２－１２－４

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

千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１２－３

千葉祐光２丁目 千葉県千葉市中央区祐光２－１３－７

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

千葉高田町 千葉県千葉市緑区高田町１０７８番１

船橋夏見町２丁目 千葉県船橋市夏見町２丁目５７０番地

船橋京成海神 千葉県船橋市海神６丁目５番１２号

船橋海神町南 千葉県船橋市海神町南１－１５４４－１５

船橋行田町北 千葉県船橋市行田町５０－１９　

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

船橋大穴北４丁目 千葉県船橋市大穴北４丁目１番５１号

八日市場郵便局前 千葉県匝瑳市八日市場ロ－９２

銚子松岸 千葉県銚子市松岸町３丁目３１０

白子町役場入口 千葉県長生郡白子町関５０３４－３

東金インター 千葉県東金市丹尾１５－１



安房千倉 千葉県南房総市千倉町忽戸３１

白浜滝口 千葉県南房総市白浜町滝口１４７５

富浦インター 千葉県南房総市富浦町深名５４９番１

南房総富浦多田良 千葉県南房総市富浦町多田良１０１０－１

沼南しいの木台 千葉県柏市しいの木台３－２６－１

南柏駅東口 千葉県柏市今谷上町７０番１

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

柏豊四季向中原 千葉県柏市豊四季字向中原６７８－１８２

柏豊四季台団地前 千葉県柏市豊四季台１丁目１番３１号

八街住野 千葉県八街市八街は１４－４

八街富山 千葉県八街市八街ほ２０８－７３９

八街九十九路 千葉県八街市八街九十九路に１６０－１

八千代大和田北 千葉県八千代市大和田２５０－４

富津大貫 千葉県富津市小久保２８７６

富里御料 千葉県富里市御料７４８番４

富里葉山 千葉県富里市御料字葉山１００９－３０

富里七栄中央 千葉県富里市七栄６４６－８８８

富里七栄南 千葉県富里市七栄６５３－８

富里七栄北 千葉県富里市七栄５２５－４７４

木更津高柳３丁目 千葉県木更津市高柳３－１０－１

木更津請西平川 千葉県木更津市請西１８０１－３

野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１

野田中野台 千葉県野田市中野台８５－１

野田尾崎 千葉県野田市尾崎２１５７－１

野田木間ヶ瀬 千葉県野田市木間ヶ瀬字向ノ内２６５３番地４

流山初石駅前 千葉県流山市西初石３－９８－３２

流山東深井 千葉県流山市東深井２８４

南流山駅前 千葉県流山市南流山２－４－１

南流山４丁目 千葉県流山市南流山４丁目１０－１０

南流山６丁目 千葉県流山市南流山６－２３－１

店名 住所
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

葛飾六貫橋 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４

葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４

平和橋通り西新小岩 東京都葛飾区西新小岩５－２２－６

葛飾西水元１丁目 東京都葛飾区西水元１－２９－１４

東金町 東京都葛飾区東金町３ー１７ー１１

平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８

江戸川一之江２丁目 東京都江戸川区一之江２－１－２

江戸川一之江７丁目 東京都江戸川区一之江７丁目１３－２８

江戸川小松川３丁目 東京都江戸川区小松川３－１１－１

江戸川新堀２丁目 東京都江戸川区新堀２丁目３－１



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

江戸川西小岩１丁目 東京都江戸川区西小岩１－２１－１４

江戸川中葛西３丁目 東京都江戸川区中葛西３－２９－３

東葛西６丁目 東京都江戸川区東葛西６－２３－１

江戸川東葛西９丁目 東京都江戸川区東葛西９丁目３－３

平井２丁目 東京都江戸川区平井２－２２－１２

平井駅通り 東京都江戸川区平井４丁目５

中小岩 東京都江戸川区北小岩２－２２－１４

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

江東佐賀２丁目 東京都江東区佐賀２－１２－７

東雲 東京都江東区東雲１－８－１７

江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９

江東門前仲町１丁目 東京都江東区門前仲町１－１６－１

虎ノ門駅前 東京都港区虎ノ門１－１－２３

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

なぎさテラス 東京都港区芝浦３－１－３２

六本木３丁目 東京都港区六本木３ー４－３１

荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３

荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４

荒川西尾久３丁目 東京都荒川区西尾久３－２２－１４

荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３

東尾久 東京都荒川区東尾久２－４４－１１

荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６

渋谷恵比寿１丁目南 東京都渋谷区恵比寿１－２２－２１

渋谷代々木１丁目南 東京都渋谷区代々木１－３０－１

西新宿甲州街道 東京都渋谷区代々木２－１３－４

渋谷東３丁目 東京都渋谷区東３ー１５ー４

渋谷道玄坂 東京都渋谷区道玄坂２－１６－４

高田馬場４丁目 東京都新宿区高田馬場４－１１－８

高田馬場小滝橋 東京都新宿区高田馬場４－４０－１３

新宿左門町 東京都新宿区左門町２－６

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

新宿市谷台町 東京都新宿区市谷台町３－１

新宿舟町 東京都新宿区舟町１１－２１

東京都議会議事堂 東京都新宿区西新宿２－８－１

西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４

西新宿５丁目中央 東京都新宿区西新宿５丁目５－１

早稲田 東京都新宿区早稲田鶴巻町５２１

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

飯田橋升本ビル 東京都新宿区揚場町１－２１

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



高円寺ルック 東京都杉並区高円寺南２－２０－７

高円寺南４丁目 東京都杉並区高円寺南４－２８－６

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

上井草駅前 東京都杉並区上井草２－３５－１０

西荻神明通り 東京都杉並区西荻南１－２２－１１

西荻窪駅北口 東京都杉並区西荻北３－１－１０

西荻北 東京都杉並区西荻北４－１－１９

杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０

杉並天沼通り 東京都杉並区本天沼３丁目－５－１

世田谷新代田駅前 東京都世田谷区羽根木１－３－１４

世田谷下馬北 東京都世田谷区下馬１－１２－２

世田谷玉川台 東京都世田谷区玉川台２－２１－１６

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１－３４－１２

三軒茶屋玉川通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２

世田谷三宿２丁目 東京都世田谷区三宿２ー６ー３

世田谷上北沢駅前 東京都世田谷区上北沢４丁目１１番５号

世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１－８－５

世田谷代田橋駅前 東京都世田谷区大原２丁目１７番１２号

秋葉原電気街口 東京都千代田区外神田１－１８－１９

外神田２丁目妻恋坂 東京都千代田区外神田２－１４－７

外神田４丁目 東京都千代田区外神田４－７－７

秋葉原センタープレイス 東京都千代田区神田相生町１番

東京サンケイビル 東京都千代田区大手町１－７－２

千代田平河町１丁目 東京都千代田区平河町１－８－３

足立花畑西 東京都足立区花畑５－２－６

足立花畑８丁目 東京都足立区花畑８丁目７－７

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

足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５－２１－３０

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

千住仲町 東京都足立区千住仲町１１番１３号

扇大橋インター 東京都足立区扇２－１２－２

足立江北橋東 東京都足立区扇２－２０－１９

足立大谷田 東京都足立区大谷田５－６－１２

足立竹ノ塚駅南 東京都足立区竹の塚１－２６－１４

足立竹ノ塚駅東 東京都足立区竹の塚６－１－１３

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

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立東和４丁目 東京都足立区東和４－９－４

足立入谷８丁目 東京都足立区入谷８丁目１－７



足立梅田５丁目 東京都足立区梅田５丁目２５番１７号

足立平野１丁目 東京都足立区平野１丁目１－１

足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２－６－１９

足立保木間３丁目 東京都足立区保木間３丁目１０－１０

足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７－４７

上野公園前 東京都台東区上野２－１４－３１

浅草新仲見世通り 東京都台東区浅草１丁目２１番８号

台東浅草２丁目 東京都台東区浅草２－１２－１

浅草 東京都台東区浅草５－６４－４

大田区蒲田あやめ橋 東京都大田区蒲田３－１７－２０

京急ＳＴ蒲田改札前 東京都大田区蒲田４丁目５０番１１号

蒲田駅前 東京都大田区蒲田５－７－８

大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３－４３－１

大田区西蒲田４丁目 東京都大田区西蒲田４－１－３

大田区千鳥町駅前 東京都大田区千鳥１－２０－４

大田区大森西１丁目 東京都大田区大森西１丁目１－９

大田区大森南２丁目 東京都大田区大森南２－１３－１

大田洗足池 東京都大田区東雪ケ谷１－１－１８

大田区東雪谷 東京都大田区東雪谷２－１７－３

蓮沼 東京都大田区東矢口３－６－３

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

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

八重洲地下街南 東京都中央区八重洲２丁目１番八重洲地下街南１号

中野鷺ノ宮駅前 東京都中野区鷺宮３－１８－２

中野中央１丁目東 東京都中野区中央１－３５－４

中野桃園 東京都中野区中野３－４０－３

東中野銀座通り 東京都中野区東中野３丁目１２－７

板橋稲荷台 東京都板橋区稲荷台１－９

板橋高島平１丁目 東京都板橋区高島平１－２８－１

板橋小豆沢３丁目 東京都板橋区小豆沢３丁目６番７号

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

板橋清水町東 東京都板橋区清水町４９－１１

板橋大山 東京都板橋区大山金井町５４－１４

中板橋駅前通り 東京都板橋区中板橋２１－１７

東武練馬駅西 東京都板橋区徳丸３丁目１－１８

板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５

西五反田１丁目東 東京都品川区西五反田１－１４－２

西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７

五反田 東京都品川区東五反田１－２１－１０

東五反田２丁目 東京都品川区東五反田２ー１９ー７

品川東大井５丁目 東京都品川区東大井５－１－１２

品川天王洲 東京都品川区東品川２－２－２７



東品川４丁目 東京都品川区東品川４－９－２１

品川南大井３丁目 東京都品川区南大井３－３０－８

南品川 東京都品川区南品川５－４－１

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

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２０－８

豊島南池袋１丁目 東京都豊島区南池袋１－２６－２

豊島北大塚２丁目 東京都豊島区北大塚２－１９－７

北区岸町１丁目 東京都北区岸町１ー６ー２

北区上十条４丁目 東京都北区上十条４丁目１１－８

駒込さつき通り 東京都北区中里２－３－３

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

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

墨田吾妻橋３丁目 東京都墨田区吾妻橋３ー３ー２

墨田堤通１丁目 東京都墨田区堤通１－１１－９

墨田東向島２丁目 東京都墨田区東向島２丁目３１－１０

学芸大学駅西口 東京都目黒区鷹番３丁目８番１号

練馬早宮１丁目 東京都練馬区早宮１－１４－１４

練馬大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町７丁目６

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

あきる野伊奈 東京都あきる野市伊奈４９０

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

羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７

西国分寺駅前 東京都国分寺市泉町２丁目９番１号

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

三鷹新川１丁目 東京都三鷹市新川１丁目１１－１２

武蔵小金井駅前通り 東京都小金井市本町５－５－４

小金井本町５丁目 東京都小金井市本町５－２１－１５

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

小平小川上宿 東京都小平市小川町１－４５１－１

昭島玉川町５丁目 東京都昭島市玉川町５－６－７

昭島緑町２丁目 東京都昭島市緑町２－３０－２３

清瀬梅園２丁目 東京都清瀬市梅園２－１－３１

瑞穂武蔵 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵３７８－１



西東京中町２丁目 東京都西東京市中町２－７－１７

西東京南町１丁目 東京都西東京市南町１－５－２０

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

多摩鶴牧２丁目 東京都多摩市鶴牧２－２５－８

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

町田駅東口 東京都町田市原町田６－１５－１２

町田小山町 東京都町田市小山町２５０２－１

町田駅西 東京都町田市森野１－１－２１

町田金井入口 東京都町田市大蔵町２１６４－１

町田成瀬駅北 東京都町田市南成瀬１－２５－２６

本町田 東京都町田市本町田３２３９

町田木曽東４丁目 東京都町田市木曽東４－２０－１８

町田矢部町 東京都町田市矢部町２８３３－１

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

東久留米駅北口 東京都東久留米市東本町１－５

東村山美住町２丁目 東京都東村山市美住町２丁目１－３

東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１

多摩モノレール高幡不動駅 東京都日野市高幡１０３９－１

泉塚 東京都日野市多摩平６－３３－５

多摩動物公園 東京都日野市程久保８ー３ー６

日野東平山２丁目 東京都日野市東平山２－１５－１

日野一番橋 東京都日野市東豊田１－１０－２０

日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０

日野本町７丁目 東京都日野市日野本町７丁目６－３６

日野平山６丁目 東京都日野市平山６－１－９

日野万願寺２丁目 東京都日野市万願寺２－３３－１０

八王子マルベリーブリッジ 東京都八王子市旭町１０－２

八王子宮下町 東京都八王子市宮下町５７９－２

元八王子 東京都八王子市元八王子町１－４４９

高尾山インター 東京都八王子市高尾町１８０６－１

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

八王子石川中入口 東京都八王子市石川町１２３－１

八王子長沼町 東京都八王子市長沼町１３０５－１１

南大沢駅前 東京都八王子市南大沢２－２９

八王子八日町５丁目 東京都八王子市八日町５番１５

柳橋 東京都武蔵野市関前５－８－８

吉祥寺通り東 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－２－１

吉祥寺東町１丁目 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１１－１８

吉祥寺レンガ館 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－５

武蔵境駅南 東京都武蔵野市境南町２丁目９

吉祥寺井の頭公園入口 東京都武蔵野市御殿山１丁目４－１３

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７



福生牛浜駅東 東京都福生市熊川９４３－１

横田第２ゲート 東京都福生市福生２２６２－１

立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１

立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８

店名 住所
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

綾瀬大上３丁目 神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３

伊勢原桜台１丁目 神奈川県伊勢原市桜台１丁目２０番２５号

伊勢原峰岸 神奈川県伊勢原市上粕屋４０７－２

横須賀三春公園前 神奈川県横須賀市三春町１丁目１３－１７

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

横須賀山科台 神奈川県横須賀市山科台８番１号

横須賀舟倉 神奈川県横須賀市舟倉２丁目６－３

横須賀インター 神奈川県横須賀市池上７－１３－７

横須賀内川新田 神奈川県横須賀市内川新田１０６３－４

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

横浜若葉台団地 神奈川県横浜市旭区上川井町２８３７番地３

横浜上白根町 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

屏風ヶ浦駅前 神奈川県横浜市磯子区森３丁目７９０－１

横浜磯子西町 神奈川県横浜市磯子区西町３－１７

ＪＳ横浜洋光台駅前 神奈川県横浜市磯子区洋光台３丁目１３－３

横浜栄上郷町 神奈川県横浜市栄区上郷町１６６－１

横浜栄長倉町 神奈川県横浜市栄区長倉町１－２９

横浜釜利谷東７丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目１－１

東戸塚西武Ｓ．Ｃ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１

横浜戸塚平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸町５４５３ー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

横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６

横浜綱島東６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東６－３－４０

横浜新吉田中町 神奈川県横浜市港北区新吉田町５６２２－１

横浜菊名駅前 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１９９イ

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

横浜反町駅前 神奈川県横浜市神奈川区反町３－１８－２

横浜阿久和西 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西２－６０－４

横浜みなとみらい３丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１

横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番Ｂ１号

横浜平沼橋駅前 神奈川県横浜市西区西平沼町４－１

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



横浜北幸 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－４０

横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４

横浜市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町４１１－３

横浜青葉総合庁舎前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１

横浜泉山手台 神奈川県横浜市泉区岡津町１４８－１

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

横浜中華街東門 神奈川県横浜市中区山下町８０－３

横浜長者町 神奈川県横浜市中区長者町３－８－８

横浜本牧三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１

横浜弥生町３丁目 神奈川県横浜市中区弥生町３丁目２６－３

横浜下末吉４丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４丁目１９－１２

横浜鶴見市場中前 神奈川県横浜市鶴見区市場下町４－２０

横浜尻手３丁目 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目６－８

横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２－６２－４

プレミアヨコハマ 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３０－１

横浜仲町台駅前 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２－２０

横浜吉野町駅前 神奈川県横浜市南区吉野町４丁目１９

横浜南吉田町４丁目 神奈川県横浜市南区南吉田町４丁目３７－３

横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２

横浜六ッ川２丁目 神奈川県横浜市南区六ッ川２－８６－６

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜新桜ケ丘２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－４１－１６

横浜中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町６８－１

横浜長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１

海老名杉久保北 神奈川県海老名市杉久保北２丁目４－２７

海老名杉久保 神奈川県海老名市杉久保北３－２－２３

鎌倉小町通り 神奈川県鎌倉市小町２丁目２－１８

鎌倉観音前 神奈川県鎌倉市長谷２－１０－４１

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

厚木妻田北３丁目 神奈川県厚木市妻田北３－３７－２１

厚木寿町１丁目 神奈川県厚木市寿町１－６－１

厚木中町３丁目 神奈川県厚木市中町３丁目１４－１２

さむかわ中央公園前 神奈川県高座郡寒川町宮山９６７－１

寒川北倉見 神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３

座間ひばりが丘４丁目 神奈川県座間市ひばりが丘４丁目９－１７

座間相武台 神奈川県座間市相武台１丁目１７番５号

座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１

座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０

小田原桑原北 神奈川県小田原市桑原６２９番１



小田原飯泉南 神奈川県小田原市飯泉７４２

秦野戸川東 神奈川県秦野市戸川４４８－５

秦野幸町 神奈川県秦野市幸町４－１５

秦野菖蒲東 神奈川県秦野市菖蒲１１３８－２

逗子インター西 神奈川県逗子市沼間３－８－３

逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５丁目１０－３５

川崎宮崎２丁目 神奈川県川崎市宮前区宮崎２丁目１３－４

川崎神木本町１丁目 神奈川県川崎市宮前区神木本町１－５－１

川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区西野川１－５－４６

川崎野川 神奈川県川崎市宮前区西野川１丁目３２番１９号

川崎東有馬 神奈川県川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０

川崎幸町１丁目 神奈川県川崎市幸区幸町１－７９０

川崎末長 神奈川県川崎市高津区末長２－１０－１８

川崎駅東口 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１番地３

川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２

川崎駅北 神奈川県川崎市川崎区砂子１－４－２

川崎砂子１丁目 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目７－１

川崎四谷上町 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１８－８

川崎大島５丁目 神奈川県川崎市川崎区大島５－１１－１０

向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０

川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８

川崎向河原駅前 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番

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

川崎万福寺３丁目 神奈川県川崎市麻生区万福寺３－７－１

相模原宮下北 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目８番２０号

相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９

相模原東淵野辺４丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺４－１５－５４

相模原西大沼５丁目 神奈川県相模原市南区西大沼５－２－２

相模原相模台６丁目 神奈川県相模原市南区相模台６－２７－１８

小田急相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１

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

小田急相模大野東口 神奈川県相模原市南区相模大野７－３－３

相模原二本松３丁目 神奈川県相模原市緑区二本松３－１９－８

真鶴駅西 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１８１３－１

松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

大井町金手 神奈川県足柄上郡大井町金手５－２

大和桜森１丁目 神奈川県大和市桜森１－６－２０

大和上草柳７丁目 神奈川県大和市上草柳７－１０－２５

大和上和田 神奈川県大和市上和田１８２６－１

大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１

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

藤沢弥勒寺２丁目 神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号



平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３

平塚上平塚 神奈川県平塚市上平塚４－３８

平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６

平塚北豊田 神奈川県平塚市北豊田１２０－１

店名 住所
燕笈ケ島 新潟県燕市笈ケ島２０３６－３

広神押切 新潟県魚沼市今泉１５７０－１０

三条月岡 新潟県三条市諏訪３丁目２８１

中越栄町 新潟県三条市大字一ツ屋敷新田６４６－１

三条中新 新潟県三条市中新３２番６８号

三条南四日町 新潟県三条市南四日町２丁目７番８号

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

糸魚川南寺町 新潟県糸魚川市南寺町２－４７－３

上越子安 新潟県上越市子安１５２０

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

巻潟東インター 新潟県新潟市西蒲区漆山８２７８

新潟五十嵐中島５丁目 新潟県新潟市西区五十嵐中島５丁目１－３

新潟坂井東４丁目 新潟県新潟市西区坂井東４丁目１７５１番１

新潟女池 新潟県新潟市中央区女池南１丁目９番２８号

新潟駅前 新潟県新潟市中央区東大通１丁目５－４６

新潟住吉町 新潟県新潟市中央区北多門町２３２０－２

新潟横七番町通 新潟県新潟市中央区本町通１４番町３０５０－４

新潟明石 新潟県新潟市中央区明石１丁目４６－１

新潟神谷内 新潟県新潟市北区神谷内字川跡２９２７番６３

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

弥彦大鳥居 新潟県西蒲原郡弥彦村矢作７３４６－２

村上南町 新潟県村上市南町２－３－２１

長岡摂田屋 新潟県長岡市摂田屋１－４－３７

長岡南七日町 新潟県長岡市南七日町１０－１

下越津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川６２６番１号

店名 住所
安曇野住吉 長野県安曇野市三郷温７０１６－５

豊科合同庁舎前 長野県安曇野市豊科４９２１－１

塩尻広丘吉田 長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１

長和町和田 長野県小県郡長和町和田字町東側２８７８番１

小諸芦原 長野県小諸市新町１丁目５番１３号

松本梓川倭 長野県松本市梓川倭９２８－１

四賀錦部 長野県松本市刈谷原町９３３－１

松本女鳥羽１丁目 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１

松本神田 長野県松本市神田１丁目７４７－２

松本木工町 長野県松本市野溝木工２丁目７－５１



信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

信州高山高井 長野県上高井郡高山村高井字鞍掛６４３９ー１

上田下之郷 長野県上田市下之郷２６５－７

真田本原 長野県上田市真田町本原６５３－１

丸子生田 長野県上田市生田上原４２８０－２

上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１

上田長池 長野県上田市大字上田原字南原１４０５番地４号

上田塩田 長野県上田市大字本郷７６５－７

上田中央北 長野県上田市中央北２丁目３５５９－１０

上田中丸子 長野県上田市中丸子字小耽１７４２－３

須坂馬場町 長野県須坂市大字須坂１２２９－１１

戸倉若宮 長野県千曲市若宮１１０７－１

大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１

中野市江部北 長野県中野市大字岩船字江部境１８－２

長野工業高校前 長野県長野市差出南２－２７－８

長野御幣川 長野県長野市篠ノ井御幣川字行之橋８７２－１

篠ノ井南 長野県長野市篠ノ井二ツ柳２３１９－１

篠ノ井布施五明 長野県長野市篠ノ井布施五明７２９ー６

篠ノ井布施高田 長野県長野市篠ノ井布施高田８７５－１

長野花咲町 長野県長野市大字花咲町１２３７－７

長野権堂 長野県長野市大字鶴賀２２０１－２３

長野大豆島 長野県長野市大豆島４０４

長野大豆島東 長野県長野市大豆島４１８９－１

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

飯田川路駅前 長野県飯田市川路７５２２

飯田市立病院前 長野県飯田市鼎名古熊２６０５ー５

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

軽井沢借宿 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉４６０８－１

西軽井沢 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口１６７１－１

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
甲斐大和 山梨県甲州市大和町初鹿野１７１４－１８

甲斐中下条 山梨県甲斐市中下条５４４－７

甲斐敷島東町 山梨県甲斐市島上条字河原１８４－１

竜王バイパス富竹新田 山梨県甲斐市富竹新田１７０６－３

甲府南インター 山梨県甲府市下曽根町２９５－８

甲府砂田町 山梨県甲府市砂田町２１０－１

甲府和戸西 山梨県甲府市上阿原町熊の社１０１２－１



甲府市城東４丁目 山梨県甲府市城東４丁目１３番７号

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

昭和町ＮＴＴ前 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１０８

笛吹御坂上黒駒 山梨県笛吹市御坂町上黒駒１１０８－１

都留市役所前 山梨県都留市上谷２丁目１－１３

南アルプス八田 山梨県南アルプス市榎原８６３－５１

富士吉田平成通り 山梨県富士吉田市松山５丁目３番１１号

店名 住所
滑川中村 富山県滑川市中村３０３－１

魚津持光寺 富山県魚津市持光寺９３５番１

高岡蓮花寺 富山県高岡市井口本江字五俵苅９２番１

高岡城東 富山県高岡市中川園町１５５番地２

黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１

射水七美 富山県射水市七美２８番１

南砺やかた 富山県南砺市やかた３９３

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

富山中市 富山県富山市中市１丁目３－２

富山中川原 富山県富山市中川原台２丁目２８番地

富山藤木 富山県富山市藤木３０５７

富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１

店名 住所
加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢大桑２丁目 石川県金沢市大桑２丁目１２９番

金沢入江１丁目 石川県金沢市入江１丁目２０２

金沢八日市５丁目 石川県金沢市八日市５丁目４３０番地

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

金沢有松５丁目 石川県金沢市有松５丁目４５番１

七尾古府町 石川県七尾市古府町る３－１

七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１

野々市住吉 石川県野々市市住吉町１４５－１

店名 住所
春江町為国 福井県坂井市春江町為国２３字６－１

鯖江小黒町 福井県鯖江市小黒町３丁目８０１

敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１

福井成和 福井県福井市成和２丁目３１５

福井西谷３丁目 福井県福井市西谷３丁目７０８

店名 住所
伊東宇佐美 静岡県伊東市宇佐美１１３１－１３

伊東川奈 静岡県伊東市川奈１２２５－３２

御殿場駅前 静岡県御殿場市新橋１８５９－１



御殿場小学校前 静岡県御殿場市萩原３５４－３

三島谷田北 静岡県三島市谷田５３－１

駿東小山町須走東 静岡県駿東郡小山町須走１２－１

長泉下土狩西 静岡県駿東郡長泉町下土狩字窪田３２０番４

長泉町竹原 静岡県駿東郡長泉町竹原丸田３８１－６

長泉中土狩 静岡県駿東郡長泉町中土狩２５８－１

沼津下香貫南 静岡県沼津市下香貫４０７－１

沼津下香貫 静岡県沼津市下香貫西村下香貫１４６１－１

焼津１丁目 静岡県焼津市焼津１丁目４番１８号

裾野深良 静岡県裾野市深良４２１－１４

静岡葵タワー 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番１

静岡上伝馬 静岡県静岡市葵区上伝馬１２－４１

静岡新伝馬 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目１２－２５

静岡丸子新田 静岡県静岡市駿河区丸子新田字久能道下３２８－１

清水江尻東１丁目 静岡県静岡市清水区江尻東１丁目３－２

袋井七ツ森 静岡県袋井市国本字大塚２７６０番３

袋井土橋 静岡県袋井市土橋３－１

函南柏谷 静岡県田方郡函南町平井字鍛治屋窪７１７番１６

島田船木 静岡県島田市船木字庚申塚下１－１

磐田下野部 静岡県磐田市下野部２６１－１

浜松佐浜町 静岡県浜松市西区佐浜町５２８０－２

浜松船越町 静岡県浜松市中区船越町２番３号

浜松龍禅寺南 静岡県浜松市中区龍禅寺町７４４－３

浜松篠ケ瀬南 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町９１９－１

浜松安松町 静岡県浜松市南区安松町８７番５

浜松下江町 静岡県浜松市南区下江町２４８

浜松高塚町 静岡県浜松市南区高塚町４７０１－２

浜北寺島 静岡県浜松市浜北区寺島３１６８－１

浜北尾野 静岡県浜松市浜北区尾野２０２－１

細江中川南 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２－６６２

富士宮朝日町 静岡県富士宮市朝日町１４８８－８

富士市原田 静岡県富士市宇東川東町２－３８

富士市青葉町東 静岡県富士市青葉町７８

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

富士市中柏原 静岡県富士市中柏原新田字向畑１９２－１

富士市中里 静岡県富士市中里９２４－１

富士市本市場 静岡県富士市蓼原６６－４

牧之原細江 静岡県牧之原市細江２０６３－１

富士山静岡空港 静岡県牧之原市坂口３３３６番地４

牧之原波津 静岡県牧之原市波津３７－２

店名 住所
あま小路 愛知県あま市小路２丁目１３－３

みよし黒笹 愛知県みよし市黒笹町樋越２－３

みよし北部小学校東 愛知県みよし市莇生町並木９６－１



安城住吉町 愛知県安城市住吉町７丁目３７番５

安城福釜町 愛知県安城市福釜町蓬野１５１－６

一宮新生２丁目 愛知県一宮市新生２丁目５－１６

一宮浅野バイパス 愛知県一宮市浅野土井ノ内１１１

稲沢小池 愛知県稲沢市小池４－５

稲沢平和町下起南 愛知県稲沢市平和町下起南２２４－２

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

江南東野町烏森 愛知県江南市東野町烏森７９番

高浜神明町 愛知県高浜市神明町７丁目１３番２

高浜田戸町 愛知県高浜市田戸町４丁目５－４８

春日井高森台 愛知県春日井市高森台１０丁目２番地５

春日井大留町 愛知県春日井市大留町９丁目４－１

春日井藤山台 愛知県春日井市藤山台６丁目８－３

春日井八田町 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

春日井美濃町 愛知県春日井市美濃町３－１０７－１

小牧横内 愛知県小牧市大字横内字西横内２８番１

常滑榎戸 愛知県常滑市港町５丁目１３３－１

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

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

半田雁宿町 愛知県半田市雁宿町３丁目２１１－３

半田向山町 愛知県半田市向山町２－５４－４

半田成岩本町 愛知県半田市成岩本町３丁目７５－１

尾張旭晴丘町池上 愛知県尾張旭市晴丘町池上１２５番１

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

豊川八幡町上宿 愛知県豊川市八幡町上宿３０－１

豊田市花園町 愛知県豊田市花園町南大切２０５番２

豊田市鴻ノ巣町 愛知県豊田市鴻ノ巣町５丁目６２番１

豊田市大林町１０丁目 愛知県豊田市大林町１０丁目１１－２

豊明栄町大根 愛知県豊明市栄町西大根３０－６４５

北名古屋山之腰 愛知県北名古屋市山之腰五条１３６番

名古屋入場１丁目 愛知県名古屋市港区入場１丁目５０１

名古屋花咲台１丁目 愛知県名古屋市守山区花咲台１丁目１００７番

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

名古屋白金２丁目 愛知県名古屋市昭和区白金２丁目４０１

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

名古屋中沼町 愛知県名古屋市西区中沼町１０番地

名古屋今池駅南 愛知県名古屋市千種区今池５丁目２２０５番

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

名古屋大須赤門 愛知県名古屋市中区大須３－３０－２０

名古屋一色新町 愛知県名古屋市中川区一色新町２丁目２００５番地

名古屋外新町３丁目 愛知県名古屋市中川区外新町３丁目１－２

名古屋草平町 愛知県名古屋市中川区草平町１－１４

名古屋中花町 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋塩釜口２丁目 愛知県名古屋市天白区塩釜口２－１００９

名古屋植田３丁目 愛知県名古屋市天白区植田３丁目６０２

名古屋葵２丁目 愛知県名古屋市東区葵２丁目１１－２４

名古屋高岳北 愛知県名古屋市東区泉２丁目２１－２６

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

名古屋前浜通３丁目 愛知県名古屋市南区前浜通３丁目３４番

名古屋一番３丁目 愛知県名古屋市熱田区一番３丁目６－４

名古屋如意 愛知県名古屋市北区如意３丁目２番１号

名古屋大清水１丁目 愛知県名古屋市緑区大清水１丁目１１０１

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

店名 住所
可児広見伊川 岐阜県可児市広見１３５４－８

可児川合 岐阜県可児市川合字寺田１８０番

郡上大和 岐阜県郡上市大和町剣１６１３－１

恵那桜台 岐阜県恵那市長島町永田６２２番地

高山下切町 岐阜県高山市下切町１４０５番

瑞浪稲津町小里 岐阜県瑞浪市稲津町小里１２３６番地

墨俣町上宿 岐阜県大垣市墨俣町上宿５７６－１

土岐市駅北 岐阜県土岐市泉岩畑町３丁目２１番

本巣政田 岐阜県本巣市政田字上市場１３９１番１

店名 住所
伊賀ゆめが丘北口 三重県伊賀市下友生字清水尻３９０３番

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

ジャズドリーム長島 三重県桑名市長島町浦安３６３

桑名長島町又木 三重県桑名市長島町又木２３８

四日市ときわ５丁目 三重県四日市市ときわ５－１６６５－３

四日市波木町 三重県四日市市笹川９丁目１４－１

四日市十七軒町 三重県四日市市十七軒町３６６－２

四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１

松阪山室町北 三重県松阪市山室町字水こき２２８８－５

松阪山室町 三重県松阪市山室町字柳２７９８－１

名張瀬古口 三重県名張市瀬古口字狭間６１５番１

鈴鹿江島町 三重県鈴鹿市江島町字亀池６３１

店名 住所
茨木中穂積２丁目 大阪府茨木市中穂積２－３３－１



羽曳野西浦 大阪府羽曳野市西浦１０８０番１

河内長野木戸３丁目 大阪府河内長野市木戸３丁目２７番１４号

岸和田南町 大阪府岸和田市南町３０番８号

高槻栄町 大阪府高槻市栄町４丁目１－８

高槻芝生町３丁目 大阪府高槻市芝生町３丁目１－３

高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０

高槻大畑町 大阪府高槻市大畑町８－５

阪南鳥取 大阪府阪南市鳥取２０２

阪南箱作 大阪府阪南市箱作３５２１－２

堺東駅前 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通１８－１

ハートインＪＲ鳳駅東口 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地

モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

ハートインＪＲ千里丘駅西口 大阪府摂津市千里丘１－１

大阪昭和町駅前 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番１号

大阪西田辺町１丁目 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目１８－５

大阪中加賀屋３丁目 大阪府大阪市住之江区中加賀屋３－１４－２

大阪古市３丁目 大阪府大阪市城東区古市３丁目７－１５

大阪巽東４丁目 大阪府大阪市生野区巽東４－１－２

大阪京町堀３丁目 大阪府大阪市西区京町堀３丁目５－１３

大阪江戸堀１丁目西 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１９番１０号

大阪南堀江４丁目 大阪府大阪市西区南堀江４ー３ー１８

大阪北堀江２丁目 大阪府大阪市西区北堀江２丁目４－２６

大阪佃１丁目 大阪府大阪市西淀川区佃１丁目１番５２号

大阪瓦屋町３丁目 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目８番６号

大阪今橋２丁目 大阪府大阪市中央区今橋２丁目４番１０号

ハートインＪＲ森ノ宮駅北口 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－１－４５

大阪西心斎橋１丁目 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－１５

大阪淡路町２丁目 大阪府大阪市中央区淡路町２－６－１１

大阪南船場３丁目 大阪府大阪市中央区南船場３丁目８－６

大阪農人橋１丁目 大阪府大阪市中央区農人橋１丁目４－２７

大阪浜３丁目 大阪府大阪市鶴見区浜３丁目１番１２号

地下鉄都島駅前 大阪府大阪市都島区都島本通１－７－１９

大阪湯里６丁目 大阪府大阪市東住吉区湯里６丁目１３番１７号

大阪新深江駅南 大阪府大阪市東成区大今里南４－１－１０

大阪中道３丁目 大阪府大阪市東成区中道３丁目１４－９

地下鉄緑橋駅南 大阪府大阪市東成区東中本２－１－３

大阪玉川３丁目 大阪府大阪市福島区玉川３丁目７－６

大阪加美東４丁目 大阪府大阪市平野区加美東４丁目１２番２３号

大阪加美北６丁目 大阪府大阪市平野区加美北６丁目５－１７

大阪平野駅前 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３

ハートインヴィアイン梅田 大阪府大阪市北区小松原町１－２０

大阪天神橋５丁目 大阪府大阪市北区天神橋５丁目４－２１

大阪宮原２丁目 大阪府大阪市淀川区宮原２－１３－４

ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３



ＪＲ東淀川駅西口 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目１－４

池田旭丘１丁目 大阪府池田市旭丘１丁目１０－５

東大阪加納８丁目 大阪府東大阪市加納８－１９－７

東大阪玉串元町２丁目 大阪府東大阪市玉串元町２丁目１２番１２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

東大阪新町 大阪府東大阪市新町３－９

東大阪長堂１丁目 大阪府東大阪市長堂１丁目１１－２９

柏原高井田 大阪府柏原市高井田７４３－１

八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町２－３３－１０

八尾八尾木東３丁目 大阪府八尾市八尾木東３丁目３７－１

富田林錦織東 大阪府富田林市錦織東１丁目６５５番２

豊中緑丘２丁目 大阪府豊中市緑丘２－２１－１０

枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０

枚方船橋本町 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３

枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０

門真野里町 大阪府門真市野里町１６－４

店名 住所
加古川平野 兵庫県加古川市加古川町平野４６８

加古川本町 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１

加古川別府石町 兵庫県加古川市別府町石町５９

加東上滝野 兵庫県加東市上滝野２５８－１

中国道社ＰＡ上り 兵庫県加東市藤田７３９－４１

ハートインＪＲ三田駅南口 兵庫県三田市駅前町１－３２

吉川町渡瀬橋 兵庫県三木市吉川町古市４８

ハートイン垂水星陵台 兵庫県神戸市垂水区星陵台４丁目１－５

神戸垂水青山台 兵庫県神戸市垂水区青山台７丁目２番２号

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸中央中町通 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目３－１

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸都通５丁目 兵庫県神戸市灘区都通５丁目２番１９号

神戸甲栄台　　　　　 兵庫県神戸市北区甲栄台２丁目３番３号

神戸西山１丁目 兵庫県神戸市北区西山１丁目１５－１

西宮上ヶ原十番町 兵庫県西宮市上ヶ原十番町６－１７

西宮上田中町 兵庫県西宮市上田中町１７－２３

西宮大浜町 兵庫県西宮市大浜町２－４８

相生西谷町 兵庫県相生市西谷町１９６１－１

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

阪神尼崎駅西 兵庫県尼崎市神田中通２丁目２７番４７号

阪急園田駅東 兵庫県尼崎市東園田町９丁目１７－１

尼崎武庫元町 兵庫県尼崎市武庫元町２丁目１４－３

姫路安田４丁目 兵庫県姫路市安田４丁目８７番地

姫路上原田 兵庫県姫路市花田町上原田字八反田３０６－１

姫路広畑小松町 兵庫県姫路市広畑区小松町２丁目６４番地

姫路飾磨三宅 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１４４



明石荷山町 兵庫県明石市荷山町１７８８番４

明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

明石明姫藤江 兵庫県明石市藤江１４１５－１

店名 住所
綾部下八田 京都府綾部市下八田町角田１９番１

綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１

宇治三室戸 京都府宇治市菟道門前２７－２

亀岡今津２丁目 京都府亀岡市千代川町今津２丁目４－１５

亀岡運動公園前 京都府亀岡市曽我部町穴太大塚２２－１

京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－３

西院駅南 京都府京都市右京区西院三蔵町１７番

西院駅北 京都府京都市右京区西院東淳和院町８番２１

京都梅津 京都府京都市右京区梅津上田町５９

梅小路公園西 京都府京都市下京区朱雀内畑町４１

五条千本 京都府京都市下京区中堂寺坊城町６５

京都平安神宮前 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町８０－１

京都下鴨高木町 京都府京都市左京区下鴨高木町３４番地

京都吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町２６－８４

山科御陵鳥ノ向町 京都府京都市山科区御陵鳥ノ向町２４

山科外環小野 京都府京都市山科区小野鐘付田町５－３

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

京都桂上野西町 京都府京都市西京区桂上野西町２５９

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

京福西院駅前 京都府京都市中京区壬生淵田町１８番

京都ＪＲ円町駅前 京都府京都市中京区西ノ京西円町１－３

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

京都上鳥羽鴨田 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町２７－２

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

伏見深草藤森 京都府京都市伏見区深草藤森玄蕃町５７９番

京都堀川北大路 京都府京都市北区紫野上御所田町１番地

上賀茂榊田町 京都府京都市北区上賀茂榊田町３５－１

向日梅ノ木 京都府向日市寺戸町梅ノ木９

精華町山手 京都府相楽郡精華町北稲八間野田１－１

舞鶴溝尻 京都府舞鶴市字溝尻１８－２

舞鶴大波下 京都府舞鶴市字大波下嶋田１００６番１

ハートインＪＲ福知山駅改札口 京都府福知山市駅前町４３９番地

福知山前田 京都府福知山市前田新町１５番地

福知山末広 京都府福知山市末広町５丁目１８番

木津川城山台９丁目 京都府木津川市城山台９－５－１

木津川台６丁目 京都府木津川市木津川台６丁目１－１

店名 住所
愛知川豊満 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２

日野三十坪 滋賀県蒲生郡日野町大字三十坪１２５９－１

栗東上鈎南 滋賀県栗東市上鈎３００－１



甲良尼子 滋賀県犬上郡甲良町尼子１２０４－３

大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１

大津瀬田西インター 滋賀県大津市瀬田３丁目２４－６

長浜駅前 滋賀県長浜市元浜町１番３号

滋賀高月 滋賀県長浜市高月町高月９１７番

湖東横溝 滋賀県東近江市横溝町２５６－１

東近江小田苅 滋賀県東近江市小田苅町１９５３－１

八日市インター 滋賀県東近江市妙法寺町７１５－１

彦根岡町 滋賀県彦根市岡町１０５－５

彦根城前 滋賀県彦根市尾末町７番

野洲市三宅 滋賀県野洲市市三宅２６４２番

店名 住所
橿原四条町 奈良県橿原市四条町５３８－１

西名阪道香芝ＳＡ下り 奈良県香芝市上中１３４４

桜井阿部 奈良県桜井市大字阿部３８６番１

天理庵治町 奈良県天理市庵治町１９０－１

天理喜殿町 奈良県天理市喜殿町１５３－１

天理田井庄町 奈良県天理市田井庄町７０８

奈良三碓２丁目 奈良県奈良市三碓２丁目２－６

奈良三条町 奈良県奈良市三条町４７５番１

奈良大宮町６丁目 奈良県奈良市大宮町６－２－１８

店名 住所
有田初島 和歌山県有田市初島町里２１１７－１

和歌山砂山南４丁目 和歌山県和歌山市砂山南４丁目４番１３号

和歌山美園町４丁目 和歌山県和歌山市美園町４丁目９

和歌山北新５丁目 和歌山県和歌山市北新５丁目５５

和歌山北島 和歌山県和歌山市北島１０４－１

店名 住所
日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１３６２番

鳥取下坂本 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０１９番８７

鳥取布勢 鳥取県鳥取市布勢字河徳３２８－１

米子日原 鳥取県米子市日原８０４番３

店名 住所
出雲長浜 島根県出雲市西園町字長配２７１－１

出雲西新町 島根県出雲市西新町１丁目２４５３－７

出雲斐川町出西 島根県出雲市斐川町出西字星田３７７８－１

松江大根島 島根県松江市八束町入江字田島４２８番２

松江八幡町 島根県松江市八幡町７９６－２９

店名 住所
岡山藤崎東 岡山県岡山市中区藤崎５７５－８

岡山浦安南町 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山洲崎３丁目 岡山県岡山市南区洲崎３丁目１－３３

おみやげ街道岡山新幹線下り 岡山県岡山市北区駅元町１－１

岡山錦町 岡山県岡山市北区錦町１番２７



岡山西古松西町 岡山県岡山市北区西古松西町７番１０１

岡山東古松南 岡山県岡山市北区東古松南町１－１４

岡山楢津 岡山県岡山市北区楢津９７６－１

岡山問屋町 岡山県岡山市北区問屋町２０－１０５

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

矢掛東町 岡山県小田郡矢掛町矢掛１８７８

倉敷玉島八島 岡山県倉敷市玉島八島１７２２－２

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

倉敷水江 岡山県倉敷市水江１１４番地１

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

倉敷福井 岡山県倉敷市福井６４－２

倉敷連島中央１丁目 岡山県倉敷市連島中央１－１－３６

総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１

店名 住所
安芸高田吉田高校前 広島県安芸高田市吉田町吉田大賀屋８４６－１

甲田町高田原 広島県安芸高田市甲田町高田原１０４５－１

安芸音戸波多見 広島県呉市音戸町波多見２丁目４５６３番地２５

呉市吉浦 広島県呉市吉浦潭鼓町１－１

呉市広塩焼 広島県呉市広塩焼１丁目１４－１４

呉市広支所前 広島県呉市広古新開２丁目３ー５

ハートインＪＲ広駅 広島県呉市広中町２－６

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

広島安芸中野東 広島県広島市安芸区中野５ー３ー４０

広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４

広島矢野東２丁目 広島県広島市安芸区矢野東２－２３－４

広島安東 広島県広島市安佐南区安東１丁目３－１７

広島西原９丁目 広島県広島市安佐南区西原９丁目１４－４

広島長楽寺 広島県広島市安佐南区長楽寺９４７－１

広島小河原町 広島県広島市安佐北区小河原町字寺林１５７０－１

広島五日市駅前 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２

広島高須駅前 広島県広島市西区庚午北２丁目２０番８号

広島光南１丁目 広島県広島市中区光南１丁目８７５番１７

広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３

広島上八丁堀 広島県広島市中区上八丁堀７－１

広島大手町５丁目 広島県広島市中区大手町５丁目６番１３

広島流川 広島県広島市中区流川町１番１８号

広島幟町東 広島県広島市中区幟町１－１０

広島宇品御幸 広島県広島市南区宇品御幸５－１６－８

広島皆実４丁目 広島県広島市南区皆実町４丁目２４－２０

広島出汐４丁目 広島県広島市南区出汐４丁目２－５

広島みわ 広島県三次市三和町上壱２４８５－１

大竹インター 広島県大竹市黒川１丁目８番３０号

竹原忠海 広島県竹原市忠海東町２丁目４－３０



黒瀬春日野 広島県東広島市黒瀬春日野２丁目１７－１

東広島志和堀 広島県東広島市志和町志和堀字青木３５３７－１

キヨスクＪＲ廿日市駅 広島県廿日市市駅前１‐１

廿日市下平良２丁目 広島県廿日市市下平良２丁目１－４４

廿日市大野更地 広島県廿日市市大野１８４７

廿日市木材港 広島県廿日市市木材港北６－４５

尾道御調 広島県尾道市御調町市２３６－１

尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道美ノ郷 広島県尾道市美ノ郷町本郷１０９４番１

備後府中高木町 広島県府中市高木町３６７－１

福山芦田町　　　　　 広島県福山市芦田町上有地３０７２

福山駅家町倉光 広島県福山市駅家町大字倉光１７－５

福山御船町 広島県福山市御船町１丁目１３番１号

福山松永町 広島県福山市松永町５丁目８番地８号

神辺川南 広島県福山市神辺町川南１０２８－１２

福山千田町 広島県福山市千田町２丁目３７番１９号

福山南蔵王２丁目 広島県福山市南蔵王町２丁目４－２

福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２

店名 住所
宇部恩田町５丁目 山口県宇部市恩田町５丁目５－７

宇部ひらき 山口県宇部市開３丁目１番１４号

宇部西平原 山口県宇部市西平原２丁目２２３３番１

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

宇部東梶返３丁目 山口県宇部市東梶返３丁目１１－３７

下関住吉 山口県下関市一の宮住吉３丁目６番３５号

下関王喜 山口県下関市王喜本町３丁目１７－７

下関球場前 山口県下関市蒲生野９５９－１

下関汐入 山口県下関市汐入町１－４

下関清末 山口県下関市清末千房２丁目１－２５号

下関市役所前 山口県下関市赤間町３丁目２９番地

下関竹崎４丁目 山口県下関市竹崎町４丁目１－３０

下関長府珠の浦 山口県下関市長府珠の浦町２１－１

下関競艇場前 山口県下関市長府松小田東町６番１５号

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関彦島水門 山口県下関市彦島本村町６丁目８３９－１２

周東町西長野 山口県岩国市周東町西長野１５０番地

岩国中津町 山口県岩国市中津町２－１６－２０

南岩国１丁目 山口県岩国市南岩国町１丁目２０－４５

岩国平田 山口県岩国市平田５丁目２８－１１

ハートインＪＲ岩国駅西口 山口県岩国市麻里布町１丁目１－１

岩国門前町 山口県岩国市門前町１丁目１８－２７

光市室積新開 山口県光市室積新開２丁目６０１７－７

山口維新公園 山口県山口市維新公園５丁目１－１

山口第一病院前 山口県山口市小郡下郷９３６－８



山口小郡御幸町 山口県山口市小郡御幸町６－３

山口平川 山口県山口市大字平井字久念田１４５０－２

山口湯田温泉３丁目 山口県山口市湯田温泉３丁目１－２６

山口上平井 山口県山口市平井３６７番地１

周南代々木通 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

周南二番町 山口県周南市二番町４１１６

新南陽市役所前 山口県周南市富田１丁目２－１３

周南富田 山口県周南市富田２７６４－１

長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１

萩金谷 山口県萩市大字椿字金谷２８１１－１

防府桑南 山口県防府市桑南１丁目１６－５１

防府大道 山口県防府市大字台道１０２４

店名 住所
阿南領家町 徳島県阿南市領家町走寄１００

三好池田町ウエノ 徳島県三好市池田町ウエノ３１２０番地１

四国大学 徳島県徳島市応神町古川字戎子野１２３－１

徳島大道４丁目 徳島県徳島市大道４丁目２３－２

美馬市美馬 徳島県美馬市美馬町字養泉３４－１

店名 住所
丸亀郡家町 香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２

高松一宮町 香川県高松市一宮町字池尻１１３－１

高松瓦町２丁目 香川県高松市瓦町２丁目３－８

高松今里 香川県高松市今里町１丁目１６－１

高松三谷町 香川県高松市三谷町字横内西１２５７番１

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

坂出駅南 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２番１

坂出川津町 香川県坂出市川津町５５番１

坂出北インター 香川県坂出市築港町１－８－３３

坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１

東かがわ湊 香川県東かがわ市湊字水入１３２７

店名 住所
今治蔵敷町１丁目 愛媛県今治市蔵敷町１丁目５－５

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１－１０

松山古三津３丁目 愛媛県松山市古三津３丁目３番７号

松山美沢 愛媛県松山市美沢１丁目８番５１号

いよてつ古町駅 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山問屋町 愛媛県松山市問屋町１６３番６

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

新居浜田所町 愛媛県新居浜市田所町２番３１号

店名 住所
香美八王子宮前 高知県香美市土佐山田町１２７－１

日高村本郷 高知県高岡郡日高村本郷１６５２－１

高知神田川橋 高知県高知市河ノ瀬町１４９－２４

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１



店名 住所
うきは千年 福岡県うきは市吉井町千年１２４－１

福岡遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町松の本２－１９－１

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

久留米上津町 福岡県久留米市上津町２３９９－１１

久留米荘島町 福岡県久留米市荘島町１６番地９

苅田磯浜町 福岡県京都郡苅田町磯浜町１丁目２２－５

古賀インター 福岡県古賀市新原７９１－２

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

糸島伊都の杜 福岡県糸島市伊都の杜１丁目３番１２号

前原高田１丁目 福岡県糸島市高田１丁目６－３０

糸島篠原東３丁目 福岡県糸島市篠原東３丁目１－１８

前原波多江 福岡県糸島市波多江駅南１丁目６－１２

宗像王丸 福岡県宗像市王丸字徳丸７６６番地８

宗像赤間駅前 福岡県宗像市赤間駅前２丁目３番１４号

春日塚原台 福岡県春日市塚原台１丁目１番１１

春日白水ヶ丘 福岡県春日市白水ヶ丘１－２６

志免南里７丁目 福岡県糟屋郡志免町南里７丁目１－１

篠栗和田 福岡県糟屋郡篠栗町和田１丁目９番３６号

新宮下府４丁目 福岡県糟屋郡新宮町下府４丁目８－２５

新宮東下府 福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－１７－５

太宰府坂本 福岡県太宰府市坂本２丁目２－１７

太宰府水城 福岡県太宰府市水城１丁目２２番１号

太宰府大佐野１丁目 福岡県太宰府市大佐野１丁目６１番

太宰府大佐野 福岡県太宰府市大佐野２丁目９－１５

大牟田三池工業高校前 福岡県大牟田市上官町４－１４７

大牟田笹林 福岡県大牟田市上町２丁目３番地１

大牟田倉永 福岡県大牟田市倉永１５２２

大牟田八江町 福岡県大牟田市八江町６０番１

中間垣生公園前 福岡県中間市大字垣生８４６－１

直方下境北 福岡県直方市大字下境３０３７－１

田川川崎町役場前 福岡県田川郡川崎町大字田原７５４－１

田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５番地１

赤池町 福岡県田川郡福智町赤池９４８－３

田川松原 福岡県田川市伊田４９２２－２

田川伊田 福岡県田川市大字伊田４５１７番１

八女中篭 福岡県八女市黒木町桑原８８９－１

飯塚鯰田 福岡県飯塚市大字鯰田２３３２－７

飯塚本町 福岡県飯塚市本町８番１号

飯塚鯰田上町 福岡県飯塚市鯰田１９５６番３

福岡徳永 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡姪浜駅西 福岡県福岡市西区内浜１－３－４３



福岡西新２丁目 福岡県福岡市早良区西新２－１０－１

福岡唐人町駅前 福岡県福岡市中央区今川１丁目１－２７

福岡清川１丁目 福岡県福岡市中央区清川１丁目１２－１

福岡舞鶴 福岡県福岡市中央区舞鶴１－１－３

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

福岡原田３丁目 福岡県福岡市東区原田３丁目９番１号

福岡香住ヶ丘２丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘２丁目４－１６

福岡若宮４丁目 福岡県福岡市東区若宮４丁目２０－４３

福岡塩原３丁目 福岡県福岡市南区塩原３丁目１６番１５号

福岡横手南町 福岡県福岡市南区横手南町２２－２５

博多銀天町３丁目 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目１－１

博多住吉橋 福岡県福岡市博多区住吉３丁目１８－１８

博多住吉４丁目 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１－２

博多千代１丁目 福岡県福岡市博多区千代１ー２９ー２１

博多那珂６丁目 福岡県福岡市博多区那珂６丁目１－８

博多駅前通 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２６－１

戸畑夜宮３丁目 福岡県北九州市戸畑区夜宮３丁目３－３６

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

北九州空港 福岡県北九州市小倉南区空港北町６番地

小倉沼本町 福岡県北九州市小倉南区沼本町３丁目１－１８

小倉井堀４丁目 福岡県北九州市小倉北区井堀４丁目５番１９号

小倉工業高校前 福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目１－１６

小倉上到津４丁目 福岡県北九州市小倉北区上到津４丁目１２番３号

小倉竪町 福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目６番１３号

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

八幡三ケ森電停前 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３丁目１６番１０号

八幡西曲里町 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

八幡西本町４丁目 福岡県北九州市八幡東区西本町４丁目２－１６

門司港松本 福岡県北九州市門司区栄町１１－１６

店名 住所
伊万里黒川 佐賀県伊万里市黒川町黒塩字飛石２１０９番２

嬉野大草野 佐賀県嬉野市塩田町大字大草野３８－１

有明竜王駅前 佐賀県杵島郡白石町大字坂田２７４－５

佐賀福富 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分１０６４－１

佐賀駅前中央２丁目 佐賀県佐賀市駅前中央２丁目１０－４１

佐賀大和川上 佐賀県佐賀市大和町大字川上４２４－１

佐賀大和町 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３９－３

神埼吉田 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２７７０番１

有田下本 佐賀県西松浦郡有田町下本字北下原乙２５８１－８

鳥栖幸津町 佐賀県鳥栖市幸津町字上川原１４３－１

唐津徳須恵 佐賀県唐津市北波多徳須恵１１７１－１

店名 住所
佐世保愛宕町 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２



佐世保上原町 長崎県佐世保市上原町１０９２－２

佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

佐世保天神 長崎県佐世保市天神５丁目２１９１番１

大村富の原２丁目 長崎県大村市富の原２丁目２１９－１

長崎小浦町 長崎県長崎市小浦町４番地２

店名 住所
芦北インター 熊本県葦北郡芦北町大字佐敷４２４

宇城小川駅前 熊本県宇城市小川町川尻字北古川１６７－１

九州道山江ＳＡ上り 熊本県球磨郡山江村大字山田丁字蕨野２４８０－１７

岱明町高道 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１

熊本下通２丁目 熊本県熊本市中央区下通２丁目２－２９

熊本上通りアーケード 熊本県熊本市中央区上通町９番１号

熊本大江５丁目 熊本県熊本市中央区大江５丁目８番１１号

熊本坪井２丁目 熊本県熊本市中央区坪井２丁目１０番１号

熊本八王寺町 熊本県熊本市中央区八王寺町４０－２

荒尾水野 熊本県荒尾市水野北天堤１８４１－１

水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８

天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号

天草知ケ崎 熊本県天草市志柿町５３９１ー３

氷川栫 熊本県八代郡氷川町栫１４－１

八代松高小学校前 熊本県八代市永碇町８４９ー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

八代海士江町 熊本県八代市海士江町２３２８－７

八代宮地町 熊本県八代市宮地町字二反田２０４７番

八代高下西町 熊本県八代市高下西町１２５８

八代千丁町 熊本県八代市千丁町古閑出７８５－１

八代田中西町 熊本県八代市田中西町１－１

八代田中北町 熊本県八代市田中北町１７－１４

八代毘舎丸 熊本県八代市毘舎丸町２９７

八代本野町 熊本県八代市本野町字道善寺２５５６－１

店名 住所
宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田３１－１

宇佐神宮前 大分県宇佐市大字北宇佐字田中１６０１－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

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

玖珠大隈 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈１７３－１

大分下郡東 大分県大分市下郡東１丁目６番７号

大分山津町２丁目 大分県大分市山津町２丁目６－１７

大分インター 大分県大分市大字三芳１０７３－１

大分中央町４丁目 大分県大分市中央町４丁目５番

大分都町２丁目 大分県大分市都町２丁目２－３２

中津豊田町 大分県中津市大字島田字村田４６７番２

中津東浜 大分県中津市大字東浜１０７４－１



中津今津大橋 大分県中津市鍋島７７９－１

津久見港町 大分県津久見市中央町７６０番地１２１

日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２

由布庄内小野屋 大分県由布市庄内町東長宝４２０－１

湯布院湯の坪 大分県由布市湯布院町川上３０１１番地４

湯布院川上 大分県由布市湯布院町川上３７３６－１

由布向原 大分県由布市挾間町向原２９４－１

店名 住所
宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目１番

佐土原広瀬中学校前 宮崎県宮崎市佐土原町下田島袋２０２９８－５７

高鍋北高鍋 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２８－３

西都右松 宮崎県西都市右松１９３７番地１

西都調殿 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

都城たからニュータウン入口 宮崎県都城市平塚町３１３２番地１

店名 住所
産業道路宇宿 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２８－２８

鹿児島桜ヶ丘２丁目 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘２丁目２９番１０

鹿児島下福元町 鹿児島県鹿児島市西谷山２丁目１８番１号

末吉諏訪方 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８００９－１

伊集院徳重 鹿児島県日置市伊集院町徳重字下馬場４３８番１

店名 住所
うるま西原 沖縄県うるま市字西原５４－３

沖縄諸見里１丁目 沖縄県沖縄市諸見里１丁目２４番１号

沖縄照屋２丁目 沖縄県沖縄市照屋２丁目２４番３号

宜野湾我如古４丁目 沖縄県宜野湾市我如古４丁目５８１番

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

那覇一日橋 沖縄県那覇市字上間２８６－１

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１－２９－２

那覇楚辺 沖縄県那覇市樋川１丁目３６－１

那覇新都心銘苅 沖縄県那覇市銘苅２丁目４－３０

名護宇茂佐の森２丁目 沖縄県名護市宇茂佐の森２丁目１４－２

名護真喜屋 沖縄県名護市真喜屋７９９番１


