
店名 住所
愛川角田 神奈川県愛甲郡愛川町角田２４５３－１

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

愛川中津北 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１９０６－３

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

綾瀬寺尾中１丁目 神奈川県綾瀬市寺尾中１丁目５－２２

綾瀬早川 神奈川県綾瀬市深谷上１－６－５

綾瀬大上３丁目 神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３

伊勢原笠窪 神奈川県伊勢原市笠窪３５２番地１

伊勢原高森 神奈川県伊勢原市高森７６９－１６

伊勢原高森２丁目 神奈川県伊勢原市高森２丁目４番１８号

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

伊勢原池端 神奈川県伊勢原市池端４１９－１５

横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１

横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９

横須賀浦賀駅前 神奈川県横須賀市浦賀１－１－３

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

久里浜 神奈川県横須賀市久里浜６丁目３番７号

横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２－２－７

横須賀北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町１－９－２０

横須賀根岸町５丁目 神奈川県横須賀市根岸町５丁目１８－１

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

横須賀舟倉 神奈川県横須賀市舟倉２丁目６３３番１

横須賀須軽谷 神奈川県横須賀市須軽谷９９３－１

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字庚申下１０８９番２

横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５

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

横須賀林５丁目 神奈川県横須賀市林５丁目７－２７

横浜さちが丘西 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８－５

横浜今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４３－１

横浜四季美台 神奈川県横浜市旭区四季美台３７番２

横浜市沢町 神奈川県横浜市旭区市沢町３００－２

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２丁目 神奈川県横浜市旭区上白根２丁目６１－４６
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③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



横浜希望ヶ丘駅南 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１３１

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

横浜東希望が丘 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０５－３

南本宿 神奈川県横浜市旭区南本宿町４１番１

横浜二俣川駅南口 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目６２番６

横浜本村南 神奈川県横浜市旭区本村町２７－１１

横浜森２丁目 神奈川県横浜市磯子区森２－４－１

屏風ヶ浦駅前 神奈川県横浜市磯子区森３丁目７９０番１

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

横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１

横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－２２－２６

横浜栄上郷町 神奈川県横浜市栄区上郷町１６６－１

横浜栄紅葉橋 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３－１

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

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　

京急ＳＴ富岡 神奈川県横浜市金沢区富岡西７－１－１

横浜富岡東４丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡東４－３－４８

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４丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－４０－１２

横浜戸塚旭町通り 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１６－４

横浜日の森 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１６４５

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

横浜戸塚平戸東海道 神奈川県横浜市戸塚区平戸１丁目１番１号

横浜港南台 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－２７

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

横浜東芹が谷 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１１－２１

横浜日野５丁目 神奈川県横浜市港南区日野５－３－８

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２丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目１９－２１

横浜綱島東６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東６－３－４０

横浜高田小学校入口 神奈川県横浜市港北区高田東３丁目３６－７

横浜岸根公園 神奈川県横浜市港北区篠原西町２３ー１７

北新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新羽町５４２－１

横浜新羽町 神奈川県横浜市港北区新羽町２１８２－１

新横浜インター 神奈川県横浜市港北区新羽町字南上町１１２０－７

新横浜２丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１８

横浜菊名駅前 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１９９イ

横浜妙蓮寺 神奈川県横浜市港北区仲手原２－２２

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



横浜日吉中央通り 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－２０－１２

横浜浦島町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町２－４

横浜新子安１丁目 神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目７－１３

横浜内路 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－２２－１３

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

横浜白楽駅前 神奈川県横浜市神奈川区白楽１２１

横浜六角橋 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－８－７

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

横浜阿久和南４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－１４－３

横浜下瀬谷２丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２丁目１１－５

横浜瀬谷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４２－６

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

横浜野村ビル 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－１

横浜みなとみらい６丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目３番４号

横浜戸部 神奈川県横浜市西区戸部町５ー１８９

横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番Ｂ１号

そごう横浜Ｂ１ 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１

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

京急ＳＴみなとみらい横浜南改札 神奈川県横浜市西区南幸１－１－１

横浜南幸２丁目 神奈川県横浜市西区南幸２－２０－１１

横浜北幸中央 神奈川県横浜市西区北幸２－１－７

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１丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１－１２

横浜あざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－２５－２

横浜みたけ台 神奈川県横浜市青葉区みたけ台４５－２０

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

横浜鉄町北 神奈川県横浜市青葉区鉄町１７６０－１

横浜田奈 神奈川県横浜市青葉区田奈町２９－２５

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

横浜こどもの国 神奈川県横浜市青葉区奈良町１０８４

横浜梅が丘 神奈川県横浜市青葉区梅が丘７番地７

横浜泉桂坂 神奈川県横浜市泉区桂坂１５－４

横浜泉上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町２０５０－１

横浜緑園６丁目 神奈川県横浜市泉区緑園６－１－１６

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

横浜伊勢佐木町７丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５４－２

横浜桜木町駅前 神奈川県横浜市中区花咲町２－６４

横浜元浜町３丁目 神奈川県横浜市中区元浜町３丁目２３



横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１

横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町２７３

横浜山手本牧通り 神奈川県横浜市中区上野町１－２７－１

横浜上野町 神奈川県横浜市中区上野町２－９５

横浜太田町３丁目 神奈川県横浜市中区太田町３ー３６

横浜大和町 神奈川県横浜市中区大和町１丁目５番地１

横浜下末吉１丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－２７－１５

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

三ツ池 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６－２５－４５

横浜鷹野橋 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５ー１７ー２８

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

鶴見市場富士見町 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１－１４

横浜尻手３丁目 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目６－８

横浜新鶴見橋 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目３４３－１

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

横浜鶴見中央４丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３０－１

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

横浜北寺尾７丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－８－６

横浜尻手駅前 神奈川県横浜市鶴見区矢向４丁目３－６

横浜荏田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田南１－１－８５

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

横浜都筑桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木３番３

横浜勝田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区勝田南１－２－１５

横浜大棚町 神奈川県横浜市都筑区大棚町３８５

横浜池辺町薮根 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２３９－２

横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９

横浜センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１

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丁目２番２０

横浜仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－６

横浜井土ヶ谷下町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２８－３６

横浜井土ヶ谷中町 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１－１７

横浜永田東２丁目 神奈川県横浜市南区永田東２－１０－１４

横浜南太田駅前 神奈川県横浜市南区南太田１－６－１３

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

横浜上菅田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町５７６

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

ＮＲＩタワー２０Ｆ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４番地

横浜星川駅南 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川１丁目３－２０



横浜西谷町 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷三丁目２－３

横浜川辺町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－１

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

横浜帷子町２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－１０５

横浜中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町６８－１

横浜十日市場西 神奈川県横浜市緑区十日市場町８７１番１

横浜十日市場東 神奈川県横浜市緑区十日市場町９０２番地１

横浜長津田駅前 神奈川県横浜市緑区長津田５－５－２０

小田急マルシェ海老名 神奈川県海老名市めぐみ町１番１号

海老名あゆみ橋 神奈川県海老名市河原口２－１１－１９

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

海老名中央２丁目 神奈川県海老名市中央２丁目１１番９号

海老名中新田２丁目 神奈川県海老名市中新田２丁目１７番２２号

鎌倉深沢 神奈川県鎌倉市梶原１ー５ー２１

鎌倉岩瀬 神奈川県鎌倉市岩瀬３２５－１

鎌倉小町２丁目 神奈川県鎌倉市小町２－１６－２７

鎌倉市役所通り 神奈川県鎌倉市常盤６５５

鎌倉小袋谷 神奈川県鎌倉市大船３－３－５

鎌倉大船６丁目 神奈川県鎌倉市大船６－５－４１

茅ヶ崎駅北口 神奈川県茅ヶ崎市元町１－１

茅ヶ崎松林２丁目 神奈川県茅ヶ崎市松林２丁目１６－３８

茅ヶ崎新栄町 神奈川県茅ヶ崎市新栄町７番２号

茅ヶ崎美住町 神奈川県茅ヶ崎市美住町６－７

茅ヶ崎本村３丁目 神奈川県茅ヶ崎市本村３－５－５７

厚木愛甲石田駅前 神奈川県厚木市愛甲１丁目３番１号

厚木旭町西 神奈川県厚木市旭町１－１５－１３

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

厚木恩名片岸 神奈川県厚木市恩名字片岸１５０９番１

三田 神奈川県厚木市下荻野２１８８－１

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

厚木妻田西２丁目 神奈川県厚木市妻田西２丁目１－１７

厚木妻田 神奈川県厚木市妻田東３－８－６

厚木妻田北３丁目 神奈川県厚木市妻田北３－３７－２１

厚木三田中央 神奈川県厚木市三田２７１２－１

厚木七沢北 神奈川県厚木市七沢１２６４－５

厚木寿町１丁目 神奈川県厚木市寿町１－６－１

厚木中荻野 神奈川県厚木市中荻野１５８－２

厚木中町３丁目 神奈川県厚木市中町３丁目１４－１２

厚木中町４丁目 神奈川県厚木市中町４－５－１１

寒川駅前 神奈川県高座郡寒川町岡田２－１－３５

寒川倉見南町 神奈川県高座郡寒川町倉見１６４７番地



座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間相模が丘１丁目 神奈川県座間市相模が丘１－１８－５５

座間相模が丘南 神奈川県座間市相模が丘４－７４－１０

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３丁目 神奈川県座間市入谷西３－９－１０

座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０

座間入谷５丁目 神奈川県座間市入谷東４丁目５８番３０号

葉山一色 神奈川県三浦郡葉山町一色１８１８

葉山町長柄 神奈川県三浦郡葉山町長柄１２８５－２

葉山木古庭 神奈川県三浦郡葉山町木古庭６４６

三浦海岸 神奈川県三浦市南下浦町上宮田１４６１－２

小田原ダイヤ街 神奈川県小田原市栄町２丁目９－９

小田原下堀 神奈川県小田原市下堀１８４－２

小田原栢山 神奈川県小田原市栢山３３２７－１

小田原桑原北 神奈川県小田原市桑原６２９番１

小田原国府津西 神奈川県小田原市国府津２７６９

小田原寿町町田 神奈川県小田原市寿町３－２－６

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

小田原酒匂 神奈川県小田原市西酒匂２ー９ー１８

小田原曽我 神奈川県小田原市曽我谷津７０９－１

小田原早川 神奈川県小田原市早川３－２２－８

小田原中里 神奈川県小田原市中里１７４

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

小田原飯田岡駅南 神奈川県小田原市飯田岡６１７－１

小田原別堀 神奈川県小田原市別堀９６－８

小田原蓮正寺 神奈川県小田原市蓮正寺３０７－１

秦野戸川 神奈川県秦野市戸川３６５－１

秦野寿町 神奈川県秦野市寿町２２３４－１

秦野鶴巻南２丁目 神奈川県秦野市鶴巻南２－１１－６

秦野出雲大社入口 神奈川県秦野市平沢１２８１－２

秦野文化会館通り 神奈川県秦野市堀西１２－１

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

逗子桜山３丁目 神奈川県逗子市桜山３－４－２７

逗子小坪 神奈川県逗子市小坪７丁目７－１６

逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５－１０－３５

川崎宮前 神奈川県川崎市宮前区宮崎６－８－６

川崎鷺沼中央 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－２－１

川崎鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－２－１

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

川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区西野川１－５－４６

川崎宮前平駅西 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－２



川崎有馬７丁目 神奈川県川崎市宮前区有馬７丁目１２－１

古市場 神奈川県川崎市幸区古市場１－３２

川崎戸手町 神奈川県川崎市幸区戸手４－１－１７

川崎小向 神奈川県川崎市幸区小向西町３－１２

川崎夢見ヶ崎 神奈川県川崎市幸区小倉２－２－１１

川崎小倉３丁目 神奈川県川崎市幸区小倉３丁目８０８番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３丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－８－２０

川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２

川崎津田山 神奈川県川崎市高津区下作延７－２－５

川崎梶ケ谷３丁目 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷３－６－１

川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８

川崎溝の口駅南口 神奈川県川崎市高津区溝口１－１－３０

川崎溝の口中央 神奈川県川崎市高津区溝口３－１－２４

川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６

川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２－１１－１６

二子新地 神奈川県川崎市高津区二子２丁目７番２３号

川崎二子 神奈川県川崎市高津区二子６－１－７

川崎二子６丁目 神奈川県川崎市高津区二子６丁目６－１

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

川崎京町１丁目 神奈川県川崎市川崎区京町１－１１－１７

京急ＳＴウイングキッチン川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目３番地１号

京急ＳＴ川崎中央改札前 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目３－１

川崎砂子１丁目 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目７－１

川崎四谷上町北 神奈川県川崎市川崎区四谷上町７－１１

川崎四谷上町 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１８－８

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７丁目 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目２－２

川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３

川崎大島東 神奈川県川崎市川崎区大島５－３１－１５

川崎渡田１丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１－１８

川崎市電通り 神奈川県川崎市川崎区渡田新町２丁目８番２

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

川崎日進町西 神奈川県川崎市川崎区日進町３６－３

川崎浜町３丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町３－８－２２

川崎堰 神奈川県川崎市多摩区堰３ー５ー５

川崎三田１丁目 神奈川県川崎市多摩区三田１丁目１－７

向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０

川崎宿河原 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－１８－２

川崎菅１丁目 神奈川県川崎市多摩区菅１－６－５

川崎菅６丁目 神奈川県川崎市多摩区菅６－５－７



川崎中野島４丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島４丁目２２－１１

川崎長沢４丁目 神奈川県川崎市多摩区長沢４－２７－４

小田急登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸２４１７

川崎井田三舞町 神奈川県川崎市中原区井田三舞町６－４２

川崎下小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区下小田中１－１９－１２

川崎中原 神奈川県川崎市中原区下小田中１－３２－５

武蔵中原駅前 神奈川県川崎市中原区下小田中２－４－１

川崎下小田中東 神奈川県川崎市中原区下小田中３丁目７－１５

川崎下小田中 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１

新丸子 神奈川県川崎市中原区丸子通１－６３６

川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４－１０－８

川崎今井仲町 神奈川県川崎市中原区今井仲町４－２５

川崎小杉陣屋町２丁目 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２－６－２８

川崎中原区役所前 神奈川県川崎市中原区小杉町３－２４７－１

川崎山王町１丁目 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１－８６５－１

川崎神地 神奈川県川崎市中原区上小田中６－５１－１６

グランツリー武蔵小杉前 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１１１番１４

川崎武蔵小杉駅前 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１２００

川崎新城 神奈川県川崎市中原区新城１０２２－１

川崎木月伊勢町 神奈川県川崎市中原区木月伊勢町９－２０

川崎下麻生団地 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－３５－１

川崎よみうりランド前 神奈川県川崎市麻生区細山６－３－６

川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１

川崎柿生駅南口 神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目４７７番１

相模原横山３丁目 神奈川県相模原市中央区横山３－３２－６

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

相模原淵野辺駅南口 神奈川県相模原市中央区鹿沼台１丁目１３番５号

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

相模原上溝３丁目 神奈川県相模原市中央区上溝３－６－４１

相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９

相模原田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７３７－２

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

相模原南橋本２丁目 神奈川県相模原市中央区南橋本２－２－１１

相模原淵野辺３丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目６番１８号

相模原矢部 神奈川県相模原市中央区矢部３－４－６

相模原下溝 神奈川県相模原市南区下溝３１４－１

相模原古淵３丁目 神奈川県相模原市南区古淵３－３３－６

相模原相南１丁目 神奈川県相模原市南区相南１丁目２－８１

相模原サウザンロード 神奈川県相模原市南区相模台２－１－５

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

相模大野駅北 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１８番１０号

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

相模大野駅南 神奈川県相模原市南区相模大野７－２４－１５

相模原東林間３丁目 神奈川県相模原市南区東林間３丁目１５－１７

小田急相模原 神奈川県相模原市南区南台３－２０－１

小田急文京１丁目 神奈川県相模原市南区文京１丁目７０３番１４

７ＦＳ北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１

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６丁目 神奈川県相模原市緑区橋本６－１２－４

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

城山原宿２丁目 神奈川県相模原市緑区原宿２－８－３

相模原城山小倉橋前 神奈川県相模原市緑区小倉４０９－４

相模原大沢 神奈川県相模原市緑区上九沢２７２－５

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

相模原橋本駅東 神奈川県相模原市緑区東橋本１－２４－１５

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

相模湖インター 神奈川県相模原市緑区与瀬７１４

湯河原城堀 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀字森下６２番１

箱根湯本 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３２１

開成町牛島 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１丁目１番地１

開成町円通寺 神奈川県足柄上郡開成町円通寺１８０－１

開成町宮台 神奈川県足柄上郡開成町宮台１１５６番地

松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

中井町遠藤 神奈川県足柄上郡中井町遠藤２６８－１２

大和トラックステーション 神奈川県大和市上草柳５８８

大和上和田 神奈川県大和市上和田１８２６－１

大和鶴間駅西口 神奈川県大和市西鶴間１－１－１

大和東３丁目 神奈川県大和市大和東３丁目４－１７

小田急マルシェ大和 神奈川県大和市中央１丁目１－２６

大和中央５丁目 神奈川県大和市中央５－３－１８

大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１

大和鶴間駅東口 神奈川県大和市鶴間１－３１－３

大和福田１丁目 神奈川県大和市福田１丁目１－１

大和林間２丁目 神奈川県大和市林間２－２－１

大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷５３９－４

藤沢羽鳥 神奈川県藤沢市羽鳥３－１－３９

藤沢葛原 神奈川県藤沢市葛原２１０４

小田急六会日大前 神奈川県藤沢市亀井野１－１－１

藤沢亀井野北 神奈川県藤沢市亀井野３８６－１

藤沢亀井野 神奈川県藤沢市亀井野２４７０

藤沢亀井野南 神奈川県藤沢市亀井野字渋沢３２０９番１

鵠沼海岸 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１－１２



藤沢片瀬山 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１

藤沢石川３丁目 神奈川県藤沢市石川３－１－２

藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４

藤沢村岡東 神奈川県藤沢市村岡東１丁目２－３

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７２６４－９

藤沢辻堂駅東 神奈川県藤沢市辻堂新町１丁目２－２２

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

藤沢辻堂北口大通り 神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２－１

藤沢辻堂太平台２丁目 神奈川県藤沢市辻堂太平台２－９－８

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

藤沢遊行通り 神奈川県藤沢市藤沢６８－１

藤沢駅前 神奈川県藤沢市藤沢１０８

藤沢片瀬５丁目 神奈川県藤沢市片瀬５－１１－６

藤沢片瀬 神奈川県藤沢市片瀬３３９－４

藤沢片瀬海岸１丁目 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１１－３２

南足柄岩原 神奈川県南足柄市岩原２９３－１

南足柄千津島 神奈川県南足柄市千津島３００１番地４

平塚下島 神奈川県平塚市下島９０－１

平塚久領堤 神奈川県平塚市久領堤７－３２

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

平塚上平塚 神奈川県平塚市上平塚４－３８

平塚代官町 神奈川県平塚市代官町１１－３６

平塚中原２丁目 神奈川県平塚市中原２丁目１－２８

平塚中原北 神奈川県平塚市中原２丁目８－２１

平塚中里 神奈川県平塚市中里２３番１号

平塚桃浜町 神奈川県平塚市桃浜町２５－２３

平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６

店名 住所
下越京ヶ瀬 新潟県阿賀野市姥ケ橋字町道下４５６

燕井土巻 新潟県燕市井土巻２丁目６３番

下越吉田下粟生津 新潟県燕市下粟生津２４２８－１

燕吉田法花堂 新潟県燕市吉田法花堂２２２８－１

燕笈ケ島 新潟県燕市笈ケ島２０３６－３

分水学校町 新潟県燕市分水学校町２－１－１２

燕桜町 新潟県燕市杣木３１９４番

魚沼広神下田 新潟県魚沼市下田３２５－１

小出沢田 新潟県魚沼市佐梨１１１５

魚沼小出病院前 新潟県魚沼市小出島字古屋敷７５０番地２

五泉寺沢 新潟県五泉市寺沢３丁目１０９３－１

五泉石曽根 新潟県五泉市石曽根愛宕原新３５番

五泉本田屋 新潟県五泉市本田屋字本田屋４４５４番１

三条上保内 新潟県三条市上保内字砂押甲７５９－１



三条新堀 新潟県三条市新堀１７５１－１

三条西裏館 新潟県三条市西裏館２丁目３９９－１

三条中新 新潟県三条市中新３２番６８号

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

中越栄町北潟 新潟県三条市北潟２８７－１

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

十日町下条 新潟県十日町市下条３丁目４４８－１

十日町下島 新潟県十日町市字樋越寅乙３８７番地１

十日町中条 新潟県十日町市中条甲９０３

十日町本町 新潟県十日町市本町６の一丁目３８１－１

上越稲田 新潟県上越市稲田４丁目５－２４

上越下門前南 新潟県上越市下門前１８２０

上越五智１丁目 新潟県上越市五智１丁目１３番６号

上越三田 新潟県上越市三田新田３９４－１

上越下源入 新潟県上越市春日新田５丁目７３－１

直江津駅前通り 新潟県上越市中央１丁目９番３号

上越高田インター 新潟県上越市中田原１５３－２

上越北城 新潟県上越市北城町３丁目３３０－２

上越本町７丁目 新潟県上越市本町７丁目４－２４

上越名立 新潟県上越市名立区名立大町３９７０

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

新潟亀田四ツ興野 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野１－１－３７

新潟元町 新潟県新潟市江南区元町３丁目３０９

新津東町 新潟県新潟市秋葉区新津東町１丁目２４０－２

新潟松野尾 新潟県新潟市西蒲区松野尾４１２０－１

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３０１２－２

新潟坂井 新潟県新潟市西区坂井字村上９２６番１

新潟寺尾台２丁目 新潟県新潟市西区寺尾台２丁目７５７番２

新潟上新栄町 新潟県新潟市西区上新栄町５丁目５８２７番５６

新潟駅ＣｏＣｏＬｏ西館 新潟県新潟市中央区花園１丁目９６－４７

新潟高校前 新潟県新潟市中央区関屋下川原町２丁目５１番

新潟寄居町 新潟県新潟市中央区寄居町３４４－１

新潟山二ツ 新潟県新潟市中央区山二ツ５－２－１５

新潟神道寺 新潟県新潟市中央区神道寺１丁目８５番１

新潟鳥屋野２丁目 新潟県新潟市中央区鳥屋野２丁目１７－２１

新潟駅前 新潟県新潟市中央区東大通１丁目５－４６

新潟弁天１丁目 新潟県新潟市中央区弁天１丁目２番４号

新潟弁天橋 新潟県新潟市中央区弁天橋通１丁目１５４７－１

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



新潟牡丹山 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目２４－２

新潟幸栄 新潟県新潟市東区幸栄３－１０－１７

新潟東中野山 新潟県新潟市東区東中野山６丁目２番３号

新潟臼井 新潟県新潟市南区臼井３４０－１

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

新潟味方中央 新潟県新潟市南区味方１５９１番地

新潟すみれ野 新潟県新潟市北区すみれ野２－１９－３６

新潟松浜６丁目 新潟県新潟市北区松浜６丁目１０－１

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字尾山７３３－２

新潟木崎 新潟県新潟市北区木崎字尾山前８６３－５

新発田中井 新潟県新発田市長畑４９４－１

村上荒川 新潟県村上市佐々木１０７８－１

村上肴町 新潟県村上市肴町１７８８－１

村上インター 新潟県村上市上助渕字谷地１８３９－１

村上南町 新潟県村上市南町２－３－２１

神林牧目 新潟県村上市牧目１２７２－１

村上神林インター 新潟県村上市牧目字中澤４７１－１

胎内長橋 新潟県胎内市長橋上３４－１

津南町正面 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡１１１８－１

長岡宮関 新潟県長岡市宮関４丁目１１－４７

長岡小国町 新潟県長岡市小国町七日町字中川原２６９７－２

長岡上岩井 新潟県長岡市上岩井字山の下９９７－２

長岡上富岡 新潟県長岡市上富岡１丁目２０番

長岡摂田屋 新潟県長岡市摂田屋１－４－３７

長岡大山 新潟県長岡市大山２ー２４０ー１

阿賀三川 新潟県東蒲原郡阿賀町石間３８８１番地４

越後湯沢西口 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４５０

魚沼基幹病院 新潟県南魚沼市浦佐４１３２番地

中越大和北里通り 新潟県南魚沼市黒土新田４３５－１

南魚沼坂戸 新潟県南魚沼市坂戸字道下２９８番地１

中越塩沢中央 新潟県南魚沼市中字天小３９０－１

南魚沼余川 新潟県南魚沼市余川１７４８－３

柏崎豊田橋 新潟県柏崎市山本９４６－２

柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

聖籠真野 新潟県北蒲原郡聖籠町大字真野字聖籠山１３９５－１

妙高下町 新潟県妙高市下町７８０－２

上越新井国賀 新潟県妙高市栗原２丁目１番３号

妙高栗原 新潟県妙高市栗原５丁目８２１番１７

妙高姫川原 新潟県妙高市大字姫川原８０５

店名 住所
安曇野穂高 長野県安曇野市穂高２６２９－２

西穂高 長野県安曇野市穂高８１４８－１

安曇野穂高柏原 長野県安曇野市穂高柏原２８２８－２



穂高富田 長野県安曇野市穂高有明９９９７－１

長野県立こども病院前 長野県安曇野市豊科１４４７－１

安曇野豊科 長野県安曇野市豊科５４６８－１

安曇野インター 長野県安曇野市豊科田沢６９５９－１

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

伊那東春近車屋 長野県伊那市東春近５６－１

塩尻広丘野村 長野県塩尻市広丘野村２２２９

塩尻広丘吉田 長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１

塩尻吉田原 長野県塩尻市大字広丘吉田３３３０

松本歯科大学前 長野県塩尻市大字広丘郷原字上原１６５７番１

広丘駅前 長野県塩尻市大字広丘原新田２１５番地２０

塩尻日ノ出町 長野県塩尻市大門五番町７８－１

茅野安国寺 長野県茅野市宮川１９６０－１

茅野宮川 長野県茅野市宮川５７８８番１

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

駒ヶ根インター 長野県駒ヶ根市赤穂９２８－６

佐久臼田 長野県佐久市臼田城下４３ー１

信州望月 長野県佐久市協和１１６－１

佐久野沢 長野県佐久市取出町４７２－２

佐久新子田 長野県佐久市新子田東内池１６８０－６

佐久大沢 長野県佐久市大字大沢字原２９－１

佐久石神 長野県佐久市中込原田１２６８－１

佐久長土呂 長野県佐久市長土呂１１９５－１

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

信州青木村 長野県小県郡青木村大字村松字大沖沢１５３ー１

松本宮渕 長野県松本市宮渕１丁目３番３号

松本今井 長野県松本市今井１２７４－２

寿 長野県松本市寿中１－３７－１

松本新村 長野県松本市新村２３６９－１

松本清水 長野県松本市清水２－８－３０

松本下小俣 長野県松本市大字笹賀２００７番地４

松本小宮北 長野県松本市大字島内９９７番１

松本松栄町 長野県松本市大手２丁目９－１０

松本筑摩４丁目 長野県松本市筑摩４丁目１７－１

松本島内 長野県松本市島内４５９８－５

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

松本里山辺 長野県松本市里山辺１４２１番地１

松本南和田 長野県松本市和田中西原４４６８－２

宮田北 長野県上伊那郡宮田村８５－１

辰野伊那富 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富字神田２６７２－１



信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

南箕輪塩ノ井 長野県上伊那郡南箕輪村３６１－２

南箕輪春日街道 長野県上伊那郡南箕輪村５５３３－１５３

南箕輪神子柴 長野県上伊那郡南箕輪村７４１７－１

南箕輪大芝高原 長野県上伊那郡南箕輪村字トヒ石２２２１番２

箕輪バイパス 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３８５－１

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字東原田２６３番１

上田常田２丁目 長野県上田市常田２丁目１７－３

上田御所 長野県上田市大字御所字中満丁２８３ー１

上田小島 長野県上田市大字小島字池下２３９

上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１

上田原 長野県上田市大字上田原７１３

上田中央北 長野県上田市中央北２丁目３５５９－１０

しなの鉄道上田駅 長野県上田市天神１－１－１

下諏訪湖浜 長野県諏訪郡下諏訪町湖畔町６１５８－６

下諏訪赤砂 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂４４９５－１

諏訪高島 長野県諏訪市高島４丁目１４６９番１

諏訪上社前 長野県諏訪市大字中洲字扇田７１４番７

須坂春木町 長野県須坂市須坂９８０－１

須坂インター 長野県須坂市大字井上５６３－１

須坂馬場町 長野県須坂市大字須坂１２２９－１１

須坂南 長野県須坂市墨坂南２丁目３番４０号

戸倉 長野県千曲市磯部１０４５

千曲打沢 長野県千曲市大字打沢字大圦２６－１

千曲八幡 長野県千曲市大字八幡５８５０－１

戸倉内川 長野県千曲市内川８２３－１

大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１

中野市一本木 長野県中野市一本木３１４－１

信州中野 長野県中野市大字中野１７５３

中野市南宮 長野県中野市大字中野字南宮３５４－１

長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号

長野吉田２丁目 長野県長野市吉田２丁目４３６－３

長野工業高校前 長野県長野市差出南２－２７－８

長野三本柳 長野県長野市三本柳西２丁目４６

篠ノ井会 長野県長野市篠ノ井会７７４－１

長野村山 長野県長野市篠ノ井山布施８４８２

篠ノ井さいなみ団地 長野県長野市篠ノ井東福寺１３１４－５

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

長野若穂西 長野県長野市若穂川田領家１６８０ー１

長野大塚 長野県長野市青木島町大塚８６５－１

川中島中学校前 長野県長野市川中島町今里松木河原１２３－３



長野川中島駅前 長野県長野市川中島町上氷鉋１３６８－７

長野稲葉 長野県長野市大字稲葉１８６９－２

長野母袋 長野県長野市大字稲葉字日詰沖１４０４

ホクト文化ホール入口 長野県長野市大字栗田１６９－１

長野東和田 長野県長野市大字東和田９３５番地

長野南堀 長野県長野市大字南堀字槻井２２７－８

長野千歳町通り 長野県長野市南千歳１－３－６

長野二線路通り 長野県長野市南長野１３７４－１

長野山王 長野県長野市南長野北石堂町１２０９－２

長野古里 長野県長野市富竹８５５－１

長野平林 長野県長野市平林２丁目１１番４０号

長野豊野石 長野県長野市豊野町石字楷子田７４７－１

長野里島 長野県長野市里島１３

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 長野県東御市滋野字牧家乙２２８８番１

信州山形 長野県東筑摩郡山形村字東原１７２１ー１

坂北聖南 長野県東筑摩郡筑北村坂北４７７７－１

飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１

飯山木島 長野県飯山市大字木島６８２－１５

飯山秋津 長野県飯山市大字蓮字北原２４５番３

飯田上川路 長野県飯田市上川路９３２－１

飯田中村 長野県飯田市中村３７７－６

７ＦＳ軽井沢プリンスＳプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１１７８番７９８

軽井沢鳥井原 長野県北佐久郡軽井沢町長倉３６８６－１

木曽町日義 長野県木曽郡木曽町日義１６８３－１

店名 住所
甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１

竜王玉川 山梨県甲斐市玉川３０５－１

甲斐西八幡 山梨県甲斐市西八幡字梅の木６７６－１

甲斐中下条 山梨県甲斐市中下条５４４－７

甲斐長塚 山梨県甲斐市長塚２１４－１

甲斐敷島東町 山梨県甲斐市島上条字河原１８４－１

甲斐富竹新田 山梨県甲斐市富竹新田３９８－５

甲府丸の内２丁目 山梨県甲府市丸の内２丁目６－５

甲府貢川本町 山梨県甲府市貢川本町１８番１１号

甲府砂田町 山梨県甲府市砂田町２１０－１

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

甲府市城東４丁目 山梨県甲府市城東４丁目１３番７号

甲府音羽橋 山梨県甲府市千塚２－４－３９

甲府川田町 山梨県甲府市川田町８２７－１

甲府大手１丁目 山梨県甲府市大手１丁目１番４号

甲府大里 山梨県甲府市大里町１６６９－１



甲府富士見通り 山梨県甲府市湯村１丁目８番地２８

甲府蓬沢バイパスＳＳ 山梨県甲府市蓬沢町１０２９番１

山梨歌田 山梨県山梨市歌田２６

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

山梨万力 山梨県山梨市万力字足原田９９９－１

山梨上野原ＳＳ 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

大月初狩 山梨県大月市初狩町下初狩９４９

玉穂若宮北 山梨県中央市若宮４２－４

昭和西条南 山梨県中巨摩郡昭和町西条１９９－１

昭和西条 山梨県中巨摩郡昭和町西条２４９４－１０

笛吹一宮坪井 山梨県笛吹市一宮町坪井２６３－１

境川石橋 山梨県笛吹市境川町石橋７１６－１

石和温泉駅前 山梨県笛吹市石和町駅前３番５

笛吹高校前 山梨県笛吹市石和町下平井１２６－２

笛吹八代南 山梨県笛吹市八代町南１５８９－１

都留市駅前 山梨県都留市つる１－９－２

都留市役所前 山梨県都留市上谷２丁目１－１３

都留田原２丁目 山梨県都留市田原２－４－２２

若草加賀美 山梨県南アルプス市加賀美３０１２

南アルプス小笠原 山梨県南アルプス市小笠原３７４－１

山中湖インター 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－３８７

都留西桂町 山梨県南都留郡西桂町小沼２０８－４

韮崎一ツ谷 山梨県韮崎市一ツ谷１９３９－３

韮崎中田 山梨県韮崎市中田町中條１１６７－１

富士見バイパス中央 山梨県富士吉田市下吉田東１－１－２２

富士吉田上宿 山梨県富士吉田市上吉田５１－５

富士吉田昭和通り 山梨県富士吉田市上吉田東１丁目３－３

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

河口湖インター東 山梨県富士吉田市新西原４－１１－１９

長坂駅前通り 山梨県北杜市長坂町長坂上条２５７５－４８

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

滑川柳原 富山県滑川市柳原６５－１２

魚津吉島２丁目 富山県魚津市吉島２丁目１１０８

魚津釈迦堂１丁目 富山県魚津市釈迦堂１丁目１２－３

魚津上村木 富山県魚津市上村木２丁目９－２４

魚津インター 富山県魚津市本江字窪畑５４２

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

高岡牧野大橋 富山県高岡市中曽根１１８２番地

高岡内免３丁目 富山県高岡市内免３－３－２



高岡下老子 富山県高岡市福岡町下老子７２０

高岡野村北 富山県高岡市野村１５９７－１

黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１

射水朴木口 富山県射水市沖塚原７６

射水八塚 富山県射水市八塚字川田２６６－３

砺波千代 富山県砺波市千代１２８－６

南砺やかた 富山県南砺市やかた３９３

氷見窪 富山県氷見市窪１１１８－１

富山つばめ野 富山県富山市つばめ野１丁目３９

富山月岡６丁目 富山県富山市月岡町６丁目７１１－２

富山呉羽本町 富山県富山市呉羽町２４２３番地

富山上本町 富山県富山市上本町３－８

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

富山堀川本郷 富山県富山市堀字砂田割１５－１２

富山堀川町 富山県富山市堀川町４５０

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
加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

津幡横浜 石川県河北郡津幡町字横浜い１４７－１

金沢旭町２丁目 石川県金沢市旭町２丁目１００番

金沢鞍月４丁目 石川県金沢市鞍月４丁目１８１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

金沢京町 石川県金沢市京町２番２６号

金沢古府３丁目 石川県金沢市古府３丁目３３番地

ハートインＪＲ金沢駅 石川県金沢市広岡１丁目７番１号

金沢三池 石川県金沢市三池栄町２９３

金沢小金町 石川県金沢市小金町９－１７

金沢小坂町西 石川県金沢市小坂町西１１６

金沢泉野出町１丁目 石川県金沢市泉野出町１丁目１６－１７

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

金沢福増町 石川県金沢市福増町北１３８２－１

金沢平和町 石川県金沢市平和町２丁目９６番地

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１１０番

金沢問屋町２丁目 石川県金沢市問屋町２丁目８４－１



中能登羽坂 石川県鹿島郡中能登町羽坂の部１５番地１

小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５

白山安養寺 石川県白山市安養寺町ト６４番１

白山横江町 石川県白山市横江町１１６０－１

徳光ハイウェイオアシス 石川県白山市徳光町２３９８－１

白山八ツ矢町 石川県白山市八ツ矢町６１７－１

野々市押野１丁目 石川県野々市市押野１丁目３７６番

野々市住吉 石川県野々市市住吉町１４５－１

野々市本町６丁目 石川県野々市市本町６丁目１０－３０

野々市矢作北 石川県野々市市矢作４丁目１２番地

店名 住所
あわら市姫 福井県あわら市市姫４丁目１１０２番

越前塚町 福井県越前市横市町４字３－１

丸岡一本田福所 福井県坂井市丸岡町一本田福所２２字戸ウノ木町１０番１

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

鯖江石田上町 福井県鯖江市石田上町１６字３－１

勝山郡町 福井県勝山市郡町３丁目３１３番

敦賀山泉 福井県敦賀市山泉９号１０４

敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１

敦賀昭和町１丁目 福井県敦賀市昭和町１丁目１－４５

ハートインＪＲ敦賀駅 福井県敦賀市鉄輪町１丁目１番１９

福井下河北町 福井県福井市下河北町２－８－５

福井開発３丁目 福井県福井市開発３丁目１１１－１

福井経田１丁目 福井県福井市経田１丁目２１０

福井三十八社 福井県福井市三十八社町１０字４－１

福井清水町 福井県福井市三留町８－２－９

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

ハートインＪＲ福井駅 福井県福井市中央１－１－２５

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

福井米松２丁目 福井県福井市米松２丁目１番２８号

福井和田東 福井県福井市和田東２丁目９０２

店名 住所
磐田今之浦 静岡県磐田市今之浦３丁目１７－２

磐田天龍 静岡県磐田市天龍字蛭子森２７０番１

伊東中伊豆入口 静岡県伊東市荻３９７－１０

伊東吉田 静岡県伊東市吉田１３６番地１

伊東川奈 静岡県伊東市川奈１２２５－３２

伊豆修善寺瓜生野 静岡県伊豆市瓜生野１２８－１

掛川下垂木 静岡県掛川市下垂木２２４０ー１１

掛川葛川 静岡県掛川市葛川３４２－１

掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１



掛川弥生町 静岡県掛川市弥生町３番

掛川インター 静岡県掛川市矢崎町７－１

菊川加茂 静岡県菊川市加茂６２４５

菊川和田 静岡県菊川市和田４８０番１

新居町浜名 静岡県湖西市新居町浜名１８０－２

湖西新所原 静岡県湖西市新所原２－８０３－１

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

御殿場柴怒田 静岡県御殿場市柴怒田字シシヶ橋５２６－１

御殿場富士見原 静岡県御殿場市神山１８０３－３５

御殿場永原 静岡県御殿場市萩原字追分１３０３－１

御殿場塚原 静岡県御殿場市塚原９５－１

御殿場萩原南 静岡県御殿場市萩原５５０番地３

御殿場玉穂 静岡県御殿場市萩原９９７－１

陸上自衛隊板妻駐屯地 静岡県御殿場市板妻４０－１

御殿場かまど 静岡県御殿場市竈８４０－１

三島安久 静岡県三島市安久３７９－１

三島松本南 静岡県三島市松本２５５－１

三島谷田北 静岡県三島市谷田５３－１

三島谷田南 静岡県三島市谷田５０７－４９

三島中田町 静岡県三島市中田町１１－４

三島日の出町 静岡県三島市日の出町６－６

森町遠州森駅前 静岡県周智郡森町森字上新田８００－１

清水町玉川 静岡県駿東郡清水町玉川１６６－７

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 静岡県駿東郡長泉町中土狩２５８－１

長泉 静岡県駿東郡長泉町納米里１６９の８

沼津岡宮東 静岡県沼津市岡宮１００３－１

沼津本町 静岡県沼津市下本町３５

沼津リコー通り 静岡県沼津市高島町３－１１

沼津今沢 静岡県沼津市今沢５０８－３６

沼津寿町 静岡県沼津市寿町３－５

沼津のぼりみち通り 静岡県沼津市沼北町２丁目１１－３７

沼津大岡西 静岡県沼津市大岡８７９－１

沼津大岡 静岡県沼津市大岡１７４８－１

沼津駅前 静岡県沼津市大手町２丁目１－１

沼津大塚 静岡県沼津市大塚４１６

沼津白銀 静岡県沼津市白銀町７－１１

沼津米山町 静岡県沼津市米山町１３－５１

焼津越後島 静岡県焼津市越後島３６０－１

焼津１丁目 静岡県焼津市焼津１丁目４－５

焼津大島 静岡県焼津市大島字上５９７

焼津石津西 静岡県焼津市南部土地区画整理事業施工地区内第１２４街区１

焼津八楠４丁目 静岡県焼津市八楠４丁目１１－１９

吉田川尻 静岡県榛原郡吉田町川尻１９４０－１



裾野石脇 静岡県裾野市石脇１５２－１

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

新静岡インター 静岡県静岡市葵区下３１－３

静岡沓谷６丁目 静岡県静岡市葵区沓谷６－８－５

静岡紺屋町 静岡県静岡市葵区紺屋町１１－１７

静岡葵タワー 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番１

ＫＯＹＯ静岡県立こども病院 静岡県静岡市葵区漆山８６０

静岡上伝馬 静岡県静岡市葵区上伝馬１２－４１

静岡城東町 静岡県静岡市葵区城東町５９番１

静岡神明町 静岡県静岡市葵区神明町１０－２

静岡伝馬町 静岡県静岡市葵区伝馬町９－１

静岡平和３丁目 静岡県静岡市葵区平和３丁目３－１３

静岡向敷地 静岡県静岡市駿河区向敷地７６９－１

静岡古庄東 静岡県静岡市駿河区国吉田１丁目３－４０

静岡敷地 静岡県静岡市駿河区敷地１－２８－１８

清水下野西 静岡県静岡市清水区下野西１９３番１

清水月見町 静岡県静岡市清水区月見町１５番１

清水三保 静岡県静岡市清水区三保９２－２

清水西久保北 静岡県静岡市清水区西久保字壱町畑４６６番

清水村松原 静岡県静岡市清水区村松原３丁目１－１

清水中矢部町 静岡県静岡市清水区中矢部町２－７

東名清水インター 静岡県静岡市清水区八坂北１丁目１－６

清水飯田町 静岡県静岡市清水区飯田町１－１

袋井愛野東 静岡県袋井市愛野東１丁目１６－１１

袋井下山梨 静岡県袋井市下山梨字川田１８７６－２

袋井七ツ森 静岡県袋井市国本字大塚２７６０番３

袋井浅岡 静岡県袋井市浅岡３３３－１

袋井天神町 静岡県袋井市天神町１－３－７

袋井土橋 静岡県袋井市土橋３－１

藤枝駅前 静岡県藤枝市駅前２丁目８番１号

藤枝高柳 静岡県藤枝市高柳２丁目５番４号

藤枝大西町 静岡県藤枝市大西町３－１５－４

熱海網代 静岡県熱海市網代６２７－９１０

磐田国府台 静岡県磐田市国府台２３－４７

磐田小島 静岡県磐田市小島７８０－１

磐田新貝 静岡県磐田市新貝１５５５－３５

磐田森下 静岡県磐田市森下１００８－５

磐田ジュビロード 静岡県磐田市中泉４０１－１

磐田中野 静岡県磐田市中野２０８－５

磐田鳥之瀬 静岡県磐田市鳥之瀬６９

磐田富士見台 静岡県磐田市富士見台１３－１４

磐田豊島 静岡県磐田市豊島１３５４－１

浜松伊左地北 静岡県浜松市西区伊佐地町２２７０－１０



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

浜松西山 静岡県浜松市西区西山町字山神２８６－１３

浜松大平台２丁目 静岡県浜松市西区大平台２丁目１６－１５

浜松曳馬６丁目 静岡県浜松市中区曳馬６丁目１３－２０

浜松向宿２丁目 静岡県浜松市中区向宿２丁目３０－１

浜松高丘西 静岡県浜松市中区高丘西３丁目５８－１５

浜松高丘東 静岡県浜松市中区高丘東３－１４－７

浜松高町 静岡県浜松市中区高町１１５－３

浜松泉２丁目 静岡県浜松市中区泉２丁目２９－８

浜松船越町 静岡県浜松市中区船越町２番３号

浜松板屋町 静岡県浜松市中区板屋町２－１０２

浜松龍禅寺南 静岡県浜松市中区龍禅寺町７４４－３

天竜船明 静岡県浜松市天竜区船明６２街区２

浜松流通元町 静岡県浜松市東区下石田町３７１－１

浜松下石田町 静岡県浜松市東区下石田町１４３８－６

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

浜松長鶴町 静岡県浜松市東区長鶴町２４５－４

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

浜松参野町 静岡県浜松市南区参野町５２－１

浜北横須賀 静岡県浜松市浜北区横須賀１２８

浜北寺島 静岡県浜松市浜北区寺島３１６８－１

浜北美薗団地 静岡県浜松市浜北区東美薗１５３０

浜北尾野 静岡県浜松市浜北区尾野２０２－１

三ヶ日西天王町 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日９０１－２

浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町１９８－５

富士宮山宮南 静岡県富士宮市外神２１９１－９

富士宮西町 静岡県富士宮市西町５８４－２

富士宮大岩 静岡県富士宮市大岩４４１－１

富士宮朝霧高原 静岡県富士宮市猪之頭１１１８－４

富士宮東阿幸地 静岡県富士宮市東阿幸地６９０番

富士宮万野原西 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１

富士宮淀師 静岡県富士宮市淀師４８９－２－６

富士宮淀川町 静岡県富士宮市淀川町３３－１４

富士宮淀平町 静岡県富士宮市淀平町６８０

富士市横割 静岡県富士市横割２丁目１－１

富士市下横割 静岡県富士市下横割１３７－１

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

富士市荒田島 静岡県富士市荒田島町３６９１番１５１

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

富士市森島 静岡県富士市水戸島２－２１－９

富士市青葉町東 静岡県富士市青葉町７８

富士市青葉町 静岡県富士市青葉町５７８

富士市石坂 静岡県富士市石坂字高林４２０－３

富士市須津 静岡県富士市増川４６１－３

富士市富士川駅前 静岡県富士市中之郷７７５－１

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

富士市津田町 静岡県富士市津田町１２１番地１

富士市伝法片宿 静岡県富士市伝法片宿８８３－１

富士市南松野 静岡県富士市南松野字丸崎２１８５番３

富士市本市場北 静岡県富士市本市場町８２２

富士市本市場 静岡県富士市蓼原６６－４

富士市蓼原西 静岡県富士市蓼原字下本田１５３番１

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

牧之原菅ケ谷 静岡県牧之原市菅ケ谷字井原２３４番１

牧之原波津 静岡県牧之原市波津３７－２


