
店名 住所
甚目寺駅西 愛知県あま市甚目寺山之浦１４８番

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

愛西内佐屋町 愛知県愛西市内佐屋町佐屋河原２５－３

東郷諸輪木戸西 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字中木戸西３１１

東郷いこまい館前 愛知県愛知郡東郷町大字和合字東蚊谷９７－２

安城更生病院東 愛知県安城市安城町東広畔６９－３

安城宇頭茶屋町 愛知県安城市宇頭茶屋町道下１２番地２

安城作野 愛知県安城市篠目町作野８番１

安城小川町 愛知県安城市小川町御林６３－３

安城新田町 愛知県安城市新田町郷東１０８－４

安城デンパーク東 愛知県安城市赤松町梶４４－５

安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１

安城小堤町 愛知県安城市百石町１丁目２番地４

安城法連町 愛知県安城市法連町３番９

安城箕輪町 愛知県安城市箕輪町鳥屋金７６－１

安城野寺町 愛知県安城市野寺町前畑７１番地１

安城和泉町 愛知県安城市和泉町高曽根５３－５

一宮奥町神田 愛知県一宮市奥町字神田５３番１

一宮宮地花池 愛知県一宮市牛野通１丁目３８番１

一宮向山町１丁目 愛知県一宮市向山町１丁目１１番地３

一宮佐千原 愛知県一宮市佐千原字二ツ塚２９－１

一宮小信新田前 愛知県一宮市小信中島字新田前８０番地１

一宮浅野バイパス 愛知県一宮市浅野字土井ノ内１１１

一宮浅野大曲り 愛知県一宮市浅野大曲り８５

一宮大毛 愛知県一宮市大毛字長畑３２

一宮浜町４丁目 愛知県一宮市浜町４丁目１３

一宮平和１丁目 愛知県一宮市平和１丁目２－２６

一宮住吉２丁目 愛知県一宮市末広２丁目５番３号

一宮明地 愛知県一宮市明地字寺前７６番３

一宮黒田 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り２０番

稲沢一色市場町 愛知県稲沢市一色市場町８９

稲沢横野 愛知県稲沢市横野堂根町３－１

稲沢高御堂２丁目 愛知県稲沢市高御堂２丁目２２番地６号

稲沢梅須賀 愛知県稲沢市千代１丁目１

稲沢船橋町 愛知県稲沢市船橋町鯉坪３０８－１

祖父江町二俣 愛知県稲沢市祖父江町二俣下リ戸７－１
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④愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島

根県



稲沢中之庄 愛知県稲沢市中之庄海道町７番１

稲沢平和町下起南 愛知県稲沢市平和町下起南２２４－２

稲沢平和町 愛知県稲沢市平和町上三宅満願寺１７２番１

岡崎於御所 愛知県岡崎市岩津町字於御所１４４－４

新東名ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎 愛知県岡崎市宮石町字六ツ田１０－４

岡崎欠町 愛知県岡崎市欠町字地蔵前１７

岡崎西本郷町 愛知県岡崎市西本郷町字社口１０４－１

岡崎滝町 愛知県岡崎市滝町長坂８０－１

岡崎蓑川新町 愛知県岡崎市美合新町５３－８

岡崎福岡町 愛知県岡崎市福岡町字永池２１

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

蒲郡旭町 愛知県蒲郡市旭町１５－３

蒲郡拾石町 愛知県蒲郡市拾石町字本郷５０番地

ＡＩＭ刈谷豊田総合病院 愛知県刈谷市住吉町５丁目１５番地

刈谷池田町 愛知県刈谷市池田町２丁目２１７

刈谷矢場町 愛知県刈谷市矢場町５丁目３０５

岩倉神野町 愛知県岩倉市神野町平久田１６番地

岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町順喜９３－１

岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１

犬山羽黒朝日 愛知県犬山市羽黒朝日６丁目１６番

犬山楽田山ノ鼻 愛知県犬山市山ノ鼻５１－１

犬山松本町 愛知県犬山市松本町１－１７２

江南宮後町砂場 愛知県江南市宮後町砂場北１２９

江南駅北 愛知県江南市古知野町広見１８０番

江南藤里 愛知県江南市村久野町藤里８４

江南島宮町吉原 愛知県江南市島宮町吉原４番１

高浜吉浜駅南 愛知県高浜市呉竹町１丁目１－２

高浜神明町 愛知県高浜市神明町７丁目１３番２

高浜八幡町 愛知県高浜市八幡町４－３－３

春日井勝川新町 愛知県春日井市勝川新町１丁目８１

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

春日井藤山台 愛知県春日井市藤山台６丁目８－３

春日井白山町 愛知県春日井市白山町６－６－９

春日井八田町 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

小牧桜井 愛知県小牧市大字北外山字桜井７６２番１

小牧駅前 愛知県小牧市中央２丁目１６１番

新城バイパス 愛知県新城市稲木字仲野６９－５３

瀬戸共栄通４丁目 愛知県瀬戸市共栄通４－１３

瀬戸山口町 愛知県瀬戸市山口町２１８－１

瀬戸西本地町 愛知県瀬戸市西本地町１丁目１４２



瀬戸苗場町 愛知県瀬戸市苗場町１４３－２

豊山町青山 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛９０番３

西尾下羽角町 愛知県西尾市下羽角町大縄２７－４

吉良上横須賀 愛知県西尾市吉良町上横須賀綿打６

吉良町富好新田 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並３９番６

西尾吉良町友国南 愛知県西尾市吉良町友国前深４２番地７

西尾巨海町 愛知県西尾市巨海町泉田１６

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

西尾徳次町 愛知県西尾市徳次町宮廻１６番地１

大府共和町 愛知県大府市共和町５丁目８８番２

大府柊山町３丁目 愛知県大府市柊山町３丁目１７１－２

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

扶桑寺裏 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏１５番

阿久比宮津団地 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字富士塚７３番２

東浦知多インター 愛知県知多郡東浦町緒川字上米田２－１２

東浦緒川植山 愛知県知多郡東浦町緒川字植山３－１３

東浦緒川相生 愛知県知多郡東浦町大字緒川字両筋道１１－１２

東浦石浜駅西 愛知県知多郡東浦町大字石浜字なかね１１－８

東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９

武豊前田 愛知県知多郡武豊町字前田３７－１

武豊砂川橋南 愛知県知多郡武豊町祠峯１－１０３

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番１

知多旭３丁目 愛知県知多市旭３丁目９４－３

ＮＢＳ愛知医科大学病院 愛知県長久手市岩作雁又１－１

ＮＢＳ愛知淑徳大学 愛知県長久手市片平２丁目９

津島昭和町 愛知県津島市昭和町２丁目２３番地

幸田駅前 愛知県都市計画事業幸田駅前土地区画整理事業４街区３

東海市加木屋町中平地 愛知県東海市加木屋町大清水２５０

東海市富木島新藤棚 愛知県東海市富木島町新藤棚７４－２

東海市名和町 愛知県東海市名和町女郎田１９－１

ＮＢＳ名古屋学芸大学カフェテリア 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７

ＮＢＳプライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

東名高速東郷ＰＡ上り 愛知県日進市米野木町南山９７８番１２

半田稲荷町 愛知県半田市稲荷町３丁目１７－４

半田岩滑西町 愛知県半田市岩滑西町９－１－１

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

半田板山町 愛知県半田市板山町１丁目９４－２

半田有楽町 愛知県半田市有楽町６丁目１１０－１

尾張旭狩宿新町 愛知県尾張旭市狩宿新町１丁目２－２

碧南市役所前 愛知県碧南市向陽町４丁目２６

碧南照光町 愛知県碧南市照光町４丁目３



碧南堀方町 愛知県碧南市堀方町２－６７

豊橋高師町 愛知県豊橋市高師町字北新切１１６番６

豊橋高師本郷町 愛知県豊橋市高師本郷町字竹ノ内７２

豊橋三ッ相町 愛知県豊橋市三ッ相町３７１－３

豊橋西岩田６丁目 愛知県豊橋市西岩田６丁目１６－８

豊橋石巻町 愛知県豊橋市石巻町字札辻１４６－１

豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字平南７－１

豊橋多米中町 愛知県豊橋市多米中町２－９－３

豊橋二川南 愛知県豊橋市大岩町字前田４３番１

豊橋中岩田２丁目 愛知県豊橋市中岩田２丁目８－８

豊橋中原町 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

豊橋天伯町 愛知県豊橋市天伯町字天伯２８番地１

豊橋平川本町１丁目 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２

豊橋北山町 愛知県豊橋市北山町東浦７－４２

豊橋北島町 愛知県豊橋市北島町北島６４－２

豊川国府町 愛知県豊川市国府町流霞１５２番１４

豊川桜町 愛知県豊川市桜町１－３－９

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

豊川インター 愛知県豊川市豊が丘町７６番地

豊田市伊保町 愛知県豊田市伊保町的場８９－１

豊田市寿恵野 愛知県豊田市鴛鴨町畔畑２２０

豊田市吉原町 愛知県豊田市吉原町向ィ野８番地２

豊田市御幸町 愛知県豊田市御幸町４丁目２２－１

豊田市今町 愛知県豊田市今町１丁目１－１

豊田市市木町 愛知県豊田市市木町６丁目３９番地

豊田市寿町７丁目 愛知県豊田市寿町７丁目６９－１

豊田市神田町 愛知県豊田市神田町２丁目４番１

豊田西 愛知県豊田市西町４丁目１０

豊田市大林町１０丁目 愛知県豊田市大林町１０丁目１１－２

豊田市中町 愛知県豊田市中町中郷６４番地

豊田市東山町 愛知県豊田市東山町４丁目１１１５－１

豊田市日之出町 愛知県豊田市日之出町２丁目１４－５

ＮＢＳ愛知工業大学 愛知県豊田市八草町八千草１２４７番１

豊田市美山町 愛知県豊田市美山町１丁目５８番９

豊明栄町大根 愛知県豊明市栄町西大根３０－６４５

豊明二村台 愛知県豊明市二村台２－１－２

北名古屋熊之庄西出 愛知県北名古屋市熊之庄西出８５－１

北名古屋熊之庄 愛知県北名古屋市熊之庄八幡２２３番

北名古屋高田寺 愛知県北名古屋市高田寺一本橋４３－１

北名古屋山之腰 愛知県北名古屋市山之腰五条１３６番

名古屋高木町４丁目 愛知県名古屋市港区高木町４丁目１－１

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

名古屋山里町 愛知県名古屋市昭和区山里町４７番

名古屋御器所南 愛知県名古屋市昭和区出口町１丁目１４

名古屋藤成通５丁目 愛知県名古屋市昭和区藤成通５－１６

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

名古屋田光町３丁目 愛知県名古屋市瑞穂区田光町３丁目１７－１

名古屋弥富通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５丁目５７

名古屋栄生駅北 愛知県名古屋市西区栄生２－５－９

名古屋浄心 愛知県名古屋市西区城西４丁目３２番地１１号

名古屋浅間町 愛知県名古屋市西区浅間１－１－２０

名古屋又穂町 愛知県名古屋市西区又穂町３－５３－１

名古屋赤坂町 愛知県名古屋市千種区赤坂町１丁目３８

名古屋本山駅南口 愛知県名古屋市千種区末盛通５丁目１５番地

名古屋栄１中ノ町通 愛知県名古屋市中区栄１丁目７２２番

名古屋ナディアパーク前 愛知県名古屋市中区栄３丁目１９番地８号

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

名古屋新栄１瓦町 愛知県名古屋市中区新栄１－１２－１９

名古屋新栄２丁目南 愛知県名古屋市中区新栄２丁目１４０６番

名古屋大須赤門 愛知県名古屋市中区大須３－３０－２０

名古屋富士見町 愛知県名古屋市中区富士見町１１－１３

名古屋戸田明正２丁目 愛知県名古屋市中川区戸田明正２丁目２３１６

名古屋山王３丁目 愛知県名古屋市中川区山王３丁目１１番２１号

名古屋舟戸町 愛知県名古屋市中川区舟戸町３－１７

名古屋石場町 愛知県名古屋市中川区石場町１－３８

名古屋草平町 愛知県名古屋市中川区草平町１－１４

名古屋打中１丁目 愛知県名古屋市中川区打中１－２６２

名古屋中花町 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋東起町３丁目 愛知県名古屋市中川区東起町３丁目４３－３

名古屋稲葉地町 愛知県名古屋市中村区稲葉地町１－１６－３

名古屋岩塚町 愛知県名古屋市中村区岩塚町２－７－２

名古屋亀島２丁目 愛知県名古屋市中村区亀島２丁目３１－２４

名古屋鳥居西通１丁目 愛知県名古屋市中村区香取町１丁目２５番

名古屋中村町７丁目 愛知県名古屋市中村区中村町７－３７－１

名古屋椿町南 愛知県名古屋市中村区椿町１８０５

名古屋クロスコートタワー 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４番１０号

名古屋一つ山１丁目 愛知県名古屋市天白区一つ山１丁目８６番３

名古屋塩釜口２丁目 愛知県名古屋市天白区塩釜口２－１００９

名古屋久方１丁目 愛知県名古屋市天白区久方１丁目１４６－１

名古屋相生山駅前 愛知県名古屋市天白区久方３丁目３３番地

名古屋天白消防署前 愛知県名古屋市天白区原５丁目２５０３番

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

名古屋植田１丁目 愛知県名古屋市天白区植田１丁目１７０６



名古屋池見２丁目 愛知県名古屋市天白区池見２丁目２４６

名古屋平針３丁目 愛知県名古屋市天白区平針３丁目５０８番

名古屋葵２丁目 愛知県名古屋市東区葵２丁目１１－２４

名古屋葵３丁目東 愛知県名古屋市東区葵３丁目１４－１１

名古屋地下鉄千種駅 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５－２１先

名古屋泉３丁目 愛知県名古屋市東区泉３－３－６

名古屋オアシス２１ 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１１－１

名古屋戸部下１丁目 愛知県名古屋市南区戸部下１丁目１－２８

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

ＡＩＭ大同病院 愛知県名古屋市南区白水町９番地

名古屋豊田１丁目 愛知県名古屋市南区豊田１－１９－４９

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

名古屋四番２丁目 愛知県名古屋市熱田区四番２丁目２－２１

名古屋沢下町 愛知県名古屋市熱田区沢下町１－１５

名古屋野立町３丁目 愛知県名古屋市熱田区野立町３丁目５番地

名古屋如意 愛知県名古屋市北区如意３丁目２番１号

名古屋平安２丁目 愛知県名古屋市北区平安２－２４－１１

名古屋柳原 愛知県名古屋市北区柳原３丁目２番４号

名古屋六が池町 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋高間町 愛知県名古屋市名東区高間町３１８番

名古屋勢子坊３丁目 愛知県名古屋市名東区勢子坊３丁目１６０３

名古屋猪子石原１丁目 愛知県名古屋市名東区猪子石原１丁目１０１４

名古屋八前１丁目 愛知県名古屋市名東区八前１丁目８０５－１

名古屋平和が丘南 愛知県名古屋市名東区平和が丘４丁目１４６－２

名古屋又八山 愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山１３１６－２

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

名古屋大高南 愛知県名古屋市緑区南大高３丁目７０１番地

名古屋平手北１丁目 愛知県名古屋市緑区平手北１丁目９１０番

名古屋鳴子町３丁目 愛知県名古屋市緑区鳴子町３丁目４９－２３

弥富市役所前 愛知県弥富市前ケ須町西勘助３２２番１

店名 住所
安八町東結 岐阜県安八郡安八町東結９５２－１４

岐南町三宅４丁目 岐阜県羽島郡岐南町三宅４－９７－１

羽島ハナミズキ街道 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３３８－１

羽島竹鼻町狐穴 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３０３６－１

可児下恵土西 岐阜県可児市下恵土４２００－１

可児広見伊川 岐阜県可児市広見１３５４－８

可児中恵土 岐阜県可児市中恵土２３５９番地１０７

海津南濃町松山 岐阜県海津市南濃町松山１９１－１

各務原那加野畑町 岐阜県各務原市那加野畑町２丁目２

関市下有知北 岐阜県関市下有知５２６５－１

関市山王通 岐阜県関市山王通２丁目１４－１１



岐阜鷺山東 岐阜県岐阜市鷺山東２丁目４番３３

岐阜市橋 岐阜県岐阜市市橋２丁目６番８

岐阜太郎丸新屋敷 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷１３６

岐阜中うずら７丁目 岐阜県岐阜市中鶉７－２３

岐阜東栄町 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜柳津町南塚 岐阜県岐阜市柳津町南塚２丁目１８９番１

岐阜薮田東１丁目 岐阜県岐阜市薮田東１丁目１０－３

岐阜領下２丁目 岐阜県岐阜市領下２丁目２３番１

恵那峡 岐阜県恵那市大井町２６９５－８３８

恵那バイパス 岐阜県恵那市長島町正家２丁目２番地１

高山下切町 岐阜県高山市下切町１４０５番

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１

高山石浦町 岐阜県高山市石浦町５丁目６７番地

高山山王 岐阜県高山市片野町５丁目２２８番地

高山バイパス 岐阜県高山市問屋町６９番地

瑞穂田之上倉町 岐阜県瑞穂市田之上２３６－１

瑞穂馬場小城町１丁目 岐阜県瑞穂市馬場小城町１丁目３０番

瑞浪山田町 岐阜県瑞浪市山田町９００番１

多治見栄町 岐阜県多治見市栄町１－３５－１

多治見松坂町１丁目 岐阜県多治見市松坂町１丁目１４６番

多治見美坂町 岐阜県多治見市美坂町５－３３－１

大垣静里町 岐阜県大垣市静里町字栄町１５０番地１

大垣中川町４丁目 岐阜県大垣市中川町４－４０－１

大垣島里１丁目 岐阜県大垣市島里１丁目２７－１

大垣島里２丁目 岐阜県大垣市島里２丁目１番地

墨俣町上宿 岐阜県大垣市墨俣町上宿５７６－１

中津川苗木 岐阜県中津川市苗木２０７８－１

土岐土岐口 岐阜県土岐市土岐口北町２－２

土岐土岐津町 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字茶屋２１７９－１

美濃加茂森山町 岐阜県美濃加茂市森山町３丁目４２５－１

美濃加茂市役所前 岐阜県美濃加茂市太田町４３７６番

美濃インター 岐阜県美濃市大字松森字古屋敷２７１番７

垂井町表佐 岐阜県不破郡垂井町表佐５００９番１

北方町春来３丁目 岐阜県本巣郡北方町春来町３丁目７１－２

北方町小柳 岐阜県本巣郡北方町小柳２丁目１０３番地

揖斐川町和田 岐阜県揖斐郡揖斐川町和田４８６番７

店名 住所
伊賀東条 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

伊賀緑ケ丘東町 三重県伊賀市緑ヶ丘東町７６９－１

伊勢市小俣町明野 三重県伊勢市小俣町明野５７６番１２

伊勢市中村町 三重県伊勢市中村町７３５－１

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



桑名長島町中央通り 三重県桑名市長島町源部外面山ノ割４２２－１

菰野町千草 三重県三重郡菰野町千草中奥郷８３１６－１

菰野町大羽根園 三重県三重郡菰野町大字菰野４６４２－１

四日市ときわ５丁目 三重県四日市市ときわ５－１６６５－３

四日市久保田２丁目 三重県四日市市久保田２丁目９－２

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

四日市東インタ― 三重県四日市市大字羽津糠塚山４４２４－１

四日市茂福 三重県四日市市大字茂福字丸ノ内１８７

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

四日市三重団地入口 三重県四日市市東坂部町字大門７０－２

四日市つんつく大橋南 三重県四日市市日永西２丁目５番８号

四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

四日市富田３丁目 三重県四日市市富田３丁目５－１４

松阪荒木町 三重県松阪市荒木町字大下１８２－１

松阪山室町北 三重県松阪市山室町字水こき２２８８－５

松阪春日町 三重県松阪市春日町１丁目１９３番

松阪中道町 三重県松阪市中道町字中野田４９２

松阪豊原町西 三重県松阪市豊原町字閑浄寺１００８番１

津市一志町田尻 三重県津市一志町田尻字板垣５８６－８

津市一身田中野 三重県津市一身田中野１８２－１

津市栄町４丁目 三重県津市栄町４丁目１７３

津市河芸町一色 三重県津市河芸町一色字石橋３５６番４

津市白塚団地入口 三重県津市栗真小川町字中沢７０８

津市幸町 三重県津市幸町２３９８番

津市高茶屋小森町 三重県津市高茶屋小森町２６０７－１

津市垂水 三重県津市垂水字法ケ広１９０１－１

津市大里窪田町 三重県津市大里窪田町字一之坪３１９４番

津市藤方 三重県津市藤方字米垣内１２１４番

津市白山町 三重県津市白山町二本木字北出前４６６７

鈴鹿伊船町 三重県鈴鹿市伊船町２３０６番１

鈴鹿岡田１丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５

鈴鹿下大久保町 三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４

鈴鹿岸岡町 三重県鈴鹿市岸岡町字北新田１９５８－３８

鈴鹿広瀬町 三重県鈴鹿市広瀬町字東野２７１２

鈴鹿江島町 三重県鈴鹿市江島町字亀池６３１

新名神鈴鹿ＰＡ 三重県鈴鹿市山本町字折子６３４－４

鈴鹿寺家町 三重県鈴鹿市寺家町字新改１５２９－１

鈴鹿地子町 三重県鈴鹿市地子町８１６－１

鈴鹿東旭が丘 三重県鈴鹿市東旭が丘２丁目１－１６

鈴鹿東玉垣町 三重県鈴鹿市東玉垣町字門田５２１－１

鈴鹿白子駅前 三重県鈴鹿市白子駅前１４－７

店名 住所



茨木五十鈴町 大阪府茨木市五十鈴町５－２８

茨木三島町 大阪府茨木市三島町３－７

茨木舟木町 大阪府茨木市舟木町２－２２

茨木新和町 大阪府茨木市新和町１６－１５

茨木西田中町 大阪府茨木市西田中町６－７

阪急茨木市駅東 大阪府茨木市双葉町４－２０

茨木中穂積２丁目 大阪府茨木市中穂積２－３３－１

茨木東太田２丁目 大阪府茨木市東太田２丁目８－１９

茨木東奈良 大阪府茨木市東奈良３－３－２７

茨木東奈良３丁目 大阪府茨木市東奈良３丁目１４－１０

茨木奈良町 大阪府茨木市奈良町１７－１８

茨木穂積台 大阪府茨木市穂積台５５５－１

羽曳野伊賀４丁目 大阪府羽曳野市伊賀４丁目１３番１

羽曳野西浦 大阪府羽曳野市西浦１０８０番１

三日市町駅前 大阪府河内長野市三日市町６９番１

河内長野木戸３丁目 大阪府河内長野市木戸３丁目９９６番６

岸和田荒木町 大阪府岸和田市荒木町１丁目７－５

岸和田真上町 大阪府岸和田市真上町３０７－１

交野私部４丁目 大阪府交野市私部４丁目２８－９

交野倉治７丁目 大阪府交野市倉治７丁目５１－２９

北助松駅前 大阪府高石市綾園７丁目８－２８

高石取石７丁目 大阪府高石市取石７丁目１－５５

高槻芥川町 大阪府高槻市芥川町２丁目１３番３３号

高槻宮野町 大阪府高槻市宮野町１－９

高槻病院前 大阪府高槻市古曽部町１－７－５

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

高槻庄所町 大阪府高槻市庄所町１０－１０

高槻上田辺町 大阪府高槻市上田辺町１０番１号

高槻城西町 大阪府高槻市城西町１１－１６

高槻城北通り 大阪府高槻市城北町１－２－６

高槻須賀町 大阪府高槻市須賀町４７－１９

高槻大冠町 大阪府高槻市大冠町３－１－１

高槻柱本 大阪府高槻市柱本６－１－３

高槻奈佐原元町 大阪府高槻市奈佐原元町４７番４１

ハートインＪＲ高槻駅中央口 大阪府高槻市白梅町１－１

高槻八丁西町 大阪府高槻市八丁西町８ー２７

阪急富田駅北口 大阪府高槻市富田町１丁目１３－８

高槻富田５丁目 大阪府高槻市富田町５－１－１４

高槻北大樋町 大阪府高槻市北大樋町２５７番１

高槻野田２丁目 大阪府高槻市野田２丁目２６－２

堺旭ヶ丘北町１丁 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町１丁６－２６

堺東駅前 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通１８－１

堺出島町５丁 大阪府堺市堺区出島町５丁４番７号



堺大浜中町３丁 大阪府堺市堺区大浜中町３丁１－１

ＪＲ堺市駅前 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町８丁７番１５号

堺下田町 大阪府堺市西区下田町２５－２９

堺上 大阪府堺市西区上１１８－６

堺上野芝町３丁 大阪府堺市西区上野芝町３丁８－１

堺浜寺石津町中 大阪府堺市西区浜寺石津町中２－３８９－４

キヨスクＪＲ鳳駅改札口 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地

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

堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３

堺鳳南町５丁 大阪府堺市西区鳳南町５丁７０４－１

堺深井水池町 大阪府堺市中区深井水池町３０１０番

堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号

堺土師町１丁 大阪府堺市中区土師町１丁１１－２６号

堺八田西町 大阪府堺市中区八田西町２－４－１

堺大美野東 大阪府堺市東区大美野２－１０

堺日置荘原寺町 大阪府堺市東区日置荘原寺町４２５－１

堺若松台１丁 大阪府堺市南区若松台１－２－１

堺若松台３丁 大阪府堺市南区若松台３丁３４－６

堺赤坂台６丁 大阪府堺市南区赤坂台６丁２０－１１

泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号

泉北高速栂・美木多駅 大阪府堺市南区桃山台２丁１－１

堺金岡町 大阪府堺市北区金岡町３００７番地１

堺長曽根町南 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－２５

堺北花田 大阪府堺市北区東浅香山町４丁６

堺南花田町 大阪府堺市北区南花田町２７３－１

島本高浜 大阪府三島郡島本町高浜３丁目６－２１

島本町青葉１丁目 大阪府三島郡島本町青葉１丁目１０番１号

四條畷中野 大阪府四條畷市西中野３丁目１－２１号

四條畷塚脇町 大阪府四條畷市塚脇町６－１０

守口梶町１丁目 大阪府守口市梶町１丁目８－１７

守口京阪本通１丁目東 大阪府守口市京阪本通１丁目２８番

松原一津屋 大阪府松原市一津屋３－８－２０

松原上田１丁目 大阪府松原市上田１丁目１１番９号

松原天美東２丁目 大阪府松原市天美東２丁目５５－１

セブンパーク天美 大阪府松原市天美東３丁目５００

寝屋川日之出町 大阪府寝屋川市日之出町３－１

寝屋川八坂町西 大阪府寝屋川市八坂町９－１６

吹田岸部中４丁目 大阪府吹田市岸部中４丁目２５－３

吹田岸部南１丁目 大阪府吹田市岸部南１－２０－１２

吹田江の木町 大阪府吹田市江の木町６－１４

吹田江坂町１丁目 大阪府吹田市江坂町１丁目１２番１６

吹田佐井寺４丁目 大阪府吹田市佐井寺４丁目２７－５

吹田山田東１丁目 大阪府吹田市山田東１丁目３８番１号

吹田新芦屋上 大阪府吹田市新芦屋上２０－５



吹田垂水町 大阪府吹田市垂水町３－２３ー３３

吹田青葉丘南 大阪府吹田市青葉丘南２－５

吹田千里山西６丁目 大阪府吹田市千里山西６丁目３５－１５

千里万博公園西口 大阪府吹田市千里万博公園１４－１０

モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

吹田竹見台 大阪府吹田市竹見台３丁目６－１

ハートインＪＲ吹田駅東改札口 大阪府吹田市朝日町１－１

吹田片山１丁目 大阪府吹田市片山町１丁目４－１３

摂津鳥飼野々１丁目 大阪府摂津市鳥飼野々１丁目１番１号

摂津東別府４丁目 大阪府摂津市東別府４丁目１３－１７

泉佐野高松東 大阪府泉佐野市高松東１－７－３３

泉佐野松原２丁目 大阪府泉佐野市松原２－５－７４

泉佐野中町 大阪府泉佐野市中町２－３－３２

泉大津池浦１丁目 大阪府泉大津市池浦町１丁目１４－１

泉大津市役所前 大阪府泉大津市東雲町１０番２１号

泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１

泉大津東助松町 大阪府泉大津市東助松町３－１－５

大阪帝塚山 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山１丁目８－１０

大阪高殿６丁目 大阪府大阪市旭区高殿６丁目１２－１８

大阪清水駅前 大阪府大阪市旭区清水４丁目１－７

大阪三先１丁目 大阪府大阪市港区三先１丁目１－１６

大阪市岡元町１丁目 大阪府大阪市港区市岡元町１丁目２－２７

大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

大阪弁天町駅前 大阪府大阪市港区波除３丁目９－２２

大阪弁天４丁目 大阪府大阪市港区弁天４－８－１５

大阪桜島駅前 大阪府大阪市此花区桜島５１１－２

ハートインＪＲ西九条駅改札口 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１８

地下鉄あびこ駅西 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１－３７

地下鉄あびこ駅東 大阪府大阪市住吉区苅田７－１１－５

大阪山之内１丁目 大阪府大阪市住吉区山之内１丁目１５番７号

大阪沢之町２丁目 大阪府大阪市住吉区沢之町２丁目５－４

大阪長居東１丁目 大阪府大阪市住吉区長居東１－１９－１３

大阪南住吉１丁目 大阪府大阪市住吉区南住吉１丁目１番２７号

大阪御崎１丁目 大阪府大阪市住之江区御崎１丁目７－２２

大阪御崎６丁目 大阪府大阪市住之江区御崎６丁目９－２

大阪古市３丁目 大阪府大阪市城東区古市３丁目７－１５

地下鉄蒲生４丁目駅前 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７番４号

大阪今福西６丁目 大阪府大阪市城東区今福西６－４－２０

大阪今福東１丁目 大阪府大阪市城東区今福東１丁目５－１２

大阪今福南１丁目 大阪府大阪市城東区今福南１－９－１４

ハートインＪＲ鴫野駅改札口 大阪府大阪市城東区鴫野西５丁目２－２０

大阪諏訪４丁目 大阪府大阪市城東区諏訪４丁目１－２６

大阪中浜３丁目 大阪府大阪市城東区中浜３－２５－１０

大阪東中浜８丁目 大阪府大阪市城東区東中浜８丁目２－１０



大阪巽東４丁目 大阪府大阪市生野区巽東４－１－２

大阪桃谷３丁目 大阪府大阪市生野区桃谷３丁目１７－２３

大阪九条南２丁目 大阪府大阪市西区九条南２－６－１０

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

大阪江戸堀３丁目 大阪府大阪市西区江戸堀３－６－３３

大阪千代崎２丁目 大阪府大阪市西区千代崎２丁目２１番１

大阪立売堀５丁目 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番

大阪旭２丁目 大阪府大阪市西成区旭２丁目８－１９

大阪玉出駅東 大阪府大阪市西成区玉出中２丁目１６－１７

大阪千本中２丁目 大阪府大阪市西成区千本中２丁目１－２５

大阪大野１丁目 大阪府大阪市西淀川区大野１－９－５

大阪大野２丁目 大阪府大阪市西淀川区大野２－１－４３

大阪大和田１丁目 大阪府大阪市西淀川区大和田１丁目３－２６

大阪福町３丁目 大阪府大阪市西淀川区福町３丁目１－８

大阪泉尾３丁目 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目１０－１０

船場心斎橋筋 大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目５番８号

大阪高津３丁目 大阪府大阪市中央区高津３丁目３１－４

読売テレビ 大阪府大阪市中央区城見１丁目３－５０

大阪ビジネスパーク東 大阪府大阪市中央区城見２丁目２－５３

心斎橋駅前 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目１０番１３号

大阪森ノ宮中央１丁目 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１－３８

大阪本町駅中央 大阪府大阪市中央区船場中央４－１－１０

大阪大手通１丁目 大阪府大阪市中央区大手通１－４－４

大阪谷町６丁目 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４－１

大阪淡路町２丁目 大阪府大阪市中央区淡路町２－６－１１

大阪南久宝寺町２丁目 大阪府大阪市中央区南久宝寺町２丁目１－２

大阪南船場４丁目 大阪府大阪市中央区南船場４－６－２０

クリスタ長堀ウエストタウン 大阪府大阪市中央区南船場４丁目長堀地下街７号

大阪茨田大宮２丁目 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目２－１１

なみはやドーム入口 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目８－６

大阪鶴見緑地 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１－２６

大阪鶴見６丁目 大阪府大阪市鶴見区鶴見６丁目９－２８

大阪緑１丁目 大阪府大阪市鶴見区緑１丁目２－２３

大阪上汐３丁目 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目２－１１

アントレマルシェ天王寺 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番４５号

地下鉄都島駅前 大阪府大阪市都島区都島本通１－７－１９

大阪片町 大阪府大阪市都島区東野田町１－１－１

大阪友渕町３丁目 大阪府大阪市都島区友渕町３丁目１０－８

大阪住道矢田５丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田５丁目２－１８

東住吉中野２丁目 大阪府大阪市東住吉区中野２－８－１４

大阪湯里６丁目 大阪府大阪市東住吉区湯里６丁目３１２番１

大阪新深江駅北 大阪府大阪市東成区深江南１丁目１６－２８

大阪深江南２丁目 大阪府大阪市東成区深江南２丁目１３－２６

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

大阪上新庄１丁目 大阪府大阪市東淀川区上新庄１－２－２２

大阪菅原２丁目 大阪府大阪市東淀川区菅原２丁目１２番９

阪急淡路駅東口 大阪府大阪市東淀川区東淡路４－１８－１０

大阪豊新４丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新４－９－１４

ハートインビエラ野田 大阪府大阪市福島区吉野３丁目１番１２号

ＪＲ野田駅南 大阪府大阪市福島区吉野３－２－２

大阪玉川２丁目 大阪府大阪市福島区玉川２丁目８－６

大阪鷺洲３丁目 大阪府大阪市福島区鷺洲３丁目１０－９

大阪福島西通 大阪府大阪市福島区福島４－６－４０

ハートインＪＲ福島駅前 大阪府大阪市福島区福島７丁目１－３

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

大阪喜連瓜破駅前 大阪府大阪市平野区喜連２丁目１９６４－３

大阪喜連５丁目 大阪府大阪市平野区喜連５丁目１番３号

大阪長吉出戸２丁目 大阪府大阪市平野区長吉出戸２－４－２９

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３

大阪長原駅北 大阪府大阪市平野区長吉長原東２丁目１番４７号

大阪平野南１丁目 大阪府大阪市平野区平野南１－１－１

大阪角田町 大阪府大阪市北区角田町１番１号

梅田神山西 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４

大阪中崎西 大阪府大阪市北区中崎西１丁目１－１５

中之島セントラルタワー 大阪府大阪市北区中之島２丁目１６

大阪関電ビル前 大阪府大阪市北区中之島３丁目５－２１

大阪同心北 大阪府大阪市北区同心２丁目９－１７

堂島アバンザ 大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号

大阪南森町 大阪府大阪市北区南森町１丁目３－１９

大阪駅前第３ビル 大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３

大阪駅前第２ビルＢ１ 大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２

アントレマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３－１－１

ハートインＪＲ大阪駅連絡橋口内 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番１号

ハートインエキマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番１号

大阪天神橋６丁目 大阪府大阪市北区本庄東１丁目１－１０

大阪三国本町３丁目 大阪府大阪市淀川区三国本町３－１－２

十三駅西口 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目４－３

ＳＯＲＡ新大阪２１ 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３

大阪西三国３丁目 大阪府大阪市淀川区西三国３－１１－１４

ハートインＪＲ新大阪駅東改札口 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１

大阪東三国２丁目 大阪府大阪市淀川区東三国２－１７－６

大阪恵美須西１丁目 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－２－１

大阪日本橋３丁目 大阪府大阪市浪速区日本橋３－４－１０

大東市寺川３丁目 大阪府大東市寺川３－８－２９

大東市役所前 大阪府大東市曙町３－１４

大東新町 大阪府大東市新町１３番４０号



池田旭丘１丁目 大阪府池田市旭丘１丁目１０－５

池田五月丘２丁目 大阪府池田市五月丘２－２－９

池田駅南 大阪府池田市満寿美町７－５

東大阪六万寺 大阪府東大阪市下六万寺町３丁目８－６５

東大阪加納３丁目 大阪府東大阪市加納３丁目１４－１９

東大阪加納８丁目 大阪府東大阪市加納８－１９－７

東大阪岩田町１丁目 大阪府東大阪市岩田町１丁目８番１７号

東大阪吉松２丁目 大阪府東大阪市吉松２丁目７番１５号

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

東大阪四条町 大阪府東大阪市四条町５６１番１

東大阪新町 大阪府東大阪市新町３－９

東大阪川中 大阪府東大阪市川中３－２０

東大阪善根寺町３丁目 大阪府東大阪市善根寺町３－１－４１

東大阪足代新町 大阪府東大阪市足代新町２４ー２０

近鉄長瀬駅北 大阪府東大阪市菱屋西１－１７－５

東大阪瓢箪山町 大阪府東大阪市瓢箪山町３－２０

藤井寺東藤井寺町 大阪府藤井寺市東藤井寺町１１番２１号

太子春日 大阪府南河内郡太子町春日２７１－１

柏原高井田 大阪府柏原市高井田７４３－１

柏原上市４丁目 大阪府柏原市上市４丁目３－１２

堅下駅東 大阪府柏原市大県２丁目１４８－１

ハートインＪＲ八尾駅改札口 大阪府八尾市安中町３－９－１５

八尾久宝寺１丁目 大阪府八尾市久宝寺１丁目２－３３

八尾光町 大阪府八尾市光町２丁目２４番地

八尾山賀町３丁目 大阪府八尾市山賀町３丁目５０－１

八尾山本町１丁目 大阪府八尾市山本町１丁目２－７

河内山本駅東 大阪府八尾市山本町１丁目１０－２０

八尾若林町３丁目 大阪府八尾市若林町３丁目１番

八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町２－３３－１０

八尾南木の本１丁目 大阪府八尾市南木の本１丁目７９－３

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

八尾八尾木東３丁目 大阪府八尾市八尾木東３丁目３７－１

八尾八尾木北４丁目 大阪府八尾市八尾木北４丁目９８

八尾陽光園１丁目 大阪府八尾市陽光園１丁目１０－１３

富田林喜志町２丁目 大阪府富田林市喜志町２丁目２番７号

富田林錦織東 大阪府富田林市錦織東１丁目６５５番２

富田林西口 大阪府富田林市甲田１丁目１－３２

ＫＯＹＯＰＬ病院 大阪府富田林市新堂２２０４

豊中稲津町１丁目 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７

豊中桜の町５丁目 大阪府豊中市桜の町５丁目１－１５

豊中庄内西町２丁目 大阪府豊中市庄内西町２丁目１８－３

豊中新千里北町 大阪府豊中市新千里北町３丁目１－２－１

豊中千成町 大阪府豊中市千成町３－２－１１



豊中曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１－１０－３

豊中中桜塚５丁目 大阪府豊中市中桜塚５丁目１９番３０号

豊中東泉丘 大阪府豊中市東泉丘４丁目６－２０

豊中服部本町１丁目 大阪府豊中市服部本町１丁目６－２２

豊中北桜塚４丁目 大阪府豊中市北桜塚４丁目５０－１

豊中本町９丁目 大阪府豊中市本町９丁目２４９番１

枚方伊加賀南町 大阪府枚方市伊加賀南町９－２０

枚方伊加賀本町 大阪府枚方市伊加賀本町１２－５

枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０

御殿山駅前 大阪府枚方市御殿山町４－１

枚方高田２丁目 大阪府枚方市高田２丁目２７－８

枚方バイパス 大阪府枚方市山之上北町７０－２７

枚方渚西２丁目 大阪府枚方市渚西２丁目５５－１３

枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０

枚方市役所前 大阪府枚方市大垣内町２丁目８－１５

枚方田口２丁目 大阪府枚方市田口２丁目３３番２号

枚方東船橋 大阪府枚方市東船橋２丁目３５－２

箕面森町南 大阪府箕面市下止々呂美５３９－１

箕面彩都南 大阪府箕面市彩都粟生南１－１７－３７

箕面坊島１丁目 大阪府箕面市坊島１丁目１５－２８

門真幸福町 大阪府門真市幸福町１６－１０

門真市役所西 大阪府門真市松葉町１－２７

京阪大和田駅西 大阪府門真市常称寺町４８番２

門真野里町 大阪府門真市野里町３１番１０

和泉あゆみ野１丁目 大阪府和泉市あゆみ野１丁目６番４号

和泉一条院町 大阪府和泉市一条院町９２－１

和泉室堂町 大阪府和泉市室堂町２７６－１

ＫＯＹＯ大阪母子医療センター 大阪府和泉市室堂町８４０

ハートインＪＲ和泉府中駅改札口 大阪府和泉市府中町１丁目１番１８号

和泉府中町２丁目 大阪府和泉市府中町２丁目３－１３

和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１

店名 住所
たつの御津町釜屋 兵庫県たつの市御津町釜屋東新田１２－１

ＪＲ芦屋駅前 兵庫県芦屋市業平町１番２２号

芦屋打出駅北 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－１１

芦屋打出駅南 兵庫県芦屋市打出町１－１５

伊丹３丁目 兵庫県伊丹市伊丹３丁目２番４号

伊丹昆陽南 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目９－１

伊丹船原１丁目 兵庫県伊丹市船原１丁目６－３２

伊丹大野１丁目 兵庫県伊丹市大野１丁目２３－１

伊丹南本町７丁目 兵庫県伊丹市南本町７丁目２－３

伊丹緑ヶ丘１丁目 兵庫県伊丹市緑ケ丘１－２３４－１

播磨南高校前 兵庫県加古郡播磨町古宮字阪留９１番１

播磨野添１丁目 兵庫県加古郡播磨町西野添１丁目２－９



加古川溝之口 兵庫県加古川市加古川町溝之口２５４－２

ハートインＪＲ加古川駅南口 兵庫県加古川市加古川町篠原町３０－１

加古川篠原町 兵庫県加古川市加古川町篠原町１７８－１

加古川備後 兵庫県加古川市加古川町備後９番

加古川平野 兵庫県加古川市加古川町平野４６８

加古川神野町 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川福留 兵庫県加古川市神野町福留７７７

加古川東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１

加古川尾上口里 兵庫県加古川市尾上町口里５５７－１

加古川一色 兵庫県加古川市平岡町一色５９４－３

加古川平岡山之上 兵庫県加古川市平岡町山之上潰目６８４－３２

加古川平岡新在家 兵庫県加古川市平岡町新在家９１０番４

東加古川駅北口 兵庫県加古川市平岡町新在家１１３７－１

ＪＲ宝殿駅前 兵庫県加古川市米田町平津４７６－１

加古川別府石町 兵庫県加古川市別府町石町５９

加古川山ノ越 兵庫県加古川市野口町野口１００３

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

高砂春日野町 兵庫県高砂市春日野町２９９９番１

ハートインＪＲ三田駅南口 兵庫県三田市駅前町１－３２

三田学園前 兵庫県三田市南が丘２丁目１２番３６号

吉川町渡瀬橋 兵庫県三木市吉川町古市４８

三木中自由が丘 兵庫県三木市志染町中自由が丘１丁目５１５番１０

宍粟市役所前 兵庫県宍粟市山崎町山田２０９－１

宍粟山崎町船元 兵庫県宍粟市山崎町船元２１２番

小野本町 兵庫県小野市本町６３８－１

神戸須磨大池町 兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目８－２２

神戸板宿駅前 兵庫県神戸市須磨区平田町２丁目３－５

ハートインＪＲ垂水駅西口 兵庫県神戸市垂水区神田町１－２０

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

神戸ジェームス山 兵庫県神戸市垂水区青山台８丁目１－１

神戸学園南インター 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番８６６

ハートインＪＲ舞子駅改札口 兵庫県神戸市垂水区東舞子町３－１

神戸垂水南多聞台 兵庫県神戸市垂水区南多聞台２丁目９－３

神戸西神南駅前 兵庫県神戸市西区井吹台西町１丁目１－２－２

神戸丸塚１丁目 兵庫県神戸市西区丸塚１丁目２３－３

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

西神中央駅前 兵庫県神戸市西区糀台５－９－４

神戸栄町通３丁目 兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目２－１１

神戸三宮東門街 兵庫県神戸市中央区下山手通１丁目１番１号

神戸三宮駅東 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２丁目３－５

神戸港島中町６丁目 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目２番２号

神戸相生町５丁目 兵庫県神戸市中央区相生町５－１０－１８

キヨスクＪＲ三ノ宮駅中央口 兵庫県神戸市中央区布引町４丁目１番１



神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸二番町 兵庫県神戸市長田区二番町３丁目８

神戸腕塚町 兵庫県神戸市長田区腕塚町４丁目４－１４

神戸魚崎北町５丁目 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町５丁目６－２５

ハートインＪＲ住吉駅改札内 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－９

神戸赤鳥居前 兵庫県神戸市東灘区本庄町２丁目１２－１５

神戸灘六甲道駅前 兵庫県神戸市灘区永手町５丁目２番２６号

ハートインＪＲ灘駅改札口 兵庫県神戸市灘区岩屋北町７－３

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸新在家南町３丁目 兵庫県神戸市灘区新在家南町３丁目１－１７

神戸六甲登山口 兵庫県神戸市灘区曾和町３丁目２－２

神戸七宮町２丁目 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目３番２３号

神戸上沢通６丁目 兵庫県神戸市兵庫区上沢通６丁目４－８

神戸若葉台３丁目 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２

中国道赤松ＰＡ下り 兵庫県神戸市北区長尾町上津北谷４６９９番４

神戸有野中町２丁目 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目９番地４

甲子園浦風町 兵庫県西宮市甲子園浦風町４ー１

西宮ＪＲ甲子園口駅南 兵庫県西宮市甲子園口２丁目３－１１

西宮甲子園７番町 兵庫県西宮市甲子園七番町１３５－１

西宮甲子園八番町 兵庫県西宮市甲子園八番町５－２０

西宮高木西町 兵庫県西宮市高木西町２９－１３

西宮今津港町 兵庫県西宮市今津港町２番３号

西宮下山口５丁目 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１３－３５

西宮小松町２丁目 兵庫県西宮市小松町２－７－２３

ハートイン西宮松山町 兵庫県西宮市松山町１３－２４

西宮上ヶ原十番町 兵庫県西宮市上ヶ原十番町６－１７

西宮深津町 兵庫県西宮市深津町３－２

ＪＲさくら夙川駅前 兵庫県西宮市神楽町１１－２５

西宮マリナパーク 兵庫県西宮市西宮浜２ー３２ー４

西宮前浜町 兵庫県西宮市前浜町１番５０

西宮大浜町 兵庫県西宮市大浜町２－４８

西宮東山台１丁目 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３

西宮能登町 兵庫県西宮市能登町１４－５７

西宮北昭和町 兵庫県西宮市北昭和町３－２１

西宮柳本町 兵庫県西宮市柳本町１０－２１

西脇高田井町 兵庫県西脇市高田井町字矢筈８９７番

西脇和田 兵庫県西脇市和田町１９３

播州赤穂駅前 兵庫県赤穂市加里屋駅前町３１－１０

ハートインＪＲ川西池田駅北口 兵庫県川西市栄根２－６－２６

川西矢問３丁目 兵庫県川西市矢問３丁目１６３－５

猪名川つつじが丘 兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘１－４３－３

猪名川パークタウン 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－５

相生垣内 兵庫県相生市垣内町１－７

相生西谷町 兵庫県相生市西谷町１９６１－１



多可町中央公民館前 兵庫県多可郡多可町中区茂利２８－３

丹波春日黒井 兵庫県丹波市春日町黒井２２１５番

南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

尼崎七松町 兵庫県尼崎市七松町１－１９－２２

尼崎若王寺 兵庫県尼崎市若王寺３丁目１４番１８号

阪神尼崎駅西 兵庫県尼崎市神田中通２丁目２７番４７号

尼崎神田南通６丁目 兵庫県尼崎市神田南通６丁目１５５－１

阪神尼崎駅北 兵庫県尼崎市神田北通１－８－１

尼崎潮江１丁目 兵庫県尼崎市潮江１－３－４３

尼崎潮江５丁目 兵庫県尼崎市潮江５丁目２－２２

阪急塚口駅北 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１２－１２

尼崎東難波町２丁目 兵庫県尼崎市東難波町２丁目１６－１３

尼崎南塚口町７丁目 兵庫県尼崎市南塚口町７－２２－６２

尼崎園田学園前 兵庫県尼崎市南塚口町８－１１－１

尼崎浜田町２丁目 兵庫県尼崎市浜田町２丁目８０番

尼崎武庫元町 兵庫県尼崎市武庫元町２丁目１４－３号

尼崎武庫之荘１丁目 兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目３７－１

尼崎武庫之荘５丁目 兵庫県尼崎市武庫之荘５丁目６２番４

姫路阿保南 兵庫県都市計画事業阿保土地区画整理事業１４５街区１０－１

姫路安田４丁目 兵庫県姫路市安田４丁目８７番地

ハートインＪＲ姫路駅南口 兵庫県姫路市駅前町１８８

ハートインＪＲ姫路駅改札内 兵庫県姫路市駅前町１８８番

姫路広畑蒲田 兵庫県姫路市広畑区蒲田２６８－１

姫路広畑正門通３丁目 兵庫県姫路市広畑区正門通３丁目８－３

姫路広畑東新町 兵庫県姫路市広畑区東新町２丁目８番

姫路勝原熊見 兵庫県姫路市勝原区熊見９３番地１

姫路津田今在家北 兵庫県姫路市飾磨区今在家北１丁目４１

姫路飾磨三宅 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１４４

姫路津田公園南 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１２９－２

姫路西延末 兵庫県姫路市西延末字塚原９８番１

姫路打越 兵庫県姫路市打越３６２－１

姫路南町 兵庫県姫路市南町６５番地

姫路白浜町北 兵庫県姫路市白浜町丙１９－１

姫路八代本町２丁目 兵庫県姫路市八代本町２丁目１４－１６

姫路バイパス別所ＰＡ下り 兵庫県姫路市別所町別所字向田中１２２９－１

姫路林田町下伊勢 兵庫県姫路市林田町下伊勢４８７番１

宝塚山本丸橋２丁目 兵庫県宝塚市山本丸橋２丁目１２番地２２

宝塚山本西 兵庫県宝塚市山本西２丁目７－１１

ハートインＪＲ中山寺駅北口 兵庫県宝塚市中筋４丁目６番２４号

宝塚売布東の町 兵庫県宝塚市売布東の町８－１９

明石荷山町 兵庫県明石市荷山町１７８８番４

明石魚住駅前 兵庫県明石市魚住町錦が丘４丁目５－７

明石魚住住吉 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１１番１

明石魚住清水 兵庫県明石市魚住町清水１９２２－１



明石魚住浜西 兵庫県明石市魚住町清水７２－２

明石西江井ヶ島西 兵庫県明石市魚住町中尾２５７番３

明石魚住長坂寺 兵庫県明石市魚住町長坂寺７８５－３

明石桜町 兵庫県明石市桜町１１番１８号

明石山下町 兵庫県明石市山下町７番１０号

明石鳥羽 兵庫県明石市小久保４丁目７番８

西明石南町 兵庫県明石市西明石南町１丁目５６１－１０７

明石相生町１丁目 兵庫県明石市相生町１丁目１０－９

明石太寺天王町 兵庫県明石市太寺天王町２７８６－１

明石大久保駅南口 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り１－３－１

明石江井ヶ島駅前 兵庫県明石市大久保町江井島８３６－１

明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

明石大久保西 兵庫県明石市大久保町大窪１７９－１

ハートインＪＲ明石駅北口 兵庫県明石市大明石町１－１－２３

明石大明石町 兵庫県明石市大明石町１丁目３－１５

明石樽屋町東 兵庫県明石市樽屋町５－２７

明石朝霧 兵庫県明石市朝霧南町３丁目１番３７号

明石田町２丁目 兵庫県明石市田町２丁目１１番１７号

明石藤江 兵庫県明石市藤江字今崎野１６３７－１

明石林崎 兵庫県明石市林崎町１丁目１－２１

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

綾部大島町 京都府綾部市大島町沓田１－１８

宇治黄檗公園 京都府宇治市五ケ庄一番割５２－５

宇治神明 京都府宇治市神明宮北１３番１

宇治大久保大竹 京都府宇治市大久保町大竹５５番３

宇治三室戸 京都府宇治市菟道門前２７－２

宇治槇島町大幡 京都府宇治市槇島町大幡１４８

亀岡運動公園前 京都府亀岡市曽我部町穴太大塚２２－１

亀岡余部 京都府亀岡市余部町天神又８－６

京田辺河原 京都府京田辺市河原北口２１－１

同志社山手 京都府京田辺市同志社山手２丁目１－１

京都葛野大路三条 京都府京都市右京区山ノ内西裏町１１－６

西院駅北 京都府京都市右京区西院東淳和院町８番２１

ハートインＪＲ京都駅西口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ハートインＪＲ京都駅地下東口 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

五条千本 京都府京都市下京区中堂寺坊城町６５

京都駅八条口 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１

烏丸五条 京都府京都市下京区東洞院通五条下ル下万寿寺町５００

京都東洞院七条 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町５２３

下鴨水口町 京都府京都市左京区下鴨水口町２３－１

京都下鴨膳部町 京都府京都市左京区下鴨膳部町６－１

京都吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町２６－８４



京都田中上古川町 京都府京都市左京区田中上古川町６

京都三条御陵 京都府京都市山科区御陵別所町６－１２

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

山科東野舞台町 京都府京都市山科区東野舞台町７７－２

二条城北 京都府京都市上京区下立売千本東入ル下ル中務町４８６番２０

京都堀川今出川 京都府京都市上京区元誓願寺通東堀川東入西町４４７番地

京都上七軒 京都府京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町１７９

京都千本今出川 京都府京都市上京区千本通五辻下る上善寺町１１９番

京都下津林水掛町 京都府京都市西京区下津林水掛町１２－１

京都上桂前田町 京都府京都市西京区上桂前田町１１－３

京都間之町御池 京都府京都市中京区御池通間之町東入ル高宮町２０６

京都四条新町 京都府京都市中京区新町通錦小路下ル小結棚町４４４

京都御池御前 京都府京都市中京区西ノ京西月光町６－１

ハートインＪＲ二条駅東口 京都府京都市中京区西ノ京東栂野尾町３

京都東洞院錦 京都府京都市中京区東洞院錦小路下ル元竹田町６４７－１

京都御所南 京都府京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町４３９番

東山五条 京都府京都市東山区五条橋東２丁目７番地

吉祥院嶋 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町２１

京都上久世 京都府京都市南区久世上久世町４４８

京都中久世４丁目 京都府京都市南区久世中久世町４丁目１４－１

７ＦＳ京阪バス京都駅八条口 京都府京都市南区東九条西山王町３１

伏見下鳥羽但馬町 京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町１３０番

京都久我森の宮町 京都府京都市伏見区久我森の宮町１４－１

伏見向島津田町 京都府京都市伏見区向島津田町１１３－１

深草西浦５丁目 京都府京都市伏見区深草西浦町５丁目５１－２

深草直違橋 京都府京都市伏見区深草直違橋２丁目４２２

京都伏見醍醐 京都府京都市伏見区醍醐新開１１－２

醍醐大構町 京都府京都市伏見区醍醐大構町３－１

伏見城南宮 京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町８７

伏見南部町 京都府京都市伏見区南部町７２番２

京都堀川今宮 京都府京都市北区紫野上鳥田町２７番１

上賀茂二軒家町 京都府京都市北区上賀茂二軒家町５番

向日寺戸 京都府向日市寺戸町修理式１３－２

精華町山手 京都府相楽郡精華町北稲八間野田１－１

長岡京西ノ口 京都府長岡京市井ノ内西ノ口１７－９

長岡京セブン通り 京都府長岡京市長岡１－３－９

長岡京駅東口 京都府長岡京市東神足２丁目５０１－１

宇治田原郷之口 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林１－１

松井山手 京都府八幡市欽明台西４８番地

八幡五反田 京都府八幡市八幡五反田２０－１

八幡御幸谷 京都府八幡市八幡御幸谷７１－１０

舞鶴溝尻 京都府舞鶴市字溝尻１８－２

舞鶴西町 京都府舞鶴市字西１０７－５



舞鶴北田辺 京都府舞鶴市字北田辺小字七軒１６４－４

キヨスクＪＲ東舞鶴駅改札口 京都府舞鶴市浜町５番地３

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丁目５番１

木津川原田 京都府木津川市木津川原田２９－１

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字野辺１２５４番１

安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

近江八幡駅南 滋賀県近江八幡市鷹飼町南１丁目３－９

ＫＯＹＯ近江八幡総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町１３７９

近江八幡野田町 滋賀県近江八幡市野田町１８番

栗東綣 滋賀県栗東市綣９丁目１３－１３

水口庚申口 滋賀県甲賀市水口町牛飼字流２２１６番１

甲賀市役所前 滋賀県甲賀市水口町水口字狐塚６０３５－７

土山中学校前 滋賀県甲賀市土山町北土山５４８－４

滋賀新旭 滋賀県高島市新旭町熊野本字上土立１４３番１

守山市民ホール前 滋賀県守山市金森町４７１番地１

守山市民病院前 滋賀県守山市守山４丁目１３－１８

守山石田町 滋賀県守山市石田町５９９－３

草津南笠町 滋賀県草津市笠山５丁目１－７６

名神高速草津ＰＡ下り 滋賀県草津市笠山５－２－６０

ＫＯＹＯ滋賀医科大学附属病院 滋賀県草津市笠山７丁目６番５３号

草津志那中 滋賀県草津市志那中町１７－１

草津青地町 滋賀県草津市青地町５２２番地

草津湖南農業高校前 滋賀県草津市草津町１６７０

草津南笠東 滋賀県草津市南笠東１丁目５番２７号

草津平井町 滋賀県草津市平井１丁目１０－２

近江草津バイパス 滋賀県草津市野路東５丁目１番２号

草津矢倉２丁目 滋賀県草津市矢倉２ー６ー１８

ハートインＪＲ石山駅南口 滋賀県大津市粟津町３－１

大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１

ハートインビエラ大津 滋賀県大津市春日町１－３

ＪＲ大津駅前 滋賀県大津市春日町２－１

ハートインＪＲ堅田駅前 滋賀県大津市真野１丁目１－７２

大津瀬田西インター 滋賀県大津市瀬田３丁目２４－６

大津大萱３丁目 滋賀県大津市大萱３丁目１５－１８

ＫＯＹＯ大津赤十字病院 滋賀県大津市長等１丁目１－３５

大津南志賀４丁目 滋賀県大津市南志賀４丁目１８－７

近江舞子 滋賀県大津市南小松９３１－４

大津阪本 滋賀県大津市比叡辻１丁目１５－１１

ハートインＪＲおごと温泉駅前 滋賀県大津市雄琴北１丁目３－１８

長浜祇園町 滋賀県長浜市祇園町１３８－１１



北近江高月 滋賀県長浜市高月町井口１３９２－１６

滋賀高月 滋賀県長浜市高月町高月９１７番

木之本インター口 滋賀県長浜市木之本町黒田１０８５－２

湖東横溝 滋賀県東近江市横溝町２５６－１

能登川垣見 滋賀県東近江市垣見町１３６９

東近江永源寺 滋賀県東近江市青野町４７１０番

八日市布施 滋賀県東近江市布施町２２４３－３

彦根小泉町 滋賀県彦根市小泉町１２８－１　

彦根新海町 滋賀県彦根市新海町２１８３他１２筆

南彦根駅東口 滋賀県彦根市西今町宇品井戸５９

彦根地蔵町 滋賀県彦根市東沼波町１８３－１

彦根平田町 滋賀県彦根市平田町１５２－２

野洲中主 滋賀県野洲市吉地５９６－１０

野洲市三宅 滋賀県野洲市市三宅２６４２番

野洲市役所前 滋賀県野洲市小篠原字木ノ下２０５７－６

店名 住所
田原本鍵 奈良県磯城郡田原本町鍵１２３－１

田原本千代 奈良県磯城郡田原本町千代１１２０番地１

田原本味間 奈良県磯城郡田原本町大字味間３１５－１

宇陀篠楽 奈良県宇陀市榛原篠楽元篠野８２－１

橿原十市町 奈良県橿原市十市町８９８－１

橿原新口町 奈良県橿原市新口町１４６番

橿原中曽司町 奈良県橿原市中曽司町９３－１

橿原鳥屋町 奈良県橿原市鳥屋町２８８－１

橿原豊田町 奈良県橿原市豊田町２９８－４

五條北インター 奈良県五條市居伝町４６５－３６

五條須恵 奈良県五條市須恵３丁目８－１７

五條二見 奈良県五條市二見２丁目８番３１号

香芝磯壁４丁目 奈良県香芝市狐井１１９番

香芝西真美 奈良県香芝市西真美２丁目１－６

香芝北今市 奈良県香芝市北今市６丁目４５０－１

明日香川原 奈良県高市郡明日香村大字川原１３９－１

桜井粟殿 奈良県桜井市粟殿６０５番地

橿原総合庁舎前 奈良県桜井市大字大福１００９番１

ハートインＪＲ法隆寺駅南口 奈良県生駒郡斑鳩町興留９－１－１

生駒山崎町 奈良県生駒市山崎町４０５－７

生駒南田原町 奈良県生駒市南田原町８２０－１

昭和工業団地 奈良県大和郡山市額田部北町１０７６－２

大和郡山九条町 奈良県大和郡山市九条町１７５－１

大和郡山上三橋町 奈良県大和郡山市上三橋町１４６－１

近鉄郡山駅前 奈良県大和郡山市朝日町５２０－３１

大和高田日之出町 奈良県大和高田市日之出町１５－１

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



天理杉本町 奈良県天理市杉本町４０７－２

天理丹波市 奈良県天理市丹波市町４７２番

奈良あやめ池南６丁目 奈良県奈良市あやめ池南６丁目８１６番１

奈良窪之庄町 奈良県奈良市窪之庄町４９番

奈良三条町 奈良県奈良市三条町４７５番１

ハートインＪＲ奈良駅前 奈良県奈良市三条本町１－２

近鉄高の原駅東 奈良県奈良市朱雀３丁目１４番地２

奈良西木辻町 奈良県奈良市西木辻町５８－１

奈良大宮町６丁目 奈良県奈良市大宮町６－２－１８

奈良中登美ヶ丘３丁目 奈良県奈良市中登美ヶ丘３丁目１１番２

７ＦＳ奈良県庁 奈良県奈良市登大路町３０　奈良県庁東棟１階

店名 住所
かつらぎ町東渋田 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田３５２－２

海南沖野々 和歌山県海南市沖野々４４－１

海南船尾 和歌山県海南市船尾字中濱２４９番４

岩出吉田 和歌山県岩出市吉田２４８－１

岩出根来 和歌山県岩出市根来９３８－１

岩出新田広芝 和歌山県岩出市新田広芝３７２－１

岩出清水 和歌山県岩出市清水字太刀焼４６２－１

岩出中黒 和歌山県岩出市中黒１番１

紀の川下井阪 和歌山県紀の川市下井坂４４５－１

貴志川町長山 和歌山県紀の川市貴志川町長山２４７番１

紀の川東国分 和歌山県紀の川市東国分字梨ノ木４５４番

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 和歌山県田辺市湊１番２４号

有田インター 和歌山県有田郡有田川町大字土生字羽釜３００番１

和歌山宇田森 和歌山県和歌山市宇田森字才ノ神２７７番１

和歌山永山 和歌山県和歌山市永山２５－１

和歌山塩屋１丁目 和歌山県和歌山市塩屋１丁目４－３０

和歌山狐島 和歌山県和歌山市狐島字長畑３５７番１

和歌山西庄南 和歌山県和歌山市西庄３４７番１

和歌山楠見中西 和歌山県和歌山市楠見中３７－２

ハートインＪＲ和歌山駅中央口 和歌山県和歌山市美園町５－６１

和歌山マリーナ入口 和歌山県和歌山市布引６６２－３

和歌山和佐関戸 和歌山県和歌山市和佐関戸字蛭池２５４－４

店名 住所
境港上道町 鳥取県境港市上道町１８５５番１５

境港市役所前 鳥取県境港市上道町３４３１－１

日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１３６２番

ハートインＪＲ倉吉駅 鳥取県倉吉市上井１９５－３

倉吉新町 鳥取県倉吉市新町３丁目１０８０番１

倉吉生田 鳥取県倉吉市生田４６３－４

鳥取面影小前 鳥取県鳥取市雲山字背戸田１１０番１

鳥取下坂本 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０１９番８７

ＫＯＹＯ鳥取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津７３０



鳥取千代水３丁目 鳥取県鳥取市千代水３丁目１２３

鳥取的場 鳥取県鳥取市的場字マニトバ１３６番１

ハートインＪＲ鳥取駅 鳥取県鳥取市東品治町１１１－１

鳥取湯所町 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

鳥取布勢 鳥取県鳥取市布勢字河徳３２８－１

鳥取緑ケ丘１丁目 鳥取県鳥取市緑ケ丘１丁目１２番４２号

米子河崎 鳥取県米子市河崎３３０９－６

米子角盤町２丁目 鳥取県米子市角盤町２丁目１１１

米子旗ヶ崎７丁目 鳥取県米子市旗ヶ崎７丁目１６３－４

天満屋ＤＰ米子医療センター 鳥取県米子市車尾４－１７－１

米子新開１丁目 鳥取県米子市新開１丁目１２５９番４

米子西福原６丁目 鳥取県米子市西福原６丁目８８３番２

米子二本木 鳥取県米子市二本木１１２９－１

米子米原５丁目 鳥取県米子市米原５－４９１

ハートインＪＲ米子駅 鳥取県米子市弥生町１５番地

店名 住所
安来清水 島根県安来市島田町４３４－２

江津浅利 島根県江津市浅利町８４－３

ハートインＪＲ出雲市駅 島根県出雲市駅北町１１番地

出雲長浜 島根県出雲市西園町字長配２７１－１

出雲大津新崎２丁目 島根県出雲市大津新崎町２丁目２８番

出雲朝山町 島根県出雲市朝山町畑ノ前２７３－４

出雲白枝町 島根県出雲市白枝町８６０番１

出雲武志町 島根県出雲市武志町６０７

出雲平田町薮崎 島根県出雲市平田町薮崎１５８３

松江玉湯町布志名 島根県松江市玉湯町布志名６３７－１１

松江宍道大森 島根県松江市宍道町佐々布７２１－１

松江上乃木９丁目 島根県松江市上乃木９丁目１６４０－１

松江西川津町北 島根県松江市西川津町６２７－１

松江千鳥町 島根県松江市千鳥町７８番地１

ハートインＪＲ松江駅シャミネ 島根県松江市朝日町４７２－２

松江合同庁舎前 島根県松江市東津田町１７４２－３

松江大根島 島根県松江市八束町入江字田島４２８番２

浜田国分 島根県浜田市国分町１７４９－８

浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５

浜田熱田 島根県浜田市熱田町９８７－１


