
店名 住所
井原岩倉町 岡山県井原市岩倉町３４２－２

井原上出部町 岡山県井原市上出部町５１１

井原芳井町 岡山県井原市芳井町簗瀬２６７－２

岡山海吉 岡山県岡山市中区海吉１７５２－１

岡山関 岡山県岡山市中区関４３３－７

岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

岡山山崎 岡山県岡山市中区山崎４２－２

岡山中井 岡山県岡山市中区中井６４－１

岡山長利 岡山県岡山市中区長利３１１－１

岡山藤崎東 岡山県岡山市中区藤崎５７５－８

岡山門田屋敷４丁目 岡山県岡山市中区門田屋敷４丁目１－１５

岡山可知５丁目 岡山県岡山市東区可知５丁目１２９－２４

岡山瀬戸 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３５７－１

岡山上道 岡山県岡山市東区中尾１８６－４

岡山矢津 岡山県岡山市東区矢津１５１４－２

岡山浦安南町 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山浦安本町北 岡山県岡山市南区浦安本町３４０－１

岡山郡 岡山県岡山市南区郡２９８１番地３

岡山西市 岡山県岡山市南区西市９７－９

岡山青江６丁目 岡山県岡山市南区青江６丁目１－３８

岡山バイパス豊成 岡山県岡山市南区豊成３－４－１０３

岡山妹尾西 岡山県岡山市南区妹尾８７９番１

天満屋ＤＰ岡山済生会外来センター 岡山県岡山市北区伊福町１－１７－１８

おみやげ街道さんすて岡山 岡山県岡山市北区駅元町１－１

ハートインＪＲ岡山駅地下改札口 岡山県岡山市北区駅元町１－１

ハートイン岡山駅新幹線改札内 岡山県岡山市北区駅元町１－１

岡山駅元町 岡山県岡山市北区駅元町３０－１２

岡山奥田 岡山県岡山市北区奥田南町２７２番７

岡山下石井２丁目 岡山県岡山市北区下石井２丁目１番１０

岡山下中野 岡山県岡山市北区下中野７１８－１０１

岡山錦町 岡山県岡山市北区錦町１番２７

岡山御津草生 岡山県岡山市北区御津草生８２２－１

岡山今６丁目 岡山県岡山市北区今６丁目４－１０

岡山鹿田町２丁目 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目２７１番２

岡山小山 岡山県岡山市北区小山９１－６

岡山大元駅北 岡山県岡山市北区西古松６０４－１

岡山青江１丁目 岡山県岡山市北区青江１丁目２－１

岡山津島京町 岡山県岡山市北区津島京町１丁目１番１号

岡山田中 岡山県岡山市北区田中１３７－１１０
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⑤岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本

県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県



岡山田町 岡山県岡山市北区田町１丁目３番６

岡山東古松２丁目 岡山県岡山市北区東古松２丁目１０ー５３

岡山東中央町 岡山県岡山市北区東中央町５－２１

岡山楢津 岡山県岡山市北区楢津字西大土手９７６番１

岡山法界院 岡山県岡山市北区北方１丁目４番８号

岡山問屋町 岡山県岡山市北区問屋町２０－１０５

岡山野殿東町 岡山県岡山市北区野殿東町４番２５号

岡山野田４丁目 岡山県岡山市北区野田４丁目６－１１４

岡山野田屋町２丁目 岡山県岡山市北区野田屋町２丁目１１－１７

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

笠岡五番町 岡山県笠岡市五番町５－５５

玉野宇野１丁目 岡山県玉野市宇野１丁目２１－１０

玉野田井３丁目 岡山県玉野市田井３丁目２９－１６

玉野東高崎 岡山県玉野市東高崎２５－３６

玉野迫間 岡山県玉野市迫間１４４－１

玉野和田５丁目 岡山県玉野市和田５ー１７ー２４

高梁成羽町東 岡山県高梁市成羽町下原２５４

高梁成羽町 岡山県高梁市成羽町下原１１２８－１

勝央町岡 岡山県勝田郡勝央町岡２４２－１

矢掛小田 岡山県小田郡矢掛町小田５５４０－２

矢掛東町 岡山県小田郡矢掛町矢掛１８７８

新見高尾 岡山県新見市高尾２４８０－２

落合下河内 岡山県真庭市下河内７０１－１

久世草加部 岡山県真庭市久世３２４７－２

落合栗原 岡山県真庭市栗原８９１－８

北房上水田 岡山県真庭市上水田２８１８

赤磐河本 岡山県赤磐市河本字横田１０７６番１

赤磐すさい 岡山県赤磐市周匝６７６

赤磐中島 岡山県赤磐市中島８４－１

里庄町手の際 岡山県浅口郡里庄町里見３７３９－３

鴨方インター 岡山県浅口市鴨方町鴨方１５３５－１

ハートインＪＲ倉敷駅南口 岡山県倉敷市阿知１－１－１　さんすて倉敷

ハートインＪＲ倉敷駅北口 岡山県倉敷市阿知１丁目１－１

倉敷安江 岡山県倉敷市安江３９４番地の２

倉敷羽島 岡山県倉敷市羽島２７０－１

倉敷玉島阿賀崎 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２４７８－９

倉敷玉島乙島 岡山県倉敷市玉島乙島７２８１－６

倉敷玉島上成 岡山県倉敷市玉島上成字長田４８９－１

倉敷玉島インター 岡山県倉敷市玉島長尾３２７０－１

ハートインＪＲ新倉敷駅 岡山県倉敷市玉島爪崎３９０－４

倉敷玉島柏島 岡山県倉敷市玉島柏島４８－１　

倉敷玉島八島 岡山県倉敷市玉島八島１７２２－２

倉敷玉島勇崎 岡山県倉敷市玉島勇崎７４５－１

倉敷幸町 岡山県倉敷市幸町６－８



倉敷広江 岡山県倉敷市広江６丁目５番２号

倉敷黒崎 岡山県倉敷市黒崎６１２－１

倉敷山地 岡山県倉敷市山地５３－１

ハートインＪＲ児島駅 岡山県倉敷市児島駅前１丁目１０７

倉敷市立短大前 岡山県倉敷市児島稗田町８０５－３

新倉敷駅前１丁目 岡山県倉敷市新倉敷駅前１丁目１４１

新倉敷駅前３丁目 岡山県倉敷市新倉敷駅前３丁目８５

倉敷新田 岡山県倉敷市新田２６６８－１

真備川辺 岡山県倉敷市真備町川辺１４８－１

真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

倉敷水島西常盤町 岡山県倉敷市水島西常盤町４－９

倉敷西阿知東 岡山県倉敷市西阿知町３８５－６

倉敷西阿知南 岡山県倉敷市西阿知町９８２－２０

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

おみやげ街道茶屋町 岡山県倉敷市茶屋町４７８

倉敷茶屋町 岡山県倉敷市茶屋町１６１４－３

倉敷鶴の浦２丁目 岡山県倉敷市鶴の浦２丁目１３番地２０

倉敷二子 岡山県倉敷市二子字牛渡り２７－１

倉敷福井 岡山県倉敷市福井６４－２

倉敷福田観音堂 岡山県倉敷市福田町古新田２５８－２０

倉敷福田町南 岡山県倉敷市福田町古新田１２０９－５０

倉敷堀南 岡山県倉敷市堀南８５２－１

倉敷有城 岡山県倉敷市有城６１２－１

倉敷連島中央１丁目 岡山県倉敷市連島中央１－１－３６

倉敷連島鶴新田 岡山県倉敷市連島町鶴新田３９２ー２

倉敷連島町 岡山県倉敷市連島町連島３３－６４

総社窪木 岡山県総社市窪木１０１４－３

総社種井 岡山県総社市種井１３９番１

総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１

総社中央１丁目 岡山県総社市中央１丁目２－３６

津山河辺 岡山県津山市河辺１１５７番１

津山高野 岡山県津山市高野本郷１６７７－１

津山坂上 岡山県津山市坂上１８１－１

津山志戸部 岡山県津山市志戸部字榎ヶ市７１９－１

津山大崎 岡山県津山市西吉田竹長１４－１

津山東一宮 岡山県津山市東一宮４７－４

津山二宮 岡山県津山市二宮１９２０－１１

津山北園 岡山県津山市北園町２２－８　

和気衣笠 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１

店名 住所
広島海田幸町 広島県安芸郡海田町幸町１－１０

キヨスクＪＲ海田市駅 広島県安芸郡海田町新町２０－２０

広島海田大正町 広島県安芸郡海田町大正町８－９



熊野町初神 広島県安芸郡熊野町初神１丁目１４－２

ハートインＪＲ向洋駅 広島県安芸郡府中町青崎南４－１８

安芸府中桃山１丁目 広島県安芸郡府中町桃山１丁目１－１０

安芸府中浜田 広島県安芸郡府中町浜田１丁目１－２７

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

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

呉市海岸 広島県呉市海岸２丁目１１－１

呉市海岸４丁目 広島県呉市海岸４丁目９－１２

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

呉古新開 広島県呉市広古新開７丁目４２番１４号

呉市大新開 広島県呉市広大新開２丁目７－１４

ハートインＪＲ広駅 広島県呉市広中町２－６

呉焼山昭和支所前 広島県呉市焼山中央２丁目４－４６

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

呉駅前 広島県呉市中央１丁目５－３４

呉体育館前 広島県呉市中央５丁目１－２９

呉中央６丁目 広島県呉市中央６丁目６番６号

ハートインＪＲ呉駅 広島県呉市宝町１－１６

広島上瀬野 広島県広島市安芸区上瀬野２丁目１２番３１号

広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４

広島安東 広島県広島市安佐南区安東１丁目３番１７号

広島古市１丁目 広島県広島市安佐南区古市１丁目２９－８

広島古市２丁目 広島県広島市安佐南区古市２－２－２５

広島高取北 広島県広島市安佐南区上安２丁目９－１８

広島上安 広島県広島市安佐南区上安３丁目１ー１０

広島西原６丁目 広島県広島市安佐南区西原６丁目９番２８号

広島川内４丁目 広島県広島市安佐南区川内４丁目１３番３７号

広島川内 広島県広島市安佐南区川内５丁目３０－４３

広島川内５丁目 広島県広島市安佐南区川内５丁目３４－７

広島中須 広島県広島市安佐南区大町東１－１７－３

広島中筋２丁目 広島県広島市安佐南区中筋２丁目４－１６

広島長楽寺 広島県広島市安佐南区長楽寺９４７－１

広島八木 広島県広島市安佐南区八木８ー１１ー１７

広島安川通り 広島県広島市安佐南区伴東４丁目１９－６

広島緑井 広島県広島市安佐南区緑井１－５－２

広島緑井３丁目 広島県広島市安佐南区緑井３－１７－１８

広島緑井６丁目 広島県広島市安佐南区緑井６－１５－１８

広島上小田 広島県広島市安佐北区口田南３丁目１４６５番

広島口田南 広島県広島市安佐北区口田南７丁目２７４２－１

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

広島落合１丁目 広島県広島市安佐北区落合１丁目４４－４

広島落合２丁目 広島県広島市安佐北区落合２丁目３８ー５



広島楽々園 広島県広島市佐伯区楽々園２丁目２－６

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

広島セントラルシティ 広島県広島市佐伯区石内北２丁目５００５番１０

広島八幡東３丁目 広島県広島市佐伯区八幡東３丁目２９－４６－３

広島井口５丁目 広島県広島市西区井口５丁目６１１番３

広島横川新橋西 広島県広島市西区横川町１丁目１１－２５

広島上天満町 広島県広島市西区上天満町４－１５

広島大芝１丁目 広島県広島市西区大芝１丁目７－１

広島中広３丁目 広島県広島市西区中広町３丁目２３ー９

広島加古町 広島県広島市中区加古町５番９号

広島広瀬町 広島県広島市中区広瀬町６－１

広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３

広島十日市１丁目 広島県広島市中区十日市町１丁目３－４

広島大手町１丁目 広島県広島市中区大手町１丁目１番２１

広島中央郵便局前 広島県広島市中区大手町３－７－１０

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

広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀７番２号

広島宝町南 広島県広島市中区宝町５－１

広島幟町東 広島県広島市中区幟町１－１０

広島温品５丁目 広島県広島市東区温品５丁目９－５

広島牛田東 広島県広島市東区牛田東３－６－２５

広島東蟹屋 広島県広島市東区東蟹屋町３番１４号

広島馬木 広島県広島市東区馬木５－１６９９－１

広島県病院西 広島県広島市南区宇品神田１－１－１６

広島宇品西４丁目 広島県広島市南区宇品西４丁目１－５６

広島皆実４丁目 広島県広島市南区皆実町４丁目２４－２０

広島京橋東 広島県広島市南区京橋町９－２１

広島広大病院前 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０

広島出汐４丁目 広島県広島市南区出汐４丁目２－５

ハートインエキエ広島 広島県広島市南区松原町２－３７

広島産業会館 広島県広島市南区比治山本町１６番３１号

江田島小古江 広島県江田島市大柿町小古江字桜１８０１－１

三原宮浦 広島県三原市宮浦６丁目１６－３０

三原沼田西 広島県三原市沼田西町惣定９２０－１

おみやげ街道三原 広島県三原市城町１－１－１

広島大和町 広島県三原市大和町下徳良１９０４－８

三原久井インター 広島県三原市八幡町垣内４７０－１

三次東酒屋町 広島県三次市東酒屋町５２２－１

広島加計 広島県山県郡安芸太田町加計４７７８－１

広島千代田春木 広島県山県郡北広島町春木字茶堂２５３－１

庄原新庄 広島県庄原市宮内町永宗７７５－１

広島世羅インター 広島県世羅郡世羅町西上原１６２７－７

広島世羅町 広島県世羅郡世羅町本郷６５３－２

大竹御園 広島県大竹市御園１丁目３番５２号



大竹インター 広島県大竹市黒川１丁目８番３０号

おみやげ街道東広島 広島県東広島市三永１丁目４番２４号

東広島駅前 広島県東広島市三永２丁目６－３０

東広島西条下見北 広島県東広島市西条町下見４１４２－４

東広島西条大沢 広島県東広島市西条町大沢下南４２９－１

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

東広島田口 広島県東広島市西条町田口字西東子２４４０－２

ハートインＪＲ西条駅南口 広島県東広島市西条本町１２－３

東広島八本松磯松 広島県東広島市八本松町米満１１８－１５

広島宮島口 広島県廿日市市宮島口１－１２－３

廿日市大野更地 広島県廿日市市大野１８４７

尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道高須町 広島県尾道市高須町字東新涯西十ノ丁４８６６番３

尾道栗原本通り 広島県尾道市西則末町２０７５番１

備後府中鵜飼町 広島県府中市鵜飼町５１－１

備後府中中須大踏切 広島県府中市中須町７３番１５

福山芦田町 広島県福山市芦田町大字上有地３０６８番７

福山引野北４丁目 広島県福山市引野町北４丁目２０番１号

福山駅家町倉光 広島県福山市駅家町大字倉光１７－５

福山御門３丁目 広島県福山市御門町３－１－１８

福山駅前 広島県福山市三之丸町８番１１号

福山若松町 広島県福山市若松町１０－１６

福山手城町３丁目 広島県福山市手城町３丁目１４－８

福山春日２丁目 広島県福山市春日町２丁目１番３６号

福山春日６丁目 広島県福山市春日町６丁目８番３０号

福山曙５丁目 広島県福山市曙町５ー１９ー４３

福山松永町４丁目 広島県福山市松永町４丁目１６番３７号

福山新市戸手 広島県福山市新市町戸手１６８

神辺十九軒屋 広島県福山市神辺町大字十九軒屋字四ノ丁２２２－１

福山平成大学通り 広島県福山市神辺町大字十三軒屋四番目１８５－１

福山水呑半坂橋 広島県福山市水呑町５５－６

福山西新涯町 広島県福山市西新涯町２丁目１６５番１

福山多治米１丁目 広島県福山市多治米町１丁目９－２

福山大門１丁目 広島県福山市大門町１丁目３６－１４

福山坪生町 広島県福山市坪生町１丁目３３番１４号

福山東川口４丁目 広島県福山市東川口町４丁目１０－２１

福山東町３丁目 広島県福山市東町３－２－２

福山南蔵王２丁目 広島県福山市南蔵王町２丁目４－２

福山南本庄 広島県福山市南本庄４丁目１０番８号

福山ポートプラザ 広島県福山市入船町３丁目３番７号

福山宝町 広島県福山市宝町３０－１

福山本庄町中４丁目 広島県福山市本庄町４－４－３７

店名 住所
宇部ひらき 山口県宇部市開３丁目１番１４号



宇部厚南中央 山口県宇部市厚南中央２丁目１４２１番５

宇部厚南 山口県宇部市黒石北４丁目７９２－２１

宇部西岐波 山口県宇部市今村南２丁目９－１２

宇部西平原 山口県宇部市西平原２丁目２２３３番１

宇部東岐波 山口県宇部市大字東岐波２１６４

宇部黒石 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

下関清末 山口県下関市清末千房２丁目１－２５号

下関竹崎４丁目 山口県下関市竹崎町４丁目１－３０

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

下関稗田南町 山口県下関市稗田南町７番３号

下関彦島福浦口 山口県下関市彦島江の浦町３丁目９－１９

下関黒井 山口県下関市豊浦町大字黒井１８２４番５

下関川棚 山口県下関市豊浦町大字川棚字二王丸７３１０番３

下関椋野町 山口県下関市椋野町１丁目９６８番１

下松中央町 山口県下松市せせらぎ町１丁目２番１号

下松生野屋 山口県下松市生野屋２丁目２－４

岩国インター 山口県岩国市多田字八幡原１０１番１

岩国中津町 山口県岩国市中津町２－１６－２０

岩国保津町 山口県岩国市保津町２丁目６番３５号

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

田布施砂田 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施７２２－１

光市虹ヶ丘 山口県光市虹ケ丘１丁目７４５番５

山口吉敷中東 山口県山口市吉敷中東４丁目１番２０号

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

山口秋穂東 山口県山口市秋穂東字北原６９３－１

山口第一病院前 山口県山口市小郡下郷９３６－８

山陽小野田丸河内 山口県山陽小野田市大字丸河内９７４番６８

山口厚狭本町 山口県山陽小野田市大字厚狭４６１－１

おみやげ街道徳山新幹線改札内 山口県周南市御幸通２丁目２８番地

周南新宿通 山口県周南市新宿通３丁目１６番地

周南新堤 山口県周南市新堤町１０－２３

周南代々木通 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

熊毛インター 山口県周南市大字安田２７０

周南富田 山口県周南市富田２７６４－１

長門東深川下郷 山口県長門市東深川字渋谷２２３５－１

長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１

萩椿東 山口県萩市大字椿東２９２８－４

萩反射炉前 山口県萩市大字椿東４９０１番地１

防府桑南 山口県防府市桑南１丁目１６－５１

防府三田尻 山口県防府市三田尻２丁目３３－１７

防府西仁井令町 山口県防府市西仁井令２丁目２９－１５

防府江泊 山口県防府市大字江泊１０６０

防府田島 山口県防府市大字新田字角田７０４－１



柳井南町３丁目 山口県柳井市南町３－２－５

柳井港前 山口県柳井市柳井字江ノ浦１５０－６５

店名 住所
阿南西路見町 徳島県阿南市西路見町江川６１番１

阿南那賀川 徳島県阿南市那賀川町工地大久保２９６－１

阿南領家町 徳島県阿南市領家町走寄１００

海陽町宍喰 徳島県海部郡海陽町宍喰浦松原２１１－１

海部牟岐町 徳島県海部郡牟岐町大字中村字清水１－１

小松島坂野町 徳島県小松島市坂野町字竹のはな１－１

阿南羽ノ浦 徳島県小松島市大林町字高橋６９番１

小松島日開野町 徳島県小松島市日開野町字弥三次１１番地１

徳島金沢１丁目 徳島県徳島市金沢１丁目８４－１０

徳島国府バイパス 徳島県徳島市国府町南岩延字三反地３７－１

徳島国府町府中 徳島県徳島市国府町府中字松ノ久保７６番２

徳島紺屋町 徳島県徳島市紺屋町１０－１

ＤＲ徳島ダイワロイネットホテル 徳島県徳島市寺島本町東３丁目８番

徳島昭和町 徳島県徳島市昭和町７丁目３１－２

徳島インター 徳島県徳島市川内町鶴島１２４－１

徳島本町２丁目 徳島県徳島市徳島本町２丁目５－１

徳島南昭和町５丁目 徳島県徳島市南昭和町５丁目６３－１

徳島不動西町 徳島県徳島市不動西町１丁目３８３－３

徳島北田宮２丁目 徳島県徳島市北田宮２丁目４７７－１

那賀町鷲敷 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川７５－１

上板町神宅 徳島県板野郡上板町神宅字新宮北３０番地１

藍住町勝瑞 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西地１３７－１

藍住徳命 徳島県板野郡藍住町徳命字元村１６６－１

美馬市脇町 徳島県美馬市脇町字拝原２００１－２

鳴門大津 徳島県鳴門市大津町木津野字西辰巳８番６

店名 住所
さぬき志度小坂 香川県さぬき市志度４２９３－４

さぬきみろく公園前 香川県さぬき市大川町富田中字弥勒３４２３－１

綾川町萱原 香川県綾歌郡綾川町萱原字南１４６－１

Ｋｉｏｓｋ宇多津駅 香川県綾歌郡宇多津町浜５番丁４９

観音寺坂本 香川県観音寺市坂本町６丁目２番１３号

観音寺豊浜町 香川県観音寺市豊浜町姫浜９４－１

丸亀運動公園前 香川県丸亀市金倉町上下所９３８

丸亀城東町２丁目 香川県丸亀市城東町２－３－１

丸亀土器町東８丁目 香川県丸亀市土器町東８丁目２５１番

なおしま 香川県香川郡直島町字家ノ上１９８２－２

高松瓦町２丁目 香川県高松市瓦町２丁目３－８

高松鬼無町 香川県高松市鬼無町佐料７－３

高松香川町大野北 香川県高松市香川町大野字舟岡９－１

高松香南町横井 香川県高松市香南町横井９３７－１

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

高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１

高松十川西町 香川県高松市十川西町４１４

高松上福岡町 香川県高松市上福岡町６５７－９

高松瓦町駅東口 香川県高松市常磐町１丁目３番地１

高松太田下町 香川県高松市太田下町１８５６－９

高松中央町 香川県高松市中央町１４番１６号

高松中間町 香川県高松市中間町４７１番１

高松田町 香川県高松市田町１１番地５

高松南新町 香川県高松市南新町１番地４

香川大学正門前 香川県高松市番町４丁目８番２１号

Ｋｉｏｓｋクレメントイン高松 香川県高松市浜ノ町１番３号

高松木太町本村 香川県高松市木太町１３４８番地１

高松木太町中浜 香川県高松市木太町２６７２－１

高松木太町上川東 香川県高松市木太町字上川東４０５８番１

坂出駅南 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２番１

Ｋｉｏｓｋ坂出駅 香川県坂出市元町１－１－１

坂出川津町 香川県坂出市川津町５５番１

三豊豊中町 香川県三豊市豊中町比地大字小路１００９－２

小豆島内海 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－９１

小豆島馬木 香川県小豆郡小豆島町馬木甲９１９－２

善通寺吉原町 香川県善通寺市吉原町字上官坊６－１

善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１

四国こどもとおとなの医療センター 香川県善通寺市仙遊町２丁目１－１

こんぴら 香川県仲多度郡琴平町字川西６９６

店名 住所
松前町恵久美 愛媛県伊予郡松前町恵久美６２８

松前町松前公園前 愛媛県伊予郡松前町大字筒井９２３番地

宇和島栄町港２丁目 愛媛県宇和島市栄町港２丁目６００－１０

ＪＡ五十崎支所前 愛媛県喜多郡内子町平岡甲７６番地１

菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜１０１１－７

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号

今治片山３丁目 愛媛県今治市片山３－１－５０

今治学園通り 愛媛県今治市北日吉町１丁目２１番８号

今治北日吉町２丁目 愛媛県今治市北日吉町２丁目８番２５号

四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３

四国中央川之江町港通 愛媛県四国中央市川之江町１５４５番２

四国中央土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野８２５番

松山空港通６丁目 愛媛県松山市空港通６丁目９－５

松山古三津１丁目 愛媛県松山市古三津１丁目２４番２０号

松山古三津３丁目 愛媛県松山市古三津３丁目３番７号

松山須賀町 愛媛県松山市須賀町６番３号

松山中央１丁目 愛媛県松山市中央１丁目１１－２８

松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－２７



いよてつ古町駅 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山保免西１丁目 愛媛県松山市保免西１丁目１－１０

松山保免中２丁目 愛媛県松山市保免中２丁目１番１号

ＨＡＲＵＹＡ松山北井門２丁目 愛媛県松山市北井門２丁目２０番３２号

松山銀天街 愛媛県松山市湊町４丁目１０－１

いよてつ松山市駅 愛媛県松山市湊町５丁目１番地１

松山市駅前 愛媛県松山市湊町５丁目５－１

松山竹原町 愛媛県松山市湊町８丁目１１５番１

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

松山和気町 愛媛県松山市和気町１丁目４７２番地４

新居浜元塚 愛媛県新居浜市菊本町１丁目１番３８号

新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５

丹原町願連寺 愛媛県西条市丹原町池田１６５６－１

宇和中央 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４７９番

愛媛大洲街道 愛媛県大洲市東大洲９６－１

東温北方 愛媛県東温市北方３０８９－８

八幡浜産業通 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

店名 住所
のいち東野 高知県香南市野市町東野２９７番７

津野町葉山 高知県高岡郡津野町姫野々４９７－１

高知一宮南町 高知県高知市一宮南町１丁目１２－２

Ｋｉｏｓｋ高知駅 高知県高知市栄田町２丁目１番１０号

高知神田川橋 高知県高知市河ノ瀬町字ニタ股乾ノ丸１４９－２４

高知升形 高知県高知市升形５－５

高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１

南国篠原 高知県南国市篠原１８１７番３

店名 住所
福岡吉井新馬場 福岡県うきは市吉井町７３６－１

うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１

うきはバイパス 福岡県うきは市浮羽町山北５９３－１

高田今福 福岡県みやま市高田町今福６６５

みやま恵比須町 福岡県みやま市瀬高町下庄１５９６－１１

遠賀今古賀 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀４６６－１

岡垣ぬか塚 福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚９０７ー１．５２３

桂川町役場前 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居字大坪３６３－１

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

久留米御井旗崎 福岡県久留米市御井旗崎２丁目２５－４２

久留米矢取西 福岡県久留米市御井町２１３８－２

久留米国分町 福岡県久留米市国分町７７２－５

久留米野田 福岡県久留米市国分町１４１６ー２

三潴壱町原 福岡県久留米市三潴町壱町原１５７－１

久留米上津町 福岡県久留米市上津町２３９９－１１



久留米城島江上本 福岡県久留米市城島町江上本１３５７

久留米新合川 福岡県久留米市新合川２丁目８番２４号

久留米善導寺 福岡県久留米市善導寺町与田１４－３

久留米荘島町 福岡県久留米市荘島町１６－１０

久留米長門石 福岡県久留米市長門石４丁目３－２２

久留米天神町 福岡県久留米市天神町１５４－１

久留米二千年橋 福岡県久留米市東櫛原町６８１番地１

久留米東合川５丁目 福岡県久留米市東合川５丁目６－１３

久留米合川大橋 福岡県久留米市東合川７丁目１－５

久留米日吉町 福岡県久留米市日吉町２６－４７

宮若脇野 福岡県宮若市宮田１３１９－４

宮若筑前芹田 福岡県宮若市芹田字大谷３５－１

宮若山口 福岡県宮若市山口字中原１２８７番１

みやこ町役場前 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田８１－２２

勝山大久保 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２４５０－１

苅田京町２丁目 福岡県京都郡苅田町京町２丁目２４－２

苅田南原 福岡県京都郡苅田町大字南原字苗代田１６１３番１

福岡苅田尾倉 福岡県京都郡苅田町尾倉１－２－１

古賀花見東７丁目 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５

古賀新久保 福岡県古賀市新久保１丁目３６２番１

古賀インター 福岡県古賀市新原７９１－２

行橋延永 福岡県行橋市吉国２７０

行橋駅南 福岡県行橋市西宮市２丁目１０番１５号

行橋西泉４丁目 福岡県行橋市西泉４丁目９１６番７

行橋天生田 福岡県行橋市大字矢留字セト川１９２７－７

東九州道今川ＰＡ下り 福岡県行橋市大字流末１０８０番４

行橋竹田 福岡県行橋市北泉５丁目７－８

東九州道今川ＰＡ上り 福岡県行橋市流末９９９－１

糸島伊都の杜 福岡県糸島市伊都の杜１丁目３番１２号

志摩井田原 福岡県糸島市志摩井田原７４－２

糸島志摩師吉 福岡県糸島市志摩師吉１３１－６

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

宗像自由ヶ丘 福岡県宗像市田久１０９０－５５

宗像吉武 福岡県宗像市武丸字前田９９８－５

宗像野坂 福岡県宗像市野坂２６７４

宗像陵厳寺 福岡県宗像市陵厳寺３－３－１

春日一の谷４丁目 福岡県春日市一の谷４丁目２８

春日星見ヶ丘 福岡県春日市星見ヶ丘２丁目６番

春日惣利 福岡県春日市惣利１丁目２７番地

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

小郡祇園１丁目 福岡県小郡市祇園１丁目１５－３

小郡三国が丘 福岡県小郡市三国が丘６－１７



福岡早見 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２丁目１７番１１号

宇美原田１丁目 福岡県糟屋郡宇美町原田１丁目１４－１２

久山久原 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１５７－１

志免南里７丁目 福岡県糟屋郡志免町大字南里７丁目１番地１

志免別府 福岡県糟屋郡志免町別府北１丁目４３８－１３

篠栗町民体育館前 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７１６－２７

篠栗和田 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７７６番地２

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

新宮中央駅前 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目６番１号

須恵中央 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１４０１－３

須恵古宮 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０１－３

九州道須恵ＰＡ上り 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石字一ノ浦９０４－２

須恵旅石 福岡県糟屋郡須恵町旅石１８９－１

粕屋原町駅前 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２丁目７－３２

粕屋丸の内 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿駅南土地区画整理事業３街区１

粕屋仲原３丁目 福岡県糟屋郡粕屋町仲原３丁目１９－８

太宰府吉松 福岡県太宰府市吉松２－１０－１８

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

太宰府通古賀３丁目 福岡県太宰府市通古賀３丁目３－１

太宰府梅香苑１丁目 福岡県太宰府市梅香苑１丁目１－４９

大川向島 福岡県大川市大字向島１５８０－１

大牟田倉永 福岡県大牟田市倉永１５２２

大牟田大黒町 福岡県大牟田市大黒町１－３４－２

大牟田新町 福岡県大牟田市大字新町字田町１２４

大牟田田隈 福岡県大牟田市大字田隈字玉口２００ー１

春日原駅東 福岡県大野城市錦町４丁目１番１８

大野城いけいけ通り 福岡県大野城市若草４丁目５－２０

大野城上大利 福岡県大野城市上大利２－２３－１０

大野城筒井２丁目 福岡県大野城市筒井２丁目４－４

福岡築城 福岡県築上郡築上町大字築城１０５１－４

筑後野町 福岡県筑後市大字野町７６６－６

筑紫野俗明院 福岡県筑紫野市大字俗明院１３３番１３

筑紫野筑紫 福岡県筑紫野市筑紫駅西口区画整理事業４街区１０

筑紫野郵便局前 福岡県筑紫野市二日市南２－１０９７－１

筑紫野警察署前 福岡県筑紫野市二日市南４丁目１１４３番地１

筑紫野武蔵 福岡県筑紫野市武蔵４丁目５－１５

中間中鶴 福岡県中間市浄花町２０－１

朝倉一ツ木大通り 福岡県朝倉市来春字小原３７１－１

直方上頓野 福岡県直方市大字上頓野４９６３－１

田川中津原 福岡県田川郡香春町大字中津原１０２９－１

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



田川宮馬場 福岡県田川郡福智町大字上野３８１－１

田川三井伊田 福岡県田川市大字伊田２７４１－１６

田川バイパスみそぎ 福岡県田川市大字夏吉１４０７－１

田川バイパス清瀬 福岡県田川市大字夏吉２９１３

田川日の出町 福岡県田川市日の出町１番３号

田川糒 福岡県田川市糒１９１３－３

那珂川五郎丸 福岡県那珂川市松木３丁目１６０番

那珂川片縄５丁目 福岡県那珂川市片縄５丁目２６

八女井延 福岡県八女市井延３９－１

八女中篭 福岡県八女市黒木町桑原８８９－１

八女納楚 福岡県八女市納楚６１４番地１

八女公園通り 福岡県八女市本町４９８－１

飯塚伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須７２２－１

飯塚下三緒 福岡県飯塚市下三緒２９６－８

飯塚勢田 福岡県飯塚市勢田２３２６－１

筑穂中学校前 福岡県飯塚市長尾８９９－１

飯塚柏の森 福岡県飯塚市柏の森５３１－１

飯塚平恒 福岡県飯塚市平恒字天神６０１番５

飯塚片島 福岡県飯塚市片島２丁目１５番３０号

飯塚鯰田上町 福岡県飯塚市鯰田１９５６番３

福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４

福岡堤１丁目 福岡県福岡市城南区堤１－１２－２２

福岡田島２丁目 福岡県福岡市城南区田島２丁目２２－７

福岡東油山 福岡県福岡市城南区東油山１－１１－１

福岡拾六町２丁目 福岡県福岡市西区拾六町２丁目１０－４８

福岡生松台 福岡県福岡市西区生松台１丁目１－２２

２０２西の丘 福岡県福岡市西区西の丘２－２－２８

福岡姪浜駅西 福岡県福岡市西区内浜１－３－４３

福岡北原 福岡県福岡市西区北原１丁目１３番２７号

福岡市地下鉄姪浜駅 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目８番１号

福岡干隈５丁目 福岡県福岡市早良区干隈５丁目３０－１８

福岡原１丁目 福岡県福岡市早良区原１丁目３８－４３

福岡原５丁目 福岡県福岡市早良区原５丁目２２－２８

福岡荒江３丁目 福岡県福岡市早良区荒江３丁目１３－１０

福岡次郎丸４丁目 福岡県福岡市早良区次郎丸４丁目１８－２７

福岡歯科大前 福岡県福岡市早良区次郎丸６丁目１２－２７

福岡四箇田団地 福岡県福岡市早良区重留７丁目１８番１５号

福岡西新２丁目 福岡県福岡市早良区西新２－１０－１

福岡西新中央 福岡県福岡市早良区西新５－２－８

福岡早良２丁目 福岡県福岡市早良区早良２－１９－１３

福岡東入部８丁目 福岡県福岡市早良区東入部８丁目１－８

福岡藤崎駅前 福岡県福岡市早良区藤崎１‐１‐１

福岡赤坂南 福岡県福岡市中央区警固２丁目２－９

福岡高砂２丁目 福岡県福岡市中央区高砂２丁目７番１号



福岡春吉３丁目 福岡県福岡市中央区春吉３－１５－３５

福岡大宮２丁目 福岡県福岡市中央区大宮２丁目１－２９

福岡大名１丁目 福岡県福岡市中央区大名１丁目２－２０

ホテルモントレラ・スール福岡 福岡県福岡市中央区大名２丁目８－２７

福岡長浜２丁目 福岡県福岡市中央区長浜２丁目１１番１

福岡天神地下街 福岡県福岡市中央区天神２丁目地下３号

福岡渡辺通５丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２０－７

福岡舞鶴１丁目 福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目３－１８

福岡福浜２丁目 福岡県福岡市中央区福浜２丁目１－４

福岡平尾２丁目 福岡県福岡市中央区平尾２丁目２１－１

博多薬院 福岡県福岡市中央区薬院２－２－２２

福岡中央高校北 福岡県福岡市中央区薬院４丁目４－１

福岡六本松 福岡県福岡市中央区六本松２－３－２

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

福岡市総合体育館 福岡県福岡市東区香椎照葉６丁目１－１

福岡若宮４丁目 福岡県福岡市東区若宮４丁目２０－４３

福岡千早東駅前 福岡県福岡市東区水谷２－５１－３

福岡千早１丁目 福岡県福岡市東区千早１丁目７－４

福岡千早４丁目 福岡県福岡市東区千早４丁目２２－３７

福岡大岳１丁目 福岡県福岡市東区大岳１丁目１２－２０

福岡多々良小学校前 福岡県福岡市東区土井２丁目１０３３番１

福岡馬出１丁目 福岡県福岡市東区馬出１丁目２４－４４

福岡八田２丁目 福岡県福岡市東区八田２丁目１６－３０

福岡名子３丁目 福岡県福岡市東区名子３丁目２－３３

福岡和白２丁目 福岡県福岡市東区和白２丁目１１－３２

福岡和白丘１丁目 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２３－５

福岡和白東２丁目 福岡県福岡市東区和白東２丁目１－４５

福岡筥松１丁目 福岡県福岡市東区筥松１丁目１２番５

福岡宮竹小前 福岡県福岡市南区井尻１－５－１４

福岡花畑１丁目 福岡県福岡市南区花畑１丁目４６－１４

福岡みやけ通り 福岡県福岡市南区三宅３丁目１－３５

福岡三宅３丁目 福岡県福岡市南区三宅３－１３－３５

福岡若久１丁目 福岡県福岡市南区若久１丁目５１２－１

福岡西長住 福岡県福岡市南区西長住３丁目４－１８

西鉄大橋駅前 福岡県福岡市南区大橋１丁目８－１９

福岡大橋駅東口 福岡県福岡市南区大橋１丁目３５番

福岡長丘３丁目 福岡県福岡市南区長丘３丁目４－２７

福岡鶴田３丁目 福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０番３２号

福岡鶴田４丁目 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番３３号

福岡那の川１丁目 福岡県福岡市南区那の川１丁目１３－３４

博多吉塚１丁目 福岡県福岡市博多区吉塚１丁目１５－９

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

福岡高校前 福岡県福岡市博多区堅粕１丁目２６番１５号

博多堅粕３丁目 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１８－９



博多三筑２丁目 福岡県福岡市博多区三筑２丁目１５－１

博多山王１丁目 福岡県福岡市博多区山王１丁目１８番２７号

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

博多上川端町 福岡県福岡市博多区上川端町３－６

博多新和町２丁目 福岡県福岡市博多区新和町２丁目５番２３号

博多竹下２丁目 福岡県福岡市博多区竹下２丁目９－１

博多竹下駅前 福岡県福岡市博多区竹下４丁目１４－３７

博多中洲中島町 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３

博多東比恵１丁目 福岡県福岡市博多区東比恵１丁目５－１３

博多那珂１丁目 福岡県福岡市博多区那珂１丁目２０－１７

ららぽーと福岡 福岡県福岡市博多区那珂６丁目３５１番地１

博多駅前朝日ビル 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１番１号

博多駅前管絃ビル 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目３０－２３

博多駅南 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３１－１

おみやげ市場博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

ハートインＪＲ博多駅筑紫口 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

博多駅中央街 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７番２１号

福岡市地下鉄博多駅 福岡県福岡市博多区博多駅中央街地下鉄博多駅博多口構内

博多駅東３丁目 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目９－１１

博多駅南３丁目 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目１１－５

博多竹下通り 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－１１

博多美野島通り 福岡県福岡市博多区美野島１丁目１７－５

博多冷泉町 福岡県福岡市博多区冷泉町４－１７

福津勝浦 福岡県福津市勝浦３４９３－１

戸畑沖台 福岡県北九州市戸畑区沖台２丁目１４－２２

戸畑境川 福岡県北九州市戸畑区境川１－８－７

戸畑新池３丁目 福岡県北九州市戸畑区新池３丁目１－１２

戸畑千防３丁目 福岡県北九州市戸畑区千防３丁目４－１８

戸畑中原西１丁目 福岡県北九州市戸畑区中原西１丁目１－３１

戸畑中本町 福岡県北九州市戸畑区中本町１２番２２号

戸畑東大谷１丁目 福岡県北九州市戸畑区東大谷１丁目１番７号

戸畑夜宮３丁目 福岡県北九州市戸畑区夜宮３丁目３－３６

若松脇ノ浦 福岡県北九州市若松区向洋町２１－４

若松今光 福岡県北九州市若松区今光１丁目６番４号

若松青葉台南２丁目 福岡県北九州市若松区青葉台南２丁目１７ー１０

小倉下石田１丁目 福岡県北九州市小倉南区下石田１－５－１９

小倉企救丘２丁目 福岡県北九州市小倉南区企救丘２ー１４－２７

小倉にれの木坂 福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂１丁目１－２

北九州空港 福岡県北九州市小倉南区空港北町６番地

小倉上曽根新町 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１１－９

小倉中吉田 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１

小倉北方１丁目 福岡県北九州市小倉南区北方１丁目３－１３

小倉貴船町 福岡県北九州市小倉北区貴船町１１番１７号



小倉京町２丁目 福岡県北九州市小倉北区京町２－４－２７

小倉京町３丁目 福岡県北九州市小倉北区京町３丁目１１－１１

小倉金田１丁目 福岡県北九州市小倉北区金田１丁目２番６号

小倉浅香通り 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１０－７

小倉三萩野２丁目 福岡県北九州市小倉北区三萩野２丁目２番１０号

リバーウォーク北九州 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１－１

小倉篠崎２丁目 福岡県北九州市小倉北区篠崎２丁目１－３３

小倉昭和町 福岡県北九州市小倉北区昭和町２番３

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

ハートインＪＲ小倉駅新幹線口東 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１

ハートインビエラ小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

小倉太陽の橋東 福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目３－１

小倉米町 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１

八幡永犬丸東町 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１丁目１２番

八幡吉祥寺町 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町６－１７

八幡御開３丁目 福岡県北九州市八幡西区御開３－３８－２

八幡紅梅１丁目 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁目２－１３

八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番３９号

八幡陣原４丁目 福岡県北九州市八幡西区陣原４－２－２３

八幡西曲里町 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

八幡浅川１丁目 福岡県北九州市八幡西区浅川１－１９－２６

八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３

八幡大浦３丁目 福岡県北九州市八幡西区大浦３丁目５－１５

八幡竹末 福岡県北九州市八幡西区竹末２丁目４番１３

八幡ひびき 福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－１５－１５

八幡木屋瀬 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５丁目３－２６

門司高田 福岡県北九州市門司区高田２丁目５－６

新門司インター 福岡県北九州市門司区大字畑１８８－８

門司大里戸ノ上１丁目 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１丁目１２－２７

門司中二十町 福岡県北九州市門司区中二十町２番１号

門司東門司２丁目 福岡県北九州市門司区東門司２丁目５－１０

柳川蓮蒲池 福岡県柳川市三橋町柳河字蓮蒲池８４６－１

柳川矢加部 福岡県柳川市矢加部４９２－１

店名 住所
伊万里柳井町 佐賀県伊万里市立花町４０９０番１

嬉野大草野 佐賀県嬉野市塩田町大字大草野３８－１

塩田馬場下 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１２

佐賀嬉野みゆき通り 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１２５９

佐賀白石廿治 佐賀県杵島郡白石町大字廿治１２３７－１

佐賀白石 佐賀県杵島郡白石町大字福吉１９５４－１

福富インター 佐賀県杵島郡白石町福富３５２７番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

佐賀嘉瀬扇町 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町籠２３５１－９

佐賀開成５丁目 佐賀県佐賀市開成５丁目９３５番１



佐賀開成６丁目 佐賀県佐賀市開成６丁目１２－３９

佐賀高木瀬東２丁目 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目３９５番７

佐賀神野西４丁目 佐賀県佐賀市神野西４－２２－８

佐賀商業高校前 佐賀県佐賀市神野東４丁目１２ー３３

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

佐賀本庄鹿子 佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子２９６番地１

佐賀南本庄 佐賀県佐賀市本庄町本庄９５１－１

みやき町簑原 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原５３７６－１

基山けやき通り 佐賀県三養基郡基山町小倉１０３８－２

上峰町役場前 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所３９０－４

鹿島祐徳稲荷前 佐賀県鹿島市古枝９２４番２

肥前鹿島駅前 佐賀県鹿島市大字高津原４２３６－４

鹿島中村 佐賀県鹿島市大字中村９３８

小城牛津 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬９０９－１

三日月三ヶ島 佐賀県小城市三日月町三ヶ島５５７番１

三日月樋口 佐賀県小城市三日月町樋口１７１７－１

三日月堀江 佐賀県小城市三日月町堀江２８８－１

小城松尾 佐賀県小城市小城町１１４番

佐賀小城中央 佐賀県小城市小城町２４１－１

有田原明 佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５

有田三代橋 佐賀県西松浦郡有田町南原甲６２８－１

有田町役場前 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２１０－５

多久北多久町 佐賀県多久市北多久町大字多久原１６４６－１

鳥栖今泉 佐賀県鳥栖市今泉町２４５８

鳥栖宿町 佐賀県鳥栖市宿町１２３７－８

鳥栖蔵上２丁目 佐賀県鳥栖市蔵上２丁目１８５番地

鳥栖本鳥栖町 佐賀県鳥栖市本鳥栖町３７９－４

鳥栖弥生が丘２丁目 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１７４

唐津千々賀 佐賀県唐津市千々賀３８５番地１

唐津西高校前 佐賀県唐津市町田１７７７番地１

唐津浜玉 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１１１９－７

唐津バイパス 佐賀県唐津市浜玉町浜崎大字横田下字干居９５５－３

唐津和多田用尺 佐賀県唐津市和多田用尺２９０５－２

武雄片白 佐賀県武雄市橘町大字片白３６２－２

武雄若木インター 佐賀県武雄市若木町川古９３４０－１

武雄バイパス 佐賀県武雄市武雄町大字昭和２３８

武雄川良 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１１５０６－１

武雄西山 佐賀県武雄市武雄町大字武雄字永松５７５２－１

店名 住所
雲仙吾妻 長崎県雲仙市吾妻町阿母名６８９－１

佐世保針尾橋 長崎県佐世保市ハウステンボス町４番７１

佐世保愛宕町 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２

佐世保卸本町 長崎県佐世保市卸本町２５番地３



佐世保中央公園 長崎県佐世保市熊野町７－１

佐世保広田１丁目 長崎県佐世保市広田１丁目２３０番

佐世保桜木町 長崎県佐世保市桜木町８－１

江迎鹿町 長崎県佐世保市鹿町町深江潟１０１番１

佐世保上原町 長崎県佐世保市上原町１０９２－２

佐世保上相浦 長崎県佐世保市上相浦町８－１３

佐世保常盤町 長崎県佐世保市常盤町４－７

佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

佐世保赤崎町 長崎県佐世保市赤崎町１６番１

佐世保天神２丁目 長崎県佐世保市天神２丁目２４１－１

佐世保田原町 長崎県佐世保市田原町２６１－２

佐世保白岳町 長崎県佐世保市白岳町１１３－４

佐世保市役所前 長崎県佐世保市八幡町５４－２

佐世保俵町 長崎県佐世保市俵町２３番１８号

西海小迎郷 長崎県西海市西彼町小迎郷１６６８番１

西海大瀬戸町 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２５１９番１

大村久原２丁目 長崎県大村市久原２丁目１５３２番１

大村竹松本町 長崎県大村市竹松本町８３３番

長崎栄町 長崎県長崎市栄町４－２０

長崎滑石６丁目 長崎県長崎市滑石６丁目１３番１号

長崎岩川町 長崎県長崎市岩川町１７－１５

長崎戸石町 長崎県長崎市戸石町１２９４－１

長崎江川町 長崎県長崎市江川町５０－５

長崎高丘１丁目 長崎県長崎市高丘１丁目３－７

長崎麹屋町 長崎県長崎市麹屋町１５５番１

長崎小浦町 長崎県長崎市小浦町４番地２

長崎上小島５丁目 長崎県長崎市上小島５丁目５３１－７

長崎深堀町 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０

長崎築町 長崎県長崎市築町５番７

長崎銅座町 長崎県長崎市銅座町９－１４

長崎宝町 長崎県長崎市宝町９－１

長崎思案橋 長崎県長崎市本石灰町５－６

長崎万才町 長崎県長崎市万才町２－１２

島原有明湯江 長崎県島原市有明町湯江乙１３１０－１

佐々須崎免 長崎県北松浦郡佐々町須崎免５０２－１０

諫早久山台 長崎県諌早市久山台４４番３号

高来湯江 長崎県諌早市高来町三部壱平田川２６０－１

諫早宇都町 長崎県諫早市宇都町２３０－１

諫早幸町 長崎県諫早市幸町４９－４６

諫早小川町 長崎県諫早市小川町９２－１

諫早森山町 長崎県諫早市森山町田尻字東九平次１６１６－１

諫早馬渡町 長崎県諫早市馬渡町８番９

店名 住所
小川江頭 熊本県宇城市小川町河江９６－６



宇城御領 熊本県宇城市不知火町御領字西原３９０番

宇城豊野町山崎 熊本県宇城市豊野町山崎字豊原２５９番１

菊陽新山１丁目 熊本県菊池郡菊陽町新山１丁目１１番１１号

熊本合志 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北１丁目６番１号

熊本大津 熊本県菊池郡大津町引水東原７００ー１

熊本大津美咲野 熊本県菊池郡大津町大字大津５３３ー２

菊池七城甲佐町 熊本県菊池市七城町甲佐町９１－１

菊池七城林原 熊本県菊池市七城町林原字向平１－１

泗水住吉 熊本県菊池市泗水町住吉字堤１９０６番

菊水インター 熊本県玉名郡和水町前原２３５

岱明町高道 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１

熊本春日４丁目 熊本県熊本市西区春日４丁目２１－１

熊本上代２丁目 熊本県熊本市西区上代２丁目２－１

熊本城山下代町 熊本県熊本市西区城山下代２－７－２２

熊本横手１丁目 熊本県熊本市中央区横手１丁目５番３０号

熊本京町 熊本県熊本市中央区京町本丁１－６９

熊本九品寺４丁目 熊本県熊本市中央区九品寺４丁目８番１号

熊本下通アーケード 熊本県熊本市中央区手取本町４番７号

熊本上水前寺 熊本県熊本市中央区上水前寺１－６－４６

熊本上乃裏通り 熊本県熊本市中央区上通町７番３２号

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

熊本新大江 熊本県熊本市中央区新大江３丁目６番６６号

熊本水前寺グランド通り 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目２０番１８号

熊本水前寺５丁目 熊本県熊本市中央区水前寺５丁目１番

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

熊本段山本町 熊本県熊本市中央区段山本町２０３番１

熊本米屋町 熊本県熊本市中央区米屋町１丁目１番

熊本セイラタウン 熊本県熊本市東区下江津８丁目１０－１

熊本下南部 熊本県熊本市東区下南部３丁目１番４７号

熊本画図所島 熊本県熊本市東区画図町所島１２３－１

熊本画図 熊本県熊本市東区画図町大字重富４７３－１

熊本月出２丁目 熊本県熊本市東区月出２丁目６－３２

熊本湖東３丁目 熊本県熊本市東区湖東３丁目２－１

熊本インター北 熊本県熊本市東区石原２丁目３－５

熊本石原３丁目 熊本県熊本市東区石原３丁目１０番２０

熊本総合運動公園前 熊本県熊本市東区平山町３０１５－６

熊本城南千町 熊本県熊本市南区城南町千町１６３０－１

熊本田原坂 熊本県熊本市北区植木町鈴麦２２０－１

熊本楠６丁目 熊本県熊本市北区楠６丁目１９５８－１

熊本武蔵ケ丘６丁目 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘６丁目７－３０

荒尾金山 熊本県荒尾市金山１２０２－１３

荒尾四ツ山２丁目 熊本県荒尾市四ツ山町２丁目４５

荒尾庄山 熊本県荒尾市上平山１００７

荒尾水野 熊本県荒尾市水野北天堤１８４１－１



荒尾川登 熊本県荒尾市川登字池浦１２９５番８０

荒尾蔵満 熊本県荒尾市蔵満字外磯２番１

荒尾東屋形 熊本県荒尾市東屋形２丁目２－２

熊本カントリーパーク前 熊本県合志市栄３７９１番地５０

合志幾久富 熊本県合志市幾久富字八丁谷１８２８番６１

合志新須屋駅前 熊本県合志市須屋１０５－１

山鹿坂田 熊本県山鹿市坂田５０３－１

鹿本高橋 熊本県山鹿市鹿本町下高橋１１９－２

山鹿中央通り 熊本県山鹿市中央通１０１番

山鹿日置 熊本県山鹿市方保田字前田３５５－１

益城総合運動公園前 熊本県上益城郡益城町大字寺迫４２－８

嘉島バイパス 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字芝原２０７５－１

人吉下原田町 熊本県人吉市下原田町字瓜生田４９３番地

水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８

天草亀場 熊本県天草市亀場町食場９３４－５

天草知ケ崎 熊本県天草市志柿町５３９１ー３

天草小松原町 熊本県天草市小松原町２０２番１６

氷川宮原 熊本県八代郡氷川町宮原字浜殿５５６－１

氷川鹿島 熊本県八代郡氷川町鹿島１５４１－６

八代氷川町 熊本県八代郡氷川町網道２８３－８

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

八代鏡 熊本県八代市鏡町内田２６６

八代植柳下町 熊本県八代市植柳下町字中割２６３９番５

八代千丁駅東 熊本県八代市千丁町吉王丸字南中ノ丸５２８番１

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

店名 住所
宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田字広田３０番１

宇佐上田 大分県宇佐市大字上田９１２－１

臼杵江無田 大分県臼杵市江無田２３７－１

杵築塩田 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５番５３１

杵築南杵築 大分県杵築市南杵築１９６９－１

玖珠森 大分県玖珠郡玖珠町大字森３４－１

玖珠大隈 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈１７３－１

国東安岐下原 大分県国東市安岐町下原字カツラヲ７５２番地１

佐伯蟹田 大分県佐伯市蟹田１０２０１－１

佐伯城南町 大分県佐伯市城南町６－２８

佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１

日出豊岡 大分県速見郡日出町大字平道字入江１８７６番１２

大分鴛野 大分県大分市鴛野１３７９－１



大分奥田 大分県大分市奥田字相家田６５４－２

大分横田１丁目 大分県大分市横田１丁目４００番

大分下郡南 大分県大分市下郡南１丁目７－１１

大分錦町 大分県大分市錦町２丁目１４番１２号

大分金池町 大分県大分市金池町４丁目３１４０番１

パークプレイス大分 大分県大分市公園通り西２丁目２

大分山津町１丁目 大分県大分市山津町１丁目８－１０

大分松原町 大分県大分市松原町１丁目３番７

大分城東町北 大分県大分市城東町９番１６号

大分新川町 大分県大分市新川町２丁目１番５号

大分大在北２丁目 大分県大分市大在北２丁目７番３２号

大分荏隈 大分県大分市大字荏隈４１７番５２

大分インター 大分県大分市大字三芳１０７３－１

大分菰田 大分県大分市大字松岡１７４２－１

大分上宗方 大分県大分市大字上宗方３９０番１

大分高江 大分県大分市大字旦野原９３３－２

大分高田 大分県大分市大字南１１１－１

大分猪野 大分県大分市猪野１３５０－１

大分都町２丁目 大分県大分市都町２丁目２－３２

大分日岡３丁目 大分県大分市日岡３丁目４番７

大分府内町２丁目 大分県大分市府内町２丁目５－２５

大分明野南３丁目 大分県大分市明野南３丁目２４０５番２

大分明野北 大分県大分市明野北２丁目２２０４－１

大分要町 大分県大分市要町３－６

中津宮夫 大分県中津市大字宮夫字岩見３３番１号

中津是則 大分県中津市大字是則字湯屋１７６－１

中津東浜 大分県中津市大字東浜１０７４－１

中津万田 大分県中津市万田２６５－１

日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２

日田大山 大分県日田市大山町西大山字宮ノ本９０２番２

日田天神町 大分県日田市大字三和１１０番１

日田十二町 大分県日田市大字十二町字郷四郎４７７番２

日田庄手 大分県日田市大字庄手８６９－１

日田西有田 大分県日田市大字西有田１３０５－１

日田石井町 大分県日田市大字石井字船渡６０３－５

日田本町 大分県日田市本町９番２３号

別府杉乃井ホテル 大分県別府市観海寺１

別府上人ケ浜 大分県別府市上人ケ浜１４１２番６

別府石垣西３丁目 大分県別府市石垣西３－５－８

別府石垣西 大分県別府市石垣西１０丁目４－５４

別府石垣東３丁目 大分県別府市石垣東３丁目７２９番

別府石垣東７丁目 大分県別府市石垣東７丁目２０５５

別府北中 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１

別府鉄輪 大分県別府市大字鉄輪６９３番４



別府大畑 大分県別府市大畑４組２

別府新宮通り 大分県別府市北浜１丁目６９１番２

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

豊後高田新栄 大分県豊後高田市新栄１３２８番２

豊後高田新地 大分県豊後高田市新地１００９－１

豊後大野三重大原 大分県豊後大野市三重町赤嶺字松久保２６８５番地６

豊後大野三重赤嶺 大分県豊後大野市三重町赤嶺字年神１９８８－１

店名 住所
えびの飯野 宮崎県えびの市大字杉水流７８－１０

延岡出北２丁目 宮崎県延岡市出北２丁目１０番８号

延岡大貫町２丁目 宮崎県延岡市大貫町２丁目２９８９番地

延岡大貫町３丁目 宮崎県延岡市大貫町３丁目３０４７ー４

延岡浜町 宮崎県延岡市浜町５１３９番地１

宮崎一の宮町 宮崎県宮崎市一の宮町５６番地５号

宮崎祇園３丁目 宮崎県宮崎市祇園３丁目１９２番

宮崎駅東２丁目 宮崎県宮崎市宮崎駅東２丁目２－２

佐土原下田島 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１０７８６－５

清武加納 宮崎県宮崎市古城町岡ノ原１７番１

清武町役場前 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１

清武木原 宮崎県宮崎市清武町木原５２６９番地４

宮崎青葉町 宮崎県宮崎市青葉町７９番１

宮崎船塚２丁目 宮崎県宮崎市船塚２丁目７－１

宮崎新名爪 宮崎県宮崎市大字新名爪字宮田１４０番１

宮崎生目の杜 宮崎県宮崎市大字跡江字仲西３５０４番１

宮崎空港前 宮崎県宮崎市大字本郷北方４３７７－１

宮崎月見ケ丘２丁目 宮崎県宮崎市大字本郷北方字草葉２０９７－１

宮崎桜ヶ丘町 宮崎県宮崎市大塚町倉ノ下３３８番１

宮崎大塚中央通 宮崎県宮崎市大塚町大坪２６４３番地１

宮崎大坪東２丁目 宮崎県宮崎市大坪東２丁目２０番２０

宮崎柳丸町 宮崎県宮崎市柳丸町３９０ー１１

串間本町 宮崎県串間市大字西方６５９０－１

野尻紙屋 宮崎県小林市野尻町紙屋８２８番地８

高原仲町 宮崎県西諸県郡高原町西麓９９５－１

西都清水 宮崎県西都市大字清水字溝下１６０６－１

都城都北町 宮崎県都城市高木町６１７８－１

都城志比田町 宮崎県都城市志比田町１１０９２－１

都城蔵原町 宮崎県都城市蔵原町４１８９－１

都城年見町 宮崎県都城市年見町１７号２－２

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

日向松原 宮崎県日向市財光寺南土地区画整理事業１３０街区５

日向日知屋仙ケ崎 宮崎県日向市大字日知屋字椎木ケ花１４８２２－４

日向都町 宮崎県日向市都町１番地１

日南油津 宮崎県日南市岩崎２丁目２３番

南郷駅東 宮崎県日南市南郷町大字中村乙２００１－２



三股新馬場 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字上沖４３１４番８

店名 住所
いちき大里 鹿児島県いちき串木野市大里字紙屋６１７３番３

湧水町栗野 鹿児島県姶良郡湧水町木場６８番地

加治木本町 鹿児島県姶良市加治木町本町８４－２

加治木木田 鹿児島県姶良市加治木町木田２６７７

姶良バイパス 鹿児島県姶良市西餅田３２２１－１

姶良東餅田 鹿児島県姶良市東餅田２３４４－１

姶良総合運動公園前 鹿児島県姶良市平松３０１４－１

薩摩川内隈之城町 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８５３－７

薩摩川内勝目 鹿児島県薩摩川内市勝目町５１９３－１

薩摩川内大小路町 鹿児島県薩摩川内市大小路町３４－１３

薩摩川内泰平寺前 鹿児島県薩摩川内市大小路町５７－１１

川内尾白江町 鹿児島県薩摩川内市尾白江町３８９１

指宿山川大成 鹿児島県指宿市山川成川字小谷平３１０１番１

指宿山川大山 鹿児島県指宿市山川大山１０２９－３

鹿屋寿５丁目 鹿児島県鹿屋市寿５丁目４８２－１

鹿児島伊敷台２丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台２丁目１６－１３

鹿児島伊敷台７丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台７丁目１８５３－１

鹿児島宇宿７丁目 鹿児島県鹿児島市宇宿７－１－８

鹿児島加治屋町 鹿児島県鹿児島市加治屋町１９番１０号

鹿児島宮之浦 鹿児島県鹿児島市宮之浦町１５０６－１

鹿児島高麗町 鹿児島県鹿児島市高麗町１６番７

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

鹿児島皇徳寺東口 鹿児島県鹿児島市山田町字道上５７４番２

鹿児島星ケ峯 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号

鹿児島護国神社前 鹿児島県鹿児島市草牟田２－５－２

鹿児島中央駅前 鹿児島県鹿児島市中央町１９番４０

鹿児島田上７丁目 鹿児島県鹿児島市田上７丁目２２－１

鹿児島東開大橋 鹿児島県鹿児島市東開町字東開１３－４７

鹿児島東郡元町 鹿児島県鹿児島市東郡元町１０－２７

鹿児島にぎわい通り 鹿児島県鹿児島市東千石町２番３０号

鹿児島東谷山６丁目 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３３番２５号

鹿児島南栄５丁目 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目１０－２２

鹿児島和田１丁目 鹿児島県鹿児島市和田１丁目３１－２７

出水向江町 鹿児島県出水市向江町３５番１５号

垂水本町 鹿児島県垂水市本町６６

末吉諏訪方 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８００９－１

加世田地頭所 鹿児島県南さつま市加世田地頭所６１９

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

湯之元駅前 鹿児島県日置市東市来町湯田３３３０

霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

鹿児島空港前 鹿児島県霧島市溝辺町麓字七次１３４２－１

国分清水１丁目 鹿児島県霧島市国分清水１丁目５８７－１０



国分福島 鹿児島県霧島市国分福島２丁目１９番２０号

国分湊 鹿児島県霧島市国分湊３８５－３

隼人しらさぎ橋西 鹿児島県霧島市隼人町真孝１０

店名 住所
うるま勝連平安名 沖縄県うるま市勝連平安名国場堂１６４３

石川インター 沖縄県うるま市石川渡戸目原２３４１－１

浦添城間かねひで 沖縄県浦添市字城間赤畑３０１２－２

沖縄高原２丁目 沖縄県沖縄市高原２丁目１２４２番

沖縄高原６丁目 沖縄県沖縄市高原６丁目９番４

沖縄諸見里１丁目 沖縄県沖縄市諸見里１丁目１２０１番１

沖縄北インター 沖縄県沖縄市登川３丁目９－１０

宜野湾神山１丁目 沖縄県宜野湾市神山１丁目５１３番

糸満座波 沖縄県糸満市字座波１０７１－１

中城村泊 沖縄県中頭郡中城村字泊前原４２１番１

読谷波平 沖縄県中頭郡読谷村字波平８４８

北谷国体道路上勢頭 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１２番１

北中城ライカム 沖縄県中頭郡北中城字ライカム４７７

南風原新川 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８番地２

那覇旭町金秀ビル前 沖縄県那覇市旭町１１６番３７

奥武山公園前 沖縄県那覇市鏡原町１番５

那覇古波蔵２丁目 沖縄県那覇市古波蔵２丁目６１－１４

那覇仲井真 沖縄県那覇市字仲井真西オフリー原３０６番１

那覇首里大名町３丁目 沖縄県那覇市首里大名町３丁目３５番３

那覇曙３丁目 沖縄県那覇市曙３丁目１１番１３

那覇小禄１丁目 沖縄県那覇市小禄１丁目１９－２４

那覇松山１丁目 沖縄県那覇市松山１丁目３－９

那覇西２丁目 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

那覇牧志２丁目 沖縄県那覇市牧志２丁目６７０番１

那覇新都心銘苅 沖縄県那覇市銘苅２丁目４番９

南城大里仲間 沖縄県南城市大里字仲間１０３３番１

豊見城高嶺 沖縄県豊見城市高嶺３９５－９９

名護名桜大学前 沖縄県名護市字為又為又原１１９９番１７

名護真喜屋 沖縄県名護市字真喜屋黒崎７９９番１

名護大東１丁目 沖縄県名護市大東１丁目１６５２


