
店名 住所

葛飾お花茶屋２丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目５－１４

葛飾鎌倉１丁目 東京都葛飾区鎌倉１－３９－１

葛飾鎌倉２丁目 東京都葛飾区鎌倉２－１－２３

葛飾亀有駅南口 東京都葛飾区亀有３－７－７

葛飾亀有３丁目 東京都葛飾区亀有３ー２７ー３１

柴又 東京都葛飾区金町１－２０－１２

葛飾高砂７丁目 東京都葛飾区高砂７－２０－１６

葛飾細田１丁目 東京都葛飾区細田１－１５－１０

四つ木 東京都葛飾区四つ木４－５－１０

葛飾四つ木４丁目 東京都葛飾区四つ木４丁目３０番３５号

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

にいじゅく 東京都葛飾区新宿６－８－１４

葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０

葛飾新小岩駅北口 東京都葛飾区西新小岩１－５－１

葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４

平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８

葛飾東新小岩７丁目 東京都葛飾区東新小岩７－３２－１

東堀切３丁目 東京都葛飾区東堀切３－１３－３

葛飾東立石１丁目 東京都葛飾区東立石１－１－６

葛飾東立石４丁目 東京都葛飾区東立石４－５５－４

葛飾南水元２丁目 東京都葛飾区南水元２丁目６番１１号

葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５

葛飾立石３丁目 東京都葛飾区立石３－５－６

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５丁目中央 東京都江戸川区江戸川５－１３－１４

江戸川鹿骨１丁目 東京都江戸川区鹿骨１－５３－１３

江戸川東松本 東京都江戸川区鹿骨４丁目１２番６

谷河内 東京都江戸川区篠崎町７－１２－２１

江戸川小松川２丁目 東京都江戸川区小松川２－４－３－１０１

江戸川松本２丁目 東京都江戸川区松本２－１－６

江戸川西小岩１丁目 東京都江戸川区西小岩１－２１－１４

西瑞江環七通り 東京都江戸川区西瑞江５－４－７

江戸川船堀西 東京都江戸川区船堀２－１－７

江戸川船堀３丁目 東京都江戸川区船堀３丁目１０－５

江戸川大杉 東京都江戸川区大杉４－１－４

江戸川区役所北 東京都江戸川区中央１－９－１５

葛西三角通り 東京都江戸川区中葛西１－４９－１６

江戸川東葛西７丁目 東京都江戸川区東葛西７－１６－１３

江戸川東瑞江２丁目 東京都江戸川区東瑞江３丁目２８番１２号

南葛西１丁目 東京都江戸川区南葛西１ー１３ー９
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南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９

平井６丁目 東京都江戸川区平井６－２３－２１

北小岩６丁目 東京都江戸川区北小岩６－１６－１４

江東海辺 東京都江東区海辺２－７

江東亀戸７丁目東 東京都江東区亀戸７丁目３９－１３

江東三好４丁目 東京都江東区三好４－６－７

江東枝川２丁目 東京都江東区枝川２丁目２－８

江東住吉２丁目 東京都江東区住吉２－７－６

江東新大橋３丁目 東京都江東区新大橋３丁目９－９

江東森下駅南 東京都江東区森下２丁目２－２

清澄白河駅前 東京都江東区清澄３－７－７

江東冬木 東京都江東区冬木５－１

江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９

江東東砂５丁目 東京都江東区東砂５丁目１－２

北砂３丁目明治通り 東京都江東区北砂３－３－７

江東北砂７丁目 東京都江東区北砂７丁目９－２０

汐留ビルディング 東京都港区海岸１丁目２－２０

港区海岸３丁目 東京都港区海岸３丁目７－２０

港区芝浦ふ頭 東京都港区海岸３－１２－７

神谷町駅東 東京都港区虎ノ門３－１７－１

港区港南１丁目 東京都港区港南１－６－２７

港区三田１丁目 東京都港区三田１－７－１パ－クコ－ト麻布十番１階

泉岳寺駅前 東京都港区三田３－１１－２２

港区芝３丁目 東京都港区芝３丁目１５－９

芝フロントビル 東京都港区芝４－１１－３

港区芝５丁目東 東京都港区芝５丁目２２－３

なぎさテラス 東京都港区芝浦３－１－３２

７ＦＳ芝浦スクエアビル 東京都港区芝浦４－９－２５

芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３

芝公園１丁目 東京都港区芝公園１丁目７－６

西麻布３丁目六本木通り 東京都港区西麻布３－１－２２

港区赤坂駅南 東京都港区赤坂２－１７－５４

赤坂６丁目 東京都港区赤坂６－１４－１５

港区南青山２丁目 東京都港区南青山２丁目１１番１７号

南麻布５外苑西通り 東京都港区南麻布５－１－１０

港区白金１丁目南 東京都港区白金１丁目２５－２０

浜松町１丁目中央 東京都港区浜松町１丁目２０－８

北青山青山通り 東京都港区北青山３－２－５

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

日暮里駅北 東京都荒川区西日暮里２－２１－６

荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３

荒川三ノ輪駅西 東京都荒川区東日暮里１－２－８

東尾久 東京都荒川区東尾久２－４４－１１



荒川南千住３丁目 東京都荒川区南千住３－１６

荒川千住大橋 東京都荒川区南千住７丁目１８－１

渋谷宇田川町北 東京都渋谷区宇田川町３７－１１

恵比寿駅前 東京都渋谷区恵比寿１－１０－５

恵比寿アメリカ橋 東京都渋谷区恵比寿南１－２５－１

渋谷セルリアンタワー 東京都渋谷区桜丘町２６－１

渋谷上原２丁目 東京都渋谷区上原２－２８－３

渋谷神南１丁目 東京都渋谷区神南１丁目１１－５

渋谷千駄ヶ谷３丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－２３－１０

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２丁目 東京都渋谷区道玄坂２－１１－４

渋谷富ヶ谷２丁目 東京都渋谷区富ヶ谷２－９－１８

新宿下落合３丁目 東京都新宿区下落合３丁目２０－６

新宿岩戸町 東京都新宿区岩戸町１１

高田馬場３丁目早稲田通り 東京都新宿区高田馬場３－１２－６

新宿高田馬場４丁目南 東京都新宿区高田馬場４－１－７

高田馬場 東京都新宿区高田馬場４－３３－１

市谷砂土原町 東京都新宿区市谷砂土原町３丁目４－１

ＲＯＹＡＬ伊勢丹新宿 東京都新宿区新宿３丁目１４－１

新宿アルタ 東京都新宿区新宿３－２４－３

東京医科大前 東京都新宿区新宿６丁目２－２

新宿７丁目 東京都新宿区新宿７－２７－４７

西新宿３丁目 東京都新宿区西新宿３丁目１８－２０

十二社 東京都新宿区西新宿４－２－１５－１０１

西早稲田１丁目早稲田通り 東京都新宿区西早稲田１丁目２－２

西早稲田１丁目新目白通り 東京都新宿区西早稲田１－２３－２０

西早稲田２丁目 東京都新宿区西早稲田２－２－３

新宿早稲田高校前 東京都新宿区早稲田町７０－１

早稲田 東京都新宿区早稲田鶴巻町５２１

新宿大久保１丁目 東京都新宿区大久保１－２－１７

新宿大久保３丁目 東京都新宿区大久保３丁目２－１２

女子学習院 東京都新宿区大久保３－１４－３

新宿職安通り 東京都新宿区百人町１－１－１

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

阿佐谷北仲通り 東京都杉並区阿佐ヶ谷北２丁目９－１２

阿佐谷駅南口 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８

阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１

杉並久我山人見街道 東京都杉並区久我山３－７－８

久我山５丁目 東京都杉並区久我山５－２４－３５

都立西高前 東京都杉並区宮前４－１９－１０

杉並高井戸東４丁目 東京都杉並区高井戸東４－３－９

高円寺駅前 東京都杉並区高円寺南４－２６－５

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

西荻窪駅南 東京都杉並区松庵３－３８－１９



杉並清水３丁目 東京都杉並区清水３－３１－１５

杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３－２２－１

西荻北２丁目 東京都杉並区西荻北２－５－１１

西荻窪駅北口 東京都杉並区西荻北３－１－１０

杉並甲州街道 東京都杉並区方南１－１－６

杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０

世田谷羽根木 東京都世田谷区羽根木２－３３－１５

世田谷喜多見駅前 東京都世田谷区喜多見８丁目１８－２

小田急喜多見 東京都世田谷区喜多見９－２－６

世田谷玉川 東京都世田谷区玉川２ー７ー１

世田谷駒澤大学南 東京都世田谷区駒沢４丁目１－２４

世田谷日体大前 東京都世田谷区駒沢５－１５－１１

小田急経堂 東京都世田谷区経堂２－１－３

三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１１

世田谷三宿１丁目 東京都世田谷区三宿１－２９－１

世田谷上野毛駅前 東京都世田谷区上野毛２－７－１５

世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１－８－５

世田谷桜小前 東京都世田谷区世田谷２－１３－１

小田急成城学園前西口 東京都世田谷区成城６－５－３４

小田急千歳船橋 東京都世田谷区船橋１－１－５

世田谷船橋７丁目 東京都世田谷区船橋７－７－３

世田谷池ノ上駅南 東京都世田谷区代沢２－３６－２６

世田谷池尻３丁目 東京都世田谷区池尻３－２３－２

世田谷駒沢公園通り 東京都世田谷区等々力７－２７－１２

世田谷南烏山２丁目 東京都世田谷区南烏山２－１－１

千歳烏山駅南 東京都世田谷区南烏山５－１７－１１

千代田一ツ橋２丁目 東京都千代田区一ツ橋２－６－２

九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１

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

神田鍛冶町３丁目 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４

東神田２丁目 東京都千代田区東神田２丁目５－１２

千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８

大和ハウス九段ビル 東京都千代田区飯田橋２－１８－２

千代田平河町１丁目 東京都千代田区平河町１－８－３

足立綾瀬４丁目 東京都足立区綾瀬４－２９－１６

足立加平１丁目 東京都足立区加平１－２０－７

足立栗原４丁目 東京都足立区栗原４丁目１９－２０

足立古千谷本町３丁目 東京都足立区古千谷本町３－３－１

足立辰沼東 東京都足立区佐野２－２－１１

足立舎人２丁目 東京都足立区舎人２ー２１ー１０

足立舎人４丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人４－１１－２４

足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５－２１－３０

足立西綾瀬３丁目 東京都足立区西綾瀬３丁目１４－７

西新井駅西口 東京都足立区西新井栄町２－７－４

足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４



足立竹ノ塚駅西 東京都足立区西竹の塚２－４－１１

足立青井１丁目 東京都足立区青井１－９－８

足立中居郵便局前 東京都足立区千住１－１２－１

足立千住４丁目 東京都足立区千住４－１６－１３

千住寿町 東京都足立区千住寿町９－１３

扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号

足立辰沼１丁目 東京都足立区辰沼１－４－６

足立谷中４丁目 東京都足立区谷中４丁目９番４号

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

足立西保木間３丁目 東京都足立区竹の塚７－２１－１７

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立入谷３丁目 東京都足立区入谷３－７－１５

足立梅島駅北 東京都足立区梅島１－３６－７

足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７－４７

橋場 東京都台東区橋場１－６－４

台東根岸３丁目 東京都台東区根岸３－３－２０

台東寿１丁目 東京都台東区寿１－１８－１

田原町駅前 東京都台東区寿２－１０－１０

上野駅前通り 東京都台東区上野６丁目１４－４

上野桜木２丁目 東京都台東区上野桜木２丁目４－７

浅草千束 東京都台東区千束３－６－９

浅草奥山おまいりまち 東京都台東区浅草２－７－３

浅草馬道 東京都台東区浅草６ー１０ー２

東上野２丁目東 東京都台東区東上野２－７－６

上野イーストタワー 東京都台東区東上野２－１６－１

台東東上野６丁目 東京都台東区東上野６－１６－１０

台東東浅草１丁目 東京都台東区東浅草１丁目８－１

台東柳橋１丁目 東京都台東区柳橋１丁目４－５

大田区下丸子４丁目 東京都大田区下丸子４丁目１９－１３

蒲田２丁目東邦医大通り 東京都大田区蒲田２丁目１７－１７

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

大田区役所前 東京都大田区蒲田５－４０－３

大田区久が原２丁目 東京都大田区久が原２丁目４番１５号

大森駅北 東京都大田区山王１丁目６－５

西蒲田環八通り 東京都大田区西蒲田８丁目１４番１０号

大田区西六郷４丁目 東京都大田区西六郷４－６－２２

大田区西糀谷１丁目 東京都大田区西糀谷１－１０－１８

大田区糀谷中前 東京都大田区西糀谷３－８－２１

大田区多摩川２丁目 東京都大田区多摩川２丁目２７－１０

大田区大森町 東京都大田区大森西５－６－７

大田区美原通り南 東京都大田区大森東１－１６－２０

Ｌｕｚ大森 東京都大田区大森北１－１０－１４

大田区大森北６丁目 東京都大田区大森北６－２４－１３



大田区池上３丁目 東京都大田区池上３ー３３ー５

大田区池上８丁目 東京都大田区池上８－１６－５

大田区仲六郷２丁目 東京都大田区仲六郷２丁目１５番１０号

大田区東馬込２丁目 東京都大田区東馬込２ー１２ー４

大田区東六郷２丁目 東京都大田区東六郷２－２－６

大田区水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９－１０

大田区南蒲田２丁目 東京都大田区南蒲田２丁目１５番２２号

大田区南馬込４丁目 東京都大田区南馬込４－４８－１３

大田区萩中１丁目 東京都大田区萩中１丁目１０番１号

大田区北馬込 東京都大田区北馬込２－３４－２０

ＤＲ東京京橋ロイネット 東京都中央区京橋２丁目８－２０

銀座７丁目東 東京都中央区銀座７－１５－５

中央区月島１丁目 東京都中央区月島１－２－１３

勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３

中央区佃２丁目 東京都中央区佃２－１０－９

東日本橋駅前 東京都中央区東日本橋３－１１－９

日本橋３丁目 東京都中央区日本橋３－４－１３

日本橋蛎殻町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８

日本橋室町４丁目 東京都中央区日本橋室町４－３－１３

馬喰町駅前 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目５－８

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

日本橋堀留町２丁目 東京都中央区日本橋堀留町２－３－３

ＫＯＹＯ聖路加国際病院 東京都中央区明石町９－１

中野桃園 東京都中野区中野３－４０－３

中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６５－９

中野野方駅東 東京都中野区野方３－２５－７

板橋高島平１丁目 東京都板橋区高島平１－２８－１

新高島平駅前 東京都板橋区高島平７－１４－１８

高島平駅前 東京都板橋区高島平８－５－６

板橋志村坂下 東京都板橋区坂下１－１７－１５

板橋三園１丁目 東京都板橋区三園１丁目５０－１２

板橋志村１丁目 東京都板橋区志村１ー３４ー１４

板橋志村四中前 東京都板橋区志村３丁目１８－１

板橋舟渡１丁目 東京都板橋区舟渡１－１４－１７

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

板橋常盤台４丁目 東京都板橋区常盤台４－２５－６

板橋下赤塚駅北口 東京都板橋区赤塚２－１－１２

板橋相生町 東京都板橋区相生町１０－２２

板橋大山 東京都板橋区大山金井町５４－１４

板橋大山ハッピーロード 東京都板橋区大山町４０－７

板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３－５

板橋本町駅北 東京都板橋区大和町１８－６

中板橋南 東京都板橋区中板橋１１－４

板橋区役所駅東 東京都板橋区仲宿６４－８

板橋東山町 東京都板橋区東山町１－１



板橋本町駅東 東京都板橋区本町１３－５

荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１

品川旗の台駅前 東京都品川区旗の台２－９－１８

品川戸越５丁目 東京都品川区戸越５－２０－１２

品川小山４丁目 東京都品川区小山４－８－２０

品川小山台 東京都品川区小山台１ー２３ー６

西五反田１丁目東 東京都品川区西五反田１－１４－２

品川西中延１丁目 東京都品川区西中延１丁目６番１８号

西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７

品川大井４丁目 東京都品川区大井４－３－１

品川中延６丁目 東京都品川区中延６丁目３番８号

品川東大井１丁目 東京都品川区東大井１－１－１０

品川東中延２丁目 東京都品川区東中延２－４－６

品川天王洲 東京都品川区東品川２－２－２７

品川シーサイド 東京都品川区東品川４－１１－３６

品川南大井６丁目 東京都品川区南大井６－１６－１０

南品川３丁目 東京都品川区南品川３－６－１

戸越銀座駅前 東京都品川区平塚１－５－８

北品川３丁目 東京都品川区北品川３－７－２２

江戸川橋 東京都文京区関口１－１０－１１

文京水道１丁目 東京都文京区水道１－６－７

文京千石１丁目 東京都文京区千石１－１８－１３

ＡＩＭ日本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木１－１－５

文京大塚４丁目 東京都文京区大塚４－４１－１２

文京神田明神下 東京都文京区湯島１ー３ー４

文京本郷３丁目 東京都文京区本郷３－５－５

上池袋３丁目 東京都豊島区上池袋３－１９－７

上池袋４丁目 東京都豊島区上池袋４－２９－９

池袋２丁目トキワ通り 東京都豊島区池袋２－３５－５

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

池袋北口平和通り 東京都豊島区池袋２－７５－８

池袋３丁目 東京都豊島区池袋３－１１－１

池袋３丁目東 東京都豊島区池袋３－６０－２

長崎 東京都豊島区長崎４丁目１５番９号

キュープラザ池袋 東京都豊島区東池袋１丁目３０－１

池袋東口 東京都豊島区東池袋１－４３－６

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

豊島南長崎６丁目 東京都豊島区南長崎６丁目１４－３

目白駅北 東京都豊島区目白３丁目１４－１

目白５丁目目白通り 東京都豊島区目白５－４－１

豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１

北区神谷３丁目 東京都北区神谷３丁目３７番３号

北区中十条３丁目 東京都北区中十条３丁目１８－１５

田端３丁目 東京都北区田端３－４－１４

豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２



墨田京島２丁目 東京都墨田区京島２－２７－１３

墨田京島３丁目明治通り 東京都墨田区京島３－１３－３

墨田吾妻橋３丁目 東京都墨田区吾妻橋３ー３ー２

墨田江東橋４丁目 東京都墨田区江東橋４丁目１０－１２

墨田江東橋５丁目 東京都墨田区江東橋５－２－９

墨田石原１丁目 東京都墨田区石原１－２７－１

墨田東向島４丁目北 東京都墨田区東向島４丁目２４－１７

墨田八広４丁目 東京都墨田区八広４丁目４８番地１７号

墨田２丁目 東京都墨田区墨田２－５－１

墨田本所４丁目 東京都墨田区本所４－１０－４

墨田両国４丁目 東京都墨田区両国４－３８－１２

墨田緑３丁目 東京都墨田区緑３－５－９

目黒自由が丘１丁目東 東京都目黒区自由が丘１－４－６

目黒大橋２丁目 東京都目黒区大橋２－２２－６

目黒中央１丁目 東京都目黒区中央町１丁目１１－１

目黒本町２丁目 東京都目黒区目黒本町２ー１７ー１９

練馬関町北１丁目 東京都練馬区関町北１－２４－７

練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１

練馬桜台２丁目 東京都練馬区桜台２丁目１６番１１号

練馬小竹町交番前 東京都練馬区小竹町１－４３－１８

練馬石神井町２丁目 東京都練馬区石神井町２－１３－２１

練馬早宮４丁目 東京都練馬区早宮４－２７－２１

練馬田柄通り 東京都練馬区田柄３－５－１５

練馬田柄５丁目 東京都練馬区田柄５丁目２６－１

大泉学園駅南口 東京都練馬区東大泉５－４０－２１

練馬南大泉１丁目 東京都練馬区南大泉１－２３－２３

練馬南大泉５丁目 東京都練馬区南大泉５丁目３－９

氷川台駅前 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５

練馬豊玉北５丁目 東京都練馬区豊玉北５－２９－２

練馬北町８丁目 東京都練馬区北町８－３７－７

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

稲城向陽台５丁目 東京都稲城市向陽台５－１－１

羽村栄町２丁目 東京都羽村市栄町２－３－１

小作駅東口 東京都羽村市小作台１ー１３ー１

羽村神明台３丁目 東京都羽村市神明台３ー６ー４

国分寺戸倉２丁目 東京都国分寺市戸倉２丁目２７番９

国分寺西元町 東京都国分寺市西元町３－８－７

東恋ケ窪２丁目 東京都国分寺市東恋ケ窪２丁目１２－４

国分寺富士本２丁目 東京都国分寺市富士本２－２３－３

国分寺本町３丁目 東京都国分寺市本町３丁目６－２

国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７

狛江駒井町３丁目 東京都狛江市駒井町３－１８－８

狛江中和泉５丁目 東京都狛江市中和泉５－１６－１７

三鷹むらさき橋通り 東京都三鷹市下連雀７－３－４



三鷹新川２丁目 東京都三鷹市新川２丁目９－２３

三鷹牟礼６丁目 東京都三鷹市牟礼６丁目１－１７

三鷹牟礼７丁目 東京都三鷹市牟礼７－６－１７

小金井東町４丁目 東京都小金井市東町４丁目４１－１３

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

東大和市駅南 東京都小平市小川町１－３８８－５

小平上水新町１丁目 東京都小平市上水新町１－２４－４２

昭島駅北口 東京都昭島市田中町５６２ー８

昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１

清瀬駅北口 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号

清瀬元町１丁目 東京都清瀬市元町１丁目１４－２６

ＫＯＹＯ複十字病院 東京都清瀬市松山３－１－２４

清瀬竹丘２丁目 東京都清瀬市竹丘２丁目１４－１５

瑞穂武蔵 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵３７８－１

瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１

瑞穂バイパス 東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田２５３－１

ひばりが丘駅北口 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番５１号

西東京西原１丁目 東京都西東京市西原町１－３－１３

西東京東町４丁目 東京都西東京市東町４－１－９

西東京柳沢東伏見 東京都西東京市柳沢２丁目１－８

青梅新町２丁目 東京都青梅市新町２丁目１－８

青梅新町６丁目 東京都青梅市新町６－１６－１

青梅千ヶ瀬４丁目 東京都青梅市千ヶ瀬町４丁目３７８番地８

長渕 東京都青梅市長渕４－２２９－１

青梅東青梅３丁目 東京都青梅市東青梅３－１２－１

東青梅５丁目北 東京都青梅市東青梅５－２３－１

青梅藤橋２丁目 東京都青梅市藤橋２－５６３－３

小田急マルシェ永山 東京都多摩市永山１－１８－２

多摩永山２丁目 東京都多摩市永山２－１５－３

聖蹟桜ケ丘駅前 東京都多摩市関戸１ー１１ー３

多摩センター駅西 東京都多摩市鶴牧１丁目３－１０

多摩明神橋通り 東京都多摩市東寺方１－９－１

小田急多摩センター改札横 東京都多摩市落合１－１１－２

ＫＯＹＯ町田市民病院 東京都町田市旭町２－１５－４１

原町田 東京都町田市原町田２－２５－１２

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

町田小山ヶ丘６丁目 東京都町田市小山ヶ丘６－２－１

町田小山町 東京都町田市小山町２５０２－１

町田小川４丁目 東京都町田市小川４－２２－６

町田大蔵 東京都町田市大蔵町５６０－１

南町田駅北口 東京都町田市鶴間１－１６－１０

南町田１丁目 東京都町田市南町田１丁目２１－５

本町田 東京都町田市本町田３２３９

町田矢部町 東京都町田市矢部町２８３３－１

調布下石原２丁目 東京都調布市下石原２－４６－１



調布下石原３丁目 東京都調布市下石原３丁目７１番地４

調布国領町１丁目 東京都調布市国領町１－４７－９

調布国領町２丁目 東京都調布市国領町２－１８－５

調布国領町５丁目 東京都調布市国領町５－４８－７

調布柴崎１丁目 東京都調布市柴崎１－４７－３

調布若葉町３丁目 東京都調布市若葉町３丁目２９－５

電気通信大学前 東京都調布市小島町１－１－１

調布上石原３丁目 東京都調布市上石原３－１０－１７

晃華学園前 東京都調布市深大寺東町２－６－２

深大寺 東京都調布市深大寺北町５－１－９

つつじヶ丘 東京都調布市西つつじヶ丘３－３０－２

調布ヶ丘１丁目 東京都調布市調布ケ丘１－６－１

調布駅北口 東京都調布市布田１－４４－１

東久留米下里５丁目 東京都東久留米市下里５丁目２－２０

東久留米下里５丁目南 東京都東久留米市下里５－７－１

東久留米下里７丁目 東京都東久留米市下里７丁目６番５号

東久留米幸町４丁目 東京都東久留米市幸町４－６－１５

東久留米柳窪１丁目 東京都東久留米市柳窪１－１０－３４

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目３－５９

東村山秋津町３丁目 東京都東村山市秋津町３丁目８－２１

東大和上北台駅北 東京都東大和市芋窪５－１１１８－１

東大和上北台 東京都東大和市上北台３－３５９－１

東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１

東大和立野４丁目 東京都東大和市立野４－５６７－２

日野高幡不動駅前 東京都日野市高幡１００７－５

日野三沢 東京都日野市三沢３－２－８

日野神明４丁目 東京都日野市神明４丁目２２番１５

日野東平山２丁目 東京都日野市東平山２－１５－１

日野甲州街道駅前 東京都日野市日野９５２－１

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

八王子みなみ野駅前 東京都八王子市みなみ野１－３－２

八王子狭間町 東京都八王子市狭間町１４５０－５

八王子元横山２丁目 東京都八王子市元横山町２丁目２０－１０

八王子高倉南 東京都八王子市高倉町５０－４

八王子散田１丁目 東京都八王子市散田町１－１６－１０

八王子四谷町 東京都八王子市四谷町５０６－１

八王子上野町 東京都八王子市上野町２８－１１

八王子西片倉３丁目 東京都八王子市西片倉３－１１－１７

八王子石川町 東京都八王子市石川町９１３－４

八王子石川西 東京都八王子市石川町２４４１－５

八王子台町１丁目 東京都八王子市台町１－２４－１４

八王子富士森公園北 東京都八王子市台町３丁目１２番１１号

八王子大塚 東京都八王子市大塚１５００



八王子長房町 東京都八王子市長房町１４６５番６

八王子陵南 東京都八王子市東浅川町５５６－１

八王子北口 東京都八王子市東町１３－８

八王子八日町５丁目 東京都八王子市八日町５番１５

八王子堀之内 東京都八王子市堀之内２丁目１７－８

府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３

府中紅葉丘 東京都府中市紅葉丘１－３９－１３

府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中白糸台５丁目 東京都府中市白糸台５丁目２８－４

武蔵村山平和通り 東京都武蔵村山市伊奈平５－９３－５

武蔵村山岸１丁目 東京都武蔵村山市岸１－１－１

武蔵村山三ツ藤１丁目 東京都武蔵村山市三ツ藤１－７２－８

武蔵村山神明３丁目 東京都武蔵村山市神明３－７８－５

吉祥寺立教通り 東京都武蔵野市吉祥寺南町４丁目２４９０番１９

吉祥寺駅中央 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１７－１２

武蔵野成蹊通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町３－２７－９

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７

福生駅前東口 東京都福生市大字福生字奈賀７８１－１

武蔵野台 東京都福生市武蔵野台１－２５－３

立川高松町 東京都立川市高松町２－２２－１

立川砂川三番 東京都立川市砂川町３－２５－２

立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１

立川諏訪通り 東京都立川市柴崎町２ー１０ー１５

立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８

立川曙町３丁目 東京都立川市曙町３－７－１５

立川砂川七番 東京都立川市柏町２－１５－２２

店名 住所

愛川中津太田 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１８－４

愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２

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

綾瀬大上８丁目 神奈川県綾瀬市大上８丁目３番１５号

綾瀬蓼川２丁目 神奈川県綾瀬市蓼川２丁目７番２８号

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

小田急マルシェ伊勢原 神奈川県伊勢原市桜台１－１－７

伊勢原工業団地 神奈川県伊勢原市板戸８９４－１

浦賀 神奈川県横須賀市浦賀３－１６－４

横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２－２－７

横須賀坂本 神奈川県横須賀市坂本町１丁目３３

横須賀山科台 神奈川県横須賀市山科台８番１号

横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５

横浜さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘７８－４

横浜大和バイパス 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５１－１

横浜川井宿町 神奈川県横浜市旭区川井宿町１－２

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７



横浜磯子３丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１番２号

横浜杉田３丁目 神奈川県横浜市磯子区杉田３－２－１７

横浜中原２丁目 神奈川県横浜市磯子区中原２丁目２４－１５

横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１

ＫＯＹＯ横浜栄共済病院 神奈川県横浜市栄区桂町１３２番地

横浜栄小山台２丁目 神奈川県横浜市栄区小山台２－１０－２３

横浜栄小菅ケ谷 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２丁目２８番地１３号

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 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１０－１３

横浜金沢八景駅前 神奈川県横浜市金沢区瀬戸４－３

横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０

横浜鳥浜町 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１３－１２

横浜能見台駅前 神奈川県横浜市金沢区能見台通２－３　

横浜六浦駅南 神奈川県横浜市金沢区六浦南２丁目３番９号

横浜原宿 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－１５－１０

横浜戸塚旭町通り 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１６－４０

横浜戸塚町 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１０３４－１

横浜戸塚上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町３８３番地１

横浜戸塚平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸町５４５３ー１

横浜戸塚矢部町北 神奈川県横浜市戸塚区矢部町４５０－１

横浜港南台４丁目 神奈川県横浜市港南区港南台４丁目３５－２５

横浜関 神奈川県横浜市港南区笹下２丁目２－３

横浜笹下５丁目 神奈川県横浜市港南区笹下５－１０－４３

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５丁目 神奈川県横浜市港南区日野５－３－８

横浜日野９丁目 神奈川県横浜市港南区日野９－４４－１５

横浜野庭団地前 神奈川県横浜市港南区野庭町６７５－９

横浜岸根町 神奈川県横浜市港北区岸根町５３９－１

横浜菊名３丁目 神奈川県横浜市港北区菊名３丁目２０－３５

横浜綱島上町 神奈川県横浜市港北区綱島上町４０－１

横浜綱島西４丁目 神奈川県横浜市港北区綱島西４－１６－１６

横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６

横浜師岡町 神奈川県横浜市港北区師岡町９６６－１

横浜岸根公園 神奈川県横浜市港北区篠原西町２３ー１７

野村不動産新横浜ビル 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１０－２３

横浜大倉山３丁目 神奈川県横浜市港北区大倉山３丁目６－１０

横浜樽町４丁目 神奈川県横浜市港北区樽町４丁目１３－２０

妙蓮寺駅前 神奈川県横浜市港北区仲手原２－４５－１７

横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７

横浜三ツ沢上町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町２－７

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

横浜大口駅東 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１４－２６

横浜西大口 神奈川県横浜市神奈川区西大口１２５－３

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

横浜瀬谷駅北口 神奈川県横浜市瀬谷区中央１６－１８

横浜伊勢町３丁目 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７－１１

横浜藤棚商店街 神奈川県横浜市西区久保町２１－２０

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

横浜浅間下 神奈川県横浜市西区楠町１８－４

横浜平沼中央 神奈川県横浜市西区平沼１丁目１６－３

横浜北幸２丁目 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－１０

横浜みたけ台 神奈川県横浜市青葉区みたけ台４５－２０

横浜榎が丘 神奈川県横浜市青葉区榎が丘２７番３

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

横浜田奈駅東 神奈川県横浜市青葉区田奈町５－１３

横浜美しが丘２丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－８

横浜泉新橋町 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２１

横浜いずみ中央 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５丁目９番２１号

横浜和泉町 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８－４

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

横浜羽衣町２丁目 神奈川県横浜市中区羽衣町２－７－４

横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町２７３

横浜小港町１丁目 神奈川県横浜市中区小港町１－６

横浜真砂町４丁目 神奈川県横浜市中区真砂町４丁目４３番地

横浜長者町清正公通り 神奈川県横浜市中区長者町８－１３２－５

横浜本牧三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１

横浜本牧町１丁目 神奈川県横浜市中区本牧町１－５８－５

鶴見岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷２－１９ー３６

横浜鶴見二ツ池 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２６－１７

横浜京急生麦駅前 神奈川県横浜市鶴見区生麦３丁目２－７

横浜朝日町１丁目 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１丁目１５

平安町 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－５２－６

横浜鶴見豊岡町 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町３５－２

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

横浜川向町 神奈川県横浜市都筑区川向町１００－１

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１－２－２０

横浜永田東２丁目 神奈川県横浜市南区永田東２－１０－１４

横浜宮元町２丁目 神奈川県横浜市南区宮元町２丁目２９－１

横浜中里 神奈川県横浜市南区中里１ー１３－１２

横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２

横浜六ツ川 神奈川県横浜市南区六ツ川１－４４８－５

横浜岩井町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町５１

横浜坂本町 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町１１６



横浜桜ヶ丘１丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１丁目７番１号

横浜上菅田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町５７６

横浜上星川３丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３丁目１４－８

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜西谷駅前 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷四丁目３番地２号

ＵＲくぬぎ台団地 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１４０４

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

横浜和田１丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１３－２１

横浜西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町２２２－１

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

海老名柏ヶ谷 神奈川県海老名市柏ヶ谷４１４－１

鎌倉大船２丁目 神奈川県鎌倉市大船２丁目１７－２

鎌倉津西 神奈川県鎌倉市津西１－８－１４

茅ヶ崎円蔵１丁目 神奈川県茅ヶ崎市円蔵１－２１－１６

茅ケ崎円蔵 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２０９４－１

茅ヶ崎赤羽根南 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根４５４－１

茅ヶ崎中海岸１丁目 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１丁目２－４５

茅ケ崎南湖 神奈川県茅ケ崎市南湖５ー１８ー１９

小田急愛甲石田 神奈川県厚木市愛甲１－１－１

厚木愛甲石田駅前 神奈川県厚木市愛甲１丁目３番１号

厚木坊中 神奈川県厚木市愛甲３丁目１０番１号

厚木愛名 神奈川県厚木市愛名８７１－１

厚木栄町１丁目 神奈川県厚木市栄町１丁目１４番１２号

厚木下荻野北 神奈川県厚木市下荻野９８０－１

厚木石神 神奈川県厚木市下荻野１６４４番１

三田 神奈川県厚木市下荻野２１８８－１

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

厚木妻田北３丁目 神奈川県厚木市妻田北３－３７－２１

厚木山際 神奈川県厚木市山際６１９－１

厚木上荻野北 神奈川県厚木市上荻野１７８９－１

小田急本厚木 神奈川県厚木市泉町１－１

小田急本厚木ミロードイースト 神奈川県厚木市泉町１丁目１

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

厚木飯山南 神奈川県厚木市飯山３２９７－１

厚木毛利台２丁目 神奈川県厚木市毛利台２－１８－１

厚木緑ケ丘 神奈川県厚木市緑ヶ丘１－１１－１１

寒川岡田４丁目 神奈川県高座郡寒川町岡田４－１－２９

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２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５

小田急相武台前 神奈川県座間市相武台１－３３－１

座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間相武台前 神奈川県座間市相武台３丁目４２－８



座間相模が丘１丁目 神奈川県座間市相模が丘１－１８－５５

座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１

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

小田原栢山駅前 神奈川県小田原市栢山２６４８

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

小田原飯田岡 神奈川県小田原市飯田岡７３－２０

秦野清水町 神奈川県秦野市清水町２－７

秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９

ＫＯＹＯ秦野赤十字病院 神奈川県秦野市立野台１－１

逗子久木４丁目 神奈川県逗子市久木４－１７－３７

逗子駅前 神奈川県逗子市逗子３－２－３

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

川崎犬蔵３丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－８－７

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

川崎馬絹西 神奈川県川崎市宮前区馬絹６丁目５番３号

川崎北加瀬 神奈川県川崎市幸区北加瀬２－１－３　

川崎柳町東 神奈川県川崎市幸区柳町２－３

川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８

川崎溝口３丁目 神奈川県川崎市高津区溝口３－９－８

川崎坂戸２丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目８番５号

川崎野川東 神奈川県川崎市高津区東野川１丁目４－１３号

川崎駅東口 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１番地３

川崎貝塚２丁目 神奈川県川崎市川崎区貝塚２丁目１－１

川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－３－８

川崎四谷上町 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１８－８

川崎出来野 神奈川県川崎市川崎区出来野１１ー２５

川崎川中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区川中島２－１－１

川崎殿町３丁目 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目１８－２

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

川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６

川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６

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

京王稲田堤駅南口 神奈川県川崎市多摩区菅２－９－５

川崎生田７丁目 神奈川県川崎市多摩区生田７－１１－８

小田急登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸２４１７

川崎登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３３７５－１

川崎枡形２丁目 神奈川県川崎市多摩区枡形２ー１８ー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 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１

川崎武蔵小杉駅新南口 神奈川県川崎市中原区下沼部１８１０



川崎下新城２丁目 神奈川県川崎市中原区下新城２丁目４－２５

川崎新城１丁目 神奈川県川崎市中原区新城１－１２－１９

川崎木月大町 神奈川県川崎市中原区木月大町２０１－２

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

横山 神奈川県相模原市中央区横山４－４－４

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

相模原宮下３丁目 神奈川県相模原市中央区宮下３－１３－１

相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９

相模原田名豊原 神奈川県相模原市中央区田名３９９２－１

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

相模原淵野辺本町４丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町４丁目３７－１４

相模原磯部 神奈川県相模原市南区磯部１４１０－１

相模原松が枝町 神奈川県相模原市南区松が枝町１０－１１

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

小田急相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１

相模大野駅南 神奈川県相模原市南区相模大野７－２４－１５

相模原塚場 神奈川県相模原市緑区下九沢１２８５－１

相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１

７ＦＳアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２

相模原九沢小前 神奈川県相模原市緑区田名２５８９－４

相模原二本松４丁目 神奈川県相模原市緑区二本松４－２３－１２

湯河原土肥５丁目 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－１９－６

開成町円通寺 神奈川県足柄上郡開成町円通寺１８０－１

松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

小田急新松田 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１２１６－１３

大和いちょう団地 神奈川県大和市下和田１０４

大和上草柳 神奈川県大和市上草柳１－３－７

大和島津 神奈川県大和市深見東２ー１ー９

大和西鶴間 神奈川県大和市西鶴間２ー１ー１

大和代官４丁目 神奈川県大和市代官４丁目１８－１

小田急マルシェ大和 神奈川県大和市中央１丁目１－２６

大和鶴間１丁目 神奈川県大和市鶴間１丁目２０番地２４

大和南林間７丁目 神奈川県大和市南林間７丁目２５－１１

大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷５３９－４

二宮中央 神奈川県中郡二宮町二宮７９３－１

藤沢亀井野北 神奈川県藤沢市亀井野３８６－１

藤沢湘南台６丁目 神奈川県藤沢市湘南台６丁目５－１０

藤沢湘南台７丁目 神奈川県藤沢市湘南台７丁目１７－１１

藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４

藤沢片瀬５丁目 神奈川県藤沢市片瀬５－１１－６

南足柄岩原 神奈川県南足柄市岩原２９３－１

和田河原駅前 神奈川県南足柄市和田河原２９３－１

平塚横内 神奈川県平塚市横内３２３７－１

平塚寺田縄 神奈川県平塚市寺田縄１１

平塚追分 神奈川県平塚市追分２－５



平塚駅北口 神奈川県平塚市宝町２－６

平塚万田 神奈川県平塚市万田４１５－１

店名 住所

五泉三本木 新潟県五泉市三本木３０４６－１

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

分水学校町 新潟県燕市分水学校町２－１－１２

加茂本町 新潟県加茂市本町１－８

関川土沢 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番

広神押切 新潟県魚沼市今泉１５７０－１０

見附今町４丁目 新潟県見附市今町４丁目１２番９５号

見附今町７丁目 新潟県見附市今町７丁目３８８－１

見附本所 新潟県見附市本所１丁目４２８－１

五泉論瀬 新潟県五泉市論瀬５７８６

三条下須頃 新潟県三条市大字下須頃９５９－１

中越栄町今井 新潟県三条市大字今井字川原８７４－４

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

十日町下条 新潟県十日町市下条３丁目４４８－１

十日町高田 新潟県十日町市高田町３丁目２９８－２１

中越松代 新潟県十日町市松代字梶名５９５８

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

上越三田 新潟県上越市三田新田３９４－１

上越高田インター 新潟県上越市中田原１５３－２

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

亀田曙 新潟県新潟市江南区曙１丁目８番３１号

下越巻 新潟県新潟市西蒲区巻甲４０４６－６

巻潟東インター 新潟県新潟市西蒲区漆山８２７８

新潟みずき野 新潟県新潟市西区みずき野２丁目１７－１８

新潟新通 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１

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

新潟山二ツ 新潟県新潟市中央区山二ツ５－２－１５

新潟紫竹山 新潟県新潟市中央区紫竹山３－５－２２

新潟女池 新潟県新潟市中央区女池南１丁目９番２８号

新潟弁天橋通 新潟県新潟市中央区長潟８５４－１

新潟鳥屋野 新潟県新潟市中央区鳥屋野３３４－１

新潟本町通 新潟県新潟市中央区本町通８番町１３０７

新潟万代４丁目 新潟県新潟市中央区万代４丁目２４６０－１

新潟逢谷内 新潟県新潟市東区逢谷内３－１－３９

新潟牡丹山 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目２４－２

新潟若葉町 新潟県新潟市東区若葉町２丁目４番５１号

新潟浜谷町 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２

白根親和町 新潟県新潟市南区親和町６－２２

新潟すみれ野 新潟県新潟市北区すみれ野２－１９－３６



新潟神谷内 新潟県新潟市北区神谷内字川跡２９２７番６３

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

新発田東新町２丁目 新潟県新発田市東新町２丁目５－１１

新発田月岡温泉 新潟県新発田市本田庚２１９－１

弥彦大鳥居 新潟県西蒲原郡弥彦村矢作７３４６－２

村上猿沢 新潟県村上市猿沢字稲葉２５８２

村上肴町 新潟県村上市肴町１７８８－１

神林牧目 新潟県村上市牧目１２７２－１

長岡宮関 新潟県長岡市宮関４丁目１１－４７

長岡駅東口通り 新潟県長岡市今朝白１丁目３番１号

長岡市立劇場前 新潟県長岡市三和２丁目９番２９号

長岡新組町 新潟県長岡市新組町字筒場１９５５

長岡西千手 新潟県長岡市西千手３丁目５－１７

長岡石動町 新潟県長岡市石動町字金輪３１２－１

長岡南中央通り 新潟県長岡市摂田屋町２６２７－１

アオーレ長岡 新潟県長岡市大手通１丁目４番地１０

長岡南七日町 新潟県長岡市南七日町１０－１

中越大和南 新潟県南魚沼市一村尾１６２３－１

柏崎茨目 新潟県柏崎市茨目１丁目７８８－１

柏崎錦町 新潟県柏崎市錦町１－３

柏崎若葉町 新潟県柏崎市若葉町３－８

柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

柏崎新花町 新潟県柏崎市新花町１－８

柏崎曽地 新潟県柏崎市大字曽地字北田１３３２－３

妙高下町 新潟県妙高市下町７８０－２

店名 住所

安曇野住吉 長野県安曇野市三郷温７０１６－５

安曇野豊科 長野県安曇野市豊科５４６８－１

明科七貴 長野県安曇野市明科七貴８８３０番地３９

塩尻牧野 長野県塩尻市宗賀本山５２７１－３

岡谷長地 長野県岡谷市長地源２丁目３１６８－１

岡谷湊５丁目 長野県岡谷市湊５丁目２０－１

下伊那松川 長野県下伊那郡松川町元大島１２５９

山ノ内佐野 長野県下高井郡山ノ内町佐野境３８３ー１

茅野市ちの 長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６

茅野長峰 長野県茅野市玉川４８４２番地１

茅野米沢 長野県茅野市米沢字船久保３７５８－１

駒ケ根梨の木 長野県駒ヶ根市梨の木１５６５３－２

佐久臼田 長野県佐久市臼田城下４３ー１

佐久岩村田相生 長野県佐久市岩村田６５８－１

佐久インター西 長野県佐久市岩村田北１丁目２８－４

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

佐久中込駅前 長野県佐久市中込２－１２－１



臼田田口 長野県佐久市田口６２８９－１

浅科八幡 長野県佐久市八幡２４７－１

佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１

小諸小原 長野県小諸市甲字原田１６７３－１

小諸三和１丁目 長野県小諸市三和１丁目３０２５番１４

小諸新家 長野県小諸市大字滋野甲字中壱騎場３９２０－１

松本梓川倭 長野県松本市梓川倭９２８－１

松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２

松本あがた 長野県松本市県１－７－１５

松本今井 長野県松本市今井１２７４－２

松本二子橋 長野県松本市笹賀５２１１－１

笹部 長野県松本市笹部２－２－２２

松本女鳥羽１丁目 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１

松本征矢野 長野県松本市征矢野１丁目６－４５

松本下小俣 長野県松本市大字笹賀２００７番地４

松本白姫 長野県松本市大字寿白瀬渕２１６７－３

松本女鳥羽橋 長野県松本市大手１丁目２－２２

松本松栄町 長野県松本市大手２丁目９－１０

松本西筑摩 長野県松本市筑摩１丁目１１－２０

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

松本南原 長野県松本市南原１丁目２１－１４

松本平田南 長野県松本市平田東２－９－１１

松本並柳 長野県松本市並柳１－１１－１

松本里山辺 長野県松本市里山辺１４２１番地１

宮田北 長野県上伊那郡宮田村８５－１

信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

飯島七久保 長野県上伊那郡飯島町七久保１９０８

箕輪中箕輪 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３３６７番地１

上田バイパス 長野県上田市上田１３５４－１

上田常田２丁目 長野県上田市常田２丁目１７－３

真田 長野県上田市真田町長６１２２－１

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

上田長池 長野県上田市大字上田原字南原１４０５番地４号

上田城大手門 長野県上田市中央２丁目３番２号

上田中央北 長野県上田市中央北２丁目３５５９－１０

富士見町富士見 長野県諏訪郡富士見町富士見３３０１－３

諏訪インター 長野県諏訪市沖田町４丁目４０番地３

諏訪高島 長野県諏訪市高島４丁目１４６９番１

諏訪武津 長野県諏訪市四賀武津６７

諏訪２丁目 長野県諏訪市諏訪２丁目６番５号

須坂インター 長野県須坂市大字井上５６３－１

更埴雨宮 長野県千曲市雨宮２５９－１

戸倉若宮 長野県千曲市若宮１１０７－１



大町九日町 長野県大町市大字大町４２０４－１

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

中野市若宮 長野県中野市若宮１２２－１

信州中野 長野県中野市大字中野１７５３

中野市壁田 長野県中野市大字壁田１４８５－１

安茂里駅西 長野県長野市安茂里小市１ー３ー３５

長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号

長野鍋屋 長野県長野市吉田５－２６－２５

長野三輪２丁目 長野県長野市三輪２－４－７

善光寺下 長野県長野市三輪７－７－１

長野大通り 長野県長野市三輪武井１３０３－３

篠ノ井布施五明 長野県長野市篠ノ井布施五明７２９ー６

長野松岡 長野県長野市松岡２丁目３０番２１

長野花咲町 長野県長野市大字花咲町１２３７－７

長野南石堂町 長野県長野市大字南字石堂南１３０４

長野中央通り 長野県長野市南長野西後町１６２０

長野古里 長野県長野市富竹８５５－１

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

信州北御牧村 長野県東御市島川原６５５－１

南牧村役場前 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字湯沢口９６６番１３

飯山秋津 長野県飯山市大字蓮字北原２４５番３

飯田松尾上溝 長野県飯田市松尾上溝２６５８－３

飯田上郷北条 長野県飯田市上郷飯沼１３３７

飯田川路駅前 長野県飯田市川路７５２２

飯田白山町 長野県飯田市白山町１丁目６４５６番１

飯田毛賀 長野県飯田市毛賀２３９－２

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

木曽上松寝覚 長野県木曽郡上松町大字小川２３４１－１

大桑須原 長野県木曽郡大桑村須原１０２３－１

店名 住所

甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１

甲斐双葉宇津谷 山梨県甲斐市宇津谷８５５

甲斐中下条 山梨県甲斐市中下条５４４－７

甲斐島上条 山梨県甲斐市島上条１６７９－６

甲斐富竹新田 山梨県甲斐市富竹新田３９８－５

竜王バイパス富竹新田 山梨県甲斐市富竹新田１７０６－３

竜王万才 山梨県甲斐市万才６－２７

甲府平和通り 山梨県甲府市伊勢４丁目３２－２

甲府山城 山梨県甲府市下小河原町１２－３

甲府住吉５丁目 山梨県甲府市住吉５丁目２３－１４

小瀬スポーツ公園東 山梨県甲府市小瀬町１１３５－１

甲府貢川アルプス通り 山梨県甲府市上石田１ー１４ー１８

甲府上石田３丁目 山梨県甲府市上石田３丁目５－１５



甲府市城東４丁目 山梨県甲府市城東４丁目１３番７号

甲府相生 山梨県甲府市相生１－１５－２

甲府大里 山梨県甲府市大里町１６６９－１

甲府中央 山梨県甲府市中央１丁目１２番４６号

甲府湯村温泉郷 山梨県甲府市湯村３－２－３０

ＫＯＹＯ山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見１－１－１

甲府中道橋 山梨県甲府市落合町１２０２－２

山梨歌田 山梨県山梨市歌田２６

山梨上石森 山梨県山梨市上石森字上手原１５３－１

山梨万力 山梨県山梨市万力字足原田９９９－１

上野原四方津 山梨県上野原市四方津９７９－１

山梨田富 山梨県中央市西花輪９３

中央市布施 山梨県中央市布施１８１１

昭和町清水新居 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１３９２－１

昭和西条 山梨県中巨摩郡昭和町西条２４９４－１０

笛吹春日居町小松 山梨県笛吹市春日居町小松８５５－６６

春日居鎮目北 山梨県笛吹市春日居町鎮目７５６

笛吹八代南 山梨県笛吹市八代町南１５８９－１

都留市役所前 山梨県都留市上谷２丁目１－１３

都留文大通り 山梨県都留市上谷６－９－２５

南アルプス曲輪田 山梨県南アルプス市曲輪田１３０－１

南アルプス小笠原 山梨県南アルプス市小笠原３７４－１

南アルプス櫛形総合公園 山梨県南アルプス市桃園１４９３

南アルプス桃園 山梨県南アルプス市桃園字大新居１０５２－２

身延下山 山梨県南巨摩郡身延町下山２３１－２２２

富士川鰍沢口 山梨県南巨摩郡富士川町駅前通２丁目３６６８－１

都留西桂町 山梨県南都留郡西桂町小沼２０８－４

忍野村内野 山梨県南都留郡忍野村内野５２４

河口湖勝山東 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山１２３６－１

河口湖駅東 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４７３５－１

富士見バイパス中央 山梨県富士吉田市下吉田東１－１－２２

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

魚津江口 富山県魚津市吉島９３４－１

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

高岡駅南４丁目 富山県高岡市駅南４丁目１０番２９号

高岡戸出狼 富山県高岡市戸出町４丁目１－５

高岡佐野 富山県高岡市佐野９５２－３

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

黒部田家 富山県黒部市田家新７５２－１

射水朴木口 富山県射水市沖塚原７６

射水昭和通 富山県射水市戸破２５９０番地３

射水作道 富山県射水市作道３０３－１

射水一番町 富山県射水市三ケ１４２６

射水七美 富山県射水市七美２８番１

射水鷲塚 富山県射水市鷲塚５９７－２

上市町正印 富山県中新川郡上市町正印２９３－１

南砺やかた 富山県南砺市やかた３９３

南砺角田 富山県南砺市吉江中７１１－１

氷見加納 富山県氷見市加納２０６－１

氷見窪 富山県氷見市窪１１３６－１

富山つばめ野 富山県富山市つばめ野１丁目３９

富山呉羽本町 富山県富山市呉羽町２４２３番地

富山公文名 富山県富山市公文名３６－５

富山荏原 富山県富山市向新庄２００－２８

富山黒崎 富山県富山市黒崎１２４

ＤＲ富山駅前ダイワロイネットホテル 富山県富山市桜町１丁目３－１

富山四方荒屋 富山県富山市四方荒屋２６００

富山上飯野 富山県富山市上飯野字前田３４番３

富山城川原３丁目 富山県富山市城川原３丁目４番２３号

富山石坂 富山県富山市石坂２０２１－１

富山城址公園前 富山県富山市総曲輪２－１－１

富山城南公園前 富山県富山市太郎丸本町１丁目３番１２

富山中市 富山県富山市中市１丁目３－２

富山藤木 富山県富山市藤木３０５７

富山二口町４丁目 富山県富山市二口町４丁目４－１０

富山笹倉 富山県富山市婦中町笹倉１０１番１

富山豊田本町１丁目 富山県富山市豊田本町１丁目９－３

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

富山本郷西部 富山県富山市本郷西部１４－１

店名 住所

かほく白尾インター 石川県かほく市白尾ル１４－３

羽咋千里浜インター 石川県羽咋市兵庫町午４番６

加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

加賀岡町 石川県加賀市大聖寺岡町ハ１３番地

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢近岡町 石川県金沢市近岡町５２－１

ハートインＪＲ金沢駅 石川県金沢市広岡１丁目７番１号

金沢高岡町 石川県金沢市高岡町３－２０

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

金沢大手町 石川県金沢市大手町１７３番



金沢入江１丁目 石川県金沢市入江１丁目２０２

金沢北安江４丁目 石川県金沢市北安江４丁目１１－２７

七尾古府町 石川県七尾市古府町る３－１

七尾小島町 石川県七尾市小島町ヘ１３０－４

七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１

七尾和倉和歌崎 石川県七尾市和倉町和歌崎７番３

小松串茶屋町 石川県小松市串茶屋町い１４３－２

小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５

能美五間堂 石川県能美市五間堂町乙８０－１

白山村井町 石川県白山市村井町６８０番１

鶴来白山町 石川県白山市白山町１９６－１

白山八ツ矢町 石川県白山市八ツ矢町６１７－１

野々市三日市 石川県野々市市三日市町２丁目４１番地

野々市太平寺３丁目 石川県野々市市太平寺３丁目１８６－３

店名 住所

越前塚町 福井県越前市横市町４字３－１

越前広瀬町 福井県越前市広瀬町１４２－１２－１

春江町為国 福井県坂井市春江町為国２３字６－１

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２７号線 福井県敦賀市長沢４９号１０番

南越前町 福井県南条郡南越前町脇本２８字１－１

福井高木町 福井県福井市高木町１４－１１－１

福井三十八社 福井県福井市三十八社町１０字４－１

福井城東１丁目 福井県福井市城東１丁目１８－３０

福井成和 福井県福井市成和２丁目３１５

福井つくし野 福井県福井市定正町１３１４番

店名 住所

伊東中伊豆入口 静岡県伊東市荻３９７－１０

伊東湯川 静岡県伊東市湯川５４３－２

伊東八幡野 静岡県伊東市八幡野１１８７ー１

伊豆の国大仁東 静岡県伊豆の国市大仁７０－１

大仁田原野 静岡県伊豆の国市田原野８６－２

伊豆修善寺瓜生野 静岡県伊豆市瓜生野１２８－１

伊豆修善寺熊坂バイパス 静岡県伊豆市熊坂５１１

伊豆修善寺熊坂 静岡県伊豆市熊坂７４９－９

伊豆市土肥 静岡県伊豆市土肥２９０８－３

伊豆市冷川 静岡県伊豆市冷川３５６－２

下田蓮台寺 静岡県下田市河内１７１－５

下田白浜 静岡県下田市白浜字大浜２７３２－７

河津駅前 静岡県賀茂郡河津町浜１４２－２

西伊豆町仁科 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２７２－１

伊豆稲取 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１６４２－１

伊豆稲取温泉口 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取２８４７－１

掛川水垂 静岡県掛川市御所原１１ー１５

掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１



掛川中 静岡県掛川市中２５７５番地１

掛川本郷 静岡県掛川市本郷２４８－５

菊川和田 静岡県菊川市和田４８０番１

湖西新所原 静岡県湖西市新所原２－８０３－１

湖西太田 静岡県湖西市太田１１０－７

湖西白須賀 静岡県湖西市白須賀３９８５ー２８３７

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

御殿場大坂 静岡県御殿場市大坂４８１番地

御殿場二枚橋 静岡県御殿場市東田中５５６番地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

三島加屋町 静岡県三島市加屋町５－４

三島駅西通り 静岡県三島市寿町３－３３

三島北上 静岡県三島市徳倉１００５－１１

三島日の出町 静岡県三島市日の出町６－６

駿東小山町用沢 静岡県駿東郡小山町用沢５８８－１

清水町長沢 静岡県駿東郡清水町長沢８６６－１

長泉町竹原 静岡県駿東郡長泉町竹原丸田３８１－６

沼津本郷 静岡県沼津市御幸町２３－３０

沼津西沢田 静岡県沼津市西沢田７３６－１

焼津下江留 静岡県焼津市下江留字中９５２－１

焼津大島 静岡県焼津市大島字上５９７

焼津祢宜島 静岡県焼津市南部土地区画整理地内２５３街区７

焼津八楠４丁目 静岡県焼津市八楠４丁目１１－１９

吉田町神戸日の出 静岡県榛原郡吉田町神戸５０－１

吉田神戸 静岡県榛原郡吉田町神戸字下西２４０６－１

裾野バイパス北 静岡県裾野市御宿１０８９－１

裾野二ツ屋 静岡県裾野市佐野１５９１－６

裾野千福 静岡県裾野市千福字東田８３－１

裾野平松 静岡県裾野市平松５９３－３

静岡本通４丁目 静岡県静岡市葵区屋形町２５

静岡沓谷６丁目 静岡県静岡市葵区沓谷６－８－５

静岡呉服町２丁目 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目１番１

静岡呉服町通り 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目３－２

静岡紺屋町 静岡県静岡市葵区紺屋町１１－１７

静岡新伝馬 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目１２－２５

静岡神明町 静岡県静岡市葵区神明町１０－２

静岡瀬名６丁目 静岡県静岡市葵区瀬名６－８－１２

静岡千代田７丁目 静岡県静岡市葵区千代田７丁目１０－２１

ＫＯＹＯ静岡市立静岡病院 静岡県静岡市葵区追手町１０－９３

静岡東草深町 静岡県静岡市葵区東草深町９－１６

静岡平和３丁目 静岡県静岡市葵区平和３丁目３－１３

静岡竜南１丁目 静岡県静岡市葵区竜南１丁目１９－１

静岡みずほ 静岡県静岡市駿河区みずほ３丁目１－２

静岡丸子北 静岡県静岡市駿河区丸子６丁目８－２０



静岡宮竹１丁目 静岡県静岡市駿河区宮竹１丁目１１－９

静岡森下町 静岡県静岡市駿河区森下町１－３０

静岡東新田２丁目 静岡県静岡市駿河区東新田２丁目１５－２３

静岡駅南口 静岡県静岡市駿河区南町１３番２１号

静岡八幡１丁目 静岡県静岡市駿河区八幡１丁目１番１５号

静岡登呂ＳＳ 静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０

清水蒲原駅前 静岡県静岡市清水区蒲原中５５７

清水江尻東１丁目 静岡県静岡市清水区江尻東１－３－２

清水小島 静岡県静岡市清水区小島町７８－１

清水真砂町 静岡県静岡市清水区真砂町４－２８

清水西久保 静岡県静岡市清水区西久保１丁目１番２５号

清水大坪２丁目 静岡県静岡市清水区大坪２丁目５番２８号

清水中矢部町 静岡県静岡市清水区中矢部町２－７

清水梅ヶ谷 静岡県静岡市清水区梅ケ谷１２－４

清水八木間 静岡県静岡市清水区八木間町４２３

清水堀込 静岡県静岡市清水区堀込３１－１

袋井市役所前 静岡県袋井市国本３０３３－８

袋井北浅羽 静岡県袋井市浅羽３５７－１

袋井土橋 静岡県袋井市土橋３－１

袋井梅山 静岡県袋井市梅山２６８９－４

袋井方丈 静岡県袋井市方丈４－３－１９

袋井睦町 静岡県袋井市睦町２番地１２

東名袋井インター 静岡県袋井市堀越３丁目２０－２

函南柏谷 静岡県田方郡函南町平井字鍛治屋窪７１７番１６

島田駅南 静岡県島田市横井３丁目３番１５号

島田金谷河原 静岡県島田市金谷栄町３５３５－１

島田向谷１丁目 静岡県島田市向谷１丁目８４７－５

島田船木 静岡県島田市船木字庚申塚下１－１

島田中河町 静岡県島田市中河町８９７３－１

島田中溝町 静岡県島田市中溝町１５２５－４

藤枝仮宿 静岡県藤枝市仮宿１４８２－１

藤枝高柳 静岡県藤枝市高柳２丁目５番４号

藤枝高柳２丁目 静岡県藤枝市高柳２－１４－１８

藤枝前島 静岡県藤枝市前島２丁目６番１５号

藤枝大東町 静岡県藤枝市大東町２６７－２

藤枝平島 静岡県藤枝市平島字芝ノ坪９６９番２

藤枝本町３丁目 静岡県藤枝市本町３丁目４－２０

熱海小嵐 静岡県熱海市小嵐町１－９

磐田見付 静岡県磐田市見付２７６５

磐田元天神 静岡県磐田市見付字元天神１６８７－３

磐田高木 静岡県磐田市高木１９－１

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

磐田前野 静岡県磐田市前野３０９１－１

磐田大当所 静岡県磐田市大当所３０－９



磐田堀之内 静岡県磐田市堀之内１７５７－１

浜松篠原町 静岡県浜松市西区篠原町２３３５２

浜松大久保 静岡県浜松市西区大久保町４５０３－１

浜松入野町 静岡県浜松市西区入野町１００３７－３

浜松佐鳴湖西 静岡県浜松市西区入野町２００１８番１

浜松葵町 静岡県浜松市中区葵東１丁目１０番１号

浜松葵東２丁目 静岡県浜松市中区葵東２丁目１－１

浜松曳馬６丁目 静岡県浜松市中区曳馬６丁目１３－２０

浜松海老塚 静岡県浜松市中区海老塚１丁目１１－１２

浜松向宿 静岡県浜松市中区向宿３－２－１５

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

浜松成子町 静岡県浜松市中区成子町６３－３

浜松イーストタウン 静岡県浜松市中区板屋町５７１番地

天竜船明 静岡県浜松市天竜区船明６２街区２

天竜二俣町阿蔵 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１００

浜松流通元町 静岡県浜松市東区下石田町３７１－１

浜松豊西 静岡県浜松市東区恒武町８５９

浜松アリーナ前 静岡県浜松市東区和田町４２７

浜松三島町 静岡県浜松市南区三島町７７４－１

浜松参野町 静岡県浜松市南区参野町５２－１

浜北永島 静岡県浜松市浜北区永島１３２２

浜北横須賀 静岡県浜松市浜北区横須賀１２８

浜北根堅 静岡県浜松市浜北区根堅２００５－８

浜北寺島 静岡県浜松市浜北区寺島３１６８－１

浜北小松東 静岡県浜松市浜北区小松４６３０－３

浜北西中瀬 静岡県浜松市浜北区中瀬１５３３－１

浜北中瀬 静岡県浜松市浜北区中瀬２５７１－１

浜北尾野 静岡県浜松市浜北区尾野２０２－１

浜松三方原東 静岡県浜松市北区三方原町９０３－５

浜松初生町追分 静岡県浜松市北区初生町５９３番１

浜松初生西 静岡県浜松市北区初生町１３５９－１

浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町１９８－５

富士宮下条 静岡県富士宮市下条９４－１

富士宮橋戸 静岡県富士宮市小泉１５３８－２２

富士宮城北町 静岡県富士宮市城北町３０番地

富士宮西町 静岡県富士宮市西町１７－３

富士宮万野原 静岡県富士宮市万野原新田３０６３－１

富士宮淀川町 静岡県富士宮市淀川町３３－１４

富士市永田町 静岡県富士市永田町２丁目７５

富士市横割 静岡県富士市横割２丁目１－１

富士市吉原 静岡県富士市吉原５丁目２－１

富士市久沢 静岡県富士市久沢５０－５

富士バイパス 静岡県富士市五貫島１１５－１

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

富士市松岡 静岡県富士市松岡１１３８－７

富士市浅間上町 静岡県富士市浅間上町１１番１８号

富士市須津 静岡県富士市増川４６１－３

富士市大渕 静岡県富士市大淵字東下原３０１６番９

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

富士市三ツ倉 静岡県富士市中野６０４－１

富士市天間 静岡県富士市天間１５６０－１

富士市富士見台 静岡県富士市富士見台４丁目５番地２

牧之原細江南 静岡県牧之原市細江１４３５番地１

牧之原細江 静岡県牧之原市細江２０６３－１

牧之原地頭方 静岡県牧之原市地頭方５０５－２

店名 住所

あま木田 愛知県あま市木田五反田１００番３

みよし天王 愛知県みよし市三好町天王８８－１

みよしあざぶＳＳ 愛知県みよし市莇生町原２

みよし北部小学校東 愛知県みよし市莇生町並木９６－１

愛西持中町 愛知県愛西市持中町八町９６－２

愛西北一色町 愛知県愛西市北一色町東田面２１２番５

東郷町春木台 愛知県愛知郡東郷町春木台４丁目４番１

安城高木町 愛知県安城市高木町半崎２番地１

安城住吉町 愛知県安城市住吉町７丁目３７番５

安城新田町 愛知県安城市新田町郷東１０８－４

安城二本木 愛知県安城市二本木新町北菅口１０－１

安城末広町 愛知県安城市末広町９－２７

一宮せんい４丁目 愛知県一宮市せんい４丁目５番３

一宮貴船町３丁目 愛知県一宮市貴船町３丁目１番１

一宮小信新田前 愛知県一宮市小信中島字新田前８０番地１

一宮千秋町浅野羽根 愛知県一宮市千秋町浅野羽根字羽知古５番１

一宮浅井町大日比野 愛知県一宮市浅井町大日比野字東出１４番地

一宮浅野バイパス 愛知県一宮市浅野土井ノ内１１１

一宮浅野大曲り 愛知県一宮市浅野大曲り８５

一宮萩原町高木 愛知県一宮市萩原町高木字津崎３２－１

稲沢駅前２丁目 愛知県稲沢市駅前２丁目２４－３

稲沢下津大門町 愛知県稲沢市下津大門町１０１－１

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

稲沢平和町下起南 愛知県稲沢市平和町下起南２２４－２

岡崎羽根町 愛知県岡崎市羽根町字若宮９－１

岡崎寿町 愛知県岡崎市寿町１３－１６

岡崎上六名 愛知県岡崎市上六名３丁目１２－８

岡崎滝町 愛知県岡崎市滝町長坂８０－１

岡崎北野町 愛知県岡崎市北野町字東山１７２番１

蟹江今 愛知県海部郡蟹江町大字今字二之坪３９－３

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

幸田六栗 愛知県額田郡幸田町大字六栗字竹ノ下２２－２



蒲郡三谷北通１丁目 愛知県蒲郡市三谷北通１丁目２

刈谷野田町 愛知県刈谷市野田町陣戸池７４番２

刈谷矢場町 愛知県刈谷市矢場町５丁目３０５

岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１

岩倉駅東口 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２

岩倉野寄町 愛知県岩倉市野寄町西海道２３番地

江南古知野町花霞 愛知県江南市古知野町花霞１９８番地

高浜呉竹町 愛知県高浜市呉竹町５－１－１７

高浜八幡町 愛知県高浜市八幡町４－３－３

春日井高森台 愛知県春日井市高森台１０丁目２番地５

春日井篠木町７丁目 愛知県春日井市篠木町７丁目６－１

春日井勝川町１０丁目 愛知県春日井市勝川町１０丁目２－１

春日井松河戸インター西 愛知県春日井市松河戸町３－１１－４

ＮＢＳ中部大学キャンパスプラザ 愛知県春日井市松本町１２００番地

春日井八田町 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

春日井味美白山町 愛知県春日井市味美白山町２丁目７－１

小牧高根１丁目 愛知県小牧市高根１丁目３０９番４

小牧原新田 愛知県小牧市小牧原新田１２２４番１

小牧新町２丁目 愛知県小牧市新町２丁目２３５番

小牧桜井 愛知県小牧市大字北外山字桜井７６２番１

小牧駅北 愛知県小牧市中央２丁目３８番

小牧駅前 愛知県小牧市中央２丁目１６１番

常滑市民病院前 愛知県常滑市飛香台７丁目４番１

新城バイパス 愛知県新城市稲木字仲野６９－５３

新城富永南 愛知県新城市富永字郷中１番１

瀬戸共栄通４丁目 愛知県瀬戸市共栄通４－１３

瀬戸穴田町 愛知県瀬戸市穴田町８４５番２

瀬戸北松山町 愛知県瀬戸市北松山町１丁目４５番地

春日町落合 愛知県清須市春日下中割３０番地１

豊山町役場東 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場和合１８－１

一色味浜 愛知県西尾市一色町中外沢上大割３３－１

西尾下羽角町 愛知県西尾市下羽角町大縄２７－４

西尾下町 愛知県西尾市下町神明下５６

西尾口東 愛知県西尾市寄住町灯籠下７番１

吉良町中野 愛知県西尾市吉良町中野西荒井３５番２

吉良町富好新田 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並３９番地６

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

大府共栄町 愛知県大府市共栄町８丁目９－６

大府江端町 愛知県大府市江端町２丁目１７

大口町上小口 愛知県丹羽郡大口町上小口３－１６４－２

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

扶桑柏森 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字花立４３７－１

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



南知多美浜町奥田 愛知県知多郡美浜町大字奥田字儀路５３２

知多旭３丁目 愛知県知多市旭３丁目９４－３

知多旭南５丁目 愛知県知多市旭南３丁目１２

知多朝倉町 愛知県知多市朝倉町１１０番地

ＮＢＳ愛知医大アメニティ棟 愛知県長久手市岩作雁又１番１

津島橘町１丁目 愛知県津島市橘町１丁目２３番地

津島昭和町 愛知県津島市昭和町２丁目２３番地

東海市加木屋町中平地 愛知県東海市加木屋町大清水２５０

ＫＯＹＯ西知多総合病院 愛知県東海市中ノ池３丁目１番地の１

東海市役所前 愛知県東海市中央町２丁目２５９－１

東海市富貴ノ台 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１番地

東海市富木島町貴船 愛知県東海市富木島町貴船７７

東海市富木島山中 愛知県東海市富木島町山中１２６－１

東海市名和駅東 愛知県東海市名和町２丁目６８番

ＮＢＳプライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

日進赤池町箕ノ手 愛知県日進市赤池町箕ノ手１０１番４

半田宮本町 愛知県半田市宮本町６丁目２０１番２

半田向山町 愛知県半田市向山町２－５４－４

半田青山 愛知県半田市青山１丁目３－６

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

尾張旭東本地ヶ原町 愛知県尾張旭市東本地ヶ原町３－１００

尾張旭白鳳町 愛知県尾張旭市白鳳町２－８３－１

碧南荒居町 愛知県碧南市荒居町３丁目１３番１

碧南中後町 愛知県碧南市中後町１丁目４

豊橋伊古部 愛知県豊橋市伊古部町字東荒子１９２－１

豊橋横須賀町 愛知県豊橋市横須賀町野田２７番１

豊橋菰口町３丁目 愛知県豊橋市菰口町３－６０

豊橋広小路２丁目 愛知県豊橋市広小路２丁目９－１

豊橋高師本郷町 愛知県豊橋市高師本郷町字竹ノ内７２

豊橋仁連木町 愛知県豊橋市仁連木町１８６－５

豊橋杉山町 愛知県豊橋市杉山町天津前１６－１

豊橋石巻町 愛知県豊橋市石巻町字札辻１４６－１

豊橋多米中町 愛知県豊橋市多米中町２－９－３

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

豊橋東森岡１丁目 愛知県豊橋市東森岡１丁目１１－１６

豊橋南大清水町 愛知県豊橋市南大清水町字元町２７７－１

豊橋南高校前 愛知県豊橋市南大清水町字元町５５９－３

豊橋白河町 愛知県豊橋市白河町８６番

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

三河一宮 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８

豊川桜町 愛知県豊川市桜町１－３－９

豊川三蔵子町 愛知県豊川市三蔵子町一里塚３０－４



豊川西塚町 愛知県豊川市西塚町１丁目５４番１

豊川大橋町 愛知県豊川市大橋町２丁目６５

豊川当古町 愛知県豊川市当古町本郷１０６番地

豊川竹下 愛知県豊川市八幡町亀が坪７９

豊川八幡町上宿 愛知県豊川市八幡町上宿３０－１

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

豊田市稲武 愛知県豊田市桑原町下須形４３１番地１

豊田市御幸町 愛知県豊田市御幸町４丁目２２－１

豊田市荒井町 愛知県豊田市荒井町万加田９６－５

豊田市十塚町３丁目 愛知県豊田市十塚町３丁目９番

豊田市大見町 愛知県豊田市大見町１丁目１１９－１

豊田市美里５丁目 愛知県豊田市美里５丁目１２番１５

豊田市本町寺田 愛知県豊田市本町寺田４３－２

豊田市明和町３丁目 愛知県豊田市明和町３－１９－１

豊明沓掛小学校南 愛知県豊明市沓掛町東門５３－３

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

名古屋七番町４丁目 愛知県名古屋市港区七番町４丁目１３－２

名古屋川西通 愛知県名古屋市港区川西通３丁目１番

名古屋宝神４丁目 愛知県名古屋市港区宝神４丁目１５０７

名古屋阿由知通３丁目 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目４番１

名古屋半僧坊 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂５０番５

名古屋山里町 愛知県名古屋市昭和区山里町４７番

名古屋大喜新町１丁目 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町１丁目８番１

名古屋稲生町１丁目 愛知県名古屋市西区稲生町１丁目７３番

名古屋中沼町 愛知県名古屋市西区中沼町１０番地

名古屋八筋町 愛知県名古屋市西区八筋町２５３

名古屋又穂町 愛知県名古屋市西区又穂町３－５３－１

名古屋今池駅南 愛知県名古屋市千種区今池５丁目２２０５番

名古屋茶屋が坂 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂１－８０１

名古屋栄３三蔵通 愛知県名古屋市中区栄３丁目７－２２栄９２８ビル１Ｆ

名古屋伏見通錦 愛知県名古屋市中区錦１－５－１３

名古屋伏見駅前 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番８号

名古屋セントラルパーク 愛知県名古屋市中区錦３丁目１５番１３号先

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

名古屋錦３丁目 愛知県名古屋市中区錦３丁目１４０６番

名古屋松原２丁目 愛知県名古屋市中区松原２－６－１

名古屋上前津２丁目 愛知県名古屋市中区上前津２丁目７番２４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飯田街道 愛知県名古屋市中区新栄２－１０－２６

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

名古屋かの里３丁目 愛知県名古屋市中川区かの里３丁目１５１３

名古屋戸田明正２丁目 愛知県名古屋市中川区戸田明正２丁目２３１６



名古屋広川町２丁目 愛知県名古屋市中川区広川町２丁目１－１

名古屋西日置２丁目 愛知県名古屋市中川区西日置２丁目１３番５号

名古屋服部３丁目 愛知県名古屋市中川区服部３－５０２

名古屋露橋１丁目 愛知県名古屋市中川区露橋１丁目１８番７号

名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号

名古屋椿町南 愛知県名古屋市中村区椿町１８０５

名古屋畑江通８丁目 愛知県名古屋市中村区畑江通８丁目２８番１

名古屋名駅４丁目 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４番８号

名古屋名西通１丁目 愛知県名古屋市中村区名西通１丁目２８

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 愛知県名古屋市天白区鴻の巣１－８０５

名古屋植田３丁目 愛知県名古屋市天白区植田３丁目６０２

名古屋植田本町３丁目 愛知県名古屋市天白区植田本町３丁目３０４

名古屋野並２丁目 愛知県名古屋市天白区野並２丁目９番地

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

名古屋平子橋西 愛知県名古屋市南区大堀町１１－８

名古屋豊田１丁目 愛知県名古屋市南区豊田１－１９－４９

名古屋本地通５丁目 愛知県名古屋市南区本地通５丁目１－１

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

名古屋日比野駅前 愛知県名古屋市熱田区中出町１－９２

名古屋会所町 愛知県名古屋市北区会所町２５６番１

名古屋味鋺 愛知県名古屋市北区楠味鋺５ー２２０９

名古屋猪子石２丁目 愛知県名古屋市名東区猪子石２丁目５０３

名古屋浦里５丁目 愛知県名古屋市緑区浦里５丁目２０３番

名古屋万場山 愛知県名古屋市緑区上旭１－１５１１

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

名古屋滝ノ水５丁目 愛知県名古屋市緑区滝ノ水４－１８１５

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

湾岸弥富インター 愛知県弥富市操出１０丁目１１－１

店名 住所

岐南町三宅４丁目 岐阜県羽島郡岐南町三宅４－９７－１

羽島竹鼻町丸の内 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０－７３－１

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

羽島竹鼻町蜂尻 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻１１４－１

川辺町石神 岐阜県加茂郡川辺町石神１７９番地１

可児広見 岐阜県可児市広見２３６番地１

可児川合 岐阜県可児市川合字寺田１８０番

可児土田 岐阜県可児市土田６番地

各務原蘇原吉野町３丁目 岐阜県各務原市蘇原吉野町３丁目４２番地



関市山王通 岐阜県関市山王通２丁目１４－１１

関市小屋名 岐阜県関市小屋名字神明前１３２２番１

関市東新町 岐阜県関市東新町１－５－１

関市平和通８丁目 岐阜県関市平和通８－１５

関高校前 岐阜県関市明生町２丁目２番８号

岐阜岩滝 岐阜県岐阜市岩滝西２丁目１７６－２

岐阜岩田東２丁目 岐阜県岐阜市岩田東２丁目１２０

岐阜金園町２丁目 岐阜県岐阜市元町１丁目１番

岐阜鷺山東 岐阜県岐阜市鷺山東２丁目４番３３

岐阜早田大通１丁目 岐阜県岐阜市早田大通１丁目２２番１

岐阜東栄町 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜福光南町 岐阜県岐阜市福光南町１番２０号

ＫＯＹＯ岐阜県総合医療センター 岐阜県岐阜市野一色４丁目６－１

郡上大和 岐阜県郡上市大和町剣１６１３－１

恵那岩村町 岐阜県恵那市岩村町飯羽間字八本木２７０９

高山下切町 岐阜県高山市下切町１４０５番

瑞穂野白新田 岐阜県瑞穂市野白新田１０番１

瑞浪稲津町小里 岐阜県瑞浪市稲津町小里１２３６番地

瑞浪山田町 岐阜県瑞浪市山田町９００番１

多治見笠原町神戸 岐阜県多治見市笠原町２８０２－４

大垣小野３丁目 岐阜県大垣市小野３丁目３３番地

大垣静里町 岐阜県大垣市静里町字栄町１５０番地１

大垣インター南 岐阜県大垣市浅草４丁目７１番３

中津川工業団地 岐阜県中津川市茄子川１６４６－１２

中津川坂本 岐阜県中津川市茄子川字坂本１５３２番１

美濃加茂深田町 岐阜県美濃加茂市深田町２丁目６０２

美濃インター 岐阜県美濃市大字松森字古屋敷２７１番７

北方町小柳 岐阜県本巣郡北方町小柳２丁目１０３番地

池田町萩原 岐阜県揖斐郡池田町萩原５４－６

店名 住所

伊賀四十九町北 三重県伊賀市四十九町字桜谷２２６９

伊賀青山羽根 三重県伊賀市青山羽根字下後瀬２０４－６

伊賀東条 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

伊賀平野北谷 三重県伊賀市平野北谷４６９番１

伊勢市勢田町 三重県伊勢市勢田町字杉谷４３２番６

伊勢市中村町 三重県伊勢市中村町７３５－１

桑名外堀 三重県桑名市外堀１７３番地

桑名城山台 三重県桑名市城山台６５番

桑名広見ヶ丘 三重県桑名市森忠１７４７－７

桑名中央町 三重県桑名市中央町５丁目５３－１

ジャズドリーム長島 三重県桑名市長島町浦安３６３

四日市鵜の森１丁目 三重県四日市市鵜の森１丁目７番８号

四日市下之宮町 三重県四日市市下之宮町３１４－１

四日市久保田２丁目 三重県四日市市久保田２丁目９－２

四日市京町 三重県四日市市京町６３番４



四日市波木町 三重県四日市市笹川９丁目１４－１

四日市小古曽東 三重県四日市市小古曽東３丁目２４－１

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

四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

四日市八田１丁目 三重県四日市市八田１丁目１８５７番地

松阪京町一区 三重県松阪市京町一区３４－９

松阪大黒田町北 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５

松阪中道町 三重県松阪市中道町字中野田４９２

鳥羽堅神町 三重県鳥羽市堅神町５５４番１

津市久居新町 三重県津市久居新町１００４－１

津市久居西鷹跡町 三重県津市久居西鷹跡町３９４番１

津市久居明神町 三重県津市久居明神町字風早２１８８番３

津市白塚団地入口 三重県津市栗真小川町字中沢７０８

津市上浜町３丁目 三重県津市上浜町３丁目６７－３

津市西丸之内 三重県津市西丸之内１０－３

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

玉城町世古 三重県度会郡玉城町世古１７８５

名張蔵持町原出西 三重県名張市蔵持町原出１７０５番８

鈴鹿磯山３丁目 三重県鈴鹿市磯山３丁目１５６５番１

鈴鹿岡田１丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５

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

鈴鹿白子駅前 三重県鈴鹿市白子駅前１４－７


