
店名 住所
茨木五十鈴町 大阪府茨木市五十鈴町５－２８

茨木西中条町 大阪府茨木市西中条町１４－１８

茨木沢良宜西 大阪府茨木市沢良宜西１丁目１０番３２号

中環茨木 大阪府茨木市沢良宜西２－１６－１０

茨木竹橋町 大阪府茨木市竹橋町１５ー３４

茨木豊原町 大阪府茨木市豊原町３－１

河内長野本多町 大阪府河内長野市原町６丁目９番２０号

三日市町駅前 大阪府河内長野市三日市町６９番１

河内長野南花台 大阪府河内長野市南花台３－６－１

河内長野本町 大阪府河内長野市本町２３－１２

貝塚東山 大阪府貝塚市東山７丁目１－１２

貝塚麻生中 大阪府貝塚市麻生中１０７０番１

岸和田下松町 大阪府岸和田市下松町４丁目２番１１号

岸和田宮本町 大阪府岸和田市宮本町１２－２５

岸和田作才町１丁目 大阪府岸和田市作才町１丁目５番１４号

岸和田春木泉町 大阪府岸和田市春木泉町１０－３６

岸和田小松里町 大阪府岸和田市小松里町２０４９

和泉大宮駅前 大阪府岸和田市上野町東８－１８

岸和田真上町 大阪府岸和田市真上町３０７－１

交野倉治７丁目 大阪府交野市倉治７丁目５１－２９

高石取石７丁目 大阪府高石市取石７丁目１－５５

高石東羽衣３丁目 大阪府高石市東羽衣３丁目１５－９

高槻浦堂本町 大阪府高槻市浦堂本町５６０番１

高槻郡家新町 大阪府高槻市郡家新町４３－３

高槻病院前 大阪府高槻市古曽部町１－７－５

高槻高槻町 大阪府高槻市高槻町１２－２３

高槻城西町 大阪府高槻市城西町１１－１６

高槻大冠町 大阪府高槻市大冠町３－１－１

高槻大畑町 大阪府高槻市大畑町８番５号

ハ－トインＪＲ高槻駅改札内 大阪府高槻市白梅町１－１

高槻富田５丁目 大阪府高槻市富田町５－１－１４

高槻野田２丁目 大阪府高槻市野田２丁目２６－２

堺出島町５丁 大阪府堺市堺区出島町５丁４番７号

堺北瓦町１丁 大阪府堺市堺区北瓦町１丁５－２８

堺柳之町東１丁 大阪府堺市堺区柳之町東１丁１番１

堺上 大阪府堺市西区上１１８－６

キヨスクＪＲ上野芝駅改札口 大阪府堺市西区上野芝町３丁１番

堺津久野駅前 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番２５号

堺浜寺諏訪森町 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西１丁２８－１１

堺平岡町 大阪府堺市西区平岡町１７－２

堺大鳥大社前 大阪府堺市西区鳳中町６丁２０９番１

ペコちゃん人形付きお菓子バッグ　取扱い店舗一覧③

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

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・岡山県・広島県・山口県・



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

堺深井清水町 大阪府堺市中区深井清水町３５３９番

堺深井東町 大阪府堺市中区深井東町３６１－２

堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号

堺辻之 大阪府堺市中区辻之２３５番３

堺楢葉 大阪府堺市中区楢葉１４８－１

堺八田西町 大阪府堺市中区八田西町２－４－１

堺登美丘東 大阪府堺市東区高松２３５－１

堺日置荘原寺町 大阪府堺市東区日置荘原寺町４２５－１

泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号

堺菅生 大阪府堺市美原区菅生８８４

堺中百舌鳥駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁５８番

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

堺百舌鳥梅町３丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３丁３１－１０

島本町山崎４丁目 大阪府三島郡島本町山崎４丁目１－１

ハートインＪＲ忍ヶ丘駅改札口 大阪府四條畷市岡山東１丁目１０－２１

四條畷塚脇町 大阪府四條畷市塚脇町６－１０

守口京阪本通 大阪府守口市京阪本通１－４－６

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

守口金田町２丁目 大阪府守口市金田町２丁目２８５－８

守口寺方元町 大阪府守口市寺方元町３丁目２６－１

守口寺方本通２丁目 大阪府守口市寺方本通２丁目８－２１

松原松ケ丘３丁目 大阪府松原市松ケ丘３－５－１０

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

松原天美南５丁目 大阪府松原市天美南５丁目１４－１２

松原田井城 大阪府松原市田井城６－３２４－２

寝屋川黒原新町 大阪府寝屋川市黒原新町１－１１

寝屋川昭栄町 大阪府寝屋川市昭栄町１０番２１号

寝屋川寝屋 大阪府寝屋川市寝屋１－３５－１

寝屋川成田町 大阪府寝屋川市成田町１－５

寝屋川打上中町 大阪府寝屋川市打上中町１－２

寝屋川対馬江東町 大阪府寝屋川市対馬江東町４１５番１

寝屋川日之出町 大阪府寝屋川市日之出町３－１

寝屋川木屋元町 大阪府寝屋川市木屋元町７－１

吹田岸部中４丁目 大阪府吹田市岸部中４丁目２５－３

吹田岸部北５丁目 大阪府吹田市岸部北５丁目３０－６

吹田元町 大阪府吹田市元町３３番７号

吹田佐井寺４丁目 大阪府吹田市佐井寺４丁目２７－５

吹田山田北 大阪府吹田市山田北１０－１

吹田垂水町３丁目 大阪府吹田市垂水町３丁目３－６



モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

ハートインＪＲ吹田駅東改札口 大阪府吹田市朝日町１－１

摂津東正雀 大阪府摂津市東正雀９－１４

泉佐野中庄 大阪府泉佐野市中庄８１９－１

泉大津綾井 大阪府泉大津市綾井４９－１

泉大津池浦１丁目 大阪府泉大津市池浦町１丁目１４－１

泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１

泉南新家東 大阪府泉南市新家４４７６番２

忠岡中１丁目 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中１丁目７番７号

大阪阿倍野筋５丁目 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目９－３０

大阪昭和町駅前 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番１号

ＪＲ鶴ヶ丘駅前 大阪府大阪市阿倍野区西田辺２丁目７８－３

大阪西田辺駅東 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－２－１

大阪西田辺町１丁目 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目１８－５

大阪帝塚山 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山１丁目８－１０

寺田町駅南口 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目１２５－１

大阪清水駅前 大阪府大阪市旭区清水４丁目１－７

大阪磯路２丁目 大阪府大阪市港区磯路２丁目２０－１

大阪港晴３丁目 大阪府大阪市港区港晴３丁目１－１４

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１丁目 大阪府大阪市港区市岡１丁目１－２４

大阪築港１丁目 大阪府大阪市港区築港１丁目６－２４

大阪天保山 大阪府大阪市港区築港４－３－２６

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

大阪桜島駅前 大阪府大阪市此花区桜島５１１－２

大阪暁明館病院 大阪府大阪市此花区西九条５丁目４番８号

大阪苅田２丁目 大阪府大阪市住吉区苅田２丁目１５－３

ハートインＪＲ杉本町駅西口 大阪府大阪市住吉区杉本３丁目２番７３号

大阪長居東１丁目 大阪府大阪市住吉区長居東１－１９－１３

大阪御崎５丁目 大阪府大阪市住之江区御崎５丁目１１－４

大阪御崎８丁目 大阪府大阪市住之江区御崎８－７－２

大阪浜口東２丁目 大阪府大阪市住之江区浜口東２丁目１２－１０

大阪関目５丁目 大阪府大阪市城東区関目５－５－８

大阪関目６丁目 大阪府大阪市城東区関目６丁目１５－２６

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

大阪関目１丁目南 大阪府大阪市城東区成育２丁目１２－２３

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

大阪京町堀３丁目 大阪府大阪市西区京町堀３丁目５－１３

大阪九条南３丁目 大阪府大阪市西区九条南３－２８－１５

大阪江戸堀３丁目 大阪府大阪市西区江戸堀３－６－３３

大阪新町２丁目 大阪府大阪市西区新町２－３－５

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

大阪南堀江４丁目西 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３０番３３号

大阪本田３丁目 大阪府大阪市西区本田３－３－１１



大阪本田４丁目 大阪府大阪市西区本田４丁目７－２

大阪岸里３丁目 大阪府大阪市西成区岸里３丁目１－２２

大阪岸里東１丁目 大阪府大阪市西成区岸里東１－１９－１８

大阪橘１丁目 大阪府大阪市西成区橘１－１３－１５

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

大阪大和田１丁目 大阪府大阪市西淀川区大和田１丁目３－２６

ＪＲ塚本駅西 大阪府大阪市西淀川区柏里３－５－４

西淀川税務署前 大阪府大阪市西淀川区野里２丁目１１－１３

大阪三軒家東５丁目 大阪府大阪市大正区三軒家東５－６－１

大阪泉尾３丁目 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目１０－１０

大阪玉造２丁目 大阪府大阪市中央区玉造２丁目２７－１３

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

大阪西心斎橋２丁目 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１４－４

大阪谷町７丁目 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１５号

大阪大手橋前 大阪府大阪市中央区淡路町１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

心斎橋長堀通西 大阪府大阪市中央区南船場４丁目２９番３

大阪日本橋駅前 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目２－６

大阪横堤３丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤３丁目９－２８

大阪今津中１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津中１－４－３３

大阪緑１丁目 大阪府大阪市鶴見区緑１丁目２－２３

ハートインＪＲ鶴橋駅１番のりば 大阪府大阪市天王寺区下味原町１番１号

大阪上本町６丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９ー１７

ハートインＪＲ桃谷駅南口 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目８番２７号

ハートインＪＲ天王寺駅中央口 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－４５

大阪天王寺駅北 大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３

大阪鶴橋駅西 大阪府大阪市天王寺区味原町１５－１６

京阪京橋北 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目５番２

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

ハートインＪＲ東部市場前駅前 大阪府大阪市東住吉区杭全１丁目１０－２３

大阪今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目５－２６

大阪今川８丁目 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目１番２０号

大阪今林４丁目 大阪府大阪市東住吉区今林４丁目１８－６

大阪住道矢田８丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田８丁目１４番１号

大阪西今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目１１－１６

東住吉中野４丁目 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目８－１９

大阪玉津２丁目 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１７番１７号

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

大阪中道４丁目 大阪府大阪市東成区中道４丁目１２番２６号

ハートインビエラ玉造 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１１－４２

地下鉄緑橋駅南 大阪府大阪市東成区東中本２－１－３

大阪東中本３丁目 大阪府大阪市東成区東中本３－４－１５

大阪小松２丁目 大阪府大阪市東淀川区小松２丁目１２－３

大阪大桐２丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐２－１－７



大阪東淡路１丁目 大阪府大阪市東淀川区東淡路１丁目７－１８

大阪吉野２丁目 大阪府大阪市福島区吉野２丁目９－１０

ＪＲ野田駅南 大阪府大阪市福島区吉野３－２－２

大阪金蘭会前 大阪府大阪市福島区福島７－１９－９

大阪野田６丁目 大阪府大阪市福島区野田６－４－２０

大阪加美南３丁目 大阪府大阪市平野区加美南３－９－１９

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

大阪喜連西１丁目 大阪府大阪市平野区喜連西１丁目１９番２７号

大阪喜連東４丁目 大阪府大阪市平野区喜連東４丁目７番２６号

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３

大阪長吉長原東１丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原東１丁目７－５

大阪長吉六反１丁目 大阪府大阪市平野区長吉六反１丁目１－７

大阪平野駅前 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３

大阪平野西４丁目 大阪府大阪市平野区平野西４丁目９－１９

大阪紅梅町 大阪府大阪市北区紅梅町１－７

大阪西天満４丁目 大阪府大阪市北区西天満４丁目６－１８

大阪池田町 大阪府大阪市北区池田町１２－２

大阪中津南 大阪府大阪市北区中津６丁目５－２２

７ＦＳ大阪中之島５丁目 大阪府大阪市北区中之島５－３－６８

大阪長柄中 大阪府大阪市北区長柄中２丁目２番９号

大阪天神橋５丁目 大阪府大阪市北区天神橋５丁目４－２１

天神橋筋６丁目駅南 大阪府大阪市北区天神橋５丁目８番２２号

大阪天六東 大阪府大阪市北区天神橋６丁目３－２４

大阪天満１丁目 大阪府大阪市北区天満１丁目１９－４

大阪天神西町 大阪府大阪市北区南森町１－２－１９

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

大阪本庄西１丁目 大阪府大阪市北区本庄西１－８－６

大阪本庄西２丁目 大阪府大阪市北区本庄西２丁目１－２４

大阪加島３丁目 大阪府大阪市淀川区加島３丁目６－２３

ハートインヴィアイン新大阪Ｗ 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１番７号

三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１

大阪田川北２丁目 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目１－１１

東三国御堂筋 大阪府大阪市淀川区東三国２丁目３４－４

大阪東三国４丁目 大阪府大阪市淀川区東三国４丁目２４番７号

大阪湊町１丁目 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－５２

大東御領３丁目 大阪府大東市御領３－８－３５

ハートインＪＲ住道駅改札口 大阪府大東市住道２丁目３番１号

大東新田北町 大阪府大東市新田北町９１－１

大東深野２丁目 大阪府大東市深野２丁目１－１０

大阪空港前 大阪府池田市空港１丁目８番１５号

池田鉢塚３丁目 大阪府池田市鉢塚３丁目１０－１７

東大阪稲田新町 大阪府東大阪市稲田新町１－６－２２

東大阪稲葉１丁目 大阪府東大阪市稲葉１－８－３２

近鉄河内小阪駅南 大阪府東大阪市下小阪１丁目１－３９

東大阪加納３丁目 大阪府東大阪市加納３丁目１４－１９



東大阪花園東町２丁目 大阪府東大阪市花園東町２丁目１番２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

東大阪荒本北２丁目 大阪府東大阪市荒本北２丁目２番３号

近鉄河内永和駅前 大阪府東大阪市高井田元町１－１－２７

東大阪俊徳町３丁目 大阪府東大阪市俊徳町３丁目１－１５

東大阪小阪２丁目 大阪府東大阪市小阪２丁目３－２２

東大阪小阪本町２丁目 大阪府東大阪市小阪本町２－１２－２１

東大阪森河内西２丁目 大阪府東大阪市森河内西２－５－５

東大阪西岩田１丁目 大阪府東大阪市西岩田１丁目４－１５

ハートインＪＲ鴻池新田駅北口 大阪府東大阪市西鴻池町１－１

東大阪西堤本通西１丁目 大阪府東大阪市西堤本通西１丁目１－３９

近鉄布施駅南 大阪府東大阪市足代３－１－１

東大阪中新開１丁目 大阪府東大阪市中新開１－７－１９

東大阪菱江 大阪府東大阪市菱江３－１６－３２

藤井寺大井４丁目 大阪府藤井寺市大井４丁目１７－２８

藤井寺東藤井寺町 大阪府藤井寺市東藤井寺町１１番２１号

柏原国分本町 大阪府柏原市国分本町２丁目６－７

柏原上市４丁目 大阪府柏原市上市４丁目３－１２

柏原大県４丁目 大阪府柏原市大県４－１７－１

柏原田辺 大阪府柏原市田辺１丁目８－３１

八尾垣内３丁目 大阪府八尾市垣内３丁目９６

八尾萱振町３丁目 大阪府八尾市萱振町３丁目８７－１

八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町２－３３－１０

八尾水越東 大阪府八尾市大竹１丁目８５

八尾南本町１丁目 大阪府八尾市南本町１－９－３

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

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

富田林久野喜台 大阪府富田林市久野喜台１－２－１

富田林錦織東 大阪府富田林市錦織東１丁目６５５番２

富田林若松町西 大阪府富田林市若松町西２丁目１７３５番１

ＫＯＹＯＰＬ病院 大阪府富田林市新堂２２０４

富田林川向町 大阪府富田林市川向町８番２号

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

豊中桜の町６丁目 大阪府豊中市桜の町６丁目１８－３３

モノウェル千里中央 大阪府豊中市新千里東町１－５－４

豊中新千里南町 大阪府豊中市新千里南町１丁目１－１

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

豊中服部南町４丁目 大阪府豊中市服部南町４丁目５－１３

豊中豊南西 大阪府豊中市豊南町西３丁目８－１１

豊中北桜塚４丁目 大阪府豊中市北桜塚４丁目５０－１

豊中緑丘２丁目 大阪府豊中市緑丘２－２１－１０

枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０



枚方山之上２丁目 大阪府枚方市山之上２ー１６ー１１

枚方招提元町 大阪府枚方市招堤元町１丁目４６－１

枚方船橋本町 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３

枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０

枚方堂山３丁目 大阪府枚方市堂山３丁目４５－１

箕面西小路 大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２

箕面船場東 大阪府箕面市船場東２丁目１－２０

箕面坊島５丁目 大阪府箕面市坊島５－１－３２

モノウェル門真 大阪府門真市新橋町３６－７

門真古川橋 大阪府門真市末広町３１番１０号サンコオア第２ビル１

和泉小田町 大阪府和泉市小田町４７９－１

和泉桑原町 大阪府和泉市府中町４丁目１２番２１号

和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１

和泉和気町 大阪府和泉市和気町１丁目２－３５

店名 住所
たつの新宮町新宮 兵庫県たつの市新宮町新宮１０４２－１

ＪＲ竜野駅前 兵庫県たつの市揖保川町神戸北山１０５－１

伊丹荒牧７丁目 兵庫県伊丹市荒牧７丁目１１－７

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

伊丹北本町３丁目 兵庫県伊丹市北本町３丁目２１４

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

播磨東本荘 兵庫県加古郡播磨町東本荘２丁目５番１７号

加古川駅東 兵庫県加古川市加古川町溝之口下船頭１０１－２

加古川美乃利 兵庫県加古川市加古川町美乃利４６０－２

加古川神野町 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川平岡新在家 兵庫県加古川市平岡町新在家９１０番４

加古川平岡町 兵庫県加古川市平岡町二俣７６９番地の８

加古川別府新野辺 兵庫県加古川市別府町新野辺３０１１

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

高砂阿弥陀町 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀字蓮池１２０３－３

高砂小松原 兵庫県高砂市荒井町中新町７－２１

ハートインＪＲ三田駅南口 兵庫県三田市駅前町１－３２

三田西山２丁目 兵庫県三田市西山２丁目７３番１

三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４

三木別所町正法寺 兵庫県三木市別所町正法寺６０６－５

洲本下加茂 兵庫県洲本市下加茂１丁目６２６

ハートインＪＲ須磨海浜公園駅内 兵庫県神戸市須磨区松風町５－２－４３

ハートインＪＲ須磨駅改札口 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４－２－１

ハートインＪＲ鷹取駅改札南口 兵庫県神戸市須磨区大池町５－１－１０

神戸板宿駅前 兵庫県神戸市須磨区平田町２丁目３－５

神戸高丸インター 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘２－１－４６



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

神戸舞子坂１丁目 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１－２５

神戸押部谷西盛 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛５５１－１

神戸王塚台１丁目 兵庫県神戸市西区王塚台１丁目１４７

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸三宮旭通 兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１ー１

神戸鯉川筋 兵庫県神戸市中央区下山手通３丁目８－８

神戸花隈 兵庫県神戸市中央区花隈町３３－７

神戸元町駅西 兵庫県神戸市中央区元町通３－１２－１

神戸御幸通６丁目 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１０

ハートインＪＲ神戸駅改札内 兵庫県神戸市中央区相生町３－１－１

神戸ハーバーランド 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－１

神戸サンキタ通 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目９－３

コトノハコ神戸 兵庫県神戸市中央区北野町１丁目１

神戸脇浜町１丁目 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目３－３

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸御屋敷通３丁目 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３丁目２－１

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

神戸御影２丁目 兵庫県神戸市東灘区御影２丁目１９－２１

神戸御影石町２丁目 兵庫県神戸市東灘区御影石町２丁目１４－１２

神戸ＪＲ住吉駅前 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２

神戸北青木４丁目 兵庫県神戸市東灘区北青木４丁目２５－２６

神戸本庄町１丁目 兵庫県神戸市東灘区本庄町１丁目８番１３号

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

神戸桜口町４丁目 兵庫県神戸市灘区桜口町４丁目２－１

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸水道筋６丁目 兵庫県神戸市灘区水道筋６丁目７－３

神戸六甲登山口 兵庫県神戸市灘区曾和町３丁目２－２

ハートイン灘北通り６丁目 兵庫県神戸市灘区灘北通６丁目１０１番

ＡＩＭ神戸大学工学部 兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号

ハートインＪＲ兵庫駅改札口 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－３－７

神戸御崎本町３丁目 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町３丁目１番２０

神戸三川口町１丁目 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目３－２７

神戸新開地２丁目 兵庫県神戸市兵庫区新開地２丁目４番１７号

神戸西上橘通１丁目 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通１丁目４－２７

神戸若葉台３丁目 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２

神戸星和台１丁目 兵庫県神戸市北区星和台１丁目３４－１２

神戸西山１丁目 兵庫県神戸市北区西山１丁目１５－１

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

西宮花園町 兵庫県西宮市花園町１－３１

甲子園浦風町 兵庫県西宮市甲子園浦風町４ー１

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

西宮上山口 兵庫県西宮市山口町上山口１－８１１

西宮深津町 兵庫県西宮市深津町３－２

阪神西宮駅南 兵庫県西宮市田中町５－３



西宮柳本町 兵庫県西宮市柳本町１０－２１

西脇和布町 兵庫県西脇市和布町１６８－１２

川西一庫 兵庫県川西市一庫中ノ坪８番地

川西下加茂１丁目 兵庫県川西市下加茂１丁目５－２５

川西鼓滝駅前 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２８－１７

猪名川伏見台１丁目 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７４

相生垣内 兵庫県相生市垣内町１－７

丹波市島町 兵庫県丹波市市島町上田字新貝２７２番１

丹波氷上町 兵庫県丹波市柏原町母坪４２３番１

丹波市辺南 兵庫県丹波市氷上町市辺２００番４

篠山黒岡 兵庫県丹波篠山市黒岡５０４－１

淡路中田 兵庫県淡路市中田２９５７－３

尼崎昭和通７丁目 兵庫県尼崎市昭和通７丁目２４１ー３

尼崎上坂部３丁目 兵庫県尼崎市上坂部３丁目２０８番

阪神尼崎駅北 兵庫県尼崎市神田北通１－８－１

尼崎大西町２丁目 兵庫県尼崎市大西町２丁目１６－２１

尼崎潮江１丁目 兵庫県尼崎市潮江１－３－４３

阪急塚口駅北 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１２－１２

阪急園田駅東 兵庫県尼崎市東園田町９丁目１７－１

阪急塚口駅東 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目６－１

阪急塚口駅南 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１６番４号

尼崎南武庫郵便局前 兵庫県尼崎市南武庫之荘４丁目２０番３１号

尼崎浜田町２丁目 兵庫県尼崎市浜田町２丁目８０番

尼崎名神町２丁目 兵庫県尼崎市名神町２丁目３番２８号

ハートインＪＲ姫路駅改札内 兵庫県姫路市駅前町１８８番

姫路下手野 兵庫県姫路市下手野４丁目７９２－６

姫路広畑早瀬町北 兵庫県姫路市広畑区小坂１番１

姫路広畑小松町 兵庫県姫路市広畑区小松町２丁目６４番地

姫路山田町 兵庫県姫路市山田町南山田１７０－３

姫路四郷町 兵庫県姫路市四郷町見野５２０－１

姫路英賀清水町３丁目 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町３丁目８９番

姫路津田公園南 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１２９－２

姫路打越 兵庫県姫路市打越３６２－１

姫路砥堀 兵庫県姫路市砥堀８０９－１

ハートインピオレ姫路 兵庫県姫路市豆腐町２２２

姫路南駅前町 兵庫県姫路市南駅前町１０４

姫路南条 兵庫県姫路市南条６３０番地

姫路白浜町 兵庫県姫路市白浜町乙３６９－２

姫路白浜町北 兵庫県姫路市白浜町丙１９－１

姫路林田町下伊勢 兵庫県姫路市林田町下伊勢４８７番１

姫路林田町 兵庫県姫路市林田町林谷５７５－７

姫路六角 兵庫県姫路市六角６８－１　

宝塚安倉南３丁目 兵庫県宝塚市安倉南３丁目８－１８

宝塚宮の町 兵庫県宝塚市宮の町１０－３

宝塚小浜２丁目 兵庫県宝塚市小浜２丁目５－１０



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

明石硯町 兵庫県明石市硯町２丁目２番２７号

明石山下町 兵庫県明石市山下町７番１０号

ハートインプリコ西明石 兵庫県明石市小久保２－７－２０

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

明石大久保町松陰 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

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

ハートインＪＲ朝霧駅改札口 兵庫県明石市朝霧南町１－２３８

明石朝霧 兵庫県明石市朝霧南町３丁目１番３７号

兵庫太子下阿曽 兵庫県揖保郡太子町下阿曽１番１

兵庫太子太田 兵庫県揖保郡太子町太田２１５２番１

兵庫太子東南 兵庫県揖保郡太子町東南３７５番１

店名 住所
綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１

ＪＲ宇治駅前 京都府宇治市宇治宇文字２９－２

宇治戸ノ内 京都府宇治市宇治戸ノ内３６－１

宇治大久保旦椋 京都府宇治市大久保町旦椋５０－２

宇治槇島目川 京都府宇治市槇島町目川３－１

阪急大山崎駅前 京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光３２番２

亀岡中矢田 京都府亀岡市古世町芝原４２番１

京田辺三山木 京都府京田辺市三山木中央４丁目４－２

西院春日通六角 京都府京都市右京区西院上花田町２６－１

京都太秦大映通 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６

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

ハートインＪＲ梅小路京都西駅前 京都府京都市下京区朱雀正会町１－２８

京都西大路花屋町 京都府京都市下京区西七条掛越町６４

京都下鴨膳部町 京都府京都市左京区下鴨膳部町６－１

京都修学院駅前 京都府京都市左京区山端壱町田町８ー８０

京都白川通上高野 京都府京都市左京区上高野車地町１０４

京阪四宮駅東 京都府京都市山科区四ノ宮岩久保町１０番地３

京都山科今屋敷町 京都府京都市山科区西野今屋敷町６－６

京都山科百々町 京都府京都市山科区西野山百々町２０９

京都山科椥辻 京都府京都市山科区椥辻草海道町４４－２

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

下津林東大般若町 京都府京都市西京区下津林東大般若町４０

京都樫原水築町 京都府京都市西京区樫原水築町７番２

京都桂上野 京都府京都市西京区桂上野東町７８

京都上桂宮ノ後町 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町４番

京都桂坂 京都府京都市西京区大枝沓掛町９ー１８１



京都室町三条 京都府京都市中京区室町通三条上ル役行者町３７６

京都小川御池 京都府京都市中京区小川通御池上ル下古城町４００番

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

夷川柳馬場 京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル５丁目２３７

東山五条 京都府京都市東山区五条橋東２丁目７番地

京都中久世４丁目 京都府京都市南区久世中久世町４丁目１４－１

京都久世殿城町 京都府京都市南区久世殿城町３０９番２

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

京都向島ニユータウン 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池７－５

伏見勧進橋 京都府京都市伏見区深草下川原町３９番地１

伏見大手筋 京都府京都市伏見区東大手町７７５

京都伏見寝小屋町 京都府京都市伏見区南寝小屋町１２番地

伏見北端町 京都府京都市伏見区北端町５０番

京都堀川今宮 京都府京都市北区紫野上鳥田町２７番１

向日東田中瀬 京都府向日市寺戸町東田中瀬１番６

城陽平川 京都府城陽市平川横道８６

園部内林町 京都府南丹市園部町内林町千原９－９

松井山手 京都府八幡市欽明台西４８番地

八幡垣内山 京都府八幡市八幡垣内山１２－１

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

舞鶴大波下 京都府舞鶴市字大波下嶋田１００６番１

舞鶴北吸 京都府舞鶴市北吸１０４５－１３

福知山荒河東 京都府福知山市荒河東町１２１

福知山駅前町 京都府福知山市末広町２－３

福知山末広 京都府福知山市末広町５丁目１８番

店名 住所
安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

キヨスクＪＲ近江八幡駅改札口 滋賀県近江八幡市鷹飼町ＪＲ近江八幡駅構内

ハートインＪＲ近江八幡駅北口 滋賀県近江八幡市鷹飼町字上地蔵５９７－１

近江八幡土田町 滋賀県近江八幡市土田町８１１

近江八幡若宮町 滋賀県近江八幡市東町５７番１

近江八幡野田町 滋賀県近江八幡市野田町１８番

栗東金勝 滋賀県栗東市御園２０００

栗東出庭 滋賀県栗東市出庭２００９

栗東上鈎南 滋賀県栗東市上鈎３００－１

栗東綣 滋賀県栗東市綣９丁目１３－１３

多賀大社前 滋賀県犬上郡多賀町多賀１６７５－１

水口町松尾 滋賀県甲賀市水口町水口６９２－７

土山中学校前 滋賀県甲賀市土山町北土山５４８－４

守山石田町 滋賀県守山市石田町５９９－３

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

南草津 滋賀県草津市野路１丁目９－１４



草津矢橋北 滋賀県草津市矢橋町１８１３－１

大津一里山 滋賀県大津市一里山３丁目１５－１

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

大津大江７丁目 滋賀県大津市大江７丁目８－１１

近江舞子 滋賀県大津市南小松９３１－４

大津におの浜２丁目 滋賀県大津市馬場１丁目１９番１号

びわ町曽根 滋賀県長浜市曽根町１２５９－１

名神高速黒丸ＰＡ上り 滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１２５１－２

八日市東浜町 滋賀県東近江市八日市東浜町１９５－１

彦根市立病院 滋賀県彦根市八坂町１８８２

米原顔戸南 滋賀県米原市顔戸６２２－１

米原インター 滋賀県米原市樋口２２４

ハートインＪＲ野洲駅南口 滋賀県野洲市小篠原２２２２番１

野洲妙光寺 滋賀県野洲市妙光寺２９６－１

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

橿原忌部町 奈良県橿原市曽我町２６－２

葛城新在家 奈良県葛城市新在家３４９番

明日香御園 奈良県高市郡明日香村御園６９－１

桜井阿部西 奈良県桜井市吉備４４５－１

桜井阿部 奈良県桜井市大字阿部３８６番１

桜井外山 奈良県桜井市大字外山９４－１

生駒鹿畑町 奈良県生駒市鹿畑町８５

生駒南田原町 奈良県生駒市南田原町８２０－１

大和郡山下三橋 奈良県大和郡山市下三橋町１６７－１０

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

大和高田三倉堂南 奈良県大和高田市西三倉堂１丁目６番２４号

天理稲葉町 奈良県天理市稲葉町３番１

ハートインＪＲ天理駅前 奈良県天理市川原城町８１６番地

奈良押熊町 奈良県奈良市押熊町１４７２番１

奈良菅原町 奈良県奈良市菅原町５００－１

奈良般若寺町 奈良県奈良市般若寺町２７４－３

奈良法蓮町 奈良県奈良市法蓮町６３６番地１

広陵町笠東 奈良県北葛城郡広陵町笠２５０－１

上牧町上牧 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧２８０８番２

店名 住所
海南沖野々 和歌山県海南市沖野々４４－１

海南重根 和歌山県海南市重根東１丁目１８番地１６

岩出清水 和歌山県岩出市清水字太刀焼４６２－１

橋本河瀬 和歌山県橋本市隅田町河瀬４２３番

高野口町大野 和歌山県橋本市高野口町大野２８１－１



高野口町伏原 和歌山県橋本市高野口町伏原２５０－１

橋本隅田町 和歌山県橋本市垂井７１－１

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 和歌山県田辺市湊１番２４号

有田初島 和歌山県有田市初島町里２１１７－１

和歌山狐島 和歌山県和歌山市狐島字長畑３５７番１

和歌山黒田 和歌山県和歌山市黒田１７７番７

和歌山砂山南４丁目 和歌山県和歌山市砂山南４丁目４番１３号

和歌山向芝 和歌山県和歌山市中之島２２４２番

和歌山パームシティ前 和歌山県和歌山市土入１６８－２５

和歌山川永団地 和歌山県和歌山市島字東嶋９８－１

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

和歌山平岡 和歌山県和歌山市平岡３０７

和歌山西庄 和歌山県和歌山市木ノ本２１１－１

店名 住所
倉吉東巌城町 鳥取県倉吉市東巌城町１９０

鳥取雲山 鳥取県鳥取市雲山３７２－４

鳥取千代水３丁目 鳥取県鳥取市千代水３丁目１２３

鳥取布勢 鳥取県鳥取市布勢字河徳３２８－１

琴浦逢束 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束字鈴野１０６８－１

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１１番１８号

米子車尾南１丁目 鳥取県米子市車尾南１丁目４５０番２

米子諏訪 鳥取県米子市諏訪３３４番１０

米子西福原３丁目 鳥取県米子市西福原３丁目７－２５

米子日原 鳥取県米子市日原８０４番３

米子博愛病院 鳥取県米子市両三柳１８８０

店名 住所
安来清水 島根県安来市島田町４３４－２

江津和木 島根県江津市和木町６０６－２６

出雲長浜 島根県出雲市西園町字長配２７１－１

出雲朝山町 島根県出雲市朝山町畑ノ前２７３－４

出雲斐川町出西 島根県出雲市斐川町出西字星田３７７８－１

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

松江春日 島根県松江市黒田町７７－１

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

松江千鳥町 島根県松江市千鳥町７８番地１

浜田県立体育館前 島根県浜田市黒川町３７３６番１

浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５

浜田周布 島根県浜田市治和町イ７８－１

浜田浅井町 島根県浜田市浅井町８９７－２

浜田熱田 島根県浜田市熱田町９８７－１

店名 住所
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

岡山原尾島１丁目 岡山県岡山市中区原尾島１丁目５－４８

東岡山 岡山県岡山市中区神下１８０－１

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

岡山百間川橋 岡山県岡山市中区藤原１７３

岡山中央署前 岡山県岡山市中区浜２丁目１０番８号

岡山浜 岡山県岡山市中区浜６１７－１

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

岡山瀬戸 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３５７－１

岡山竹原 岡山県岡山市東区竹原１６２９－３

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

岡山植松 岡山県岡山市南区植松５８０－１

岡山新保 岡山県岡山市南区新保４３９－１

岡山西高崎 岡山県岡山市南区西高崎６２－３

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 岡山県岡山市南区妹尾２３２４－２

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

ハートインさんすて岡山北館１階 岡山県岡山市北区駅元町１２７－３

岡山奥田 岡山県岡山市北区奥田２丁目９－３０

岡山御津草生 岡山県岡山市北区御津草生８２２－１

岡山昭和町 岡山県岡山市北区昭和町１０－１６

岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

岡山大元２丁目 岡山県岡山市北区大元２丁目２番１０号

岡山中仙道１丁目 岡山県岡山市北区中仙道１丁目２１－３０

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

天満屋ＤＰ岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益１７１１－１

岡山田中 岡山県岡山市北区田中１３７－１１０

岡山田町 岡山県岡山市北区田町１丁目３番６

岡山東古松南 岡山県岡山市北区東古松南町１－１４

岡山白石 岡山県岡山市北区白石西新町８－１０６

岡山平野 岡山県岡山市北区平野５６１－２

岡山牟佐 岡山県岡山市北区牟佐１０７１－１

岡山野田４丁目 岡山県岡山市北区野田４丁目６－１１４

岡山市民病院 岡山県岡山市北長瀬表町３丁目２０－１

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

玉野宇野４丁目 岡山県玉野市宇野４丁目９－６

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

玉野八浜町八浜 岡山県玉野市八浜町八浜字川尻１７３－７

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

矢掛江良 岡山県小田郡矢掛町江良２４９０－２

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

久世草加部 岡山県真庭市久世３２４７－２

落合福田 岡山県真庭市福田３５５－２９

久世インター 岡山県真庭市目木１７９５－１

瀬戸内土師 岡山県瀬戸内市長船町土師１３７－１

瀬戸内豆田 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１５６－４

赤磐すさい 岡山県赤磐市周匝６７６

赤磐松木 岡山県赤磐市松木５０１－１

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

鴨方小坂東 岡山県浅口市鴨方町小坂東２１４６－１

金光学園前 岡山県浅口市金光町占見新田７１１

倉敷亀島２丁目 岡山県倉敷市亀島２ー２４ー２１

倉敷宮前 岡山県倉敷市宮前５７４－２

倉敷玉島１丁目 岡山県倉敷市玉島１丁目５－１

倉敷玉島乙島 岡山県倉敷市玉島乙島７２８１－６

倉敷玉島八島 岡山県倉敷市玉島八島１７２２－２

倉敷山地 岡山県倉敷市山地５３－１

倉敷児島山際 岡山県倉敷市児島下の町４丁目１３－３７

倉敷児島小川３丁目 岡山県倉敷市児島小川３丁目４－７

倉敷市立短大前 岡山県倉敷市児島稗田町８０５－３

倉敷中庄駅前 岡山県倉敷市松島１０９０－１

倉敷上東西 岡山県倉敷市上東字熊ノ免１２１５－１

倉敷新田 岡山県倉敷市新田２６６８－１

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

倉敷神田３丁目 岡山県倉敷市神田３丁目１６番１３号

倉敷水島西常盤町 岡山県倉敷市水島西常盤町４－９

倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

倉敷インタ― 岡山県倉敷市西坂２１番１

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

倉敷水島インター 岡山県倉敷市曽原３９３－１

倉敷商業高校西 岡山県倉敷市白楽町５５６ー２６

倉敷八軒屋 岡山県倉敷市八軒屋１６５－４

倉敷福井 岡山県倉敷市福井６４－２

倉敷有城 岡山県倉敷市有城６１２－１

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

東総社駅前 岡山県総社市総社１丁目１７－１３

津山院庄 岡山県津山市院庄字毘沙門西１０１５

津山河辺 岡山県津山市河辺１１５７番１

津山高野本郷 岡山県津山市高野本郷２５１１



津山国分寺 岡山県津山市国分寺１３８

津山山下 岡山県津山市山下５７－１

津山山北 岡山県津山市山北字高橋谷６４－５

津山小原 岡山県津山市小原１５１－４

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

早島町 岡山県都窪郡早島町早島３２９２－１

備前伊部 岡山県備前市伊部１２８１－１

美作中尾 岡山県美作市中尾字半田７番１

和気衣笠 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１

店名 住所
広島海田つくも町 広島県安芸郡海田町つくも町１７１０番１３

キヨスクＪＲ海田市駅 広島県安芸郡海田町新町２０－２０

広島八千代勝田 広島県安芸高田市八千代町勝田１３３６－５

広島上根バイパス 広島県安芸高田市八千代町上根１０７２－２

呉市阿賀中央 広島県呉市阿賀中央３丁目１－８－１０１

呉市阿賀南 広島県呉市阿賀南１丁目７－２５

安芸音戸早瀬 広島県呉市音戸町早瀬１丁目４９番１０号

安芸音戸畑 広島県呉市音戸町畑３丁目５－７

呉市広中町 広島県呉市広中町１１－２１

呉潜水艦桟橋前 広島県呉市昭和町６－１７

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

呉西中央 広島県呉市西中央３－１－１４

広島川尻 広島県呉市川尻町東１－２７－２０

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

呉市苗代 広島県呉市苗代町字上条２６９－１

おみやげ街道呉 広島県呉市宝町１番１６号

広島船越南３丁目 広島県広島市安芸区船越南３丁目１－３０

安芸中野３丁目 広島県広島市安芸区中野３ー１８ー６

広島山本１丁目 広島県広島市安佐南区山本１丁目９－１

広島上安２丁目 広島県広島市安佐南区上安２丁目３７－２４

広島西原２丁目 広島県広島市安佐南区西原２－１３－１１

広島川内２丁目 広島県広島市安佐南区川内２丁目３７－１３

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

広島緑井５丁目 広島県広島市安佐南区緑井５丁目１８－３４

広島飯室 広島県広島市安佐北区安佐町飯室１６６５ー３

広島可部郵便局前 広島県広島市安佐北区可部４丁目１－３０

広島上小田 広島県広島市安佐北区口田南３丁目１４番２６号

広島上深川町 広島県広島市安佐北区上深川町７８６－４

広島深川１丁目 広島県広島市安佐北区深川１－５１－６

広島五日市７丁目 広島県広島市佐伯区五日市７丁目６－１２

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



広島石内バイパス 広島県広島市佐伯区五日市町石内４１６７

広島五日市新宮苑 広島県広島市佐伯区新宮苑１２－１

広島五日市千同 広島県広島市佐伯区千同１丁目２３－１

広島八幡２丁目 広島県広島市佐伯区八幡２丁目２３－１０

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

広島横川新橋西 広島県広島市西区横川町１丁目１１－２５

広島観音町 広島県広島市西区観音町１－１５

広島己斐本町 広島県広島市西区己斐本町１丁目１６－１

広島横川駅北口 広島県広島市西区三篠町１ー１２ー１３

広島草津梅が台 広島県広島市西区草津梅が台７－１７

広島打越町 広島県広島市西区打越町４番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

広島天満町 広島県広島市西区天満町１３－１

広島東観音町北 広島県広島市西区東観音町３－１１

広島東観音 広島県広島市西区東観音町２６－１６

広島加古町 広島県広島市中区加古町５番９号

広島紙屋町シャレオ 広島県広島市中区基町地下街１０１号

広島銀山町 広島県広島市中区銀山町１４－１８

広島土橋 広島県広島市中区堺町２丁目１－６

広島紙屋町 広島県広島市中区紙屋町１丁目１－１

広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３

広島舟入 広島県広島市中区舟入南１－３－１５

広島上八丁堀 広島県広島市中区上八丁堀７－１

広島温品１丁目 広島県広島市東区温品１丁目８－１

広島戸坂大上１丁目 広島県広島市東区戸坂大上１丁目４－１４

広島尾長西２丁目 広島県広島市東区尾長西２丁目１２－１３

広島福田 広島県広島市東区福田６ー２１０１ー１

広島宇品御幸 広島県広島市南区宇品御幸５－１６－８

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

広島広大病院前 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０

広島出島２丁目 広島県広島市南区出島２丁目１－１

ハートインエキエ広島新幹線口 広島県広島市南区松原町１－２

ハートインエキエ広島 広島県広島市南区松原町２－３７

広島スタジアムメインゲート前 広島県広島市南区西蟹屋３丁目２－１

広島的場１丁目 広島県広島市南区的場町１丁目２－２３

広島的場２丁目 広島県広島市南区的場町２丁目６番１０号

広島東青崎町 広島県広島市南区東青崎町７－１２

広島楠那町 広島県広島市南区楠那町５－１７

広島産業会館 広島県広島市南区比治山本町１６番３１号

広島江田島町 広島県江田島市江田島町江南１－２４－６

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

おみやげ街道三原 広島県三原市城町１－１－１



三原須波 広島県三原市須波１丁目２１－１０

広島大和町 広島県三原市大和町下徳良１９０４－８

本郷インター 広島県三原市本郷町船木１４２３－１

本郷駅東 広島県三原市本郷南３丁目２９番２４号

三次巴橋西 広島県三次市三次町１３１８－５

広島みわ 広島県三次市三和町上壱２４８５－１

三次東酒屋町 広島県三次市東酒屋町５２２－１

広島千代田本地 広島県山県郡北広島町本地１８６８－１

広島千代田インター 広島県山県郡北広島町有田６６２

庄原インター 広島県庄原市新庄町２６８－３

大竹御園 広島県大竹市御園１丁目３番５２号

広島河内インター 広島県東広島市河内町入野１２９７－５

東広島高美が丘 広島県東広島市高屋町杵原１１２９番

東広島西高屋 広島県東広島市高屋町中島５０２－４

黒瀬春日野 広島県東広島市黒瀬春日野２丁目１７－１

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

東広島西条中央４丁目 広島県東広島市西条中央４丁目１－１９

東広島三永 広島県東広島市西条町大字上三永１８６９

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

東広島八本松磯松 広島県東広島市八本松町米満１１８－１５

東広島八本松米満 広島県東広島市八本松町米満５０１－１

広島豊栄町 広島県東広島市豊栄町鍛冶屋８００

広島河津原 広島県廿日市市河津原８４８

広島宮島口 広島県廿日市市宮島口１－１２－３

廿日市串戸４丁目 広島県廿日市市串戸４丁目４－１１

廿日市山陽園 広島県廿日市市山陽園８－２６－６

廿日市大野沖塩屋 広島県廿日市市大野沖塩屋２丁目１５８６－１７４

廿日市大野中央 広島県廿日市市大野中央４丁目４－２２

廿日市阿品 広島県廿日市市福面２－４－２

因島中庄 広島県尾道市因島中庄町６６０－１

尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道栗原本通り 広島県尾道市西則末町５番２号

ハートインＪＲ尾道駅 広島県尾道市東御所町１－１

備後府中鵜飼町 広島県府中市鵜飼町５１－１

備後府中高木町 広島県府中市高木町３６７－１

府中上下 広島県府中市上下町上下５１５－１

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

福山加茂 広島県福山市加茂町上加茂１９７－１

福山御幸町森脇 広島県福山市御幸町森脇７１４－１

福山中津原堂前 広島県福山市御幸町大字中津原堂前８２５－１

福山今津町 広島県福山市今津町３２９－５

福山山手 広島県福山市山手町４－２－２

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

神辺上御領 広島県福山市神辺町上御領２０６－１



福山水呑半坂橋 広島県福山市水呑町５５－６

福山水呑町 広島県福山市水呑町４１２２－１

福山多治米１丁目 広島県福山市多治米町１丁目９－２

福山多治米４丁目 広島県福山市多治米町４丁目９－２２

福山東川口４丁目 広島県福山市東川口町４丁目１０－２１

福山南手城４丁目 広島県福山市南手城町４丁目６－１９

福山入船町 広島県福山市入船町２丁目５－３１

福山ポートプラザ 広島県福山市入船町３丁目３番７号

福山明神２丁目 広島県福山市明神町２丁目４－２８

福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２

店名 住所
宇部恩田町 山口県宇部市恩田町３丁目３２４０－６

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

宇部新町 山口県宇部市新町９－１３

宇部空港通り 山口県宇部市則貞６丁目８－２３

宇部沖ノ旦 山口県宇部市大字沖ノ旦字平江７９０－１

宇部吉見 山口県宇部市大字吉見字畠田１６５５番地１

宇部小串台 山口県宇部市大字小串９８－１

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

宇部善和 山口県宇部市大字善和字東大谷１７６番１５

宇部東須恵中原 山口県宇部市大字東須恵２ノ角田２７０１－２

宇部黒石 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

下関綾羅木新町 山口県下関市綾羅木新町３丁目３番１号

下関羽山町 山口県下関市羽山町２５－１３

下関球場前 山口県下関市蒲生野９５９－１

下関丸山町 山口県下関市丸山町２丁目１番１３

下関貴船町 山口県下関市貴船町１丁目１－２７

下関小月インター 山口県下関市小月宮の町７番１４号

下関上田中 山口県下関市上田中町４丁目１番１２号

下関市役所前 山口県下関市赤間町３丁目２９番地

下関吉田 山口県下関市大字吉田字植田８２１番地１

ハートインＪＲ下関駅リピエ 山口県下関市竹崎町４丁目３番３号

長府侍町 山口県下関市長府侍町２－３－６

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関山の田 山口県下関市武久町１丁目１９－３０

下関川棚 山口県下関市豊浦町大字川棚字二王丸７３１１番地１

下関岬之町 山口県下関市岬之町９－１０

下松中央町 山口県下松市せせらぎ町１丁目２番１号

下松久保中学校前 山口県下松市山田１００番１

岩国昭和町 山口県岩国市昭和町１丁目６－１５

岩国インター 山口県岩国市多田字八幡原１０１番１

岩国平田 山口県岩国市平田５丁目２８－１１

岩国駅前中央通り 山口県岩国市麻里布町３丁目１７－８

岩国門前町 山口県岩国市門前町１丁目１８－２７



山口由宇 山口県岩国市由宇町南１－３－１

岩国立石 山口県岩国市立石町１丁目５－４０

田布施砂田 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施７２２－１

田布施波野 山口県熊毛郡田布施町波野２１９１ー１５

山口平生桜町 山口県熊毛郡平生町大字平生町字三枚浜１８９－１

光市光井６丁目 山口県光市光井６丁目１５６７－１

光市三井 山口県光市三井５－２０－１５

光市室積新開 山口県光市室積新開２丁目６０１７－７

光市虹ヶ丘 山口県光市虹ケ丘１丁目１１番３１号

山口湯田大橋 山口県山口市維新公園２丁目５番３５号

山口維新公園 山口県山口市維新公園５丁目１－１

山口嘉川中市 山口県山口市嘉川字熊村４８２０番１

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

山口小郡黄金町 山口県山口市小郡黄金町１３－４１

山口泉町 山口県山口市泉町９番５０号

山口インター 山口県山口市大内長野４６８－１

山口上平井 山口県山口市平井３６７番地１

キヨスクＪＲ厚狭駅 山口県山陽小野田市厚狭沖田８番地３号

山陽小野田新生 山口県山陽小野田市新生３丁目３番２０号

小野田竜王山公園入口 山口県山陽小野田市大字小野田８３８－５

山陽町江尻 山口県山陽小野田市大字埴生字江尻２０２２－１

山陽小野田高須 山口県山陽小野田市大字西高泊字神田沖６１９－４７

山陽小野田平成町 山口県山陽小野田市平成町４番１号

周南温田 山口県周南市温田２丁目４番４３号

周南岐山通 山口県周南市岐山通２ー２６ー１

周南戸田 山口県周南市戸田２７４５－１

周南孝田町 山口県周南市孝田町２番２０号

周南代々木通 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

周南熊毛 山口県周南市大河内１９０５－１

熊毛インター 山口県周南市大字安田２７０

周南久米次郎丸 山口県周南市大字久米字次郎丸２８９９－１

周南呼坂 山口県周南市大字呼坂字大江７４９－１

周南二番町 山口県周南市二番町４１１６

周南富田 山口県周南市富田２７６４－１

周南野村３丁目 山口県周南市野村３丁目４８４６番１１

周防大島久賀 山口県大島郡周防大島町大字久賀字竜頭下４７６４－５

山口大島橘 山口県大島郡周防大島町大字土居字角田１２８２－１

長門三隅町 山口県長門市三隅下字土井ノ内４７８－１

長門東深川下郷 山口県長門市東深川字渋谷２２３５－１

長門油谷 山口県長門市油谷新別名字大歳９１８－１

萩玉江 山口県萩市大字山田４２７４－１

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

防府高井 山口県防府市大字高井字樫木１０７６番１

防府西浦 山口県防府市大字植松字黒田１６９９－１４

防府田島 山口県防府市大字新田字角田７０４－１

防府新田 山口県防府市大字新田字疋田村１６３４－１

防府大崎 山口県防府市大字大崎字矢部４１１－１

防府東仁井令町 山口県防府市東仁井令町５７５－１

防府緑町 山口県防府市緑町１丁目４番２０号

柳井広瀬 山口県柳井市柳井４７１２番１

柳井港前 山口県柳井市柳井字江ノ浦１５０－６５

店名 住所
吉野川鴨島町絵馬堂 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６９

三好池田町サラダ 徳島県三好市池田町サラダ１６１２番地３４

Ｋｉｏｓｋ阿波池田駅 徳島県三好市池田町サラダ１８４０

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

小松島狭間 徳島県小松島市中田町狭間６６－１

小松島田野町 徳島県小松島市田野町字赤石中１０番１

徳島鮎喰町 徳島県徳島市鮎喰町１丁目５２－３

徳島吉野本町６丁目 徳島県徳島市吉野本町６丁目２２

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

徳島佐古八番町 徳島県徳島市佐古八番町３－２３

ＪＲ徳島駅前 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１－４－２

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

徳島津田浜之町 徳島県徳島市津田浜之町８－１

徳島東大工町 徳島県徳島市東大工町２丁目２３番

那賀町鷲敷 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川７５－１

北島高房 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８

藍住町勝瑞 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西地１３７－１

藍住新居須 徳島県板野郡藍住町徳命字新居須５７番１

美馬市脇町郡里 徳島県美馬市脇町大字脇町字郡里町８６８－２

鳴門大津 徳島県鳴門市大津町木津野字西辰巳８番６

鳴門大麻町桧 徳島県鳴門市大麻町桧字尾山谷４２－４

店名 住所
さぬき寒川町神前 香川県さぬき市寒川町神前１８４７ー１

さぬき津田町琴林 香川県さぬき市津田町津田琴林６３－１

観音寺三本松町 香川県観音寺市三本松町２丁目２１８５－１

丸亀郡家町 香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２

丸亀飯山町川原 香川県丸亀市飯山町川原字北土居５２－１

丸亀柞原町 香川県丸亀市柞原町字下久保９６７－１

丸亀葭町 香川県丸亀市葭町７－４

高松サンポート 香川県高松市サンポート２番１号

高松一宮町 香川県高松市一宮町字池尻１１３－１

高松岡本町 香川県高松市岡本町８３７番３



高松潟元駅北 香川県高松市屋島西町１３５０－５４

高松丸亀町 香川県高松市丸亀町１１番地１

高松香川町大野 香川県高松市香川町大野６４１番１

高松国分寺町福家 香川県高松市国分寺町福家甲６７７－１

高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１

高松寿町２丁目 香川県高松市寿町２丁目１－１

高松十川西町 香川県高松市十川西町４１４

高松多肥下町 香川県高松市多肥下町３８４番１

高松太田下町 香川県高松市太田下町１８５６－９

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

高松木太町 香川県高松市木太町２２９４－１

高松木太町中浜 香川県高松市木太町２６７２－１

坂出久米町２丁目 香川県坂出市久米町２丁目２－２０

坂出駅南 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２番１

坂出川津町 香川県坂出市川津町５５番１

坂出北インター 香川県坂出市築港町１－８－３３

坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１

三豊詫間町 香川県三豊市詫間町詫間６７８２番地２１

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

善通寺生野町 香川県善通寺市生野町１０３１‐１

善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１

Ｋｉｏｓｋ善通寺駅 香川県善通寺市文京町１－７－１

Ｋｉｏｓｋ多度津駅 香川県仲多度郡多度津町栄町３丁目３－１－１

東かがわ湊 香川県東かがわ市湊字水入１３２７

店名 住所
砥部町八倉 愛媛県伊予郡砥部町八倉６６番

伊予下吾川東 愛媛県伊予市下吾川字池田９２７－３

宇和島栄町港２丁目 愛媛県宇和島市栄町港２丁目６００－１０

宇和島長堀橋南 愛媛県宇和島市新田町１丁目乙１６７９－１

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番地７

今治郷六ヶ内町２丁目 愛媛県今治市郷六ヶ内町２丁目４番４０号

今治近見町３丁目 愛媛県今治市近見町３－１‐２

今治小泉４丁目 愛媛県今治市小泉４丁目１番２６号

今治蔵敷町１丁目 愛媛県今治市蔵敷町１丁目５－５

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号

今治波止浜 愛媛県今治市波止浜１５８－３

今治片山３丁目 愛媛県今治市片山３－１－５０

今治北鳥生町４丁目 愛媛県今治市北鳥生町４丁目３番２２号

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

四国中央土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野８２５番

松山井門町 愛媛県松山市井門町１－１



松山一番町１丁目 愛媛県松山市一番町１丁目４－１１

松山椿参道 愛媛県松山市居相４丁目１６－１７

松山三番町１丁目 愛媛県松山市三番町１丁目１１－５

松山中央郵便局前 愛媛県松山市三番町３丁目４－５

松山小坂２丁目 愛媛県松山市小坂２丁目５－７

松山須賀町 愛媛県松山市須賀町６番３号

松山西長戸町 愛媛県松山市西長戸町９１６番１

松山束本１丁目 愛媛県松山市束本１丁目２番３号

松山大手町 愛媛県松山市大手町１丁目６番

松山中央１丁目 愛媛県松山市中央１丁目１１－２８

松山天山 愛媛県松山市天山２丁目４番１８号

松山土居田西 愛媛県松山市土居田町２７－１

松山湯の山 愛媛県松山市湯の山４丁目８番地１

松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－２７

松山南吉田町 愛媛県松山市南吉田町１４４２

松山美沢 愛媛県松山市美沢１丁目８番５１号

いよてつ古町駅 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山保免西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

松山北斎院町 愛媛県松山市北斎院町１９－１

いよてつ松山市駅 愛媛県松山市湊町５丁目１番地１

松山竹原町 愛媛県松山市湊町８丁目１１５番１

松山問屋町 愛媛県松山市問屋町１６３番６

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

新居浜郷１丁目 愛媛県新居浜市郷１丁目３番１８号

新居浜松木町 愛媛県新居浜市松木町２番２４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

西条古川砂盛 愛媛県西条市古川甲３４２－１

丹原町願連寺 愛媛県西条市丹原町池田１６５６－１

西条北条 愛媛県西条市北条１１７６番１

西条明屋敷 愛媛県西条市明屋敷２９９－１

宇和中央 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４７９番

西予宇和町卯之町 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５５０番地

大洲中央病院前 愛媛県大洲市東大洲１３番地１

大洲徳森 愛媛県大洲市徳森字渡り１３４９－３

東温市役所前 愛媛県東温市田窪３０８番地７

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

土佐山田町西本町 高知県香美市土佐山田町西本町５丁目２番２０号

高知葛島４丁目 高知県高知市葛島４丁目１０１

高知吉田町 高知県高知市吉田町３番２号

高知菜園場町 高知県高知市菜園場町８番１０

高知桟橋通１丁目 高知県高知市桟橋通１丁目８４番



高知杉井流 高知県高知市杉井流１５番２７号

高知瀬戸南町１丁目 高知県高知市瀬戸南町１丁目１３番２

高知神田西 高知県高知市朝倉甲６８－１

高知長浜 高知県高知市長浜４６２３番地１号

高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号

須崎桐間南 高知県須崎市桐間南１１５番地

土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲３７０番２

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１

南国下末松 高知県南国市下末松４４２－２

店名 住所
うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１

うきは高見 福岡県うきは市浮羽町高見１４３２－１

うきはバイパス 福岡県うきは市浮羽町山北５９３－１

岡垣吉木 福岡県遠賀郡岡垣町吉木東２丁目１－１

岡垣野間 福岡県遠賀郡岡垣町野間南１－１

久留米中央公園前 福岡県久留米市合川町２２２５

久留米国分町 福岡県久留米市国分町７７２－５

久留米三潴玉満 福岡県久留米市三潴町玉満２番地

久留米二軒茶屋 福岡県久留米市上津町１９３２－２

久留米大善寺 福岡県久留米市大善寺町宮本女堀３４２－２８

久留米通町 福岡県久留米市通町１番地１

久留米田主丸 福岡県久留米市田主丸町田主丸４５９－２

久留米櫛原 福岡県久留米市東櫛原町２３０１番４

久留米日吉中央 福岡県久留米市日吉町１９－２

勝山大久保 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２４５０－１

豊津錦町 福岡県京都郡みやこ町豊津２５８番地

苅田桜ヶ丘 福岡県京都郡苅田町大字尾倉３８５４－１

苅田与原 福岡県京都郡苅田町大字与原１７８４－１

古賀花見東７丁目 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５

古賀インター 福岡県古賀市新原７９１－２

古賀千鳥２丁目 福岡県古賀市千鳥２丁目４－３

行橋延永 福岡県行橋市吉国２７０

行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２

大刀洗本郷 福岡県三井郡大刀洗町本郷３３７２

志摩井田原 福岡県糸島市志摩井田原７４－２

糸島篠原東３丁目 福岡県糸島市篠原東３丁目１－１８

糸島波呂北 福岡県糸島市二丈波呂１０３１－１

宗像赤間駅前 福岡県宗像市赤間駅前２丁目３番１４号

宗像東郷駅前 福岡県宗像市田熊４丁目１２－５

宗像東郷橋 福岡県宗像市東郷３丁目１番５号

春日下白水 福岡県春日市下白水北７－８１－１

春日惣利 福岡県春日市惣利１丁目２７番地

春日大土居 福岡県春日市大土居１丁目３番

春日天神山２丁目 福岡県春日市天神山２丁目１４５番地

宇美町役場前 福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目１－５



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

篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３

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

粕屋内橋 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋３３７－１

太宰府 福岡県太宰府市五条２丁目１－１１

太宰府大佐野１丁目 福岡県太宰府市大佐野１丁目６１番

太宰府梅香苑１丁目 福岡県太宰府市梅香苑１丁目１－４９

大川上巻 福岡県大川市大字榎津７５番１

大川九網 福岡県大川市大字九網３３１－４

大川鐘ヶ江 福岡県大川市大字鐘ケ江６９４－１

大牟田橘 福岡県大牟田市橘字陣内８４２－１

大牟田桜町 福岡県大牟田市桜町３０番

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

大牟田唐船 福岡県大牟田市大字唐船２０８１番地３８２

大牟田三池南 福岡県大牟田市大字歴木字平町４７０番１

大牟田通町２丁目 福岡県大牟田市通町２丁目７番１７

大牟田勝立 福岡県大牟田市天道町１９３－１４

大野城下大利１丁目 福岡県大野城市下大利１丁目９番２４

大野城瓦田 福岡県大野城市瓦田１丁目３－１７

大野城御笠川４丁目 福岡県大野城市御笠川４丁目３－１５

大野城若草１丁目 福岡県大野城市若草１－１－１

大野城大城１丁目 福岡県大野城市大城１丁目１９－２８

福岡白木原 福岡県大野城市白木原１－１１－４

上毛町役場前 福岡県築上郡上毛町大字宇野８５１番地１

筑後山ノ井 福岡県筑後市山ノ井２６２番地１

筑後和泉 福岡県筑後市大字和泉１０８番地

針摺 福岡県筑紫野市永岡１８６－７

筑紫野杉塚 福岡県筑紫野市杉塚２丁目１３－１２

筑紫野山家 福岡県筑紫野市大字山家２８６０－１

筑紫野俗明院 福岡県筑紫野市大字俗明院１３３番１３

筑紫野郵便局前 福岡県筑紫野市二日市南２－１０９７－１

筑紫野美しが丘北 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１２－１

中間駅前 福岡県中間市岩瀬１丁目７番１号

福岡中間 福岡県中間市東中間３丁目２－７

三輪山隈 福岡県朝倉郡筑前町山隈１６１０番地５

朝倉一ツ木大通り 福岡県朝倉市来春字小原３７１－１

直方下新入 福岡県直方市下新入１５５７－４

直方藤棚駅前 福岡県直方市大字下境３８６５－１

直方感田 福岡県直方市大字感田１４７８番１

直方植木 福岡県直方市大字植木６９４－１

直方頓野 福岡県直方市大字頓野３１９８－１

赤池町 福岡県田川郡福智町赤池９４８－３

田川松原 福岡県田川市伊田４９２２－２

田川バイパスみそぎ 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

田川川宮 福岡県田川市大字川宮１３３８－１

田川猪位金 福岡県田川市大字猪国１４９０－１

那珂川今光１丁目 福岡県那珂川市今光１丁目９６

那珂川松木２丁目 福岡県那珂川市松木２丁目７４

那珂川五郎丸 福岡県那珂川市松木３丁目１６０番

那珂川中原２丁目 福岡県那珂川市中原２丁目１１１番地

那珂川片縄西４丁目 福岡県那珂川市片縄西４丁目１８－３７

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

八女酒井田 福岡県八女市大字酒井田５４８－１

八女公園通り 福岡県八女市本町４９８－１

飯塚庄内 福岡県飯塚市綱分１５６６－３

飯塚市役所前 福岡県飯塚市新飯塚１３－２２

飯塚花瀬 福岡県飯塚市大字花瀬１７９ー１

飯塚川島バイパス 福岡県飯塚市大字川島２３４－１

飯塚鯰田 福岡県飯塚市大字鯰田２３３２－７

筑穂中学校前 福岡県飯塚市長尾８９９－１

飯塚仁保 福岡県飯塚市有安６９３－１

福岡荒江１丁目 福岡県福岡市城南区荒江１－１８ー１０

福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４

福岡城南 福岡県福岡市城南区別府３丁目２－３

福岡愛宕１丁目 福岡県福岡市西区愛宕１丁目２６－１６

福岡徳永 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡福重５丁目 福岡県福岡市西区福重５丁目１－３

福岡西新５丁目 福岡県福岡市早良区西新５丁目１２－１４

福岡赤坂南 福岡県福岡市中央区警固２丁目２－９

福岡唐人町駅前 福岡県福岡市中央区今川１丁目１－２７

福岡大宮２丁目 福岡県福岡市中央区大宮２丁目１－２９

福岡中央区役所前 福岡県福岡市中央区大名２丁目６－３６

福岡鳥飼１丁目 福岡県福岡市中央区鳥飼１丁目８－１

福岡那の津ふ頭 福岡県福岡市中央区那の津３丁目１２－１９

福岡薬院駅前 福岡県福岡市中央区白金１丁目２０番３号

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

福岡西鉄香椎駅前 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１８－１２

九産大前 福岡県福岡市東区松香台１丁目４番５号

福岡箱崎ふ頭入口 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１－１

福岡和白東２丁目 福岡県福岡市東区和白東２丁目１－４５

福岡宮竹小前 福岡県福岡市南区井尻１－５－１４

井尻２丁目 福岡県福岡市南区井尻２－２５－３

福岡横手３丁目 福岡県福岡市南区横手３丁目３２番２２

福岡高宮５丁目 福岡県福岡市南区高宮５－３－１２

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

井尻 福岡県福岡市南区折立町１０－２０

西鉄大橋駅前 福岡県福岡市南区大橋１丁目８－１９

福岡大橋駅南口 福岡県福岡市南区大橋１丁目９－１

福岡日赤通り 福岡県福岡市南区大楠１丁目３５－２５

福岡那の川１丁目 福岡県福岡市南区那の川１丁目１３－３４

博多祇園町 福岡県福岡市博多区祇園町４－５３

博多吉塚４丁目 福岡県福岡市博多区吉塚４丁目９－１２

福岡高校前 福岡県福岡市博多区堅粕１丁目２６番１５号

博多三筑２丁目 福岡県福岡市博多区三筑２丁目１５－１

博多住吉橋 福岡県福岡市博多区住吉３丁目１８－１８

博多春町３丁目 福岡県福岡市博多区春町３丁目９－１８

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

博多新中洲ビル 福岡県福岡市博多区中洲２丁目２－７

博多中洲中島町 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３

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

博多板付５丁目 福岡県福岡市博多区板付５丁目１６－５

博多板付７丁目 福岡県福岡市博多区板付７丁目７－３７

博多比恵町 福岡県福岡市博多区比恵町３－４

博多竹下１丁目 福岡県福岡市博多区美野島４－５－６

福津若木台 福岡県福津市若木台５丁目７０－４

福間海岸通り 福岡県福津市西福間４丁目５－５

豊前郵便局前 福岡県豊前市大字赤熊１４２１－２０

戸畑境川 福岡県北九州市戸畑区境川１－８－７

戸畑天籟寺 福岡県北九州市戸畑区正津町３－７

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

若松今光 福岡県北九州市若松区今光１丁目６番４号

若松小敷 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの２丁目１番３１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

若松白山 福岡県北九州市若松区白山１丁目２－３

小倉貫 福岡県北九州市小倉南区下貫１－４－２８

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

小倉下曽根新町 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１６－１０８

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

小倉若園４丁目 福岡県北九州市小倉南区若園４丁目２－１７

小倉志井 福岡県北九州市小倉南区大字志井１５５１－１

小倉長尾５丁目 福岡県北九州市小倉南区長尾５丁目２０１

小倉魚町２丁目 福岡県北九州市小倉北区魚町２－５－８

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

小倉竪町 福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目６番１３号



ＴＯＴＯ第一工場 福岡県北九州市小倉北区中島２－１－１

小倉朝日ヶ丘 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘９－３

小倉片野３丁目 福岡県北九州市小倉北区片野３丁目１４－７

八幡御開３丁目 福岡県北九州市八幡西区御開３－３８－２

八幡光明２丁目 福岡県北九州市八幡西区光明２丁目１２－７

八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番３９号

八幡上ノ原 福岡県北九州市八幡西区上ノ原１－８－１

八幡楠橋南１丁目 福岡県北九州市八幡西区楠橋南１丁目２１－６

八幡楠木 福岡県北九州市八幡西区楠木２丁目９番１１

八幡本城 福岡県北九州市八幡西区本城東１丁目１１－２

八幡野面 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東２丁目１番１０号

八幡友田１丁目 福岡県北九州市八幡西区友田１丁目１１番５号

八幡力丸 福岡県北九州市八幡西区力丸町１－１０

八幡西本町４丁目 福岡県北九州市八幡東区西本町４丁目２－１６

八幡桃園公園前 福岡県北九州市八幡東区桃園１丁目１５－３

門司片上海岸 福岡県北九州市門司区小森江１－２－５

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

門司東新町１丁目 福岡県北九州市門司区東新町１丁目５番４３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

三橋白鳥 福岡県柳川市三橋町白鳥４６６－２

柳川西浜武 福岡県柳川市西浜武１０２３－１

店名 住所
伊万里東山代里 佐賀県伊万里市東山代町里字新田１７７番７８

伊万里柳井町 佐賀県伊万里市立花町４０９０番１

伊万里立花町 佐賀県伊万里市立花町９２１－８

佐賀福富 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分１０６４－１

佐賀開成６丁目 佐賀県佐賀市開成６丁目１２－３９

佐賀巨勢 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島字二本松５８０－７

佐賀三瀬 佐賀県佐賀市三瀬村三瀬２８９８番２

佐賀新郷本町 佐賀県佐賀市新郷本町４４ー１

佐賀西田代１丁目 佐賀県佐賀市西田代１丁目３－１７

佐賀大財２丁目 佐賀県佐賀市大財２丁目１番７号

佐賀大財３丁目 佐賀県佐賀市大財３丁目２０５番２

佐賀大和町 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３９－３

佐賀東佐賀 佐賀県佐賀市東佐賀町１４６－１

佐賀鍋島町 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字三本椎５０４ー１０

佐賀鍋島江頭 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝二本柳２１６１番１

佐賀南佐賀 佐賀県佐賀市南佐賀１－２１－１６

佐賀兵庫 佐賀県佐賀市兵庫町渕１３５３－４

佐賀兵庫下村 佐賀県佐賀市兵庫南１丁目５８７番

佐賀本庄町 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄字一本谷１２６４－３

佐賀与賀町 佐賀県佐賀市与賀町１－２３

みやき町江口 佐賀県三養基郡みやき町大字江口２９５４－１１

鹿島西牟田 佐賀県鹿島市大字高津原３６３８－１

鹿島森 佐賀県鹿島市大字森９６２－１



三日月三ヶ島 佐賀県小城市三日月町三ヶ島５５７番１

神埼町姉川 佐賀県神埼市神埼町姉川１８８８

有田町役場前 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２１０－５

唐津栄町 佐賀県唐津市栄町２５７３－５

唐津竹木場 佐賀県唐津市竹木場４９９５－１

唐津浜玉 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１１１９－７

唐津和多田本村 佐賀県唐津市和多田本村４４０５

肥前太良 佐賀県藤津郡太良町大字糸岐字川北１０３９－２

武雄朝日町 佐賀県武雄市朝日町大字甘久字前田２２３５－１

店名 住所
国見神代 長崎県雲仙市国見町神代己２７４－１

雲仙小浜町北野 長崎県雲仙市小浜町北野字上古賀５１５－１

雲仙千々石 長崎県雲仙市千々石町戊３７０－１

佐世保吉岡 長崎県佐世保市吉岡町１５８５－１

江迎高岩 長崎県佐世保市江迎町乱橋６１０－３７

佐世保江上町 長崎県佐世保市江上町９３６－１

佐世保今福町 長崎県佐世保市今福町９２－１

佐世保山祇町 長崎県佐世保市山祇町１６４－１

江迎鹿町 長崎県佐世保市鹿町町深江潟１００－１

佐世保上相浦 長崎県佐世保市上相浦町８－１３

佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

佐世保早苗町 長崎県佐世保市早苗町１４３番１

佐世保天神 長崎県佐世保市天神５丁目２１９１番１

佐世保田原町 長崎県佐世保市田原町２６１－２

佐世保日野町 長崎県佐世保市日野町１９１７－１

松浦今福 長崎県松浦市今福町北免２００９－７９

松浦警察署前 長崎県松浦市志佐町庄野免１５２－３０

松浦志佐町 長崎県松浦市志佐町庄野免２５７－１

西海亀岳 長崎県西海市西彼町喰場郷江迎１２８番１

西海小迎郷 長崎県西海市西彼町小迎郷１６６８番１

西海鳥加郷 長崎県西海市西彼町鳥加郷１７４３

西海大瀬戸町 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２５１９番１

時津日並郷 長崎県西彼杵郡時津町日並郷３４５０－１５

時津野田郷 長崎県西彼杵郡時津町野田郷３５－１

長与吉無田郷 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷３９－１

大村放虎原 長崎県大村市協和町１７０９

大村坂口町 長崎県大村市坂口町３９７番地１

大村植松３丁目 長崎県大村市植松３丁目８７８

大村水主町１丁目 長崎県大村市水主町１丁目７４７－２

大村東三城町 長崎県大村市東三城町６８

長崎栄上 長崎県長崎市為石町エイガミ３１３１－２

長崎花園町 長崎県長崎市花園町６－１２

長崎蚊焼町 長崎県長崎市蚊焼町２３４６－１

長崎滑石３丁目 長崎県長崎市滑石３丁目５０４－１

長崎滑石６丁目 長崎県長崎市滑石６丁目１３番１号



琴海戸根 長崎県長崎市琴海戸根町２９１４－１

長崎戸町４丁目 長崎県長崎市戸町４丁目９番２号

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

長崎桜馬場 長崎県長崎市桜馬場１丁目１－１

長崎三原２丁目 長崎県長崎市三原２丁目１３－５

長崎上小島 長崎県長崎市上小島２丁目３－２０

長崎上小島５丁目 長崎県長崎市上小島５丁目５３１－７

長崎おらんだ橋 長崎県長崎市新地町１－１

長崎畝刈町 長崎県長崎市畝刈町２６番地２

長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３

長崎千歳町 長崎県長崎市千歳町２１－１１

長崎大浦町 長崎県長崎市大浦町３番１９号

長崎築町 長崎県長崎市築町５番７

長崎中里町 長崎県長崎市中里町１５７５

長崎田中町東望 長崎県長崎市田中町８１８－１

長崎銅座町 長崎県長崎市銅座町９－１４

長崎淵町 長崎県長崎市淵町３番１７号

長崎平瀬町 長崎県長崎市平瀬町１－８

長崎末石町 長崎県長崎市末石町３７０－１２

長崎万屋町 長崎県長崎市万屋町６番５号

長崎鳴見町 長崎県長崎市鳴見町５２－３

長崎矢上町 長崎県長崎市矢上町３２－２８

長崎道ノ尾 長崎県長崎市葉山１丁目１－１

島原下川尻町 長崎県島原市下川尻町１０－１

島原原口町 長崎県島原市原口町丙３９５－１

島原城見町 長崎県島原市城見町４９５７－１

島原稗田町 長崎県島原市稗田町２１４－２

島原北門町 長崎県島原市北門町１２９７－１

島原有明町 長崎県島原市有明町大三東戊１２４－１

東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１

南島原深江 長崎県南島原市深江町丁１９８５－２

平戸田平西 長崎県平戸市田平町小手田免字山口１２６４－１

諫早久山台 長崎県諌早市久山台４４番３号

諫早宇都町 長崎県諫早市宇都町２３０－１

諫早栄町アーケード 長崎県諫早市栄町２－１

諫早小船越町 長崎県諫早市小船越町４－５

諫早唐比東 長崎県諫早市森山町唐比東字八反角６６１－１

諫早福田町 長崎県諫早市福田町５－１４

店名 住所
阿蘇西町 熊本県阿蘇市西町８３３－１

小川江頭 熊本県宇城市小川町河江９６－６

宇城小川駅前 熊本県宇城市小川町川尻字北古川１６７－１

宇城氷川インター入口 熊本県宇城市小川町南小川２０７番地

熊本松橋東 熊本県宇城市松橋町松橋中原７９２－４



宇城不知火 熊本県宇城市不知火町高良２０１６－１

菊陽原水 熊本県菊池郡菊陽町大字原水１４０９番６

菊陽三里木 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２３６２－１

菊陽境松 熊本県菊池郡菊陽町津久礼石坂２２４８－１

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

菊池花房台 熊本県菊池市広瀬６４１－３

泗水住吉 熊本県菊池市泗水町住吉字堤１９０６番

泗水田島 熊本県菊池市泗水町田島２５３番地

球磨あさぎり町 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５２２－１

南関小原 熊本県玉名郡南関町大字小原１８１５－２

玉名山田 熊本県玉名市山田字高岡２０５０－１

玉名寺田 熊本県玉名市寺田字大堂１３－１

熊本松尾町 熊本県熊本市西区西松尾町５２３４－２

熊本安政町 熊本県熊本市中央区安政町２－２９

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

熊本横手２丁目 熊本県熊本市中央区横手２丁目１－１

熊本下通２丁目 熊本県熊本市中央区下通２丁目２－２９

熊本迎町１丁目 熊本県熊本市中央区迎町１丁目６－１６

熊本細工町 熊本県熊本市中央区細工町１－１９

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

熊本手取本町 熊本県熊本市中央区手取本町４番１７号

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

桜町バスターミナル前 熊本県熊本市中央区新市街１番２８号

熊本神水１丁目 熊本県熊本市中央区神水１丁目３８－３

熊本水前寺公園 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－６

熊本水道町 熊本県熊本市中央区水道町２－１３

熊本帯山６丁目 熊本県熊本市中央区帯山６丁目４－５３

熊本坪井２丁目 熊本県熊本市中央区坪井２丁目１０番１号

熊本坪井３丁目 熊本県熊本市中央区坪井３丁目１－１３

熊本明午橋通り 熊本県熊本市中央区南千反畑町２－１１

熊本画図重富 熊本県熊本市東区画図町重富６３７番２

熊本戸島１丁目 熊本県熊本市東区戸島１丁目１番地１号

熊本御領２丁目 熊本県熊本市東区御領２丁目６－５３

熊本桜木３丁目 熊本県熊本市東区桜木３丁目２２－１

熊本秋津２丁目 熊本県熊本市東区秋津２丁目１番６４号

熊本小峯２丁目 熊本県熊本市東区小峯２丁目１番９８号

熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外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

熊本小山 熊本県熊本市東区長嶺東８－２－８

熊本渡鹿８丁目 熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１３－１

熊本尾ノ上１丁目 熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目５－１

熊本総合運動公園前 熊本県熊本市東区平山町３０１５－６

熊本御幸西 熊本県熊本市南区御幸西２丁目６３９番１

熊本川尻１丁目 熊本県熊本市南区川尻１－４－１



熊本銭塘町 熊本県熊本市南区銭塘町２１４７－３

熊本富合南田尻 熊本県熊本市南区富合町南田尻８５６－１

熊本野田１丁目 熊本県熊本市南区野田１丁目８－４３

熊本良町２丁目 熊本県熊本市南区良町２丁目７－１６

熊本下硯川 熊本県熊本市北区下硯川１丁目１番１号

テレビ熊本前 熊本県熊本市北区山室１丁目１番１０号

熊本四方寄町 熊本県熊本市北区四方寄町１５９６番１０号

熊本鹿子木町 熊本県熊本市北区鹿子木町１９９番１０号

植木岩野 熊本県熊本市北区植木町岩野１８２－３

植木インター 熊本県熊本市北区植木町味取３４８－１

熊本新地団地前 熊本県熊本市北区清水新地７丁目３番５号

熊本楠６丁目 熊本県熊本市北区楠６丁目１９５８－１

熊本飛田３丁目 熊本県熊本市北区飛田３丁目８－３５

荒尾本村 熊本県荒尾市荒尾２０３６－１

荒尾庄山 熊本県荒尾市上平山１００７

荒尾市役所通り 熊本県荒尾市大島２ー２

荒尾緑ケ丘 熊本県荒尾市平山２２７０ー１５

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

鹿本御宇田 熊本県山鹿市鹿本町御宇田６１８－１

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３５９番

甲佐岩下 熊本県上益城郡甲佐町岩下５６－６

甲佐糸田 熊本県上益城郡甲佐町大字糸田５５７

天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号

氷川栫 熊本県八代郡氷川町栫１４－１

八代永碇 熊本県八代市永碇町１００８番

八代旭中央通り 熊本県八代市黄金町８－１

八代北新地 熊本県八代市鏡町塩浜１８４－１３

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

八代田中西町 熊本県八代市田中西町１－１

八代本野町 熊本県八代市本野町字道善寺２５５６－１

店名 住所
宇佐橋津 大分県宇佐市大字橋津７－２

宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田字広田３１－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

杵築塩田 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５番５３１

大分道玖珠ＳＡ下り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑七ツ江４９６

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

武蔵古市 大分県国東市武蔵町古市１６６－１

佐伯蟹田 大分県佐伯市蟹田１０２０１－１

佐伯海崎 大分県佐伯市大字海崎字浜１８５－１

佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１

大分奥田 大分県大分市田中町３丁目１番６号



大分下郡中央 大分県大分市下郡中央２丁目９－１１

大分山津町１丁目 大分県大分市山津町１丁目８－１０

大分政所２丁目 大分県大分市政所２丁目１１８番

大分荏隈 大分県大分市荏隈町２丁目１２番１号

大分松岡 大分県大分市大字松岡字上堺前３６０２番１

大分上宗方 大分県大分市大字上宗方３９０番１

大分中春日町 大分県大分市中春日町１５－１２

大分猪野 大分県大分市猪野１３５０－１

大分岩田町 大分県大分市津留１９９６－１

大分日岡３丁目 大分県大分市日岡３丁目４番７

大分萩原２丁目 大分県大分市萩原２丁目１４６

大分弁天 大分県大分市弁天２－２－３

大分駅前 大分県大分市末広町１－１－２０

大分明野南３丁目 大分県大分市明野南３丁目２４０５番２

大分木上 大分県大分市木上３９６－１

中津沖代町２丁目 大分県中津市沖代町２丁目２－１１

中津下池永 大分県中津市下池永８６４－２

中津牛神町１丁目 大分県中津市牛神町１丁目１６番１８号

中津犬丸 大分県中津市犬丸７２５－１

中津是則 大分県中津市大字是則字湯屋１７６－１

中津大貞 大分県中津市大字大貞字枇杷迫２９８－１

中津万田 大分県中津市万田２６５－１

日田三本松２丁目 大分県日田市三本松２丁目２１２－２

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

別府流川通 大分県別府市光町２１番１８号

別府石垣東７丁目 大分県別府市石垣東７丁目２０５５

別府荘園 大分県別府市荘園８－３

別府鉄輪 大分県別府市大字鉄輪６９３番４

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

別府立田町 大分県別府市立田町２３３３番

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

湯布院湯の坪 大分県由布市湯布院町川上３０１１番地４

湯布院川上 大分県由布市湯布院町川上３７３６－１

店名 住所
えびのインター 宮崎県えびの市永山字中棚１０３０ー１

延岡伊形町 宮崎県延岡市伊形町５１７７－１６

延岡幸町２丁目 宮崎県延岡市幸町２丁目１００番

延岡浜砂 宮崎県延岡市浜砂２丁目１１０－３

延岡別府町 宮崎県延岡市別府町４３０９－１

延岡北小路 宮崎県延岡市北小路４番地

延岡緑ヶ丘１丁目 宮崎県延岡市緑ケ丘１丁目１－１

宮崎一の宮町 宮崎県宮崎市一の宮町５６番地５号

宮崎総合体育館前 宮崎県宮崎市宮脇町８７－１



宮崎薫る坂 宮崎県宮崎市薫る坂１丁目１９番５号

宮崎恒久南３丁目 宮崎県宮崎市恒久南３丁目３－９

宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目１番

宮崎松橋２丁目 宮崎県宮崎市松橋２丁目８－３

宮崎恵比寿通り 宮崎県宮崎市上野町１１番２３号

清武加納 宮崎県宮崎市清武町あさひ２ー１

清武町役場前 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１

宮崎青島 宮崎県宮崎市青島３丁目１６０

宮崎新名爪 宮崎県宮崎市大字新名爪字宮田１４０番１

宮崎飛江田 宮崎県宮崎市大字赤江１５０７－１

宮崎西インター 宮崎県宮崎市大字富吉８０８番１

宮崎月見ヶ丘入口 宮崎県宮崎市大字本郷北方字高山２４８６番地９

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

宮崎大坪町 宮崎県宮崎市大坪町寺山大迫３２１０－２

宮崎池内町 宮崎県宮崎市池内町１１０２－１

宮崎南花ヶ島町 宮崎県宮崎市南花ヶ島町２５５－１

宮崎柳丸町 宮崎県宮崎市柳丸町３９０ー１１

宮崎淀川３丁目 宮崎県宮崎市淀川３丁目１番１０号

高鍋舞鶴 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１１０５－２

高鍋北高鍋 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２８－３

川南トロントロン 宮崎県児湯郡川南町川南１３８７８－１

都農三日月原 宮崎県児湯郡都農町川北５４９１－２

小林真方 宮崎県小林市大字真方５４４－２

小林上堤 宮崎県小林市大字堤字金鳥居３０２５番１

小林下堤 宮崎県小林市堤２１０４－１

小林並松添 宮崎県小林市堤字並松添２９９３－２

野尻紙屋 宮崎県小林市野尻町紙屋８２８番地８

西都右松 宮崎県西都市右松１９３７番地１

西都岡富 宮崎県西都市大字岡富８４５

西都妻 宮崎県西都市大字妻１６８７番地１

西都調殿 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

都城一万城町 宮崎県都城市一万城町３１号７番１

都城下長飯 宮崎県都城市下長飯町６７４－６

都城高木町 宮崎県都城市高木町４１５６番地

都城都北町 宮崎県都城市高木町６１７８－１

山田前坂 宮崎県都城市山田町中霧島３３２０－１５

都城志比田町 宮崎県都城市志比田町１１０９２－１

都城南横市 宮崎県都城市南横市町８３４４－１

綾入野 宮崎県東諸県郡綾町大字入野１１７１番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２番１９号

日南吾田東 宮崎県日南市吾田東８丁目１－８

日南上平野町 宮崎県日南市上平野町１ー３ー１３

日南飫肥 宮崎県日南市星倉１丁目１０番地４



日南星倉６丁目 宮崎県日南市星倉６丁目２番４８号

日南戸高 宮崎県日南市大字戸高５５４－１

日南松原団地入口 宮崎県日南市大字平野字河原２７５３－１

北郷郷之原 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２０５４－１

三股樺山 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山２０２９－１

店名 住所
串木野インター 鹿児島県いちき串木野市上名１７４－１

串木野浜ケ城 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１６７番３号

いちき庁舎前 鹿児島県いちき串木野市湊町１丁目８７－１

蒲生高校前 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳７７５－１

姶良西餅田 鹿児島県姶良市西餅田１８９－１

伊佐大口鳥巣 鹿児島県伊佐市大口鳥巣字中水流１１２６番

肝付町高山 鹿児島県肝属郡肝付町前田８５８－１

薩摩川内宮内町 鹿児島県薩摩川内市宮内町２０３１－１

薩摩川内高江インター 鹿児島県薩摩川内市高江町２０００番１

薩摩川内勝目 鹿児島県薩摩川内市勝目町５１９３－１

薩摩川内小倉町 鹿児島県薩摩川内市小倉町岩本５９５３－１

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

薩摩川内中郷４丁目 鹿児島県薩摩川内市中郷４丁目３番

薩摩川内都インター 鹿児島県薩摩川内市尾白江町７５１０－２

志布志町安楽 鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１

有明町野神 鹿児島県志布志市有明町野神２６７５番６

鹿屋吾平町 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１３－１３

鹿屋今坂町 鹿児島県鹿屋市今坂町１０１１８番３

鹿屋医療センター前 鹿児島県鹿屋市札元１－１４－１

鹿屋寿５丁目 鹿児島県鹿屋市寿５丁目４８２－１

鹿屋寿８丁目 鹿児島県鹿屋市寿８丁目２０番１号

鹿児島伊敷１丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷１丁目２０－１

鹿児島宇宿１丁目 鹿児島県鹿児島市宇宿１丁目３３番８号

鹿児島木材港入口 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２８－２７

鹿児島吉野帯迫中央 鹿児島県鹿児島市吉野１丁目１０－２０

鹿児島原良 鹿児島県鹿児島市原良４丁目２７番２２号

鹿児島荒田１丁目 鹿児島県鹿児島市荒田１丁目５２－１７

鹿児島騎射場 鹿児島県鹿児島市荒田２丁目７１－１４

鹿児島桜ヶ丘南 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘６丁目１５－６

鹿児島紫原３丁目 鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１１番４号

鹿児島紫原南 鹿児島県鹿児島市紫原３丁目３１－５

鹿児島紫原７丁目 鹿児島県鹿児島市紫原７丁目２６－１

鹿児島上塩屋 鹿児島県鹿児島市小松原１丁目５１－２０

鹿児島上荒田町 鹿児島県鹿児島市上荒田町４１番４

鹿児島上福元町 鹿児島県鹿児島市上福元町３７５１－１

鹿児島城西３丁目 鹿児島県鹿児島市城西３丁目６－１

鹿児島新屋敷町 鹿児島県鹿児島市新屋敷町１番８号

鹿児島真砂町 鹿児島県鹿児島市真砂町５７－１３



鹿児島下福元町 鹿児島県鹿児島市西谷山２丁目１８番１号

鹿児島川上町 鹿児島県鹿児島市川上町２７２１－３

鹿児島いづろ 鹿児島県鹿児島市大黒町１－１１

鹿児島東開町北 鹿児島県鹿児島市東開町４－１０１

鹿児島東開大橋 鹿児島県鹿児島市東開町字東開１３－４７

鹿児島二官橋通り 鹿児島県鹿児島市東千石１番地１

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

鹿児島東俣 鹿児島県鹿児島市東俣町１６８－１

鹿児島谷山港入口 鹿児島県鹿児島市南栄６丁目２－２９

鹿児島和田１丁目 鹿児島県鹿児島市和田１丁目３１－２７

出水インター 鹿児島県出水市下知識町４６５番２

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

末吉深川 鹿児島県曽於市末吉町深川８８７１番地２

末吉諏訪方 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８００９－１

霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

霧島溝辺有川 鹿児島県霧島市溝辺有川字池畑８４７

国分重久 鹿児島県霧島市国分新町１１０３番４

国分新町 鹿児島県霧島市国分新町２丁目１５番２号

国分清水１丁目 鹿児島県霧島市国分清水１丁目５８７－１０

国分中央１丁目 鹿児島県霧島市国分中央１丁目８－３５

国分中央４丁目 鹿児島県霧島市国分中央４丁目２８－１８

国分福島 鹿児島県霧島市国分福島２丁目１９番２０号

隼人しらさぎ橋西 鹿児島県霧島市隼人町真孝１０

南隼人 鹿児島県霧島市隼人町真孝１２８４－１

隼人姫城 鹿児島県霧島市隼人町姫城３ー２１３

霧島牧園 鹿児島県霧島市牧園町高千穂３６１７

店名 住所
うるま喜屋武 沖縄県うるま市字喜屋武４９４－１

うるま前原 沖縄県うるま市字前原８６番１

うるま赤道 沖縄県うるま市赤道３４６

浦添宮城２丁目 沖縄県浦添市宮城２丁目１７－３

沖縄美里 沖縄県沖縄市美原１丁目２１番４

琉球大学北口 沖縄県宜野湾市我如古２丁目１１－１

宜野湾我如古４丁目 沖縄県宜野湾市我如古４丁目５８１番

沖縄宮里４丁目 沖縄県沖縄市宮里４丁目３番１０号

糸満兼城サンプラザ糸満 沖縄県糸満市兼城４００

読谷波平 沖縄県中頭郡読谷村字波平８４５－２

北谷上勢頭 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１４－５

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

東風平ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平３８８

与那原町与那原 沖縄県島尻郡与那原町字与那原９７７

中城村南上原 沖縄県那覇広域都市計画事業南上原区画整理事業１３３街区０

那覇新都心公園前 沖縄県那覇市おもろまち４丁目１７－１



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

那覇真嘉比２丁目 沖縄県那覇市真嘉比２丁目５－１６

那覇西２丁目 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

那覇上間 沖縄県那覇市長田２丁目２６番５号

那覇楚辺 沖縄県那覇市樋川１丁目３６－１

壺川駅前 沖縄県那覇市壺川３丁目２－６

豊見城高嶺 沖縄県豊見城市高嶺３９５－９９

豊見城伊良波 沖縄県豊見城市字伊良波６８１－１

豊見城名嘉地北 沖縄県豊見城市字名嘉地３８７－１

名護宇茂佐の森２丁目 沖縄県名護市宇茂佐の森２丁目１４－２

名護屋部 沖縄県名護市屋部５００

名護宮里５丁目 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

名護真喜屋 沖縄県名護市真喜屋７９９番１

名護大北４丁目 沖縄県名護市大北４丁目２１番１６号


