
店名 住所
旭川東警察署前 北海道旭川市１条通２５丁目４８９番３７

旭川３条９丁目 北海道旭川市３条通９丁目１７０４番地４４

旭川５条１９丁目 北海道旭川市５条通１９丁目１７１７番１４０

旭川９条通 北海道旭川市９条通１２丁目２１９１－６２

北海道ＳＴ旭川 北海道旭川市宮下通８丁目ＪＲ旭川駅構内

旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９

旭川新富２条 北海道旭川市新富２条１丁目１１番１７号

旭川神楽岡５条 北海道旭川市神楽岡５条５丁目１－３０

旭川神居４条 北海道旭川市神居４条１１丁目５番１４号

旭川神居７条 北海道旭川市神居７条１

旭川忠和４条 北海道旭川市忠和４条４丁目３－７

旭川動物園通り 北海道旭川市東旭川町日ノ出５１番３

旭川東光８丁目 北海道旭川市東光３条８丁目１－１

旭川豊岡１条 北海道旭川市豊岡１条２丁目４番１９号

旭川豊岡３丁目 北海道旭川市豊岡４条３丁目３番の１

旭川豊岡１３条 北海道旭川市豊岡１３条４丁目１－１

旭川末広３条 北海道旭川市末広三条１２ー７ー１４

旭川末広東１条 北海道旭川市末広東１条５丁目２７３－５

旭川医大前 北海道旭川市緑が丘東３条１丁目２番１７号

旭川近文 北海道旭川市緑町１５丁目２８８８－２

旭川緑町 北海道旭川市緑町２５丁目２１７４番地９６

上芦別 北海道芦別市上芦別町７９番１

芦別中央 北海道芦別市南１条東１丁目１１－１１

ニセコ 北海道虻田郡ニセコ町字曽我４４－６

倶知安南４条 北海道虻田郡倶知安町南４条東１丁目１番

倶知安基町 北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地

洞爺湖温泉 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１３－６

伊達舟岡 北海道伊達市舟岡町３０５－１３

伊達インター 北海道伊達市松ヶ枝町６１－１４

伊達黄金 北海道伊達市南黄金町７４－１

伊達末永町 北海道伊達市末永町１２－５８

浦河堺町 北海道浦河郡浦河町堺町東３丁目１０番４号

浦河東町 北海道浦河郡浦河町東町うしお１丁目５番２２号

芽室南町 北海道河西郡芽室町西１条南６丁目１－１

音更ひびき野 北海道河東郡音更町ひびき野西町１丁目１－１９

音更木野大通西 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１番地１０

音更木野 北海道河東郡音更町木野大通東６丁目１番地

音更木野大通東 北海道河東郡音更町木野大通東１７丁目２番８９

岩見沢１条 北海道岩見沢市１条西３丁目３－２

岩見沢４条通 北海道岩見沢市４条西１８丁目１０

岩見沢中央通り 北海道岩見沢市７条西１丁目６番地１

岩見沢大和２条 北海道岩見沢市大和２条８丁目８番１
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北海道ＳＴ岩見沢 北海道岩見沢市有明町南１－１

岩内壁坂 北海道岩内郡岩内町字東山２５－１

七飯本町 北海道亀田郡七飯町本町１丁目１６番５０号

渡島七飯 北海道亀田郡七飯町本町３－４－１

上富良野栄町 北海道空知郡上富良野町栄町３ー２ー４

中富良野町 北海道空知郡中富良野町本町６－１

南富良野 北海道空知郡南富良野町字幾寅７８９－２２

釧路町新開 北海道釧路郡釧路町新開３丁目１番

阿寒町 北海道釧路市阿寒町中央４丁目１番

釧路鶴見橋 北海道釧路市愛国西４丁目１番１号

釧路興津２丁目 北海道釧路市興津２丁目２番４号

釧路昭和中央 北海道釧路市昭和中央６丁目１－１７

釧路昭和南 北海道釧路市昭和南４丁目１－１１

釧路昭和４丁目 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２

釧路昭和南４丁目 北海道釧路市昭和南４丁目３９－１

釧路星が浦大通１丁目 北海道釧路市星が浦大通１丁目９－１

釧路鳥取大通８丁目 北海道釧路市鳥取大通８丁目６－６

釧路武佐１丁目 北海道釧路市武佐１丁目９番１７号

釧路公立大学前 北海道釧路市文苑４丁目６６番２

北海道四季彩館釧路 北海道釧路市北大通１４丁目１番地ＪＲ釧路駅構内

釧路北大通 北海道釧路市北大通６丁目１－６

釧路緑ケ岡 北海道釧路市緑ケ岡２丁目３６－８

恵庭黄金北 北海道恵庭市黄金北１丁目１２番６

恵庭インター 北海道恵庭市美咲野４丁目１－１

厚岸港町 北海道厚岸郡厚岸町港町４丁目１７７

厚岸白浜 北海道厚岸郡厚岸町白浜３丁目７番地

江別大麻 北海道江別市文京台東町２８番１６

日高門別インター 北海道沙流郡日高町緑町１１－１２

砂川西１条 北海道砂川市西１条南５丁目１番２号

札幌ひばりが丘 北海道札幌市厚別区厚別南１丁目２－２

札幌前田２条１０丁目 北海道札幌市手稲区前田２条１０丁目１－２２

札幌前田８条 北海道札幌市手稲区前田８条１２丁目５－１２

札幌富丘１条 北海道札幌市手稲区富丘１条５丁目１－２２

札幌真栄４条 北海道札幌市清田区真栄４条２丁目１８－２２

札幌清田２条 北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１

札幌清田６条 北海道札幌市清田区清田６条２丁目１０－８

札幌平岡１条５丁目 北海道札幌市清田区平岡１条５丁目２－１８

札幌平岡８条 北海道札幌市清田区平岡８条１丁目１番１号

札幌北野３条 北海道札幌市清田区北野３条５丁目１７番１２号

札幌北野６条 北海道札幌市清田区北野６条２丁目１１番１号

札幌里塚１条 北海道札幌市清田区里塚１条４丁目１４番１号

札幌琴似１条７丁目 北海道札幌市西区琴似１条７丁目２番８号

北海道ＳＴＪＲ琴似 北海道札幌市西区琴似２条１丁目１－１０

札幌山の手１条 北海道札幌市西区山の手１条１１丁目５－１７

札幌山の手３条 北海道札幌市西区山の手３条５丁目１－１６



札幌八軒５条西９丁目 北海道札幌市西区八軒５条西９丁目５番１号

札幌宮の沢駅前 北海道札幌市西区発寒６条９丁目２番１５号

札幌発寒８条 北海道札幌市西区発寒８条９丁目４－４３

札幌発寒１５条 北海道札幌市西区発寒１５条３丁目３番６７号

北海道ＳＴ大通 北海道札幌市中央区大通西３丁目地下鉄大通駅構内

札幌大通西７丁目 北海道札幌市中央区大通西７丁目１番地１

札幌南１条西６丁目 北海道札幌市中央区南１条西６丁目９番

札幌南１条西１４丁目 北海道札幌市中央区南１条西１４丁目２９１－８１

札幌南４条西７丁目 北海道札幌市中央区南４条西７丁目１番地

札幌南４条 北海道札幌市中央区南４条西１４丁目１－３７

札幌南４条東 北海道札幌市中央区南４条東４－１

札幌南６条 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７

南７条 北海道札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号

札幌南９条西３丁目 北海道札幌市中央区南９条西３丁目１番１号

札幌山鼻 北海道札幌市中央区南１３条西６ー４ー１６

札幌啓明 北海道札幌市中央区南１４条西１９丁目２－１

札幌伏見 北海道札幌市中央区南１６条西１８丁目３番２２号

札幌南１９条西１２丁目 北海道札幌市中央区南１９条西１２丁目１－８

北海道庁別館 北海道札幌市中央区北３条西７丁目５－１

札幌北６条 北海道札幌市中央区北６条西２２丁目２５０ー１

札幌北７条西１２丁目 北海道札幌市中央区北７条西１２丁目３－３

札幌北９条二十四軒通 北海道札幌市中央区北９条西２４丁目４－１

北海道ＳＴ桑園 北海道札幌市中央区北１０条西１５丁目１－１

札幌東雁来 北海道札幌市東区東雁来８条１ー１５ー４５

札幌東苗穂１条 北海道札幌市東区東苗穂１条２丁目３－２７

札幌東苗穂４条 北海道札幌市東区東苗穂４条２丁目３－３１

札幌伏古４条 北海道札幌市東区伏古４条３丁目４－１

札幌伏古１４条 北海道札幌市東区伏古１４条３丁目１１－１

札幌北１８条東 北海道札幌市東区北１８条東７丁目１－２６

札幌北１８条東１５丁目 北海道札幌市東区北十八条東１５丁目１番２号

札幌北２４条東 北海道札幌市東区北２４条東６丁目１－２５

札幌北２６条 北海道札幌市東区北２６条東１２丁目３－１

札幌北３２条東８丁目 北海道札幌市東区北３２条東８丁目１番２９号

札幌北３９条東１６丁目 北海道札幌市東区北３９条東１６丁目２－１

札幌北４４条東 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

札幌北丘珠 北海道札幌市東区北丘珠１条３丁目６５４－３４

札幌本町１条 北海道札幌市東区本町１条２丁目４－３６

札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌澄川中央 北海道札幌市南区澄川３条４丁目３番１０号

札幌自衛隊駅前 北海道札幌市南区澄川４条７丁目３番２５号

札幌石山２条 北海道札幌市南区石山２条４丁目２番１号

札幌栄通７丁目 北海道札幌市白石区栄通７丁目３－１０

札幌栄通１６丁目 北海道札幌市白石区栄通１６丁目１－２５

札幌菊水５条 北海道札幌市白石区菊水５条２丁目３－２２

札幌菊水９条 北海道札幌市白石区菊水９条１丁目５－１０



札幌米里中央通 北海道札幌市白石区菊水元町７条３丁目１－８

札幌川下４条 北海道札幌市白石区川下４条５丁目４番１号

札幌白石中央１条 北海道札幌市白石区中央１条４丁目３－３７

地下鉄白石駅前 北海道札幌市白石区東札幌２条６丁目７番１４号

白石バスターミナル前 北海道札幌市白石区東札幌３条６丁目１番２号

北海道ＳＴＪＲ白石 北海道札幌市白石区平和通３丁目北６－１

札幌北郷３条 北海道札幌市白石区北郷三条１１丁目８番２７号

札幌北郷５条 北海道札幌市白石区北郷５条３丁目１２－１

札幌北郷６条 北海道札幌市白石区北郷６条４丁目１番１７号

札幌月寒中央通 北海道札幌市豊平区月寒中央通９丁目３番３２号

札幌月寒東３条 北海道札幌市豊平区月寒東３条４丁目１番１号

札幌月寒東水源池通 北海道札幌市豊平区月寒東３条８丁目２番５号

札幌西岡２条 北海道札幌市豊平区西岡２条１丁目４－１１

ＫＫＲ札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸１条６丁目３番４０号

札幌平岸２条７丁目 北海道札幌市豊平区平岸２条７丁目２５

札幌平岸３条 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目３番８号

札幌平岸４条 北海道札幌市豊平区平岸４条９丁目１５－５

札幌南平岸 北海道札幌市豊平区平岸３条１４丁目２－５

豊平７丁目 北海道札幌市豊平区豊平４条７丁目１－１

札幌新琴似８条１３丁目 北海道札幌市北区新琴似８条１３丁目２番２２号

札幌新琴似９条 北海道札幌市北区新琴似９条１丁目１番３０号

札幌新川４条 北海道札幌市北区新川４条１６丁目２ー２２

札幌新川西３条 北海道札幌市北区新川西三条４丁目７－２０

札幌太平９条 北海道札幌市北区太平９条４丁目１０－１０

札幌季実の里 北海道札幌市北区屯田８条７丁目１０番２０号

札幌北１７条 北海道札幌市北区北１７条西３丁目１番１２号

札幌北２８条 北海道札幌市北区北２８条西５丁目２－３０

札幌北３１条 北海道札幌市北区北３１条西６丁目３－２５

札幌北インター 北海道札幌市北区北３３条西２丁目２－１７

札幌北３３条 北海道札幌市北区北３３条西１０丁目１－１

北海道ＳＴ麻生 北海道札幌市北区北４０条西４丁目地下鉄麻生駅構内

室蘭海岸町１丁目 北海道室蘭市海岸町１丁目２０－４

北海道四季彩館東室蘭 北海道室蘭市東町２丁目２９－４

室蘭東町５丁目 北海道室蘭市東町５－２－４

室蘭入江 北海道室蘭市入江町１番１８

室蘭白鳥台 北海道室蘭市白鳥台４丁目２０ー１

斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８

小清水町 北海道斜里郡小清水町南町１丁目２１番２３号

小樽稲穂５丁目 北海道小樽市稲穂５丁目４番１８号

小樽桂岡 北海道小樽市桂岡町３番１号

北海道ＳＴ南小樽 北海道小樽市住吉町１０　ＪＲ南小樽駅構内

小樽銭函 北海道小樽市銭函２丁目２番１５号

小樽築港 北海道小樽市築港９番９号

小樽朝里３丁目 北海道小樽市朝里３丁目１８番１２号

上川当麻 北海道上川郡当麻町４条東２丁目１番１号



上川美瑛 北海道上川郡美瑛町北町２丁目６－２０

当別太美 北海道石狩郡当別町太美町１４９３－８

石狩当別末広 北海道石狩郡当別町美里１６５４－１

石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４

石狩花川北３条 北海道石狩市花川北３条１丁目４－１

石狩花畔 北海道石狩市花畔３条１丁目２６３－２

千歳自由ケ丘 北海道千歳市自由ケ丘２丁目１８－４

千歳信濃２丁目 北海道千歳市信濃２ー１２ー１

千歳新富 北海道千歳市新富１丁目７－２２

千歳千代田 北海道千歳市千代田町４丁目１３番地

千歳大和 北海道千歳市大和４丁目１－１

千歳白樺 北海道千歳市白樺２丁目１－４

標茶駅前 北海道川上郡標茶町富士１丁目２番２７号

増毛町 北海道増毛郡増毛町暑寒町１丁目４番

帯広南５線 北海道帯広市西１７条南５丁目１１ー５１

帯広西１９南４丁目 北海道帯広市西１９条南４丁目１４－９

帯広明和 北海道帯広市西１９条南４丁目３４番４６

帯広自由が丘 北海道帯広市西１９条南５丁目１２－６

帯広西２１南５丁目 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号

帯広開西 北海道帯広市西２３条南２丁目１６－２

帯広東４条南 北海道帯広市東４条南２０丁目１９

帯広東１０条南７丁目 北海道帯広市東１０条南７丁目１－１９

滝川朝日町西 北海道滝川市朝日町西１丁目８番３号

滝川本町 北海道滝川市本町３丁目４番１９号

滝川緑町 北海道滝川市緑町１丁目３－３５

十勝池田利別 北海道中川郡池田町利別西町５ー２

登別温泉 北海道登別市登別温泉町６７－３

登別鷲別町１丁目 北海道登別市鷲別町１丁目４番７

登別鷲別町５丁目 北海道登別市鷲別町５丁目７番地６

苫小牧宮前町 北海道苫小牧市宮前町４丁目２０番２９号

苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４

苫小牧新富町 北海道苫小牧市新富町１丁目１－７

苫小牧新明町１丁目 北海道苫小牧市新明町１丁目１－１

苫小牧青葉 北海道苫小牧市青葉町１－２－４

苫小牧大町１丁目 北海道苫小牧市大町１丁目２－５

苫小牧柏木４丁目 北海道苫小牧市柏木町４丁目１－１２

北海道ＳＴ苫小牧 北海道苫小牧市表町６丁目４番３号

苫小牧沼ノ端北 北海道苫小牧市北栄町３丁目８番地１

苫小牧ウトナイ 北海道苫小牧市北栄町３丁目１９番５５号

苫小牧末広 北海道苫小牧市末広町１丁目３－２

羽幌役場前 北海道苫前郡羽幌町南町１－３

八雲落部 北海道二海郡八雲町落部５４５－２

白老虎杖浜温泉 北海道白老郡白老町字虎杖浜７３番４８

白老本町 北海道白老郡白老町本町１－９－３１

函館花園町 北海道函館市花園町２６－３



函館海岸町 北海道函館市海岸町４番１１号

函館桔梗３丁目 北海道函館市桔梗３丁目２２－１１

函館港町１丁目 北海道函館市港町１丁目２３－７

函館時任町 北海道函館市時任町２３番４号

函館昭和２丁目 北海道函館市昭和２丁目２８－１

函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町８４９－１６

函館石川町 北海道函館市石川町４５０－１

函館中島高砂通 北海道函館市中島町３３－１２

函館赤川通り 北海道函館市美原４丁目３８－１４

函館松見通 北海道函館市本通１丁目２１－１

美唄大通北 北海道美唄市西１条北５丁目１－４５

美唄西３条 北海道美唄市西３条南３丁目５－１

美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

中標津バイパス 北海道標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目９番１

中標津東中 北海道標津郡中標津町東１１条北５丁目４－１

富良野協会病院前 北海道富良野市錦町７番１号

富良野若松 北海道富良野市若松町１２ー５

富良野北の峰町 北海道富良野市北の峰町４番６７号

富良野緑町 北海道富良野市緑町１２番１号

北見高栄西町 北海道北見市高栄西町３ー９ー３７

北見桜町 北海道北見市桜町５丁目６９番地

北見若葉 北海道北見市若葉３丁目２－５

端野町 北海道北見市端野町二区４４７－５２

北見南大通 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７

北見銀河橋 北海道北見市東相内町１７３番地１

北見無加川 北海道北見市無加川町４０８番地６４

北見緑ヶ丘 北海道北見市緑ヶ丘３丁目２６－３

北広島三井アウトレットパーク 北海道北広島市大曲幸町３丁目７－６

北広島大曲中央 北海道北広島市大曲中央２丁目１－６

北斗追分 北海道北斗市追分２丁目１５－４０

えりも本町 北海道幌泉郡えりも町字本町４８番２２

名寄西１条 北海道名寄市西１条南６丁目１番地

名寄西１０条 北海道名寄市西１０条南８丁目４８－４

名寄徳田 北海道名寄市徳田２４９－２

女満別 北海道網走郡大空町女満別本通５丁目２番３１号

網走駒場南 北海道網走市駒場南７丁目３－６

網走駒場北 北海道網走市駒場北１丁目３－１７

網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７番地９

網走南２条 北海道網走市南２条西３丁目７－３

遠軽豊里 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１

紋別花園 北海道紋別市花園町２丁目３８

紋別落石 北海道紋別市落石町４丁目１６番３２号

別海緑町 北海道野付郡別海町別海緑町９番地

鵡川宮戸 北海道勇払郡むかわ町宮戸７３

安平早来 北海道勇払郡安平町早来大町１２７－４



栗山松風 北海道夕張郡栗山町松風３ー３１１ー２

長沼町 北海道夕張郡長沼町旭町北１丁目７番４４号

余市黒川１５丁目 北海道余市郡余市町黒川町１５丁目２４番地５

余市大川８丁目 北海道余市郡余市町大川町８丁目４３－１

余市富沢 北海道余市郡余市町富沢町７丁目１９番地１

留萌小平 北海道留萌郡小平町字小平町３３０

留萌沖見町 北海道留萌市沖見町２ー３８

留萌合同庁舎前 北海道留萌市花園町４丁目１番５号

江差愛宕町 北海道檜山郡江差町字愛宕町７８番地１

江差茂尻町 北海道檜山郡江差町字茂尻町１７２－２

店名 住所
五所川原鎌谷町 青森県五所川原市鎌谷町５１７－３

弘前取上２丁目 青森県弘前市取上２丁目１－５

弘前小比内５丁目 青森県弘前市大字小比内５丁目１８－９

弘前松原 青森県弘前市大字松原東１丁目４番４２

弘前新町 青森県弘前市大字新町１６５－２

弘前西弘前 青森県弘前市中野１－１１－３

黒石市ノ町 青森県黒石市大字市ノ町１８番地６号

黒石野際 青森県黒石市野際３丁目１８－１

階上蒼前西７丁目 青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８

三沢大町 青森県三沢市大町２丁目３番３号

三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３

三沢南山 青森県三沢市南山７２－１

三沢日の出４丁目 青森県三沢市日の出４丁目９４－３１８

十和田三小通り 青森県十和田市東三番町３９番４号

十和田東十四番町 青森県十和田市東十四番町４１番５号

青森沖館１丁目 青森県青森市沖館１丁目１番１

青森古川１丁目 青森県青森市古川１丁目１５番１０号

青森西大野３丁目 青森県青森市西大野３丁目１３－２

青森造道３丁目 青森県青森市造道３丁目２－２

青森石江三好 青森県青森市大字石江字三好１３６－３

青森長島４丁目 青森県青森市長島４丁目２３－２７

青森筒井３丁目 青森県青森市筒井３丁目１３番２２号

青森浜館１丁目 青森県青森市浜館１丁目５番２９

青森浜田２丁目 青森県青森市浜田２丁目１６－４

青森浪岡中央 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１３５－６

青森浪岡福田２丁目 青森県青森市浪岡福田２丁目１３番１２

藤崎町村井 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井２２番４

八戸一番町 青森県八戸市一番町２丁目５－１０

八戸下長３丁目 青森県八戸市下長３丁目１３－２２

八戸江陽１丁目 青森県八戸市江陽１－１３－１

八戸市川桔梗野 青森県八戸市市川町字尻引前山３１－４５９

八戸小田 青森県八戸市小田１丁目３番２２号

八戸旭ヶ丘 青森県八戸市新井田字小久保尻２２

八戸吹上５丁目 青森県八戸市吹上５丁目３－１６



八戸新井田重地 青森県八戸市大字新井田字重地１８番地６

八戸第３魚市場前 青森県八戸市築港街１丁目３－４

八戸南類家４丁目 青森県八戸市南類家４丁目１－９

八戸柏崎１丁目 青森県八戸市柏崎１丁目１０番５号

八戸八太郎２丁目 青森県八戸市八太郎２丁目１番７７号

鶴田バイパス 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉５０５－１

店名 住所
一関厳美渓 岩手県一関市厳美町字雨田７７－１

一関東口 岩手県一関市三関字神田１００番

一関バイパス 岩手県一関市山目字十二神４５

一関樋渡 岩手県一関市字樋渡２６－１

一関真柴 岩手県一関市真柴字中田７０－１

一関赤荻 岩手県一関市赤荻字亀田１１９－２

一関千厩構井田 岩手県一関市千厩町千厩字構井田６７－１

一関摺沢 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前２４番２

一関工業団地 岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５番地９０

一関中里 岩手県一関市中里字在家３９

遠野青笹町 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

奥州江刺愛宕 岩手県奥州市江刺愛宕字大畑１６３番９

奥州江刺桜木通り 岩手県奥州市江刺愛宕字谷地１８番１

奥州江刺南大通り 岩手県奥州市江刺南大通り１－４

水沢バイパス 岩手県奥州市水沢佐倉河字十文字４３－２

奥州水沢寺領 岩手県奥州市水沢字寺領１１７

奥州水沢大町 岩手県奥州市水沢大町５６

奥州水沢東中通り 岩手県奥州市水沢東中通り１丁目２－３９

前沢バイパス 岩手県奥州市前沢字株樹５３－２

奥州前沢 岩手県奥州市前沢南塔ヶ崎５－１

山田町大沢 岩手県下閉伊郡山田町大沢第１地割４３番５

花巻城内 岩手県花巻市城内１２番２３号

釜石甲子町 岩手県釜石市甲子町第９地割１４０－１

かまいし片岸 岩手県釜石市片岸町第９地割２２８番地

雫石バイパス 岩手県岩手郡雫石町長山赤坂１１０番２

住田世田米 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１２番１３

紫波栃内 岩手県紫波郡紫波町栃内字小畑８５

矢巾町南矢幅 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１５地割１０７

岩手医科大学西 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８地割１７０番

盛岡みたけ３丁目 岩手県盛岡市みたけ３丁目２２番２０号

盛岡向中野１丁目 岩手県盛岡市向中野１丁目１０ー１

盛岡南仙北１丁目 岩手県盛岡市南仙北１丁目１５－１３

盛岡南大通１丁目 岩手県盛岡市南大通１丁目１４－６

盛岡緑が丘３丁目 岩手県盛岡市緑が丘３丁目１－１

大船渡盛町 岩手県大船渡市盛町字下舘下３番１１

大船渡合同庁舎前 岩手県大船渡市猪川町字前田３番１

滝沢鵜飼 岩手県滝沢市鵜飼諸葛川２番１

滝沢せいほくタウン 岩手県滝沢市穴口１３５番２



滝沢巣子 岩手県滝沢市巣子１５６番１４

金ケ崎バイパス 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻長根前９６番地

二戸石切所 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

二戸福岡田町 岩手県二戸市福岡字下町２２番

八幡平バイパス 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

北上村崎野 岩手県北上市村崎野１７地割３２６－２

北上インター東 岩手県北上市北鬼柳１８地割１４６番３

陸前高田アップルロード 岩手県陸前高田市小友町字小崎下２９番１０

店名 住所
丸森平 宮城県伊具郡丸森町字平６１－２

小牛田青生 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３

涌谷バイパス 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏３３ー１

塩釜南錦町 宮城県塩釜市南錦町８番８号

本塩釜駅前 宮城県塩竈市海岸通り５－１

塩釜泉沢 宮城県塩竈市泉沢町２０番１５号

宮城女川 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿４４－１

女川バイパス 宮城県牡鹿郡女川町大道１－２

加美下野目 宮城県加美郡加美町字下野目雷北１０－１

加美町平柳 宮城県加美郡加美町平柳字鹿島４７－２

角田錦町 宮城県角田市角田字錦町３０－８

角田中島下 宮城県角田市角田字中島下４３１－１

岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９

岩沼梶橋 宮城県岩沼市梶橋１００８－１

岩沼二木２丁目 宮城県岩沼市二木２丁目１７－２

気仙沼バイパス 宮城県気仙沼市岩月千岩田８７－１

気仙沼三日町 宮城県気仙沼市三日町３丁目１－１

気仙沼松崎 宮城県気仙沼市松崎萱３３－１３

気仙沼神山 宮城県気仙沼市神山２ー１

気仙沼鹿折 宮城県気仙沼市中みなと町１番１号

気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１

気仙沼東新城３丁目 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４

本吉津谷バイパス 宮城県気仙沼市本吉町中島２５１－３

宮城七ヶ浜 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字小田１３－１

若柳新堤下 宮城県栗原市若柳川南堤通１５－１０

瀬峰藤沢下田 宮城県栗原市瀬峰下田１８５－６

宮城築館 宮城県栗原市築館伊豆１丁目９－３２

栗原築館下宮野 宮城県栗原市築館字下宮野大仏９８－３

大郷町 宮城県黒川郡大郷町中村字山中１－１

宮城大衡大童 宮城県黒川郡大衡村大衡字大童７－２

大和町相川 宮城県黒川郡大和町まいの４丁目６番地１０

大和吉岡南２丁目 宮城県黒川郡大和町吉岡南２丁目５－１１

大和町宮床 宮城県黒川郡大和町宮床字新中野３８－１

柴田槻木上町 宮城県柴田郡柴田町槻木上町３丁目１番２５号

村田中央 宮城県柴田郡村田町大字村田字反町５１

大河原幸町 宮城県柴田郡大河原町字幸町７番９



大河原西桜町 宮城県柴田郡大河原町字西桜町１－２１

大河原東新町 宮城県柴田郡大河原町字東新町７番地１５

石巻元倉２丁目 宮城県石巻市元倉２丁目４番１５号

石巻鹿妻 宮城県石巻市鹿妻北１丁目２－３０

河南伊勢前 宮城県石巻市鹿又字伊勢前５７－３

石巻しらさぎ台 宮城県石巻市須江字しらさぎ台３丁目２１－１

石巻大街道南 宮城県石巻市大街道南５丁目４－５７

石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６番１号

石巻門脇二番谷地 宮城県石巻市門脇二番谷地１３－７３

仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９

仙台岩切洞ノ口 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口８２－２５

仙台岩切 宮城県仙台市宮城野区岩切分台３丁目１３－１０

仙台宮千代１丁目 宮城県仙台市宮城野区宮千代１－１６－１３

仙台原町 宮城県仙台市宮城野区原町２丁目３番５９号

仙台小鶴新田駅前 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１４－１

仙台扇町１丁目 宮城県仙台市宮城野区扇町１－６－６

仙台高砂市民センター前 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目５番地１

仙台新港 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目４番地１

仙台鉄砲町 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西１番地１０

東仙台１丁目 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１－２７

仙台若林郵便局前 宮城県仙台市若林区なないろの里１丁目１６番地６

仙台荒井梅ノ木 宮城県仙台市若林区なないろの里２丁目２７番地の１

仙台卸町１丁目 宮城県仙台市若林区卸町１－１－５

仙台蒲町 宮城県仙台市若林区蒲町２５－４３

仙台荒井４丁目 宮城県仙台市若林区荒井４丁目４－９

仙台若林３丁目 宮城県仙台市若林区若林３丁目５－５６

仙台上飯田 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目２５－３６

仙台大和町２丁目 宮城県仙台市若林区大和町２丁目６番１５号

仙台卸町駅前 宮城県仙台市若林区大和町５丁目９番１号

仙台白萩町 宮城県仙台市若林区白萩町３７－１８

仙台一高前 宮城県仙台市若林区連坊２丁目１１番１号

仙台六丁の目駅前 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１－３

仙台旭ケ丘２丁目 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘２丁目２５－１

仙台柳町通 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１４－３５

仙台マーブルロード 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５－２

仙台広瀬町 宮城県仙台市青葉区広瀬町４－８－１０８

仙台上愛子街道 宮城県仙台市青葉区上愛子字街道６２－１

仙台中央４丁目 宮城県仙台市青葉区中央４丁目８－１

仙台中山吉成 宮城県仙台市青葉区中山吉成１ー６ー１

仙台南吉成 宮城県仙台市青葉区南吉成２ー１７ー３

仙台北目町 宮城県仙台市青葉区北目町１－１

仙台落合６丁目 宮城県仙台市青葉区落合６丁目９－３

仙台泉東北高校前 宮城県仙台市泉区館７丁目１－３４

仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

仙台泉実沢 宮城県仙台市泉区実沢字中５４－３



仙台西田中松下 宮城県仙台市泉区西田中字松下９－１

仙台南光台７丁目 宮城県仙台市泉区南光台７－４０－２２

仙台虹の丘 宮城県仙台市泉区虹の丘２－３－９

仙台八乙女２丁目 宮城県仙台市泉区八乙女２－２－６

仙台明石南２丁目 宮城県仙台市泉区明石南２丁目４－１

仙台山田上ノ台町 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町１３－２８

仙台秋保 宮城県仙台市太白区秋保町湯向２４－７

南仙台駅前 宮城県仙台市太白区西中田４丁目２－２

仙台西多賀 宮城県仙台市太白区西多賀４ー５ー１７

仙台富沢駅東 宮城県仙台市太白区大野田５丁目２０－１

仙台袋原 宮城県仙台市太白区東中田四丁目７－６

仙台八木山南 宮城県仙台市太白区八木山南２ー１ー２

仙台柳生６丁目 宮城県仙台市太白区柳生６丁目１－８

多賀城下馬 宮城県多賀城市下馬５丁目７－５

多賀城大代５丁目 宮城県多賀城市大代５丁目５番２５号

多賀城中央２丁目 宮城県多賀城市中央２丁目３－１７

多賀城町前 宮城県多賀城市町前２丁目２番３号

多賀城八幡４丁目 宮城県多賀城市八幡４丁目７－７０

多賀城浮島 宮城県多賀城市浮島字宮前１２８－１

多賀城明月 宮城県多賀城市明月１－１－８６

大崎岩出山 宮城県大崎市岩出山下野目字新八幡田１２８

大崎岩出山バイパス 宮城県大崎市岩出山上野目字中田１１０－１

古川稲葉２丁目 宮城県大崎市古川稲葉２丁目６－２０

古川駅南３丁目 宮城県大崎市古川駅南３丁目８番

古川駅東３丁目 宮城県大崎市古川駅東３丁目８－４３

古川李埣 宮城県大崎市古川幸町２丁目１８０番地

古川荒谷 宮城県大崎市古川荒谷字新町東７３番地１

古川新鶴巻 宮城県大崎市古川小野字新鶴巻２９－１

大崎市役所前 宮城県大崎市古川千手寺町２丁目１２８－４

大崎古川南町２丁目 宮城県大崎市古川南町２丁目１番

大崎古川飯川 宮城県大崎市古川飯川字十文字２２番地

大崎古川福沼２丁目 宮城県大崎市古川福沼２丁目２８０番１

大崎鹿島台平渡 宮城県大崎市鹿島台平渡字佐野前１－２

鹿島台バイパス 宮城県大崎市鹿島台木間塚字西沢１５４－５

大崎松山 宮城県大崎市松山金谷字金ヶ崎６－１

石越駅前 宮城県登米市石越町南郷字小谷地前１２０－５

中田町加賀野 宮城県登米市中田町石森字加賀野２丁目１－２０

登米中田町宝江 宮城県登米市中田町宝江新井田字神畑２０７－１

宮城東和錦織 宮城県登米市東和町錦織字内ノ目３４－３５

南方瀬ノ渕 宮城県登米市南方町瀬ノ渕１１０

迫佐沼小金丁 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁５４

迫佐沼北方 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬１４４

佐沼梅ノ木 宮城県登米市迫町佐沼字梅ノ木五丁目９番１１

登米迫森 宮城県登米市迫町森字平柳２番１

矢本赤井川前 宮城県東松島市赤井字川前一２７番３



矢本インター 宮城県東松島市矢本字西新町１－９

白石馬場前 宮城県白石市越河五賀字馬場前２番１

白石大平 宮城県白石市上久保９－１

宮城富谷 宮城県富谷市ひより台１丁目４３－２３

富谷上桜木 宮城県富谷市上桜木１丁目３７－１

富谷太子堂 宮城県富谷市太子堂２丁目１－６

富谷清水仲 宮城県富谷市富谷清水仲１１５番９

名取みどり台 宮城県名取市みどり台２丁目４－１

名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

名取美田園 宮城県名取市美田園８丁目１番７

亘理神宮寺 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺但馬４５－２

亘理祝田 宮城県亘理郡亘理町字祝田５４－２５

亘理東郷 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０６－１

店名 住所
秋田にかほ象潟 秋田県にかほ市象潟町字才ノ神２０番地９

横手上真山 秋田県横手市横手町字上真山１６８

道の駅十文字 秋田県横手市十文字町字海道下２１番地４

横手大屋新町 秋田県横手市大屋新町字中野３２５－１

横手市役所前 秋田県横手市田中町９番２０号

横手婦気大堤 秋田県横手市婦気大堤字下久保１４４番１

横手浅舞 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田３１８番１

横手平和町 秋田県横手市平和町９番３号

横手雄物川 秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田１２６番１

潟上昭和大久保 秋田県潟上市昭和大久保字堤ノ上１１５番

鹿角花輪駅前 秋田県鹿角市花輪字堰向７０番

鹿角八幡平 秋田県鹿角市花輪字高井田４４番１５

鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１

秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

秋田広面 秋田県秋田市広面字谷地沖１７－２

秋田寺内堂ノ沢 秋田県秋田市寺内堂ノ沢１－９－１６

秋田将軍野南２丁目 秋田県秋田市将軍野南２丁目５－３７

秋田通町 秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

秋田仲小路 秋田県秋田市中通２丁目１－２３

秋田中通６丁目 秋田県秋田市中通６丁目８－１

ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通７丁目２－１

秋田土崎港北７丁目 秋田県秋田市土崎港北７丁目５－１６

美郷土崎 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１１１－１０

六郷バイパス 秋田県仙北郡美郷町六郷字白山１９－３

大館御成町 秋田県大館市御成町３丁目６番７７号

大館大田面 秋田県大館市字大田面３９７－３

大館池内 秋田県大館市池内字田中２７８番

大仙橋本 秋田県大仙市橋本字上橋本３８１番地１４

大仙若竹町 秋田県大仙市若竹町２３－５７

大仙上栄町 秋田県大仙市大曲上栄町６番１９号

大曲西根 秋田県大仙市大曲西根字杉矢崎２８３－２



大仙長野 秋田県大仙市長野字紫嶋５２－１

大仙飯田インター 秋田県大仙市飯田字家ノ前１２

大仙飯田 秋田県大仙市飯田字大道端１３

大仙福田町 秋田県大仙市福田町２１－２１－２

男鹿船越 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

男鹿船川港 秋田県男鹿市船川港金川字留山１４－６

湯沢山田 秋田県湯沢市字上荻生田１０３番１

雄勝こまちインター 秋田県湯沢市小野字新田８３番１

五城目大川 秋田県南秋田郡五城目町大川大川字下谷地３８

秋田大潟 秋田県南秋田郡大潟村字西５丁目１６番地３

八郎潟川崎 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝２２６番１

北秋田鷹巣 秋田県北秋田市栄字中綱１２３

由利本荘蓼沼 秋田県由利本荘市一番堰１７２－１

岩城インター 秋田県由利本荘市岩城内道川字観音下５１番地５

由利本荘大内三川 秋田県由利本荘市大内三川字三川３番３

由利本荘鶴沼 秋田県由利本荘市鶴沼３０番１

羽後西馬音内 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野３２－６

店名 住所
寒河江島 山形県寒河江市大字島字島東６６

寒河江仲谷地 山形県寒河江市仲谷地１丁目４－１

戸沢津谷 山形県最上郡戸沢村大字津谷１８３０－３１６

蔵王みはらしの丘 山形県山形市みはらしの丘１丁目４番地２

山形江南２丁目 山形県山形市江南２丁目５番５７号

山形高堂２丁目 山形県山形市高堂２丁目２番２９号

山形七日町２丁目 山形県山形市七日町２丁目７番４６

山形西田１丁目 山形県山形市西田１丁目１－１５

山形駅西口 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

山形中桜田３丁目 山形県山形市中桜田３丁目２－３

山形鳥居ケ丘 山形県山形市鳥居ケ丘２８－２２

山形東原町 山形県山形市東原町２丁目３番１５号

山形南栄町２丁目 山形県山形市南栄町２丁目１６番８号

山形南原町３丁目 山形県山形市南原町３丁目２１－１

山形鈴川３丁目 山形県山形市鈴川町３－１５－５８

酒田宮野浦 山形県酒田市高見台２丁目２１番地８

酒田日本海病院前 山形県酒田市大宮町２丁目８－９

酒田東両羽町 山形県酒田市東両羽町７番２１

上山蔵王の森 山形県上山市蔵王の森８番１号

上山矢来 山形県上山市矢来４丁目９番１号

新庄沼田町 山形県新庄市沼田町２５－１

新庄新町 山形県新庄市新町４番９号

新庄泉田 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４

新庄東山 山形県新庄市東谷地田町７－１

河北谷地月山堂 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂６５８－１

河北谷地ひな市３丁目 山形県西村山郡河北町谷地字東４９７－１

西川町間沢 山形県西村山郡西川町間沢２８２－９



西川町睦合 山形県西村山郡西川町大字睦合字扇田２９０－２

白鷹町荒砥 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙字熊野宮１０６９

飯豊萩生 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生字三本柳９５８－１

長井館町南 山形県長井市館町南１２－３４

羽黒押口 山形県鶴岡市羽黒町押口字川端１３－３６

鶴岡茅原 山形県鶴岡市茅原字西茅原４９番

鶴岡千石町 山形県鶴岡市千石町１０－４３

鶴岡南バイパス 山形県鶴岡市大字高坂字天王原２１５－５

鶴岡鳥居町 山形県鶴岡市鳥居町３２番７号

藤島バイパス 山形県鶴岡市藤島字鶴巻６２－１

鶴岡日出１丁目 山形県鶴岡市日出１丁目２７－１

鶴岡美原町 山形県鶴岡市美原町５－２０

鶴岡布目 山形県鶴岡市布目字宮田１６１－１

鶴岡宝田１丁目 山形県鶴岡市宝田１丁目８番５５

鶴岡淀川町 山形県鶴岡市淀川町２１－３１

天童駅西４丁目 山形県天童市駅西４丁目１－１

天童中里７丁目 山形県天童市中里７丁目３－３０

東根蟹沢南 山形県東根市大字蟹沢下縄目字１９２９－１

山辺町山辺 山形県東村山郡山辺町大字山辺字古屋敷２２４２－１

高畠糠野目 山形県東置賜郡高畠町糠野目４０８－１

高畠泉岡 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡１０３８

川西町上小松 山形県東置賜郡川西町大字上小松３３７２

余目バイパス 山形県東田川郡庄内町余目字滑石４５－１

南陽赤湯 山形県南陽市赤湯８５０番地

尾花沢若葉町２丁目 山形県尾花沢市若葉町２丁目１番１

米沢金池１丁目 山形県米沢市金池１－１－１６

米沢窪田 山形県米沢市窪田町窪田８９ー７

米沢城西３丁目 山形県米沢市城西３丁目６番１２号

米沢杉の目町 山形県米沢市杉の目町字反町１７２８ー４

米沢成島町１丁目 山形県米沢市成島町１丁目６－７０－１４

米沢通町４丁目 山形県米沢市通町４丁目９－１５

店名 住所
いわき江栗 福島県いわき市錦町江栗３丁目１３

いわき錦町 福島県いわき市錦町上中田２０９番地３

いわき下好間 福島県いわき市好間町下好間字一町坪４４

いわき中央インター 福島県いわき市好間町中好間字田中３９

いわき中好間 福島県いわき市好間町中好間字八反田１６番１

いわき四倉東１丁目 福島県いわき市四倉町字東１丁目４０－３

いわき四倉インター 福島県いわき市四倉町白岩上大作８－１

いわき鹿島御代 福島県いわき市鹿島町御代字堂ノ前４３－２

いわき鹿島走熊 福島県いわき市鹿島町走熊字四反田３１－１

いわき小川町 福島県いわき市小川町高萩字上代７３－２

いわき下神白 福島県いわき市小名浜下神白字林崎２０－１

小名浜花畑 福島県いわき市小名浜花畑４６－１０

いわき湯本山ノ神 福島県いわき市常磐湯本町山ノ神１５－１



いわき植田町中央１丁目 福島県いわき市植田町中央１丁目２－２

いわき泉もえぎ台 福島県いわき市泉もえぎ台２－１－１

いわき泉玉露４丁目 福島県いわき市泉玉露４丁目２－１

いわき泉薬師前 福島県いわき市泉町下川薬師前４１番９

いわき中央台高久 福島県いわき市中央台高久２丁目８－５

いわき中央台飯野 福島県いわき市中央台飯野４－１８－１

いわき中岡３丁目 福島県いわき市中岡町３ー１ー２

いわき内郷みまや 福島県いわき市内郷御厩町上宿７０

内郷駅前 福島県いわき市内郷綴町榎下６５－１１

いわき平塩 福島県いわき市平塩字古川３０

いわき平窪 福島県いわき市平下平窪字味噌農６－３

いわき平下の町 福島県いわき市平字下の町１－１

いわき平二町目 福島県いわき市平字二町目２６

いわき梅香町 福島県いわき市平字梅香町１１番地

いわき沼の内 福島県いわき市平沼ノ内字諏訪原２－１４－２

いわき谷川瀬 福島県いわき市平谷川瀬３丁目２４－１

いわき中山 福島県いわき市平中山字諏訪下７－２

いわき神谷 福島県いわき市平中神谷字南鳥沼４１－１

川俣八反田 福島県伊達郡川俣町飯坂字八反田４－１

福島伊達箱崎 福島県伊達市箱崎字中２－１

保原市役所南 福島県伊達市保原町字岡代８６－１

伊達上保原 福島県伊達市保原町上保原字馬橋２０

福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地

会津坂下松ノ目 福島県河沼郡会津坂下町字松ノ目１５７３－１

坂下インター 福島県河沼郡会津坂下町大字坂本字窪甲５７３

会津高野町中沼 福島県会津若松市高野町大字中沼字沼木２９１番地１

会津亀賀 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原１７６

会津広田 福島県会津若松市河東町郡山字金道２５

会津高塚団地前 福島県会津若松市河東町南高野字高塚２７５

会津千石 福島県会津若松市花畑東３－４１

会津山鹿町 福島県会津若松市山鹿町４６番

会津西七日町 福島県会津若松市西七日町８番３号

会津年貢町 福島県会津若松市西年貢２丁目２番７号

会津扇町 福島県会津若松市扇町８０－１

会津天神町 福島県会津若松市天神町３０－４３

会津飯盛山 福島県会津若松市飯盛１－２－１８

会津米代 福島県会津若松市米代２丁目７－６

会津西病院前 福島県会津若松市北会津町東小松２２４８－１

会津北滝沢２丁目 福島県会津若松市北滝沢２丁目１－２１

会津湊 福島県会津若松市湊町大字共和字宝名分１５－２

会津城南 福島県会津若松市門田町大字黒岩字大坪１７９

会津門田丑渕 福島県会津若松市門田町日吉丑渕１１ー４２

鏡石バイパス 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼５－１

天栄松本 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字要田５４

塩川御殿場 福島県喜多方市塩川町御殿場５丁目５９番



喜多方豊川 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田１１８０

郡山西原 福島県郡山市安積荒井２丁目３番地

郡山笹川 福島県郡山市安積町笹川字四角担３－１

郡山安積町長久保 福島県郡山市安積町長久保４－２－４

郡山名倉 福島県郡山市安積北井２丁目３７９

郡山駅前１丁目 福島県郡山市駅前１丁目６番１０号

郡山駅前アーケード 福島県郡山市駅前２丁目３番７号

郡山開成２丁目 福島県郡山市開成２丁目３６－２０

郡山横塚 福島県郡山市横塚２ー２３３ー１

郡山美術館東 福島県郡山市蒲倉町字広表１１８－７

郡山御前南１丁目 福島県郡山市御前南１丁目７３番地

郡山南インター 福島県郡山市三穂田町川田２丁目１９９ー４

郡山七ツ池 福島県郡山市七ツ池町１６－１０

郡山三中前 福島県郡山市深沢２－９－１３

郡山大町１丁目 福島県郡山市大町１ー３ー２

郡山針生 福島県郡山市大槻町字針生１７４－１

郡山西ノ宮西 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西１０３－２

郡山大槻太田 福島県郡山市大槻町字太田７４－１

郡山鶴見坦１丁目 福島県郡山市鶴見坦１丁目６－２３

郡山日大前 福島県郡山市田村町徳定字下河原３７

郡山八山田 福島県郡山市八山田５－１

郡山富久山上野 福島県郡山市富久山町久保田字上野５１－３

郡山富久山 福島県郡山市富久山町福原字猪田７

郡山富田 福島県郡山市富田町字下赤沼１０ー１

郡山諏訪前 福島県郡山市富田町字諏訪前２５－１

郡山富田東 福島県郡山市富田東１丁目３２２番地

須賀川芦田塚 福島県須賀川市芦田塚６２－３

須賀川稲荷町 福島県須賀川市稲荷町１１８－１

須賀川影沼町 福島県須賀川市影沼町１１５－３

須賀川小塩江 福島県須賀川市塩田字長坦５８番地

須賀川下宿 福島県須賀川市下宿町８番地

グリーンヒルズ季の郷 福島県須賀川市季の郷１７２

須賀川森宿辰根沢 福島県須賀川市森宿字辰根沢１４７－１５

須賀川池ノ上 福島県須賀川市西山寺町２０８

須賀川南上町 福島県須賀川市南上町２００－７

須賀川警察署前 福島県須賀川市八幡町１０６番

新白河駅西口 福島県西白河郡西郷村字豊作西４３番地

矢吹大畑 福島県西白河郡矢吹町大畑１１

福島矢吹北町 福島県西白河郡矢吹町北町１９０－２

福島玉川 福島県石川郡玉川村大字小高字稲荷畷２７ー１

石川長久保 福島県石川郡石川町字石田４５－２

浅川簑輪 福島県石川郡浅川町大字簑輪字坂ノ前１１１－１

相馬黒木 福島県相馬市黒木字勝善１００－１

相馬山上 福島県相馬市山上字南田１１０

相馬小泉 福島県相馬市小泉字根岸７６７－１



相馬大曲 福島県相馬市大曲字大毛内８１

相馬川沼 福島県相馬市中村字塚田４５

三春下舞木 福島県田村郡三春町下舞木石崎１３８

船引砂子田 福島県田村市船引町船引字砂子田１１２番２

船引 福島県田村市船引町船引字中ノ内前１４－１

船引門鹿 福島県田村市船引町門鹿字高屋敷１８４

滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地

棚倉逆川 福島県東白川郡棚倉町逆川字豊田１０－１

棚倉バイパス 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字宮前３－２

棚倉町八槻 福島県東白川郡棚倉町大字八槻字遠鳥居１５０－１

道の駅はなわ 福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町３８８－１

原ノ町駅前 福島県南相馬市原町区旭町２－１

原町三島町 福島県南相馬市原町区三島町３－８９－１

原町石神 福島県南相馬市原町区信田沢字下信田１０８

原町西町 福島県南相馬市原町区西町１－４３－１

原町青葉町 福島県南相馬市原町区青葉町３丁目３－２

二本松郭内 福島県二本松市郭内３丁目３８８－２

二本松竹根通り 福島県二本松市根崎１丁目７－１

二本松若宮 福島県二本松市若宮２－１６３－８

二本松藤太郎内 福島県二本松市藤太郎内１２２

二本松高田橋 福島県二本松市平石高田１－１３８－１

二本松駅前 福島県二本松市本町２丁目２３３－７

二本松油井中條 福島県二本松市油井字中條６９－１

福島安達 福島県二本松市油井字道田５９－１

白河関辺 福島県白河市関辺上ノ原１５－１

白河久田野 福島県白河市久田野城内１９番地

結城 福島県白河市字結城５５

白河借宿 福島県白河市借宿神田１６－１

白河バイパス 福島県白河市女石５番地１

新白河駅前 福島県白河市新白河２ー１５３

大信増見 福島県白河市大信増見字下ノ田５９－１

しらさかの森スポーツ公園 福島県白河市白坂牛清水８４番１

白河表郷金山 福島県白河市表郷金山前沢田５－５

福島吉倉 福島県福島市吉倉字谷地１１－１

福島五月町 福島県福島市五月町８番１４号

福島笹谷南 福島県福島市笹谷字稲場３４－８

福島桜水 福島県福島市笹谷字佐場野古屋２－１

福島笹木野立田 福島県福島市笹木野字立田１５－７

福島山口 福島県福島市山口字雷４ー１

福島松川八丁目 福島県福島市松川町字下中島４番８

松川駅前 福島県福島市松川町字中原１３番地

福島上名倉 福島県福島市上名倉字榎１９－１

福島森合上古屋 福島県福島市森合字南上古屋２－１２

福島仁井田 福島県福島市仁井田字古荒川３１－１

福島瀬上南 福島県福島市瀬上町字四斗蒔３１－１



福島泉 福島県福島市泉字道下１６

太平寺 福島県福島市太平寺町ノ内１

福島駅前吾妻通 福島県福島市置賜町１－２９

福島野田中央 福島県福島市東中央１丁目１０番１

福島八島町 福島県福島市八島町５－２３

福島飯坂中ノ内 福島県福島市飯坂町字中ノ内３－１

飯坂八景 福島県福島市飯坂町八景６－２

福島飯坂中ノ檀 福島県福島市飯坂町平野字中ノ檀１２－１９

飯野町志保井 福島県福島市飯野町字志保井４－１

福島北矢野目西田 福島県福島市北矢野目字西田２３－１

福島野田町５丁目 福島県福島市野田町５丁目１－２

本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１

本宮 福島県本宮市本宮字中条５２－１

本宮万世 福島県本宮市本宮字万世１６２－１

新本宮 福島県本宮市本宮字万世１８４－１

本宮名郷 福島県本宮市本宮字名郷６－２

猪苗代バイパス 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西６１－１

猪苗代駅通り 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐里字村東２ー１

店名 住所
みどり市笠懸横町 群馬県みどり市笠懸阿左美９１２－２

桐生バイパス 群馬県みどり市笠懸町阿左美１４７６－１

みどり笠懸吹上 群馬県みどり市笠懸町鹿２３６３－２

笠懸久宮 群馬県みどり市笠懸町鹿４８３４－６

みどり笠懸西鹿田 群馬県みどり市笠懸町西鹿田１０２０－１

みどり大間々諸町 群馬県みどり市大間々町大間々３８４－１

安中バイパス 群馬県安中市安中４－１２－５

安中原市 群馬県安中市原市１４０３－１

伊勢崎安堀町 群馬県伊勢崎市安堀町１９０３－３

伊勢崎下植木 群馬県伊勢崎市下植木町７

伊勢崎境女塚 群馬県伊勢崎市境女塚４４－１

赤堀香林 群馬県伊勢崎市香林町２丁目９６７－１

伊勢崎国定町２丁目 群馬県伊勢崎市国定町２丁目１９８９－１

群馬赤堀南 群馬県伊勢崎市市場町２丁目４７３－７

伊勢崎昭和町 群馬県伊勢崎市昭和町１８５８－２６

伊勢崎新栄町 群馬県伊勢崎市新栄町３８３５－２

赤堀今井 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１丁目５６２－１

赤堀間野谷 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町１６３０

伊勢崎長沼町 群馬県伊勢崎市長沼町６７５－６

伊勢崎田中町 群馬県伊勢崎市田中町４０８－１

伊勢崎田中島 群馬県伊勢崎市田中島町１４６５－１

佐波東運動公園前 群馬県伊勢崎市田部井町二丁目４４０－２

伊勢崎田部井町 群馬県伊勢崎市田部井町２－７３６－１

伊勢崎南千木町 群馬県伊勢崎市南千木町２３６８－１

伊勢崎日乃出町 群馬県伊勢崎市日乃出町８２０－２

伊勢崎韮塚町 群馬県伊勢崎市韮塚町１２１１－５



伊勢崎下触町南 群馬県伊勢崎市波志江町３１９０番１

伊勢崎馬見塚 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８０７－１

伊勢崎八斗島町 群馬県伊勢崎市八斗島町１５９９－１０

伊勢崎富塚町 群馬県伊勢崎市富塚町２８９－３

伊勢崎豊城町 群馬県伊勢崎市豊城町２８４２－１

伊勢崎堀口町 群馬県伊勢崎市堀口町字城西７３８番１

伊勢崎羽黒台 群馬県伊勢崎市茂呂町二丁目２７４１－１

伊勢崎連取町 群馬県伊勢崎市連取町１７８１

ＫＯＹＯ伊勢崎市民病院 群馬県伊勢崎市連取本町１２－１

下仁田町下仁田 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田４６６－１６

館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５

館林岡野町 群馬県館林市岡野町８１３－１

館林近藤町 群馬県館林市近藤町４０－６

館林三野谷 群馬県館林市上三林町１１７２－１

館林大街道１丁目 群馬県館林市大街道１－９－３

館林本町２丁目 群馬県館林市本町２丁目１１－９

西桐生駅前 群馬県桐生市宮前町２丁目７番３号

桐生広沢１丁目 群馬県桐生市広沢町１丁目２５３２－２

桐生間ノ島 群馬県桐生市広沢町４－１９７１－３２

桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３

桐生新里町小林 群馬県桐生市新里町小林６－１

新里新川 群馬県桐生市新里町新川６６９－９

桐生新里町元宿 群馬県桐生市新里町新川１９１９－１０

桐生川内 群馬県桐生市川内町１丁目２－１４

桐生天沼 群馬県桐生市相生町５丁目字郡境３１番８

桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４

桐生梅田１丁目 群馬県桐生市梅田町１－１９９－２

中之条バイパス 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町３１－６

長野原大津 群馬県吾妻郡長野原町大字大津字犬塚４００－４

嬬恋三原 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原７１０－２５

群馬吾妻原町 群馬県吾妻郡東吾妻町原町７０６－１

高崎井野けやき通り 群馬県高崎市井野町３６０－２

高崎井野町 群馬県高崎市井野町１００１－１

高崎下室田町 群馬県高崎市下室田町１５０７－８

高崎下中居町西 群馬県高崎市下中居町１９－１

高崎下中居町 群馬県高崎市下中居町２５７番１

高崎貝沢環状線 群馬県高崎市貝沢町３２２－１

高崎岩押町 群馬県高崎市岩押町２０－１０

群馬吉井長根 群馬県高崎市吉井町下長根３３９

群馬吉井町 群馬県高崎市吉井町池１８－５

高崎京目町 群馬県高崎市京目町１４２１－１

高崎元島名町 群馬県高崎市元島名町５０２－１

高崎江木東沖 群馬県高崎市江木町１６８１

高崎住吉町 群馬県高崎市住吉町１

高崎上小塙町 群馬県高崎市上小塙町９８０－１



高崎上滝町 群馬県高崎市上滝町５５７－１

高崎筑縄町 群馬県高崎市上並榎町７８

高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４

高崎新町笛木境 群馬県高崎市新町２２７２－２

高崎新町岩倉橋 群馬県高崎市新町３１１８－２

高崎倉賀野町正六 群馬県高崎市倉賀野町３５４－９

高崎中居団地 群馬県高崎市中居町２丁目２２－２

高崎鶴見町 群馬県高崎市鶴見町１１－５

高崎東町 群馬県高崎市東町３２－１

高崎棟高北 群馬県高崎市棟高町１２４９－１

高崎棟高町 群馬県高崎市棟高町１８６８－１１８

高崎南大類町 群馬県高崎市南大類町８３０－１

高崎日高町 群馬県高崎市日高町４９０－４

高崎日高町行人 群馬県高崎市日高町字行人１０９０番５

高崎八千代 群馬県高崎市八千代町２丁目４－２

高崎塚沢 群馬県高崎市飯塚町１４４６－２

高崎浜川町 群馬県高崎市浜川町３８５－１

高崎大橋町 群馬県高崎市並榎町１１７－１

高崎本郷 群馬県高崎市本郷町１１５６－４

高崎矢中町 群馬県高崎市矢中町７０４－７

高崎矢島町 群馬県高崎市矢島町５５

高崎緑町２丁目 群馬県高崎市緑町２丁目１番１０

渋川行幸田 群馬県渋川市行幸田２７８－３

渋川東町 群馬県渋川市渋川９０８－２５

渋川辰巳町 群馬県渋川市渋川１８２０－２３

渋川吹屋 群馬県渋川市吹屋６６１－２

渋川石原 群馬県渋川市石原６８５－１

渋川赤城津久田 群馬県渋川市赤城町津久田２０２番地４

渋川白井 群馬県渋川市白井字大宮４２４－１

渋川北橘町真壁 群馬県渋川市北橘町真壁２１５４－１

沼田井土上 群馬県沼田市井土上町１２５－１

沼田上久屋 群馬県沼田市久屋原町２７０－１

沼田戸鹿野 群馬県沼田市戸鹿野町３７３－４

沼田西倉内町 群馬県沼田市西倉内町８１７－１

沼田善桂寺 群馬県沼田市善桂寺町２３６－１

利根老神温泉入口 群馬県沼田市利根町高戸谷６１０－１

前橋下沖町 群馬県前橋市下沖町３３７－１

前橋駒形町 群馬県前橋市駒形町４４４－１１

前橋駒形インター 群馬県前橋市駒形町字増田境１４８８－１

前橋上小出 群馬県前橋市上小出２ー４ー１８

前橋石倉５丁目 群馬県前橋市石倉町５丁目１３番地１３

前橋石倉町 群馬県前橋市石倉町８１９－１

前橋川原町西原 群馬県前橋市川原町２丁目３２番地７

前橋総社町 群馬県前橋市総社町総社２０７７

前橋中内町 群馬県前橋市中内町３３１－１



前橋天川大島町西 群馬県前橋市天川大島町１４１－１

前橋天川大島 群馬県前橋市天川大島町１４１９－２

前橋市民文化会館前 群馬県前橋市南町３－４１－５

前橋二之宮町 群馬県前橋市二之宮町２８０－３

粕川中 群馬県前橋市粕川町中３２４－６

大胡樋越 群馬県前橋市樋越町８７２

前橋表町２丁目 群馬県前橋市表町２－２２－１３

前橋富士見皆沢 群馬県前橋市富士見町皆沢１１１－２

前橋富士見大鳥居 群馬県前橋市富士見町小暮２８２－６

前橋堀越町 群馬県前橋市堀越町８０４－９

前橋本町２丁目 群馬県前橋市本町２丁目１０－３

前橋野中町 群馬県前橋市野中町６０６－１

太田市七日市 群馬県太田市丸山町１２７１

尾島亀岡 群馬県太田市亀岡町４１４－１

太田市高林東町 群馬県太田市高林東町１６７３

太田市細谷町 群馬県太田市細谷町５０４－３

上州新田 群馬県太田市新田小金井町１３８０－７

新田上江田 群馬県太田市新田上江田町５６３－１

新田上田中 群馬県太田市新田上田中町２３１－１

太田市新田反町 群馬県太田市新田反町町７９－５

太田市新田木崎 群馬県太田市新田木崎町６９８－１

太田市西新町 群馬県太田市西新町１０３－３２

薮塚運動公園前 群馬県太田市大原町２５６－９

太田市鳥山上町 群馬県太田市鳥山上町１４６６－５

太田市東金井 群馬県太田市東金井町８７１ー９

東武太田駅 群馬県太田市東本町１６－１

太田市藤阿久町 群馬県太田市藤阿久町３７０－３

太田市内ケ島 群馬県太田市内ヶ島町１４９８－３

太田市八幡町 群馬県太田市八幡町２４－６

太田市矢場新町 群馬県太田市矢場新町３５－２

藪塚町藪塚 群馬県太田市薮塚町１２０７－１

藤岡鮎川 群馬県藤岡市鮎川字薬師４３７

鬼石三杉町 群馬県藤岡市鬼石字原６３４－４

藤岡上戸塚 群馬県藤岡市上戸塚字株木１４０－１

藤岡森 群馬県藤岡市森字飯玉久保１２１－５

藤岡中大塚 群馬県藤岡市中大塚３２８－１

藤岡中島 群馬県藤岡市中島３５３－１

藤岡白石 群馬県藤岡市白石２０８－１

藤岡本郷 群馬県藤岡市本郷１５７７－１

藤岡本動堂 群馬県藤岡市本動堂２

藤岡立石 群馬県藤岡市立石字立石１４９５－５

富岡一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

富岡宇田 群馬県富岡市宇田４９１－１

富岡インター 群馬県富岡市下高瀬４００－３

富岡七日市 群馬県富岡市七日市８８１－２



富岡上小林諏訪 群馬県富岡市上小林字諏訪３８３－２

富岡バイパス 群馬県富岡市富岡３０４７－１

吉岡バイパス 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７４９－２

吉岡大久保 群馬県北群馬郡吉岡町大久保３５３２－１

吉岡上野田 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田１１７４－１

榛東広馬場 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６４０ー２

榛東新井 群馬県北群馬郡榛東村新井２９５５－１

千代田町鞍掛 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩３２９７－１

大泉吉田 群馬県邑楽郡大泉町吉田１０３８番１

大泉中央 群馬県邑楽郡大泉町中央２丁目３６番７号

大泉朝日 群馬県邑楽郡大泉町朝日２－１６－１

大泉北小泉３丁目 群馬県邑楽郡大泉町北小泉３丁目１１－１０

板倉内蔵新田 群馬県邑楽郡板倉町大字内蔵新田字原橋下２１９

明和南大島 群馬県邑楽郡明和町南大島２７９－１

邑楽篠塚 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１６２０－１

邑楽狸塚 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚１４５５－１

片品須賀川 群馬県利根郡片品村須賀川４５ー１

店名 住所
喜連川寿町 栃木県さくら市喜連川３８６９－１

氏家桜野 栃木県さくら市桜野９２５－３

下野氏家勝山 栃木県さくら市氏家１２０５－２

さくら氏家 栃木県さくら市氏家４１９９－２

宇都宮刈沼 栃木県宇都宮市ゆいの杜３丁目１番３５号

宇都宮テクノポリス 栃木県宇都宮市ゆいの杜８丁目１－５３

宇都宮一の沢 栃木県宇都宮市一の沢２－１８－６

宇都宮駅前 栃木県宇都宮市駅前通１ー５ー１

宇都宮駅前通り３丁目 栃木県宇都宮市駅前通リ３丁目４－１７

宇都宮岡本中央 栃木県宇都宮市下岡本町２１１５番地１４８

河内下岡本 栃木県宇都宮市下岡本町４４１７－３

宇都宮ミツトヨ前 栃木県宇都宮市下栗町２３１３－２

宇都宮下川俣 栃木県宇都宮市下川俣町２０６－４７１

宇都宮環状線北 栃木県宇都宮市下川俣町字二ツ塚４２３－１

宇都宮下砥上 栃木県宇都宮市下砥上町１５１２－１

宇都宮岩曽東 栃木県宇都宮市岩曽町１３７７－７５

宇都宮岩曽町 栃木県宇都宮市岩曽町字枇杷橋９１８－１

宇都宮戸祭４丁目 栃木県宇都宮市戸祭４丁目１６－２３

宇都宮御幸小学校前 栃木県宇都宮市御幸本町４６３３－２

宇都宮陽南通り 栃木県宇都宮市江曽島本町２－６

宇都宮今宮 栃木県宇都宮市今宮２－２５１

宇都宮細谷 栃木県宇都宮市細谷町６７８－４６

宇都宮山本１丁目 栃木県宇都宮市山本１丁目３番２５号

宇都宮若草３丁目 栃木県宇都宮市若草３－４－１５

宇都宮若草 栃木県宇都宮市若草４－２５－４

宇都宮上籠谷 栃木県宇都宮市上籠谷町３５４９－４

宇都宮瑞穂野 栃木県宇都宮市瑞穂３ー２ー７



宇都宮雀宮１丁目 栃木県宇都宮市雀の宮１－２２－２４

宇都宮雀宮中 栃木県宇都宮市雀の宮２－１－１９

宇都宮清原台みなみ 栃木県宇都宮市清原台６－３－３

宇都宮一条 栃木県宇都宮市西３－１－１３

宇都宮西川田２丁目 栃木県宇都宮市西川田２丁目２－３６

宇都宮姿川 栃木県宇都宮市西川田町８０８－１

宇都宮石井東 栃木県宇都宮市石井町２６２１－２

宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９

宇都宮川田町 栃木県宇都宮市川田町７８７－２４

宇都宮双葉 栃木県宇都宮市双葉２－１－３

宇都宮一里南 栃木県宇都宮市台新田１－２－２２

宇都宮竹林町 栃木県宇都宮市竹林町字川端５５７－１

上河内中里 栃木県宇都宮市中里町２２５－１２

宇都宮長岡百穴 栃木県宇都宮市長岡町大橋８９－３

宇都宮鶴田バイパス 栃木県宇都宮市鶴田１－１０－３

宇都宮上鶴田 栃木県宇都宮市鶴田町１２９１－１

宇都宮駒生運動公園前 栃木県宇都宮市鶴田町１９７６－１

宇都宮鶴田三の沢 栃木県宇都宮市鶴田町２１２６ー１

宇都宮森林公園入口 栃木県宇都宮市田野町字下河原７７２－２

宇都宮砥上南 栃木県宇都宮市砥上町字下海道下４３－１

宇都宮徳次郎 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５

宇都宮馬場通り 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１

宇都宮平松本町 栃木県宇都宮市平松本町８２１－１３

宇都宮末広 栃木県宇都宮市末広１ー２ー１６

宇都宮上戸祭 栃木県宇都宮市野沢町３－３

宇都宮野沢 栃木県宇都宮市野沢町３２５－９

宇都宮弥生 栃木県宇都宮市弥生１－８－１６

宇都宮柳田町 栃木県宇都宮市柳田町１７５９－３

宇都宮陽東２丁目 栃木県宇都宮市陽東２丁目６－１

ＫＯＹＯ栃木県立がんセンター 栃木県宇都宮市陽南４－９－１３

宇都宮簗瀬２丁目 栃木県宇都宮市簗瀬２丁目７－１４

宇都宮簗瀬市場前 栃木県宇都宮市簗瀬３－２１－１４

宇都宮簗瀬中央 栃木県宇都宮市簗瀬町１５３３－２

塩谷田所 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字土屋２１３９番３

高根沢光陽台 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台４－１６－４

高根沢宝積寺 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺１１６４番２

壬生おもちゃのまち駅東 栃木県下都賀郡壬生町安塚７６４－５

壬生上稲葉 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉１６０３－６

壬生総合運動公園北 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷字明城２３２３－６

壬生バイパス 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲字柵外１４５６－１

栃木小金井駅東 栃木県下野市駅東５－１－１８

下野自治医大 栃木県下野市祇園１－１３－８

下野花見ヶ岡 栃木県下野市国分寺１２０４－２

石橋下古山 栃木県下野市文教３丁目８番地１

下野本吉田 栃木県下野市本吉田８６８－１



上三川しらさぎ１丁目 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目１６－１

上三川梁 栃木県河内郡上三川町大字梁５０１－４

佐野伊勢山 栃木県佐野市伊勢山町１４の４

葛生中央西 栃木県佐野市葛生西１－３－３１

佐野高萩町 栃木県佐野市高萩町字屋敷東１２０２－７

佐野城北 栃木県佐野市若松町２９２－１

佐野出流原 栃木県佐野市出流原町１８－１

佐野５０号バイパス 栃木県佐野市植下町１３４－２

佐野若宮上町 栃木県佐野市植下町１１０３

佐野日大校前 栃木県佐野市石塚町２７６６ー１

佐野田沼西 栃木県佐野市石塚町壱丁原１８７４

佐野赤坂町 栃木県佐野市赤坂町９８４－１７

佐野工業団地 栃木県佐野市浅沼町６３０ー３

佐野村上町 栃木県佐野市村上町１３８－１

佐野厄よけ大師前 栃木県佐野市大橋町２１９１番１

田沼町田沼 栃木県佐野市田沼町５０３－１

佐野田沼北 栃木県佐野市田沼町１８１０－７

佐野栃本町 栃木県佐野市栃本町２０８４－１

佐野富岡町 栃木県佐野市富岡町１４９０

佐野並木町 栃木県佐野市並木町１１７５ー２

佐野堀米東 栃木県佐野市堀米町２２－１

佐野朱雀町 栃木県佐野市堀米町３９４６－１２

佐野本町 栃木県佐野市本町２９０６－１

鹿沼下田町 栃木県鹿沼市下田町１丁目５０００－２

鹿沼花岡町 栃木県鹿沼市花岡町３００－１

鹿沼警察署前 栃木県鹿沼市上殿町１００２－１

鹿沼インター東 栃木県鹿沼市深津１０１６

鹿沼西沢町 栃木県鹿沼市西沢町３３６－１

鹿沼奈佐原 栃木県鹿沼市奈佐原町１７８ー１

鹿沼府中町 栃木県鹿沼市府中町６５－１

鹿沼木工団地前 栃木県鹿沼市緑町３丁目１０－１７

鹿沼樅山 栃木県鹿沼市樅山町３７８－１５

小山駅南５丁目 栃木県小山市駅南町５丁目１６－２５

小山花垣 栃木県小山市花垣町１丁目４－２２

小山間々田 栃木県小山市間々田７９４－２

小山犬塚６丁目 栃木県小山市犬塚６丁目１４番

小山城北 栃木県小山市城北２－２１－１１

小山生駒 栃木県小山市生駒字蔵前５１

小山西黒田 栃木県小山市西黒田２９８番地１

小山羽川北 栃木県小山市大字羽川５１７－１３

小山荒井 栃木県小山市大字羽川字柴８４４－１

小山雨ケ谷西 栃木県小山市大字雨ケ谷１６１－１

小山下河原田 栃木県小山市大字下河原田９８９番地３

小山犬塚北 栃木県小山市大字犬塚３４－３

小山三拝川岸 栃木県小山市大字三拝川岸１７５－３９



小山平和 栃木県小山市大字平和字中道南９４－１

小山中里 栃木県小山市中里９８８－２

小山土塔 栃木県小山市土塔２３４ー１

小山東間々田 栃木県小山市東間々田３丁目１１９－１

真岡下籠谷 栃木県真岡市下籠谷字大野４３０８－４

二宮バイパス 栃木県真岡市久下田西６－３０

真岡市役所前 栃木県真岡市荒町５１２６

真岡寺内 栃木県真岡市寺内字篠山原７９３－３

真岡バイパス 栃木県真岡市田町字三島１５７８ー１

真岡田島 栃木県真岡市田島１０７３－３

足利五十部 栃木県足利市五十部町４１０

足利山下東 栃木県足利市山下町２４７１－１

足利寺岡 栃木県足利市寺岡町４６１―６

足利山前 栃木県足利市鹿島町１１２５－４

足利助戸１丁目 栃木県足利市助戸１丁目６１４－２

足利坂西中央 栃木県足利市小俣町３４３－１

足利総合グランド前 栃木県足利市西砂原後町１１７７－１

足利朝倉町 栃木県足利市朝倉町２６２－３

足利東武駅前 栃木県足利市田中町９１１－４

足利八椚町 栃木県足利市八椚町３７４－３

足利朝倉南 栃木県足利市堀込町２６０２－１

足利堀込南 栃木県足利市堀込町字中島１４４９－３

足利問屋団地 栃木県足利市問屋町１７５３－４

大田原乙連沢 栃木県大田原市乙連沢字前山９３８－８

大田原寒井 栃木県大田原市寒井１０２１

大田原実取 栃木県大田原市実取８０５－１

大田原上奥沢 栃木県大田原市上奥沢３７１－１

大田原親園 栃木県大田原市親園２５７３－３

大田原浅香４丁目 栃木県大田原市浅香４丁目３５７８－７０７

大田原町島 栃木県大田原市町島字水口前９２５－１

大田原野崎十字路 栃木県大田原市薄葉字梅ヶ谷２２２０番３７

大田原本町１丁目 栃木県大田原市本町１丁目２６９０－８

岩舟５０号バイパス 栃木県栃木市岩舟町静１４１７－１

栃木岩舟町 栃木県栃木市岩舟町静１４８１

岩舟和泉 栃木県栃木市岩舟町和泉１０３９－３

栃木神田町 栃木県栃木市神田町１－１６

栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７

栃木大宮町 栃木県栃木市大宮町２０８５－１

栃木大塚町 栃木県栃木市大塚町５２１番５

大平西野田 栃木県栃木市大平町新１０２０

大平川連バイパス 栃木県栃木市大平町川連４８７－１

栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

大平中央小前 栃木県栃木市大平町富田６－６

都賀インター南 栃木県栃木市都賀町家中字小松原７７７５

都賀大柿 栃木県栃木市都賀町大柿３１３１－５



藤岡町藤岡 栃木県栃木市藤岡町大字藤岡字新町１９３７－１

那須烏山初音 栃木県那須烏山市初音字金井町東裏１０９２－４

烏山バイパス 栃木県那須烏山市城東２２０－１

那須塩原井口 栃木県那須塩原市井口６７－１

黒磯下厚崎 栃木県那須塩原市下厚崎２６４

那須関谷 栃木県那須塩原市関谷２０００番地１

黒磯埼玉 栃木県那須塩原市埼玉５－１３

黒磯稲村 栃木県那須塩原市埼玉６－２９９

那須塩原新南 栃木県那須塩原市新南１６３－５８５

塩原接骨木 栃木県那須塩原市接骨木４４５－７８

那須塩原唐杉 栃木県那須塩原市唐杉字豆柿下７２－２

那須塩原島方 栃木県那須塩原市島方字中町６０４－６

西那須野南郷屋 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１２４－１

那須塩原南町 栃木県那須塩原市南町１３０１番１

那須塩原木綿畑 栃木県那須塩原市木綿畑１７６７－１

西那須野緑 栃木県那須塩原市緑２丁目１１５３－１

那珂川町小川 栃木県那須郡那珂川町小川３１４８－１

那珂川町馬頭 栃木県那須郡那珂川町馬頭１９１８－１

今市中央 栃木県日光市今市７１７番地１

日光森友バイパス 栃木県日光市森友字大桑道下９９７－１

日光瀬尾 栃木県日光市瀬尾４４－２

日光大沢町 栃木県日光市大沢町字大沢久保１０６７

日光土沢 栃木県日光市土沢１８５６－２８

日光板橋 栃木県日光市板橋字東原３１９８－２４

今市豊田 栃木県日光市豊田４４８－１

益子中央 栃木県芳賀郡益子町益子２８１１－１

市貝赤羽 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽３５１０－１

芳賀西水沼 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼１１０－５

芳賀三日市 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢字三日市３９８０－１

茂木バイパス 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１１５４－１

矢板下太田 栃木県矢板市下太田字枇杷原３８７－１

矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号

矢板中南 栃木県矢板市中２０１８－５

矢板中 栃木県矢板市中字赤田４３９－１１

矢板富田 栃木県矢板市富田５４８－２

店名 住所
かすみがうら稲吉東 茨城県かすみがうら市稲吉３丁目１５番３９号

千代田下佐谷 茨城県かすみがうら市下佐谷１１０６－１３

かすみがうら新治 茨城県かすみがうら市新治１７９７－７

つくばみらい谷井田 茨城県つくばみらい市谷井田１３５０－１

谷和原インター 茨城県つくばみらい市筒戸３３６３－４

つくばみらい板橋 茨城県つくばみらい市板橋７３２－１

つくばみらい東板橋 茨城県つくばみらい市板橋２６４８－４

つくばみらい陽光台 茨城県つくばみらい市陽光台２丁目３７－２

つくばみどりの 茨城県つくば市みどりの１丁目２７番地１



つくばみどりの東 茨城県つくば市みどりの東１２番地１

つくば花室 茨城県つくば市花園６番地２

つくば学園の森２丁目 茨城県つくば市学園の森２丁目１６－５

つくば学園南 茨城県つくば市学園南１丁目１１番地２

つくば吉瀬 茨城県つくば市吉瀬１９１７－３

つくば万博記念公園駅西 茨城県つくば市香取台Ａ５２街区２画地

つくば作谷 茨城県つくば市作谷７８７－６

つくば酒丸 茨城県つくば市酒丸３９４

つくば松野木 茨城県つくば市松野木１００－９

つくば上横場 茨城県つくば市上横場２５７３－２４８

茎崎上岩崎 茨城県つくば市上岩崎１７８４－１

つくば並木北 茨城県つくば市大角豆字中根１２８６－１

つくば大曽根東 茨城県つくば市大曽根字宿西３１７１番

つくば大白硲 茨城県つくば市大白硲３４９－１

つくば観音台 茨城県つくば市谷田部６７８７－９

つくば竹園 茨城県つくば市竹園２－８－１３

つくば筑穂３丁目 茨城県つくば市筑穂３丁目６－４

つくば国際会議場前 茨城県つくば市東新井３２－６

つくば北条 茨城県つくば市北条４４６２－１

ひたちなか勝田中原町 茨城県ひたちなか市勝田中原町１－１８

ひたちなか相金町 茨城県ひたちなか市相金町１６番地９

ひたちなか佐和下宿 茨城県ひたちなか市大字佐和１４０９番地１

ひたちなか津田 茨城県ひたちなか市大字津田字八軒２７５７番１

ひたちなか長砂 茨城県ひたちなか市長砂古保米９７４－１

ひたちなか堂端２丁目 茨城県ひたちなか市堂端２丁目１－２

ひたちなか湊中央 茨城県ひたちなか市湊中央２丁目８－７

ひたちなか柳沢 茨城県ひたちなか市柳沢４６０ー５

阿見いぶきの丘 茨城県稲敷郡阿見町よしわら６丁目３番地１０

阿見あけぼの 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

阿見荒川沖駅東 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６６－２

阿見中央１丁目 茨城県稲敷郡阿見町中央１－４－１２

阿見追原南 茨城県稲敷郡阿見町追原１８３４－３３

美浦木原 茨城県稲敷郡美浦村木原渡戸４２１ー１

稲敷小角 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６１－７

茨城東西代 茨城県稲敷市西代１５８１－１

境山崎 茨城県猿島郡境町山崎３５７－３

茨城境染谷 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５

下妻横根南 茨城県下妻市横根５００－１

下妻仲町 茨城県下妻市下妻丁８７－３

下妻下木戸 茨城県下妻市下木戸３６２－５

下妻高道祖 茨城県下妻市高道祖１４２９－１

下妻黒駒 茨城県下妻市黒駒字大田１３１０－２

千代川唐崎 茨城県下妻市唐崎８８５

友部旭平 茨城県笠間市旭町字旭平４２０－３

笠間才木 茨城県笠間市笠間字ザル田７５０－３



笠間昭和町 茨城県笠間市笠間字杓子内１９６７－８

笠間美原３丁目 茨城県笠間市美原３丁目１４７０番４２９

友部駅前通り 茨城県笠間市平町１７１７番２

笠間来栖 茨城県笠間市来栖５８５－１

大子池田北 茨城県久慈郡大子町池田４１

大子池田松沼 茨城県久慈郡大子町池田字松沼２８１５－１

牛久ひたち野西３丁目 茨城県牛久市ひたち野西３丁目２７番１０

ひたち野牛久 茨城県牛久市ひたち野東５丁目８－２

牛久栄町２丁目 茨城県牛久市栄町２－３

牛久岡見中央 茨城県牛久市岡見町２８９０－１

牛久刈谷団地入口 茨城県牛久市牛久町字大流３１５７－４９

牛久女化南 茨城県牛久市女化町４１１－８

牛久正直 茨城県牛久市正直町１２６８－３

牛久駅西 茨城県牛久市田宮３丁目１０－１３

茨城八千代一中前 茨城県結城郡八千代町若１４４３－８

茨城八千代菅谷 茨城県結城郡八千代町菅谷５８９－１９

結城今宿 茨城県結城市大字今宿１３０６ー２

結城南茂呂 茨城県結城市大字北南茂呂１０１３－１

古河けやき平 茨城県古河市けやき平２丁目１０番１

総和稲宮 茨城県古河市稲宮１０４２－５

古河下山町 茨城県古河市下山町１７番３０

茨城総和関戸 茨城県古河市関戸１７９０

古河北 茨城県古河市三杉町２ー３２

三和仁連 茨城県古河市仁連１３３０

古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４

古河新中田 茨城県古河市中田１２６６－１

古河長谷町 茨城県古河市長谷町３１－１

古河東諸川 茨城県古河市東諸川１４１番１

玉造バイパス 茨城県行方市玉造甲９９６－１

行方荒宿 茨城県行方市荒宿字ヤシ町４９０－１

行方根小屋 茨城県行方市根小屋字寺前１０２３

北浦岡 茨城県行方市山田３０１４－３

行方麻生 茨城県行方市麻生字田幸６７５－１

高萩安良川新町 茨城県高萩市安良川７６２－１

高萩高浜町３丁目 茨城県高萩市高浜町３ー７３

高萩秋山 茨城県高萩市秋山２７９

高萩インター 茨城県高萩市上手綱２３３９

高萩安良川 茨城県高萩市大字安良川字神宮司２０６５－１

高萩本町４丁目 茨城県高萩市本町４丁目２４９－２

坂東みむら 茨城県坂東市みむら４－２

坂東岩井 茨城県坂東市岩井４３４７番地４

坂東総合文化ホール前 茨城県坂東市岩井５０９５－１

坂東上岩井 茨城県坂東市岩井字西ノ台２７５－４

岩井中根 茨城県坂東市岩井字中根１９５８－３

猿島逆井 茨城県坂東市逆井７７７－１１



茨城沓掛 茨城県坂東市沓掛４１３３番地１

坂東生子 茨城県坂東市生子２１６８－１

岩井長谷 茨城県坂東市長谷１７７５－１

坂東神大実 茨城県坂東市猫実７８６－７

坂東馬立 茨城県坂東市馬立１２３７－１

茨城真壁古城 茨城県桜川市真壁町古城３６１

鹿嶋宮中 茨城県鹿嶋市宮中３ー１ー１２

鹿嶋スタジアム入口 茨城県鹿嶋市宮中４６６０－１

鹿嶋奥宮 茨城県鹿嶋市宮中５２５５－８

鹿嶋宮中南 茨城県鹿嶋市大字宮中字荒原９４番

鹿嶋津賀 茨城県鹿嶋市津賀２１２７－１

鹿嶋旭ケ丘 茨城県鹿嶋市平井１３２５－７

鹿嶋平井 茨城県鹿嶋市平井押合１１２８－４２９

鹿嶋三笠 茨城県鹿嶋市平井字アラク北１１８４ー４０

鹿島神宮駅北 茨城県鹿嶋市緑ケ丘４丁目７番地１

取手ゆめみ野 茨城県取手市ゆめみ野２－８－１

取手駅東口 茨城県取手市取手３丁目４番１１

取手小浮気 茨城県取手市小浮気新田５５５－９

取手新町３丁目 茨城県取手市新町３－３７２－３

取手台宿 茨城県取手市台宿１－７－１１

取手藤代庁舎前 茨城県取手市藤代５２４－１

藤代駅南口 茨城県取手市藤代南２丁目１番地５

取手白山３丁目 茨城県取手市白山３丁目９－１５

取手本郷１丁目 茨城県取手市本郷１丁目６１９４

茨城守谷松ヶ丘 茨城県守谷市松ヶ丘１－１－１

守谷大柏 茨城県守谷市大柏天神原１１１２－１

守谷板戸井 茨城県守谷市板戸井２２８５－１

守谷美園３丁目 茨城県守谷市美園３丁目１－１

守谷百合ケ丘 茨城県守谷市百合ケ丘２－２７１０－７

守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６

守谷みずき野団地北 茨城県守谷市本町７１４７－２

守谷立沢 茨城県守谷市立沢１４０－１７

美野里羽刈 茨城県小美玉市羽刈３９７－２２

小美玉下吉影 茨城県小美玉市下吉影字上合境一番１７０８－５

玉里北 茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－１６

美野里張星 茨城県小美玉市張星１７０－１１

小美玉野田 茨城県小美玉市野田３３４－１８

常総山田南 茨城県常総市水海道山田町４６４６

常総森下町 茨城県常総市水海道森下町４３３２－１

水海道諏訪町 茨城県常総市水海道橋本町３２９６番１０

水海道駅前 茨城県常総市水海道宝町２８２０－１

常総菅生町南 茨城県常総市菅生町４０－５

水海道大生郷 茨城県常総市大生郷町２６７３－１

常総中妻町 茨城県常総市中妻町２４３０－１

常総中沼 茨城県常総市中沼７２４番１



水海道内守谷 茨城県常総市内守谷町きぬの里２－２３

常総馬場 茨城県常総市馬場６４－９

常総きぬ公園入口 茨城県常総市豊岡町字深町丙３８４５－１

常陸太田下河合町 茨城県常陸太田市下河合町７９－１

常陸太田小目町 茨城県常陸太田市小目町８７７－８

常陸太田大方町 茨城県常陸太田市大方町上土橋２６７３－３

山方町山方南 茨城県常陸大宮市山方１１８５－１

常陸大宮若林 茨城県常陸大宮市若林７２０－５

茨城大宮上町 茨城県常陸大宮市上町８６３－１

常陸大宮石沢 茨城県常陸大宮市石沢字東原１６６９－１

茨城大宮中富 茨城県常陸大宮市中富町３１０４－８

美和鷲子 茨城県常陸大宮市鷲子３８７２

神栖高浜 茨城県神栖市高浜２５３５－４

神栖息栖稲荷 茨城県神栖市息栖２８８５－２５８

神栖知手東 茨城県神栖市知手字柳堀新開３６１４－２

神栖知手 茨城県神栖市知手中央３丁目８番３号

神栖済生会病院前 茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６

波崎土合南 茨城県神栖市土合南１－２－９

茨城神栖日川 茨城県神栖市日川４４１３

波崎植松 茨城県神栖市矢田部９４４５番１４

水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１

水戸見川 茨城県水戸市見川５ー１５４ー２

水戸見川５０号バイパス 茨城県水戸市見川町２１３５－２

水戸元吉田町 茨城県水戸市元吉田町１５８８－２

水戸百合が丘ニュータウン 茨城県水戸市酒門町２９１５－３

水戸城南 茨城県水戸市城南１ー８ー１５

水戸西原 茨城県水戸市西原３ー６ー３２

水戸青柳町 茨城県水戸市青柳町４０４６－１

水戸赤塚１丁目 茨城県水戸市赤塚１丁目１９７７－１

水戸千波中央 茨城県水戸市千波町字千波原２８６６－４

水戸千波小学校通り 茨城県水戸市千波町字中道北１４４４－１

水戸大塚町東 茨城県水戸市大塚町１８５２－８３

水戸東桜川 茨城県水戸市東桜川６番１１

水戸東野町 茨城県水戸市東野町西割４９１－１７

内原駅北 茨城県水戸市内原１丁目７８番

水戸南町３丁目 茨城県水戸市南町３丁目３－２８

水戸堀十文字 茨城県水戸市堀町字高野下１３７２－３

石岡貝地 茨城県石岡市貝地２丁目２０２０－１

石岡鹿の子 茨城県石岡市鹿の子１丁目２番２号

石岡杉並４丁目 茨城県石岡市杉並４丁目１２９３３－３

石岡運動公園前 茨城県石岡市東田中１３２２－８

筑西横島 茨城県筑西市横島字遠羽賀２７１

下館八丁 茨城県筑西市岡芹９５７－１

筑西岡芹 茨城県筑西市岡芹２０３８

下館外塚 茨城県筑西市外塚６６４



筑西梶内 茨城県筑西市梶内８２９－８

筑西関本 茨城県筑西市関本下１８３０－５

下館玉戸南 茨城県筑西市玉戸１０６６－１０

筑西川島 茨城県筑西市女方１４番１

筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０

筑西猫島 茨城県筑西市猫島４２０番１

筑西門井 茨城県筑西市門井字中宿１６４－４

下館自動車学校前 茨城県筑西市蓮沼１５３４－４

潮来宮前 茨城県潮来市宮前２丁目３５番８

潮来洲崎 茨城県潮来市洲崎３７９６

潮来日の出６丁目 茨城県潮来市日の出６－１－２６

土浦卸町１丁目 茨城県土浦市卸町１丁目２－５

土浦下高津 茨城県土浦市下高津４－３９２－２

土浦湖北１丁目 茨城県土浦市湖北１－６－２１

土浦港町１丁目 茨城県土浦市港町１丁目８－３１

土浦桜ケ丘 茨城県土浦市桜ヶ丘町６番１０号

土浦駅西口 茨城県土浦市桜町１丁目１６－１２

土浦桜町３丁目 茨城県土浦市桜町３丁目１４－１５

土浦神立中央５丁目 茨城県土浦市神立中央５丁目２０－３１

土浦神立町 茨城県土浦市神立町３８２３－１

土浦神立町南 茨城県土浦市神立町７４８番地１

土浦菅谷 茨城県土浦市菅谷町字前山１１５２番６

土浦荒川沖駅前 茨城県土浦市中荒川沖１ー２

土浦中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖町８７９－２１

土浦中南 茨城県土浦市中字嵩久保１０９５番７

土浦富士崎 茨城県土浦市富士崎１丁目１９６－１

土浦北インター 茨城県土浦市並木５丁目４１３１－１

茨城町小鶴 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１０６－５

茨城町小幡 茨城県東茨城郡茨城町小幡１０２８－７４

茨城城之内 茨城県東茨城郡茨城町城之内７３９－９

茨城町小堤 茨城県東茨城郡茨城町大字小幡字北山２７６６－２

茨城町大戸 茨城県東茨城郡茨城町大字大戸字桜３８６０番

城里増井 茨城県東茨城郡城里町増井２８１２－１

大洗祝町 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２６－４８

大洗駅前通り 茨城県東茨城郡大洗町桜道２１０

東海駅西 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－９－３

東海村松北 茨城県那珂郡東海村村松北１丁目１２－１

東海豊岡 茨城県那珂郡東海村豊岡１４４３－１

那珂後台 茨城県那珂市後台字東崎２２８３番２

那珂上菅谷 茨城県那珂市菅谷７０７４

那珂酒出 茨城県那珂市北酒出６６－１

日立旭町 茨城県日立市旭町３丁目１番１８号

日立鮎川町６丁目 茨城県日立市鮎川町６丁目１２番１号

日立港前 茨城県日立市久慈町１－５－１

日立久慈町６丁目 茨城県日立市久慈町６丁目６番８号



日立塙山 茨城県日立市金沢町２－６－１０

日立桜川町１丁目 茨城県日立市桜川町１丁目８１番

日立石名坂町 茨城県日立市石名坂町２丁目４５－１１

日立南高野町 茨城県日立市南高野町１ー９ー４３

日立日高 茨城県日立市日高町２－１－９

日立北 茨城県日立市日高町４－７－１７

日立日高町５丁目 茨城県日立市日高町５丁目１１－１０

日立末広町４丁目 茨城県日立市末広町４丁目１２－１１

鉾田新鉾田２丁目 茨城県鉾田市新鉾田２丁目１０番５

鉾田大竹 茨城県鉾田市大竹４８４

鉾田塔ケ崎 茨城県鉾田市塔ケ崎赤沼７１８－６

鉾田柏熊 茨城県鉾田市湯坪字掛ノ上３００－３

北茨城関本町福田 茨城県北茨城市関本町福田字外輪橋２７３７ー２

北茨城大津港駅前 茨城県北茨城市大津町北町２ー２ー３

北茨城粟野 茨城県北茨城市中郷町粟野３５番２

北茨城下桜井 茨城県北茨城市中郷町下桜井字砂１０４８番２９

北茨城中郷ニュータウン 茨城県北茨城市中郷町足洗９７０番

茨城利根四季の丘 茨城県北相馬郡利根町四季の丘２－５－２

竜ケ崎光順田 茨城県龍ケ崎市光順田３０２２

竜ケ崎若柴 茨城県龍ケ崎市佐貫２－２０－１

竜ヶ崎ニュータウン西 茨城県龍ケ崎市若柴町６４２－５

竜ケ崎小柴 茨城県龍ケ崎市小柴５ー２－１

龍ケ崎市総合体育館前 茨城県龍ケ崎市松ヶ丘２－２４－１１

龍ケ崎大徳町 茨城県龍ケ崎市大徳町２５２－２

竜ヶ崎中根台４丁目 茨城県龍ケ崎市中根台４丁目９番１

竜ケ崎長山６丁目 茨城県龍ケ崎市長山６－８

竜ケ崎藤ヶ丘１丁目 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘１丁目２－２

竜ヶ崎南中島 茨城県龍ケ崎市南中島町６２－２

店名 住所
浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９

浦和常盤５丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－１７－１２

浦和駅北口 埼玉県さいたま市浦和区東仲町９－５

北浦和３丁目 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３丁目５－１４

北浦和駅東 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－９－８

岩槻上野２丁目 埼玉県さいたま市岩槻区上野２－１－２７

岩槻慈恩寺 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３

さいたま春野図書館前 埼玉県さいたま市見沼区春野４－３０－３

大宮新堤 埼玉県さいたま市見沼区大字新堤字東９５－１

さいたま七里 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼１２９３

さいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田１丁目１５５６－１

さいたま大和田２丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田２－１６４８

大宮大和田１丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１

大宮大和田前原 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１４８８－７

さいたま島小学校前 埼玉県さいたま市見沼区島町６２３－１

東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目１－５



さいたま栄和２丁目 埼玉県さいたま市桜区栄和２丁目２６番２３号

浦和埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保７６５

浦和別所沼通り 埼玉県さいたま市桜区西堀６丁目１－３

大宮中釘 埼玉県さいたま市西区中釘２０７３

さいたま下町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区下町３－５－１

さいたま吉敷町４丁目 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２９－１

大宮駅銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－９

大宮駅桜木１丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目２６６－３

さいたま三橋総合公園前 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－８７４

さいたま上小町 埼玉県さいたま市大宮区上小町５１－１

さいたま大成町２丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町２丁目２０１－１

さいたま大成町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４５

大宮駅南銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６６－１

さいたま天沼中央通り 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１丁目７６－１

さいたま大宮氷川参道 埼玉県さいたま市大宮区東町１－３

さいたま北袋町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－５

ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２

ＫＯＹＯさいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区新都心１－５

さいたま鈴谷４丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４－１２－１０

さいたま曲本３丁目 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１

さいたま曲本５丁目 埼玉県さいたま市南区曲本５－７－１

さいたま大谷口 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸１２６－１

武蔵浦和西口 埼玉県さいたま市南区沼影１－１５－４

さいたま太田窪 埼玉県さいたま市南区太田窪２３３９－６

さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１

南浦和駅東口 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３６－１２

南浦和３丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目４４－６

さいたま大宮市場前 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２２２－１

さいたま宮原１丁目西 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目１２９－１

さいたま宮原２丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町２－８７－６

大宮宮原西口 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５３６番地

さいたま宮原４丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町４－６６－３

大宮奈良町 埼玉県さいたま市北区奈良町３１－１３

さいたま奈良町北 埼玉県さいたま市北区奈良町１０９－４

大宮日進駅西 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１３６

さいたま日進３丁目 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目７９９－２

さいたま別所町 埼玉県さいたま市北区別所町９１－９

さいたま本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町１２１３

さいたま盆栽町 埼玉県さいたま市北区盆栽町４０６－１

さいたま原山１丁目 埼玉県さいたま市緑区原山１－３３－１９

浦和原山３丁目 埼玉県さいたま市緑区原山３－６－２３

さいたま芝原 埼玉県さいたま市緑区芝原１－１４－８

さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５

さいたま中尾緑島 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５０１－１

浦和南部領 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻３１７５番１



東浦和駅南 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１２－４

さいたま東大門２丁目 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１７－２

浦和美園駅前 埼玉県さいたま市緑区美園４丁目１１番地９

大井町東久保 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１丁目５番２号

大井東久保北 埼玉県ふじみ野市ふじみ野２－１２－２５

上福岡駅西口 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１丁目１－３

ふじみ野桜ケ丘 埼玉県ふじみ野市桜ケ丘３丁目４７－４０

大井市沢 埼玉県ふじみ野市市沢２－１３－１６

ふじみ野鶴ヶ岡 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡１－１５－１

上福岡富士見通り 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－６－８

羽生駅西口 埼玉県羽生市西２丁目２番２号

羽生中央３丁目 埼玉県羽生市中央３丁目１－１３

羽生東５丁目 埼玉県羽生市東５丁目１５－２４

越谷レイクタウン９丁目 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９

越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９

越谷花田４丁目 埼玉県越谷市花田４－１５－２

越谷蒲生茜町 埼玉県越谷市蒲生茜町２７番地４

越谷宮本町１丁目 埼玉県越谷市宮本町１丁目６１－１

越谷七左２丁目 埼玉県越谷市新越谷１丁目１４番地４

越谷神明町２丁目 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４

越谷せんげん台駅西口 埼玉県越谷市千間台西１丁目４番４

越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１－１－５

越谷千間台東 埼玉県越谷市千間台東２－６－７

越谷川柳３丁目 埼玉県越谷市川柳町３－３５－８

大袋駅前 埼玉県越谷市袋山２０４５－１

越谷西大袋 埼玉県越谷市大字大道６５４－３

北越谷駅東口 埼玉県越谷市大沢３－１１－２

越谷大里東 埼玉県越谷市大里３８９－１

東越谷６丁目 埼玉県越谷市東越谷６丁目２６番地６

東越谷９丁目 埼玉県越谷市東越谷９丁目１５番地１３

南越谷５丁目 埼玉県越谷市南越谷５－２６－８

桶川川田谷 埼玉県桶川市川田谷３２１２－１

桶川東１丁目 埼玉県桶川市東１－１－４

桶川末広３丁目 埼玉県桶川市末広３丁目４－１１

騎西産業団地前 埼玉県加須市芋茎１１９６－２

加須外野 埼玉県加須市外野７４８

加須騎西 埼玉県加須市騎西字元町裏６－４

加須久下 埼玉県加須市久下３－３８５－１

加須久下南 埼玉県加須市久下字高畑１７０３－２

加須市役所前 埼玉県加須市三俣１丁目２番１

加須上種足 埼玉県加須市上種足８９９－３

加須船越 埼玉県加須市船越字往環北２４５－２

加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１

加須大門町 埼玉県加須市大門町６－２４

加須道地 埼玉県加須市道地字天沼１４３２



加須平成中学校前 埼玉県加須市南大桑２８０９－６

加須南町 埼玉県加須市南町８－５３

加須礼羽 埼玉県加須市馬内６２７

加須不動岡３丁目 埼玉県加須市不動岡３－２６－３

吉川中井３丁目 埼玉県吉川市中井３丁目２２４番地

吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４

鷲宮桜田２丁目 埼玉県久喜市桜田２－１３３－２７

菖蒲三箇バイパス 埼玉県久喜市菖蒲三箇２４６８－１

菖蒲上栢間 埼玉県久喜市菖蒲町上栢間３８７７－２

久喜清久工業団地前 埼玉県久喜市菖蒲町台２６０６－３

久喜青葉４丁目 埼玉県久喜市青葉４丁目１６番７

久喜鷲宮東大輪 埼玉県久喜市東大輪字浅間下２０７８番３

南栗橋７丁目 埼玉県久喜市南栗橋７－２－１９

久喜北中曽根 埼玉県久喜市北中曽根字森下１３１７－１

狭山市狭山 埼玉県狭山市狭山４２－１

狭山台団地 埼玉県狭山市狭山台３－２５－２

狭山上広瀬 埼玉県狭山市広瀬台３丁目２７番１４号

狭山根岸 埼玉県狭山市笹井１丁目１５番１号

狭山笹井１丁目 埼玉県狭山市笹井１丁目２４－５

狭山水野 埼玉県狭山市大字水野字月見野４３６－６

狭山北入曽 埼玉県狭山市大字北入曽字入間野９３６－７０

狭山中央２丁目 埼玉県狭山市中央２－２５－２５

狭山東三ツ木 埼玉県狭山市東三ツ木６７－２５

狭山南入曽 埼玉県狭山市南入曽７９－１

狭山市駅西口 埼玉県狭山市入間川１－３－２

狭山入間川３丁目 埼玉県狭山市入間川３－１０－１９

狭山富士見東 埼玉県狭山市入間川１４３４－４

狭山柏原 埼玉県狭山市柏原１４９６－５

熊谷伊勢町 埼玉県熊谷市伊勢町２４７

熊谷玉井バイパス 埼玉県熊谷市玉井１３６１－１

熊谷戸出 埼玉県熊谷市戸出１７２

江南御正新田 埼玉県熊谷市御正新田１７－１

熊谷妻沼台 埼玉県熊谷市妻沼台雉子尾２３番２

熊谷拾六間 埼玉県熊谷市拾六間６０５－２

埼玉江南 埼玉県熊谷市小江川２２２５－３

熊谷上中条 埼玉県熊谷市上中条８８６－４

熊谷新堀新田 埼玉県熊谷市新堀新田４９６－１

熊谷西野 埼玉県熊谷市西野３０１

大里冑山 埼玉県熊谷市船木台１－１８－５

熊谷第２北大通り 埼玉県熊谷市大原１丁目１４番２７号

熊谷武体西 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻３０５番地

熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４

江南板井 埼玉県熊谷市板井４７８

熊谷別府中央通り 埼玉県熊谷市別府４丁目４３

戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２丁目６－６



北戸田駅東口 埼玉県戸田市新曽１９９１番

戸田駅西口 埼玉県戸田市大字新曽７３４番地２

戸田氷川町１丁目 埼玉県戸田市氷川町１丁目１２－８

戸田本町１丁目 埼玉県戸田市本町１ー５ー５

幸手惣新田 埼玉県幸手市惣新田７３３

幸手緑台 埼玉県幸手市大字幸手５３２１－５

幸手千塚 埼玉県幸手市大字千塚字柳橋９０９ー２

行田商工センター前 埼玉県行田市行田１番１７号

行田埼玉 埼玉県行田市埼玉５０７５－１

行田下須戸 埼玉県行田市大字下須戸字寺前１１９９

行田堤根 埼玉県行田市大字堤根字中通６７０－１

行田渡柳 埼玉県行田市渡柳７４１

行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１

鴻巣宮前 埼玉県鴻巣市宮前６４－１０

鴻巣宮前原 埼玉県鴻巣市宮前６３７番１

鴻巣大間３丁目 埼玉県鴻巣市大間３－１－４８

鴻巣氷川町 埼玉県鴻巣市氷川町２－３

鴻巣本町 埼玉県鴻巣市本町３－３－１１

鴻巣本町５丁目 埼玉県鴻巣市本町５－６－３４

坂戸にっさい 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４丁目１５番地６０

坂戸鎌倉町 埼玉県坂戸市鎌倉町３－２６

坂戸一本松 埼玉県坂戸市厚川１１－９

坂戸泉町 埼玉県坂戸市泉町２丁目１１－１

坂戸浅羽 埼玉県坂戸市浅羽１５３８－１

坂戸中小坂 埼玉県坂戸市大字中小坂５４３－２

坂戸塚越 埼玉県坂戸市大字塚越１４３０－１

北坂戸駅東口 埼玉県坂戸市末広町１－２

三郷戸ケ崎２丁目 埼玉県三郷市戸ケ崎２－１２１－２

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３－６８０

三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１－１７１

三郷新和３丁目 埼玉県三郷市新和３－３８５－１

三郷泉 埼玉県三郷市泉３－２－１１

三郷駅北口 埼玉県三郷市早稲田２丁目１－１

三郷早稲田４丁目 埼玉県三郷市早稲田４－５－９

三郷鷹野中央通り 埼玉県三郷市鷹野３丁目２６１－１

三郷新和１丁目 埼玉県三郷市中央２－１４－８

三郷中央５丁目 埼玉県三郷市中央５丁目２６－１

三郷市役所東 埼玉県三郷市中央５丁目３１番地９

三郷彦野１丁目 埼玉県三郷市彦野１－１

志木上宗岡４丁目 埼玉県志木市上宗岡４－１３－１２

志木駅東口 埼玉県志木市本町５丁目２４番２３号

上里金久保 埼玉県児玉郡上里町金久保７０４－３

上里七本木南 埼玉県児玉郡上里町七本木２６２０－１

上里神保原東 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町２２０８

上里神保原 埼玉県児玉郡上里町神保原町４４７－１



上里七本木 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三田３５３０番地１

神川新里 埼玉県児玉郡神川町新里１６０－９

神川渡瀬 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字姥石川端１０７４－４

美里古郡 埼玉県児玉郡美里町古郡９２０番１

美里中里 埼玉県児玉郡美里町中里６２４－１

春日部小渕 埼玉県春日部市小渕１２０１－１

春日部小渕北 埼玉県春日部市小渕字山下１１４５－１

豊春駅前 埼玉県春日部市上蛭田１４２－５

庄和西金野井神明通り 埼玉県春日部市西金野井５５９

春日部赤沼 埼玉県春日部市赤沼８８４－１

春日部増田新田 埼玉県春日部市増田新田３９０－１

春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５

春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２

春日部銚子口 埼玉県春日部市銚子口３２０－１

春日部内牧 埼玉県春日部市内牧３８３２－１

春日部南２丁目 埼玉県春日部市南２丁目３－３４

春日部備後西 埼玉県春日部市備後西４－１１－５

春日部豊町２丁目 埼玉県春日部市豊町２丁目６－６

春日部緑町 埼玉県春日部市緑町６－１０－９

所沢狭山ヶ丘２丁目 埼玉県所沢市狭山ケ丘２丁目１０６－６４

所沢金山町 埼玉県所沢市金山町１７－３

所沢元町 埼玉県所沢市元町９－２５

西所沢山口 埼玉県所沢市山口１８０

所沢若狭４丁目 埼玉県所沢市若狭４丁目２４９８－３

所沢若松町 埼玉県所沢市若松町８５３－３

新所沢駅東口 埼玉県所沢市松葉町１１－１

所沢泉町 埼玉県所沢市泉町１８３６－１

所沢富岡小学校前 埼玉県所沢市大字下富６９１－１

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

秋津駅北口 埼玉県所沢市大字上安松１－３２

所沢ニュータウン北 埼玉県所沢市中富１６５４－１

所沢東住吉中央 埼玉県所沢市東住吉７－１

東所沢３丁目 埼玉県所沢市東所沢３－１－１

東所沢和田３丁目 埼玉県所沢市東所沢和田３－１－３

所沢プロペ通り 埼玉県所沢市日吉町１０－２２

ＪＳ所沢パークタウン駅前通り 埼玉県所沢市並木３－１

所沢北秋津 埼玉県所沢市北秋津１３８番地

所沢北秋津東 埼玉県所沢市北秋津３４３－１

東所沢駅前 埼玉県所沢市本郷１０９１ー３

所沢和ケ原３丁目 埼玉県所沢市和ケ原３丁目２７２－３

上尾壱丁目南 埼玉県上尾市壱丁目東３７－１４

上尾原市 埼玉県上尾市大字原市４２７３－６

上尾モンシェリー 埼玉県上尾市谷津２－１－５０－１０

上尾柏座４丁目 埼玉県上尾市柏座４－１１－２４

上尾平塚２丁目 埼玉県上尾市平塚２－１５９



上尾緑丘２丁目 埼玉県上尾市緑丘２丁目３－１

新座新堀３丁目 埼玉県新座市新堀３－１０－３４

新座菅沢１丁目 埼玉県新座市菅沢１－９－３３

新座西堀２丁目 埼玉県新座市西堀２－２－１３

新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３－１－１

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

新座東１丁目 埼玉県新座市東１丁目１番３６号

新座畑中３丁目 埼玉県新座市畑中３丁目５－１０

新座北野２丁目 埼玉県新座市北野２－８－７

新座堀ノ内病院前 埼玉県新座市堀ノ内２丁目９－２６

新座駅南口 埼玉県新座市野火止５－２－２８

新座野火止７丁目 埼玉県新座市野火止７－８－７

埼玉岡部町 埼玉県深谷市岡１丁目１７番地６

深谷血洗島 埼玉県深谷市血洗島７４－１

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

花園エルシーモール 埼玉県深谷市荒川４４７－４

深谷宿根 埼玉県深谷市宿根１４２５－１

深谷つばき公園 埼玉県深谷市上柴町東５丁目７－４

深谷南通り 埼玉県深谷市上野台２９４２－１

深谷仙元山通り 埼玉県深谷市上野台３２２１－１

深谷大谷 埼玉県深谷市大谷２８７９－１

深谷長在家 埼玉県深谷市長在家１７５３

深谷東方 埼玉県深谷市東方１７４５－７

深谷東方５丁目 埼玉県深谷市東方町５丁目２０番１３

川越笠幡 埼玉県川越市笠幡４８７６－１６

川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１－１

川越大袋新田 埼玉県川越市山城１７０－５

西川越小室 埼玉県川越市小室５６３ー１

鶴ヶ島駅東口 埼玉県川越市小堤９１２－６

川越石原町１丁目 埼玉県川越市石原町１－５－１

川越鯨井 埼玉県川越市大字鯨井字後１０９５－５

川越古谷上東 埼玉県川越市大字古谷上５６９２ー１８

新河岸駅東口 埼玉県川越市大字砂字西原８９６－２

川越新河岸 埼玉県川越市大字砂新田８０－２３

川越寺山 埼玉県川越市大字寺山４４３－１

川越小仙波 埼玉県川越市大字小仙波貝塚１０５９－１

川越石田 埼玉県川越市大字石田６１５番１

川越豊田本 埼玉県川越市大塚１－１－８

川越今福 埼玉県川越市中台１－１２

川越仲町 埼玉県川越市仲町１０－２

霞ヶ関駅北口 埼玉県川越市的場２８４０－１９

鶴ヶ島駅西口 埼玉県川越市天沼新田２０４－５

川越南大塚駅北 埼玉県川越市南台２－１－２

川越水上公園前 埼玉県川越市豊田本２丁目２４－１８

川越六軒町 埼玉県川越市六軒町１－１５－４



川口安行原 埼玉県川口市安行原２１６４

川口安行慈林 埼玉県川口市安行慈林９８５－１

川口戸塚３丁目 埼玉県川口市戸塚３丁目３０－３５

川口戸塚５丁目 埼玉県川口市戸塚５－１９－３５

東川口 埼玉県川口市戸塚東１ー１ー２７

川口戸塚鋏町北 埼玉県川口市戸塚東３丁目３８番３２号

川口幸町 埼玉県川口市幸町２ー７ー２７

鳩ヶ谷坂下３丁目 埼玉県川口市坂下町３－２４－２０

川口芝２丁目 埼玉県川口市芝２ー１３ー２７

川口芝下３丁目 埼玉県川口市芝下３－１－３５

川口西新井宿 埼玉県川口市西新井宿６０－１

川口４丁目 埼玉県川口市川口４－３－５

川口５丁目 埼玉県川口市川口５丁目５－３１

川口前川２丁目 埼玉県川口市前川２－３９－２９

川口前川４丁目 埼玉県川口市前川４－１４－２５

川口安行領家 埼玉県川口市大字安行領家字中道西３８３

川口東川口５丁目 埼玉県川口市東川口５丁目２－１

川口新郷 埼玉県川口市東本郷３０８－１

川口東領家２丁目 埼玉県川口市東領家２－３－１

鳩ケ谷南 埼玉県川口市南鳩ヶ谷５－１２－１

鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２

西川口駅東口 埼玉県川口市並木２－１－６

川口並木３丁目 埼玉県川口市並木３－３－９

鳩ケ谷里 埼玉県川口市里１２３５

草加新田駅東口 埼玉県草加市金明町字道下３７１－４

草加手代町 埼玉県草加市手代３－７－３

草加駅前１番通り 埼玉県草加市住吉１－４－７

草加新栄町 埼玉県草加市新栄２丁目４３番地６

草加新里下町 埼玉県草加市新里町３５４－１

草加清門町 埼玉県草加市清門３丁目７２番地３

草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５

草加氷川北 埼玉県草加市氷川町２１７１－２１

草加氷川町西 埼玉県草加市氷川町６３５－７

草加北谷１丁目 埼玉県草加市北谷１－１６－２３

寄居今市 埼玉県大里郡寄居町今市６３８－１

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１

寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１

埼玉小鹿野 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１１６５

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

秩父影森 埼玉県秩父市下影森９００－１７

秩父吉田町 埼玉県秩父市吉田久長１６４－１

秩父黒谷 埼玉県秩父市黒谷３３１－１

秩父蒔田 埼玉県秩父市蒔田２２７１－１

朝霞東洋大学前 埼玉県朝霞市溝沼１３３６－１

朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９



朝霞三原５丁目 埼玉県朝霞市三原５丁目２番８号

朝霞駅東口 埼玉県朝霞市仲町１－１－１

朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５

朝霞北原２丁目 埼玉県朝霞市北原２丁目１－１

鶴ヶ島市役所通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折１３７７－３

鶴ヶ島東 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷４０－１

東松山下野本 埼玉県東松山市下野本１７１１－１

東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１－１５

東松山松本町 埼玉県東松山市松本町１－７－１０

東松山新郷 埼玉県東松山市大字新郷３８７－１

東松山東平 埼玉県東松山市大字東平２４２４－１

宮代川端 埼玉県南埼玉郡宮代町字川端６４７番地１

宮代須賀 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀２２６０

宮代中央 埼玉県南埼玉郡宮代町中央３丁目３－８

宮代和戸 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸１４９７－１

日高バイパス 埼玉県日高市高萩１０４４－１

日高工業団地 埼玉県日高市新堀新田２１－２

三芳竹間沢 埼玉県入間郡三芳町竹間沢６４０－１

三芳藤久保東 埼玉県入間郡三芳町藤久保３３３－１

三芳藤久保西 埼玉県入間郡三芳町藤久保８２５－１

入間下藤沢東 埼玉県入間市下藤沢３丁目４２番地８

入間黒須１丁目 埼玉県入間市河原町１３番１７号

入間仏子 埼玉県入間市大字仏子字下ヶ谷戸１０９８－３

入間市東町３丁目 埼玉県入間市東町３－２－１０

入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７

入間市野田 埼玉県入間市野田１４４６－１

白岡小久喜 埼玉県白岡市小久喜５４－１

新白岡駅西口 埼玉県白岡市新白岡７丁目１２－６

白岡岡泉 埼玉県白岡市彦兵衛２１４－１

八潮中央 埼玉県八潮市西袋１３４７

八潮下２丁目 埼玉県八潮市大字２丁目１０７０－１

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮駅北口 埼玉県八潮市大瀬１丁目２番地２

八潮２丁目いちょう通り 埼玉県八潮市八潮２丁目２６－４

八潮木曽根 埼玉県八潮市木曽根１１０１－１

飯能阿須 埼玉県飯能市阿須１８７－１６

飯能永田 埼玉県飯能市永田３０７－６

飯能新町 埼玉県飯能市新町２２－１８

飯能橋場 埼玉県飯能市双柳３４４－１２

飯能双柳東 埼玉県飯能市双柳１１７１－５

飯能原市場 埼玉県飯能市大字下赤工矢ノ越５４６－１

飯能川寺 埼玉県飯能市大字川寺８８－１

飯能狭山バイパス 埼玉県飯能市大字双柳１２８５－１

飯能美杉台 埼玉県飯能市美杉台６丁目２－２

ときがわ町玉川 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４３３９－１



ときがわ町田中 埼玉県比企郡ときがわ町田中２２８

森林公園駅南口 埼玉県比企郡滑川町都９ー１

吉見町東 埼玉県比企郡吉見町大字万光寺１３－１

小川増尾 埼玉県比企郡小川町増尾４４１番２

小川町駅前 埼玉県比企郡小川町大塚１１５９－１

東小川 埼玉県比企郡小川町東小川４－６－１０

埼玉川島 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

鳩山今宿 埼玉県比企郡鳩山町今宿２９４

富士見市ふじみ野駅西口 埼玉県富士見市ふじみ野西１丁目２０番地６

ふじみ野駅東口 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１－３

富士見針ヶ谷１丁目 埼玉県富士見市針ケ谷１－４０－１４

みずほ台 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１２

富士見市岡ノ坂 埼玉県富士見市大字水子２７７３－１

富士見鶴瀬西２丁目 埼玉県富士見市鶴瀬西２－２５３４－１

富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９

富士見東大久保 埼玉県富士見市東大久保渋井橋９９８－１

杉戸清地３丁目 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地３丁目６－１２

杉戸倉松 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松３丁目３－３８

杉戸並塚 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚１３３７－５

伊奈栄 埼玉県北足立郡伊奈町栄４丁目１６３番地１

伊奈内宿 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台３丁目１７番地

北本石戸宿１丁目 埼玉県北本市石戸宿１丁目２５６

北本東間２丁目 埼玉県北本市東間２－２５５－２

北本緑１丁目 埼玉県北本市緑１丁目１８９

本庄鵜森 埼玉県本庄市鵜森２３１

本庄栄１丁目 埼玉県本庄市栄１丁目１番３６号

本庄南小学校前 埼玉県本庄市栄３丁目３９２－１

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

児玉町児玉 埼玉県本庄市児玉町児玉１１２４－８

本庄児玉長沖 埼玉県本庄市児玉町長沖２７７番１

本庄小島 埼玉県本庄市小島２３１－１

本庄西富田 埼玉県本庄市西富田９５０番地

本庄早稲田西 埼玉県本庄市東富田３３－１

本庄日の出３丁目 埼玉県本庄市日の出３－６－２５

蓮田黒浜 埼玉県蓮田市藤ノ木３－２３４

蓮田駅西口 埼玉県蓮田市本町６－１

和光新倉２丁目 埼玉県和光市新倉２丁目９番５０号

蕨中央１丁目 埼玉県蕨市中央１－８－１０

蕨駅東口 埼玉県蕨市塚越１－２－５

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

蕨北町１丁目 埼玉県蕨市北町１－１－１


