
店名 住所
福岡吉井新馬場 福岡県うきは市吉井町７３６－１

うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１

うきは高見 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

みやま恵比須町 福岡県みやま市瀬高町下庄１５９６－１１

みやま河内 福岡県みやま市瀬高町河内２６１２番１

みやま上坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田１０２４－１

みやま瀬高本郷 福岡県みやま市瀬高町本郷字北田２７０４番２

鞍手新延雛尻 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延雛尻２４１ー２

福岡遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町松の本２－１９－１

岡垣海老津 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１７番２２号

岡垣松ヶ台 福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台１丁目１１５７番１２６

水巻立屋敷 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－１６－３３

桂川吉隈 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８０００番５

嘉麻鴨生 福岡県嘉麻市鴨生字本下滝４６４番

嘉麻牛隈 福岡県嘉麻市牛隈１４１５－３

嘉麻山野 福岡県嘉麻市山野字逆水３０８番

碓井町役場前 福岡県嘉麻市上臼井３０１－３

嘉麻上山田 福岡県嘉麻市上山田１２３７－１１

稲築平 福岡県嘉麻市平８４５番地

久留米荒木鷲塚 福岡県久留米市荒木町荒木１３９７ー１

久留米荒木町今 福岡県久留米市荒木町今１１５－１

久留米荒木町 福岡県久留米市荒木町白口字経塚２２６８－４

久留米国分町 福岡県久留米市国分町７７２－５

久留米野田 福岡県久留米市国分町１４１６ー２

久留米山本町 福岡県久留米市山本町耳納１２９番地２

久留米二軒茶屋 福岡県久留米市上津町１９３２－２

久留米上津町 福岡県久留米市上津町２３９９－１１

久留米新合川 福岡県久留米市新合川２丁目８番２４号

久留米中央 福岡県久留米市諏訪野町１－１

久留米善導寺 福岡県久留米市善導寺町与田１４－３

久留米大善寺 福岡県久留米市大善寺町宮本女堀３４２－２８

久留米市役所前 福岡県久留米市中央町３２番３４

久留米長門石 福岡県久留米市長門石４丁目３－２２

久留米十二軒屋 福岡県久留米市津福今町２８３－２

久留米津福バイパス 福岡県久留米市津福今町５９０－３

久留米試験場駅前 福岡県久留米市津福本町４４０－３

久留米津福本町 福岡県久留米市津福本町字平島１０４４番地２

久留米田主丸 福岡県久留米市田主丸町田主丸４５９－２

福岡田主丸西 福岡県久留米市田主丸町牧１０６１－３

久留米東合川５丁目 福岡県久留米市東合川５丁目６－１３

久留米合川大橋 福岡県久留米市東合川７丁目１－５
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久留米日ノ出 福岡県久留米市日ノ出町１０８－４

久留米日吉町 福岡県久留米市日吉町２６－４７

久留米北野中央 福岡県久留米市北野町中３２４４－２

宮若脇野 福岡県宮若市宮田１３１９－４

宮若長井鶴 福岡県宮若市長井鶴２０４番地２

宮田本城 福岡県宮若市本城１１０１－２

宮田百合野 福岡県宮若市龍徳１９９番地１

みやこ町役場前 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田８１－２２

勝山黒田 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田６１６－３

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

苅田磯浜町 福岡県京都郡苅田町磯浜町１丁目２２－５

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

福岡苅田尾倉 福岡県京都郡苅田町尾倉１－２－１

古賀花見東２丁目 福岡県古賀市花見東２丁目２－１

古賀花見東７丁目 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５

古賀花鶴丘 福岡県古賀市花鶴丘１丁目８－３

行橋延永 福岡県行橋市吉国２７０

行橋宮市町 福岡県行橋市宮市町４－１８

行橋行事７丁目 福岡県行橋市行事７丁目５３５－５

行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２

行橋駅南 福岡県行橋市西宮市２丁目１０番１５号

行橋大橋２丁目 福岡県行橋市大橋２丁目５－７

行橋天生田 福岡県行橋市大字矢留字セト川１９２７－７

行橋市役所前 福岡県行橋市中央１丁目２－１８

大刀洗本郷 福岡県三井郡大刀洗町本郷３３７２

大木町役場前 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田３７５－４

糸島伊都の杜 福岡県糸島市伊都の杜１丁目３番１２号

前原高田１丁目 福岡県糸島市高田１丁目６－３０

志摩井田原 福岡県糸島市志摩井田原７４－２

糸島志摩師吉 福岡県糸島市志摩師吉１３１－６

前原駅南２丁目 福岡県糸島市前原駅南２丁目２４－１

前原南風台 福岡県糸島市南風台３丁目１６９番

宗像王丸 福岡県宗像市王丸字徳丸７６６番地８

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

宗像東郷 福岡県宗像市東郷６丁目１－１２

宗像吉武 福岡県宗像市武丸字前田９９８－５

春日一の谷 福岡県春日市一の谷１丁目１１７

春日下白水 福岡県春日市下白水北７－８１－１

春日公園前 福岡県春日市春日公園３丁目６０番

春日昇町 福岡県春日市昇町１丁目５４番

春日白水ヶ丘 福岡県春日市白水ヶ丘１－２６

小郡祇園１丁目 福岡県小郡市祇園１丁目１５－３



小郡三国が丘 福岡県小郡市三国が丘６－１７

小郡祗園 福岡県小郡市小郡１３０５－２

小郡七夕通り 福岡県小郡市大崎１０４６－２

小郡美鈴が丘 福岡県小郡市美鈴が丘５丁目１２－１

宇美町役場前 福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目１－５

宇美５丁目 福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目５番８号

宇美明神坂 福岡県糟屋郡宇美町明神坂２丁目８番１１号

久山久原 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１５７－１

志免南里７丁目 福岡県糟屋郡志免町大字南里７丁目１番地１

志免西小学校前 福岡県糟屋郡志免町大字別府１３４－３

志免別府 福岡県糟屋郡志免町別府北１丁目４３８－１３

篠栗西 福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９８８番２

篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３

篠栗町民体育館前 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７１６－２７

篠栗和田 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７７６番地２

新宮須川 福岡県糟屋郡新宮町原上１８０７－１

須恵中央 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１４０１－３

須恵レインボーロード 福岡県糟屋郡須恵町大字植木４７７－３２

須恵古宮 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０１－３

粕屋仲原３丁目 福岡県糟屋郡粕屋町仲原３丁目１９－８

太宰府向佐野４丁目 福岡県太宰府市向佐野４－１－３

太宰府国分 福岡県太宰府市国分１丁目１３番３５号

太宰府坂本 福岡県太宰府市坂本２丁目２－１７

太宰府大佐野１丁目 福岡県太宰府市大佐野１丁目６１番

太宰府大佐野 福岡県太宰府市大佐野２丁目９－１５

太宰府梅ヶ丘 福岡県太宰府市梅ヶ丘１丁目２－１

大川郷原 福岡県大川市大字郷原３１６

大川九網 福岡県大川市大字九網３３１－４

大川大野島 福岡県大川市大野島２８８８番地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

大牟田小浜町 福岡県大牟田市小浜町１１６－３

大牟田西浜田 福岡県大牟田市西浜田町１－１

大牟田倉永 福岡県大牟田市倉永１５２２

大牟田大黒町 福岡県大牟田市大黒町１－３４－２

大牟田久福木 福岡県大牟田市大字久福木２８０番地１

大牟田新町 福岡県大牟田市大字新町字田町１２４

大牟田三池南 福岡県大牟田市大字歴木字平町４７０番１

大牟田歴木 福岡県大牟田市大字歴木字平野山１８０７－１０３７

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

大牟田唐船西 福岡県大牟田市唐船５４－２

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

春日原駅東 福岡県大野城市錦町４丁目１番１８

大野城紫台 福岡県大野城市紫台１６－１１



大野城いけいけ通り 福岡県大野城市若草４丁目５－２０

大野城中央２丁目 福岡県大野城市中央２丁目３－２８

大野城仲畑４丁目 福岡県大野城市仲畑４丁目１－６

大野城筒井２丁目 福岡県大野城市筒井２丁目４－４

福岡吉富 福岡県築上郡吉富町大字広津２７５番地３

筑後西牟田 福岡県筑後市西牟田４１２９－１

筑後前津 福岡県筑後市前津５１１番１

筑後一条 福岡県筑後市大字一条字千本松１３２２－１

筑後久富 福岡県筑後市大字久富１２２１

筑後野町 福岡県筑後市大字野町７６６－６

筑紫野杉塚 福岡県筑紫野市杉塚２丁目１３－１２

九州道基山ＰＡ下り 福岡県筑紫野市大字原田１３１４－１０

二日市小学校前 福岡県筑紫野市二日市西２丁目６－１

西鉄二日市駅前 福岡県筑紫野市二日市中央６－６３３－１５

筑紫野美しが丘北 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１２－１

中間垣生公園前 福岡県中間市大字垣生８４６－１

福岡三輪依井 福岡県朝倉郡筑前町依井４９３－１

福岡三輪中央 福岡県朝倉郡筑前町栗田９４８－１

福岡冷水バイパス 福岡県朝倉郡筑前町朝日２８０－１

朝倉一木 福岡県朝倉市一木１４９－１

甘木柿原 福岡県朝倉市柿原１０８４

甘木インター 福岡県朝倉市甘木字椿４３６－１

朝倉十文字 福岡県朝倉市三奈木２７０５－２

甘木持丸北 福岡県朝倉市持丸６４４－８

杷木インター 福岡県朝倉市杷木寒水字口ノ下２２－２

杷木町 福岡県朝倉市杷木林田８０９－１

朝倉東田 福岡県朝倉市馬田９１１－１

朝倉一ツ木大通り 福岡県朝倉市来春字小原３７１－１

直方下境北 福岡県直方市大字下境３０３７－１

直方藤棚駅前 福岡県直方市大字下境３８６５－１

直方上頓野 福岡県直方市大字上頓野４９６３－１

直方知古 福岡県直方市大字知古７０７番２

直方殿町 福岡県直方市殿町３番１３号

直方中央橋 福岡県直方市頓野１５４９

田川中津原 福岡県田川郡香春町大字中津原１０２９－１

田川川崎 福岡県田川郡川崎町大字池尻６３６－１

田川川崎町役場前 福岡県田川郡川崎町大字田原７５４－１

田川添田 福岡県田川郡添田町大字添田字三本森２７０９－１

田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５番地１

赤池町 福岡県田川郡福智町赤池９４８－３

田川宮馬場 福岡県田川郡福智町大字上野３８１－１

田川松原 福岡県田川市伊田４９２２－２

田川伊加利 福岡県田川市大字伊加利２０２５－１６

田川三井伊田 福岡県田川市大字伊田２７４１－１６

田川伊田 福岡県田川市大字伊田４５１７番１



田川夏吉 福岡県田川市大字夏吉３３２番地１

田川バイパスみそぎ 福岡県田川市大字夏吉１４０７－１

田川見立 福岡県田川市大字弓削田３３１４－１

田川弓削田 福岡県田川市大字弓削田３５１４－１

田川猪位金 福岡県田川市大字猪国１４９０－１

田川後藤寺 福岡県田川市大字奈良２５６－１

田川糒 福岡県田川市糒１９１３－３

那珂川山田 福岡県那珂川市大字山田１１５７－１

八女広川 福岡県八女郡広川町広川１２６２－１

広川久泉 福岡県八女郡広川町大字久泉７３５－１１

八女中篭 福岡県八女市黒木町桑原８８９－１

八女上陽町 福岡県八女市上陽町北川内３２０－１

八女本村 福岡県八女市本村字杉町６５９－１

八女龍ケ原 福岡県八女市龍ケ原２６５－１

飯塚伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須７２２－１

飯塚柏の森ヒルズ 福岡県飯塚市下三緒３６－１１１

飯塚下三緒 福岡県飯塚市下三緒２９６－８

飯塚幸袋 福岡県飯塚市幸袋２１８番地７

飯塚庄内 福岡県飯塚市綱分１５６６－３

飯塚勢田 福岡県飯塚市勢田２３２６－１

飯塚西町 福岡県飯塚市西町７番５０号

飯塚川津 福岡県飯塚市川津３５９－２

飯塚鶴三緒 福岡県飯塚市大字鶴三緒１５４８－２

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

飯塚柏の森 福岡県飯塚市柏の森５３１－１

飯塚平恒 福岡県飯塚市平恒字天神６０１番５

飯塚目尾 福岡県飯塚市目尾字仲田１０００番

福岡干隈２丁目 福岡県福岡市城南区干隈２丁目６６番２６号

福岡神松寺橋 福岡県福岡市城南区神松寺１－２３－２８

福岡長尾１丁目 福岡県福岡市城南区長尾１丁目１０－７

福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４

福岡堤１丁目 福岡県福岡市城南区堤１－１２－２２

福岡東油山 福岡県福岡市城南区東油山１－１１－１

福岡愛宕１丁目 福岡県福岡市西区愛宕１丁目２６－１６

福岡横浜２丁目 福岡県福岡市西区横浜２－１０－３３

福岡小戸４丁目 福岡県福岡市西区小戸４丁目２－２７

２０２西の丘 福岡県福岡市西区西の丘２－２－２８

九大学研都市駅東 福岡県福岡市西区西都１丁目５番５号

福岡石丸１丁目 福岡県福岡市西区石丸１丁目１０番３号

福岡徳永 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡姪浜駅西 福岡県福岡市西区内浜１－３－４３

福岡福重５丁目 福岡県福岡市西区福重５丁目１－３

九大学研都市駅前 福岡県福岡市西区北原１丁目９番７号

福岡北原 福岡県福岡市西区北原１丁目１３番２７号



福岡賀茂２丁目 福岡県福岡市早良区賀茂２丁目１６－１５

福岡干隈５丁目 福岡県福岡市早良区干隈５丁目３０－１８

福岡四箇田団地 福岡県福岡市早良区重留７丁目１８番１５号

福岡西新中央 福岡県福岡市早良区西新５－２－８

福岡西新５丁目 福岡県福岡市早良区西新５丁目１２－１４

福岡田村４丁目 福岡県福岡市早良区田村４丁目１２－５

福岡港２丁目 福岡県福岡市中央区港２丁目１２－１

福岡港３丁目 福岡県福岡市中央区港３丁目１－１７

福岡大濠公園駅前 福岡県福岡市中央区荒戸１－１－６

福岡荒戸 福岡県福岡市中央区荒戸１丁目７ー１４ー１０１

福岡高砂１丁目 福岡県福岡市中央区高砂１丁目１１番３号

福岡唐人町駅前 福岡県福岡市中央区今川１丁目１－２７

福岡春吉２丁目 福岡県福岡市中央区春吉２丁目１５－８

福岡春吉３丁目 福岡県福岡市中央区春吉３－１５－３５

福岡大手門１丁目 福岡県福岡市中央区大手門１－６－１０

福岡鳥飼２丁目 福岡県福岡市中央区鳥飼２－７－８

ＡＩＭ済生会福岡総合病院 福岡県福岡市中央区天神１－３－４６

福岡天神４丁目 福岡県福岡市中央区天神４丁目１－１８

福岡渡辺通１丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通１－８－４０

福岡渡辺通５丁目 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２０－７

福岡舞鶴１丁目 福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目３－１８

福岡福浜２丁目 福岡県福岡市中央区福浜２丁目１－４

福岡薬院３丁目 福岡県福岡市中央区薬院３丁目５－１６

福岡中央高校北 福岡県福岡市中央区薬院４丁目４－１

福岡六本松 福岡県福岡市中央区六本松２－３－２

福岡塩浜１丁目 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１６－３６

福岡原田３丁目 福岡県福岡市東区原田３丁目９番１号

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

福岡三苫３丁目 福岡県福岡市東区三苫３丁目２－５２

福岡若宮４丁目 福岡県福岡市東区若宮４丁目２０－４３

福岡松崎 福岡県福岡市東区松崎２ー２１ー１７

福岡松田２丁目 福岡県福岡市東区松田２丁目９－１５

福岡千早１丁目 福岡県福岡市東区千早１丁目７－４

福岡大岳１丁目 福岡県福岡市東区大岳１丁目１２－２０

福岡二又瀬 福岡県福岡市東区二又瀬１３－１５

福岡馬出４丁目 福岡県福岡市東区馬出４丁目１番１号

福岡箱崎５丁目 福岡県福岡市東区箱崎５丁目４－５９

福岡箱崎ふ頭１丁目 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１－５－２５

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１丁目 福岡県福岡市東区和白１丁目９ー３６

福岡和白２丁目 福岡県福岡市東区和白２丁目１１－３２

福岡和白丘１丁目 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２３－５

福岡和白東２丁目 福岡県福岡市東区和白東２丁目１－４５

福岡宮竹小前 福岡県福岡市南区井尻１－５－１４



福岡塩原３丁目 福岡県福岡市南区塩原３丁目１６番１５号

福岡高宮１丁目 福岡県福岡市南区高宮１丁目３番３５号

福岡高宮西 福岡県福岡市南区高宮１丁目１９－１６

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

福岡清水２丁目 福岡県福岡市南区清水２－９－１９

西鉄大橋駅前 福岡県福岡市南区大橋１丁目８－１９

福岡大橋駅西 福岡県福岡市南区大橋１ー１８ー１２

福岡日赤通り 福岡県福岡市南区大楠１丁目３５－２５

福岡長丘１丁目 福岡県福岡市南区長丘１丁目４－３９

福岡長住２丁目 福岡県福岡市南区長住２丁目２０番１２号

福岡鶴田３丁目 福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０番３２号

福岡鶴田４丁目 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番３３号

福岡的場２丁目 福岡県福岡市南区的場２丁目１２番３９号

福岡那の川１丁目 福岡県福岡市南区那の川１丁目１３－３４

福岡平和２丁目 福岡県福岡市南区平和２－２８－１

福岡野間４丁目 福岡県福岡市南区野間４丁目１－１０

博多浦田１丁目 福岡県福岡市博多区浦田１丁目１７－２６

博多蔵本 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１

博多吉塚１丁目 福岡県福岡市博多区吉塚１丁目１５－９

福岡南バイパス 福岡県福岡市博多区金の隈１丁目２５－１９

博多銀天町３丁目 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目１－１

博多奈良屋 福岡県福岡市博多区古門戸町４ー２４

博多綱場町 福岡県福岡市博多区綱場町１番１号

博多住吉３丁目 福岡県福岡市博多区住吉３丁目１２番１号

博多住吉４丁目 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１－２

博多春町３丁目 福岡県福岡市博多区春町３丁目９－１８

博多上牟田２丁目 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１－２０

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

博多西春町４丁目 福岡県福岡市博多区西春町４丁目１－２４

博多千代１丁目 福岡県福岡市博多区千代１ー２９ー２１

福岡築港本町 福岡県福岡市博多区対馬小路１１－１５

博多中洲３丁目 福岡県福岡市博多区中洲３丁目７－１

博多中洲大通り 福岡県福岡市博多区中洲３丁目７－１０

博多中洲５丁目 福岡県福岡市博多区中洲５丁目２番３号

博多東那珂３丁目 福岡県福岡市博多区東那珂３丁目６－３７

博多東比恵１丁目 福岡県福岡市博多区東比恵１丁目５－１３

博多弓田町 福岡県福岡市博多区那珂５丁目１６番２４号

博多駅南 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３１－１

おみやげ本舗博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

ハートインＪＲ博多駅筑紫口 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

ハートイン博多駅新幹線改札内 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

博多駅中央街 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７番２１号

博多駅東２丁目 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－３７



博多宮島 福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１８－４

博多瑞穂南 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目４番３号

博多竹下通り 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－１１

博多比恵町 福岡県福岡市博多区比恵町３－４

博多美野島通り 福岡県福岡市博多区美野島１丁目１７－５

博多豊１丁目 福岡県福岡市博多区豊１－９－４９

博多立花寺 福岡県福岡市博多区立花寺２丁目１－１

福津若木台 福岡県福津市若木台５丁目７０－４

福津勝浦 福岡県福津市勝浦３４９３－１

福津大和町 福岡県福津市中央４丁目４番２号

福津中央５丁目 福岡県福津市中央５丁目１１－７

福津内殿 福岡県福津市内殿河原９９６番１

福津日蒔野 福岡県福津市日蒔野５丁目５－８

豊前四郎丸 福岡県豊前市四郎丸１０８５

豊前岸井 福岡県豊前市大字岸井３６３－４

豊前郵便局前 福岡県豊前市大字赤熊１４２１－２０

戸畑沖台 福岡県北九州市戸畑区沖台２丁目１４－２２

戸畑境川 福岡県北九州市戸畑区境川１－８－７

戸畑新池３丁目 福岡県北九州市戸畑区新池３丁目１－１２

戸畑天籟寺 福岡県北九州市戸畑区正津町３－７

戸畑千防３丁目 福岡県北九州市戸畑区千防３丁目４－１８

戸畑東大谷１丁目 福岡県北九州市戸畑区東大谷１丁目１番７号

若松鴨生田 福岡県北九州市若松区鴨生田４－８－１０７

若松古前 福岡県北九州市若松区古前１丁目１１－５

若松高須南１丁目 福岡県北九州市若松区高須南１丁目８番３２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

若松小石 福岡県北九州市若松区赤崎町２－３７

若松白山 福岡県北九州市若松区白山１丁目２－３

若松大鳥居 福岡県北九州市若松区蜑住原牟田１７６１－１

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

小倉葛原１丁目 福岡県北九州市小倉南区葛原１－２－２８

小倉葛原本町１丁目 福岡県北九州市小倉南区葛原本町１丁目１３－３３

小倉企救丘２丁目 福岡県北九州市小倉南区企救丘２ー１４－２７

小倉にれの木坂 福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂１丁目１－２

北九州空港 福岡県北九州市小倉南区空港北町６番地

小倉上曽根新町 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１１－９

小倉木下 福岡県北九州市小倉南区大字木下８６９ー１

小倉中吉田 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１

小倉中曽根東２丁目 福岡県北九州市小倉南区中曽根東２丁目７－１

小倉長行東１丁目 福岡県北九州市小倉南区長行東１丁目５－７

小倉長尾５丁目 福岡県北九州市小倉南区長尾５丁目２０１

小倉徳力新町 福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１９－７



小倉北方１丁目 福岡県北九州市小倉南区北方１丁目３－１３

北九大前 福岡県北九州市小倉南区北方２－２１－１

小倉工業高校前 福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目１－１６

小倉京町２丁目 福岡県北九州市小倉北区京町２－４－２７

小倉京町３丁目 福岡県北九州市小倉北区京町３丁目１１－１１

小倉熊谷３丁目 福岡県北九州市小倉北区熊谷３丁目１５－１５

小倉今町 福岡県北九州市小倉北区今町１丁目５番９号

小倉紺屋町 福岡県北九州市小倉北区紺屋町４－６

小倉浅香通り 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１０－７

小倉三萩野２丁目 福岡県北九州市小倉北区三萩野２丁目２番１０号

リバーウォーク北九州 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１－１

小倉篠崎２丁目 福岡県北九州市小倉北区篠崎２丁目１－３３

西小倉駅前 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１４

小倉真鶴２丁目 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２号

小倉神岳２丁目 福岡県北九州市小倉北区神岳２丁目６－２４

ハートインＪＲ小倉駅新幹線口東 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１

小倉竪町 福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目６番１３号

小倉東港 福岡県北九州市小倉北区東港１丁目５－１０

小倉東篠崎２丁目 福岡県北九州市小倉北区東篠崎２丁目１－３

小倉日明４丁目 福岡県北九州市小倉北区日明４丁目６－２４

小倉米町 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１

小倉片野 福岡県北九州市小倉北区片野新町１丁目１０番２０号

八幡永犬丸東町 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１丁目２－６

八幡穴生１丁目 福岡県北九州市八幡西区穴生１丁目１９番２０号

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

八幡紅梅１丁目 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁目２－１３

八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番３９号

八幡高江 福岡県北九州市八幡西区高江１ー２ー７

八幡三ケ森電停前 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３丁目１６番１０号

八幡三ケ森 福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－７－８

八幡上ノ原 福岡県北九州市八幡西区上ノ原１－８－１

八幡陣原４丁目 福岡県北九州市八幡西区陣原４－２－２３

八幡西曲里町 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

八幡則松３丁目 福岡県北九州市八幡西区則松３丁目１ー２２

八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３

八幡鷹の巣３丁目 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３丁目２－１

八幡池田１丁目 福岡県北九州市八幡西区池田１丁目２－８

八幡竹末 福岡県北九州市八幡西区竹末２丁目４番２１号

八幡鳴水 福岡県北九州市八幡西区東鳴水２丁目８－２６

八幡筒井町 福岡県北九州市八幡西区筒井町２－２１

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

八幡本城１丁目 福岡県北九州市八幡西区本城１丁目１２－２０

八幡ひびき 福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－１５－１５

八幡木屋瀬 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５丁目３－２６

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

八幡中央町 福岡県北九州市八幡東区中央１－４－１

八幡槻田２丁目 福岡県北九州市八幡東区槻田２丁目１１－２０

八幡東田１丁目 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目６番１７号

門司港松本 福岡県北九州市門司区栄町１１－１６

門司永黒２丁目 福岡県北九州市門司区永黒２丁目６番６号

門司高田 福岡県北九州市門司区高田２丁目５－６

門司田野浦 福岡県北九州市門司区新開６－２４

新門司北１丁目 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目３－５

新門司インター 福岡県北九州市門司区大字畑１８８－８

柳川下宮永町 福岡県柳川市下宮永町６３７－２

柳川蓮蒲池 福岡県柳川市三橋町柳河字蓮蒲池８４６－１

柳川高校前 福岡県柳川市城南町１－１

柳川徳益 福岡県柳川市大和町徳益６９６－１

柳川辻町 福岡県柳川市辻町７番地１

柳川矢加部 福岡県柳川市矢加部４９２－１

店名 住所
伊万里東山代 佐賀県伊万里市東山代町長浜２０４０番地３

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

伊万里南波多 佐賀県伊万里市南波多町府招字小原２９４３番１

伊万里大里 佐賀県伊万里市二里町大里乙８７－１

伊万里八谷搦 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１０４２

伊万里柳井町 佐賀県伊万里市立花町４０９０番１

嬉野大草野 佐賀県嬉野市塩田町大字大草野３８－１

塩田馬場下 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１２

佐賀嬉野みゆき通り 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１２５９

嬉野一位原 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲１６９８番地３

佐賀江北 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志２０６２－１

有明深浦 佐賀県杵島郡白石町大字深浦２６８０－３

佐賀開成５丁目 佐賀県佐賀市開成５丁目９３５番１

佐賀開成６丁目 佐賀県佐賀市開成６丁目１２－３９

佐賀高木瀬東２丁目 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目３９５番７

佐賀高木瀬東５丁目 佐賀県佐賀市高木瀬東５丁目２１ー１１

佐賀若宮２丁目 佐賀県佐賀市若宮２ー１５ー２５

佐賀若楠１丁目 佐賀県佐賀市若楠１丁目３－１３

佐賀新郷本町 佐賀県佐賀市新郷本町４４ー１

佐賀商業高校前 佐賀県佐賀市神野東４丁目１２ー３３

佐賀西田代１丁目 佐賀県佐賀市西田代１丁目３－１７

佐賀川副町西古賀 佐賀県佐賀市川副町西古賀２３－１

佐賀早津江橋 佐賀県佐賀市川副町大字早津江２５８－４

佐賀大財３丁目 佐賀県佐賀市大財３丁目２０５番２

佐賀大和川上 佐賀県佐賀市大和町大字川上４２４－１

佐賀大和町 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３９－３

佐賀鍋島町 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字三本椎５０４ー１０



佐賀兵庫下村 佐賀県佐賀市兵庫南１丁目５８７番

佐賀兵庫南 佐賀県佐賀市兵庫南４丁目３番９号

佐賀北川副江上 佐賀県佐賀市北川副町大字光法９１０番１０

佐賀南部バイパス本庄 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１６４－３

佐賀本庄町 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄字一本谷１２６４－３

佐賀大赤松町 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄字四本谷１３２８－１６

佐賀南本庄 佐賀県佐賀市本庄町本庄９５１－１

みやき町江口 佐賀県三養基郡みやき町大字江口２９５４－１１

みやき町簑原 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原５３７６－１

基山長野 佐賀県三養基郡基山町長野６０２－２

鹿島祐徳稲荷前 佐賀県鹿島市古枝９２４番２

鹿島農協前 佐賀県鹿島市重ノ木字杉角甲４６７－１

肥前七浦 佐賀県鹿島市大字音成乙４１４７－１

肥前鹿島 佐賀県鹿島市大字高津原５２９－１

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

鹿島浜町 佐賀県鹿島市浜町字山田川１３５５番１

小城牛津 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬９０９－１

三日月樋口 佐賀県小城市三日月町樋口１７１７－１

神埼吉田 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２７７０番１

東背振インター 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲４９４６－２

神埼町姉川 佐賀県神埼市神埼町姉川１８８８

神埼市役所前 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２４３３－１

千代田嘉納 佐賀県神埼市千代田町嘉納１１９８－６

有田下本 佐賀県西松浦郡有田町下本字北下原乙２５８１－８

有田原明 佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５

佐賀有田インター 佐賀県西松浦郡有田町大野乙２５４５－１

有田三代橋 佐賀県西松浦郡有田町南原甲６２８－１

有田駅前 佐賀県西松浦郡有田町本町乙３０７３番１３

有田町役場前 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２１０－５

東多久 佐賀県多久市東多久町大字別府１８５１－１

多久北多久町 佐賀県多久市北多久町大字多久原１６４６－１

鳥栖幸津町 佐賀県鳥栖市幸津町字上川原１４３－１

鳥栖姫方町 佐賀県鳥栖市姫方町３３１－１０

鳥栖弥生が丘２丁目 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１７４

東唐津駅前 佐賀県唐津市松南町３２０

唐津神田 佐賀県唐津市神田字郷ノ元１９２２番１

唐津千々賀 佐賀県唐津市千々賀３８５番地１

唐津相知山崎 佐賀県唐津市相知町山崎字山崎３２４３－１

相知長部田 佐賀県唐津市相知町長部田８６０－１

唐津西高校前 佐賀県唐津市町田１７７７番地１

唐津鎮西町打上 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲筒江２２６４－１

唐津バイパス 佐賀県唐津市浜玉町浜崎大字横田下字干居９５５－３

唐津徳須恵 佐賀県唐津市北波多徳須恵１１７１－１

唐津和多田本村 佐賀県唐津市和多田本村４４０５



唐津和多田用尺 佐賀県唐津市和多田用尺２９０５－２

肥前太良 佐賀県藤津郡太良町大字糸岐字川北１０３９－２

武雄片白 佐賀県武雄市橘町大字片白３６２－２

佐賀山内バイパス 佐賀県武雄市山内町大字鳥海１７８７４－１

武雄若木インター 佐賀県武雄市若木町川古９３４０－１

武雄朝日町 佐賀県武雄市朝日町大字甘久字前田２２３５－１

武雄バイパス 佐賀県武雄市武雄町大字昭和２３８

武雄西山 佐賀県武雄市武雄町大字武雄字永松５７５２－１

武雄北方町 佐賀県武雄市北方町大字志久字上干給３４２９－１

店名 住所
雲仙愛野 長崎県雲仙市愛野町乙５３９６－３

雲仙吾妻 長崎県雲仙市吾妻町阿母名６８９－１

雲仙小浜マリーナ 長崎県雲仙市小浜町マリーナ５

雲仙小浜町北野 長崎県雲仙市小浜町北野字上古賀５１５－１

佐世保愛宕町 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２

佐世保権常寺 長崎県佐世保市権常寺１丁目１２番１５号

佐世保広田１丁目 長崎県佐世保市広田１丁目２３０番

佐世保江上町 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

佐世保崎岡町 長崎県佐世保市崎岡町１２２８－１

佐世保駅前 長崎県佐世保市三浦町３３７

江迎鹿町 長崎県佐世保市鹿町町深江潟１００－１

小佐々黒石 長崎県佐世保市小佐々町黒石３１３－１７

佐世保上原町 長崎県佐世保市上原町１０９２－２

佐世保上相浦 長崎県佐世保市上相浦町８－１３

佐世保常盤町 長崎県佐世保市常盤町４－７

佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

佐世保早苗町 長崎県佐世保市早苗町１４３番１

佐世保天神２丁目 長崎県佐世保市天神２丁目２４１－１

佐世保天神 長崎県佐世保市天神５丁目２１９１番１

佐世保日宇町 長崎県佐世保市日宇町２５４５－１

佐世保日野町 長崎県佐世保市日野町１９１７－１

佐世保白岳町 長崎県佐世保市白岳町１１３－４

佐世保俵町 長崎県佐世保市俵町２３番１８号

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

西海大瀬戸町 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２５１９番１

時津左底郷 長崎県西彼杵郡時津町左底郷字浜田３２－１

時津西時津郷 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷８４７－４

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

長与ニュータウン入口 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２０５４－５

長与高田郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷４２５－１

長与まなび野 長崎県西彼杵郡長与町高田郷９２２－１



大村久原２丁目 長崎県大村市久原２丁目１５３２番１

大村協和町 長崎県大村市杭出津３丁目３８４

大村須田ノ木町 長崎県大村市須田ノ木町８７２－１

大村水主町１丁目 長崎県大村市水主町１丁目７４７－２

大村池田２丁目 長崎県大村市池田２丁目２７６－１

大村東三城町 長崎県大村市東三城町６８

大村富の原２丁目 長崎県大村市富の原２丁目２１９－１

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

長崎滑石６丁目 長崎県長崎市滑石６丁目１３番１号

長崎岩川町 長崎県長崎市岩川町１７－１５

長崎京泊 長崎県長崎市京泊３丁目６－６

長崎戸町４丁目 長崎県長崎市戸町４丁目９番２号

長崎五島町 長崎県長崎市五島町２－２９

長崎稲佐橋 長崎県長崎市光町２番

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

長崎総合科学大学前 長崎県長崎市宿町３－１４

長崎小浦町 長崎県長崎市小浦町４番地２

長崎松山町 長崎県長崎市松山町９－６

長崎上小島 長崎県長崎市上小島２丁目３－２０

長崎城栄町 長崎県長崎市城栄町５－１２

長崎深堀町 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０

長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３

長崎草住町 長崎県長崎市草住町２３４番４

長崎文教通り 長崎県長崎市大橋町２４－４

長崎中川１丁目 長崎県長崎市中川１丁目１－１

長崎馬町 長崎県長崎市馬町８１番地

長崎梅香崎町 長崎県長崎市梅香崎町９－２

長崎平間町 長崎県長崎市平間町９２５－１

長崎宝栄町 長崎県長崎市宝栄町１３－１５

長崎思案橋 長崎県長崎市本石灰町５－６

長崎万屋町 長崎県長崎市万屋町６番５号

長崎ココウォーク 長崎県長崎市茂里町１番５５号

長崎矢上町 長崎県長崎市矢上町３２－２８

長崎鍛冶市通り 長崎県長崎市油屋町２－５

長崎道ノ尾 長崎県長崎市葉山１丁目１－１

島原高島２丁目 長崎県島原市高島２丁目７２０８－１

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

島原白土湖 長崎県島原市崩山町６８９３－１

島原北門町 長崎県島原市北門町１２９７－１

島原有明湯江 長崎県島原市有明町湯江乙１３１０－１

東彼杵川棚 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３６－１

東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１



波佐見宿郷 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷１０３３－１

波佐見折敷瀬 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字西ノ原１４３７－６

南島原大野木場 長崎県南島原市深江町丁字野頭７７１３－２８

佐々須崎免 長崎県北松浦郡佐々町須崎免５０２－１０

諫早久山台 長崎県諌早市久山台４４番３号

高来湯江 長崎県諌早市高来町三部壱平田川２６０－１

飯盛開 長崎県諌早市飯盛町開１９１４－１

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

諫早猿崎町 長崎県諫早市猿崎町３７３９－１

諫早幸町 長崎県諫早市幸町４９－４６

諫早小川町 長崎県諫早市小川町９２－１

諫早バイパス 長崎県諫早市小船越町１０３９番７

諫早平山町 長崎県諫早市小船越町１２７１－２

小長井牧 長崎県諫早市小長井町牧２９６－２１

諫早唐比東 長崎県諫早市森山町唐比東字八反角６６１－１

諫早西郷町 長崎県諫早市西郷町２１

多良見体育センター前 長崎県諫早市多良見町化屋１８０９

諫早仲沖町 長崎県諫早市仲沖町１７－１０

諫早長野町 長崎県諫早市長野町１４５８－１

諫早馬渡町 長崎県諫早市馬渡町８番９

店名 住所
阿蘇永草 熊本県阿蘇市永草１３４７

阿蘇西町 熊本県阿蘇市西町８３３－１

阿蘇赤水 熊本県阿蘇市赤水１２６２－２

阿蘇内牧 熊本県阿蘇市内牧６２８

芦北町 熊本県葦北郡芦北町大字芦北２０１２番４

芦北インター 熊本県葦北郡芦北町大字佐敷４２４

芦北田浦 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦７８７－１０

小川江頭 熊本県宇城市小川町河江９６－６

宇城松橋南田 熊本県宇城市松橋町曲野２１６４番地

宇城松橋曲野 熊本県宇城市松橋町曲野８２３－１

熊本松橋東 熊本県宇城市松橋町松橋中原７９２－４

宇城南豊崎 熊本県宇城市松橋町南豊崎５７２－１

宇城豊野町山崎 熊本県宇城市豊野町山崎字豊原２５９番１

菊陽光の森３丁目 熊本県菊池郡菊陽町光の森３丁目２１番８

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

大津桜町通り 熊本県菊池郡大津町大字室２１５番地１５

熊本大津バイパス 熊本県菊池郡大津町大字室５３６－５

熊本大津美咲野 熊本県菊池郡大津町大字大津５３３ー２

熊本大津郵便局前 熊本県菊池郡大津町大津１１４３－１

旭志伊坂 熊本県菊池市旭志伊坂５３－１

菊池西寺 熊本県菊池市西寺字西前田１３６２－１

菊池中央 熊本県菊池市北宮３４１番１

泗水富の原 熊本県菊池市泗水町吉富２５０番２２４



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

球磨錦町 熊本県球磨郡錦町一武今別府２７４２－１

多良木警察署前 熊本県球磨郡多良木町多良木字下原田２８２９－３

九州道玉名ＰＡ上り 熊本県玉名郡南関町大字下坂下字四反田１５６２－３

南関小原 熊本県玉名郡南関町大字小原１８１５－２

和水町江田 熊本県玉名郡和水町江田４８７番地７

菊水インター 熊本県玉名郡和水町前原２３５

横島外平 熊本県玉名市横島町横島１７０５－１

岱明町高道 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１

熊本花園１丁目 熊本県熊本市西区花園１丁目２０番３２号

熊本松尾町 熊本県熊本市西区西松尾町５２３４－２

熊本池田１丁目 熊本県熊本市西区池田１丁目１５番７７号

熊本田崎市場 熊本県熊本市西区田崎２丁目４－２７

熊本島崎２丁目 熊本県熊本市西区島崎２丁目１５－２７

熊本蓮台寺１丁目 熊本県熊本市西区蓮台寺１－１－３２

熊本下通１丁目 熊本県熊本市中央区下通１丁目７番１１号

熊本京町 熊本県熊本市中央区京町本丁１－６９

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

熊本水前寺１丁目 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目１０－３

熊本水前寺５丁目 熊本県熊本市中央区水前寺５丁目１番

熊本水前寺公園 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－６

熊本帯山 熊本県熊本市中央区帯山６丁目１－３０

熊本赤十字病院前 熊本県熊本市中央区帯山９丁目５番１号

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

熊本渡鹿３丁目 熊本県熊本市中央区渡鹿３丁目３番１５号

熊本産業道路 熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目１３番１号

南熊本４丁目 熊本県熊本市中央区南熊本４丁目８－１３

熊本明午橋通り 熊本県熊本市中央区南千反畑町２－１１

熊本八王寺町 熊本県熊本市中央区八王寺町４０－２

熊本米屋町 熊本県熊本市中央区米屋町１丁目１番

熊本セイラタウン 熊本県熊本市東区下江津８丁目１０－１

熊本下南部 熊本県熊本市東区下南部３丁目１番４７号

熊本花立６丁目 熊本県熊本市東区花立６丁目１０－２８

熊本画図重富 熊本県熊本市東区画図町重富６３７番２

熊本画図所島 熊本県熊本市東区画図町所島１２３－１

熊本画図 熊本県熊本市東区画図町大字重富４７３－１

熊本湖東３丁目 熊本県熊本市東区湖東３丁目２－１

熊本御領２丁目 熊本県熊本市東区御領２丁目６－５３

熊本インター 熊本県熊本市東区御領８丁目２番１号

熊本桜木３丁目 熊本県熊本市東区桜木３丁目２２－１

熊本若葉２丁目 熊本県熊本市東区若葉２丁目１３－１



熊本秋津２丁目 熊本県熊本市東区秋津２丁目１番６４号

熊本秋津新町 熊本県熊本市東区秋津新町５番１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

熊本上南部 熊本県熊本市東区上南部１丁目４番７２号

熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外３丁目２－１

熊本新南部 熊本県熊本市東区新南部２丁目７－６２

熊本西原１丁目 熊本県熊本市東区西原１丁目２番７０号

熊本インター北 熊本県熊本市東区石原２丁目３－５

熊本石原３丁目 熊本県熊本市東区石原３丁目１０番２０

熊本長嶺南１丁目 熊本県熊本市東区長嶺南１丁目４－１６

熊本長嶺南６丁目 熊本県熊本市東区長嶺南６－３－２０

熊本渡鹿８丁目 熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１３－１

熊本灰塚 熊本県熊本市東区東京塚町１９－２４

熊本東野４丁目 熊本県熊本市東区東野４丁目１－６

熊本八反田 熊本県熊本市東区八反田１丁目１－１

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

熊本近見６丁目 熊本県熊本市南区近見６丁目１－４３

熊本御幸笛田 熊本県熊本市南区御幸笛田２丁目２０－５８

熊本城南千町 熊本県熊本市南区城南町千町１６３０－１

熊本銭塘町 熊本県熊本市南区銭塘町２１４７－３

熊本南高江 熊本県熊本市南区南高江６丁目１１－５８

熊本野田１丁目 熊本県熊本市南区野田１丁目８－４３

植木岩野 熊本県熊本市北区植木町岩野１８２－３

植木松原 熊本県熊本市北区植木町滴水４７－３

熊本田原坂 熊本県熊本市北区植木町鈴麦２２０－１

熊本清水亀井 熊本県熊本市北区清水亀井町２１－１４

熊本楠６丁目 熊本県熊本市北区楠６丁目１９５８－１

熊本龍田７丁目 熊本県熊本市北区龍田７丁目３１番７２号

グリーンランド北 熊本県荒尾市下井手１２７９番１

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

荒尾山の手 熊本県荒尾市川登１８８４－１０

荒尾蔵満 熊本県荒尾市蔵満２－２

熊本カントリーパーク前 熊本県合志市栄３７９１番地５０

合志御代志 熊本県合志市御代志１６７２－６

合志三ツ石駅前 熊本県合志市須屋１２８５番３

合志西南中入口 熊本県合志市須屋２８６３番３

合志竹迫 熊本県合志市竹迫９０２－１

合志ユーパレス弁天前 熊本県合志市野々島２４５１－１

山鹿中央通り 熊本県山鹿市中央通１０１番

益城安永 熊本県上益城郡益城町大字安永６２１－１

益城宮園 熊本県上益城郡益城町大字宮園７５７－１

益城砥川 熊本県上益城郡益城町大字砥川１８９６

益城福富 熊本県上益城郡益城町大字福富７４０番地１８



嘉島上仲間 熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間８４８番地４

嘉島バイパス 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字芝原２０７５－１

嘉島北甘木 熊本県上益城郡嘉島町北甘木２３３０－１

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

上天草大矢野上 熊本県上天草市大矢野町中８２９－１

人吉下林 熊本県人吉市下林町字佐ブ川２０－２

人吉五日町 熊本県人吉市五日町５３番１

水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８

天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号

天草亀場 熊本県天草市亀場町食場９３４－５

天草知ケ崎 熊本県天草市志柿町５３９１ー３

天草小松原町 熊本県天草市小松原町２０２番１６

氷川鹿島 熊本県八代郡氷川町鹿島１５４１－６

氷川栫 熊本県八代郡氷川町栫１４－１

八代松高小学校前 熊本県八代市永碇町８４９ー１

八代横手新町 熊本県八代市横手新町１５－１４

八代旭中央通り 熊本県八代市黄金町８－１

八代海士江町 熊本県八代市海士江町２３２８－７

八代宮地町 熊本県八代市宮地町字二反田２０４７番

八代鏡 熊本県八代市鏡町内田２６６

八代古城町 熊本県八代市古城町字新地３０２４

八代高下西町 熊本県八代市高下西町１２５８

八代上片町 熊本県八代市上片町字下ノ森９９５番１

八代千丁駅東 熊本県八代市千丁町吉王丸字南中ノ丸５２８番１

八代大手町 熊本県八代市大手町２－１－８

八代田中西町 熊本県八代市田中西町１－１

八代萩原町１丁目 熊本県八代市萩原町１丁目４７７－１

店名 住所
宇佐糸口 大分県宇佐市大字下時枝５６０

宇佐橋津 大分県宇佐市大字橋津７－２

宇佐閤 大分県宇佐市大字閤字屋敷１００

宇佐上田 大分県宇佐市大字上田９１２－１

宇佐石田 大分県宇佐市大字石田６６－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

杵築北浜 大分県杵築市大字杵築字北浜７００番１－２

杵築南杵築 大分県杵築市南杵築１９６９－１

大分道玖珠ＳＡ上り 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６６６

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

玖珠森 大分県玖珠郡玖珠町大字森３４－１

玖珠帆足 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足字ドヲメキ３６５－４

安岐塩屋 大分県国東市安岐町塩屋２９９番１

国東安岐下原 大分県国東市安岐町下原字カツラヲ７５２番地１

武蔵古市 大分県国東市武蔵町古市１６６－１

佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１



佐伯中の島 大分県佐伯市中の島２丁目５７２７番５

佐伯インター 大分県佐伯市鶴岡西町１丁目２３１

佐伯弥生 大分県佐伯市弥生大字上小倉１０７８番１

日出暘谷駅前 大分県速見郡日出町３１８５番１

日出佐尾 大分県速見郡日出町字平早水３９０２－１３

日出駅前 大分県速見郡日出町大字川崎８１３－２

日出豊岡 大分県速見郡日出町大字平道字入江１８７６番１２

大分鴛野 大分県大分市鴛野１３７９－１

大分奥田 大分県大分市田中町３丁目１番６号

大分横田１丁目 大分県大分市横田１丁目４００番

大分下郡東 大分県大分市下郡東１丁目６番７号

大分下郡南 大分県大分市下郡南１丁目７－１１

大分荷揚町 大分県大分市荷揚町９番２１

大分錦町 大分県大分市錦町２丁目１４番１２号

大分山津町１丁目 大分県大分市山津町１丁目８－１０

大分山津町２丁目 大分県大分市山津町２丁目６－１７

大分松原町 大分県大分市松原町１丁目３番７

大分城原 大分県大分市城原大字城原４５１番

大分城東町 大分県大分市城東町１７４番地

大分新川町 大分県大分市新川町２丁目１番５号

大分光吉 大分県大分市大字宮崎字シテノ下９３２番

大分上宗方 大分県大分市大字上宗方３９０番１

大分高江 大分県大分市大字旦野原９３３－２

大分中央町４丁目 大分県大分市中央町４丁目５番

大分中鶴崎２丁目 大分県大分市中鶴崎２丁目５番１７号

大分猪野 大分県大分市猪野１３５０－１

大分都町 大分県大分市都町３丁目５番３５号

大分都町４丁目 大分県大分市都町４丁目１番１

大分日岡３丁目 大分県大分市日岡３丁目４番７

大分府内町２丁目 大分県大分市府内町２丁目５－２５

大分明野北５丁目 大分県大分市明野北５丁目１－１５

大分木上 大分県大分市木上３９６－１

大分里３丁目 大分県大分市里３丁目１－８

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

中津豊田町 大分県中津市大字島田字村田４６７番２

中津今津大橋 大分県中津市鍋島７７９－１

中津万田 大分県中津市万田２６５－１

津久見松崎 大分県津久見市セメント町９番８号

津久見港町 大分県津久見市中央町７６０番地１２１

日田高瀬 大分県日田市高瀬１２２３－２

日田三本松２丁目 大分県日田市三本松２丁目２１２－２

日田大山 大分県日田市大山町西大山字宮ノ本９０２番２



日田三和 大分県日田市大字三和１０２５－１

日田庄手 大分県日田市大字庄手８６９－１

日田西有田 大分県日田市大字西有田１３０５－１

日田玉川バイパス 大分県日田市大字渡里字水町１４８７－１

別府杉乃井ホテル 大分県別府市観海寺１

別府流川通 大分県別府市光町２１番１８号

別府新港 大分県別府市新港町４番１５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

別府北中 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１

別府春木 大分県別府市大字北石垣字瓜畑１５１７－１

別府大畑 大分県別府市大畑４組２

別府竹の内 大分県別府市竹の内１８９５－１５

別府田の湯町 大分県別府市田の湯町８番１３号

別府新宮通り 大分県別府市北浜１丁目６９１番２

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

別府立田町 大分県別府市立田町２３３３番

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

由布庄内小野屋 大分県由布市庄内町東長宝４２０－１

湯布院湯の坪 大分県由布市湯布院町川上３０１１番地４

店名 住所
えびの大明司 宮崎県えびの市大字大明司４８－３

延岡西階町１丁目 宮崎県延岡市西階町１丁目３７４８番地５

延岡浜町 宮崎県延岡市浜町５１３９番地１

延岡別府町 宮崎県延岡市別府町４３０９－１

延岡野田１丁目 宮崎県延岡市野田１丁目３番７

宮崎宝財 宮崎県宮崎市阿波岐原町宝財２４０８－１

宮崎花ケ島町 宮崎県宮崎市花ケ島町瀬々町２６１０

宮崎祇園３丁目 宮崎県宮崎市祇園３丁目１９１

宮崎檍小学校前 宮崎県宮崎市吉村町西田甲６４８－２

宮崎橘通東４丁目 宮崎県宮崎市橘通東４丁目１番２７号

宮崎薫る坂 宮崎県宮崎市薫る坂１丁目１９番５号

宮崎権現町 宮崎県宮崎市権現町１４７－１

宮崎広島１丁目 宮崎県宮崎市広島１丁目１８－１３

宮崎恒久４丁目 宮崎県宮崎市恒久４丁目１５番２

宮崎江平中町 宮崎県宮崎市江平中町４－５

宮崎江平東通り 宮崎県宮崎市江平中町８番８

宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目１番

佐土原宮本原 宮崎県宮崎市佐土原町下田島８９２４番地１

佐土原東上那珂 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂４１４４－１

宮崎倉岡 宮崎県宮崎市糸原字杣山２８１

宮崎松橋１丁目 宮崎県宮崎市松橋１－８－２６

宮崎神宮東３丁目 宮崎県宮崎市神宮東３丁目２番３９号

清武看護大学前 宮崎県宮崎市清武町加納丙５６１－１

清武沓掛 宮崎県宮崎市清武町今泉甲上ノ原３６１２－１



清武町役場前 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１

清武木原 宮崎県宮崎市清武町木原５２６９番地４

宮崎大工町 宮崎県宮崎市大工１丁目１０番２８号

宮崎日章学園前 宮崎県宮崎市大字広原字野田８１７－３

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

宮崎生目の杜 宮崎県宮崎市大字跡江字仲西３５０４番１

宮崎大瀬町 宮崎県宮崎市大字大瀬町字大平田２４４６－１

宮崎芳士 宮崎県宮崎市大字芳士字祝田７０２－１

宮崎桜ヶ丘町 宮崎県宮崎市大塚町倉ノ下３３８番１

宮崎大塚中央通 宮崎県宮崎市大塚町大坪２６４３番地１

宮崎大塚池ノ内 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１１７６

宮崎大坪東２丁目 宮崎県宮崎市大坪東２丁目２０番２０

宮崎大島町 宮崎県宮崎市大島町国草１２３－１

宮崎池内町 宮崎県宮崎市池内町１１０２－１

宮崎中村東２丁目 宮崎県宮崎市中村東２丁目６番２１号

宮崎潮見町 宮崎県宮崎市潮見町２１７－３

宮崎東宮２丁目 宮崎県宮崎市東宮２丁目１２９番地

宮崎堀川町 宮崎県宮崎市堀川町９８－１

宮崎矢の先町 宮崎県宮崎市矢の先町１２３－１

宮崎柳丸町 宮崎県宮崎市柳丸町３９０ー１１

串間上町 宮崎県串間市大字串間字町頭２３４５番２

高鍋北高鍋 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１２８－３

新富上富田 宮崎県児湯郡新富町富田南４－１２－１

川南名貫 宮崎県児湯郡川南町大字川南２００８６

都農寺迫 宮崎県児湯郡都農町寺迫１８２２１ー１

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

野尻栗須 宮崎県小林市野尻町三ケ野山１７３０－１

西都右松 宮崎県西都市右松１９３７番地１

西都聖陵町 宮崎県西都市聖陵町１丁目５６番地２

西都妻 宮崎県西都市大字妻１６８７番地１

西都清水 宮崎県西都市大字清水字溝下１６０６－１

西都調殿 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

都城安久町 宮崎県都城市安久町５５－２

都城一万城町 宮崎県都城市一万城町３１号７番１

都城金田町 宮崎県都城市金田町１９５１－１

都城高崎縄瀬 宮崎県都城市高崎町縄瀬字山崎２６９番１

都城高城町 宮崎県都城市高城町３０７７－１

高城香禅寺 宮崎県都城市高城町石山３２３６－２０

都城山之口 宮崎県都城市山之口町山之口３４４７－１

都城志比田町 宮崎県都城市志比田町１１０９２－１

都城庄内町 宮崎県都城市庄内町８１６２－１

西都城駅前 宮崎県都城市松元町９番１９号

都城志和池 宮崎県都城市上水流町２９１６－３



都城上長飯 宮崎県都城市上長飯町８４６

都城大王町 宮崎県都城市大王町４５－３－１

都城年見町 宮崎県都城市年見町１７号２－２

都城梅北町 宮崎県都城市梅北町７３６８－１０

都城たからニュータウン入口 宮崎県都城市平塚町３１３２番地１

門川尾末 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末８４８４－１３

国富木脇 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇２８０番地２

日向亀崎東 宮崎県日向市亀崎東５丁目１番地

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

日南星倉６丁目 宮崎県日南市星倉６丁目２番４８号

日南風田 宮崎県日南市大字風田３６７３

日南松原団地入口 宮崎県日南市大字平野字河原２７５３－１

南郷駅東 宮崎県日南市南郷町大字中村乙２００１－２

北郷郷之原 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２０５４－１

三股新馬場 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４２６８－６

蓼池南原 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字南原３６２３－１

店名 住所
いちき大里 鹿児島県いちき串木野市大里字紙屋６１７３番３

串木野浜ケ城 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１６７番３号

湧水町栗野 鹿児島県姶良郡湧水町木場６８番地

加治木小学校前 鹿児島県姶良市加治木町反土２９７４－１

加治木木田 鹿児島県姶良市加治木町木田２６７７

姶良西餅田 鹿児島県姶良市西餅田１８９－１

姶良東餅田 鹿児島県姶良市東餅田２３４４－１

伊佐大口鳥巣 鹿児島県伊佐市大口鳥巣字中水流１１２６番

伊佐大口目丸 鹿児島県伊佐市大口目丸字吉原１６５番３

鹿屋笠之原 鹿児島県肝属郡肝付町富山９５６－６

東串良岩弘 鹿児島県肝属郡東串良町岩弘２６６０－２

さつま町宮之城屋地 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１０５７番１

さつま町船木 鹿児島県薩摩郡さつま町船木大字永迫２８２０

薩摩川内永利町 鹿児島県薩摩川内市永利町１８３５番１

薩摩川内隈之城町 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８５３－７

薩摩川内高城 鹿児島県薩摩川内市高城町字堀田１９７８－１

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

薩摩川内東郷 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕１４３３－１

薩摩川内市比野 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野４５４－１

薩摩川内平佐町 鹿児島県薩摩川内市平佐町３９６７－１

志布志町安楽 鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１

志布志町大原 鹿児島県志布志市志布志町志布志６４０－１

有明町野神 鹿児島県志布志市有明町野神２６７５番６



指宿山川大成 鹿児島県指宿市山川成川字小谷平３１０１番１

指宿山川大山 鹿児島県指宿市山川大山１０２９－３

指宿市役所前 鹿児島県指宿市十町８８０－１

指宿十二町 鹿児島県指宿市十二町２１７９－３

指宿西方 鹿児島県指宿市西方１７１５－１

指宿渡瀬通り 鹿児島県指宿市大牟礼１丁目２番１９号

鹿屋旭原町 鹿児島県鹿屋市旭原町２７２５－２

鹿屋今坂町 鹿児島県鹿屋市今坂町１０１１８番３

鹿屋札元１丁目 鹿児島県鹿屋市札元１丁目１８番４１号

鹿屋寿８丁目 鹿児島県鹿屋市寿８丁目２０番１号

鹿屋打馬 鹿児島県鹿屋市打馬１丁目１３番６号

鹿児島伊敷１丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷１丁目２０－１

鹿児島伊敷台２丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台２丁目１６－１３

鹿児島伊敷台７丁目 鹿児島県鹿児島市伊敷台７丁目１８５３－１

鹿児島木材港入口 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２８－２７

鹿児島喜入 鹿児島県鹿児島市喜入町７５－１

鹿児島吉野帯迫中央 鹿児島県鹿児島市吉野１丁目１０－２０

鹿児島仙巌園前 鹿児島県鹿児島市吉野町９６８８－２５

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

鹿児島坂之上６丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上６丁目６番３５号

鹿児島皇徳寺東口 鹿児島県鹿児島市山田町字道上５７４番２

鹿児島山之口町 鹿児島県鹿児島市山之口町７番４６号

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

鹿児島住吉町 鹿児島県鹿児島市住吉町１０－３

鹿児島春山町 鹿児島県鹿児島市春山町１８９８－１

鹿児島照国神社前 鹿児島県鹿児島市照国町１１番１

鹿児島松元町 鹿児島県鹿児島市上谷口町８６６番１

鹿児島城西３丁目 鹿児島県鹿児島市城西３丁目６－１

鹿児島城南町 鹿児島県鹿児島市城南町３番２

鹿児島真砂町 鹿児島県鹿児島市真砂町５７－１３

鹿児島星ケ峯 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号

鹿児島下福元町 鹿児島県鹿児島市西谷山２丁目１８番１号

鹿児島西伊敷 鹿児島県鹿児島市川上町３７０１番地

鹿児島護国神社前 鹿児島県鹿児島市草牟田２－５－２

鹿児島いづろ 鹿児島県鹿児島市大黒町１－１１

鹿児島大竜町 鹿児島県鹿児島市大竜町４－６

鹿児島谷山中央２丁目 鹿児島県鹿児島市谷山中央２丁目４１１９－２０

鹿児島慈眼寺 鹿児島県鹿児島市谷山中央６丁目４１番６号

鹿児島中央駅前 鹿児島県鹿児島市中央町１９－４０

鹿児島中山上西 鹿児島県鹿児島市中山町７３６番１

鹿児島いづろ中央 鹿児島県鹿児島市中町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

鹿児島東郡元町 鹿児島県鹿児島市東郡元町１０－２７

鹿児島二官橋通り 鹿児島県鹿児島市東千石１番地１

鹿児島にぎわい通り 鹿児島県鹿児島市東千石町２番３０号

鹿児島薬師堂 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２８－１７

鹿児島東谷山６丁目 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３３番２５号

鹿児島南栄５丁目 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目１０－２２

鹿児島谷山港入口 鹿児島県鹿児島市南栄６丁目２－２９

鹿児島与次郎２丁目 鹿児島県鹿児島市与次郎２丁目２２９５－１１４

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

末吉諏訪方 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８００９－１

加世田村原４丁目 鹿児島県南さつま市加世田村原４－９－３

加世田地頭所 鹿児島県南さつま市加世田地頭所６１９

川辺町小野 鹿児島県南九州市川辺町小野２５９－１

日置伊集院郡 鹿児島県日置市伊集院町郡２丁目４６

伊集院猪鹿倉 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉１０７

湯之元駅前 鹿児島県日置市東市来町湯田３３３０

霧島溝辺 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

霧島溝辺有川 鹿児島県霧島市溝辺有川字池畑８４７

国分山下 鹿児島県霧島市国分山下町１７９２－２

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

国分福島 鹿児島県霧島市国分福島２丁目１９番２０号

国分湊 鹿児島県霧島市国分湊３８５－３

隼人住吉 鹿児島県霧島市隼人町住吉６３５－１

霧島牧之原 鹿児島県霧島市福山町福山４７５１－２

店名 住所
うるまみどり町４丁目 沖縄県うるま市みどり町４丁目２０－４

うるま宮里 沖縄県うるま市宮里７７８番地

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

うるま勝連平安名 沖縄県うるま市勝連平安名国場堂１６４３

うるま赤道 沖縄県うるま市赤道３４６

浦添城間かねひで 沖縄県浦添市字城間３０１２－２

国立劇場おきなわ前 沖縄県浦添市勢理客４丁目５６１番１０

浦添前田 沖縄県浦添市前田１２５１番

浦添内間１丁目 沖縄県浦添市内間１丁目２－１

浦添内間２丁目 沖縄県浦添市内間２丁目１９－９

沖縄胡屋１丁目 沖縄県沖縄市胡屋１丁目２－６

沖縄高原６丁目 沖縄県沖縄市高原６丁目９番４

沖縄照屋２丁目 沖縄県沖縄市照屋２丁目２３１－９



沖縄登川２丁目 沖縄県沖縄市登川２丁目９番１４号

沖縄北インター 沖縄県沖縄市登川３丁目９－１０

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

恩納前兼久 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久比嘉川原１５９－１

恩納名嘉真 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原２１９９番１

宜野座松田 沖縄県国頭郡宜野座村字松田サ－原２４３７番

糸満兼城サンプラザ糸満 沖縄県糸満市兼城４００

琉球大学東口 沖縄県中頭郡中城村字南上原９５０番地

中城村泊 沖縄県中頭郡中城村字泊前原４２１番１

読谷波平 沖縄県中頭郡読谷村字波平８４５－２

北谷上勢頭 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１４－５

北谷北前１丁目 沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目２０－１

北中城ライカム 沖縄県中頭郡北中城字ライカム４７７

北谷伊平 沖縄県中頭郡北谷町字伊平１９０－１

南風原新川 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８番地２

津嘉山ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山３４３－１

八重瀬東風平 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇６５－１７

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

那覇金城２丁目 沖縄県那覇市金城２丁目２－１

那覇小禄駅前 沖縄県那覇市金城５丁目２番６

那覇与儀東 沖縄県那覇市字与儀３６８番地１７

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１－２９－２

那覇曙３丁目 沖縄県那覇市曙３丁目１１番１３

那覇小禄１丁目 沖縄県那覇市小禄１丁目１９－２４

那覇松山１丁目 沖縄県那覇市松山１丁目３－９

国際通ＯＴＳビル 沖縄県那覇市松尾１－２－３

国際通松尾１丁目 沖縄県那覇市松尾１丁目４

新天地浮島 沖縄県那覇市松尾２－２０－６

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

那覇前島 沖縄県那覇市前島１丁目１番６号

那覇上間 沖縄県那覇市長田２丁目２６番５号

那覇泊２丁目 沖縄県那覇市泊２丁目６番７号

那覇銘苅３丁目 沖縄県那覇市銘苅３丁目１０－１７

那覇壺川１丁目 沖縄県那覇市壺川１丁目１２番地１１

壺川駅前 沖縄県那覇市壺川３丁目２－６

南城佐敷兼久 沖縄県南城市佐敷字兼久親田原１２２番１

南城大里稲嶺 沖縄県南城市大里字稲嶺２０５６－１

南城大里仲間 沖縄県南城市大里字仲間１０３３番１



豊見城高嶺 沖縄県豊見城市高嶺３９５－９９

豊見城伊良波 沖縄県豊見城市字伊良波６８１－１

豊見城中央 沖縄県豊見城市字豊見城４５８－１

豊見城名嘉地北 沖縄県豊見城市字名嘉地３８７－１

名護宮里５丁目 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

名護名桜大学前 沖縄県名護市字為又為又原１１９９番１７

名護真喜屋 沖縄県名護市真喜屋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


