
店名 住所
愛川中津西 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３３－１

愛川菅原小学校前 神奈川県愛甲郡愛川町中津１１４７－１

愛川中津太田 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１８－４

愛川中津春日台 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７７２－２

愛川半原 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３９５－１

綾瀬吉岡東 神奈川県綾瀬市吉岡東４－１－６０

綾瀬寺尾西 神奈川県綾瀬市寺尾西２－６－１

綾瀬小園中央 神奈川県綾瀬市小園９７３－２

綾瀬早川 神奈川県綾瀬市深谷上１－６－５

綾瀬深谷浅間橋 神奈川県綾瀬市深谷中２丁目２０－１

綾瀬深谷中５丁目 神奈川県綾瀬市深谷中５丁目２－３

綾瀬大上３丁目 神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３

ＡＩＭ海上自衛隊厚木基地 神奈川県綾瀬市無番地海上自衛隊厚木航空基地内

綾瀬蓼川２丁目 神奈川県綾瀬市蓼川２丁目７番２８号

伊勢原高森 神奈川県伊勢原市高森７６９－１６

小田急マルシェ伊勢原 神奈川県伊勢原市桜台１－１－７

伊勢原桜台１丁目 神奈川県伊勢原市桜台１丁目２０番２５号

伊勢原神戸 神奈川県伊勢原市神戸４８１－１

伊勢原西富岡 神奈川県伊勢原市西富岡１６ー２

伊勢原田中 神奈川県伊勢原市田中３１１ー１

横須賀長沢駅前 神奈川県横須賀市グリーンハイツ３ー２

横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１

横須賀安浦 神奈川県横須賀市安浦町３－２５

横須賀浦賀駅前 神奈川県横須賀市浦賀１－１－３

横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号

京急ＳＴ久里浜 神奈川県横須賀市久里浜４－４－１０

久里浜 神奈川県横須賀市久里浜６丁目３番７号

横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２－２－７

横須賀北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町１－９－２０

京急ＳＴ北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町２－２９－１

横須賀根岸町４丁目 神奈川県横須賀市根岸町４丁目３－１８

横須賀根岸町５丁目 神奈川県横須賀市根岸町５丁目１８－１

横須賀佐野町３丁目 神奈川県横須賀市佐野町３－１０

横須賀坂本 神奈川県横須賀市坂本町１丁目３３

横須賀三春公園前 神奈川県横須賀市三春町１丁目１３－１７

横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２

横須賀山科台 神奈川県横須賀市山科台８番１号

横須賀若松町 神奈川県横須賀市若松町３丁目１０－１２

横須賀小矢部３丁目 神奈川県横須賀市小矢部３丁目１１３０番１

横須賀須軽谷 神奈川県横須賀市須軽谷９９３－１

大矢部 神奈川県横須賀市大矢部１－１０－１５

横須賀インター 神奈川県横須賀市池上７－１３－７
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横須賀長井３丁目 神奈川県横須賀市長井３－１２－５０

横須賀長沢４丁目 神奈川県横須賀市長沢４－１２－７

横須賀武山 神奈川県横須賀市武２丁目１０番６号

横須賀本町２丁目 神奈川県横須賀市本町２丁目２０－４

横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１丁目７－１４

横須賀林１丁目 神奈川県横須賀市林１丁目２２番１号

横浜さちが丘南 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８０－１

横浜今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４３－１

横浜市沢町 神奈川県横浜市旭区市沢町３００－２

Ｉｉｎｇ若葉台団地ふれあい広場 神奈川県横浜市旭区若葉台３－６－１

横浜若葉台団地 神奈川県横浜市旭区上川井町２８３７番地３

横浜上白根２丁目 神奈川県横浜市旭区上白根２丁目６１－４６

横浜上白根町 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１

横浜川島町西 神奈川県横浜市旭区川島町２０７８－１

横浜旭区川島町 神奈川県横浜市旭区川島町２８４９－１

横浜希望ヶ丘駅南 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１３１

横浜中白根２丁目 神奈川県横浜市旭区中白根２丁目３７－１

横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

横浜鶴ヶ峰本町１丁目 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１丁目１２－２２

南本宿 神奈川県横浜市旭区南本宿町４１－１

横浜二俣川２丁目 神奈川県横浜市旭区二俣川２－３６－３

横浜笹堀 神奈川県横浜市磯子区岡村５－１４－２１

横浜磯子新杉田 神奈川県横浜市磯子区新杉田町５番

横浜森２丁目 神奈川県横浜市磯子区森２－４－１

横浜磯子森５丁目 神奈川県横浜市磯子区森５丁目１９－７

横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－２３－１１

横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－２２－２６

横浜栄笠間３丁目 神奈川県横浜市栄区笠間３丁目２１－１

ＡＩＭ大船ガーデンアソシエ 神奈川県横浜市栄区笠間３－４５

ＫＯＹＯ横浜栄共済病院 神奈川県横浜市栄区桂町１３２番地

横浜栄小菅ケ谷 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２丁目２８番地１３号

横浜栄紅葉橋 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３－１

横浜釜利谷東３丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東３ー４４ー２７

横浜釜利谷東７丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目１番１号

横浜洲崎 神奈川県横浜市金沢区洲崎町１５－２２

横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０

横浜富岡東４丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡東４－３－４８

横浜福浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目７－４２

横浜並木２丁目 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－２

横浜戸塚汲沢１丁目 神奈川県横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６

横浜原宿３丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－１４－５

横浜戸塚小学校南口 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０４番地１

横浜戸塚町中央 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４５２－２

西戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３１６３

横浜明治学院大学正門前 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町１６９６－９



横浜戸塚上矢部町 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２７０－１

横浜深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５１５－１

横浜東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区川上町９０－１

横浜東俣野町 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町１０１４－１

東戸塚西武Ｓ．Ｃ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１

横浜戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６

横浜戸塚矢部町北 神奈川県横浜市戸塚区矢部町４５０－１

横浜矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町８１２番地

横浜下永谷２丁目 神奈川県横浜市港南区下永谷２－２８－９

ＫＯＹＯ済生会横浜市南部病院 神奈川県横浜市港南区港南台３－２－１０

横浜上大岡駅前 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－５－１

横浜上大岡西１丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１９－１０

横浜上大岡西２丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３

横浜東芹が谷 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１１－２１

横浜下永谷駅前 神奈川県横浜市港南区日限山１－５８－２９

横浜日野９丁目 神奈川県横浜市港南区日野９－４４－１５

横浜日野中央３丁目 神奈川県横浜市港南区日野中央３－２２－１１

横浜綱島上町 神奈川県横浜市港北区綱島上町４０－１

横浜綱島西３丁目 神奈川県横浜市港北区綱島西３丁目１－２０

横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６

北新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新羽町５４２－１

新横浜１丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１０－１０

新横浜２丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１８

新横浜中央通り 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１４－３０

新横浜駅北 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目６－１２

横浜大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目３０番３号

横浜菊名駅前 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１９９イ

横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７

横浜日吉普通部通り 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１８－５

横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－４１－１９

横浜浦島町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町２－４

横浜泉町中央 神奈川県横浜市神奈川区高島台２０－１０

横浜神奈川２丁目 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２－７－１

横浜菅田町北 神奈川県横浜市神奈川区菅田町９４１－１

横浜内路 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－２２－１３

横浜大口駅南 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３５－１

横浜白幡向町 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町１２－１６

横浜阿久和西 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西２－６０－４

横浜阿久和西３丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－９

横浜阿久和南４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－１４－３

横浜瀬谷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４２－６

横浜瀬谷５丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５丁目１番

横浜瀬谷駅北口 神奈川県横浜市瀬谷区中央１６－１８

横浜瀬谷北新 神奈川県横浜市瀬谷区北新２４－９

横浜瀬谷本郷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－３９－１



横浜ランドマークプラザ 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１

横浜みなとみらい３丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１

横浜野村ビル 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－１

横浜みなとみらい富士フイルムＢＩ 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目１番

横浜みなとみらい６丁目 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目３番４号

横浜伊勢町３丁目 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７－１１

横浜藤棚商店街 神奈川県横浜市西区久保町２１－２０

横浜ポルタ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番Ｂ１号

京急ＳＴ横浜中央改札 神奈川県横浜市西区高島２－１６－１京急横浜駅構内

７ＦＳそごう横浜Ｂ１ 神奈川県横浜市西区高島２丁目１８－１

横浜中央２丁目 神奈川県横浜市西区中央２－３７－１１

横浜高島橋 神奈川県横浜市西区平沼１－１－３

横浜平沼中央 神奈川県横浜市西区平沼１丁目１６－３

横浜北幸 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９－４０

横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４

横浜鴨志田 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６４－９

横浜青葉総合庁舎前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１

横浜田奈駅東 神奈川県横浜市青葉区田奈町５－１３

横浜藤が丘１丁目 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目１４－４９

横浜奈良３丁目 神奈川県横浜市青葉区奈良３－２－６

横浜こどもの国 神奈川県横浜市青葉区奈良町１０８４

横浜美しが丘２丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－８

横浜泉上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町２０５０－１

横浜泉新橋町 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２１

横浜西が岡 神奈川県横浜市泉区西が岡２－９－１０

横浜中田東１丁目 神奈川県横浜市泉区中田東１－６－１

横浜緑園１丁目 神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１５－１

横浜緑園６丁目 神奈川県横浜市泉区緑園６－１－１６

横浜伊勢佐木町４丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町４丁目１１２－２

横浜伊勢佐木町７丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５４－２

横浜羽衣町２丁目 神奈川県横浜市中区羽衣町２－７－４

横浜元浜町３丁目 神奈川県横浜市中区元浜町３丁目２３

横浜クロスゲート 神奈川県横浜市中区桜木町１－１０１－１

横浜中華街朱雀門 神奈川県横浜市中区山下町１０６－３

横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町２７３

横浜山元町 神奈川県横浜市中区山元町２－９７

横浜大和町 神奈川県横浜市中区大和町１丁目５番地１

伊勢佐木長者町駅前 神奈川県横浜市中区長者町４－１１－７

横浜長者町清正公通り 神奈川県横浜市中区長者町８－１３２－５

横浜本牧２丁目 神奈川県横浜市中区本牧町２丁目２９９

横浜駒岡４丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－２１－７

横浜上末吉３丁目 神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－１２－７

横浜京急生麦駅前 神奈川県横浜市鶴見区生麦３丁目２－７

横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２－６２－４

京急ＳＴ鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３０－２２



横浜鶴見中央２丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号

横浜鶴見中央４丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３０－１

横浜東寺尾１丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目１－１４

横浜鶴見東寺尾３丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾３－１６－７

横浜馬場４丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場４丁目２－３

平安町 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－５２－６

横浜鶴見大学前 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町５－１３

横浜鶴見駅西 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２

横浜鶴見豊岡町 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町３５－２

横浜北寺尾４丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾４－１－１

横浜尻手駅前 神奈川県横浜市鶴見区矢向４丁目３－６

横浜矢向６丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１８－１７

港北東急 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１

港北サウスウッド 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１

横浜佐江戸町 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１７２７－１

横浜都筑桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木３－９

横浜勝田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区勝田南１－２－１５

横浜川向町 神奈川県横浜市都筑区川向町１００－１

横浜川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町９４９

横浜池辺町薮根 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２３９－２

横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９

横浜センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１

横浜仲町台駅前 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２－２０

横浜仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－６

横浜東方町岩崎橋 神奈川県横浜市都筑区東方町２７０－１

横浜北山田１丁目 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目１番１

横浜井土ヶ谷下町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２８－３６

横浜永田台 神奈川県横浜市南区永田台１－１

横浜吉野町駅前 神奈川県横浜市南区吉野町４丁目１９

横浜南太田 神奈川県横浜市南区庚台２１

通町 神奈川県横浜市南区通町２－３２

横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２

横浜別所３丁目 神奈川県横浜市南区別所３－１６－２２

横浜別所南 神奈川県横浜市南区別所３－２６－２７

横浜六ッ川２丁目 神奈川県横浜市南区六ッ川２－８６－６

横浜境木町 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町５２－１

横浜坂本町 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町１１６

横浜桜ヶ丘１丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１丁目７番１号

横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横浜新桜ケ丘２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－４１－１６

横浜和田町駅前 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川３－６－２２

ＵＲくぬぎ台団地 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１４０４

横浜東川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町３番地８

横浜峰沢町西 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町３８３

横浜帷子町２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－１０５



横浜中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町６８－１

横浜十日市場西 神奈川県横浜市緑区十日市場町８７１－１

横浜十日市場東 神奈川県横浜市緑区十日市場町９０２番地１

横浜十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町１４８１番地３

横浜西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町２２２－１

長津田駅西口 神奈川県横浜市緑区長津田４丁目１１－１６

横浜長津田南口 神奈川県横浜市緑区長津田７丁目１－１

横浜長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１

海老名杉久保 神奈川県海老名市杉久保北３－２－２３

海老名中央１丁目 神奈川県海老名市中央１－１２－１８

海老名駅前 神奈川県海老名市中央１ー１５ー１

海老名中新田２丁目 神奈川県海老名市中新田２丁目１７番２２号

海老名柏ヶ谷 神奈川県海老名市柏ヶ谷４１４－１

鎌倉玉縄 神奈川県鎌倉市玉縄１－１－１

鎌倉小町２丁目 神奈川県鎌倉市小町２－１６－２７

鎌倉大船２丁目 神奈川県鎌倉市大船２丁目１７－２

鎌倉津西 神奈川県鎌倉市津西１－８－１４

茅ケ崎円蔵 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２０９４－１

茅ヶ崎駅北口 神奈川県茅ヶ崎市元町１－１

茅ヶ崎香川４丁目 神奈川県茅ヶ崎市香川４－３９－１０

茅ヶ崎出口町 神奈川県茅ヶ崎市出口町４－７７

茅ヶ崎小桜町 神奈川県茅ヶ崎市小桜町３－５４

茅ヶ崎新栄町 神奈川県茅ヶ崎市新栄町７－２

茅ヶ崎赤羽根南 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根４５４－１

厚木愛甲石田駅前 神奈川県厚木市愛甲１丁目３番１号

厚木愛甲南 神奈川県厚木市愛甲１丁目１１－７

厚木坊中 神奈川県厚木市愛甲３丁目１０番１号

厚木愛甲西１丁目 神奈川県厚木市愛甲西１丁目３９０－１

厚木愛甲東２丁目 神奈川県厚木市愛甲東２丁目１８－１０

厚木愛甲東 神奈川県厚木市愛甲東３－８－１０

厚木愛名 神奈川県厚木市愛名８７１－１

厚木岡津古久 神奈川県厚木市岡津古久７６－１

厚木岡田１丁目 神奈川県厚木市岡田１丁目１４－３０

厚木恩名３丁目 神奈川県厚木市恩名３丁目４番３７号

厚木恩名片岸 神奈川県厚木市恩名字片岸１５０９番１

厚木下荻野北 神奈川県厚木市下荻野９８０－１

三田 神奈川県厚木市下荻野２１８８－１

厚木下荻野 神奈川県厚木市下荻野字南四ツ谷１０４８番１

厚木下川入東 神奈川県厚木市下川入３７２－１

厚木及川 神奈川県厚木市及川８９１－１

厚木金田 神奈川県厚木市金田１１９－１

厚木戸室１丁目 神奈川県厚木市戸室１丁目３３番２１号

厚木市戸田 神奈川県厚木市戸田１０９３番

厚木妻田西２丁目 神奈川県厚木市妻田西２丁目１－１７

厚木妻田 神奈川県厚木市妻田東３－８－６



厚木三田南 神奈川県厚木市三田１丁目７番５号

厚木山際 神奈川県厚木市山際６１９－１

厚木七沢北 神奈川県厚木市七沢１２６４－５

厚木寿町１丁目 神奈川県厚木市寿町１－６－１

厚木上荻野北 神奈川県厚木市上荻野１７８９－１

厚木水引 神奈川県厚木市水引２－１－３５

厚木中荻野 神奈川県厚木市中荻野１５８－２

厚木中町３丁目 神奈川県厚木市中町３丁目１４－１２

厚木中町４丁目 神奈川県厚木市中町４－５－１１

厚木長谷 神奈川県厚木市長谷４０２－１

厚木飯山北 神奈川県厚木市飯山１０８５－４

厚木飯山黄金原 神奈川県厚木市飯山２９９８－１

寒川駅前 神奈川県高座郡寒川町岡田２－１－３５

寒川岡田４丁目 神奈川県高座郡寒川町岡田４－１－２９

寒川北倉見 神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３

寒川倉見南町 神奈川県高座郡寒川町倉見１６４７番地

寒川田端 神奈川県高座郡寒川町田端１０－１

座間 神奈川県座間市座間１丁目４２０２

座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５

座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間相模が丘１丁目 神奈川県座間市相模が丘１－１８－５５

座間相模が丘南 神奈川県座間市相模が丘４－７４－１０

座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１

座間入谷東３丁目 神奈川県座間市入谷東３丁目３０－１０

座間入谷５丁目 神奈川県座間市入谷東４丁目５８番３０号

座間立野台１丁目 神奈川県座間市立野台１丁目１６－６１

葉山一色 神奈川県三浦郡葉山町一色１８１８

葉山木古庭 神奈川県三浦郡葉山町木古庭６４６

京急ＳＴ三崎口 神奈川県三浦市初声町下宮田４９５

三浦赤羽根 神奈川県三浦市初声町和田２７４７－７

三浦海岸 神奈川県三浦市南下浦町上宮田１４６１－２

小田原東通り 神奈川県小田原市栄町２－１－８

小田原下大井 神奈川県小田原市下大井３８５－１

小田原下堀 神奈川県小田原市下堀１８４－２

小田原栢山 神奈川県小田原市栢山３３２７－１

小田原久野 神奈川県小田原市久野１８６

小田原国府津西 神奈川県小田原市国府津２７６９

小田原寿町町田 神奈川県小田原市寿町３－２－６

小田原小八幡４丁目 神奈川県小田原市小八幡４丁目５－７

小田急小田原 神奈川県小田原市城山１－１－１

小田原城山１丁目 神奈川県小田原市城山１－３－１４

小田原成田北 神奈川県小田原市成田４３１－６

小田原曽我 神奈川県小田原市曽我谷津７０９－１

小田原早川駅前 神奈川県小田原市早川１－１３－１４

小田原早川 神奈川県小田原市早川３－２２－８



小田原多古 神奈川県小田原市多古３７３－１

小田原中里 神奈川県小田原市中里１７４

小田原東町５丁目 神奈川県小田原市東町５－１３－３４

小田原鴨宮駅南 神奈川県小田原市南鴨宮３丁目５１－１

小田原飯田岡 神奈川県小田原市飯田岡７３－２０

小田原別堀 神奈川県小田原市別堀９６－８

小田原蓮正寺 神奈川県小田原市蓮正寺３０７－１

秦野幸町 神奈川県秦野市幸町４－１５

秦野菖蒲 神奈川県秦野市菖蒲５８－２

秦野清水町 神奈川県秦野市清水町２－７

秦野西大竹 神奈川県秦野市西大竹２８８－４

秦野駅北口 神奈川県秦野市大秦町１－１０

秦野鶴巻南２丁目 神奈川県秦野市鶴巻南２－１１－６

秦野南矢名 神奈川県秦野市南矢名２１２５－３

秦野渋沢 神奈川県秦野市萩ヶ丘１－７

秦野尾尻 神奈川県秦野市尾尻９４０－５

秦野工業団地前 神奈川県秦野市平沢２６４－１

秦野平沢北 神奈川県秦野市平沢４５５－２

秦野菩提 神奈川県秦野市菩提字北原１５４ー１

秦野堀山下 神奈川県秦野市堀山下６３１

秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９

秦野名古木 神奈川県秦野市名古木４４３－６

逗子久木４丁目 神奈川県逗子市久木４－１７－３７

逗子桜山３丁目 神奈川県逗子市桜山３－４－２７

逗子小坪 神奈川県逗子市小坪７丁目７－１６

逗子インター西 神奈川県逗子市沼間３－８－３

逗子駅前 神奈川県逗子市逗子３－２－３

逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５－１０－３５

逗子７丁目 神奈川県逗子市逗子７丁目１－５７

川崎宮前 神奈川県川崎市宮前区宮崎６－８－６

川崎犬蔵３丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－８－７

川崎鷺沼中央 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－２－１

川崎鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－２－１

川崎菅生１丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生１－８－２５

川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区西野川１－５－４６

川崎東有馬 神奈川県川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０

川崎馬絹南 神奈川県川崎市宮前区馬絹１－２５－３３

川崎平３丁目 神奈川県川崎市宮前区平３丁目１７－３

川崎戸手町 神奈川県川崎市幸区戸手４－１－１７

川崎小向東 神奈川県川崎市幸区小向町４番３号

ミューザ川崎フロアツー 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地２階

川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２

川崎矢上 神奈川県川崎市幸区矢上９６５－３

川崎柳町東 神奈川県川崎市幸区柳町２－３

川崎蟹ヶ谷北 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１３１



川崎蟹ヶ谷 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１９３－３

川崎梶ケ谷３丁目 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷３－６－１

溝の口 神奈川県川崎市高津区久本１ー２ー５

川崎溝の口駅南口 神奈川県川崎市高津区溝口１－１－３０

川崎溝の口駅前 神奈川県川崎市高津区溝口１－１１－８

川崎溝口２丁目 神奈川県川崎市高津区溝口２－１９－１７

川崎溝の口中央 神奈川県川崎市高津区溝口３－１－２４

川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６

川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２－１１－１６

川崎千年 神奈川県川崎市高津区千年８３４

川崎野川東 神奈川県川崎市高津区東野川１丁目４－１３号

川崎二子６丁目 神奈川県川崎市高津区二子６丁目６－１

川崎梶ヶ谷駅入口 神奈川県川崎市高津区末長１－４５－５

川崎末長 神奈川県川崎市高津区末長２－１０－１８

川崎駅東口 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１番地３

川崎アゼリア 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２

川崎八丁畷駅前 神奈川県川崎市川崎区下並木３２－１

川崎京町１丁目 神奈川県川崎市川崎区京町１－１１－１７

川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－３－８

浜川崎 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－５－６

川崎鋼管通４丁目 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－１２－１５

川崎駅前 神奈川県川崎市川崎区砂子２－８－１

川崎小田栄１丁目 神奈川県川崎市川崎区小田栄１－９－２０

川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３

川崎四ツ角 神奈川県川崎市川崎区大島３ー１５ー１５

川崎中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区中島２丁目１７－１０

川崎浮島通り 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１５－１７

川崎渡田東 神奈川県川崎市川崎区渡田東町１７－５

川崎東田町 神奈川県川崎市川崎区東田町９－３

川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６

川崎日進町南 神奈川県川崎市川崎区日進町２７番２

川崎駅前南 神奈川県川崎市川崎区日進町２８番地３

川崎日進町西 神奈川県川崎市川崎区日進町３６－３

川崎堰 神奈川県川崎市多摩区堰３ー５ー５

向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０

川崎菅１丁目 神奈川県川崎市多摩区菅１－６－５

川崎菅６丁目 神奈川県川崎市多摩区菅６－５－７

川崎菅馬場 神奈川県川崎市多摩区菅馬場２ー２７ー１

川崎生田１丁目 神奈川県川崎市多摩区生田１－６－９

川崎生田７丁目 神奈川県川崎市多摩区生田７－１１－８

川崎中野島１丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島１－１８－３

川崎中野島４丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島４丁目２２－１１

川崎長沢４丁目 神奈川県川崎市多摩区長沢４－２７－４

川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８

川崎多摩区役所前 神奈川県川崎市多摩区登戸１７９２ー２



川崎向ヶ丘遊園駅西 神奈川県川崎市多摩区登戸２０３４－１

川崎登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３３７５－１

川崎下小田中東 神奈川県川崎市中原区下小田中３丁目７－１５

川崎下小田中 神奈川県川崎市中原区下小田中６－３－１

川崎向河原駅前 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番

川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４－１０－８

川崎中原今井南町 神奈川県川崎市中原区今井南町３－７

川崎市ノ坪南 神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１

グランツリー武蔵小杉前 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１１１番１４

川崎中丸子 神奈川県川崎市中原区中丸子４０７－１

川崎下麻生 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－２５－１５

川崎よみうりランド前 神奈川県川崎市麻生区細山６－３－６

川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１

川崎上麻生１丁目 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１０－１

川崎柿生駅前 神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目３８番７号

小田急新百合ヶ丘上りホーム 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１８－１

相模原横山３丁目 神奈川県相模原市中央区横山３－３２－６

相模原横山台１丁目 神奈川県相模原市中央区横山台１－１０－１０

相模原宮下北 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目８番２０号

相模原光が丘１丁目 神奈川県相模原市中央区光が丘１－１－２７

相模原高根１丁目 神奈川県相模原市中央区高根１丁目１－１４

相模原淵野辺駅南口 神奈川県相模原市中央区鹿沼台１丁目１３番５号

相模原小山３丁目 神奈川県相模原市中央区小山３丁目７８１－１

相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９

相模原上溝諏訪 神奈川県相模原市中央区上溝８３３－９

星ケ丘 神奈川県相模原市中央区星ヶ丘２－１６－１１

相模原清新７丁目 神奈川県相模原市中央区清新７－１４－２１

相模原千代田３丁目 神奈川県相模原市中央区千代田３丁目６番１７号

相生 神奈川県相模原市中央区相生４－１－１５

相模原田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７３７－２

相模原東淵野辺４丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺４－１５－５４

相模原淵野辺３丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目６番１８号

相模原淵野辺本町２丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町２丁目２１－２０

相模原陽光台２丁目 神奈川県相模原市中央区陽光台２丁目１－１０

相模原磯部 神奈川県相模原市南区磯部１４１０－１

相模原下溝 神奈川県相模原市南区下溝３１４－１

相模原古渕南 神奈川県相模原市南区古渕３－１－１１

相模原上鶴間２丁目 神奈川県相模原市南区上鶴間２丁目２－２１

相模原境橋 神奈川県相模原市南区上鶴間本町５－３－２

相模原西大沼５丁目 神奈川県相模原市南区西大沼５－２－２

相模原相模台６丁目 神奈川県相模原市南区相模台６－２７－１８

相模原相模大野６丁目 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－６

相模大野駅南 神奈川県相模原市南区相模大野７－２４－１５

相模原東林間１丁目 神奈川県相模原市南区東林間１－２６－９



相模原鶴ヶ丘 神奈川県相模原市南区南台４－１２－１６

相模原麻溝台 神奈川県相模原市南区麻溝台３０５５－１

相模原あじさい通り 神奈川県相模原市緑区下九沢１７０７－１

相模原橋本７丁目 神奈川県相模原市緑区橋本７丁目６番１４号

相模原橋本台１丁目 神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目１９番７号

城山原宿２丁目 神奈川県相模原市緑区原宿２－８－３

相模原西橋本２丁目 神奈川県相模原市緑区西橋本２－１４－９

津久井青山 神奈川県相模原市緑区青山８２７－１

相模原城山川尻東 神奈川県相模原市緑区川尻１５９３－１

７ＦＳアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２

相模原大島団地 神奈川県相模原市緑区大島１６５－１

相模原上大島 神奈川県相模原市緑区大島３６１－１

相模原九沢小前 神奈川県相模原市緑区田名２５８９－４

相模湖インター 神奈川県相模原市緑区与瀬７１４

湯河原城堀 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀６２－１

湯河原サンサン通り 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４丁目３ー５

箱根仙石原 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１１－１

開成町牛島 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１丁目１番地１

開成吉田島 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３９３９－１

松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

大井松田インター 神奈川県足柄上郡大井町金子４７４－１

大井町金手 神奈川県足柄上郡大井町金手５－２

神奈川中井町 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７６１－３

中井町遠藤 神奈川県足柄上郡中井町遠藤２６８－１２

大和桜森１丁目 神奈川県大和市桜森１－６－２０

大和深見 神奈川県大和市深見西２丁目４－４

大和深見西６丁目 神奈川県大和市深見西６丁目５番４号

大和鶴間駅西口 神奈川県大和市西鶴間１－１－１

大和代官４丁目 神奈川県大和市代官４丁目１８－１

大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１

大和中央林間１丁目 神奈川県大和市中央林間１丁目９番１３号

大和中央林間５丁目 神奈川県大和市中央林間５丁目４－１６

大和鶴間駅東口 神奈川県大和市鶴間１－３１－３

大和福田１丁目 神奈川県大和市福田１丁目１－１

大和桜ヶ丘東口 神奈川県大和市福田５５１５－１

大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１

大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷５３９－４

二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８

藤沢北警察署前 神奈川県藤沢市円行１６８５－３

藤沢遠藤滝の沢 神奈川県藤沢市遠藤１３２５ー３

藤沢慶応大学前 神奈川県藤沢市遠藤４２５２－１

藤沢宮原 神奈川県藤沢市宮原字中原３２１６－５

藤沢片瀬山 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１

藤沢村岡東 神奈川県藤沢市村岡東１－２－３

藤沢大庭 神奈川県藤沢市大庭５１３３ー４



藤沢長後東 神奈川県藤沢市長後１０６４－１

藤沢辻堂高砂 神奈川県藤沢市辻堂６丁目４－１２

藤沢辻堂駅東 神奈川県藤沢市辻堂新町１丁目２－２２

藤沢辻堂北口大通り 神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２－１

藤沢４丁目 神奈川県藤沢市藤沢４丁目５－１

藤沢駅前 神奈川県藤沢市藤沢１０８

南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１２

藤沢片瀬５丁目 神奈川県藤沢市片瀬５－１１－６

藤沢片瀬 神奈川県藤沢市片瀬３３９－４

藤沢片瀬海岸１丁目 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１１－３２

南足柄千津島 神奈川県南足柄市千津島３００１番地４

平塚岡崎 神奈川県平塚市岡崎２１６－１

平塚下島 神奈川県平塚市下島９０－１

平塚久領堤 神奈川県平塚市久領堤７－３２

平塚宮の前 神奈川県平塚市宮の前４－２３

平塚紅谷町 神奈川県平塚市紅谷町１１－１０

平塚西口 神奈川県平塚市紅谷町１７番１号

平塚出縄 神奈川県平塚市出縄１６４－３

平塚上平塚 神奈川県平塚市上平塚４－３８

平塚城所 神奈川県平塚市城所５３６－１

平塚中堂 神奈川県平塚市中堂１ー１

平塚田村 神奈川県平塚市田村５－７－２０

平塚銀河大橋 神奈川県平塚市東真土２－３－１４

平塚東八幡４丁目 神奈川県平塚市東八幡４丁目３－３

平塚桃浜町 神奈川県平塚市桃浜町２５－２３

平塚纒 神奈川県平塚市徳延４０－１

平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６

平塚虹ケ浜 神奈川県平塚市虹ケ浜１－１

平塚八重咲町 神奈川県平塚市八重咲町１２－８

平塚北豊田 神奈川県平塚市北豊田１２０－１

平塚万田 神奈川県平塚市万田４１５－１

平塚老松町 神奈川県平塚市老松町４－１４

店名 住所
五泉三本木 新潟県五泉市三本木３０４６－１

下越京ヶ瀬 新潟県阿賀野市姥ケ橋字町道下４５６

阿賀野保田 新潟県阿賀野市保田３０１９－１

水原町北本町 新潟県阿賀野市北本町３５２９－１

燕井土巻 新潟県燕市井土巻２丁目６３番

下越吉田下粟生津 新潟県燕市下粟生津２４２８－１

下越北吉田 新潟県燕市吉田鴻巣１－１

下越吉田西太田 新潟県燕市吉田西太田字札木８２４－４

燕吉田大保町 新潟県燕市吉田大保町５－２３

燕吉田法花堂 新潟県燕市吉田法花堂２２２８－１

燕笈ケ島 新潟県燕市笈ケ島２０３６－３

燕東太田 新潟県燕市大字東太田２８５０－１



燕南７丁目 新潟県燕市南７丁目１６－２７－４

分水学校町 新潟県燕市分水学校町２－１－１２

燕桜町 新潟県燕市杣木３１９４番

加茂本町 新潟県加茂市本町１－８

関川土沢 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番

魚沼湯之谷 新潟県魚沼市井口新田６４６番地１

魚沼広神下田 新潟県魚沼市下田３２５－１

小出インター 新潟県魚沼市干溝２１０３番１

広神押切 新潟県魚沼市今泉１５７０－１０

小出沢田 新潟県魚沼市佐梨１１１５

魚沼小出病院前 新潟県魚沼市小出島字古屋敷７５０番地２

中越堀之内 新潟県魚沼市堀之内４０２９－１

見附今町４丁目 新潟県見附市今町４丁目１２番９５号

見附上新田町 新潟県見附市上新田町２３７２－１

五泉寺沢 新潟県五泉市寺沢３丁目１０９３－１

五泉石曽根 新潟県五泉市石曽根愛宕原新３５番

五泉泉町 新潟県五泉市泉町２丁目１７５－１

五泉村松 新潟県五泉市村松甲１番２

五泉船越 新潟県五泉市大字船越字堤西９

五泉東本町 新潟県五泉市東本町２丁目５番１２号

五泉本田屋 新潟県五泉市本田屋字本田屋４４５４番１

三条上保内 新潟県三条市上保内字砂押甲７５９－１

三条新堀 新潟県三条市新堀１７５１－１

三条西裏館 新潟県三条市西裏館２丁目３９９－１

中越栄町 新潟県三条市大字一ツ屋敷新田６４６－１

三条下須頃 新潟県三条市大字下須頃９５９－１

中越栄町今井 新潟県三条市大字今井字川原８７４－４

三条中新 新潟県三条市中新３２番６８号

三条塚野目 新潟県三条市塚野目６－１２７５－１

三条北三条駅入口 新潟県三条市東裏館１丁目１３番２０号

中越栄善久寺 新潟県三条市福島新田丁６３４－８

中越栄町北潟 新潟県三条市北潟２８７－１

三条北入蔵１丁目 新潟県三条市北入蔵１丁目３－２０７

三条林町 新潟県三条市林町２丁目３１３－１

糸魚川押上 新潟県糸魚川市押上１丁目７番地１４号

糸魚川寺島 新潟県糸魚川市寺島１丁目１０番３５号

糸魚川上刈 新潟県糸魚川市上刈３丁目１４－２４

糸魚川能生インター 新潟県糸魚川市大字寺山字石田７８－５

青海八久保 新潟県糸魚川市大字田海字田海５５２５

十日町西 新潟県十日町市下川原町２０－１

十日町下島 新潟県十日町市字樋越寅乙３８７番地１

中越松代 新潟県十日町市松代字梶名５９５８

越後中里村田沢 新潟県十日町市上山己２７６１

十日町千歳町２丁目 新潟県十日町市千歳町２丁目３－２５

十日町中条 新潟県十日町市中条甲９０３



十日町本町 新潟県十日町市本町６の一丁目３８１－１

小千谷城内１丁目 新潟県小千谷市城内１－１３１４

小千谷千谷川 新潟県小千谷市千谷川４丁目７７３

小千谷大橋 新潟県小千谷市大字三仏生字上林３５８４－２

小千谷平沢 新潟県小千谷市平沢２丁目６２１番１

上越稲田 新潟県上越市稲田４丁目５－２４

上越浦川原 新潟県上越市浦川原区印内１４９８－１

上越下稲塚 新潟県上越市下稲塚６３ー１

上越吉川杜氏の郷 新潟県上越市吉川区杜氏の郷１番地

上越三田 新潟県上越市三田新田３９４－１

上越三田 新潟県上越市三田新田３９４－１

上越三和 新潟県上越市三和区番町１１２３－１

上越子安 新潟県上越市子安１５２０

上越飯 新潟県上越市昭和町２丁目８－６７

上越川原町 新潟県上越市川原町７７５－３

上越黒井 新潟県上越市大字黒井字谷内２５９８－２３

上越大豆１丁目 新潟県上越市大豆１丁目１番１７号

上越高田インター 新潟県上越市中田原１５３－２

上越東城 新潟県上越市東城町２－２－１

上越南城 新潟県上越市南城町２－５－２１

上越板倉 新潟県上越市板倉区針西町８１３番１

上越戸野目 新潟県上越市平成町５１５

上越本町１丁目 新潟県上越市本町１丁目３番２６号

上越名立 新潟県上越市名立区名立大町３９７０

くびき工業団地 新潟県上越市頸城区上吉１９４番地６

下越横越 新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１－１

新潟丸山 新潟県新潟市江南区丸山ノ内善之丞組５７７番１

新潟亀田四ツ興野 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野１－１－３７

新潟元町 新潟県新潟市江南区元町３丁目３０９

亀田曙 新潟県新潟市江南区曙１丁目８番３１号

新潟鐘木 新潟県新潟市江南区鐘木４０７－３

新潟城所インター 新潟県新潟市江南区城所１丁目１０番２号

新潟曽野木団地 新潟県新潟市江南区楚川乙３９２番３０

新潟北山 新潟県新潟市江南区北山１９１－１

新潟さつき野 新潟県新潟市秋葉区さつき野４丁目１６番７号

新潟荻島 新潟県新潟市秋葉区荻島３丁目１３番２号

新潟古田 新潟県新潟市秋葉区古田２－２６－２１

新潟車場 新潟県新潟市秋葉区車場４－１２－３９

新潟小須戸新保 新潟県新潟市秋葉区新保字浦郷５９３－１

新潟田家１丁目 新潟県新潟市秋葉区田家１丁目１－３１

下越巻 新潟県新潟市西蒲区巻甲４０４６－６

巻潟東インター 新潟県新潟市西蒲区漆山８２７８

新潟みずき野 新潟県新潟市西区みずき野２丁目１７－１８

新潟五十嵐中島５丁目 新潟県新潟市西区五十嵐中島５丁目１－３

新潟坂井 新潟県新潟市西区坂井字村上９２６番１



新潟寺尾 新潟県新潟市西区寺尾１４番８号

新潟小新４丁目 新潟県新潟市西区小新４丁目９番３９号

新潟小新 新潟県新潟市西区小新西３－１５－１０

新潟小針１丁目 新潟県新潟市西区小針１丁目３０番５号

新潟新通 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１

新潟曽和インター 新潟県新潟市西区曽和３９１－１

新潟内野町 新潟県新潟市西区内野町８０４－１

新潟平島２丁目 新潟県新潟市西区平島２丁目５番１３号

新潟有明 新潟県新潟市西区有明町１－２１

新潟姥ヶ山 新潟県新潟市中央区姥ヶ山６丁目１５－１

新潟駅ＣｏＣｏＬｏ西館 新潟県新潟市中央区花園１丁目９６－４７

新潟高校前 新潟県新潟市中央区関屋下川原町２丁目５１番

新潟女池 新潟県新潟市中央区女池南１丁目９番２８号

新潟上所２丁目 新潟県新潟市中央区上所２丁目１１番１５号

新潟上所 新潟県新潟市中央区上所上２丁目１番３号

新潟信濃町 新潟県新潟市中央区信濃町２５－２３

新潟新和１丁目 新潟県新潟市中央区新和１丁目１－２３

新潟水島町 新潟県新潟市中央区水島町５７－１

新潟スタジアム前 新潟県新潟市中央区清五郎字川東１２１番３

新潟ＮＥＸＴ２１ 新潟県新潟市中央区西堀通６番町８６６番地

新潟船場 新潟県新潟市中央区船場町１丁目２４３７

新潟弁天橋通 新潟県新潟市中央区長潟８５４－１

新潟鳥屋野２丁目 新潟県新潟市中央区鳥屋野２丁目１７－２１

新潟鳥屋野 新潟県新潟市中央区鳥屋野３３４－１

新潟天神 新潟県新潟市中央区天神１－１７－１けやきビル１Ｆ

新潟東出来島 新潟県新潟市中央区東出来島１８番１１号

新潟東堀通６番町 新潟県新潟市中央区東堀前通６番町１０５８番地１

新潟入船 新潟県新潟市中央区入船町４丁目３９２４番１

新潟弁天１丁目 新潟県新潟市中央区弁天１丁目２番４号

新潟住吉町 新潟県新潟市中央区北多門町２３２０－２

新潟横七番町通 新潟県新潟市中央区本町通１４番町３０５０－４

新潟竜が島１丁目 新潟県新潟市中央区竜が島１丁目７番７号

新潟和合町１丁目 新潟県新潟市中央区和合町１丁目１０－２２

新潟逢谷内 新潟県新潟市東区逢谷内３－１－３９

新潟卸新町１丁目 新潟県新潟市東区卸新町１－９２４－８

新潟下木戸２丁目 新潟県新潟市東区下木戸２丁目１番６号

新潟向陽２丁目 新潟県新潟市東区向陽２丁目１０－６

新潟山木戸 新潟県新潟市東区山木戸２丁目５６２

新潟児池 新潟県新潟市東区児池６８－４

新潟竹尾３丁目 新潟県新潟市東区竹尾３丁目２４－５

新潟浜谷町 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２

新潟浜町 新潟県新潟市東区浜町１－１９

新潟豊 新潟県新潟市東区豊１丁目１３－５３

白根茨曽根 新潟県新潟市南区茨曽根２５３８－２

新潟臼井 新潟県新潟市南区臼井３４０－１



白根親和町 新潟県新潟市南区親和町６－２２

新潟すみれ野 新潟県新潟市北区すみれ野２－１９－３６

新潟豊栄浦木 新潟県新潟市北区浦木字五郎巻１１９５番

豊栄嘉山 新潟県新潟市北区嘉山６丁目１番２１号

新潟松浜６丁目 新潟県新潟市北区松浜６丁目１０－１

新潟神谷内 新潟県新潟市北区神谷内字川跡２９２７番６３

新潟太夫浜 新潟県新潟市北区太夫浜１６７２－５

新発田舟入３丁目 新潟県新発田市舟入町３－８２２－１

新発田住吉 新潟県新発田市住吉町３丁目２－２６

新発田住吉５丁目 新潟県新発田市住吉町５丁目１番１４号

新発田三日市 新潟県新発田市上館字道下１８７－３

新発田城北町 新潟県新発田市城北町２－２－２２

新発田西大手町 新潟県新発田市大手町３－４－１４

新発田池ノ端 新潟県新発田市池ノ端字松原下１８０１－１

新発田中井 新潟県新発田市長畑４９４－１

紫雲寺藤塚浜 新潟県新発田市藤塚浜１１９８－２

弥彦麓 新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓３０９９

弥彦大鳥居 新潟県西蒲原郡弥彦村矢作７３４６－２

村上荒川 新潟県村上市佐々木１０７８－１

山北勝木 新潟県村上市勝木８４７－１

荒川胎内インター 新潟県村上市南新保字川原２７９－５

村上神林インター 新潟県村上市牧目字中澤４７１－１

胎内長橋 新潟県胎内市長橋上３４－１

津南町正面 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡１１１８－１

長岡永田 新潟県長岡市永田２ー５７６－１

長岡宮関 新潟県長岡市宮関４丁目１１－４７

長岡古正寺 新潟県長岡市古正寺１丁目２３９－１

長岡呉服町 新潟県長岡市呉服町１ー４ー４

長岡市立劇場前 新潟県長岡市三和２丁目９番２９号

寺泊大河津 新潟県長岡市寺泊北曽根大溜２０９８－１

長岡小国町 新潟県長岡市小国町七日町字中川原２６９７－２

長岡上岩井 新潟県長岡市上岩井字山の下９９７－２

長岡高島町 新潟県長岡市上前島１丁目９６０番地１

栃尾新栄町 新潟県長岡市新栄町２－３－４０

長岡土合 新潟県長岡市土合２丁目１９１７－２

栃尾大野 新潟県長岡市栃尾大野４丁目５番１０号

長岡日赤町１丁目 新潟県長岡市日赤町１丁目６５

長岡豊田町 新潟県長岡市豊田町６－８

長岡北陽 新潟県長岡市北陽１丁目５３－６０

与板並柳 新潟県長岡市与板町与板乙２６９２番地

中越来迎寺 新潟県長岡市来迎寺４０１８

下越津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川６２６番１号

越後田上 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙６５０－１

越後湯沢西口 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４５０

湯沢楽町 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原１７０４番地１



中越塩沢南 新潟県南魚沼市関字大塚１１７２－１

南魚沼坂戸 新潟県南魚沼市坂戸字道下２９８番地１

南魚沼寺尾 新潟県南魚沼市寺尾字アミダ堂２５７－１

南魚沼青木新田 新潟県南魚沼市青木新田字幅上８７２番１

南魚沼早川 新潟県南魚沼市早川字天福寺１６４

南魚沼竹俣新田 新潟県南魚沼市竹俣新田１－８

六日町駅西 新潟県南魚沼市六日町２８４０－１

柏崎若葉町 新潟県柏崎市若葉町３－８

柏崎松波 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

柏崎田塚 新潟県柏崎市田塚１ー９ー２３

聖籠真野 新潟県北蒲原郡聖籠町大字真野字聖籠山１３９５－１

妙高栗原 新潟県妙高市栗原５丁目１番２５号

妙高姫川原 新潟県妙高市大字姫川原８０５

妙高高原 新潟県妙高市大字毛祝坂字砂橋９６－１

店名 住所
安曇野穂高 長野県安曇野市穂高２６２９－２

安曇野穂高柏原 長野県安曇野市穂高柏原２８２８－２

安曇野北穂高 長野県安曇野市穂高北穂高２８０７－１

穂高富田 長野県安曇野市穂高有明９９９７－１

長野県立こども病院前 長野県安曇野市豊科１４４７－１

豊科成相 長野県安曇野市豊科４４６６番１

豊科高家 長野県安曇野市豊科高家５１２３番地９

豊科南穂高 長野県安曇野市豊科南穂高２６０８－１

堀金烏川 長野県安曇野市堀金烏川４９７３－６

明科七貴 長野県安曇野市明科七貴８８３０番地３９

明科中川手 長野県安曇野市明科中川手２９６２－１

伊那狐島 長野県伊那市狐島４２５４－２

伊那高尾町 長野県伊那市山寺２３９５－１

伊那西春近 長野県伊那市西春近３１３６番３

伊那沢渡 長野県伊那市西春近５５１４

伊那西町 長野県伊那市西町５０１５－１

伊那中央 長野県伊那市中央４５２８番９

伊那みすず 長野県伊那市日影７１ー１

伊那福島 長野県伊那市福島５７０番１

塩尻高出 長野県塩尻市広丘高出２１９９－４

塩尻広丘野村 長野県塩尻市広丘野村２２２９

塩尻吉田原 長野県塩尻市大字広丘吉田３３３０

松本歯科大学前 長野県塩尻市広丘郷原１６５７－１

塩尻洗馬 長野県塩尻市大字洗馬太田２８０－３

塩尻大小屋 長野県塩尻市大字大小屋１１３－３

塩尻日ノ出町 長野県塩尻市大門五番町７８－１

塩尻並木町 長野県塩尻市大門並木町１１－４

岡谷天竜町 長野県岡谷市天竜町３－１－１

岡谷湊５丁目 長野県岡谷市湊５丁目２０－１

高森上市田 長野県下伊那郡高森町上市田５５７



下伊那松川 長野県下伊那郡松川町元大島１２５９

松川町役場前 長野県下伊那郡松川町元大島３８０４－２

北志賀夜間瀬 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬３０１６－１

茅野市ちの 長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６

茅野宮川 長野県茅野市宮川５７８８番１

茅野長峰 長野県茅野市玉川４８４２番地１

ちの運動公園 長野県茅野市仲町４０５４－１

茅野本町西 長野県茅野市本町西４６４２－１

茅野城山 長野県茅野市本町東８－１３

駒ヶ根上穂栄町 長野県駒ヶ根市上穂栄町２５－２８

駒ケ根大徳原 長野県駒ケ根市赤穂１４－６２５

駒ヶ根インター 長野県駒ヶ根市赤穂９２８－６

佐久岩村田相生 長野県佐久市岩村田６５８－１

佐久岩村田 長野県佐久市岩村田１１８５－１

佐久インター西 長野県佐久市岩村田北１丁目２８－４

信州望月 長野県佐久市協和１１６－１

浅科バイパス 長野県佐久市甲１８２１－１

佐久野沢 長野県佐久市取出町４７２－２

佐久新子田 長野県佐久市新子田東内池１６８０－６

佐久駒場公園前 長野県佐久市大字猿久保２４４ー１

佐久中込中央 長野県佐久市中込２８３４－７

佐久石神 長野県佐久市中込原田１２６８－１

佐久長土呂北 長野県佐久市長土呂字南下原７６０－１

佐久平賀 長野県佐久市平賀字山崎２９２０－２

佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１

信州青木村 長野県小県郡青木村大字村松字大沖沢１５３ー１

信州長門バイパス 長野県小県郡長和町古町落合２３－１

小諸小原 長野県小諸市甲字原田１６７３－１

小諸芦原 長野県小諸市新町１丁目５番１３号

小諸御影新田 長野県小諸市大字御影新田２６０３－１

小諸耳取 長野県小諸市大字耳取字牛原３７３－７

小諸柏木 長野県小諸市大字柏木１９５番１

松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２

松本蟻ヶ崎５丁目 長野県松本市蟻ヶ崎５丁目１４２２－１

松本宮渕 長野県松本市宮渕１丁目３番３号

松本高宮南 長野県松本市高宮南３７－１４

松本今井 長野県松本市今井１２７４－２

寿 長野県松本市寿中１－３７－１

松本寿北 長野県松本市寿北７－１６６９－１７４

松本新村 長野県松本市新村２３６９－１

松本駅お城口南 長野県松本市深志１－１－２

松本浅間温泉１丁目 長野県松本市浅間温泉１－１２－２０

松本野溝 長野県松本市双葉１９７－２５

松本芳川村井町 長野県松本市村井町南４丁目３番１８号

松本原橋 長野県松本市大字原６８－１



松本松栄町 長野県松本市大手２丁目９－１０

松本公園通り 長野県松本市中央１－４－８

松本島内青島 長野県松本市島内４３６８－５

松本島内 長野県松本市島内４５９８－５

松本島立 長野県松本市島立３０４－４

松本牛伏寺下 長野県松本市内田７４３－１０

松本南原 長野県松本市南原１丁目２１－１４

松本平田南 長野県松本市平田東２－９－１１

松本並柳 長野県松本市並柳１－１１－１

松本北深志 長野県松本市北深志１－１２６－２

松本流通団地北 長野県松本市野溝西３－１３－１０

松本木工町 長野県松本市野溝木工２丁目７－５１

宮田北 長野県上伊那郡宮田村８５－１

宮田新田 長野県上伊那郡宮田村１７５９

宮田駒ヶ原 長野県上伊那郡宮田村６２４６－１

辰野宮木 長野県上伊那郡辰野町伊那富３９４９－１

辰野伊那富 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富字神田２６７２－１

信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

南箕輪塩ノ井 長野県上伊那郡南箕輪村３６１－２

南箕輪春日街道 長野県上伊那郡南箕輪村５５３３－１５３

南箕輪神子柴 長野県上伊那郡南箕輪村７４１７－１

伊那インター 長野県上伊那郡南箕輪村字中ノ原８９８７番１

南箕輪南原 長野県上伊那郡南箕輪村中の原９６６６－１

箕輪三日町 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町字城９６２－３

箕輪中箕輪 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３３６７番地１

信州牟礼 長野県上水内郡飯綱町大字豊野５４１９－１

丸子坂井 長野県上田市塩川１２８１－１

上田下丸子 長野県上田市下丸子字東川２９７番１

上田古里 長野県上田市古里１４８番地２

上田常田２丁目 長野県上田市常田２丁目１７－３

丸子生田 長野県上田市生田上原４２８０－２

鹿教湯温泉 長野県上田市西内字町屋敷９４５－１

上田御所 長野県上田市大字御所字中満丁２８３ー１

上田小島 長野県上田市大字小島字池下２３９

上田原 長野県上田市大字上田原７１３

上田長池 長野県上田市大字上田原字南原１４０５番地４号

上田塩田 長野県上田市大字本郷７６５－７

上田中央北 長野県上田市中央北２丁目３５５９－１０

上田中丸子 長野県上田市中丸子字小耽１７４２－３

上田中之条 長野県上田市中之条７６７ー１

上田千曲高校前 長野県上田市中之条字宮方５８３－１

丸子長瀬 長野県上田市長瀬２９８４－１

下諏訪大社通り 長野県諏訪郡下諏訪町大社通３２４４－２

富士見町富士見 長野県諏訪郡富士見町富士見３３０１－３

信州富士見役場上 長野県諏訪郡富士見町落合１１０４８－５８



諏訪高島 長野県諏訪市高島４丁目１４６９番１

諏訪中洲福島 長野県諏訪市中洲町田３７７１－１

須坂インター 長野県須坂市大字井上５６３－１

須坂市役所前 長野県須坂市大字小山１２８９－１

須坂南 長野県須坂市墨坂南２丁目３番４０号

戸倉 長野県千曲市磯部１０４５

更埴稲荷山 長野県千曲市稲荷山１７７９－１

屋代団地 長野県千曲市大字屋代３１４３－３８

千曲八幡 長野県千曲市大字八幡５８５０－１

戸倉内川 長野県千曲市内川８２３－１

信濃常盤駅入口 長野県大町市常盤字都３５８８番２

大町アルペンライン 長野県大町市大町１９６８番地１

大町南原 長野県大町市大町３７０６－１

大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１

中野市一本木 長野県中野市一本木３１４－１

中野市吉田 長野県中野市吉田２８０ー２

中野市南宮 長野県中野市大字中野字南宮３５４－１

中野市豊津 長野県中野市大字豊津字土浮３８１－１

長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号

長野吉田２丁目 長野県長野市吉田２丁目４３６－３

長野吉田５丁目 長野県長野市吉田５丁目１７－１７

長野栗田 長野県長野市栗田８００

篠の井バイパス 長野県長野市合戦場２丁目１１３番地

長野三本柳 長野県長野市三本柳西２丁目４６

長野大通り 長野県長野市三輪武井１３０３－３

篠ノ井塩崎 長野県長野市篠ノ井塩崎字北小宮２１２２－５

篠ノ井会 長野県長野市篠ノ井会７７４－１

篠ノ井南 長野県長野市篠ノ井二ツ柳２３１９－１

篠ノ井布施高田 長野県長野市篠ノ井布施高田８７５－１

長野若穂西 長野県長野市若穂川田領家１６８０ー１

長野不動寺 長野県長野市小島田町２１３３ー１

西長野 長野県長野市新諏訪１丁目１番５１号

長野真島 長野県長野市真島町真島１５０９－１

長野西和田 長野県長野市西和田１－５－１８

長野青木島 長野県長野市青木島１ー３６ー５

長野綱島 長野県長野市青木島町綱島５９２

長野南原 長野県長野市川中島町原１２８８番地

長野川中島御厨 長野県長野市川中島町御厨１０３６－１

長野稲葉 長野県長野市大字稲葉１８６９－２

長野母袋 長野県長野市大字稲葉字日詰沖１４０４

長野石渡 長野県長野市大字石渡１８４－２

長野権堂 長野県長野市大字鶴賀２２０１－２３

長野南千歳 長野県長野市大字鶴賀字下河原９８５－１

長野木工団地入口 長野県長野市大字北尾張部５１９

長野大豆島 長野県長野市大豆島４０４



長野二線路通り 長野県長野市南長野１３７４－１

長野柳原 長野県長野市柳原字宮東２１１６

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

東部田中 長野県東御市県１３７－７

東御和 長野県東御市和字大川２５０７

麻績聖高原 長野県東筑摩郡麻績村麻字壱田所４１３０－１

小海豊里 長野県南佐久郡小海町大字豊里１９３４－１

南牧野辺山 長野県南佐久郡南牧村野辺山６９－８

飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１

飯山木島 長野県飯山市大字木島字道下６８２－１５

飯山秋津 長野県飯山市蓮字北原２４５番３

飯田山本 長野県飯田市山本５９７６

飯田上郷北条 長野県飯田市上郷飯沼１３３７

飯田殿岡 長野県飯田市上殿岡４３０－６

飯田市立病院前 長野県飯田市鼎名古熊２６０５ー５

飯田白山町 長野県飯田市白山町１丁目６４５６番１

信濃松川 長野県北安曇郡松川村７０１８－５４

白馬神城 長野県北安曇郡白馬村大字神城２１８１１－１

７ＦＳ軽井沢プリンスＳプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１１７８番７９８

御代田草越 長野県北佐久郡御代田町大字草越向原１１７３－１３０

西軽井沢 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口１６７１－１

立科町 長野県北佐久郡立科町大字芦田字東大定１１７０－１

南木曽町 長野県木曽郡南木曽町読書３６７１－２

木曽町福島 長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１

店名 住所
塩山三日市場 山梨県甲州市塩山三日市場２６９２－９

甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１

甲斐大和 山梨県甲州市大和町初鹿野１７１４－１８

甲斐双葉宇津谷 山梨県甲斐市宇津谷８５５

竜王玉川 山梨県甲斐市玉川３０５－１

甲斐中下条 山梨県甲斐市中下条５４４－７

甲斐長塚 山梨県甲斐市長塚２１４－１

甲斐敷島東町 山梨県甲斐市島上条字河原１８４－１

甲斐竜王駅前 山梨県甲斐市富竹新田３４０－１

山梨信玄橋 山梨県甲斐市竜王１６４２

甲府平和通り 山梨県甲府市伊勢４丁目３２－２

甲府山城 山梨県甲府市下小河原町１２－３

甲府下石田２丁目 山梨県甲府市下石田２丁目２０番１９号

甲府南インター 山梨県甲府市下曽根町２９５－８

甲府丸の内２丁目 山梨県甲府市丸の内２丁目６－５

甲府貢川本町 山梨県甲府市貢川本町１８番１１号

甲府国玉 山梨県甲府市国玉町１０４１－５

甲府砂田町 山梨県甲府市砂田町２１０－１

甲府桜井町 山梨県甲府市桜井町６４３－１

甲府山宮町 山梨県甲府市山宮町４７－１



甲府住吉５丁目 山梨県甲府市住吉５丁目２３－１４

甲府西下条町 山梨県甲府市西下条町１１９－１

甲府相生 山梨県甲府市相生１－１５－２

甲府大手１丁目 山梨県甲府市大手１丁目１番４号

甲府富士見通り 山梨県甲府市湯村１丁目８番地２８

甲府美咲 山梨県甲府市美咲２丁目１５番１３号

ＫＯＹＯ山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見１－１－１

甲府富士見２丁目 山梨県甲府市富士見２丁目５－３５

甲府蓬沢バイパスＳＳ 山梨県甲府市蓬沢町１０２９番１

山梨北中学校前 山梨県山梨市七日市場８１３－１

山梨加納岩 山梨県山梨市上神内川１３２８

山梨上石森 山梨県山梨市上石森字上手原１５３－１

山梨三ヶ所北 山梨県山梨市東後屋敷５６８－１

上野原西中学校前 山梨県上野原市四方津字道下４２５－３

上野原松留 山梨県上野原市松留２８５－１

山梨上野原 山梨県上野原市上野原３８３０

上野原インター北 山梨県上野原市上野原７５４

市川大門三郡橋東 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１３８４－１

田富リバーサイド 山梨県中央市山之神２９５４

中央市布施 山梨県中央市布施１８１１

昭和バイパス 山梨県中巨摩郡昭和町押越８０４－１

昭和町河西 山梨県中巨摩郡昭和町河西１１１－１

昭和町飯喰 山梨県中巨摩郡昭和町河西１６３２－１

昭和西条南 山梨県中巨摩郡昭和町西条１９９－１

昭和西条 山梨県中巨摩郡昭和町西条２４９４－１０

笛吹一宮坪井 山梨県笛吹市一宮町坪井２６３－１

笛吹一宮小城 山梨県笛吹市一宮町北都塚２４９－１

境川石橋 山梨県笛吹市境川町石橋７１６－１

一宮御坂インター南 山梨県笛吹市御坂町金川原１４９７－２

石和温泉駅前 山梨県笛吹市石和町駅前３番５

甲斐一宮インター 山梨県笛吹市石和町上平井８７３－２

石和唐柏 山梨県笛吹市石和町唐柏９９７－１

笛吹石和東高橋 山梨県笛吹市石和町東高橋２７０

笛吹八代高家南 山梨県笛吹市八代町高家南１９２

笛吹八代南 山梨県笛吹市八代町南１５８９－１

都留市役所前 山梨県都留市上谷２丁目１－１３

都留田原２丁目 山梨県都留市田原２－４－２２

南アルプス八田 山梨県南アルプス市榎原８６３－５１

南アルプス下今井 山梨県南アルプス市下今井３１５－２

南アルプス曲輪田 山梨県南アルプス市曲輪田１３０－１

南アルプス開国橋西 山梨県南アルプス市上今諏訪１８８の１

南アルプス西南湖 山梨県南アルプス市西南湖２８－３

白根町西野 山梨県南アルプス市西野２３３５－１

南アルプス藤田 山梨県南アルプス市藤田２１６８－３

南アルプス徳永 山梨県南アルプス市徳永１３５５－１



山梨御勅使南公園 山梨県南アルプス市六科１１０７－７

富士川鰍沢口 山梨県南巨摩郡富士川町駅前通２丁目３６６８－１

増穂大椚 山梨県南巨摩郡富士川町大椚２７８－１

忍野村内野 山梨県南都留郡忍野村内野５２４

河口湖大橋南 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６８－１

山梨鳴沢 山梨県南都留郡鳴沢村８５３１－４５－１９

韮崎一ツ谷 山梨県韮崎市一ツ谷１９３９－３

韮崎藤井町 山梨県韮崎市藤井町北下条４３０－１

富士吉田旭３丁目 山梨県富士吉田市旭３丁目１２号２３番

富士吉田おひめ坂通り 山梨県富士吉田市竜ケ丘２丁目６番１１号

長坂インター東 山梨県北杜市高根町五町田１０４１－１

山梨清里 山梨県北杜市高根町清里３５４５－６３３８

小淵沢インター 山梨県北杜市小淵沢町２７４３－１

長坂駅前通り 山梨県北杜市長坂町長坂上条２５７５－４８

北杜武川 山梨県北杜市武川町牧原６８８－１

店名 住所
富山朝日町月山 富山県下新川郡朝日町月山字沼割４８－１

滑川上島 富山県滑川市上島２２２－３

滑川中村 富山県滑川市中村３０３－１

魚津吉島２丁目 富山県魚津市吉島２丁目１１０８

魚津上村木 富山県魚津市上村木２丁目９－２４

魚津インター 富山県魚津市本江字窪畑５４２

高岡広小路 富山県高岡市あわら町１０９－２

高岡蓮花寺 富山県高岡市井口本江字五俵苅９２番１

高岡下麻生 富山県高岡市下麻生３０３－１

高岡城東 富山県高岡市中川園町１５５番地２

高岡牧野大橋 富山県高岡市中曽根１１８２

高岡内免３丁目 富山県高岡市内免３－３－２

高岡下老子 富山県高岡市福岡町下老子７２０

高岡野村北 富山県高岡市野村１５９７－１

黒部堀切 富山県黒部市三日市字栄町４０７０－１

黒部田家 富山県黒部市田家新７５２－１

射水太閤山東 富山県射水市黒河新字大開４９５１－１

射水広上 富山県射水市上条２５３番

小矢部芹川 富山県小矢部市芹川３９１７番

砺波千代 富山県砺波市千代１２８－６

砺波表町 富山県砺波市表町２－１８

南砺やかた 富山県南砺市やかた３９３

氷見加納 富山県氷見市加納２０６－１

ＤＲ富山駅前ダイワロイネットホテル 富山県富山市桜町１丁目３－１

富山赤田 富山県富山市赤田９４１－１

富山中川原 富山県富山市中川原台２丁目２８番地

富山藤木 富山県富山市藤木３０５７

富山二口町４丁目 富山県富山市二口町４丁目４－１０

富山八尾井田 富山県富山市八尾町井田字町頭５５１６－１



富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１

富山堀川町 富山県富山市堀川町４５０

店名 住所
かほく高松インター 石川県かほく市高松ア２１－１

かほく長柄町 石川県かほく市高松ロ２６８－１

かほく白尾インター 石川県かほく市白尾ル１４－３

羽咋石野町 石川県羽咋市石野町イ５５－１

羽咋千里浜インター 石川県羽咋市兵庫町午４番６

加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

金沢鞍月４丁目 石川県金沢市鞍月４丁目１８１番地

金沢石川県庁前 石川県金沢市鞍月東２丁目１４

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢久安２丁目 石川県金沢市久安３－４００

金沢京町 石川県金沢市京町２番２６号

ハートインＪＲ金沢駅 石川県金沢市広岡１丁目７番１号

金沢高岡町 石川県金沢市高岡町３－２０

金沢中央郵便局前 石川県金沢市三社町３番２１号

金沢三池 石川県金沢市三池栄町２９３

金沢小坂町西 石川県金沢市小坂町西１１６

金沢松村町 石川県金沢市松村町ヌ４５番

金沢神谷内町 石川県金沢市神谷内町二６１番地

金沢泉野出町１丁目 石川県金沢市泉野出町１丁目１６－１７

金沢浅野本町 石川県金沢市浅野本町ロ１７１－１

金沢袋町 石川県金沢市袋町５－８

金沢直江町 石川県金沢市直江町イ２３９－１

金沢入江１丁目 石川県金沢市入江１丁目２０２

金沢平和町 石川県金沢市平和町２丁目９６番地

金沢米泉１０丁目 石川県金沢市米泉町１０丁目３９－１０

金沢保古３丁目 石川県金沢市保古３丁目３７番地

おみやげ処金沢 石川県金沢市木ノ新保町１－１

金沢矢木２丁目 石川県金沢市矢木２丁目２１２

金沢有松５丁目 石川県金沢市有松５丁目４５番１

七尾古府町 石川県七尾市古府町る３－１

七尾国分町 石川県七尾市国分町ナ４９番

小松串茶屋町 石川県小松市串茶屋町い１４３－２

小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５

小松佐々木町 石川県小松市佐々木町１３９

小松大島町 石川県小松市大島町丙１６２－８

ハートインＪＲ小松駅 石川県小松市土居原町４６６

小松日の出町２丁目 石川県小松市日の出町２丁目１０１

川北橘 石川県能美郡川北町橘オ５１番１

能美粟生 石川県能美市粟生町ソ１５番地

能美山田町 石川県能美市山田町１５－１

能美大長野町 石川県能美市大長野町ト８０－１

白山安養寺 石川県白山市安養寺町ト６４番１



白山村井町 石川県白山市村井町６８０番１

白山中成２丁目 石川県白山市中成２丁目９９番地

徳光ハイウェイオアシス 石川県白山市徳光町２３９８－１

白山八ツ矢町 石川県白山市八ツ矢町６１７－１

白山平松町 石川県白山市平松町１０９－１

野々市押野２丁目 石川県野々市市押野２丁目８５番地

野々市高橋町 石川県野々市市高橋町７２－１

野々市住吉 石川県野々市市住吉町１４５－１

野々市上林４丁目 石川県野々市市上林４丁目３６６

野々市新庄２丁目 石川県野々市市新庄２丁目２４７－１

野々市本町６丁目 石川県野々市市本町６丁目１０－３０

野々市矢作北 石川県野々市市矢作４丁目１２番地

店名 住所
金津インター 福井県あわら市熊坂１２９字松ヶ原２６－１

あわら市姫 福井県あわら市市姫４丁目１１０２番

越前広瀬町 福井県越前市広瀬町１４２－１２－１

福井県立大学前 福井県吉田郡永平寺町松岡渡新田４字九艘沢５番３

丸岡上久米田 福井県坂井市丸岡町上久米田８字宮前１０７番

春江町為国 福井県坂井市春江町為国２３字６－１

鯖江小黒町 福井県鯖江市小黒町３丁目８０１

東鯖江２丁目 福井県鯖江市東鯖江２丁目１０１番

鯖江北野町１丁目 福井県鯖江市北野町１丁目１４番２５号

敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１

敦賀昭和町１丁目 福井県敦賀市昭和町１丁目１－４５

敦賀中央町２丁目 福井県敦賀市中央町２丁目１０－２７

福井清水町 福井県福井市三留町８－２－９

福井春山１丁目 福井県福井市春山１丁目６－２５

福井西谷３丁目 福井県福井市西谷３丁目７０８

ハートインＪＲ福井駅 福井県福井市中央１－１－２５

福井文京３丁目 福井県福井市文京３丁目９４５

店名 住所
磐田今之浦 静岡県磐田市今之浦３丁目１７－２

伊東市荻 静岡県伊東市荻１２８－１

伊東中伊豆入口 静岡県伊東市荻３９７－１０

伊東玖須美元和田バイパス 静岡県伊東市玖須美元和田７１５－４１２

伊東元和田 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－５５６

伊東桜木町 静岡県伊東市桜木町２丁目８－１４

伊東市富戸 静岡県伊東市富戸１１０４－３２

大仁 静岡県伊豆の国市御門６５－５

伊豆の国市四日町西 静岡県伊豆の国市四日町字舞台４６０－１

中伊豆上白岩 静岡県伊豆市上白岩３９１－１

天城湯ヶ島 静岡県伊豆市湯ヶ島１－１１

修善寺駅東 静岡県伊豆市柏久保６１６－３

下田柿崎 静岡県下田市柿崎字間戸浜１７－１

下田吉佐美 静岡県下田市吉佐美入田２４８－１



下田西本郷 静岡県下田市西本郷１丁目９－１

下田東本郷 静岡県下田市東本郷１丁目２０番８号

松崎町江奈 静岡県賀茂郡松崎町江奈４００－１

西伊豆賀茂 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須４３３－１

掛川下垂木 静岡県掛川市下垂木２２４０ー１１

掛川葛川 静岡県掛川市葛川３４２－１

掛川上西郷 静岡県掛川市上西郷字加島２４２番１

掛川杉谷 静岡県掛川市杉谷２丁目２番２０号

掛川大池 静岡県掛川市大池２８９２－１

掛川中央１丁目 静岡県掛川市中央１丁目１８－２

道の駅掛川 静岡県掛川市八坂８８２番２－１

掛川本郷 静岡県掛川市本郷２４８－５

菊川倉沢 静岡県菊川市倉沢１６８７－８

新居町浜名 静岡県湖西市新居町浜名１８０－２

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

湖西鷲津 静岡県湖西市鷲津１０５８

御前崎池新田 静岡県御前崎市池新田４０２０－１

御前崎白羽 静岡県御前崎市白羽５９２８－１

御殿場杉名沢北 静岡県御殿場市杉名沢４４９番地

御殿場杉名沢 静岡県御殿場市杉名沢６５０－６

御殿場滝ケ原 静岡県御殿場市中畑２０９２－３８

御殿場小学校前 静岡県御殿場市萩原３５４－３

御殿場萩原南 静岡県御殿場市萩原５５０番地３

御殿場玉穂 静岡県御殿場市萩原９９７－１

御殿場かまど 静岡県御殿場市竈８４０－１

三島安久 静岡県三島市安久３７９－１

三島壱町田 静岡県三島市壱町田１６８－１

三島松本南 静岡県三島市松本２５５－１

三島八反畑 静岡県三島市青木１７６－４

三島谷田北 静岡県三島市谷田５３－１

三島北上 静岡県三島市徳倉１００５－１１

三島二日町 静岡県三島市南二日町２０－５

森町中川 静岡県周智郡森町中川１１１７－３

森町睦実 静岡県周智郡森町睦実２６７１－１

駿東小山町用沢 静岡県駿東郡小山町用沢５８８－１

清水町柿田 静岡県駿東郡清水町柿田１１３－３

長泉下土狩西 静岡県駿東郡長泉町下土狩字窪田３２０番４

長泉中央通り 静岡県駿東郡長泉町下土狩大割４５１－５

長泉町竹原 静岡県駿東郡長泉町竹原丸田３８１－６

長泉中土狩北 静岡県駿東郡長泉町中土狩５６８番１

長泉 静岡県駿東郡長泉町納米里１６９の８

長泉南 静岡県駿東郡長泉町本宿４７６

沼津岡宮東 静岡県沼津市岡宮１００３－１

沼津吉田 静岡県沼津市吉田町３４－１

沼津松長 静岡県沼津市松長５３０－１



沼津熊堂 静岡県沼津市西熊堂７７３－１

沼津大岡南 静岡県沼津市大岡１２３３－１

沼津大岡 静岡県沼津市大岡１７４８－１

沼津駅前 静岡県沼津市大手町２丁目１－１

沼津大塚 静岡県沼津市大塚４１６

沼津東椎路 静岡県沼津市東椎路２９８

伊豆三津シーパラダイス前 静岡県沼津市内浦三津４６

沼津白銀 静岡県沼津市白銀町７－１１

焼津三ケ名 静岡県焼津市三ケ名字宮嶋７７３

焼津小柳津 静岡県焼津市小柳津２２０－７

焼津清流館高校前 静岡県焼津市上新田字東５４０番３

焼津大島 静岡県焼津市大島字上５９７

焼津石津西 静岡県焼津市南部土地区画整理事業施工地区内第１２４街区１

焼津祢宜島 静岡県焼津市南部土地区画整理地内２５３街区７

焼津八楠 静岡県焼津市八楠４丁目３８－２１

吉田町神戸日の出 静岡県榛原郡吉田町神戸５０－１

吉田神戸 静岡県榛原郡吉田町神戸字下西２４０６－１

吉田川尻 静岡県榛原郡吉田町川尻１９４０－１

遠州吉田町片岡 静岡県榛原郡吉田町片岡１５０８ー３

裾野バイパス北 静岡県裾野市御宿１０８９－１

裾野公文名 静岡県裾野市公文名字三角２９７－１

裾野二ツ屋 静岡県裾野市佐野１５９１－６

裾野茶畑 静岡県裾野市茶畑３０ー１

裾野平松 静岡県裾野市平松５９３－３

静岡美和 静岡県静岡市葵区遠藤新田３１８－１

静岡横内 静岡県静岡市葵区横内町７２

静岡紺屋町 静岡県静岡市葵区紺屋町１１－１７

静岡常磐１丁目 静岡県静岡市葵区常磐町１丁目６番３号

静岡常磐３丁目 静岡県静岡市葵区常磐町３－５－９

静岡新伝馬 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目１２－２５

静岡千代田７丁目 静岡県静岡市葵区千代田７丁目１０－２１

静岡東草深町 静岡県静岡市葵区東草深町９－１６

静岡南沼上 静岡県静岡市葵区南沼上３－１１－８

静岡二番町 静岡県静岡市葵区二番町９番１５

静岡平和３丁目 静岡県静岡市葵区平和３丁目３－１３

静岡牧ヶ谷 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２２３９－２

静岡竜南１丁目 静岡県静岡市葵区竜南１丁目１９－１

静岡みずほ 静岡県静岡市駿河区みずほ３丁目１－２

静岡向敷地 静岡県静岡市駿河区向敷地７６９－１

静岡大坪町 静岡県静岡市駿河区大坪町１３－３

静岡東新田２丁目 静岡県静岡市駿河区東新田２丁目１５－２３

静岡桃園町 静岡県静岡市駿河区桃園町２０－４０

静岡馬渕１丁目 静岡県静岡市駿河区馬渕１丁目４番８号

静岡馬渕３丁目 静岡県静岡市駿河区馬渕３丁目５番２８号

静岡馬渕 静岡県静岡市駿河区馬渕４－１２－３７



静岡登呂ＳＳ 静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０

清水岡町 静岡県静岡市清水区岡町７－１０

清水宮代町 静岡県静岡市清水区宮代町１４７－１

清水江尻東１丁目 静岡県静岡市清水区江尻東１－３－２

清水小島 静岡県静岡市清水区小島町７８－１

清水真砂町 静岡県静岡市清水区真砂町４－２８

清水西久保 静岡県静岡市清水区西久保１丁目１番２５号

清水村松原 静岡県静岡市清水区村松原３丁目１２０８

清水中矢部町 静岡県静岡市清水区中矢部町２－７

袋井愛野東 静岡県袋井市愛野東１丁目１６－１１

袋井下山梨 静岡県袋井市下山梨字川田１８７６－２

袋井市役所前 静岡県袋井市国本３０３３－８

袋井七ツ森 静岡県袋井市国本字大塚２７６０番３

袋井上山科 静岡県袋井市山科川井田２４８４－１

袋井北浅羽 静岡県袋井市浅羽３５７－１

袋井浅岡 静岡県袋井市浅岡３３３－１

袋井天神町 静岡県袋井市天神町１－３－７

袋井土橋 静岡県袋井市土橋３－１

袋井梅山 静岡県袋井市梅山２６８９－４

袋井方丈 静岡県袋井市方丈４－３－１９

函南間宮 静岡県田方郡函南町間宮６０６番地２

道の駅伊豆ゲートウェイ函南 静岡県田方郡函南町塚本８８７－１

函南柏谷 静岡県田方郡函南町平井字鍛治屋窪７１７番１６

島田稲荷３丁目 静岡県島田市稲荷３丁目８－２１

島田金谷河原 静岡県島田市金谷栄町３５３５－１

島田元島田 静岡県島田市元島田９３４６－１

島田向谷１丁目 静岡県島田市向谷１丁目８４７－５

島田中溝町 静岡県島田市中溝町１５２５－４

島田六合 静岡県島田市道悦５丁目１２３－１

藤枝稲川 静岡県藤枝市稲川１ー１１ー３２

藤枝五十海３丁目 静岡県藤枝市五十海３丁目２０番

藤枝高岡４丁目 静岡県藤枝市高岡４丁目７番４４号

藤枝高洲 静岡県藤枝市高洲８９８－１

藤枝小石川町４丁目 静岡県藤枝市小石川町４丁目１８７－１

藤枝前島 静岡県藤枝市前島２丁目６番１５号

藤枝大西町 静岡県藤枝市大西町３－１５－４

藤枝大東町 静岡県藤枝市大東町２６７－２

藤枝堀之内 静岡県藤枝市堀之内字井戸上５１５番３

熱海下多賀 静岡県熱海市下多賀７７３－２

熱海銀座町 静岡県熱海市銀座町１２－１

熱海咲見町 静岡県熱海市咲見町１０ー３

熱海梅園 静岡県熱海市梅園町４－４

熱海網代 静岡県熱海市網代６２７－９１０

磐田見付 静岡県磐田市見付２７６５

磐田小島 静岡県磐田市小島７８０－１



磐田豊島 静岡県磐田市豊島１３５４－１

浜松伊左地町 静岡県浜松市西区伊左地町字前原２７３８－１

浜松舘山寺町 静岡県浜松市西区舘山寺町１７６９－１

浜松佐浜町 静岡県浜松市西区佐浜町５２８０－２

浜松西山 静岡県浜松市西区西山町字山神２８６－１３

浜松葵町 静岡県浜松市中区葵東１丁目１０番１号

浜松曳馬５丁目 静岡県浜松市中区曳馬５－２２－２５

浜松曳馬６丁目 静岡県浜松市中区曳馬６丁目１３－２０

浜松幸町 静岡県浜松市中区幸１－１４－１２

浜松高丘北 静岡県浜松市中区高丘北２丁目１－３

浜松山下町 静岡県浜松市中区山下町２１－１

浜松泉２丁目 静岡県浜松市中区泉２丁目２９－８

浜松船越町 静岡県浜松市中区船越町２番３号

浜松龍禅寺南 静岡県浜松市中区龍禅寺町７４４－３

天竜船明 静岡県浜松市天竜区船明６２街区２

天竜二俣町阿蔵 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１００

浜松下石田町 静岡県浜松市東区下石田町１４３８－６

浜松豊西 静岡県浜松市東区恒武町８５９

浜松篠ケ瀬南 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町９１９－１

浜松小池南 静岡県浜松市東区小池町２６７７－１

浜松西ヶ崎西 静岡県浜松市東区西ヶ崎町１０３８番５

浜松大瀬町 静岡県浜松市東区大瀬町４７２－７

浜松大島南 静岡県浜松市東区大島町６３２－５

浜松長鶴町 静岡県浜松市東区長鶴町２４５－４

浜松天王町 静岡県浜松市東区天王町字中野１５２３－１

浜松白鳥町 静岡県浜松市東区白鳥町３２３番地１

浜松北島 静岡県浜松市東区北島町４４０

浜松アリーナ前 静岡県浜松市東区和田町４２７

浜松安松町 静岡県浜松市南区安松町８７番５

浜松下江町 静岡県浜松市南区下江町２４８

浜松金折町 静岡県浜松市南区金折町６９９－１

浜松江之島 静岡県浜松市南区江之島町５２５番１

浜松高塚町 静岡県浜松市南区高塚町４７０１－２

浜松三島町 静岡県浜松市南区三島町７７４－１

浜松参野町 静岡県浜松市南区参野町５２－１

浜松飯田北 静岡県浜松市南区飯田町１１８

浜北沼 静岡県浜松市浜北区沼２７３－７

浜北平口 静岡県浜松市浜北区平口５１０－１

細江気賀 静岡県浜松市北区細江町気賀２７２３－１

細江中川南 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２－６６２

富士宮羽鮒 静岡県富士宮市羽鮒１９６１－１

富士宮三園平 静岡県富士宮市宮北町１０２

富士宮黒田 静岡県富士宮市黒田２１５－１６

富士宮若の宮 静岡県富士宮市若の宮３７９

富士宮橋戸 静岡県富士宮市小泉１５３８－２２



富士宮城北町 静岡県富士宮市城北町３０番地

富士宮杉田 静岡県富士宮市杉田５１８－２

富士宮西町 静岡県富士宮市西町１７－３

富士宮大岩 静岡県富士宮市大岩４４１－１

富士宮中央町 静岡県富士宮市中央町８－１３

富士宮朝霧高原 静岡県富士宮市猪之頭１１１８－４

富士宮田中町 静岡県富士宮市田中町７３７－３５

富士宮万野原西 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１

富士宮野中橋 静岡県富士宮市野中町８０

富士宮淀師 静岡県富士宮市淀師４８９－２－６

富士宮淀川町 静岡県富士宮市淀川町３３－１４

富士宮淀平町 静岡県富士宮市淀平町６８０

富士川ＳＡ下り 静岡県富士市岩淵字舟山１３１３番

富士市長沢 静岡県富士市厚原字長沢３５１ー１３

富士市今泉北 静岡県富士市今泉６丁目１２－２３

富士市一色 静岡県富士市今泉３００５

富士市松岡南 静岡県富士市松富町５

富士市青葉町東 静岡県富士市青葉町７８

富士市石坂 静岡県富士市石坂字高林４２０－３

富士市浅間上町 静岡県富士市浅間上町１１番１８号

富士市須津 静岡県富士市増川４６１－３

富士市中里 静岡県富士市中里９２４－１

富士市天間 静岡県富士市天間１５６０－１

富士市広見公園前 静岡県富士市伝法５４－１

富士市伝法片宿 静岡県富士市伝法片宿８８３－１

富士市島田町 静岡県富士市島田町１丁目１５４番２

富士市南松野 静岡県富士市南松野字丸崎２１８５番３

富士市比奈 静岡県富士市比奈１２８９ー２

富士市富士見台 静岡県富士市富士見台４丁目５番地２

富士川バイパス 静岡県富士市北松野１７４２番１

富士市本市場北 静岡県富士市本市場町８２２

富士市本町通り 静岡県富士市本町１０－２４

富士市柳島 静岡県富士市柳島２２１－２

富士市本市場 静岡県富士市蓼原６６－４

牧之原地頭方 静岡県牧之原市地頭方５０５－２

牧之原波津東 静岡県牧之原市波津１６３１－８

店名 住所
甚目寺駅西 愛知県あま市甚目寺山之浦１４８番

あま二ツ寺 愛知県あま市二ツ寺六町３８－５

みよし黒笹 愛知県みよし市黒笹町樋越２－３

みよし天王 愛知県みよし市三好町天王８８－１

みよし福田町 愛知県みよし市福田町杓子８３－８

みよし明知 愛知県みよし市明知町平成７－２

みよしあざぶＳＳ 愛知県みよし市莇生町原２

みよし北部小学校東 愛知県みよし市莇生町並木９６－１



東郷町春木台 愛知県愛知郡東郷町春木台４丁目４番１

東郷諸輪木戸西 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字中木戸西３１１

安城三本木ＳＳ 愛知県安城市安城町三本木１１１

安城高棚 愛知県安城市高棚町井荒井１４５－５

安城高木町 愛知県安城市高木町半崎２番地１

安城小川町 愛知県安城市小川町御林６３－３

安城新田町 愛知県安城市新田町郷東１０８－４

安城デンパーク東 愛知県安城市赤松町梶４４－５

安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１

安城東端町 愛知県安城市東端町南山５８番１

安城二本木 愛知県安城市二本木新町北菅口１０－１

安城小堤町 愛知県安城市百石町１丁目２番地４

安城法連町 愛知県安城市法連町３番９

安城末広町 愛知県安城市末広町９－２７

一宮宮地２丁目 愛知県一宮市宮地２丁目１２－２

一宮今伊勢町馬寄 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字六地蔵３－３

一宮浅野大曲り 愛知県一宮市浅野大曲り８５

一宮多加木２丁目 愛知県一宮市多加木２丁目８－１５

一宮平島１丁目 愛知県一宮市平島１丁目３番５

一宮平和１丁目 愛知県一宮市平和１－２－２６

一宮北小渕 愛知県一宮市北小渕字八幡６３－１

一宮明地 愛知県一宮市明地字寺前７６番３

稲沢駅前２丁目 愛知県稲沢市駅前２丁目２４－３

稲沢横野 愛知県稲沢市横野堂根町３－１

稲沢小池 愛知県稲沢市小池４－５

稲沢長野１丁目 愛知県稲沢市長野１丁目２番３号

稲沢平和町下起南 愛知県稲沢市平和町下起南２２４－２

稲沢鷲尾 愛知県稲沢市平和町鷲尾２６５－１

岡崎井田町 愛知県岡崎市井田町字南３３－１

岡崎井田南町 愛知県岡崎市井田南町２－７

岡崎橋目町 愛知県岡崎市橋目町字阿知賀４２－１

岡崎小針町 愛知県岡崎市小針町字神田８１番地４

岡崎上里２丁目 愛知県岡崎市上里２丁目２１－１０

岡崎西蔵前町 愛知県岡崎市西蔵前町２丁目１－４

岡崎西本郷町 愛知県岡崎市西本郷町字社口１０４－１

岡崎大樹寺 愛知県岡崎市大樹寺３－６－１３

岡崎八帖北町 愛知県岡崎市八帖北町２６－５

岡崎蓑川新町 愛知県岡崎市美合新町５３－８

岡崎美合町 愛知県岡崎市美合町坂下２４－５

岡崎牧御堂町 愛知県岡崎市牧御堂町字油田３８－１

岡崎本宿町 愛知県岡崎市本宿西２丁目２－２２

岡崎明大寺町 愛知県岡崎市明大寺町字大圦５５番４０

岡崎矢作町 愛知県岡崎市矢作町字橋塚３０－１

岡崎緑丘２丁目 愛知県岡崎市緑丘２丁目２－４

大治町東條 愛知県海部郡大治町大字東條郷前１０８－１



幸田横落 愛知県額田郡幸田町大字横落字長根１３０番

幸田坂崎 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字弁天５４番１

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

幸田六栗 愛知県額田郡幸田町大字六栗字竹ノ下２２－２

刈谷高須町 愛知県刈谷市高須町１－７－１２

刈谷築地町 愛知県刈谷市築地町５丁目５番６

刈谷野田町新上納 愛知県刈谷市野田町新上納２９４－１

岩倉駅西 愛知県岩倉市新柳町１丁目４９番地

岩倉大市場町 愛知県岩倉市大市場町順喜９３－１

岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１

犬山羽黒朝日 愛知県犬山市羽黒朝日６丁目１６番

犬山薬師 愛知県犬山市大字犬山字薬師１７－３

犬山梅坪 愛知県犬山市梅坪２丁目６番

江南古知野町花霞 愛知県江南市古知野町花霞１９８番地

江南駅北 愛知県江南市古知野町広見１８０番

江南今市場町 愛知県江南市今市場町美和１１４番地３

江南前飛保町 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘１丁目１番

江南村久野町平松 愛知県江南市村久野町平松１２７

江南島宮町吉原 愛知県江南市島宮町吉原４番１

高浜吉浜駅南 愛知県高浜市呉竹町１丁目１－２

高浜呉竹町 愛知県高浜市呉竹町５－１－１７

高浜神明町 愛知県高浜市神明町７丁目１３番２

高浜二池町３丁目 愛知県高浜市二池町３丁目２０３番２

高浜八幡町 愛知県高浜市八幡町４－３－３

高浜稗田町 愛知県高浜市稗田町２丁目５－１３

春日井稲口町 愛知県春日井市稲口町２丁目１２－８

春日井押沢台 愛知県春日井市押沢台７丁目１４－１

春日井宮町 愛知県春日井市宮町３丁目１０番１

春日井篠木町７丁目 愛知県春日井市篠木町７丁目６－１

春日井町 愛知県春日井市春日井町字土合６８－２

春日井勝川駅前 愛知県春日井市勝川町６丁目１４２番地

春日井勝川町１０丁目 愛知県春日井市勝川町１０丁目２－１

春日井朝宮町 愛知県春日井市朝宮町１丁目２４番地８

春日井桃山町１丁目 愛知県春日井市桃山町１丁目１６７番２

春日井味美白山町 愛知県春日井市味美白山町２丁目７－１

小牧高根１丁目 愛知県小牧市高根１丁目３０９番４

小牧小木３丁目 愛知県小牧市小木３丁目１２１番

小牧南浦 愛知県小牧市東田中南浦１８３２－１

小牧本庄 愛知県小牧市本庄２００６

常滑榎戸 愛知県常滑市港町５丁目１３３－１

新城バイパス 愛知県新城市稲木字仲野６９－５３

新城川田 愛知県新城市川田字野中３－１９

瀬戸共栄通４丁目 愛知県瀬戸市共栄通４－１３

瀬戸穴田町 愛知県瀬戸市穴田町８４５番２

瀬戸高根町 愛知県瀬戸市高根町２丁目５



瀬戸高根町２丁目 愛知県瀬戸市高根町２丁目６３番地

瀬戸陶原町 愛知県瀬戸市陶原町１丁目８

瀬戸苗場町 愛知県瀬戸市苗場町１４３－２

清須廻間１丁目 愛知県清須市廻間１丁目１６番地８

豊山町青山 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛９０番３

吉良上横須賀 愛知県西尾市吉良町上横須賀綿打６

吉良町中野 愛知県西尾市吉良町中野西荒井３５番２

西尾桜町 愛知県西尾市桜町中新田７０－１

大府吉田町 愛知県大府市吉田町平地１４２番２

大府北崎町２丁目 愛知県大府市北崎町２丁目１４６

扶桑南山名 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ浦５１番１

東浦知多インター 愛知県知多郡東浦町緒川字上米田２－１２

東浦緒川塩田 愛知県知多郡東浦町大字緒川字塩田６９番地１

東浦石浜駅西 愛知県知多郡東浦町大字石浜字なかね１１－８

東浦藤江 愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９

南知多美浜町上野間 愛知県知多郡美浜町大字上野間字的場６１番４

美浜町野間 愛知県知多郡美浜町大字野間字新町１８０－１

知多つつじが丘４丁目 愛知県知多市つつじが丘４丁目２９－１

知多旭３丁目 愛知県知多市旭３丁目９４－３

知多旭南５丁目 愛知県知多市旭南３丁目１２

知多岡田西 愛知県知多市岡田字西無常堂３番１

知多深田脇 愛知県知多市上り戸２丁目３－２

長久手蟹原 愛知県長久手市蟹原１３０１

田原福江町 愛知県田原市福江町仲田６－１

幸田駅前 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字幸田６８番地１

東海市役所前 愛知県東海市中央町２丁目２５９－１

東海市富貴ノ台 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１番地

東海市名和町二反表 愛知県東海市名和町二反表３９番３

日進赤池町箕ノ手 愛知県日進市赤池町箕ノ手１０１番４

日進梨子ノ木 愛知県日進市折戸町梨子ノ木２８番５９５

日進岩崎町竹ノ山 愛知県日進市竹の山４－１９０１

日進北新町 愛知県日進市北新町殿ケ池中３５－１

日進本郷町 愛知県日進市本郷町小橋６３

半田雁宿町 愛知県半田市雁宿町３丁目２１１－３

半田宮本町 愛知県半田市宮本町６丁目２０１番２

半田向山町 愛知県半田市向山町２－５４－４

半田成岩本町 愛知県半田市成岩本町３丁目７５－１

半田板山町 愛知県半田市板山町１丁目９４－２

尾張旭白鳳町 愛知県尾張旭市白鳳町２－８３－１

碧南市役所前 愛知県碧南市向陽町４丁目２６

碧南中後町 愛知県碧南市中後町１丁目４

碧南福清水町 愛知県碧南市福清水町１－３－１

豊橋横須賀町 愛知県豊橋市横須賀町野田２７番１

豊橋岩屋町 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下４６－２７

豊橋高師町 愛知県豊橋市高師町字北新切１１６番６



豊橋高師本郷町 愛知県豊橋市高師本郷町字竹ノ内７２

豊橋高洲町 愛知県豊橋市高洲町字高洲１１７－１

豊橋三本木町 愛知県豊橋市三本木町字新三本木２３番

豊橋新栄町 愛知県豊橋市新栄町字南小向１０１－１

豊橋石巻町 愛知県豊橋市石巻町字札辻１４６－１

豊橋石巻本町 愛知県豊橋市石巻本町字北市場４５－９

豊橋前芝町 愛知県豊橋市前芝町字山内２５－２

豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字平南７－１

豊橋大山町 愛知県豊橋市大山町字東大山１２６－３

豊橋中岩田２丁目 愛知県豊橋市中岩田２丁目８－８

豊橋中原町 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

豊橋藤並町 愛知県豊橋市藤並町字藤並４－３

豊橋南大清水町 愛知県豊橋市南大清水町字元町２７７－１

豊橋南高校前 愛知県豊橋市南大清水町字元町５５９－３

豊橋平川本町１丁目 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２

豊橋北島町 愛知県豊橋市北島町北島６４－２

豊橋野依台 愛知県豊橋市野依町東物草７６－２

三河一宮 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８

豊川下野川町 愛知県豊川市下野川町２－６－１

豊川桜町 愛知県豊川市桜町１－３－９

豊川篠束町 愛知県豊川市篠束町東宮７－３

豊川西塚町 愛知県豊川市西塚町１丁目５４番１

豊川千両町 愛知県豊川市千両町下西ノ谷６４－１

豊川蔵子６丁目 愛知県豊川市蔵子６丁目１３－１３

豊川大橋町 愛知県豊川市大橋町２丁目６５

豊川当古町 愛知県豊川市当古町本郷１０６番地

豊川南大通３丁目 愛知県豊川市南大通３丁目１番１

豊川八幡町上宿 愛知県豊川市八幡町上宿３０－１

豊川インター 愛知県豊川市豊が丘町７６番地

豊田市鴛鴨町 愛知県豊田市鴛鴨町無取２０９

豊田市稲武 愛知県豊田市桑原町下須形４３１番地１

豊田市元宮町１丁目 愛知県豊田市元宮町１丁目４２番１

豊田市鴻ノ巣町 愛知県豊田市鴻ノ巣町５丁目６２番１

豊田市市木町 愛知県豊田市市木町６丁目３９番地

豊田市秋葉町 愛知県豊田市秋葉町１丁目７２

豊田市新町４丁目 愛知県豊田市新町４丁目４０－１

豊田市神田町 愛知県豊田市神田町２丁目４番１

豊田市中町 愛知県豊田市中町中郷６４番地

豊田市豊栄町 愛知県豊田市豊栄町１０－２２－１

豊明栄町 愛知県豊明市栄町南下原９－６

北名古屋熊之庄 愛知県北名古屋市熊之庄八幡２２３番

北名古屋山之腰 愛知県北名古屋市山之腰五条１３６番

名古屋寛政町６丁目 愛知県名古屋市港区寛政町６丁目３１

名古屋稲永団地前 愛知県名古屋市港区錦町１９１３

名古屋港区七番町 愛知県名古屋市港区七番町２丁目１－２



名古屋小碓４丁目 愛知県名古屋市港区小碓４丁目１２０

名古屋新川町２丁目 愛知県名古屋市港区新川町２丁目１番５

名古屋川西通 愛知県名古屋市港区川西通３丁目１番

名古屋善進本町東 愛知県名古屋市港区善進本町１８５－５

名古屋築盛町 愛知県名古屋市港区築盛町１１５番

名古屋東茶屋 愛知県名古屋市港区東茶屋３丁目１４４番

名古屋名四町 愛知県名古屋市港区名四町１５３番地

名古屋木場インター 愛知県名古屋市港区木場町８番２５

名古屋木場町 愛知県名古屋市港区木場町８－５２

名古屋花咲台１丁目 愛知県名古屋市守山区花咲台１丁目１００７番

名古屋小幡中３丁目 愛知県名古屋市守山区小幡中３丁目２５－１８

名古屋大永寺町 愛知県名古屋市守山区大永寺町１５１番地

名古屋藤成通５丁目 愛知県名古屋市昭和区藤成通５－１６

名古屋上志段味南 愛知県名古屋市上志段味特定土地区画整理組合１９１街区８番

名古屋瑞穂区役所前 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通３－２５

名古屋瑞穂通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１５－１

名古屋瑞穂通８丁目 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通８－２３

名古屋大喜新町１丁目 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町１丁目８番１

名古屋弥富通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５丁目５７

名古屋五才美町 愛知県名古屋市西区五才美町８

名古屋城西４丁目 愛知県名古屋市西区城西４丁目１２－２０

名古屋清里町 愛知県名古屋市西区清里町２１１番

名古屋天塚町 愛知県名古屋市西区天塚町１ー７０

名古屋枇杷島１丁目 愛知県名古屋市西区枇杷島１丁目７－２５

名古屋又穂町 愛知県名古屋市西区又穂町３－５３－１

名古屋宮根台１丁目 愛知県名古屋市千種区宮根台１丁目２－１

名古屋今池駅南 愛知県名古屋市千種区今池５丁目２２０５番

名古屋仲田１丁目 愛知県名古屋市千種区仲田１－１－２

名古屋栄１丁目 愛知県名古屋市中区栄１丁目９－２７

名古屋栄２丁目 愛知県名古屋市中区栄２丁目８番２５号

名古屋栄５丁目 愛知県名古屋市中区栄５丁目２０番１号

名古屋丸の内３本町通 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１３番２７号

名古屋伏見駅前 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番８号

名古屋栄森の地下街 愛知県名古屋市中区錦３丁目１６番１０号

名古屋金山駅西 愛知県名古屋市中区金山１丁目１５番６号

名古屋大須赤門 愛知県名古屋市中区大須３－３０－２０

名古屋上前津駅前 愛知県名古屋市中区大須４丁目１３番３４号

名古屋富士見町 愛知県名古屋市中区富士見町１１－１３

名古屋東別院駅南 愛知県名古屋市中区平和１丁目１番２０号

名古屋かの里３丁目 愛知県名古屋市中川区かの里３丁目１５１３

名古屋一色新町 愛知県名古屋市中川区一色新町２丁目２００５番地

名古屋外新町３丁目 愛知県名古屋市中川区外新町３丁目１－２

名古屋篠原橋通２丁目 愛知県名古屋市中川区篠原橋通２－１８

名古屋春田４丁目 愛知県名古屋市中川区春田４丁目５０

名古屋松葉町１丁目 愛知県名古屋市中川区松葉町１丁目１３番３



名古屋石場町 愛知県名古屋市中川区石場町１－３８

名古屋草平町 愛知県名古屋市中川区草平町１－１４

名古屋打中１丁目 愛知県名古屋市中川区打中１－２６２

名古屋中花町 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋長須賀 愛知県名古屋市中川区長須賀１－２０１

名古屋東起町３丁目 愛知県名古屋市中川区東起町３丁目４３－３

名古屋服部３丁目 愛知県名古屋市中川区服部３－５０２

名古屋法華西町５丁目 愛知県名古屋市中川区法華西町５丁目１７番

名古屋葉池町 愛知県名古屋市中川区葉池町１－８０

名古屋井深町 愛知県名古屋市中村区井深町１７番３２号

名古屋豊国通烏森 愛知県名古屋市中村区烏森町６－１８４

名古屋岩塚町 愛知県名古屋市中村区岩塚町２－７－２

名古屋亀島２丁目 愛知県名古屋市中村区亀島２丁目３１－２４

名古屋牛田通 愛知県名古屋市中村区牛田通２－１２

名古屋宿跡町１丁目 愛知県名古屋市中村区宿跡町１丁目１２２番２

名古屋剣町 愛知県名古屋市中村区小鴨町１３５

名古屋中村町７丁目 愛知県名古屋市中村区中村町７－３７－１

名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号

名古屋椿町南 愛知県名古屋市中村区椿町１８０５

名古屋畑江通８丁目 愛知県名古屋市中村区畑江通８丁目２８番１

名古屋地下鉄名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１０８３番地

名古屋名駅３江川線 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２０番１号

名古屋名駅南２丁目 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目１３番２３号

名古屋名西通１丁目 愛知県名古屋市中村区名西通１丁目２８

名古屋塩釜口２丁目 愛知県名古屋市天白区塩釜口２－１００９

名古屋相生山駅前 愛知県名古屋市天白区久方３丁目３３番地

名古屋植田１丁目 愛知県名古屋市天白区植田１丁目１７０６

名古屋平針３丁目 愛知県名古屋市天白区平針３丁目５０８番

名古屋葵１丁目 愛知県名古屋市東区葵１丁目１８２４

名古屋葵２丁目 愛知県名古屋市東区葵２丁目１１－２４

名古屋地下鉄千種駅 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５－２１先

名古屋東片端 愛知県名古屋市東区泉２丁目１－３０

名古屋オアシス２１ 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１１－１

名古屋桜本町 愛知県名古屋市南区寺崎町１４番１２号

名古屋前浜通３丁目 愛知県名古屋市南区前浜通３丁目３４番

名古屋平子橋西 愛知県名古屋市南区大堀町１１－８

名古屋薬師通２丁目 愛知県名古屋市南区薬師通２丁目１８番

名古屋一番３丁目 愛知県名古屋市熱田区一番３丁目６－４

名古屋大宝１丁目 愛知県名古屋市熱田区大宝１丁目１２－１

名古屋野立町３丁目 愛知県名古屋市熱田区野立町３丁目５番地

名古屋上飯田南町 愛知県名古屋市北区上飯田南町５－２８

名古屋上飯田北町 愛知県名古屋市北区上飯田北町２丁目２２番

名古屋地下鉄黒川駅 愛知県名古屋市北区城見通３丁目１３番地先

名古屋如意 愛知県名古屋市北区如意３丁目２番１号

名古屋福徳町 愛知県名古屋市北区福徳町７丁目９番地



名古屋柳原 愛知県名古屋市北区柳原３丁目２番４号

名古屋六が池町 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋高間町 愛知県名古屋市名東区高間町３１８番

名古屋照が丘 愛知県名古屋市名東区照が丘１２番地

名古屋上社５丁目 愛知県名古屋市名東区上社５丁目４０１

名古屋勢子坊３丁目 愛知県名古屋市名東区勢子坊３丁目１６０３

名古屋猪子石２丁目 愛知県名古屋市名東区猪子石２丁目５０３

名古屋富が丘北 愛知県名古屋市名東区富が丘１番

名古屋豊が丘 愛知県名古屋市名東区豊が丘５０１

名古屋鹿山２丁目 愛知県名古屋市緑区鹿山２丁目１２

名古屋万場山 愛知県名古屋市緑区上旭１－１５１１

名古屋大清水１丁目 愛知県名古屋市緑区大清水１丁目１１０１

名古屋徳重 愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５

名古屋中汐田 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田９５番

名古屋鳴子町３丁目 愛知県名古屋市緑区鳴子町３丁目４９－２３

名古屋六田１丁目 愛知県名古屋市緑区六田１丁目１４８番

弥富市役所前 愛知県弥富市前ケ須町西勘助３２２番１

店名 住所
羽島竹鼻町丸の内 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０－７３－１

羽島ハナミズキ街道 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３３８－１

羽島竹鼻町蜂尻 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻１１４－１

川辺町北 岐阜県加茂郡川辺町上川辺８３１－１

可児川合 岐阜県可児市川合字寺田１８０番

海津町馬目 岐阜県海津市海津町馬目４４６番地

関市下有知北 岐阜県関市下有知５２６５－１

関市山王通 岐阜県関市山王通２丁目１４－１１

関市市平賀 岐阜県関市市平賀字岩下３９３－１

岐阜粟野西１丁目 岐阜県岐阜市粟野西１丁目３９８番

岐阜粟野西４丁目 岐阜県岐阜市粟野西４丁目７７番１

岐阜岩田東２丁目 岐阜県岐阜市岩田東２丁目１２０

岐阜琴塚３丁目 岐阜県岐阜市琴塚３丁目２４番６

岐阜鷺山東 岐阜県岐阜市鷺山東２丁目４番３３

岐阜西中島 岐阜県岐阜市西中島３丁目１１－１６

岐阜早田大通１丁目 岐阜県岐阜市早田大通１丁目２２番１

岐阜早田東町６丁目 岐阜県岐阜市早田東町６丁目７２番地

岐阜則武中４丁目 岐阜県岐阜市則武中４丁目２番６号

岐阜太郎丸新屋敷 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷１３６

岐阜東栄町 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜福光南町 岐阜県岐阜市福光南町１番２０号

岐阜北一色 岐阜県岐阜市北一色２丁目１番１５

岐阜薮田東１丁目 岐阜県岐阜市薮田東１丁目１０－３

岐阜領下２丁目 岐阜県岐阜市領下２丁目２３番１

恵那岩村町 岐阜県恵那市岩村町飯羽間字八本木２７０９

高山下三之町 岐阜県高山市下三之町１－１９

高山国府バイパス 岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１



高山山田町 岐阜県高山市山田町２５７番地１

高山石浦町 岐阜県高山市石浦町５丁目６７番地

山県市高富 岐阜県山県市高富２１２３番地

山県市高木 岐阜県山県市高木１５８５番地１

瑞浪山田町 岐阜県瑞浪市山田町９００番１

瑞浪西小田町 岐阜県瑞浪市西小田町５－６０

多治見旭ケ丘１０丁目 岐阜県多治見市旭ケ丘１０丁目６番地１０

多治見錦町 岐阜県多治見市錦町２丁目２０番

大垣小野３丁目 岐阜県大垣市小野３丁目３３番地

大垣中川町４丁目 岐阜県大垣市中川町４－４０－１

大垣島里１丁目 岐阜県大垣市島里１丁目２７－１

大垣島里２丁目 岐阜県大垣市島里２丁目１番地

土岐インター 岐阜県土岐市泉町定林寺７１３－１

７ＦＳ土岐プレミアムアウトレット 岐阜県土岐市土岐ケ丘１－２

土岐土岐口 岐阜県土岐市土岐口北町２－２

土岐土岐津町 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字茶屋２１７９－１

美濃加茂加茂野町西 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１５５０－１１

美濃加茂山手町 岐阜県美濃加茂市山手町１－８６

美濃加茂市役所前 岐阜県美濃加茂市太田町４３７６番

美濃インター 岐阜県美濃市大字松森字古屋敷２７１番７

垂井町宮代 岐阜県不破郡垂井町宮代３０１１－１

垂井町表佐 岐阜県不破郡垂井町表佐５００９番１

北方町小柳 岐阜県本巣郡北方町小柳２丁目１０３番地

本巣政田 岐阜県本巣市政田字上市場１３９１番１

本巣五反田 岐阜県本巣市石原５７４番地４

店名 住所
伊賀四十九町北 三重県伊賀市四十九町字桜谷２２６９

伊賀東条 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

伊賀緑ケ丘東町 三重県伊賀市緑ヶ丘東町７６９－１

東員町穴太 三重県員弁郡東員町穴太西宅地７９５

東員インター 三重県員弁郡東員町長深２１７８－１

亀山東御幸町 三重県亀山市東御幸町１２４番３

桑名広見ヶ丘 三重県桑名市森忠１７４７－７

ジャズドリーム長島 三重県桑名市長島町浦安３６３

桑名長島町中央通り 三重県桑名市長島町源部外面山ノ割４２２－１

桑名長島町又木 三重県桑名市長島町又木２３８

桑名益生 三重県桑名市矢田７５８－１

菰野町千草 三重県三重郡菰野町千草中奥郷８３１６－１

菰野町大羽根園 三重県三重郡菰野町大字菰野４６４２－１

菰野町田口新田 三重県三重郡菰野町大字田口新田字小割２３９２番１

四日市ときわ５丁目 三重県四日市市ときわ５－１６６５－３

四日市鵜の森１丁目 三重県四日市市鵜の森１丁目７番８号

四日市下之宮町 三重県四日市市下之宮町３１４－１

四日市波木町 三重県四日市市笹川９丁目１４－１

四日市十七軒町 三重県四日市市十七軒町３６６－２



四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１

四日市小生町 三重県四日市市小生町字西川原７８８番１

四日市上海老町 三重県四日市市上海老町８３４－１

四日市東インタ― 三重県四日市市大字羽津糠塚山４４２４－１

四日市茂福 三重県四日市市大字茂福字丸ノ内１８７

四日市西郵便局前 三重県四日市市智積町字清水道６１９８番１

四日市中川原１丁目 三重県四日市市中川原１丁目６－３４－１

四日市中浜田町 三重県四日市市中浜田町３－２５

四日市つんつく大橋南 三重県四日市市日永西２丁目５番８号

四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

四日市北浜町 三重県四日市市北浜町２４－１

松阪曲町東 三重県松阪市曲町字出口１６２５番

松阪荒木町 三重県松阪市荒木町字大下１８２－１

松阪高町 三重県松阪市高町２４３番１

松阪山室町 三重県松阪市山室町字柳２７９８－１

松阪春日町 三重県松阪市春日町１丁目１９３番

松阪船江町 三重県松阪市船江町２３９－７

松阪大黒田町北 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５

松阪殿町 三重県松阪市殿町１３４４番１４

松阪田村町北 三重県松阪市田村町２３５番地１

松阪豊原町西 三重県松阪市豊原町字閑浄寺１００８番１

津市河芸町一色 三重県津市河芸町一色字石橋３５６番４

津市久居新町 三重県津市久居新町１００４－１

津市藤方北 三重県津市藤方１９２７

玉城町勝田 三重県度会郡玉城町勝田字ウコジ４０３６番５１

玉城町長更 三重県度会郡玉城町長更字ごけ８２０番２

鈴鹿岡田１丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５

鈴鹿広瀬町 三重県鈴鹿市広瀬町字東野２７１２

鈴鹿江島町 三重県鈴鹿市江島町字亀池６３１

新名神鈴鹿ＰＡ 三重県鈴鹿市山本町字折子６３４－４

鈴鹿西条７丁目 三重県鈴鹿市西条７丁目１１番

鈴鹿地子町 三重県鈴鹿市地子町８１６－１

鈴鹿東玉垣町 三重県鈴鹿市東玉垣町字門田５２１－１

鈴鹿白子駅前 三重県鈴鹿市白子駅前１４－７

鈴鹿平野町 三重県鈴鹿市平野町石丸７７４０－５

鈴鹿北玉垣町 三重県鈴鹿市北玉垣町字細田１６６１－１

鈴鹿野村町 三重県鈴鹿市野村町字助佐割２０２－１


