
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

浦和常盤１０丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１２－１７

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

北浦和公園前 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目３－１

領家 埼玉県さいたま市浦和区領家４丁目１３－６

岩槻上野２丁目 埼玉県さいたま市岩槻区上野２－１－２７

さいたま浮谷 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２５１０

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

浦和栄和 埼玉県さいたま市桜区栄和４－２２－２

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

さいたま二ッ宮 埼玉県さいたま市西区二ッ宮４０２

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

さいたま三橋３丁目 埼玉県さいたま市大宮区三橋３丁目２２１－１

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

さいたま上落合９丁目 埼玉県さいたま市中央区上落合９－１－１

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

さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目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
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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

さいたま鹿手袋 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－２０－７

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

さいたま今羽町東 埼玉県さいたま市北区吉野町１－２８－１２

さいたま吉野町１丁目 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３５３－５

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

東浦和駅前 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１－４

さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５

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

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

羽生砂山 埼玉県羽生市大字砂山字新田１０４３－１

羽生須影 埼玉県羽生市大字須影２６５－１

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５丁目 埼玉県越谷市レイクタウン５－３２－２

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

蒲生旭町 埼玉県越谷市蒲生旭町７番２３号

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

越谷西口 埼玉県越谷市赤山本町１５番地１

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

越谷登戸町 埼玉県越谷市登戸町７－１８

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

越谷平方南町 埼玉県越谷市平方南町１３－３２

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

北川辺向古河 埼玉県加須市向古河１２１１－１

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

吉川加藤 埼玉県吉川市大字加藤８８１番地１

吉川さくら通り 埼玉県吉川市大字平沼６３４－３

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

久喜駅東口 埼玉県久喜市久喜東１丁目２－２

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

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

幸手戸島 埼玉県幸手市大字戸島４５４番地１

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

幸手南３丁目 埼玉県幸手市南３丁目１番１２号

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

北坂戸駅西口 埼玉県坂戸市末広町１－１

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

春日部栄町２丁目 埼玉県春日部市栄町２丁目２８３－１

春日部金崎 埼玉県春日部市金崎５３－３

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

春日部大沼７丁目 埼玉県春日部市大沼７－２１－２

庄和大衾 埼玉県春日部市大衾４０６－２０

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

春日部中央６丁目 埼玉県春日部市中央６丁目５－８

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

春日部市粕壁東３丁目 埼玉県春日部市粕壁東３ー８ー４６

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

狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７

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

所沢下山口 埼玉県所沢市山口１５２４－１

所沢若狭４丁目 埼玉県所沢市若狭４丁目２４９８－３

所沢航空公園前 埼玉県所沢市若松町８３０ー１

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

アリコベール上尾 埼玉県上尾市宮本町２－１

上尾上町１丁目 埼玉県上尾市上町１－２－２２

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

上尾中妻１丁目 埼玉県上尾市中妻１丁目１５－１９

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１丁目 埼玉県新座市畑中１－１９－１３

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５丁目 埼玉県新座市野火止５－４－２０

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

岡部町岡部南 埼玉県深谷市岡部２４０４

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

深谷小前田 埼玉県深谷市小前田２５９１－１

深谷上柴東３丁目 埼玉県深谷市上柴町東３丁目５番地２０

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

深谷中瀬 埼玉県深谷市中瀬１５４１－１

深谷長在家 埼玉県深谷市長在家１７５３

深谷田谷 埼玉県深谷市田谷９６－１

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

川越西笠幡 埼玉県川越市笠幡３８４５－１９

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

川越諏訪町 埼玉県川越市諏訪町１６－１１

川越石原町１丁目 埼玉県川越市石原町１－５－１

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

川口安行慈林北 埼玉県川口市安行慈林６８６－１

川口安行慈林 埼玉県川口市安行慈林９８５－１

川口駅北 埼玉県川口市栄町３－４－１６

東川口駅南口 埼玉県川口市戸塚１ー５ー７

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

川口西新井宿 埼玉県川口市西新井宿６０－１

川口西青木３丁目 埼玉県川口市西青木３丁目１５－６

川口駅東口 埼玉県川口市川口１－１－１－Ｂ１０４

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

川口安行領家 埼玉県川口市大字安行領家字中道西３８３

川口伊刈 埼玉県川口市大字伊刈９５７－２

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

草加瀬崎１丁目 埼玉県草加市瀬崎１－７－９

草加清門町 埼玉県草加市清門３丁目７２番地３

草加清門南 埼玉県草加市清門町１丁目３５０番地１

草加青柳５丁目 埼玉県草加市青柳５－１３－１０

草加青柳中央 埼玉県草加市青柳６ー３９ー９

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

草加苗塚町 埼玉県草加市苗塚町２５３

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

寄居桜沢 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢５３－１

寄居バイパス 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７４１

寄居用土 埼玉県大里郡寄居町用土１７７０－２

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

朝霞市博物館前 埼玉県朝霞市大字岡２１６－１

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

朝霞厚生病院前 埼玉県朝霞市浜崎７２４－１

朝霞北原２丁目 埼玉県朝霞市北原２丁目１－１

朝霞本町１丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目２－３５

朝霞駅南口 埼玉県朝霞市本町３－１－５０

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

三芳小学校前 埼玉県入間郡三芳町北永井３４４番２

城西大前 埼玉県入間郡毛呂山町下川原９０９－１

毛呂山埼玉医大南 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４３－１

入間黒須１丁目 埼玉県入間市河原町１３番１７号

入間上藤沢北 埼玉県入間市上藤沢３９５－１

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

八潮浮塚 埼玉県八潮市大字浮塚２８０－１

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

飯能本町 埼玉県飯能市本町９番１５号

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

みずほ台 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１２

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

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

蓮田末広２丁目 埼玉県蓮田市末広２－４－６

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

蕨塚越３丁目 埼玉県蕨市塚越３－１４－９

蕨塚越５丁目 埼玉県蕨市塚越５ー３９ー１４

蕨南町４丁目 埼玉県蕨市南町４丁目６－２８

蕨北町１丁目 埼玉県蕨市北町１－１－１

店名 住所
大原駅前 千葉県いすみ市大原７６５６

岬江場土 千葉県いすみ市岬町江場土１７６４

岬中原 千葉県いすみ市岬町中原２１８

旭網戸 千葉県旭市イ天和川９４－１２

旭井戸野 千葉県旭市井戸野２５８－１

旭鎌数工業団地入口 千葉県旭市鎌数字川西一番９４００－８

旭広原 千葉県旭市後草２２６８－３

海上見広 千葉県旭市蛇園字舟川８３２－１

旭川口 千葉県旭市川口３４３８－１０

旭足川 千葉県旭市足川４７７３－１

旭市役所前 千葉県旭市二字天神２５９３－１

干潟入野 千葉県旭市入野７９２－１１

飯岡平松 千葉県旭市平松１６０７

旭萬歳 千葉県旭市萬歳字山中１９７９

安房勝山 千葉県安房郡鋸南町下佐久間８０３ー１

鋸南保田 千葉県安房郡鋸南町元名９０１番地

大多喜船子 千葉県夷隅郡大多喜町船子９２－１

印西牧の原 千葉県印西市原２丁目１番

印西鹿黒南 千葉県印西市鹿黒南３丁目４番６

印西小林 千葉県印西市小林大門下１－６－１

印西瀬戸 千葉県印西市瀬戸１４３０－４

印西大森 千葉県印西市大森２５８９－１

印西竹袋 千葉県印西市木下南２丁目１９番３



栄安食駅前 千葉県印旛郡栄町安食１－２０－７

酒々井駅東口 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１丁目１番２４

浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５

浦安当代島 千葉県浦安市当代島３ー４ー１

浦安入船４丁目 千葉県浦安市入船４－９－１

浦安猫実５丁目 千葉県浦安市猫実５丁目１１番２４号

浦安富士見 千葉県浦安市富士見１－１７－６

浦安富士見２丁目 千葉県浦安市富士見２丁目３番３号

浦安舞浜 千葉県浦安市舞浜２－４６－１

湾岸浦安インター 千葉県浦安市弁天４－２１－１

浦安北栄１丁目 千葉県浦安市北栄１－４－２２

浦安北栄２丁目 千葉県浦安市北栄２－１６－１２

浦安北栄３丁目 千葉県浦安市北栄３－９－１６

浦安堀江６丁目 千葉県浦安市堀江６－１－４５

我孫子３丁目 千葉県我孫子市我孫子３丁目３番８号

我孫子根戸 千葉県我孫子市根戸１１８７番３

我孫子柴崎台１丁目 千葉県我孫子市柴崎台１－１４－９

我孫子柴崎台３丁目 千葉県我孫子市柴崎台３－９－１

我孫子寿２丁目 千葉県我孫子市寿２丁目１３－２９

我孫子天王台２丁目 千葉県我孫子市天王台２－２０－１４

我孫子天王台６丁目 千葉県我孫子市天王台６－１７－１

我孫子都部 千葉県我孫子市都部３５－１

我孫子布佐 千葉県我孫子市布佐１丁目１８番地３

我孫子布佐西 千葉県我孫子市布佐１０４８

我孫子並木５丁目 千葉県我孫子市並木５－５－５

我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号

新京成ＳＴ鎌ケ谷大仏 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷１丁目８番１号

鎌ケ谷８丁目 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷８－５－３５

新鎌ケ谷北 千葉県鎌ケ谷市初富９２８－１

新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号

新鎌ケ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷３－１７－１０

鎌ケ谷中沢 千葉県鎌ケ谷市中沢７７６－７

鎌ケ谷東鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷２丁目２１－２５

鎌ケ谷駅西口 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６

鎌ヶ谷道野辺中央４丁目 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央４丁目６番３号

南鎌ヶ谷３丁目 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷３ー１ー１

鎌ケ谷富岡１丁目 千葉県鎌ケ谷市富岡１－９－２５

鴨川バイパス 千葉県鴨川市横渚１６６７

安房鴨川駅前 千葉県鴨川市横渚字馬場９４５－１

鴨川大里 千葉県鴨川市大里４９１番１

鴨川西條 千葉県鴨川市八色５６５ー１

館山稲 千葉県館山市稲５２８－１

館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９

館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５

館山高井 千葉県館山市高井１５８４－３



館山正木 千葉県館山市正木字川田５８０－１

館山上野原 千葉県館山市長須賀６７１

館山北条 千葉県館山市北条１９０１－２

君津外箕輪２丁目 千葉県君津市外箕輪２丁目６－５

君津久保２丁目 千葉県君津市久保２－２－１２

君津根本 千葉県君津市根本８９４－１

君津小櫃 千葉県君津市三田字毛無田２７５ー１

君津西坂田４丁目 千葉県君津市西坂田４－１－１

君津中野 千葉県君津市中野２ー１ー１

君津貞元 千葉県君津市貞元１３１４番３

君津南子安４丁目 千葉県君津市南子安４丁目１－１

君津法木作 千葉県君津市法木作１丁目１５－１

多古牛尾 千葉県香取郡多古町牛尾２５４３

多古十余三 千葉県香取郡多古町十余三字赤池３５５番２０

多古広沼 千葉県香取郡多古町多古１９１５－２

多古南並木 千葉県香取郡多古町南並木５５７－１

東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－２

小見川東 千葉県香取市阿玉川４番地１

香取水郷 千葉県香取市一ノ分目１２０４－１

香取市佐原駅前 千葉県香取市佐原イ７４－１１

香取大戸川 千葉県香取市大戸川１８２番１

香取大根 千葉県香取市大根字大稲場２０１３－２

香取小見川 千葉県香取市八日市場１３４８－７

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉王子台３丁目 千葉県佐倉市王子台３丁目２６－１３

佐倉下志津 千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１

佐倉志津公民館通り 千葉県佐倉市上志津１８１５－１

佐倉上志津原 千葉県佐倉市上志津原３３１－１

佐倉城内町 千葉県佐倉市城内町２７６－５

佐倉インター 千葉県佐倉市石川５４３－１２

佐倉石川 千葉県佐倉市石川字春地２９０－３

佐倉大崎台４丁目 千葉県佐倉市大崎台４丁目１－３

佐倉白銀３丁目 千葉県佐倉市白銀３丁目４－１

佐倉駅北口 千葉県佐倉市表町３丁目２番１７

横芝光インター 千葉県山武郡横芝光町宮川６０６９－１

九十九里粟生 千葉県山武郡九十九里町粟生２３５９－１５

九十九里小関 千葉県山武郡九十九里町小関２２８７－１

芝山小池 千葉県山武郡芝山町小池９３２ー１

芝山宝馬 千葉県山武郡芝山町宝馬９３－３０９

松尾西 千葉県山武市松尾町田越６６－１

松尾八田 千葉県山武市松尾町八田２５６７

成東バイパス 千葉県山武市成東５３９－２

成東草深 千葉県山武市草深１９５１－１

山武市役所前 千葉県山武市殿台２０１－２

山武富口 千葉県山武市富口２２８５



成東本須賀 千葉県山武市本須賀４５６７－１

四街道めいわ４丁目 千葉県四街道市めいわ４丁目２３－１

四街道駅前 千葉県四街道市四街道１丁目２番８号

四街道小名木 千葉県四街道市小名木８７－２３

四街道大日桜ケ丘 千葉県四街道市大日５１－２

四街道鷹の台 千葉県四街道市鷹の台１ー１２１５

四街道美しが丘 千葉県四街道市美しが丘１－２－２

市原岩野見 千葉県市原市岩野見８７６－１

市原菊間 千葉県市原市菊間字並木５５８－１

市原吹上通り 千葉県市原市玉前西１丁目１－３７

市原平成通り 千葉県市原市君塚２丁目７－１４

市原犬成 千葉県市原市犬成１１２４

市原バイパス 千葉県市原市五井９０８－２

市原若葉小学校前 千葉県市原市五井５７１１－１

市原五井市役所通り 千葉県市原市五井５９２１ー１

市原五井三又 千葉県市原市五井６３９６－１

五井高場 千葉県市原市五井高場５４８８ー１

市原五井西４丁目 千葉県市原市五井西４丁目１５番地３

市原五井駅前 千葉県市原市五井中央西１－１５－７

市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２

五所 千葉県市原市五所１３６８－１

市原白金通り 千葉県市原市五所神明１７５１－１

市原双葉中前 千葉県市原市光風台１－３５０

市原更級１丁目 千葉県市原市更級１丁目２－７

市原山田 千葉県市原市山田８４２番２

姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２

市原青葉台入口 千葉県市原市姉崎２５７２－１

市原松ヶ島 千葉県市原市松ヶ島１丁目４番地１７

市原白金小学校前 千葉県市原市西五所３４－６

市原更級通り 千葉県市原市惣社６１０

市原辰巳台西１丁目 千葉県市原市辰巳台西１丁目１－５

市原辰巳台東１丁目 千葉県市原市辰巳台東１－４－２

市原椎津 千葉県市原市椎津６３－１

市原椎の木台 千葉県市原市椎津２６４９－１

市原根田 千葉県市原市東国分寺台１丁目１０番地１０

市原四辻 千葉県市原市能満１８６１－１

市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３

市原馬立 千葉県市原市馬立３４３

市原白塚 千葉県市原市白塚２５６－１

八幡宿駅東口 千葉県市原市八幡５６９－１

市原村田川 千葉県市原市八幡北町２丁目７番５

五井 千葉県市原市飯沼１３７ー１

有秋台 千葉県市原市不入斗１１６０－１

市原藤井 千葉県市原市北国分寺台１－１０－３

かけまま 千葉県市川市欠真間２－１８－２３



市川行徳駅南 千葉県市川市行徳駅前２－８－２０

行徳駅前２丁目 千葉県市川市行徳駅前２丁目１６－６

市川行徳駅西 千葉県市川市行徳駅前２－２５－１８

市川駅南口 千葉県市川市市川南１－２－１

市川南３丁目 千葉県市川市市川南３－３－２２

市川新田２丁目 千葉県市川市新田２－１５－６

市川真間１丁目 千葉県市川市真間１－１５－２３

市川総合病院前 千葉県市川市菅野６－１－６

市川曾谷 千葉県市川市曽谷６－２６－１５

市川大洲 千葉県市川市大洲３ー１０ー１３

市川中国分３丁目 千葉県市川市中国分３丁目１－１５

市川田尻１丁目 千葉県市川市田尻１丁目１０－１４

市川南大野２丁目 千葉県市川市南大野２－４－２５

市川八幡２丁目 千葉県市川市八幡２－１２－３

市川宝 千葉県市川市宝２－１０－１４

市川本塩 千葉県市川市本塩１７－９

市川妙典２丁目 千葉県市川市妙典２丁目１６－３

実籾 千葉県習志野市実籾４－１－１

津田沼高校前 千葉県習志野市秋津５－１２－１５

習志野谷津１丁目 千葉県習志野市谷津１丁目１８－４６

津田沼駅北口 千葉県習志野市津田沼１－２－２２

新京成ＳＴ新津田沼 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号

新京成ＳＴ新津田沼改札内 千葉県習志野市津田沼１丁目１０番３５号

東習志野 千葉県習志野市東習志野６丁目５－１９

東習志野６丁目 千葉県習志野市東習志野６－１５－２１

習志野東 千葉県習志野市東習志野８－４－１５

習志野本大久保南 千葉県習志野市本大久保２－７－１

勝浦ビーチ 千葉県勝浦市部原１９２８－１

五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８－７５

松戸栗山 千葉県松戸市栗山４ー１

松戸古ケ崎 千葉県松戸市古ケ崎８９２

新京成ＳＴ元山 千葉県松戸市五香南１丁目５番地１号

松戸三矢小台 千葉県松戸市三矢小台４ー３

松戸松飛台駅北 千葉県松戸市紙敷１丁目５番１２

きよしケ丘 千葉県松戸市小金きよしヶ丘２－７－１６

松戸きよしヶ丘３丁目 千葉県松戸市小金きよしヶ丘３－１１－７

松戸小金原団地 千葉県松戸市小金原３丁目１５－９

松戸市松戸 千葉県松戸市松戸１２２７－１

松戸郵便局前 千葉県松戸市松戸１７５３

松戸丸山 千葉県松戸市松戸新田２２－３

みのり台駅前 千葉県松戸市松戸新田５７５－２２

松戸駐屯地前 千葉県松戸市松飛台４５－５

北松戸駅西口 千葉県松戸市上本郷９２３－４

上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２

松戸常盤平セブンタウン 千葉県松戸市常盤平３丁目１０－１



松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１

新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８５

新松戸２丁目 千葉県松戸市新松戸２－２

松戸西馬橋２丁目 千葉県松戸市西馬橋２丁目１１－１

松戸大橋 千葉県松戸市大橋２３７－１

松戸北小金 千葉県松戸市大金平２丁目６２－２

松戸大金平２丁目 千葉県松戸市大金平２－９３

松戸上本郷駅前 千葉県松戸市仲井町３丁目１０－１

東松戸駅前 千葉県松戸市東松戸４－２－１６

松戸南花島４丁目 千葉県松戸市南花島４－６８－２６

松戸八柱駅前 千葉県松戸市日暮１－１－１

松戸馬橋ステーションモール 千葉県松戸市馬橋１７９－１

松戸八ケ崎 千葉県松戸市八ケ崎１－３０－１５

松戸八ケ崎８丁目 千葉県松戸市八ケ崎８丁目１６－５

松戸駅南 千葉県松戸市本町１－１

松戸稔台５丁目 千葉県松戸市稔台５丁目６－１

松戸六高台８丁目 千葉県松戸市六高台８－１２８－１

成田ウイング土屋 千葉県成田市ウイング土屋９８番地

成田はなのき台 千葉県成田市はなのき台１丁目２２番１１

成田押畑インター 千葉県成田市押畑２４４１

成田御所の内 千葉県成田市御所の内１８－９　

成田公津の杜 千葉県成田市公津の杜１丁目１２－９

成田公津の杜３丁目 千葉県成田市公津の杜３丁目１５－４

成田取香 千葉県成田市取香５２９番３０

成田赤坂 千葉県成田市赤坂２－１－６

成田長沼 千葉県成田市長沼１５４９－１

成田土屋 千葉県成田市土屋１２９５－１

成田本三里塚 千葉県成田市本三里塚５０ー６

成田南三里塚 千葉県成田市本城字下総長原１１６－１

稲毛東 千葉県千葉市稲毛区稲毛東１－１１－７

千葉園生団地前 千葉県千葉市稲毛区園生町１１７６－１

千葉穴川２丁目 千葉県千葉市稲毛区穴川２丁目１２番８号

千葉作草部町 千葉県千葉市稲毛区作草部町４７１－１

千葉山王町北 千葉県千葉市稲毛区山王町４７―１

千葉小深町 千葉県千葉市稲毛区小深町１４

千葉稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目２－２

千葉小仲台４丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台４丁目６－７

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉天台４丁目 千葉県千葉市稲毛区天台４－７－５

千葉さつきが丘 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－２８－１

千葉花園３丁目 千葉県千葉市花見川区花園３丁目１９番１０号

千葉花島町 千葉県千葉市花見川区花島町４８０－３

千種 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６

千葉大日町 千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１

新検見川 千葉県千葉市花見川区南花園２－２－１７



幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー１３４１

幕張駅前 千葉県千葉市花見川区幕張町５－１４８－１

幕張５丁目 千葉県千葉市花見川区幕張町５ー４１７ー２８

幕張本郷駅前 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１ー１３ー２

千葉幕張本郷７丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－１２－１６

千葉花見川消防署前 千葉県千葉市花見川区犢橋町５５７

千葉さつきが丘団地北 千葉県千葉市花見川区犢橋町１１２２－１

千葉鉄工団地 千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２７－１

千葉みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１０－２３

千葉御殿町 千葉県千葉市若葉区御殿町２５４２－２

千葉桜木２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木２－１６－１

千葉桜木８丁目 千葉県千葉市若葉区桜木８－２９－１

千葉桜木北２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木北２－２７－６

千葉御成街道若松 千葉県千葉市若葉区若松町４１０－１

千葉若葉北通り 千葉県千葉市若葉区若松町２０８７－４

千葉小倉町 千葉県千葉市若葉区若松町２３７５番５

千葉小倉南 千葉県千葉市若葉区小倉町７７６－１

千葉大宮台３丁目 千葉県千葉市若葉区大宮町２１４０－２

千葉宮田 千葉県千葉市若葉区中田町１１２０

千葉殿台町 千葉県千葉市若葉区殿台町１０６

都賀 千葉県千葉市若葉区都賀５－２０－１

千葉東寺山町 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２４

千葉宮崎１丁目 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８

千葉宮崎町 千葉県千葉市中央区宮崎町５３０番

千葉今井 千葉県千葉市中央区今井２－１２－４

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

千葉駅西口 千葉県千葉市中央区新千葉２丁目２番１号

千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町４８５－８

千葉青葉の森南口 千葉県千葉市中央区青葉町１２５０番地２

千葉寺駅前 千葉県千葉市中央区千葉寺町１１９５－４

千葉蘇我町２丁目 千葉県千葉市中央区蘇我２丁目２３番１５号

蘇我 千葉県千葉市中央区蘇我３－１－５

千葉都町１丁目 千葉県千葉市中央区都町１丁目２７番６号

千葉都町東 千葉県千葉市中央区都町５丁目２５番１７号

千葉蘇我駅前 千葉県千葉市中央区南町２－１６－１

千葉富士見１丁目 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１２番地１

千葉ラ・ピエール通り 千葉県千葉市中央区富士見２丁目４番２

千葉駅北口 千葉県千葉市中央区弁天１－１－５

千葉弁天４丁目 千葉県千葉市中央区弁天４丁目１１番

千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－２

千葉末広 千葉県千葉市中央区末広２－１２－８

千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１２－３

千葉祐光２丁目 千葉県千葉市中央区祐光２－１３－７

千葉海浜幕張駅前 千葉県千葉市美浜区ひび野１－９

ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４



検見川浜 千葉県千葉市美浜区磯辺４ー３ー３

千葉幸町団地 千葉県千葉市美浜区幸町２丁目１番２５号

千葉稲毛海岸駅前 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目２３番２号

千葉高浜４丁目 千葉県千葉市美浜区高浜４丁目１１－１

千葉真砂 千葉県千葉市美浜区真砂１－４－２７

千葉あすみが丘１丁目 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目４４－２

千葉鎌取駅前 千葉県千葉市緑区おゆみ野２－４－１０

千葉おゆみ野３丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１４ー３

千葉おゆみ野中央８丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央８－２２－３

千葉おゆみ野南２丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－３－７

千葉鎌取町 千葉県千葉市緑区鎌取町２７３－２３

千葉高田町 千葉県千葉市緑区高田町１０７８番１

千葉誉田１丁目 千葉県千葉市緑区誉田町１－７８９－６

千葉誉田２丁目 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２１番２４２

船橋印内町 千葉県船橋市印内町６３８ー１

船橋栄町 千葉県船橋市栄町１－６－３０

船橋夏見１丁目 千葉県船橋市夏見１丁目１３－２５

船橋京成海神 千葉県船橋市海神６丁目５番１２号

船橋宮本 千葉県船橋市宮本２－２－１

船橋古作３丁目 千葉県船橋市古作３丁目１番５３号

船橋行田町北 千葉県船橋市行田町５０－１９　

新京成ＳＴ高根公団 千葉県船橋市高根台１－６－１

船橋高根台 千葉県船橋市高根台６－４１－１

三山 千葉県船橋市三山４丁目１２－６

船橋三山７丁目 千葉県船橋市三山７丁目１３番７号

船橋山手 千葉県船橋市山手１－１－３

船橋山野町 千葉県船橋市山野町１４３－１

飯山満駅前 千葉県船橋市芝山３－１２－５

船橋若松１丁目 千葉県船橋市若松１－２－６

船橋習志野１丁目 千葉県船橋市習志野１－８－１１

習志野台 千葉県船橋市習志野台２丁目７３－１６

船橋習志野台４丁目 千葉県船橋市習志野台４丁目３１番１号

習志野台８丁目 千葉県船橋市習志野台８丁目１１－１７

船橋松が丘４丁目 千葉県船橋市松が丘４－５８－１

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

西船 千葉県船橋市西船４－２２－２

船橋塚田駅前 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１

船橋前原東４丁目 千葉県船橋市前原東４－１７－２

船橋滝不動駅前 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号

船橋馬込沢 千葉県船橋市馬込町７１６－１３

船橋飯山満町２丁目 千葉県船橋市飯山満町２丁目６２１－１０

ビビット南船橋 千葉県船橋市浜町２－２－７

船橋本郷町 千葉県船橋市本郷町４７３－１

船橋駅南口 千葉県船橋市本町４－２－２０

船橋本町４丁目 千葉県船橋市本町４丁目４０番１３号



匝瑳吉田 千葉県匝瑳市吉田５００５番１

八日市場田町 千葉県匝瑳市八日市場イ－２５３７

八日市場郵便局前 千葉県匝瑳市八日市場ロ－９２

八日市場飯倉 千葉県匝瑳市飯倉台１９－１９

匝瑳飯塚 千葉県匝瑳市飯塚字関下３１２番１

野栄野手浜 千葉県匝瑳市野手１７１４６－１３１９

袖ヶ浦東横田 千葉県袖ケ浦市横田４０８

袖ヶ浦宮田大橋 千葉県袖ケ浦市下宮田字中谷３０番２

袖ケ浦長浦駅東 千葉県袖ケ浦市久保田１丁目１番７

袖ヶ浦のぞみ野通り北 千葉県袖ケ浦市蔵波字正源戸９９４－７

袖ヶ浦蔵波台６丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台６－１０－１

袖ケ浦市役所北 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目９番７

袖ケ浦駅北口 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目３３番２

袖ヶ浦久保田 千葉県袖ケ浦市代宿９２９

袖ケ浦奈良輪 千葉県袖ケ浦市奈良輪１－６－１６

袖ケ浦飯富 千葉県袖ケ浦市飯富８８０

袖ケ浦平成通りたちばな 千葉県袖ケ浦市飯富３５６８－１７

袖ヶ浦駅前通り 千葉県袖ケ浦市福王台１ー２７ー６

袖ヶ浦福王台 千葉県袖ケ浦市福王台３－３０－１２

大網白里みやこ野 千葉県大網白里市みやこ野２丁目１番１

大網白里季美の森 千葉県大網白里市季美の森南３－３－１８

大網白里金谷郷 千葉県大網白里市金谷郷１５１番１

大網白里南今泉 千葉県大網白里市南今泉３９９－１

大網白里汐浜海岸 千葉県大網白里市北今泉３６９６番３３

銚子愛宕 千葉県銚子市愛宕町３４８０

銚子笠上町 千葉県銚子市笠上町６０７４－２

銚子高神西町 千葉県銚子市高神西町３２７３－１

銚子三崎町１丁目 千葉県銚子市三崎町１丁目７５

銚子松岸 千葉県銚子市松岸町３丁目３１０

銚子新生 千葉県銚子市新生町２－４－１２

銚子中央町 千葉県銚子市中央町１８番地４

銚子本城町 千葉県銚子市本城町４丁目４８３－１

上総一宮 千葉県長生郡一宮町一宮３１１４

長南小沢 千葉県長生郡長南町小沢１７５１－１

長柄国府里 千葉県長生郡長柄町国府里５３６－１

白子町役場入口 千葉県長生郡白子町関５０３４－３

白子インター前 千葉県長生郡白子町古所字北川岸３３０１番３

千葉白子 千葉県長生郡白子町中里４４８２ー４

白子中里西 千葉県長生郡白子町中里４６１７－１

睦沢上市場 千葉県長生郡睦沢町上市場１０９７－１

東金武射田 千葉県東金市上武射田２２２９

東金田間 千葉県東金市田間９６３番１

安房富山高崎 千葉県南房総市高崎１２０２－１

安房千倉 千葉県南房総市千倉町忽戸３１

千倉瀬戸浜海岸 千葉県南房総市千倉町瀬戸２８９４－２



白浜滝口 千葉県南房総市白浜町滝口１４７５

富浦インター 千葉県南房総市富浦町深名５４９番１

南房総富浦多田良 千葉県南房総市富浦町多田良１０１０－１

柏あけぼの４丁目 千葉県柏市あけぼの４－１－３

沼南しいの木台 千葉県柏市しいの木台３－２６－１

柏花野井北 千葉県柏市花野井１０１９番地１

柏吉野沢 千葉県柏市吉野沢１－２

柏逆井 千葉県柏市逆井１丁目６番１２号

柏十余二庚塚 千葉県柏市十余二字北庚塚３１３番２４７

柏松葉町１丁目 千葉県柏市松葉町１－２－１２

柏松葉町 千葉県柏市松葉町２－１４－１

新柏４丁目 千葉県柏市新柏４丁目１２－４

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

柏大井 千葉県柏市大井５６８－１

Ｉｉｎｇセブンパ－クアリオ柏 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏

柏中原２丁目 千葉県柏市中原２丁目２１－１１

沼南藤ヶ谷 千葉県柏市藤ヶ谷９１１－５

柏東台 千葉県柏市柏１３０５－３

柏豊住３丁目 千葉県柏市豊住３－３－２

新柏２丁目 千葉県柏市名戸ヶ谷字中山越１３１６番

柏明原 千葉県柏市明原３－３－１５

白井根 千葉県白井市根４３８

白井大山口 千葉県白井市根１９４６－１

白井桜台 千葉県白井市桜台２－１

白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１

白井冨士 千葉県白井市冨士字南園２４２－１

八街吉倉 千葉県八街市吉倉６３７ー１

八街山田台 千葉県八街市山田台３１９－１

八街朝日 千葉県八街市朝日５９２ー３

八街二区東 千葉県八街市八街に８－６

八街南中道 千葉県八街市八街ほ３９８－１

八街大谷津 千葉県八街市八街ろ１４６－３

八街九十九路 千葉県八街市八街九十九路に１６０－１

八千代宮坂 千葉県八千代市萱田町字宮坂１０８５－８

ＵＲ村上団地 千葉県八千代市村上字向原１１１３番３

八千代大和田北 千葉県八千代市大和田２５０－４

八千代大和田バイパス 千葉県八千代市大和田新田３８０－５

八千代大和田新田 千葉県八千代市大和田新田７４４－４

八千代工業団地入口 千葉県八千代市大和田新田９２０－１

八千代台南 千葉県八千代市八千代台南１－２５－１１

八千代台１０丁目 千葉県八千代市八千代台北１０ー６ー３

富津大貫 千葉県富津市小久保２８７６

富津千種新田 千葉県富津市千種新田３２５

富津岬 千葉県富津市富津４６７－２

富津湊 千葉県富津市湊８１１－１



富里御料 千葉県富里市御料７４８番４

富里葉山 千葉県富里市御料字葉山１００９－３０

富里七栄中央 千葉県富里市七栄６４６－８８８

富里七栄東 千葉県富里市七栄７２３－２

富里新中沢 千葉県富里市新中沢字横谷津台４６９－１

富里日吉台 千葉県富里市日吉台５丁目１番１号

茂原中の島 千葉県茂原市下永吉６６６番

茂原緑ヶ丘 千葉県茂原市山崎字道場前８１８－１

茂原上永吉 千葉県茂原市上永吉５１３－５

茂原新小轡 千葉県茂原市新小轡９２７

茂原早野 千葉県茂原市早野１０７７－２

茂原下永吉 千葉県茂原市大芝３丁目１５－１

茂原長尾 千葉県茂原市長尾１９８０－１

東茂原 千葉県茂原市東茂原１５－１７

茂原橘樹神社前 千葉県茂原市本納１９０１番

茂原銀座 千葉県茂原市茂原３３３

茂原八千代 千葉県茂原市茂原６５０－１

木更津下郡 千葉県木更津市下郡字上湯名下１０１９－１

木更津幸町 千葉県木更津市幸町２－１－９

木更津新田２丁目 千葉県木更津市新田２丁目９－２２

木更津清見台３丁目 千葉県木更津市清見台３－１－２３

木更津清見台東１丁目 千葉県木更津市清見台東１－１２－５

木更津清見台東３丁目 千葉県木更津市清見台東３丁目３２番９

木更津請西南 千葉県木更津市請西南２丁目２１番１

木更津駅東口 千葉県木更津市大和２丁目２－１

木更津東太田２丁目 千葉県木更津市東太田２－１６－１１

木更津畑沢南５丁目 千葉県木更津市畑沢南５丁目３番１

木更津文京１丁目 千葉県木更津市文京１－４－１２

野田１６号バイパス 千葉県野田市下三ケ尾１５８

野田関宿台町 千葉県野田市関宿台町２５３９－１

野田岩名２丁目 千葉県野田市岩名２丁目２７－１

野田清水公園東 千葉県野田市光葉町１－２３－３

野田大和田団地 千葉県野田市山崎字西大和田１２９１番５

野田上花輪 千葉県野田市上花輪６２６－３

野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１

野田谷津 千葉県野田市谷津木戸口１３４５－２

野田二ツ塚 千葉県野田市二ツ塚字西金打久保１３９－１０

野田尾崎 千葉県野田市尾崎２１５７－１

野田木野崎 千葉県野田市木野崎１６４６－３１

野田目吹 千葉県野田市目吹字夕村１６９５－３

流山おおたかの森北２丁目 千葉県流山市おおたかの森北２丁目６６番地１

流山三輪野山４丁目 千葉県流山市三輪野山４丁目１２－１９

流山宮園１丁目 千葉県流山市思井６３２－１

流山西初石３丁目 千葉県流山市西初石３丁目１３－４

流山初石駅前 千葉県流山市西初石３－９８－３２



流山西平井 千葉県流山市西平井１－３１－１０

流山南 千葉県流山市大字木２３２

流山東初石３丁目 千葉県流山市東初石３－１２８－１０

南流山東 千葉県流山市南流山１－４－３

南流山駅前 千葉県流山市南流山２－４－１

流山野々下 千葉県流山市野々下５丁目１０６２－４

店名 住所
葛飾お花茶屋２丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目５－１４

葛飾奥戸５丁目 東京都葛飾区奥戸５－３－２

葛飾鎌倉１丁目 東京都葛飾区鎌倉１－３９－１

葛飾鎌倉２丁目 東京都葛飾区鎌倉２－１－２３

葛飾亀有１丁目 東京都葛飾区亀有１丁目２５番２０号

葛飾亀有４丁目 東京都葛飾区亀有４－３７－１２

葛飾亀有駅北口 東京都葛飾区亀有５－１５－１４

葛飾亀有５丁目 東京都葛飾区亀有５－１８－１０

柴又 東京都葛飾区金町１－２０－１２

葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１

葛飾細田１丁目 東京都葛飾区細田１－１５－１０

四つ木 東京都葛飾区四つ木４－５－１０

柴又駅前 東京都葛飾区柴又４－１１－１０

葛飾柴又４丁目 東京都葛飾区柴又４丁目３６

葛飾六貫橋 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４

葛飾内野 東京都葛飾区新宿５－２２－１５

葛飾水元２丁目 東京都葛飾区水元２－７－７

葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０

葛飾西亀有３丁目 東京都葛飾区西亀有３－３２－１

葛飾新小岩駅北口 東京都葛飾区西新小岩１－５－１

葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４

葛飾西新小岩５丁目 東京都葛飾区西新小岩５－１７－２６

平和橋通り西新小岩 東京都葛飾区西新小岩５－２２－６

葛飾西水元１丁目 東京都葛飾区西水元１－２９－１４

葛飾西水元２丁目 東京都葛飾区西水元２－１１－１４

葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４

東金町 東京都葛飾区東金町３ー１７ー１１

葛飾東金町４丁目 東京都葛飾区東金町４丁目２８－１７

平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８

葛飾東新小岩７丁目 東京都葛飾区東新小岩７－３２－１

葛飾東水元２丁目 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号

葛飾東水元５丁目 東京都葛飾区東水元５－１－３

東堀切３丁目 東京都葛飾区東堀切３－１３－３

葛飾南水元２丁目 東京都葛飾区南水元２丁目６番１１号

葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５

葛飾立石１丁目 東京都葛飾区立石１丁目１５番５号

葛飾立石４丁目 東京都葛飾区立石４ー３３ー７

一之江駅環七通り 東京都江戸川区一之江７－３４－１０



谷河内 東京都江戸川区篠崎町７－１２－２１

篠崎駅西口 東京都江戸川区篠崎町７－２１－５

江戸川春江町３丁目 東京都江戸川区春江町３－３８－１１

江戸川春江町５丁目 東京都江戸川区春江町５ー１５ー１１

江戸川小松川２丁目 東京都江戸川区小松川２－４－３－１０１

江戸川小松川３丁目 東京都江戸川区小松川３－１１－１

江戸川松江１丁目 東京都江戸川区松江１－２－６

江戸川松島１丁目 東京都江戸川区松島１－４－７

江戸川松本２丁目 東京都江戸川区松本２－１－６

瑞江駅北口 東京都江戸川区瑞江２－５－３

江戸川瑞江２丁目 東京都江戸川区瑞江２－４７－１

江戸川清新プラザ 東京都江戸川区清新町１－３－１０

江戸川西一之江２丁目 東京都江戸川区西一之江２ー２６ー１０

西葛西駅北 東京都江戸川区西葛西５丁目１－１１

江戸川西葛西７丁目 東京都江戸川区西葛西７－１５－１５

江戸川鹿骨 東京都江戸川区西篠崎１－２－４

江戸川西小岩１丁目 東京都江戸川区西小岩１－２１－１４

江戸川船堀西 東京都江戸川区船堀２－１－７

江戸川船堀４丁目 東京都江戸川区船堀４－２－２

江戸川区役所北 東京都江戸川区中央１－９－１５

江戸川中央２丁目 東京都江戸川区中央２丁目２３－９

江戸川中葛西１丁目 東京都江戸川区中葛西１ー１２ー１６

葛西三角通り 東京都江戸川区中葛西１－４９－１６

江戸川中葛西３丁目 東京都江戸川区中葛西３－２９－３

中葛西５丁目 東京都江戸川区中葛西５－８－１５

江戸川葛西駅南 東京都江戸川区中葛西５－１９－２１

江戸川東葛西４丁目 東京都江戸川区東葛西４丁目３６番１０号

江戸川東葛西５丁目西 東京都江戸川区東葛西５－１５－１４

江戸川東葛西５丁目 東京都江戸川区東葛西５－４５－６

葛西駅前 東京都江戸川区東葛西６－２－１

江戸川東松本２丁目 東京都江戸川区東松本２丁目１１番１２号

江戸川南葛西２丁目 東京都江戸川区南葛西２丁目２５－１２

南葛西４丁目 東京都江戸川区南葛西４－１１

江戸川南葛西６丁目 東京都江戸川区南葛西６－２０－６

南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９

江戸川南小岩８丁目 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号

平井駅通り 東京都江戸川区平井４丁目５

江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８

江戸川北小岩７丁目 東京都江戸川区北小岩７－１６－１９

江戸川本一色２丁目 東京都江戸川区本一色２－２０－３

都立墨東病院東 東京都江東区亀戸１－５－７

亀戸十三間通り 東京都江東区亀戸２－３６－１３

江東亀戸７丁目東 東京都江東区亀戸７丁目３９－１３

江東枝川 東京都江東区枝川１－３－１７

江東枝川２丁目 東京都江東区枝川２丁目２－８



江東新大橋３丁目 東京都江東区新大橋３丁目９－９

江東森下１丁目 東京都江東区森下１－１０－５

森下 東京都江東区森下３－１－１１

東雲 東京都江東区東雲１－８－１７

江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９

江東東砂５丁目 東京都江東区東砂５丁目１－２

江東白河３丁目 東京都江東区白河３－４－３

ゆりかもめ豊洲駅 東京都江東区豊洲２－２

豊洲晴海通り 東京都江東区豊洲３－２－２４

豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４

豊洲 東京都江東区豊洲４－６－１

江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５

江東毛利 東京都江東区毛利１－６－１０

江東木場駅前 東京都江東区木場５－１１－１５

品川駅港南口 東京都港区港南２－５－３

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

港区三田５丁目 東京都港区三田５－１８－３

なぎさテラス 東京都港区芝浦３－１－３２

芝浦４丁目 東京都港区芝浦４丁目１５－３３

芝大門２丁目 東京都港区芝大門２－１２－７

西新橋１丁目 東京都港区西新橋１－１４－９

西新橋２丁目 東京都港区西新橋２－７－４

西新橋３丁目 東京都港区西新橋３丁目６－１０

西麻布３丁目 東京都港区西麻布３丁目６－１

赤坂１丁目 東京都港区赤坂１－１１－３０

港区南青山２丁目 東京都港区南青山２丁目１１番１７号

南青山５丁目 東京都港区南青山５丁目１３番３号

南麻布５外苑西通り 東京都港区南麻布５－１－１０

港区白金台１丁目 東京都港区白金台１丁目４番

高輪台駅前 東京都港区白金台２丁目２６番８号

外苑前駅前 東京都港区北青山２－７－１９

北青山青山通り 東京都港区北青山３－２－５

荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３

荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４

京成町屋駅前 東京都荒川区荒川７－２０－１

西日暮里道灌山通り 東京都荒川区西日暮里５－７－１１

荒川西尾久３丁目 東京都荒川区西尾久３－２２－１４

荒川町屋１丁目 東京都荒川区町屋１丁目２２－３

荒川町屋 東京都荒川区町屋２－８－４

荒川町屋５丁目 東京都荒川区町屋５－２－１

荒川三ノ輪駅西 東京都荒川区東日暮里１－２－８

荒川東日暮里２丁目 東京都荒川区東日暮里２丁目４９－５

日暮里中央通り 東京都荒川区東日暮里６丁目１５

荒川おぐぎんざ 東京都荒川区東尾久４－２１－５

荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６



荒川東尾久６丁目 東京都荒川区東尾久６－３３－１０

荒川南千住３丁目 東京都荒川区南千住３－１６

南千住７丁目 東京都荒川区南千住７ー１２ー２

荒川南千住７丁目南 東京都荒川区南千住７丁目２８－２

渋谷公園通り 東京都渋谷区宇田川町２－１

渋谷広尾５丁目 東京都渋谷区広尾５－８－１８

渋谷セルリアンタワー 東京都渋谷区桜丘町２６－１

渋谷駅東口 東京都渋谷区渋谷３－１９－１

渋谷初台１丁目 東京都渋谷区初台１丁目３７－５

上原 東京都渋谷区上原１－３－４

原宿竹下通り 東京都渋谷区神宮前１－６－１２

神宮前 東京都渋谷区神宮前４－８－１

渋谷神宮前５丁目 東京都渋谷区神宮前５丁目４６番３号

代々木千駄ヶ谷４丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目３０番３号

渋谷代々木１丁目南 東京都渋谷区代々木１－３０－１

代々木３丁目 東京都渋谷区代々木３－２６－２

渋谷東１丁目 東京都渋谷区東１丁目２５－２

渋谷並木橋 東京都渋谷区東１－３２－１２

渋谷東４丁目 東京都渋谷区東４－８－１

渋谷本町３丁目 東京都渋谷区本町３－１－１

新宿下落合１丁目 東京都新宿区下落合１ー６ー３

高田馬場２丁目 東京都新宿区高田馬場２丁目１－２

高田馬場駅前 東京都新宿区高田馬場２－１７－１

高田馬場稲門ビル 東京都新宿区高田馬場２－１８－１１

高田馬場３丁目 東京都新宿区高田馬場３－５－３

高田馬場３丁目早稲田通り 東京都新宿区高田馬場３－１２－６

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

四谷１丁目 東京都新宿区四谷１丁目７番

四谷４丁目 東京都新宿区四谷４－３

新宿市谷台町 東京都新宿区市谷台町３－１

７ＦＳ防衛省 東京都新宿区市谷本村町５－１

新宿上落合３丁目山手通り 東京都新宿区上落合３－５－１

新宿上落合３丁目 東京都新宿区上落合３－２３－６

京王新宿３丁目ビル 東京都新宿区新宿３－１－２４

新宿３丁目 東京都新宿区新宿３丁目３５－１８

新宿６丁目 東京都新宿区新宿６－９－１

小田急マルシェ新宿 東京都新宿区西新宿１丁目１－３

小田急新宿特急ホーム 東京都新宿区西新宿１－１－３

西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４

西新宿５丁目中央 東京都新宿区西新宿５丁目７００

西早稲田１丁目 東京都新宿区西早稲田１－９－２１

西早稲田１丁目新目白通り 東京都新宿区西早稲田１－２３－２０

早稲田 東京都新宿区早稲田鶴巻町５２１

新宿東 東京都新宿区大久保１ー１ー７

新宿大久保通り 東京都新宿区大久保２－１９－４



新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

北新宿１丁目大久保通り 東京都新宿区北新宿１－１２－１７

新宿神楽坂駅西 東京都新宿区矢来町１３１ー１

杉並阿佐谷南１丁目 東京都杉並区阿佐谷南１－４８－５

阿佐谷駅南口 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８

阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１

井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３

杉並井荻 東京都杉並区下井草５－１８－１５

久我山５丁目 東京都杉並区久我山５－２４－３５

杉並高井戸西 東京都杉並区高井戸西３ー１ー４

高井戸東五日市街道 東京都杉並区高井戸東４－１３－５

東高円寺 東京都杉並区高円寺南１－３３－１

杉並高円寺北１丁目 東京都杉並区高円寺北１－１７－５

杉並高円寺北２丁目 東京都杉並区高円寺北２－１２－３

南阿佐谷駅前 東京都杉並区成田東５－４２－１４

荻窪四面道東 東京都杉並区清水１－１３－７

西荻北２丁目 東京都杉並区西荻北２－５－１１

西荻窪駅北口 東京都杉並区西荻北３－１－１０

浜田山鎌倉街道 東京都杉並区浜田山３－２１－３

方南１丁目 東京都杉並区方南１丁目１２－１４

杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０

方南 東京都杉並区方南２－２０－１５

杉並和田３丁目東 東京都杉並区和田３－６１－８

世田谷鎌田２丁目 東京都世田谷区鎌田２ー２２ー８

小田急喜多見 東京都世田谷区喜多見９－２－６

小田急経堂テラスガーデン 東京都世田谷区宮坂３－１－３２

世田谷玉川 東京都世田谷区玉川２ー７ー１

二子玉川駅前 東京都世田谷区玉川３－６－５

世田谷玉川台 東京都世田谷区玉川台２－２１－１６

世田谷駒沢大学駅西 東京都世田谷区駒沢２－１－２

世田谷日体大前 東京都世田谷区駒沢５－１５－１１

世田谷弦巻１丁目 東京都世田谷区弦巻１－２１－１

世田谷豪徳寺１丁目 東京都世田谷区豪徳寺１－１９－４

三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１２

三軒茶屋玉川通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２

若林陸橋 東京都世田谷区若林２－３２－１５

明大前すずらん通り 東京都世田谷区松原１－３７－１９

駒沢病院前 東京都世田谷区上馬４－６－７

世田谷上北沢駅前 東京都世田谷区上北沢４丁目１１番５号

世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１－８－５

世田谷１丁目 東京都世田谷区世田谷１ー１０ー１８

世田谷駒留通り 東京都世田谷区世田谷１－４１－７

世田谷船橋６丁目 東京都世田谷区船橋６－１７－１８

世田谷船橋７丁目 東京都世田谷区船橋７－７－３

世田谷キャロットタワー前 東京都世田谷区太子堂４－２２－６



世田谷代沢３丁目 東京都世田谷区代沢３ー１２ー２１

世田谷代田 東京都世田谷区代田１－３８－３

世田谷代田橋駅前 東京都世田谷区大原２丁目１７番１２号

世田谷等々力４丁目 東京都世田谷区等々力４－４－１１

世田谷等々力７丁目 東京都世田谷区等々力７－５－２１

世田谷南烏山２丁目 東京都世田谷区南烏山２－１－１

世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５

中央合同庁舎５号館 東京都千代田区霞が関１－２－２

外神田２丁目妻恋坂 東京都千代田区外神田２－１４－７

外神田４丁目 東京都千代田区外神田４－７－７

丸の内二重橋ビル 東京都千代田区丸の内３丁目２－２

千代田岩本町１丁目 東京都千代田区岩本町１－７－１

九段南大妻通り 東京都千代田区九段南３－１－１

市ヶ谷駅前 東京都千代田区五番町３番１

麹町５丁目 東京都千代田区麹町５－３－５

神田紺屋町 東京都千代田区神田紺屋町８

秋葉原センタープレイス 東京都千代田区神田相生町１番

秋葉原駅北 東京都千代田区神田練塀町３－３

読売新聞東京本社ビル 東京都千代田区大手町１－７－１

大手町野村ビル 東京都千代田区大手町２－１－１

神田駅北口 東京都千代田区鍛冶町２－１３－１１

神田駅西口通り 東京都千代田区内神田２－９－９

麹町駅前 東京都千代田区二番町４－３

千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８

飯田橋アイガーデンテラス 東京都千代田区飯田橋３－１０－９

千代田平河町１丁目 東京都千代田区平河町１－８－３

足立綾瀬１丁目 東京都足立区綾瀬１－１７－９

足立綾瀬２丁目 東京都足立区綾瀬２－２６－１２

足立綾瀬４丁目 東京都足立区綾瀬４－２９－１６

足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９

足立伊興小西 東京都足立区伊興４－２０－６

足立一ツ家３丁目 東京都足立区一ツ家３－１０－３

足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３

足立関原３丁目 東京都足立区関原３－５０－９

足立宮城１丁目 東京都足立区宮城１－２６－１０

足立古千谷本町３丁目 東京都足立区古千谷本町３－３－１

足立江北６丁目 東京都足立区江北６－２３－８

足立新広橋 東京都足立区佐野１－３５－３

足立辰沼東 東京都足立区佐野２－２－１１

足立鹿浜２丁目 東京都足立区鹿浜２－３２－１

足立鹿浜６丁目 東京都足立区鹿浜６丁目１３－６

足立舎人２丁目 東京都足立区舎人２ー２１ー１０

足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５－２１－３０

足立伊興番田 東京都足立区西伊興４－１０－７

足立西新井４丁目 東京都足立区西新井４－３３－１



足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立竹ノ塚駅西 東京都足立区西竹の塚２－４－１１

足立青井１丁目 東京都足立区青井１－９－８

足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３

足立青井５丁目 東京都足立区青井５－４－１

足立千住１丁目 東京都足立区千住１ー２４ー７

足立千住３丁目 東京都足立区千住３－５１

北千住駅西口 東京都足立区千住３－７４－７

千住旭町 東京都足立区千住旭町１－２１

千住仲町 東京都足立区千住仲町１１番１３号

扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号

足立扇２丁目 東京都足立区扇２丁目４４－１

足立扇３丁目 東京都足立区扇３ー１９ー１８

足立４丁目 東京都足立区足立４－１７－２

足立辰沼１丁目 東京都足立区辰沼１－４－６

足立竹の塚２丁目 東京都足立区竹の塚２丁目６－６

足立増田橋 東京都足立区竹の塚３丁目３－１６

足立中川１丁目 東京都足立区中川１丁目９－３

足立椿２丁目 東京都足立区椿２丁目１－１

足立島根 東京都足立区島根４－２１－２４

足立東伊興１丁目 東京都足立区東伊興１－１３－１１

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立東和４丁目 東京都足立区東和４－９－４

足立東和５丁目 東京都足立区東和５－４－４

足立車検場前 東京都足立区南花畑５丁目２４－３５

足立入谷１丁目 東京都足立区入谷１－７－１６

足立入谷９丁目 東京都足立区入谷９丁目１７－３２

足立梅田２丁目 東京都足立区梅田２－２４－１

足立平野１丁目 東京都足立区平野１丁目１－１

足立保塚町 東京都足立区保塚町１２－２６

足立保木間３丁目 東京都足立区保木間３丁目１０－１０

本木 東京都足立区本木２－４－２１

足立本木２丁目 東京都足立区本木２丁目３２－１４

足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７－４７

足立六木１丁目 東京都足立区六木１丁目１９－２８

足立六木 東京都足立区六木３－２－３

台東下谷３丁目 東京都台東区下谷３－１８－７

台東元浅草 東京都台東区元浅草４－７－１７

上野２丁目中央通り 東京都台東区上野２－１－９

仲御徒町駅前 東京都台東区上野５－２３－１４

上野６丁目御徒町駅前通り 東京都台東区上野６丁目９－９

台東清川２丁目 東京都台東区清川２丁目３６－１４

台東浅草２丁目 東京都台東区浅草２－１２－１

浅草 東京都台東区浅草５－６４－４

台東蔵前２丁目 東京都台東区蔵前２－２－５



浅草雷門前 東京都台東区雷門２丁目１８－７

京急ＳＴ穴守稲荷 東京都大田区羽田４丁目６番１１号

京急ＳＴ羽田空港第１ターミナル 東京都大田区羽田空港３－３－４

大田区下丸子１丁目 東京都大田区下丸子１－１８－１

大田区蒲田１丁目北 東京都大田区蒲田１－３－２７

大田区蒲田あやめ橋 東京都大田区蒲田３－１７－２０

京急ＳＴ蒲田改札前 東京都大田区蒲田４丁目５０番１１号

大田区役所前 東京都大田区蒲田５－４０－３

大森駅西口 東京都大田区山王２－３－１５

大田区上池台 東京都大田区上池台１－４４－１

大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３－４３－１

大田区西蒲田１丁目 東京都大田区西蒲田１－１６－１４

西蒲田環八通り 東京都大田区西蒲田８丁目１４番１０号

大田区西六郷２丁目 東京都大田区西六郷２丁目２９－７

大田区多摩川１丁目 東京都大田区多摩川１－３４－９

大田区大森町 東京都大田区大森西５－６－７

大田区大森南３丁目 東京都大田区大森南３－２２－１

Ｌｕｚ大森 東京都大田区大森北１－１０－１４

大田区中央６丁目 東京都大田区中央６丁目２６－４

大田区仲六郷２丁目 東京都大田区仲六郷２丁目１５番１０号

大田洗足池 東京都大田区東雪ケ谷１－１－１８

大田区水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９－１０

大田区仲糀谷 東京都大田区東糀谷１－１２－２６

大田区東糀谷 東京都大田区東糀谷３－６－１２

大田区南雪谷１丁目 東京都大田区南雪谷１－５－２

雪が谷大塚駅前 東京都大田区南雪谷２丁目２－１４

南馬込 東京都大田区南馬込３－２５－２

大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号

大田区萩中３丁目 東京都大田区萩中３丁目２１番５

大田区本羽田１丁目 東京都大田区本羽田１－１９－３

銀座３丁目 東京都中央区銀座３－１５－１０

銀座地下街 東京都中央区銀座５－４－３

銀座８丁目 東京都中央区銀座８－５－１２

中央区月島１丁目 東京都中央区月島１－２－１３

月島駅前 東京都中央区月島１－５－２

勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３

勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２

築地日刊スポーツ本社 東京都中央区築地３丁目５－１０

中央区佃２丁目 東京都中央区佃２－１０－９

日本橋１丁目昭和通り 東京都中央区日本橋１－１６－１１

日本橋蛎殻町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８

兜町東証前 東京都中央区日本橋兜町６－５

小伝馬町駅前 東京都中央区日本橋小伝馬町２－４

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

日本橋堀留町２丁目 東京都中央区日本橋堀留町２－３－３



八重洲地下街南 東京都中央区八重洲２丁目１番八重洲地下街南１号

中央区明石町 東京都中央区明石町２－１

中野鷺ノ宮駅前 東京都中野区鷺宮３－１８－２

中野鷺宮６丁目 東京都中野区鷺宮６－３０－１８

中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９

中野中央１丁目東 東京都中野区中央１－３５－４

中野坂上駅西 東京都中野区中央２丁目５－１

新中野駅前 東京都中野区中央４－１－２

中野駅北口 東京都中野区中野５－６６－４

中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６５－９

東中野駅南 東京都中野区東中野２丁目２４番１号

南台 東京都中野区南台３－２４－５

中野新橋 東京都中野区本町３ー１１ー５

板橋熊野町 東京都板橋区熊野町３４－１０

板橋向原２丁目 東京都板橋区向原２－８－３

板橋小竹向原駅南 東京都板橋区向原２－３６－４

板橋小竹向原駅前 東京都板橋区向原３－１０－７

板橋向原３丁目 東京都板橋区向原３丁目１０番１８

板橋高島平１丁目西 東京都板橋区高島平１－４１－２

高島平駅前 東京都板橋区高島平８－５－６

板橋高島平９丁目 東京都板橋区高島平９－２－１５

板橋若木１丁目 東京都板橋区若木１－１３－４

板橋舟渡１丁目 東京都板橋区舟渡１－１４－１７

板橋小茂根２丁目 東京都板橋区小茂根２－３

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

上板橋駅前 東京都板橋区上板橋２丁目３５－１３

板橋清水町東 東京都板橋区清水町４９－１１

板橋赤塚１丁目 東京都板橋区赤塚１－６－７

板橋下赤塚駅北口 東京都板橋区赤塚２－１－１２

板橋成増 東京都板橋区赤塚４－６－６

板橋赤塚５丁目 東京都板橋区赤塚５－２９－１

板橋赤塚新町２丁目 東京都板橋区赤塚新町２－１３－７

板橋前野町３丁目 東京都板橋区前野町３－６－８

板橋大山 東京都板橋区大山金井町５４－１４

板橋大山西町 東京都板橋区大山西町３－１０

板橋本町駅北 東京都板橋区大和町１８－６

中板橋駅前通り 東京都板橋区中板橋２１－１７

板橋仲宿 東京都板橋区仲宿５４－７

板橋区役所駅東 東京都板橋区仲宿６４－８

板橋仲町 東京都板橋区仲町３３－５

東武練馬駅北口 東京都板橋区徳丸２丁目３－１３

東武練馬駅西 東京都板橋区徳丸３丁目１番１８号

板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５

板橋南常盤台１丁目 東京都板橋区南常盤台１丁目３３－９

新板橋駅前 東京都板橋区板橋１－４８－１７



板橋２丁目 東京都板橋区板橋２－４７－８

板橋大山公園前 東京都板橋区氷川町４０－６

板橋本町駅前 東京都板橋区本町３７－７

板橋蓮根３丁目 東京都板橋区蓮根３丁目９－２０

蓮根 東京都板橋区蓮根３－１３－１９

荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１

武蔵小山パルム 東京都品川区荏原４－４－１

西小山桜並木通り 東京都品川区荏原６丁目１－２３

品川旗の台２丁目 東京都品川区旗の台２丁目４－２２

品川戸越５丁目 東京都品川区戸越５－２０－１２

西五反田１丁目東 東京都品川区西五反田１－１４－２

不動前駅東 東京都品川区西五反田５－１－１４

西五反田６丁目 東京都品川区西五反田６－７－２

西大井 東京都品川区西大井６－５－１

品川西中延１丁目 東京都品川区西中延１丁目６番１８号

西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７

品川大井４丁目 東京都品川区大井４－３－１

大崎百反通り 東京都品川区大崎２丁目９－１

大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎２丁目９－２

荏原中延駅前 東京都品川区中延３－２－７

品川東五反田１丁目 東京都品川区東五反田１－１２－２

品川東大井５丁目 東京都品川区東大井５－１－１２

大井町銀座通り 東京都品川区東大井５丁目７番１３号

品川東中延２丁目 東京都品川区東中延２－４－６

南品川２丁目 東京都品川区南品川２－１５－９

南品川３丁目 東京都品川区南品川３－６－１

品川二葉４丁目 東京都品川区二葉４－１－１７

文京春日１丁目 東京都文京区春日１－７－３

文京西片１丁目 東京都文京区西片１丁目１５－４

文京千駄木１丁目 東京都文京区千駄木１－２３－３

文京本郷３丁目 東京都文京区本郷３－５－５

豊島駒込１丁目 東京都豊島区駒込１－４－６

豊島高松１丁目 東京都豊島区高松１－１４－６

上池袋２丁目 東京都豊島区上池袋２ー１５ー１

上池袋４丁目 東京都豊島区上池袋４－２９－９

西巣鴨駅前 東京都豊島区西巣鴨４ー１３－６

豊島劇場通り東 東京都豊島区西池袋１－７－７

池袋西一番街中央通り 東京都豊島区西池袋１－３３－２

池袋西一番街 東京都豊島区西池袋１ー４１ー１

池袋東京芸術劇場前 東京都豊島区西池袋３－２６－５

西池袋立教通り前 東京都豊島区西池袋３－２９－２

西池袋４丁目 東京都豊島区西池袋４－２１－１４

豊島巣鴨白山通り 東京都豊島区巣鴨２－１１－５

池袋２丁目劇場通り 東京都豊島区池袋２丁目６－１

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２



池袋３丁目 東京都豊島区池袋３－１１－１

下板橋駅前 東京都豊島区池袋本町４－３９－５

長崎 東京都豊島区長崎４丁目１５番９号

東池袋明治通り 東京都豊島区東池袋１－８－９

東池袋１丁目 東京都豊島区東池袋１－２３－９

キュープラザ池袋 東京都豊島区東池袋１丁目３０－１

池袋東口 東京都豊島区東池袋１－４３－６

Ｉｉｎｇ電波学園 東京都豊島区東池袋３丁目６番地１

東池袋３丁目南 東京都豊島区東池袋３－１３－２

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

東池袋エアライズタワー 東京都豊島区東池袋４丁目５－１

南池袋１丁目南 東京都豊島区南池袋１丁目１－１１

ＤＲ池袋東口ロイネット 東京都豊島区南池袋１丁目２０－８

豊島南池袋１丁目 東京都豊島区南池袋１丁目２６番２号

南池袋３丁目明治通り 東京都豊島区南池袋３丁目１３－１０

豊島南長崎５丁目東 東京都豊島区南長崎５丁目１２番８号

豊島北大塚３丁目 東京都豊島区北大塚３－２５－１６

豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１

豊島千川駅北 東京都豊島区要町３－４４－１

北区王子４丁目 東京都北区王子４－２４－１３

北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１

北区王子本町１丁目 東京都北区王子本町１－８－１０

北区岸町１丁目 東京都北区岸町１ー６ー２

上十条 東京都北区上十条３－５－１０

北区上十条４丁目 東京都北区上十条４丁目１１－８

北区神谷３丁目 東京都北区神谷３丁目３７番３号

北区赤羽１丁目北 東京都北区赤羽１－６５－４

赤羽駅西口 東京都北区赤羽西１－７－１

蓮沼アスリート通り 東京都北区赤羽西６－３７－３

北区滝野川６丁目 東京都北区滝野川６－８３－５

駒込さつき通り 東京都北区中里２－３－３

北区田端新町３丁目 東京都北区田端新町３－２４－２

北区田端駅東 東京都北区東田端１－１３－２

北区浮間２丁目 東京都北区浮間２丁目２５－４

北赤羽駅浮間口 東京都北区浮間３－２－１６

北区豊島１丁目 東京都北区豊島１－１９－９

豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２

北区豊島６丁目 東京都北区豊島６ー７ー６

墨田京島１丁目 東京都墨田区京島１丁目２５番１

墨田京島２丁目 東京都墨田区京島２－２７－１３

墨田京島３丁目明治通り 東京都墨田区京島３－１３－３

墨田江東橋５丁目 東京都墨田区江東橋５－２－９

墨田太平３丁目南 東京都墨田区太平３－７－７

墨田太平３丁目 東京都墨田区太平３－２０－７

東武曳舟駅前 東京都墨田区東向島２－１６－１４



墨田東向島４丁目北 東京都墨田区東向島４丁目２４－１７

墨田東向島４丁目 東京都墨田区東向島４－２６－８

墨田八広北 東京都墨田区八広５－８－１５

墨田２丁目 東京都墨田区墨田２－５－１

墨田５丁目 東京都墨田区墨田５丁目４３－１６

墨田立花５丁目 東京都墨田区立花５－７－１

目黒柿の木坂１丁目 東京都目黒区柿の木坂１－３１－１４

中目黒アトラスタワー 東京都目黒区上目黒１－２６－１

上目黒２丁目 東京都目黒区上目黒２－１－３

駒場大橋 東京都目黒区大橋２－１０－１３

目黒大橋２丁目 東京都目黒区大橋２－２２－６

学芸大学駅東 東京都目黒区鷹番２－８－１９

学芸大学駅西口 東京都目黒区鷹番３丁目８番１号

目黒祐天寺 東京都目黒区祐天寺２丁目１４－３

練馬旭町 東京都練馬区旭町１丁目８－３

練馬江古田銀座 東京都練馬区栄町４－１

練馬下石神井２丁目 東京都練馬区下石神井２－３７－２

石神井南 東京都練馬区下石神井４ー５ー２０

練馬富士見台駅南 東京都練馬区貫井３丁目１－９

練馬関町南２丁目 東京都練馬区関町南２丁目１－１２

練馬関町北３丁目 東京都練馬区関町北３－４－４

練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２

練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１

練馬高松４丁目 東京都練馬区高松４－１２－１５

練馬高松６丁目 東京都練馬区高松６－１－９

練馬高野台駅前 東京都練馬区高野台１－７－２０

練馬インター 東京都練馬区三原台１丁目１４番２１号

練馬春日町４丁目 東京都練馬区春日町４－５－７

練馬春日町５丁目 東京都練馬区春日町５－２４－１５

練馬小竹町交番前 東京都練馬区小竹町１－４３－１８

練馬西大泉３丁目 東京都練馬区西大泉３－１２－５

練馬西大泉４丁目 東京都練馬区西大泉４－１１－３

練馬石神井台５丁目南 東京都練馬区石神井台５－１２－２

練馬石神井台８丁目 東京都練馬区石神井台８－２１－１５

練馬石神井町２丁目 東京都練馬区石神井町２－１３－２１

練馬石神井町８丁目 東京都練馬区石神井町８－５１－１８

練馬早宮１丁目 東京都練馬区早宮１－１４－１４

練馬早宮２丁目 東京都練馬区早宮２－１８－２４

練馬早宮４丁目 東京都練馬区早宮４－２７－２１

練馬大泉学園町７丁目 東京都練馬区大泉学園町７丁目１５番９号

練馬大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町７丁目６

練馬大泉町４丁目 東京都練馬区大泉町４丁目２２－３２

練馬中村北４丁目 東京都練馬区中村北４－２－１２

練馬田柄通り 東京都練馬区田柄３－５－１５

練馬土支田 東京都練馬区土支田１－３１－１１



土支田通り中央 東京都練馬区土支田３－４７－１１

練馬東大泉ＮＴＴビル 東京都練馬区東大泉２－９－４

練馬大泉学園駅北 東京都練馬区東大泉４－３－１７

練馬南大泉１丁目 東京都練馬区南大泉１－２３－２３

練馬南田中４丁目 東京都練馬区南田中４－１３－１６

練馬富士見台２丁目 東京都練馬区富士見台２－２－６

練馬富士見台４丁目 東京都練馬区富士見台４丁目１３－１

練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南３－２８－３

練馬駅西 東京都練馬区豊玉北５－１９－８

練馬北町６丁目 東京都練馬区北町６－３７－２２

練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２

練馬豊島園通り 東京都練馬区練馬３丁目２４－１

秋川駅東 東京都あきる野市雨間３５０－７

あきる野増戸 東京都あきる野市山田５５３－１

あきる野山田 東京都あきる野市山田７５８番地

あきる野小川 東京都あきる野市小川５１－１

あきる野草花 東京都あきる野市草花１７０７－１

稲城向陽台５丁目 東京都稲城市向陽台５－１－１

稲城長沼 東京都稲城市東長沼１１８１－６

稲城平尾１丁目 東京都稲城市平尾１－３１－６

稲城市平尾 東京都稲城市平尾２ー８ー３

矢野口中央 東京都稲城市矢野口１２６９

京王読売ランド前 東京都稲城市矢野口２２８１

羽村羽加美１丁目 東京都羽村市羽加美１丁目３３番の１

羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７

羽村栄町２丁目 東京都羽村市栄町２－３－１

小作駅東口 東京都羽村市小作台１ー１３ー１

羽村小作台２丁目 東京都羽村市小作台２－１８－１

小作駅西口 東京都羽村市小作台５－９－１

羽村神明台３丁目 東京都羽村市神明台３ー６ー４

羽村川崎２丁目 東京都羽村市川崎２丁目１６５番１

国分寺戸倉２丁目 東京都国分寺市戸倉２丁目２７番９

国分寺光町１丁目 東京都国分寺市光町１丁目３９－１９

西恋ヶ窪２丁目 東京都国分寺市西恋ヶ窪２－１５－２

国分寺西恋ケ窪４丁目 東京都国分寺市西恋ケ窪４－３０－１

西国分寺駅前 東京都国分寺市泉町２丁目９番１号

東恋ケ窪２丁目 東京都国分寺市東恋ケ窪２丁目１２－４

国分寺日吉町４丁目 東京都国分寺市日吉町４丁目１７番１９

国分寺北町２丁目 東京都国分寺市北町２－２９－６

国分寺本多４丁目 東京都国分寺市本多４丁目２－２０

国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７

国立さくら通り 東京都国立市富士見台３丁目１０－５

国立学園通り 東京都国立市富士見台４－５２－１

国立谷保南 東京都国立市矢川３丁目２３番地１

狛江駅北 東京都狛江市元和泉１－４－１０



狛江駅前 東京都狛江市元和泉１－８－８

狛江猪方３丁目 東京都狛江市猪方３－４１－９

狛江駅南 東京都狛江市東和泉１－２８－１０

井の頭公園駅前 東京都三鷹市井の頭３ー１２ー１１

三鷹山中通り 東京都三鷹市井口３－７－３３

三鷹中央 東京都三鷹市下連雀３－２３－１８

三鷹駅南通り 東京都三鷹市下連雀４－１７－３－１０１

三鷹下連雀６丁目 東京都三鷹市下連雀６丁目１－１１

三鷹上連雀 東京都三鷹市上連雀６－３２－３０

三鷹新川１丁目 東京都三鷹市新川１丁目１１－１２

三鷹新川６丁目 東京都三鷹市新川６－３－１４

三鷹天文台通り 東京都三鷹市深大寺１－１４－３０

三鷹南原 東京都三鷹市北野２－４－９

三鷹牟礼４丁目 東京都三鷹市牟礼４－９－１１

小金井北大通り 東京都小金井市梶野町４－１－３６

小金井東八貫井南 東京都小金井市貫井南町１丁目３番１８号

小金井前原町５丁目 東京都小金井市前原町５丁目１１－１

小金井中町３丁目 東京都小金井市中町３－１７－８

武蔵小金井駅前通り 東京都小金井市本町５－５－４

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

小平武道館前 東京都小平市花小金井５－１－２０

小平花小金井駅南口 東京都小平市花小金井南町１－２５－３３

小平回田町 東京都小平市回田町８９－４

小平一橋学園東 東京都小平市学園東町２－５－１

小平小川青梅街道 東京都小平市小川町１－２２５１－１

小平美園町３丁目 東京都小平市美園町３丁目３１－３２

小平鈴木町 東京都小平市鈴木町２－２３３－１

昭島玉川町５丁目 東京都昭島市玉川町５－６－７

昭島駅南口 東京都昭島市昭和町２－５－１２

昭島松原町１丁目 東京都昭島市松原町１－６－１３

昭島上川原２丁目 東京都昭島市上川原町２－１－１

昭島中神町 東京都昭島市中神町１１６７－３

昭島中神駅南口 東京都昭島市朝日町１－２－１４

昭島田中町２丁目 東京都昭島市田中町２丁目１０番４１号

昭島駅北口 東京都昭島市田中町５６２ー８

昭島東町５丁目 東京都昭島市東町５－９－１２

昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１

東中神駅北口 東京都昭島市福島町１０１４－３４

清瀬元町１丁目 東京都清瀬市元町１丁目１４－２６

清瀬梅園２丁目 東京都清瀬市梅園２－１－３１

清瀬野塩４丁目 東京都清瀬市野塩４丁目６４番１

奥多摩古里 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波３３

瑞穂高根 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字本薮地２４５－７

瑞穂二本木 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字北出口４４５－１

瑞穂箱根ケ崎西平 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字西平１３４２－１



瑞穂武蔵 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵３７８－１

瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１

瑞穂二本木東 東京都西多摩郡瑞穂町二本木６６５－１

瑞穂松原中央公園前 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５６－１６

西東京田無３丁目 東京都西東京市田無町３－６－１０

西東京富士町３丁目 東京都西東京市富士町３－１－５

青梅河辺駅南口 東京都青梅市河辺町５－９－１

青梅河辺東 東京都青梅市河辺町７－６－１１

河辺駅北口 東京都青梅市河辺町１０－１－２

青梅新町 東京都青梅市新町７丁目３－１８

青梅千ヶ瀬４丁目 東京都青梅市千ヶ瀬町４丁目３７８番地８

青梅長淵１丁目 東京都青梅市長淵１－１０２２－１

長渕 東京都青梅市長渕４－２２９－１

青梅東青梅３丁目 東京都青梅市東青梅３－１２－１

東青梅５丁目北 東京都青梅市東青梅５－２３－１

青梅二俣尾 東京都青梅市二俣尾３－９１３－１

青梅日向和田３丁目 東京都青梅市日向和田３丁目５６６

青梅畑中３丁目 東京都青梅市畑中３－５１５－１

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

青梅柚木 東京都青梅市柚木町１ー１４８ー２

多摩永山 東京都多摩市永山１ー２ー１３

多摩関戸２丁目 東京都多摩市関戸２－２１－８

多摩センター駅西 東京都多摩市鶴牧１丁目３－１０

小田急多摩センター改札横 東京都多摩市落合１－１１－２

小田急マルシェ多摩センター 東京都多摩市落合１－１１－２

多摩和田３丁目 東京都多摩市和田３－２－６

町田藤の台東 東京都町田市金井１丁目１－１８

町田金井ヶ丘 東京都町田市金井ヶ丘２丁目２４番２９号

原町田４丁目 東京都町田市原町田４－１１－１８

原町田５丁目 東京都町田市原町田５－３－１０

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

町田駅東口 東京都町田市原町田６－１５－１２

原町田大通り 東京都町田市原町田６－２３－３

町田高ヶ坂２丁目 東京都町田市高ヶ坂２丁目３６－２４

町田山崎新道 東京都町田市山崎町１９３６－１

町田小山町 東京都町田市小山町２５０２－１

町田堺 東京都町田市小山町８２８－１

町田小川４丁目 東京都町田市小川４－２２－６

町田駅西 東京都町田市森野１－１－２１

成瀬 東京都町田市成瀬７丁目１－２０

町田相原駅西 東京都町田市相原町１２６４－４

町田大蔵 東京都町田市大蔵町５６０－１

町田金井入口 東京都町田市大蔵町２１６４－１

町田成瀬駅北 東京都町田市南成瀬１－２５－２６

町田南成瀬さくら通り 東京都町田市南成瀬６－２２－２



町田鶴川駅前 東京都町田市能ヶ谷１丁目４－６

町田鶴川駅北口 東京都町田市能ヶ谷１－８－１

町田木曽西１丁目 東京都町田市木曽西１－１８－２

柴崎駅南口 東京都調布市菊野台３－１－１

調布国領町２丁目 東京都調布市国領町２－１８－５

調布布田駅前 東京都調布市国領町５－７１－３

調布柴崎２丁目 東京都調布市柴崎２丁目１－８

調布上石原３丁目 東京都調布市上石原３－１０－１７

深大寺 東京都調布市深大寺北町５－１－９

調布仙川 東京都調布市仙川町３ー２ー１

調布ヶ丘３丁目 東京都調布市調布ヶ丘３－４３－８

調布入間町１丁目 東京都調布市入間町１丁目３９－１

飛田給品川通り 東京都調布市飛田給２－７－３

調布駅北口 東京都調布市布田１－４４－１

東久留米下里７丁目 東京都東久留米市下里７丁目６番５号

東久留米幸町４丁目 東京都東久留米市幸町４－６－１５

東久留米駅北口 東京都東久留米市東本町１－５

東久留米八幡町３丁目 東京都東久留米市八幡町３－２－２８

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目３－５９

久米川駅前 東京都東村山市栄町２－４－１

東村山栄町 東京都東村山市栄町２ー２５ー２

東村山恩多町５丁目 東京都東村山市恩多町５－３１－３

東村山久米川町３丁目 東京都東村山市久米川町３－２－１５

東村山秋津２丁目 東京都東村山市秋津町２－３－１

東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２

東村山諏訪１丁目 東京都東村山市諏訪１－２７－７

東村山青葉町１丁目 東京都東村山市青葉町１丁目２０－２５

東村山青葉町２丁目 東京都東村山市青葉町２－３７－６

東村山美住町２丁目 東京都東村山市美住町２丁目１－３

東村山本町２丁目 東京都東村山市本町２－２－９

東村山市役所通り 東京都東村山市本町２－２３－１

東村山野口町１丁目 東京都東村山市野口町１－１３－２

東大和向原４丁目 東京都東大和市向原４－２５－４

東大和上北台 東京都東大和市上北台３－３５９－１

東大和南街４丁目 東京都東大和市南街４－８－３６

東大和市駅北口 東京都東大和市南街５－９７－７

東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１

日野大坂上１丁目 東京都日野市大坂上１－３０－１１

日野東平山２丁目 東京都日野市東平山２－１５－１

日野南平２丁目 東京都日野市南平２－７１－１０

日野高幡橋南 東京都日野市南平４－３－２

日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０

百草園駅北口 東京都日野市百草８２－３

日野平山６丁目 東京都日野市平山６－１－９

日野万願寺６丁目 東京都日野市万願寺６丁目４２－７



八王子マルベリーブリッジ 東京都八王子市旭町１０－２

八王子旭町 東京都八王子市旭町１３番２号

八王子由木中央 東京都八王子市越野３－１３

八王子横山町 東京都八王子市横山町２２－８

八王子横川東 東京都八王子市横川町４７５－１

八王子繊維工業団地 東京都八王子市下恩方町１１８５ー１

八王子館町 東京都八王子市館町２４９－１

東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町１１６３

八王子久保山１丁目 東京都八王子市久保山町１－９－１５４

元八王子 東京都八王子市元八王子町１－４４９

八王子元本郷町 東京都八王子市元本郷町１－２３－１

八王子高倉町 東京都八王子市高倉町６－１

八王子高倉南 東京都八王子市高倉町５０－４

八王子散田１丁目 東京都八王子市散田町１－１６－１０

八王子散田５丁目 東京都八王子市散田町５－２４－１６

八王子四谷町 東京都八王子市四谷町５０６－１

八王子小宮 東京都八王子市小宮町８５１－４

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

八王子石川中入口 東京都八王子市石川町１２３－１

八王子田島橋 東京都八王子市石川町４９０－１

八王子中央図書館前 東京都八王子市千人町３丁目２－１０

八王子榎木 東京都八王子市川口町１４７０－１

八王子川口町東 東京都八王子市川口町３７５４－１

西八王子駅南口 東京都八王子市台町４－４７

八王子大楽寺 東京都八王子市大楽寺町１４８－１

八王子弐分方町 東京都八王子市大楽寺町３３７－４

帝京大前 東京都八王子市大塚４８４－１

八王子谷野町 東京都八王子市谷野町２１０－９

八王子長沼町 東京都八王子市長沼町１３０５－１１

八王子長房町 東京都八王子市長房町１４６５番６

八王子北口 東京都八王子市東町１３－８

南大沢駅前 東京都八王子市南大沢２－２９

八王子八日町５丁目 東京都八王子市八日町５番１５

八王子堀之内３丁目 東京都八王子市堀之内３－２９－１

京王八王子駅前 東京都八王子市明神町２－２６－９

府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３

府中四谷２丁目 東京都府中市四谷２－３－７

府中若松町 東京都府中市若松町３丁目３－１３

府中若松町３丁目 東京都府中市若松町３丁目３６－２

府中小柳町２丁目 東京都府中市小柳町２－２９－２

府中是政１丁目 東京都府中市是政１ー１４ー５

府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中白糸台４丁目 東京都府中市白糸台４丁目８－３

武蔵野台駅南口 東京都府中市白糸台４丁目１７－２

府中白糸台５丁目 東京都府中市白糸台５丁目２８－４



府中八幡町 東京都府中市八幡町２－２－２

府中Ｊタワー前 東京都府中市美好町１－４－５

府中分梅町２丁目 東京都府中市分梅町２丁目１－１

府中分梅 東京都府中市分梅町３－６２－１

府中北山 東京都府中市北山町３－２３－１

府中緑町３丁目 東京都府中市緑町３－３３－８

武蔵村山伊奈平４丁目 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１番

武蔵村山学園５丁目 東京都武蔵村山市学園５－８－１

武蔵村山岸１丁目 東京都武蔵村山市岸１－１－１

武蔵村山残堀１丁目 東京都武蔵村山市残堀１－２７－１

武蔵村山大南１丁目 東京都武蔵村山市大南１丁目５２番１

武蔵村山大南公園 東京都武蔵村山市大南３－８２－１

吉祥寺通り東 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－２－１

吉祥寺東町１丁目 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１１－１８

武蔵野境５丁目 東京都武蔵野市境５－１－１７

吉祥寺井の頭公園入口 東京都武蔵野市御殿山１丁目４－１３

三鷹中央通り 東京都武蔵野市西久保１－６－２４

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７

武蔵野郵便局前 東京都武蔵野市中町３－３－６

福生熊川神社前 東京都福生市熊川６３８－１

福生牛浜駅東 東京都福生市熊川９４３－１

横田基地前 東京都福生市熊川１４１１－６

福生駅前東口 東京都福生市大字福生字奈賀７８１－１

東福生駅南 東京都福生市福生２１３１－１

横田第２ゲート 東京都福生市福生２２６２－１

立川一番町４丁目 東京都立川市一番町４丁目３９－３

立川幸町 東京都立川市幸町２－２８－１

立川高松町西 東京都立川市高松町３－２１－３

立川柴崎町２丁目 東京都立川市柴崎町２－３－１

立川南駅前 東京都立川市柴崎町３－６－２３

立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８

立川曙橋 東京都立川市曙町２丁目８番３０

ホテルエミシア東京立川 東京都立川市曙町２丁目１４－１６

立川武蔵砂川駅前 東京都立川市上砂町５－４８－２

立川砂川七番 東京都立川市柏町２－１５－２２

立川緑町 東京都立川市緑町６－５


