
　「ペコちゃん人形付きお菓子バッグ」取扱い店舗一覧

店名 住所

安曇野住吉 長野県安曇野市三郷温７０１６－５

長野県立こども病院前 長野県安曇野市豊科１４４７－１

豊科南穂高 長野県安曇野市豊科南穂高２６０８－１

明科七貴 長野県安曇野市明科七貴８８３０番地３９

塩尻牧野 長野県塩尻市宗賀本山５２７１－３

岡谷長地 長野県岡谷市長地源２丁目３１６８－１

岡谷湊５丁目 長野県岡谷市湊５丁目２０－１

下伊那松川 長野県下伊那郡松川町元大島１２５９

茅野市ちの 長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６

茅野米沢 長野県茅野市米沢字船久保３７５８－１

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

佐久中込駅前 長野県佐久市中込２－１２－１

佐久長土呂北 長野県佐久市長土呂字南下原７６０－１

臼田田口 長野県佐久市田口６２８９－１

浅科八幡 長野県佐久市八幡２４７－１

佐久野沢北 長野県佐久市野沢２８６－１

小諸三和１丁目 長野県小諸市三和１丁目３０２５番１４

松本梓川倭 長野県松本市梓川倭９２８－１

松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２

笹部 長野県松本市笹部２－２－２２

松本女鳥羽１丁目 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１

松本島内 長野県松本市島内４５９８－５

松本里山辺 長野県松本市里山辺１４２１番地１

信州中川村 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

箕輪中箕輪 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３３６７番地１

上田バイパス 長野県上田市上田１３５４－１

上田常田２丁目 長野県上田市常田２丁目１７－３

真田 長野県上田市真田町長６１２２－１

上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１

更埴雨宮 長野県千曲市雨宮２５９－１

戸倉若宮 長野県千曲市若宮１１０７－１

大町九日町 長野県大町市大字大町４２０４－１

大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１

中野市若宮 長野県中野市若宮１２２－１

信州中野 長野県中野市大字中野１７５３

安茂里駅西 長野県長野市安茂里小市１ー３ー３５

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５丁目 長野県長野市吉田５丁目１７－１７



長野石渡 長野県長野市大字石渡１８４－２

長野中央通り 長野県長野市南長野西後町１６２０

東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１

東部滋野 長野県東御市滋野乙２２８６－２

小海豊里 長野県南佐久郡小海町大字豊里１９３４－１

飯山静間 長野県飯山市大字静間字松尾７２０－６

飯山木島 長野県飯山市大字木島字道下６８２－１５

飯田川路駅前 長野県飯田市川路７５２２

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

西軽井沢 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口１６７１－１

木曽上松寝覚 長野県木曽郡上松町大字小川２３４１－１

店名 住所

甲州勝沼東雲 山梨県甲州市勝沼町休息１６１２－１

甲斐島上条 山梨県甲斐市島上条１６７９－６

竜王万才 山梨県甲斐市万才６－２７

甲府貢川アルプス通り 山梨県甲府市上石田１ー１４ー１８

甲府市城東４丁目 山梨県甲府市城東４丁目１３番７号

甲府相生 山梨県甲府市相生１－１５－２

甲府中央 山梨県甲府市中央１丁目１２番４６号

甲府中道橋 山梨県甲府市落合町１２０２－２

上野原四方津 山梨県上野原市四方津９７９－１

山梨田富 山梨県中央市西花輪９３

中央市布施 山梨県中央市布施１８１１

都留文大通り 山梨県都留市上谷６－９－２５

南アルプス小笠原 山梨県南アルプス市小笠原３７４－１

身延下山 山梨県南巨摩郡身延町下山２３１－２２２

忍野村内野 山梨県南都留郡忍野村内野５２４

河口湖駅東 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４７３５－１

店名 住所

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

滑川柳原 富山県滑川市柳原６５－１２

魚津吉島２丁目 富山県魚津市吉島２丁目１１０８

魚津釈迦堂１丁目 富山県魚津市釈迦堂１丁目１２－３

魚津インター 富山県魚津市本江字窪畑５４２

高岡駅南４丁目 富山県高岡市駅南４丁目１０番２９号

高岡戸出狼 富山県高岡市戸出町４丁目１－５

高岡佐野 富山県高岡市佐野９５２－３

高岡牧野大橋 富山県高岡市中曽根１１８２

黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１

上市町正印 富山県中新川郡上市町正印２９３－１



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

富山つばめ野 富山県富山市つばめ野１丁目３９

富山呉羽本町 富山県富山市呉羽町２４２３番地

富山荏原 富山県富山市向新庄２００－２８

富山四方荒屋 富山県富山市四方荒屋２６００

富山上飯野 富山県富山市上飯野字前田３４番３

富山城川原３丁目 富山県富山市城川原３丁目４番２３号

富山城址公園前 富山県富山市総曲輪２－１－１

富山中市 富山県富山市中市１丁目３－２

富山二口町４丁目 富山県富山市二口町４丁目４－１０

富山豊田本町１丁目 富山県富山市豊田本町１丁目９－３

富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１

富山堀川本郷 富山県富山市堀字砂田割１５－１２

店名 住所

かほく白尾インター 石川県かほく市白尾ル１４－３

加賀別所口 石川県加賀市山代温泉南町１８番１

加賀岡町 石川県加賀市大聖寺岡町ハ１３番地

金沢吉原町 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

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

金沢鳴和台 石川県金沢市鳴和台１１１

七尾古府町 石川県七尾市古府町る３－１

七尾和倉温泉 石川県七尾市石崎町香島１－２３－１

小松矢崎町 石川県小松市今江町ツ１２１－５

白山村井町 石川県白山市村井町６８０番１

白山八ツ矢町 石川県白山市八ツ矢町６１７－１

店名 住所

越前塚町 福井県越前市横市町４字３－１

春江町為国 福井県坂井市春江町為国２３字６－１

敦賀中央町２丁目 福井県敦賀市中央町２丁目１０－２７

敦賀２７号線 福井県敦賀市長沢４９号１０番

福井つくし野 福井県福井市定正町１３１４番

店名 住所

伊東八幡野 静岡県伊東市八幡野１１８７ー１

伊豆の国大仁東 静岡県伊豆の国市大仁７０－１

伊豆修善寺瓜生野 静岡県伊豆市瓜生野１２８－１

伊豆市土肥 静岡県伊豆市土肥２９０８－３

伊豆市土肥馬場 静岡県伊豆市土肥７００番地

下田白浜 静岡県下田市白浜字大浜２７３２－７

伊豆稲取 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１６４２－１



掛川水垂 静岡県掛川市御所原１１ー１５

掛川国安 静岡県掛川市国安９４番１

掛川本郷 静岡県掛川市本郷２４８－５

湖西太田 静岡県湖西市太田１１０－７

湖西白須賀 静岡県湖西市白須賀３９８５ー２８３７

湖西スズキ工場前 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

御殿場川島田 静岡県御殿場市川島田字山神所１４８９－２

御殿場二枚橋 静岡県御殿場市東田中５５６番地１

御殿場かまど 静岡県御殿場市竈８４０－１

三島北上 静岡県三島市徳倉１００５－１１

駿東小山町菅沼 静岡県駿東郡小山町菅沼１８４３－１

沼津本郷 静岡県沼津市御幸町２３－３０

焼津下江留 静岡県焼津市下江留字中９５２－１

焼津大島 静岡県焼津市大島字上５９７

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

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

裾野バイパス北 静岡県裾野市御宿１０８９－１

裾野二ツ屋 静岡県裾野市佐野１５９１－６

裾野平松 静岡県裾野市平松５９３－３

静岡安東３丁目 静岡県静岡市葵区安東３丁目７番３０号

静岡本通４丁目 静岡県静岡市葵区屋形町２５

静岡沓谷６丁目 静岡県静岡市葵区沓谷６－８－５

静岡新伝馬 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目１２－２５

静岡瀬名６丁目 静岡県静岡市葵区瀬名６－８－１２

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

静岡丸子北 静岡県静岡市駿河区丸子６丁目８－２０

静岡宮竹１丁目 静岡県静岡市駿河区宮竹１丁目１１－９

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

静岡駅南口 静岡県静岡市駿河区南町１３番２１号

静岡登呂ＳＳ 静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０

清水江尻東１丁目 静岡県静岡市清水区江尻東１丁目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

清水村松原 静岡県静岡市清水区村松原３丁目１２０８

清水大坪２丁目 静岡県静岡市清水区大坪２丁目５番２８号

清水中矢部町 静岡県静岡市清水区中矢部町２－７

清水辻１丁目 静岡県静岡市清水区辻１丁目９－１１

清水梅ヶ谷 静岡県静岡市清水区梅ケ谷１２－４

清水八木間 静岡県静岡市清水区八木間町４２３

清水堀込 静岡県静岡市清水区堀込３１－１



袋井北浅羽 静岡県袋井市浅羽３５７－１

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

函南柏谷 静岡県田方郡函南町平井字鍛治屋窪７１７番１６

島田金谷河原 静岡県島田市金谷栄町３５３５－１

島田向谷１丁目 静岡県島田市向谷１丁目８４７－５

島田船木 静岡県島田市船木字庚申塚下１－１

藤枝高柳２丁目 静岡県藤枝市高柳２－１４－１８

藤枝前島 静岡県藤枝市前島２丁目６番１５号

磐田元天神 静岡県磐田市見付字元天神１６８７－３

磐田高木 静岡県磐田市高木１９－１

磐田国府台 静岡県磐田市国府台２３－４７

磐田小島 静岡県磐田市小島７８０－１

浜松伊左地北 静岡県浜松市西区伊左地町２２７０－１０

浜松大久保 静岡県浜松市西区大久保町４５０３－１

浜松葵東２丁目 静岡県浜松市中区葵東２丁目１－１

浜松曳馬６丁目 静岡県浜松市中区曳馬６丁目１３－２０

浜松向宿 静岡県浜松市中区向宿３－２－１５

浜松成子町 静岡県浜松市中区成子町６３－３

浜松イーストタウン 静岡県浜松市中区板屋町５７１番地

天竜二俣町阿蔵 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１００

浜松流通元町 静岡県浜松市東区下石田町３７１－１

浜松豊西 静岡県浜松市東区恒武町８５９

きらりタウン浜北 静岡県浜松市東区半田町７２６－５

浜松アリーナ前 静岡県浜松市東区和田町４２７

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

浜北横須賀 静岡県浜松市浜北区横須賀１２８

浜北小松東 静岡県浜松市浜北区小松４６３０－３

浜北中瀬 静岡県浜松市浜北区中瀬２５７１－１

浜北尾野 静岡県浜松市浜北区尾野２０２－１

浜松三方原東 静岡県浜松市北区三方原町９０３－５

浜松東三方町 静岡県浜松市北区東三方町１９８－５

富士宮下条 静岡県富士宮市下条９４－１

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

富士宮西町 静岡県富士宮市西町１７－３

富士宮万野原 静岡県富士宮市万野原新田３０６３－１

富士宮淀川町 静岡県富士宮市淀川町３３－１４

富士市横割 静岡県富士市横割２丁目１－１

富士市吉原 静岡県富士市吉原５丁目２－１

富士バイパス 静岡県富士市五貫島１１５－１



富士市荒田島 静岡県富士市荒田島町１０番２７号

富士市一色 静岡県富士市今泉３００５

富士市松岡 静岡県富士市松岡１１３８－７

富士市須津 静岡県富士市増川４６１－３

新東名新富士インター 静岡県富士市大淵第２東名ＩＣ周辺土地区画整理事業仮換地６

富士市三ツ倉 静岡県富士市中野６０４－１

牧之原細江西 静岡県牧之原市細江４５３４－１

牧之原地頭方 静岡県牧之原市地頭方５０５－２

店名 住所

あま木田 愛知県あま市木田五反田１００番３

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

安城住吉町 愛知県安城市住吉町７丁目３７番５

安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１

一宮貴船町３丁目 愛知県一宮市貴船町３丁目１番１

一宮小信新田前 愛知県一宮市小信中島字新田前８０番地１

稲沢駅前２丁目 愛知県稲沢市駅前２丁目２４－３

稲沢下津大門町 愛知県稲沢市下津大門町１０１－１

稲沢平和町下起南 愛知県稲沢市平和町下起南２２４－２

岡崎上六名 愛知県岡崎市上六名３丁目１２－８

幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１

岩倉駅東口 愛知県岩倉市本町一丁田２７－２

岩倉野寄町 愛知県岩倉市野寄町西海道２３番地

高浜八幡町 愛知県高浜市八幡町４－３－３

春日井宮町 愛知県春日井市宮町３丁目１０番１

春日井高森台 愛知県春日井市高森台１０丁目２番地５

春日井篠木町７丁目 愛知県春日井市篠木町７丁目６－１

春日井勝川町１０丁目 愛知県春日井市勝川町１０丁目２－１

春日井松河戸インター西 愛知県春日井市松河戸町３－１１－４

春日井八田町 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

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

小牧駅前 愛知県小牧市中央２丁目１６１番

小牧本庄 愛知県小牧市本庄２００６

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

一色味浜 愛知県西尾市一色町中外沢上大割３３－１

西尾下羽角町 愛知県西尾市下羽角町大縄２７－４

西尾巨海町 愛知県西尾市巨海町泉田１６

西尾住崎町 愛知県西尾市住崎町出崎１１－３

大府江端町 愛知県大府市江端町２丁目１７

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



阿久比宮津団地 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字富士塚７３番２

津島昭和町 愛知県津島市昭和町２丁目２３番地

東海市富貴ノ台 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１番地

東海市富木島山中 愛知県東海市富木島町山中１２６－１

ＮＢＳプライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

半田向山町 愛知県半田市向山町２－５４－４

半田青山 愛知県半田市青山１丁目３－６

半田有楽町 愛知県半田市有楽町６丁目１１０－１

尾張旭狩宿新町 愛知県尾張旭市狩宿新町１丁目２－２

尾張旭東本地ヶ原町 愛知県尾張旭市東本地ヶ原町３－１００

碧南市役所前 愛知県碧南市向陽町４丁目２６

碧南荒居町 愛知県碧南市荒居町３丁目１３番１

豊橋広小路２丁目 愛知県豊橋市広小路２丁目９－１

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

豊橋南大清水町 愛知県豊橋市南大清水町字元町２７７－１

豊橋白河町 愛知県豊橋市白河町８６番

豊橋老松町 愛知県豊橋市老松町１５５番

三河一宮 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８

豊川桜町 愛知県豊川市桜町１－３－９

豊川三蔵子町 愛知県豊川市三蔵子町一里塚３０－４

豊川当古町 愛知県豊川市当古町本郷１０６番地

豊川竹下 愛知県豊川市八幡町亀が坪７９

名古屋高木町４丁目 愛知県名古屋市港区高木町４丁目１－１

名古屋半僧坊 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂５０番５

名古屋白金２丁目 愛知県名古屋市昭和区白金２丁目４０１

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

名古屋八筋町 愛知県名古屋市西区八筋町２５３

名古屋茶屋が坂 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂１－８０１

名古屋中花町 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋服部３丁目 愛知県名古屋市中川区服部３－５０２

名古屋椿町 愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号

名古屋名駅４丁目 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４番８号

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３丁目 愛知県名古屋市天白区植田３丁目６０２

名古屋豊田１丁目 愛知県名古屋市南区豊田１－１９－４９

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

名古屋味鋺 愛知県名古屋市北区楠味鋺５ー２２０９

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

名古屋滝ノ水５丁目 愛知県名古屋市緑区滝ノ水４－１８１５

名古屋徳重 愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５



店名 住所

岐南町三宅４丁目 岐阜県羽島郡岐南町三宅４－９７－１

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

羽島竹鼻町狐穴 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３０３６－１

羽島竹鼻町蜂尻 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻１１４－１

可児川合 岐阜県可児市川合字寺田１８０番

可児土田 岐阜県可児市土田６番地

各務原蘇原吉野町３丁目 岐阜県各務原市蘇原吉野町３丁目４２番地

関市下有知北 岐阜県関市下有知５２６５－１

関市小屋名 岐阜県関市小屋名字神明前１３２２番１

岐阜岩滝 岐阜県岐阜市岩滝西２丁目１７６－２

岐阜琴塚３丁目 岐阜県岐阜市琴塚３丁目２４番６

岐阜東栄町 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜明徳町 岐阜県岐阜市明徳町１－１

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

瑞浪山田町 岐阜県瑞浪市山田町９００－１

多治見笠原町神戸 岐阜県多治見市笠原町２８０２－４

大垣静里町 岐阜県大垣市静里町字栄町１５０番地１

中津川工業団地 岐阜県中津川市茄子川１６４６－１２

北方町春来３丁目 岐阜県本巣郡北方町春来町３丁目７１－２

店名 住所

伊賀東条 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

伊勢市勢田町 三重県伊勢市勢田町字杉谷４３２番６

伊勢市中村町 三重県伊勢市中村町７３５－１

東員インター 三重県員弁郡東員町長深２１７８－１

亀山菅内町 三重県亀山市菅内町１４６２番１

桑名外堀 三重県桑名市外堀１７３番地

桑名城山台 三重県桑名市城山台６５番

桑名中央町 三重県桑名市中央町５丁目５３－１

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

四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１

四日市日永西３丁目 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

松阪高町 三重県松阪市高町２４３番１

松阪大黒田町北 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５

津市一志町田尻 三重県津市一志町田尻字板垣５８６－８

津市久居新町 三重県津市久居新町１００４－１

津市久居明神町 三重県津市久居明神町字風早２１８８番３

津市上浜町３丁目 三重県津市上浜町３丁目６７－３

鈴鹿磯山３丁目 三重県鈴鹿市磯山３丁目１５６５番１

鈴鹿岡田１丁目 三重県鈴鹿市岡田１丁目１２１－５



鈴鹿江島町 三重県鈴鹿市江島町字亀池６３１

鈴鹿寺家町 三重県鈴鹿市寺家町字新改１５２９－１

鈴鹿大池 三重県鈴鹿市大池３丁目１７８４番１

鈴鹿白子駅前 三重県鈴鹿市白子駅前１４－７

店名 住所

茨木五十鈴町 大阪府茨木市五十鈴町５－２８

茨木豊原町 大阪府茨木市豊原町３－１

三日市町駅前 大阪府河内長野市三日市町６９番１

河内長野南花台 大阪府河内長野市南花台３－６－１

河内長野木戸３丁目 大阪府河内長野市木戸３丁目２７番１４号

貝塚東山 大阪府貝塚市東山７丁目１－１２

貝塚麻生中 大阪府貝塚市麻生中１０７０番１

岸和田下松町 大阪府岸和田市下松町４丁目２番１１号

岸和田作才町１丁目 大阪府岸和田市作才町１丁目５番１４号

岸和田真上町 大阪府岸和田市真上町３０７－１

交野私部４丁目 大阪府交野市私部４丁目２８－９

交野倉治７丁目 大阪府交野市倉治７丁目５１－２９

高石取石７丁目 大阪府高石市取石７丁目１－５５

高槻病院前 大阪府高槻市古曽部町１－７－５

高槻高槻町 大阪府高槻市高槻町１２－２３

高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０

高槻野田２丁目 大阪府高槻市野田２丁目２６－２

堺向陵中町５丁 大阪府堺市堺区向陵中町５丁４－１１

堺大鳥大社前 大阪府堺市西区鳳中町６丁２０９番１

堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３

堺楢葉 大阪府堺市中区楢葉１４８－１

堺菅生 大阪府堺市美原区菅生８８４

堺黒山 大阪府堺市美原区多治井２４６番６

堺長曽根町南 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－２５

堺北花田 大阪府堺市北区東浅香山町４丁６

島本町山崎４丁目 大阪府三島郡島本町山崎４丁目１－１

守口京阪本通１丁目東 大阪府守口市京阪本通１丁目２８番

守口金田町２丁目 大阪府守口市金田町２丁目２８５－８

松原上田１丁目 大阪府松原市上田１丁目１１番９号

松原天美東２丁目 大阪府松原市天美東２丁目５５－１

松原田井城 大阪府松原市田井城６－３２４－２

寝屋川黒原新町 大阪府寝屋川市黒原新町１－１１

寝屋川昭栄町 大阪府寝屋川市昭栄町１０番２１号

寝屋川寝屋 大阪府寝屋川市寝屋１－３５－１

寝屋川対馬江東町 大阪府寝屋川市対馬江東町４１５番１

寝屋川池田旭町 大阪府寝屋川市池田旭町２３－１７

吹田岸部中４丁目 大阪府吹田市岸部中４丁目２５－３



吹田元町 大阪府吹田市元町３３番７号

モノウェル万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園内

ハートインＪＲ吹田駅東改札口 大阪府吹田市朝日町１－１

泉大津池浦１丁目 大阪府泉大津市池浦町１丁目１４－１

泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１

大阪阿倍野筋５丁目 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目９－３０

大阪昭和町駅前 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番１号

ＪＲ鶴ヶ丘駅前 大阪府大阪市阿倍野区西田辺２丁目７８－３

大阪西田辺駅東 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目２－１

大阪西田辺町１丁目 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１丁目１８－５

大阪港晴３丁目 大阪府大阪市港区港晴３丁目１－１４

大阪三先１丁目 大阪府大阪市港区三先１丁目１－１６

大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

大阪苅田２丁目 大阪府大阪市住吉区苅田２丁目１５－３

大阪御崎８丁目 大阪府大阪市住之江区御崎８－７－２

大阪関目５丁目 大阪府大阪市城東区関目５－５－８

大阪関目６丁目 大阪府大阪市城東区関目６丁目１５－２６

大阪玉出駅東 大阪府大阪市西成区玉出中２丁目１６－１７

西淀川税務署前 大阪府大阪市西淀川区野里２丁目１１－１３

大阪三軒家東５丁目 大阪府大阪市大正区三軒家東５－６－１

大阪千島１丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２８－８

大阪高津３丁目 大阪府大阪市中央区高津３丁目１４番３０号

大阪南船場４丁目 大阪府大阪市中央区南船場４－６－２０

大阪横堤３丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤３丁目９－２８

大阪今津中１丁目 大阪府大阪市鶴見区今津中１－４－３３

大阪緑１丁目 大阪府大阪市鶴見区緑１丁目２－２３

大阪上本町６丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９ー１７

大阪鶴橋駅西 大阪府大阪市天王寺区味原町１５－１６

大阪今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目５－２６

大阪今川８丁目 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目１番２０号

大阪住道矢田５丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田５丁目２番１８号

大阪住道矢田８丁目 大阪府大阪市東住吉区住道矢田８丁目１４番１号

大阪西今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目１１－１６

東住吉中野４丁目 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目８－１９

大阪玉津２丁目 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１７番１７号

大阪深江北２丁目 大阪府大阪市東成区深江北２－９－２８

ハートインビエラ玉造 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１１－４２

大阪大桐２丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐２－１－７

ＪＲ野田駅南 大阪府大阪市福島区吉野３－２－２

大阪福島２丁目 大阪府大阪市福島区福島２丁目１０－１９

大阪加美北６丁目 大阪府大阪市平野区加美北６丁目５－１７

大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３



大阪長吉長原２丁目 大阪府大阪市平野区長吉長原２丁目１１－１２

大阪背戸口４丁目 大阪府大阪市平野区背戸口４丁目８－２２

大阪平野西４丁目 大阪府大阪市平野区平野西４丁目９－１９

大阪紅梅町 大阪府大阪市北区紅梅町１－７

大阪西天満４丁目 大阪府大阪市北区西天満４丁目６－１８

大阪天六東 大阪府大阪市北区天神橋６丁目３－２４

アントレマルシェ大阪 大阪府大阪市北区梅田３－１－１

大阪本庄西１丁目 大阪府大阪市北区本庄西１－８－６

大阪本庄西２丁目 大阪府大阪市北区本庄西２丁目１－２４

大阪加島３丁目 大阪府大阪市淀川区加島３丁目６－２３

三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１

東三国御堂筋 大阪府大阪市淀川区東三国２丁目３４－４

大阪東三国４丁目 大阪府大阪市淀川区東三国４丁目２４－７

浪速日本橋西 大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目２番１９号

大東新田北町 大阪府大東市新田北町９１－１

東大阪荒本北２丁目 大阪府東大阪市荒本北２丁目２番３号

近鉄河内永和駅前 大阪府東大阪市高井田元町１－１－２７

東大阪若江北町２丁目 大阪府東大阪市若江北町２丁目９－２４

東大阪西岩田１丁目 大阪府東大阪市西岩田１丁目４－１５

近鉄布施駅南 大阪府東大阪市足代３－１－１

東大阪中新開１丁目 大阪府東大阪市中新開１－７－１９

東大阪菱屋東２丁目 大阪府東大阪市菱屋東２丁目３番２５号

藤井寺大井４丁目 大阪府藤井寺市大井４丁目１７－２８

藤井寺東藤井寺町 大阪府藤井寺市東藤井寺町１１番２１号

柏原上市４丁目 大阪府柏原市上市４丁目３－１２

柏原大県４丁目 大阪府柏原市大県４－１７－１

八尾水越東 大阪府八尾市大竹１丁目８５

八尾南太子堂２丁目 大阪府八尾市南太子堂２丁目１－５４

八尾南本町１丁目 大阪府八尾市南本町１－９－３

八尾柏村町３丁目 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

富田林西口 大阪府富田林市甲田１丁目１－３２

富田林川向町 大阪府富田林市川向町８番２号

富田林彼方 大阪府富田林市彼方１０００－１

豊中稲津町１丁目 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７

モノウェル千里中央 大阪府豊中市新千里東町１－５－４

豊中千成町 大阪府豊中市千成町３－２－１１

豊中曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１－１０－３

枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０

枚方山之上２丁目 大阪府枚方市山之上２ー１６ー１１

枚方船橋本町 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３

枚方村野西町 大阪府枚方市村野西町２－１０

枚方長尾荒阪２丁目 大阪府枚方市長尾荒阪２丁目２８９１－３



枚方田口４丁目 大阪府枚方市田口４丁目５０－１０

箕面西小路 大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２

箕面船場東 大阪府箕面市船場東２丁目１－２０

和泉小田町 大阪府和泉市小田町４７９－１

和泉府中町７丁目 大阪府和泉市府中町７丁目６８番１

店名 住所

龍野片山 兵庫県たつの市龍野町片山２４１－１

芦屋打出駅南 兵庫県芦屋市打出町１－１５

芦屋東山町 兵庫県芦屋市東山町６－１２

伊丹荒牧７丁目 兵庫県伊丹市荒牧７丁目１１－７

伊丹昆陽南 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目９－１

伊丹南本町７丁目 兵庫県伊丹市南本町７丁目２－３

稲美中村 兵庫県加古郡稲美町中村１７１５－１

加古川神野町 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川一色 兵庫県加古川市平岡町一色５９４－３

加古川別府新野辺 兵庫県加古川市別府町新野辺３０１１

加東上滝野 兵庫県加東市上滝野２５８－１

中国道社ＰＡ上り 兵庫県加東市藤田７３９－４１

三田西山２丁目 兵庫県三田市西山２丁目７３番１

三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４

洲本下加茂 兵庫県洲本市下加茂１丁目６２６

神戸押部谷西盛 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛５５１－１

神戸王塚台１丁目 兵庫県神戸市西区王塚台１丁目１４７

神戸池上４丁目 兵庫県神戸市西区池上４丁目９－１

神戸竜が岡 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸三宮旭通 兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１ー１

神戸元町駅西 兵庫県神戸市中央区元町通３－１２－１

神戸御幸通６丁目 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１０

神戸長田神社前 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸御屋敷通３丁目 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３丁目２－１

神戸魚崎北町５丁目 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町５丁目６－２５

神戸ＪＲ住吉駅前 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２

神戸北青木４丁目 兵庫県神戸市東灘区北青木４丁目２５－２６

神戸灘六甲道駅前 兵庫県神戸市灘区永手町５丁目２番２６号

阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸六甲登山口 兵庫県神戸市灘区曾和町３丁目２－２

神戸若葉台３丁目 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２

神戸有野町岡場 兵庫県神戸市北区有野町有野４１０４－１１

西宮花園町 兵庫県西宮市花園町１－３１

甲子園浦風町 兵庫県西宮市甲子園浦風町４ー１

西宮甲子園八番町 兵庫県西宮市甲子園八番町５－２０

西宮高木西町 兵庫県西宮市高木西町２９－１３



西宮下山口５丁目 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１３－３５

西宮上山口 兵庫県西宮市山口町上山口１－１８－２２

西宮深津町 兵庫県西宮市深津町３－２

阪神西宮駅南 兵庫県西宮市田中町５－３

西宮柳本町 兵庫県西宮市柳本町１０－２１

丹波氷上町 兵庫県丹波市柏原町母坪４２３番１

淡路中田 兵庫県淡路市中田２９５７－３

尼崎稲葉荘４丁目 兵庫県尼崎市稲葉荘４丁目３番２３号

尼崎昭和通７丁目 兵庫県尼崎市昭和通７丁目２４１ー３

尼崎上坂部３丁目 兵庫県尼崎市上坂部３丁目２０８番

尼崎大西町２丁目 兵庫県尼崎市大西町２丁目１６－２１

阪急塚口駅北 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１２－１２

阪急塚口駅東 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目６－１

阪急塚口駅南 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１６番４号

尼崎浜田町２丁目 兵庫県尼崎市浜田町２丁目８０番

尼崎武庫元町 兵庫県尼崎市武庫元町２丁目１４－３

尼崎名神町２丁目 兵庫県尼崎市名神町２丁目３番２８号

姫路古二階町 兵庫県姫路市古二階町１２５番１

姫路広畑小松町 兵庫県姫路市広畑区小松町２丁目６４番地

姫路津田公園南 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１２９－２

姫路南駅前町 兵庫県姫路市南駅前町１０４

姫路南条 兵庫県姫路市南条６３０番地

姫路北条 兵庫県姫路市北条１丁目８３－５

宝塚宮の町 兵庫県宝塚市宮の町１０－３

明石魚住駅前 兵庫県明石市魚住町錦が丘４丁目５－７

明石魚住住吉 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１１番１

ハートインプリコ西明石 兵庫県明石市小久保２－７－２０

明石相生町１丁目 兵庫県明石市相生町１丁目１０－９

店名 住所

綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１

亀岡中矢田 京都府亀岡市古世町芝原４２番１

西院春日通六角 京都府京都市右京区西院上花田町２６－１

京都太秦大映通 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６

京都山科今屋敷町 京都府京都市山科区西野今屋敷町６－６

京都山科百々町 京都府京都市山科区西野山百々町２０９

二条城北 京都府京都市上京区下立売千本東入ル下ル中務町４８６番２０

京都樫原水築町 京都府京都市西京区樫原水築町７番２

夷川柳馬場 京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル５丁目２３７

京都中久世４丁目 京都府京都市南区久世中久世町４丁目１４－１

京都久我森の宮町 京都府京都市伏見区久我森の宮町１４－１

伏見大手筋 京都府京都市伏見区東大手町７７５

京都伏見寝小屋町 京都府京都市伏見区南寝小屋町１２番地



伏見北端町 京都府京都市伏見区北端町５０番

京都上賀茂朝露ケ原町 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町２２番地３

城陽平川 京都府城陽市平川横道８６

八幡五反田 京都府八幡市八幡五反田２０－１

舞鶴北吸 京都府舞鶴市北吸１０４５－１３

福知山荒河東 京都府福知山市荒河東町１２１

福知山駅前町 京都府福知山市末広町２－３

店名 住所

安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

近江八幡土田町 滋賀県近江八幡市土田町８１１

栗東中央 滋賀県栗東市上鈎１６７番１

栗東綣 滋賀県栗東市綣９丁目１３－１３

甲賀大原市場 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場８９３

水口町松尾 滋賀県甲賀市水口町水口６９２－７

守山石田町 滋賀県守山市石田町５９９－３

草津大路２丁目 滋賀県草津市大路２丁目１２－１１

草津平井町 滋賀県草津市平井１丁目１０－２

キヨスクＪＲ瀬田駅改札口 滋賀県大津市大萱１丁目１０番

野洲妙光寺 滋賀県野洲市妙光寺２９６－１

店名 住所

田原本鍵 奈良県磯城郡田原本町鍵１２３－１

橿原忌部町 奈良県橿原市曽我町２６－２

明日香御園 奈良県高市郡明日香村御園６９－１

明日香川原 奈良県高市郡明日香村川原１３９－１

平群平等寺 奈良県生駒郡平群町平等寺６－１

大和郡山下三橋 奈良県大和郡山市下三橋町１６７－１０

近鉄郡山駅前 奈良県大和郡山市朝日町５２０－３１

大和高田三倉堂南 奈良県大和高田市西三倉堂１丁目６番２４号

大和高田日之出町 奈良県大和高田市日之出町１５－１

奈良押熊町 奈良県奈良市押熊町１４７２番１

奈良三条町 奈良県奈良市三条町４７５番１

ＫＯＹＯ奈良県総合医療センター 奈良県奈良市七条西町２丁目８９７－５

奈良般若寺町 奈良県奈良市般若寺町２７４－３

店名 住所

岩出清水 和歌山県岩出市清水字太刀焼４６２－１

橋本隅田町 和歌山県橋本市垂井７１－１

有田初島 和歌山県有田市初島町里２１１７－１

和歌山黒田 和歌山県和歌山市黒田１７７番７

和歌山太田 和歌山県和歌山市太田字神ノ畔１４４番地

和歌山パームシティ前 和歌山県和歌山市土入１６８－２５

和歌山川永団地 和歌山県和歌山市島字東嶋９８－１

ハートインＪＲ和歌山駅中央口 和歌山県和歌山市美園町５－６１



店名 住所

倉吉生田 鳥取県倉吉市生田４６３－４

ＫＯＹＯ鳥取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津７３０

鳥取千代水３丁目 鳥取県鳥取市千代水３丁目１２３

鳥取千代水４丁目 鳥取県鳥取市千代水４丁目１１番

鳥取布勢 鳥取県鳥取市布勢字河徳３２８－１

米子角盤町２丁目 鳥取県米子市角盤町２丁目１１１

米子旗ヶ崎７丁目 鳥取県米子市旗ヶ崎７丁目１１番１８号

米子車尾南１丁目 鳥取県米子市車尾南１丁目４５０番２

米子日原 鳥取県米子市日原８０４番３

店名 住所

江津和木 島根県江津市和木町６０６－２６

出雲長浜 島根県出雲市西園町字長配２７１－１

出雲平田町薮崎 島根県出雲市平田町薮崎１５８３

松江春日 島根県松江市黒田町７７－１

松江宍道大森 島根県松江市宍道町佐々布７２１－１

松江宍道町昭和 島根県松江市宍道町昭和２４番

松江千鳥町 島根県松江市千鳥町７８番地１

浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５

浜田新町 島根県浜田市新町５４－１

店名 住所

井原上出部町 岡山県井原市上出部町５１１

岡山中井 岡山県岡山市中区中井４丁目２２－２９

岡山長利 岡山県岡山市中区長利３１１－１

岡山門田屋敷４丁目 岡山県岡山市中区門田屋敷４丁目１－１５

岡山浦安南町 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山浦安本町北 岡山県岡山市南区浦安本町３４０－１

岡山植松 岡山県岡山市南区植松５８０－１

岡山バイパス豊成 岡山県岡山市南区豊成３－４－１０３

ハートインＪＲ岡山駅地下改札口 岡山県岡山市北区駅元町１－１

岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

岡山東古松南 岡山県岡山市北区東古松南町１－１４

笠岡吉浜 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

笠岡インター 岡山県笠岡市小平井１７５６－５

玉野宇野１丁目 岡山県玉野市宇野１丁目２１－１０

玉野田井３丁目 岡山県玉野市田井３丁目２９－１６

玉野東高崎 岡山県玉野市東高崎２５－３６

玉野迫間 岡山県玉野市迫間１４４－１

玉野和田５丁目 岡山県玉野市和田５ー１７ー２４

矢掛江良 岡山県小田郡矢掛町江良２４９０－２

矢掛東町 岡山県小田郡矢掛町矢掛１８７８

久世草加部 岡山県真庭市久世３２４７－２



落合福田 岡山県真庭市福田３５５－２９

久世インター 岡山県真庭市目木１７９５－１

里庄町里見 岡山県浅口郡里庄町大字里見９２７１－２

鴨方インター 岡山県浅口市鴨方町鴨方１５３５－１

倉敷亀島２丁目 岡山県倉敷市亀島２ー２４ー２１

倉敷宮前 岡山県倉敷市宮前５７４－２

倉敷玉島１丁目 岡山県倉敷市玉島１丁目５－１

倉敷玉島乙島 岡山県倉敷市玉島乙島７２８１－６

倉敷玉島勇崎 岡山県倉敷市玉島勇崎７４５－１

倉敷児島山際 岡山県倉敷市児島下の町４丁目１３－３７

倉敷児島小川３丁目 岡山県倉敷市児島小川３丁目４－７

倉敷市立短大前 岡山県倉敷市児島稗田町８０５－３

倉敷児島柳田町 岡山県倉敷市児島柳田町１６７－１

新倉敷駅前３丁目 岡山県倉敷市新倉敷駅前３丁目８５

倉敷新田 岡山県倉敷市新田２６６８－１

真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

倉敷水島相生町 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１

倉敷川入 岡山県倉敷市川入８３９－４

倉敷茶屋町 岡山県倉敷市茶屋町１６１４－３

倉敷商業高校西 岡山県倉敷市白楽町５５６ー２６

総社種井 岡山県総社市種井１３９番１

津山院庄 岡山県津山市院庄字毘沙門西１０１５

津山河辺 岡山県津山市河辺１１５７番１

津山高野本郷 岡山県津山市高野本郷２５１１

津山国分寺 岡山県津山市国分寺１３８

津山山下 岡山県津山市山下５７－１

津山小原 岡山県津山市小原１５１－４

津山二宮 岡山県津山市二宮１９２０－１１

早島町 岡山県都窪郡早島町早島３２９２－１

美作中尾 岡山県美作市中尾字半田７番１

店名 住所

広島上根バイパス 広島県安芸高田市八千代町上根１０７２－２

呉市阿賀中央 広島県呉市阿賀中央３丁目１－８－１０１

安芸音戸畑 広島県呉市音戸町畑３丁目５－７

呉市広中町 広島県呉市広中町１１－２１

呉焼山中央３丁目 広島県呉市焼山中央３ー１７－６８

呉西中央 広島県呉市西中央３－１－１４

広島川尻 広島県呉市川尻町東１－２７－２０

呉体育館前 広島県呉市中央５丁目１－２９

呉市苗代 広島県呉市苗代町字上条２６９－１



広島山本１丁目 広島県広島市安佐南区山本１丁目９－１

広島上安２丁目 広島県広島市安佐南区上安２丁目３７－２４

広島中須 広島県広島市安佐南区大町東１－１７－３

広島緑井５丁目 広島県広島市安佐南区緑井５丁目１８－３４

広島飯室 広島県広島市安佐北区安佐町飯室１６６５ー３

広島可部郵便局前 広島県広島市安佐北区可部４丁目１－３０

広島上深川町 広島県広島市安佐北区上深川町７８６－４

広島五日市駅前 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２

広島五日市利松北 広島県広島市佐伯区五日市大字石内字勝負迫６８８４－７

広島石内バイパス 広島県広島市佐伯区五日市町石内４１６７

広島五日市新宮苑 広島県広島市佐伯区新宮苑１２－１

広島五日市千同 広島県広島市佐伯区千同１丁目２３－１

広島八幡東３丁目 広島県広島市佐伯区八幡東３丁目２９－４６－３

広島横川新橋西 広島県広島市西区横川町１丁目１１－２５

広島横川駅北口 広島県広島市西区三篠町１ー１２ー１３

広島草津梅が台 広島県広島市西区草津梅が台７－１７

広島打越町 広島県広島市西区打越町４番１

広島東観音 広島県広島市西区東観音町２６－１６

広島加古町 広島県広島市中区加古町５番９号

広島県庁前 広島県広島市中区基町１１－１０

広島紙屋町シャレオ 広島県広島市中区基町地下街１０１号

広島舟入中町 広島県広島市中区舟入中町１２－３

広島上八丁堀 広島県広島市中区上八丁堀７－１

広島温品１丁目 広島県広島市東区温品１丁目８－１

広島福田 広島県広島市東区福田６ー２１０１ー１

広島県病院西 広島県広島市南区宇品神田１－１－１６

広島京橋東 広島県広島市南区京橋町９－２１

広島広大病院前 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０

ハートインエキエ広島 広島県広島市南区松原町２－３７

広島東雲３丁目 広島県広島市南区東雲３ー６ー６

広島江田島町 広島県江田島市江田島町江南１－２４－６

江田島大柿町 広島県江田島市大柿町柿浦２２１１

江田島小古江 広島県江田島市大柿町小古江字桜１８０１－１

三原宮浦 広島県三原市宮浦６丁目１６－３０

三原須波 広島県三原市須波１丁目２１－１０

本郷駅東 広島県三原市本郷南３丁目２９番２４号

三次巴橋西 広島県三次市三次町１３１８－５

三次塩町 広島県三次市志幸町３１ー４

三次東酒屋町 広島県三次市東酒屋町５２２－１

広島千代田インター 広島県山県郡北広島町有田６６２

東広島西高屋 広島県東広島市高屋町中島５０２－４

東広島志和堀 広島県東広島市志和町志和堀字青木３５３７－１



東広島三永 広島県東広島市西条町大字上三永１８６９

東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

東広島八本松米満 広島県東広島市八本松町米満５０１－１

広島河津原 広島県廿日市市河津原８４８

広島宮島口 広島県廿日市市宮島口１－１２－３

廿日市串戸４丁目 広島県廿日市市串戸４丁目４－１１

廿日市大野沖塩屋 広島県廿日市市大野沖塩屋２丁目１５８６－１７４

廿日市大野中央 広島県廿日市市大野中央４丁目４－２２

廿日市阿品 広島県廿日市市福面２－４－２

尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道土堂 広島県尾道市土堂１ー１７ー１６

備後府中高木町 広島県府中市高木町３６７－１

府中上下 広島県府中市上下町上下５１５－１

福山引野北４丁目 広島県福山市引野町北４丁目２０番１号

福山中津原堂前 広島県福山市御幸町大字中津原堂前８２５－１

福山新市戸手 広島県福山市新市町戸手１６８

福山西新涯町 広島県福山市西新涯町２丁目１０－１５

福山多治米１丁目 広島県福山市多治米町１丁目９－２

福山東川口４丁目 広島県福山市東川口町４丁目１０－２１

福山南本庄 広島県福山市南本庄４丁目１０番８号

福山ポートプラザ 広島県福山市入船町３丁目３番７号

福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２

店名 住所

宇部厚南 山口県宇部市黒石北４丁目７９２－２１

宇部昭和町４丁目 山口県宇部市昭和町４丁目１０－２１

宇部新町 山口県宇部市新町９－１３

宇部空港通り 山口県宇部市則貞６丁目８－２３

宇部沖ノ旦 山口県宇部市大字沖ノ旦字平江７９０－１

宇部吉見 山口県宇部市大字吉見字畠田１６５５番地１

宇部小串台 山口県宇部市大字小串９８－１

宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１

宇部黒石 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

下関綾羅木新町 山口県下関市綾羅木新町３丁目３番１号

下関羽山町 山口県下関市羽山町２５－１３

下関球場前 山口県下関市蒲生野９５９－１

下関丸山町 山口県下関市丸山町２丁目１番１３

下関貴船町 山口県下関市貴船町１丁目１－２７

下関小月インター 山口県下関市小月宮の町７番１４号

下関上田中 山口県下関市上田中町４丁目１番１２号

下関市役所前 山口県下関市赤間町３丁目２９番地

下関長府前八幡町 山口県下関市長府前八幡町５番２８号

下関山の田 山口県下関市武久町１丁目１９－３０



下関川棚 山口県下関市豊浦町大字川棚字二王丸７３１１番地１

下松藤光町１丁目 山口県下松市藤光町１丁目７番１１号

岩国昭和町 山口県岩国市昭和町１丁目６－１５

岩国インター 山口県岩国市多田字八幡原１０１番１

岩国中津町 山口県岩国市中津町２－１６－２０

岩国門前町 山口県岩国市門前町１丁目１８－２７

山口由宇 山口県岩国市由宇町南１丁目３－１

岩国立石 山口県岩国市立石町１丁目５－４０

田布施波野 山口県熊毛郡田布施町波野２１９１ー１５

光市三井 山口県光市三井５－２０－１５

光市室積新開 山口県光市室積新開２丁目６０１７－７

山口湯田大橋 山口県山口市維新公園２丁目５番３５号

山口嘉川中市 山口県山口市嘉川字熊村４８２０番１

山口宮島町 山口県山口市宮島町１０－７

山口上平井 山口県山口市平井３６７番地１

小野田高千帆 山口県山陽小野田市高千帆２丁目６－８

小野田竜王山公園入口 山口県山陽小野田市大字小野田８３８－５

山陽小野田高須 山口県山陽小野田市大字西高泊字神田沖６１９－４７

小野田萩森口 山口県山陽小野田市東高泊字上山根９－１

山陽小野田平成町 山口県山陽小野田市平成町４番１号

周南久米次郎丸 山口県周南市久米中央三丁目１７番２５号

周南呼坂 山口県周南市大字呼坂字大江７４９－１

周南築港町 山口県周南市築港町５－１３

周南二番町 山口県周南市二番町４１１６

周南富田 山口県周南市富田２７６４－１

周防大島久賀 山口県大島郡周防大島町大字久賀字竜頭下４７６４－５

萩玉江 山口県萩市大字山田４２７４－１

萩椿東 山口県萩市大字椿東２９２８－４

萩反射炉前 山口県萩市大字椿東４９０１番地１

防府桑南 山口県防府市桑南１丁目１６－５１

防府西浦 山口県防府市大字植松字黒田１６９９－１４

柳井広瀬 山口県柳井市柳井４７１２番１

店名 住所

吉野川鴨島町喜来 徳島県吉野川市鴨島町喜来３６５

吉野川鴨島町絵馬堂 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６９

徳島鮎喰町 徳島県徳島市鮎喰町１丁目５２－３

徳島吉野本町６丁目 徳島県徳島市吉野本町６丁目２２

徳島国府バイパス 徳島県徳島市国府町南岩延字三反地３７－１

ＤＲ徳島ダイワロイネットホテル 徳島県徳島市寺島本町東３丁目８番

徳島昭和町 徳島県徳島市昭和町７丁目３１－２

北島高房 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８

鳴門大津 徳島県鳴門市大津町木津野字西辰巳８番６



店名 住所

さぬき寒川町神前 香川県さぬき市寒川町神前１８４７ー１

さぬき津田町琴林 香川県さぬき市津田町津田琴林６３－１

観音寺三本松町 香川県観音寺市三本松町２丁目２１８５－１

丸亀飯山町川原 香川県丸亀市飯山町川原字北土居５２－１

丸亀柞原町 香川県丸亀市柞原町字下久保９６７－１

丸亀葭町 香川県丸亀市葭町７－４

高松サンポート 香川県高松市サンポート２番１号

高松岡本町 香川県高松市岡本町８３７番３

高松潟元駅北 香川県高松市屋島西町１３５０－５４

高松香川町大野 香川県高松市香川町大野６４１番１

高松国分寺町福家 香川県高松市国分寺町福家甲６７７－１

高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１

高松寿町２丁目 香川県高松市寿町２丁目１－１

高松十川西町 香川県高松市十川西町４１４

高松春日町片田 香川県高松市春日町片田１６４２－１

高松太田下町 香川県高松市太田下町１８５６－９

高松田町 香川県高松市田町１１－５

高松仏生山 香川県高松市仏生山町甲３８６－２

高松木太町 香川県高松市木太町２２９４－１

高松木太町中浜 香川県高松市木太町２６７２－１

坂出川津町 香川県坂出市川津町５５番１

坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１

三豊詫間町 香川県三豊市詫間町詫間６７８２番地２１

善通寺吉原町 香川県善通寺市吉原町字上官坊６－１

善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１

善通寺上吉田 香川県善通寺市上吉田町３８４－３

善通寺生野町 香川県善通寺市生野町１０３１‐１

善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１

東かがわ湊 香川県東かがわ市湊字水入１３２７

店名 住所

松前町出作 愛媛県伊予郡松前町出作５８０－１

伊予下吾川東 愛媛県伊予市下吾川字池田９２７－３

宇和島栄町港２丁目 愛媛県宇和島市栄町港２丁目６００－１０

宇和島長堀橋南 愛媛県宇和島市新田町１丁目乙１６７９－１

菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜１０１１番地７

今治郷六ヶ内町２丁目 愛媛県今治市郷六ヶ内町２丁目４番４０号

今治近見町３丁目 愛媛県今治市近見町３－１‐２

今治蔵敷町１丁目 愛媛県今治市蔵敷町１丁目５－５

今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１－１０

今治片山３丁目 愛媛県今治市片山３－１－５０

今治北鳥生町４丁目 愛媛県今治市北鳥生町４丁目３番２２号



今治北日吉町２丁目 愛媛県今治市北日吉町２丁目８番２５号

四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３

四国中央土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野８２５番

松山井門町 愛媛県松山市井門町１－１

松山椿参道 愛媛県松山市居相４丁目１６－１７

松山三番町１丁目 愛媛県松山市三番町１丁目１１－５

松山中央郵便局前 愛媛県松山市三番町３丁目４－５

松山須賀町 愛媛県松山市須賀町６番３号

松山西長戸町 愛媛県松山市西長戸町９１６番１

松山大手町 愛媛県松山市大手町１丁目６番

松山築山町 愛媛県松山市築山町５番１６

松山中央１丁目 愛媛県松山市中央１丁目１１－２８

松山天山 愛媛県松山市天山２丁目４番１８号

松山土居田町 愛媛県松山市土居田町６０－１

松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－２７

松山富久町 愛媛県松山市富久町４４４番６

松山保免西１丁目 愛媛県松山市保免西１丁目１－１０

松山北斎院町 愛媛県松山市北斎院町１９－１

いよてつ松山市駅 愛媛県松山市湊町５丁目１番地１

松山竹原町 愛媛県松山市湊町８丁目１１５番１

松山問屋町 愛媛県松山市問屋町１６３番６

松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７－１

松山立花１丁目 愛媛県松山市立花１丁目２番４１号

松山和気町 愛媛県松山市和気町１丁目４７２番地４

新居浜元塚 愛媛県新居浜市菊本町１丁目１番３８号

新居浜郷１丁目 愛媛県新居浜市郷１丁目３番１８号

新居浜上原１丁目 愛媛県新居浜市上原１丁目３１５１

新居浜インター 愛媛県新居浜市船木字元船木４１２２番地５

西条古川砂盛 愛媛県西条市古川甲３４２－１

西条三津屋東 愛媛県西条市三津屋東３番２

丹原町願連寺 愛媛県西条市丹原町池田１６５６－１

西条北条 愛媛県西条市北条１１７６番１

西条明屋敷 愛媛県西条市明屋敷２９９－１

大洲中央病院前 愛媛県大洲市東大洲１３番地１

大洲徳森 愛媛県大洲市徳森１３４９－３

東温市役所前 愛媛県東温市田窪３０８番地７

東温北方 愛媛県東温市北方３０８９－８

八幡浜産業通 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

店名 住所

のいち東野 高知県香南市野市町東野２９７番７

土佐山田町西本町 高知県香美市土佐山田町西本町５丁目２番２０号

高知一宮南町 高知県高知市一宮南町１丁目１２－２



高知神田川橋 高知県高知市河ノ瀬町１４９－２４

高知葛島４丁目 高知県高知市葛島４丁目１０１

高知吉田町 高知県高知市吉田町３番２号

高知桟橋通１丁目 高知県高知市桟橋通１丁目８４番

高知杉井流 高知県高知市杉井流１５番２７号

高知瀬戸南町１丁目 高知県高知市瀬戸南町１丁目１３番２

高知神田西 高知県高知市朝倉甲６８－１

高知長浜 高知県高知市長浜４６２３番地１号

高知横浜南 高知県高知市長浜９９０番１

高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号

須崎桐間南 高知県須崎市桐間南１１５番地

土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲３７０番２

土佐バイパス 高知県土佐市高岡町字白石土居乙３４１１番１

店名 住所

久留米中央公園前 福岡県久留米市合川町２２２５

久留米国分町 福岡県久留米市国分町７７２－５

豊津錦町 福岡県京都郡みやこ町豊津２５８番地

苅田桜ヶ丘 福岡県京都郡苅田町大字尾倉３８５４－１

古賀花見東７丁目 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５

古賀インター 福岡県古賀市新原７９１－２

行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２

大刀洗本郷 福岡県三井郡大刀洗町本郷３３７２

糸島伊都の杜 福岡県糸島市伊都の杜１丁目３番１２号

宗像東郷駅前 福岡県宗像市田熊４丁目１２－５

宗像東郷橋 福岡県宗像市東郷３丁目１番５号

宗像日の里 福岡県宗像市日の里１－７－４

春日下白水 福岡県春日市下白水北７－８１－１

春日桜ヶ丘４丁目 福岡県春日市桜ヶ丘４丁目２４番地

春日塚原台 福岡県春日市塚原台１丁目１番１１

宇美町役場前 福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目１－５

志免南里７丁目 福岡県糟屋郡志免町南里７丁目１－１

篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３

大川鐘ヶ江 福岡県大川市大字鐘ケ江６９４－１

大牟田橘 福岡県大牟田市橘字陣内８４２－１

大牟田桜町 福岡県大牟田市桜町３０番

大牟田新町 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

大野城下大利１丁目 福岡県大野城市下大利１丁目９番２４

大野城御笠川４丁目 福岡県大野城市御笠川４丁目３－１５

大野城若草１丁目 福岡県大野城市若草１－１－１

福岡白木原 福岡県大野城市白木原１－１１－４

筑後和泉 福岡県筑後市大字和泉１０８番地



針摺 福岡県筑紫野市永岡１８６－７

筑紫野郵便局前 福岡県筑紫野市二日市南２－１０９７－１

直方感田 福岡県直方市大字感田１４７８番１

赤池町 福岡県田川郡福智町赤池９４８－３

田川バイパスみそぎ 福岡県田川市大字夏吉１４０７－１

那珂川今光１丁目 福岡県那珂川市今光１丁目９６

那珂川松木２丁目 福岡県那珂川市松木２丁目７４

八女井延 福岡県八女市井延３９－１

八女公園通り 福岡県八女市本町４９８－１

飯塚花瀬 福岡県飯塚市大字花瀬１７９ー１

筑穂中学校前 福岡県飯塚市長尾８９９－１

飯塚仁保 福岡県飯塚市有安６９３－１

福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４

福岡徳永 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡赤坂南 福岡県福岡市中央区警固２丁目２－９

福岡福浜２丁目 福岡県福岡市中央区福浜２丁目１－４

福岡西鉄香椎駅前 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１８－１２

九産大前 福岡県福岡市東区松香台１丁目４番５号

福岡若久１丁目 福岡県福岡市南区若久１丁目５１２－１

西鉄大橋駅前 福岡県福岡市南区大橋１丁目８－１９

博多祇園町 福岡県福岡市博多区祇園町４－５３

博多板付７丁目 福岡県福岡市博多区板付７丁目７－３７

博多比恵町 福岡県福岡市博多区比恵町３－４

福津若木台 福岡県福津市若木台５丁目７０－４

戸畑境川 福岡県北九州市戸畑区境川１－８－７

戸畑中原西１丁目 福岡県北九州市戸畑区中原西１丁目１－３１

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

小倉貫 福岡県北九州市小倉南区下貫１－４－２８

小倉下石田１丁目 福岡県北九州市小倉南区下石田１－５－１９

小倉下曽根新町 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１６－１０８

小倉にれの木坂 福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂１丁目１－２

小倉若園４丁目 福岡県北九州市小倉南区若園４丁目２－１７

小倉志井 福岡県北九州市小倉南区大字志井１５５１－１

小倉長尾５丁目 福岡県北九州市小倉南区長尾５丁目２０１

小倉魚町２丁目 福岡県北九州市小倉北区魚町２－５－８

小倉京町２丁目 福岡県北九州市小倉北区京町２－４－２７

小倉浅香通り 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１０－７

小倉三萩野２丁目 福岡県北九州市小倉北区三萩野２丁目２番１０号

小倉上到津４丁目 福岡県北九州市小倉北区上到津４丁目１２番３号

小倉片野３丁目 福岡県北九州市小倉北区片野３丁目１４－７

八幡割子川２丁目 福岡県北九州市八幡西区割子川２丁目５番９号



八幡御開３丁目 福岡県北九州市八幡西区御開３－３８－２

八幡光明２丁目 福岡県北九州市八幡西区光明２丁目１２－７

八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番３９号

八幡楠橋南１丁目 福岡県北九州市八幡西区楠橋南１丁目２１－６

八幡楠木 福岡県北九州市八幡西区楠木２丁目９番１１

八幡本城 福岡県北九州市八幡西区本城東１丁目１１－２

門司片上海岸 福岡県北九州市門司区小森江１－２－５

門司大里戸ノ上１丁目 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１丁目１２－２７

門司東新町１丁目 福岡県北九州市門司区東新町１丁目５番４３号

三橋白鳥 福岡県柳川市三橋町白鳥４６６－２

店名 住所

伊万里東山代里 佐賀県伊万里市東山代町里字新田１７７番７８

伊万里柳井町 佐賀県伊万里市立花町４０９０番１

伊万里立花町 佐賀県伊万里市立花町９２１－８

佐賀開成６丁目 佐賀県佐賀市開成６丁目１２－３９

佐賀商業高校前 佐賀県佐賀市神野東４丁目１２ー３３

佐賀東佐賀 佐賀県佐賀市東佐賀町１４６－１

佐賀兵庫 佐賀県佐賀市兵庫町渕１３５３－４

佐賀与賀町 佐賀県佐賀市与賀町１－２３

唐津栄町 佐賀県唐津市栄町２５７３－５

唐津和多田本村 佐賀県唐津市和多田本村４４０５

武雄朝日町 佐賀県武雄市朝日町大字甘久字前田２２３５－１

店名 住所

国見神代 長崎県雲仙市国見町神代己２７４－１

雲仙千々石 長崎県雲仙市千々石町戊３７０－１

佐世保今福町 長崎県佐世保市今福町９２－１

佐世保上相浦 長崎県佐世保市上相浦町８－１３

佐世保針尾中町 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

佐世保日野町 長崎県佐世保市日野町１９１７－１

松浦今福 長崎県松浦市今福町北免２００９－７９

時津野田郷 長崎県西彼杵郡時津町野田郷３５－１

長与吉無田郷 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷３９－１

大村放虎原 長崎県大村市協和町１７０９

大村坂口町 長崎県大村市坂口町３９７番地１

大村植松３丁目 長崎県大村市植松３丁目８７８

大村池田１丁目 長崎県大村市池田２０－１

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

長崎蚊焼町 長崎県長崎市蚊焼町２３４６－１

長崎滑石３丁目 長崎県長崎市滑石３丁目５０４－１

長崎岩川町 長崎県長崎市岩川町１７－１５

琴海村松 長崎県長崎市琴海村松町７４０－１



長崎高丘１丁目 長崎県長崎市高丘１丁目３－７

長崎三原２丁目 長崎県長崎市三原２丁目１３－５

長崎上小島 長崎県長崎市上小島２丁目３－２０

長崎おらんだ橋 長崎県長崎市新地町１－１

長崎畝刈町 長崎県長崎市畝刈町２６番地２

長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３

長崎千歳町 長崎県長崎市千歳町２１－１１

長崎草住町 長崎県長崎市草住町２３４番４

長崎大浦町 長崎県長崎市大浦町３番１９号

長崎築町 長崎県長崎市築町５番７

長崎中里町 長崎県長崎市中里町１５７５

長崎田中町東望 長崎県長崎市田中町８１８－１

長崎西浜通り 長崎県長崎市銅座町６番２０号

長崎淵町 長崎県長崎市淵町３番１７号

島原下川尻町 長崎県島原市下川尻町８－１

島原城見町 長崎県島原市城見町４９５７－１

島原有明町 長崎県島原市有明町大三東戊１２４－１

東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１

南島原深江 長崎県南島原市深江町丁１９８５－２

諫早小船越町 長崎県諫早市小船越町４－５

店名 住所

阿蘇西町 熊本県阿蘇市西町８３３－１

熊本松橋東 熊本県宇城市松橋町松橋中原７９２－４

菊池七城林原 熊本県菊池市七城町林原１－７

泗水住吉 熊本県菊池市泗水町住吉字堤１９０６番

球磨あさぎり町 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５２２－１

玉名山田 熊本県玉名市山田字高岡２０５０－１

玉名寺田 熊本県玉名市寺田字大堂１３－１

玉名中 熊本県玉名市中１９１９ー１

熊本迎町１丁目 熊本県熊本市中央区迎町１丁目６－１６

熊本上乃裏通り 熊本県熊本市中央区上通町７番３２号

熊本上通りアーケード 熊本県熊本市中央区上通町９番１号

熊本水前寺公園 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－６

熊本萩原町 熊本県熊本市中央区萩原町７番３３号

熊本戸島１丁目 熊本県熊本市東区戸島１丁目１番地１号

熊本御領２丁目 熊本県熊本市東区御領２丁目６－５３

熊本小峯２丁目 熊本県熊本市東区小峯２丁目１番９８号

熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外３丁目２－１

熊本尾ノ上１丁目 熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目５－１

熊本上近見 熊本県熊本市南区近見１丁目２－１２

熊本川尻１丁目 熊本県熊本市南区川尻１－４－１

熊本富合南田尻 熊本県熊本市南区富合町南田尻８５６－１



熊本野田１丁目 熊本県熊本市南区野田１丁目８－４３

熊本新地団地前 熊本県熊本市北区清水新地７丁目３番５号

熊本楠６丁目 熊本県熊本市北区楠６丁目１９５８－１

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

合志幾久富 熊本県合志市幾久富字八丁谷１８２８番６１

山鹿日置　　　　　　　　　　　　　　 熊本県山鹿市方保田３５７番地

甲佐糸田 熊本県上益城郡甲佐町大字糸田５５７

天草栄町 熊本県天草市栄町１４番２２号

八代北新地 熊本県八代市鏡町塩浜１８４－１３

店名 住所

宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田３１－１

臼杵福良 大分県臼杵市大字福良字稗尻１８９９－１

玖珠森 大分県玖珠郡玖珠町大字森３４－１

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

佐伯蟹田 大分県佐伯市蟹田１０２０１－１

佐伯池田 大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１

大分山津町１丁目 大分県大分市山津町１丁目８－１０

大分荏隈 大分県大分市荏隈町２丁目１２番１号

大分松岡 大分県大分市大字松岡字上堺前３６０２番１

大分春日浦 大分県大分市大字勢家字春日浦８４３－８３

大分都町 大分県大分市都町３丁目５番３５号

大分萩原２丁目 大分県大分市萩原２丁目１４６

中津沖代町２丁目 大分県中津市沖代町２丁目２－１１

中津万田 大分県中津市万田２６５－１

日田三本松２丁目 大分県日田市三本松２丁目２１２－２

日田本町 大分県日田市本町９番２３号

別府流川通 大分県別府市光町２１番１８号

別府荘園 大分県別府市荘園８－３

別府鉄輪 大分県別府市大字鉄輪６９３番４

別府タワー 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

別府立田町 大分県別府市立田町２３３３番

豊後大野三重赤嶺 大分県豊後大野市三重町赤嶺字年神１９８８－１

店名 住所

延岡伊形町 宮崎県延岡市伊形町５１７７－１６

延岡幸町２丁目 宮崎県延岡市幸町２丁目１００番

延岡西階町１丁目 宮崎県延岡市西階町１丁目３７４８番地５

延岡浜砂 宮崎県延岡市浜砂２丁目１１０－３

延岡北小路 宮崎県延岡市北小路４番地

宮崎一の宮町 宮崎県宮崎市一の宮町５６番地５号

宮崎薫る坂 宮崎県宮崎市薫る坂１丁目１９番５号

宮崎恒久南３丁目 宮崎県宮崎市恒久南３丁目３－９



宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目１番

宮崎倉岡 宮崎県宮崎市糸原字杣山２８１

宮崎松橋２丁目 宮崎県宮崎市松橋２丁目８－３

宮崎恵比寿通り 宮崎県宮崎市上野町１１番２３号

清武町役場前 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１

宮崎船塚２丁目 宮崎県宮崎市船塚２丁目７－１

宮崎月見ケ丘２丁目 宮崎県宮崎市大字本郷北方字草葉２０９７－１

宮崎池内町 宮崎県宮崎市池内町１１０２－１

宮崎柳丸町 宮崎県宮崎市柳丸町３９０ー１１

小林下堤 宮崎県小林市堤２１０４－１

西都妻 宮崎県西都市大字妻１６８７番地１

西都調殿 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

都城一万城町 宮崎県都城市一万城町３１号７番１

都城下長飯 宮崎県都城市下長飯町６７４－６

都城高木町 宮崎県都城市高木町４１５６番地

山田前坂 宮崎県都城市山田町中霧島３３２０－１５

都城志比田町 宮崎県都城市志比田町１１０９２－１

日南油津 宮崎県日南市岩崎２丁目２番１９号

日南戸高 宮崎県日南市大字戸高５５４－１

北郷郷之原 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２０５４－１

三股樺山 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山２０２９－１

店名 住所

串木野浜ケ城 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１６７番３号

いちき庁舎前 鹿児島県いちき串木野市湊町１丁目８７－１

蒲生高校前 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳７７５－１

さつま町船木 鹿児島県薩摩郡さつま町船木大字永迫２８２０

薩摩川内宮内町 鹿児島県薩摩川内市宮内町２０３１－１

薩摩川内高江インター 鹿児島県薩摩川内市高江町２０００番１

薩摩川内小倉町 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

有明町野神 鹿児島県志布志市有明町野神２６７５番６

鹿屋吾平町 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１３－１３

鹿屋寿８丁目 鹿児島県鹿屋市寿８丁目２０番１号

鹿児島宇宿１丁目 鹿児島県鹿児島市宇宿１丁目３３番８号

鹿児島吉野帯迫中央 鹿児島県鹿児島市吉野１丁目１０－２０

鹿児島原良 鹿児島県鹿児島市原良４丁目２７番２２号

鹿児島桜ヶ丘南 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘６丁目１５－６

鹿児島皇徳寺東口 鹿児島県鹿児島市山田町字道上５７４－２

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

鹿児島下福元町 鹿児島県鹿児島市西谷山２丁目１８番１号



鹿児島川上町 鹿児島県鹿児島市川上町２７２１－３

鹿児島薬師堂 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

鹿児島和田１丁目 鹿児島県鹿児島市和田１丁目３１－２７

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

店名 住所

うるま前原 沖縄県うるま市字前原８６番１

うるま天願 沖縄県うるま市天願前原１３７

石川白浜１丁目 沖縄県うるま市石川白浜１丁目４番１７号

浦添宮城２丁目 沖縄県浦添市宮城２丁目１７－３

浦添宮城５丁目 沖縄県浦添市宮城５丁目９番１号

浦添牧港５丁目 沖縄県浦添市牧港５丁目３８番

沖縄高原２丁目 沖縄県沖縄市高原２丁目４－８

沖縄諸見里１丁目 沖縄県沖縄市諸見里１丁目２４番１号

琉球大学北口 沖縄県宜野湾市我如古２丁目１１－１

宜野湾長田１丁目 沖縄県宜野湾市長田１丁目２６－２１

宜野座漢那 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那１６２４

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

南風原新川 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８－２

東風平ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平３８８

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

首里城下町ＪＡおきなわ 沖縄県那覇市首里汀良町１－２９－２

那覇小禄１丁目 沖縄県那覇市小禄１丁目１９－２４

那覇西２丁目 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

那覇上間 沖縄県那覇市長田２丁目２６番５号

那覇楚辺 沖縄県那覇市樋川１丁目３６－１

那覇壺川１丁目 沖縄県那覇市壺川１丁目１２番地１１

名護為又 沖縄県名護市為又８５９－１

名護宮里５丁目 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

名護真喜屋 沖縄県名護市真喜屋７９９番１

名護大北４丁目 沖縄県名護市大北４丁目２１番１６号


