北海道

青森県

岩手県

旭川１条通十三丁目

070-0031 北海道旭川市１条通１３‐７５９‐１

旭川４条通

070-0034 北海道旭川市４条通６‐４００‐４

旭川春光台

071-8143 北海道旭川市春光台３条１‐１‐１

旭川忠和

070-8045 北海道旭川市忠和５条４‐６４‐８

旭川豊岡１２条一丁目

078-8242 北海道旭川市豊岡十二条１‐１‐１

岩見沢５条東

068-0005 北海道岩見沢市５条東１５‐２‐４

岩内東山

045-0002 北海道岩内郡岩内町字東山２７‐２

釧路町新開二丁目

088-0624 北海道釧路郡釧路町新開２‐２

釧路愛国東

085-0058 北海道釧路市愛国東２‐８‐１５

釧路浦見

085-0835 北海道釧路市浦見１‐２‐１２

釧路貝塚三丁目

085-0816 北海道釧路市貝塚３‐４‐２４

釧路駒場町

085-0048 北海道釧路市駒場町３‐８

釧路桜ケ岡一丁目

085-0805 北海道釧路市桜ケ岡１‐９‐１

釧路新橋大通

085-0046 北海道釧路市新橋大通８‐１‐１

釧路武佐一丁目

085-0806 北海道釧路市武佐１‐２‐４

釧路緑ヶ岡

085-0814 北海道釧路市緑ケ岡５‐２３‐２１

恵庭大町

061-1424 北海道恵庭市大町２‐３‐６

江別野幌寿町

069-0802 北海道江別市野幌寿町１４‐１０

札幌大谷地

004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東４‐１‐２

北海道医療センター

063-0005 北海道札幌市西区山の手５条７‐１‐１

札幌西野１条

063-0031 北海道札幌市西区西野１条９‐１６‐１４

札幌西野７条

063-0037 北海道札幌市西区西野７条２‐７‐１６

札幌八軒１東四丁目

063-0861 北海道札幌市西区八軒１条東４‐１‐７８

札幌南１６条西

064-0916 北海道札幌市中央区南１６条西５‐２‐１５

札幌南１条東六丁目

060-0051 北海道札幌市中央区南１条東６‐２‐３０

札幌南３条西四丁目

060-0063 北海道札幌市中央区南３条西４‐８‐２

すすきの銀座通

064-0805 北海道札幌市中央区南５条西４‐９‐２５

札幌北４条西四丁目

060-0004 北海道札幌市中央区北４条西４‐１‐１３

札幌北２４東十二丁目

065-0024 北海道札幌市東区北２４条東１２‐１‐１

札幌北３７条東

007-0837 北海道札幌市東区北３７条東２７‐２‐３

札幌美園２条六丁目

062-0002 北海道札幌市豊平区美園２条６‐１

札幌新琴似７条十二丁目

001-0907 北海道札幌市北区新琴似７条１２‐３‐３３

長万部大浜

049-3511 北海道山越郡長万部町字大浜７２‐６

士別南町

095-0019 北海道士別市大通東１４‐３１４４‐２１０

室蘭港北町

050-0063 北海道室蘭市港北町１

室蘭中央町二丁目

051-0011 北海道室蘭市中央町２‐５７

室蘭中島

050-0074 北海道室蘭市中島町１‐１２‐３

小樽堺町

047-0027 北海道小樽市堺町２‐８

小樽新光一丁目

047-0152 北海道小樽市新光１‐２９‐１

上磯木古内町

049-0412 北海道上磯郡木古内町字大平４３

赤平幌岡

079-1102 北海道赤平市幌岡町５４

千歳東郊

066-0021 北海道千歳市東郊１‐３‐１８

帯広西１７条北

080-0047 北海道帯広市西１７条北１‐３２‐１０

帯広西５条南三十一

080-0015 北海道帯広市西５条南３１‐１‐１５

滝川江部乙

079-0463 北海道滝川市江部乙町東１２‐１‐１

苫小牧明野新町五丁目

053-0054 北海道苫小牧市明野新町５‐１７‐１３

函館八幡通

040-0084 北海道函館市大川町１‐２１

北広島西の里

061-1105 北海道北広島市西の里東４‐１１‐１０

大野本町

041-1201 北海道北斗市本町１‐６‐３

紋別落石町

094-0007 北海道紋別市落石町４‐１２‐１８

栗山中里

069-1522 北海道夕張郡栗山町字中里６１‐４９

留萌千鳥町

077-0024 北海道留萌市千鳥町１‐４‐１

むつ小川町

035-0071 青森県むつ市小川町２‐５‐２３

むつ奥内

035-0011 青森県むつ市大字奥内字中道２７‐３

むつ緑ヶ丘バイパス

035-0066 青森県むつ市緑ヶ丘３１‐８

五所川原旭町

037-0062 青森県五所川原市字旭町７２‐１

黒石袋井

036-0355 青森県黒石市袋井２‐２９‐１

十和田三本木並木西

034-0001 青森県十和田市大字三本木字並木西１９１‐１

東北町上北北二丁目

039-2404 青森県上北郡東北町上北北２‐３２‐７１

青森奥野三丁目

030-0841 青森県青森市奥野３‐５‐３

青森安田

038-0022 青森県青森市大字浪館字近野１２‐１

青森浜館二丁目

030-0947 青森県青森市浜館２‐４‐１

藤崎町

038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田２‐１‐２

八戸大久保

031-0833 青森県八戸市大字大久保字小久保尻１８‐２６

八戸北高校前

031-0833 青森県八戸市大字大久保字町道１１‐６１

八戸光星学院通

031-0822 青森県八戸市大字白銀町字右新井田道１‐１

鶴田町

038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉２９２‐１

遠野綾織町

028-0531 岩手県遠野市綾織町新里１９‐６‐１

奥州江刺稲瀬

023-1132 岩手県奥州市江刺区稲瀬字三照２６０‐２

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

久慈二十八日町

028-0062 岩手県久慈市二十八日町２‐１８

宮古金浜

027-0033 岩手県宮古市金浜第６地割４‐３

盛岡黒石野

020-0111 岩手県盛岡市黒石野２‐９‐５７

盛岡南仙北

020-0863 岩手県盛岡市南仙北１‐２１‐４３

盛岡下太田

020-0866 岩手県盛岡市本宮５‐２‐３３

大船渡インター

022-0006 岩手県大船渡市立根町字堰口２５‐５

北上和賀町

024-0332 岩手県北上市和賀町竪川目１地割１８４‐２

北上和賀藤根

024-0334 岩手県北上市和賀町藤根１８‐２５８‐２

色麻清水

981-4101 宮城県加美郡色麻町清水川端南８‐１

色麻上新町

981-4100 宮城県加美郡色麻町大上新町１４７‐１

蔵王曲竹

989-0851 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６‐１

気仙沼長磯

988-0226 宮城県気仙沼市長磯後沢７６‐５

栗原一迫

987-2309 宮城県栗原市一迫柳目字上田２０

大衡万葉クリエートパーク

981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字鐙沢１２‐２

仙台中野

983-0007 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２‐２‐１２

仙台住吉台西四丁目

981-3223 宮城県仙台市泉区住吉台西４‐６

仙台泉崎一丁目

982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１‐１‐１

仙台坪沼

982-0231 宮城県仙台市太白区坪沼字長田西２８‐５

仙台茂庭

982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１８‐３

多賀城南宮

985-0851 宮城県多賀城市南宮字伊勢２０７‐１

大崎古川駅南

989-6161 宮城県大崎市古川駅南２‐２‐３

古川バイパス

989-6101 宮城県大崎市古川福浦１‐１２‐２０

松山町金谷

987-1303 宮城県大崎市松山金谷字向田１０‐１

登米石越町

989-4701 宮城県登米市石越町北郷字長根１１８

南三陸小森

986-0774 宮城県本吉郡南三陸町志津川字小森３２‐１

亘理高屋

989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１７４‐３

横手赤坂館ノ下

013-0064 秋田県横手市赤坂字館ノ下１４８

横手八幡石町

013-0071 秋田県横手市八幡字石町１６５‐１

小坂町

017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈５‐２

鹿角花輪中央

018-5201 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後１３

鹿角毛馬内

018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字横道１３‐７

秋田御所野堤台一丁目

010-1419 秋田県秋田市御所野堤台１‐１‐３

秋田御野場新町

010-1425 秋田県秋田市御野場新町２‐８‐２３

秋田日赤病院前

010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切２７‐１

秋田新屋日吉町

010-1636 秋田県秋田市新屋比内町６‐４８

秋田仁井田緑町

010-1437 秋田県秋田市仁井田緑町１‐７

秋田キャッスルホテル

010-0001 秋田県秋田市中通１‐３‐５

秋田土崎港西三丁目

011-0945 秋田県秋田市土崎港西３‐１‐３４

秋田東通一丁目

010-0003 秋田県秋田市東通１‐４‐２

秋田泉ななかまど通り

010-0904 秋田県秋田市保戸野原の町１６‐３３

田沢湖造道

014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内町田１５４‐４

大館東台

017-0803 秋田県大館市東台５‐２‐１０６

中仙町

014-0207 秋田県大仙市長野字柳田３１‐１

刈和野バイパス

019-1702 秋田県大仙市北楢岡字中嶋８８‐５

男鹿船川海岸通

010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り１‐１２‐３

男鹿払戸

010-0431 秋田県男鹿市払戸字中樋１４９‐５

湯沢田町二丁目

012-0844 秋田県湯沢市田町２‐３‐３２

山形上町

990-2483 山形県山形市上町５‐５‐３３

上山バイパス

999-3101 山形県上山市金瓶字林蔭９‐１

上山駅前

999-3134 山形県上山市矢来１‐２‐６

村山楯岡五日町

995-0034 山形県村山市楯岡五日町１‐１

鶴岡伊勢原町

997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町１‐４４

東根中央四丁目

999-3711 山形県東根市中央４‐９‐２１

いわき四倉西

979-0201 福島県いわき市四倉町字西４‐９‐１

いわき小川

979-3124 福島県いわき市小川町上小川字御堂８‐１

いわき小名浜大原西

971-8111 福島県いわき市小名浜大原字甲新地１０４‐１

伊達保原町栄町

960-0601 福島県伊達市保原町字栄町９９‐１

須賀川北

962-0001 福島県須賀川市森宿字北向８４‐１

西郷上川向

961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向５‐１

南相馬インター

975-0076 福島県南相馬市原町区信田沢字新田原７９‐３

鹿島町横手

979-2442 福島県南相馬市鹿島区横手字柳町４０

新白河二丁目

961-0856 福島県白河市新白河２‐１４

福島鎌田愛宕前

960-0102 福島県福島市鎌田字愛宕前２０‐１

福島鎌田卸町

960-0102 福島県福島市鎌田字卸町５‐１

福島森合

960-8003 福島県福島市森合字高野１‐５

谷和原小絹

300-2445 茨城県つくばみらい市小絹１５４‐１２

桜土浦インター

305-0042 茨城県つくば市下広岡向山１０５５‐６４１

つくばサイエンスシティ

305-0816 茨城県つくば市学園の森２‐４０‐９

勝田高場

312-0062 茨城県ひたちなか市高場１６７３‐３２

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

ひたちなか高野東

312-0002 茨城県ひたちなか市高野４２８‐１

岩瀬青柳

309-1456 茨城県桜川市青柳字中畑３９８‐１

取手小堀

302-0003 茨城県取手市大字小堀字上野４０１８‐１

守谷中央三丁目

302-0115 茨城県守谷市中央３‐１４‐３

守谷立沢

302-0118 茨城県守谷市立沢２１３‐３

水戸泉町三丁目

310-0026 茨城県水戸市泉町３‐２‐１

石岡杉並四丁目

315-0027 茨城県石岡市杉並４‐１‐５５

土浦城北町

300-0042 茨城県土浦市城北町３‐１７

土浦木田余

300-0027 茨城県土浦市木田余東台３‐８‐１６

氏家卯の里

329-1323 栃木県さくら市卯の里３‐３３‐１

宇都宮テクノポリスセンター

321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜７‐８‐４

宇都宮岩曽町島之内

321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町３４‐７

宇都宮若草五丁目

320-0072 栃木県宇都宮市若草５‐１０‐８

宇都宮鐺山町

321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町１８０５‐３

野木友沼

329-0101 栃木県下都賀郡野木町大字友沼６５１０‐１０

上三川冨士山

329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川３４９４‐６

小山横倉

323-0813 栃木県小山市大字横倉字県道５８７‐３

足利八幡東

326-0824 栃木県足利市八幡町１‐７‐９

足利葉鹿町

326-0143 栃木県足利市葉鹿町１‐１５‐３

那須塩原一区町

329-2732 栃木県那須塩原市一区町１６２‐９

那須塩原駅東

329-3153 栃木県那須塩原市大原間字金山２１５‐１

伊勢崎上諏訪町

372-0021 群馬県伊勢崎市上諏訪町１２５２‐１１

下仁田馬山

370-2603 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山字山王下３９４１‐１

館林広内町

374-0062 群馬県館林市広内町３０８８‐１

館林本町一丁目

374-0024 群馬県館林市本町１‐１８３４‐１

桐生広沢町五丁目

376-0013 群馬県桐生市広沢町５‐１４７６‐１

桐生堤町三丁目

376-0042 群馬県桐生市堤町３‐５‐４

高崎問屋町

370-0006 群馬県高崎市問屋町３‐９‐３

前橋上泉町南

371-0007 群馬県前橋市上泉町４０２‐１

前橋青葉町

371-0826 群馬県前橋市青葉町２０‐８

太田鳥山下町

373-0063 群馬県太田市鳥山下町４８０‐１

大泉吉田

370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田３２５９

大泉南小前

370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字西原１６８４‐１

浦和上木崎

330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２‐５

さいたま浦和美園尾ケ崎

339-0000 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２‐１８‐１０

さいたま春岡一丁目

337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡１‐３３‐４

さいたま大和田一丁目

337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１‐５００‐１

さいたま町谷一丁目

338-0836 埼玉県さいたま市桜区町谷１‐２１‐３

さいたま桜道場一丁目

338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場１‐５‐１０

ＬＴＦ大宮桜木町

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２０２

さいたま原山四丁目

336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山４‐６８‐１

さいたま東浦和二丁目

336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和２‐２３‐１０

羽生上新郷

348-0041 埼玉県羽生市大字上新郷５６７３‐１

桶川川田谷南

363-0027 埼玉県桶川市大字川田谷３３２１‐１

久喜八甫

340-0201 埼玉県久喜市八甫８８８‐１

狭山加佐志

350-1314 埼玉県狭山市大字加佐志字高峰１３７‐１

狭山柏原

350-1335 埼玉県狭山市柏原１７００

行田長野三丁目

361-0023 埼玉県行田市長野３‐１１‐３

鴻巣吹上本町二丁目

369-0115 埼玉県鴻巣市吹上本町２‐１‐１２

三郷中央

341-0038 埼玉県三郷市中央３‐４８‐１

三郷天神一丁目

341-0051 埼玉県三郷市天神１‐５０３‐１１

ＬＴＦ所沢中新井一丁目

359-0041 埼玉県所沢市中新井１‐３８‐１

所沢北中

359-1101 埼玉県所沢市北中２‐２９２‐８

新所沢駅西口

359-1111 埼玉県所沢市緑町１‐３‐１

上尾平塚南

362-0021 埼玉県上尾市原市１２８７‐１

川越駅西口

350-1123 埼玉県川越市脇田本町１５‐２１

西川口六丁目

332-0021 埼玉県川口市西川口６‐４‐６

川口南平交通公園通

332-0002 埼玉県川口市弥平２‐４‐２

草加高砂二丁目

340-0015 埼玉県草加市高砂２‐２１‐１８

草加新善町

340-0054 埼玉県草加市新善町３００‐５

草加青柳七丁目

340-0002 埼玉県草加市青柳７‐２６‐５

越生西和田

350-0412 埼玉県入間郡越生町大字西和田字福石３９０‐９

武蔵藤沢駅前

358-0011 埼玉県入間市大字下藤沢４９２‐２５

白岡野牛

349-0211 埼玉県白岡市新白岡９‐２‐４

飯能落合

357-0047 埼玉県飯能市大字落合字道間２９７‐１

川島上伊草

350-0152 埼玉県比企郡川島町大字上伊草６０１‐１

伊奈小針新宿

362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６‐１１６‐１

日本薬科大学

362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０２２５‐１

北本駅西口

364-0031 埼玉県北本市中央３‐１０８‐１

千葉県

東京都

本庄けや木三丁目

367-0042 埼玉県本庄市けや木３‐１８‐１０

旭中央病院本館前

289-2511 千葉県旭市イ１６４３‐１

千葉北総病院

270-1613 千葉県印西市鎌苅１７１５

印西東京電機大前

270-1354 千葉県印西市武西１１３４‐４

佐倉江原

285-0824 千葉県佐倉市江原１４４

市原鶴舞インター

290-0515 千葉県市原市田尾字砂田８５‐１

市川塩焼五丁目

272-0114 千葉県市川市塩焼５‐５‐３７

市川若宮三丁目

272-0812 千葉県市川市若宮３‐５１‐１２

市川大野町一丁目

272-0805 千葉県市川市大野町１‐３２‐１

クレストシティ浦安

272-0145 千葉県市川市島尻１‐４４

市川東大和田ＴＤＫ前

272-0026 千葉県市川市東大和田２‐１５‐１０

津田沼三丁目

275-0016 千葉県習志野市津田沼３‐２２‐１０

松戸久保平賀

270-0012 千葉県松戸市久保平賀２８７‐１

松戸古ヶ崎四丁目

271-0068 千葉県松戸市古ケ崎４‐３５２１

松戸元山駅前

270-2212 千葉県松戸市五香南２‐１７‐８

松戸日暮

270-2253 千葉県松戸市日暮５‐１

松戸樋野口

271-0067 千葉県松戸市樋野口６３４‐１

成田公津の杜

286-0048 千葉県成田市公津の杜１‐２６‐１

成田５１号通

286-0045 千葉県成田市並木町６９‐１

稲毛作草部

263-0014 千葉県千葉市稲毛区作草部町１２５１‐１

千葉西都賀

264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀１‐１７‐２３

千葉千城台北

264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北１‐２８‐１

千葉東寺山町

264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町４０３‐１

千葉センシティ西

260-0028 千葉県千葉市中央区新町１７‐４

千葉末広五丁目

260-0843 千葉県千葉市中央区末広５‐５‐７

稲毛海浜公園

261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜３‐６‐１

船橋金杉八丁目

273-0853 千葉県船橋市金杉８‐７‐２６

船橋前原西

274-0825 千葉県船橋市前原西１‐１５‐１９

津田沼東

274-0825 千葉県船橋市前原西２‐２２‐１５

船橋本町二丁目

273-0005 千葉県船橋市本町２‐１４‐８

銚子新生

288-0056 千葉県銚子市新生町１‐４１‐５３

柏向原町

277-0851 千葉県柏市向原町１‐１

柏の葉キャンパスシティ

277-0871 千葉県柏市若柴１４８‐１ららぽーと柏の葉北館１Ｆ

柏十余二西

277-0872 千葉県柏市十余二１７５‐４６

柏名戸ケ谷一丁目

277-0032 千葉県柏市名戸ケ谷１‐７‐３５

ＬＴＦ八街松島

289-1115 千葉県八街市八街ほ９５２‐２

八千代勝田台駅前

276-0023 千葉県八千代市勝田台１‐９‐１

武蔵増戸駅前

190-0142 東京都あきる野市伊奈８９１‐１

細田三丁目

124-0021 東京都葛飾区細田３‐２６‐１０

西新小岩一丁目

124-0025 東京都葛飾区西新小岩１‐３‐１５

東新小岩一丁目

124-0023 東京都葛飾区東新小岩１‐３‐１

江戸川松江一丁目

132-0025 東京都江戸川区松江１‐８‐３

西葛西駅北口

134-0088 東京都江戸川区西葛西５‐１‐５

谷河内町二丁目

133-0002 東京都江戸川区谷河内２‐１５‐１０

江戸川中央一丁目

132-0021 東京都江戸川区中央１‐６‐２１

平井駅前

132-0035 東京都江戸川区平井５‐２３‐３

西尾久八丁目

116-0011 東京都荒川区西尾久８‐３３‐３５

南千住メトロピア

116-0003 東京都荒川区南千住４‐２

狛江和泉本町三丁目

201-0003 東京都狛江市和泉本町３‐３１‐１５

三鷹上連雀九丁目

181-0012 東京都三鷹市上連雀９‐１５‐２８

代々木一丁目

151-0053 東京都渋谷区代々木１‐１０‐１

下落合二丁目

161-0033 東京都新宿区下落合２‐３‐１８

新宿若松町

162-0056 東京都新宿区若松町２８‐２５

阿佐ヶ谷南二丁目

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南２‐４０

杉並高井戸東二丁目

168-0072 東京都杉並区高井戸東２‐１５‐９

世田谷奥沢五丁目

158-0083 東京都世田谷区奥沢５‐４１‐１１

下馬四丁目

154-0002 東京都世田谷区下馬４‐２４‐１１

太子堂二丁目

154-0004 東京都世田谷区太子堂２‐１７‐９

神田明神

101-0021 東京都千代田区外神田２‐５‐１５

秋葉原中央通

101-0021 東京都千代田区外神田５‐１‐３

丸の内国際ビル

100-0005 東京都千代田区丸の内３‐１‐１

足立神明南

121-0057 東京都足立区神明南１‐１３‐１０

島根一丁目

121-0815 東京都足立区島根１‐１‐２９

元浅草三丁目

111-0041 東京都台東区元浅草３‐５‐６

上野四丁目

110-0005 東京都台東区上野４‐９‐６

久が原駅前

145-0074 東京都大田区東嶺町２８‐９

Ｈ中野二丁目

164-0001 東京都中野区中野２‐２７‐１５

中野セントラルパークイ‐スト

164-0001 東京都中野区中野４‐１０‐１

Ｈ中野サンブライト

164-0012 東京都中野区本町２‐４６‐１

町田金井町

195-0072 東京都町田市金井２‐１９‐１４

原町田六丁目

194-0013 東京都町田市原町田６‐７‐５

町田小山町

194-0212 東京都町田市小山町１１６５‐１

東村山青葉町二丁目

189-0002 東京都東村山市青葉町２‐３７‐１

日野神明二丁目

191-0016 東京都日野市神明２‐２‐５

八王子千人町二丁目

193-0835 東京都八王子市千人町２‐１７‐１８

八王子大楽寺町

193-0816 東京都八王子市大楽寺町１３０‐１

板橋高島平九丁目

175-0082 東京都板橋区高島平９‐５‐１３

板橋赤塚三丁目

175-0092 東京都板橋区赤塚３‐８‐１５

ＬＴＦ戸越四丁目北

142-0041 東京都品川区戸越４‐３‐２８

荏原町駅前

142-0053 東京都品川区中延５‐７‐４

文京音羽一丁目

112-0013 東京都文京区音羽１‐２０‐２

茗荷谷春日通

112-0002 東京都文京区小石川５‐５‐７

西池袋

171-0021 東京都豊島区西池袋３‐２５‐１５

Ｅｃｈｉｋａ池袋

171-0021 東京都豊島区西池袋３‐２８‐１４

巣鴨四丁目

170-0002 東京都豊島区巣鴨４‐１７‐１２

池袋駅東

170-0013 東京都豊島区東池袋１‐２９‐５

志茂三丁目

115-0042 東京都北区志茂３‐２２‐５

立川曙橋

190-0012 東京都立川市曙町２‐１０‐１

練馬旭町一丁目

179-0071 東京都練馬区旭町１‐３１‐１１

練馬錦二丁目

179-0082 東京都練馬区錦２‐１３‐１４

田柄二丁目

179-0073 東京都練馬区田柄２‐５１‐１６

大泉学園駅前

178-0063 東京都練馬区東大泉１‐２８‐７

練馬北町二丁目

179-0081 東京都練馬区北町２‐２３‐１５

神奈川県 愛川桜台

243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字牛尾田３５４９‐３

愛川田代

243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代１５８３

綾瀬深谷中央

252-1103 神奈川県綾瀬市深谷１７６９‐１

綾瀬大上

252-1104 神奈川県綾瀬市大上４‐２０‐３１

伊勢原白根

259-1147 神奈川県伊勢原市白根５３６‐４

久里浜五丁目

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５‐１１‐１９

横須賀森崎五丁目

238-0023 神奈川県横須賀市森崎５‐１‐１

横須賀大矢部三丁目

238-0024 神奈川県横須賀市大矢部３‐１‐４

横須賀野比

239-0841 神奈川県横須賀市野比１‐２‐３０

上白根長坂

241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町７３４‐１

磯子二丁目

235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子２‐１４‐１２

根岸

235-0007 神奈川県横浜市磯子区西町１０‐６

京急杉田駅前

235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原４‐２６‐３０

氷取沢町

235-0043 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町４２５‐１

上郷八軒谷戸

247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町１３６２‐１

栄上郷町

247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町８１‐１０

戸塚原宿四丁目

245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿４‐３８‐５

横浜上永谷三丁目

233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷３‐１１‐１５

洋光台

234-0051 神奈川県横浜市港南区日野７‐１‐１７

港北新横浜二丁目

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２‐５‐１１

新横浜三丁目

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３‐１８‐１４

瀬谷橋戸二丁目

246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸２‐１１‐３

瀬谷区役所前

246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１９４‐１

横浜瀬谷目黒町

246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２０‐１３

横浜中央二丁目

220-0051 神奈川県横浜市西区中央２‐２６‐１６

青葉台二丁目

227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２‐３‐１

横浜不老町三丁目

231-0032 神奈川県横浜市中区不老町３‐１３‐４

鶴見市場

230-0023 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町６‐２６

横浜馬場三丁目

230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場３‐１０‐３８

鶴見水道道

230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場３‐４‐５

井土ヶ谷駅前

232-0006 神奈川県横浜市南区南太田４‐１‐１

西鎌倉二丁目

248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉２‐１‐７

ＬＴＦ茅ヶ崎共恵

253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵２‐５‐４８

厚木下荻野

243-0203 神奈川県厚木市下荻野１２８６‐１

小田原根府川

250-0024 神奈川県小田原市根府川１６１

川崎日進町

210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町１３‐１３

宿河原駅前

214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原３‐５‐１

川崎生田二丁目

214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田２‐１４‐２５

三菱ふそうトラックバス

211-0023 神奈川県川崎市中原区大倉町１０

相模原消防署前

252-0239 神奈川県相模原市中央区中央３‐１‐２

相模原東淵野辺一丁目

252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺１‐１０‐７

相模原裁判所前

252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見６‐６‐１

ＬＴＦ麻溝台中学入口

252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台５‐２‐１９

ＬＴＦ相模原麻溝台

252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台８‐３３‐１１

城山川尻

252-0111 神奈川県相模原市緑区向原４‐１‐２４

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

上草柳八丁目

242-0029 神奈川県大和市上草柳８‐１６‐１８

ＬＴＦ大和東

242-0017 神奈川県大和市大和東２‐９‐１７

大磯町月京

259-0114 神奈川県中郡大磯町月京３３‐１１

藤沢遊行寺坂

251-0001 神奈川県藤沢市西富５２８

辻堂駅西口

251-0047 神奈川県藤沢市辻堂２‐２‐１４

平塚かまくら橋

254-0906 神奈川県平塚市公所８５１

燕吉田

959-0264 新潟県燕市吉田２７６６

燕杣木

959-1284 新潟県燕市大字杣木字善九郎２６３３‐１

佐渡佐和田

952-1324 新潟県佐渡市中原３４５‐１

三条下須頃

955-0093 新潟県三条市下須頃２０６‐１

三条東三条

955-0047 新潟県三条市東三条２‐１９‐５

三条本町

955-0071 新潟県三条市本町５‐１‐５０

糸魚川田海

949-0303 新潟県糸魚川市大字田海字田海５３１６

柿崎馬正面

949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面１１５７‐２

上越藤野新田

943-0171 新潟県上越市大字藤野新田字上長池２４６‐１

巻蓮田

953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４１６２‐４

新潟南出来島

950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島１‐９‐２７

新潟山木戸七丁目

950-0871 新潟県新潟市東区山木戸７‐１‐３０

白根新飯田

950-1455 新潟県新潟市南区新飯田字寺屋敷２６５８‐１

豊栄新井郷

950-3361 新潟県新潟市北区新井郷字居裏１０８８

長岡幸町

940-0084 新潟県長岡市幸町１‐１２‐１０

長岡左近

940-1161 新潟県長岡市左近１‐５８‐１

長岡三和一丁目

940-1151 新潟県長岡市三和１‐２‐２０

長岡摂田屋一丁目

940-1105 新潟県長岡市摂田屋１‐４‐５６

魚沼基幹病院前

949-7302 新潟県南魚沼市浦佐４０６９‐１

柏崎藤元町

945-0026 新潟県柏崎市藤元町２‐２

滑川下梅沢

936-0857 富山県滑川市下梅沢４７１‐１

黒部犬山

938-0043 富山県黒部市犬山２２１‐１

上市正印

930-0358 富山県中新川郡上市町正印新１３‐３

砺波チューリップ公園前

939-1383 富山県砺波市高道４‐５

富山下堀

939-8055 富山県富山市下堀７

富山山室

939-8006 富山県富山市山室字東田割１２８

富山総曲輪

930-0083 富山県富山市総曲輪４‐４‐１

富山長江

930-0974 富山県富山市長江８８７‐２

富山掛尾北

939-8072 富山県富山市堀川町３３０‐１

ゆのまち山代北

922-0242 石川県加賀市山代温泉１５‐４８

金沢駅金沢港口

920-0031 石川県金沢市広岡１‐９０２‐２

金沢大額

921-8147 石川県金沢市大額２‐２９‐１

金沢問屋町一丁目

920-0061 石川県金沢市問屋町１‐１１５‐１

七尾小島町

926-0852 石川県七尾市小島町９‐９‐１

小松白嶺町

923-0866 石川県小松市白嶺町１‐１‐１

若狭脇袋

919-1524 福井県三方上中郡若狭町脇袋１６

越前海岸

916-0316 福井県丹生郡越前町大樟七字河北３２‐１

福井大島町

918-8018 福井県福井市大島町中坪１１０‐１

福井県済生会病院

918-8235 福井県福井市和田中町舟橋７‐１

甲斐中下条

400-0124 山梨県甲斐市中下条９６０‐１

甲斐富竹新田

400-0113 山梨県甲斐市富竹新田２１６‐１

甲府高畑二丁目

400-0042 山梨県甲府市高畑２‐１８‐８

市川三郷高田

409-3606 山梨県西八代郡市川三郷町高田５３５‐１

国母工業団地南

409-3801 山梨県中央市中楯字田通３２５４

昭和西条小前

409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条２３７４‐１

南アルプス百々

400-0214 山梨県南アルプス市百々２５６６‐１

三ツ峠駅前

403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼１９６８‐５

茅野中沖

391-0000 長野県茅野市中沖６‐１０

茅野米沢

391-0216 長野県茅野市米沢３０９４‐１

小諸森山西

384-0085 長野県小諸市大字森山６０７‐１

小諸南町

384-0012 長野県小諸市南町２‐２７１２‐１

松本笹部

390-0847 長野県松本市笹部３‐１８‐１０

上田岩下

386-0153 長野県上田市岩下字岩谷堂１７７‐５

丸子御岳堂

386-0412 長野県上田市御嶽堂５８６‐３

上田別所温泉

386-1431 長野県上田市大字別所温泉１８８４‐１４

上田長瀬

386-0407 長野県上田市長瀬字宮下２９２１‐１

須坂上中町

382-0082 長野県須坂市中町２３６‐１

千曲稲荷山

387-0021 長野県千曲市大字稲荷山１９１８‐１

大町木崎湖

398-0001 長野県大町市大字平１０３５３‐２

長野大豆島

381-0022 長野県長野市大字大豆島４２０９

東部別府

389-0513 長野県東御市滋野４６１３‐１

飯田上郷別府

395-0003 長野県飯田市上郷別府３３３３‐１３

飯田鼎一色

395-0805 長野県飯田市鼎一色８８

岐阜県

静岡県

愛知県

飯田西鼎

395-0803 長野県飯田市鼎下山９１３‐１

飯田八幡町

395-0814 長野県飯田市八幡町２１５２‐８

軽井沢東

389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１５５

軽井沢借宿

389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉４６２５‐１

軽井沢バイパス

389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字飛鳥２６７０‐８

立科山部

384-2307 長野県北佐久郡立科町大字山部字峠反１５０

安八大明神

503-0117 岐阜県安八郡安八町大明神字椙の木３５０‐１

海津大和田

503-0612 岐阜県海津市海津町大和田字北浦２４１８

各務原鵜沼朝日町

509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２‐３‐１

岐阜茜部大野

500-8261 岐阜県岐阜市茜部大野２‐２６１

岐阜琴塚

500-8222 岐阜県岐阜市琴塚２‐８‐４

岐阜城東通

500-8441 岐阜県岐阜市城東通２‐６‐１

岐阜長住九丁目

500-8175 岐阜県岐阜市長住町９‐５

高山一之宮

509-3505 岐阜県高山市一之宮町字石原５４８６‐１

大垣西インター

503-0981 岐阜県大垣市桧町４０７‐１

道の駅花街道付知

508-0351 岐阜県中津川市付知町字河原８５９３‐１０

順天堂大学静岡病院２Ｆ

410-2211 静岡県伊豆の国市長岡１１２９

下田まいまい通り

415-0021 静岡県下田市一丁目１８‐２５

御殿場大坂北

412-0034 静岡県御殿場市大坂８３‐５

沼津下香貫南

410-0822 静岡県沼津市下香貫字汐入２２０１

沼津足高

410-0001 静岡県沼津市足高２７６‐２５

静岡丸子二丁目

421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子２‐４‐２０

静岡八幡五丁目

422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５‐２４‐１０

袋井浅羽

437-1101 静岡県袋井市浅羽１６２５

島田中央町

427-0042 静岡県島田市中央町３１‐２

藤枝高柳一丁目

426-0041 静岡県藤枝市高柳１‐２１‐３３

磐田海老島

438-0212 静岡県磐田市海老島７０５‐３

磐田駒場

438-0231 静岡県磐田市豊岡７０３８

浜松篠原

431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１６３２

浜松医大前

431-3125 静岡県浜松市東区半田山４‐３‐２

浜北新原

434-0003 静岡県浜松市浜北区新原３９２７‐２

富士天間

419-0205 静岡県富士市天間１４１１‐４

三好上ヶ池

470-0224 愛知県みよし市三好町上ヶ池３‐１２

東郷春木太子

470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字太子４１

安城浜富

446-0022 愛知県安城市浜富町１１‐９

一宮開明

494-0001 愛知県一宮市開明字前脇１８‐１

一宮森本三丁目

491-0831 愛知県一宮市森本３‐１６‐６

一宮小日比野

491-0104 愛知県一宮市浅井町小日比野字中牧６１

一宮緑三丁目

491-0862 愛知県一宮市緑３‐１‐１

岡崎東インター

444-3622 愛知県岡崎市樫山町字広表１３‐１

岡崎竜美南

444-0874 愛知県岡崎市竜美南４‐８‐４

岡崎舳越町

444-0902 愛知県岡崎市舳越町字神道５６‐１

江南安良

483-8111 愛知県江南市安良町地蔵６

春日井妙慶町

486-0928 愛知県春日井市妙慶町２‐１０２

小牧岩崎

485-0011 愛知県小牧市岩崎山前土地区画整理組合３１街区４‐２

瀬戸上之山町

489-0964 愛知県瀬戸市上之山町３‐６９‐１

瀬戸西原町

489-0972 愛知県瀬戸市西原町１‐３４‐１

清須二ツ杁駅前

452-0065 愛知県清須市西枇杷島町芳野２‐３１‐１

一色港入口

444-0422 愛知県西尾市一色町味浜上長割１１

西尾戸ケ崎

445-0075 愛知県西尾市戸ケ崎５‐２‐７

大口高橋

480-0131 愛知県丹羽郡大口町高橋２‐７２

知多八幡

478-0001 愛知県知多市八幡字中島１３９‐１

長久手古戦場駅前

480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業２０‐１

碧南霞浦

447-0881 愛知県碧南市霞浦町１‐１‐１

豊橋神野新田

441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ワノ割４８‐１

豊橋大清水

441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町２２２‐１

豊川森

442-0846 愛知県豊川市森６‐２８‐１

豊田吉原町

473-0916 愛知県豊田市吉原町西藤池２２‐１

豊田小坂町

471-0035 愛知県豊田市小坂町２‐４４‐１

豊田上野

471-0015 愛知県豊田市上野町２‐２２

豊田竹町

473-0906 愛知県豊田市竹町北田９８‐１

豊田美里

471-0805 愛知県豊田市美里１‐１１‐１１

藤成通二丁目

466-0845 愛知県名古屋市昭和区藤成通２‐１

名古屋市立大学病院

467-0001 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１‐１

西区城西町

452-0841 愛知県名古屋市西区城西町１５６

西区清里町

452-0801 愛知県名古屋市西区清里町３１４

丸の内伏見通

460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１‐８２５‐１

中区金山五丁目

460-0022 愛知県名古屋市中区金山５‐１２‐２０

中川的場町

454-0862 愛知県名古屋市中川区的場町３‐５４

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

名駅太閤通口

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１‐１６

椿町

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１４‐１３

ＪＲ八田駅前

453-0856 愛知県名古屋市中村区並木２‐１１７

錦通東桜

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２‐１６‐３４

本郷駅西

465-0025 愛知県名古屋市名東区上社２‐２００

四日市十七軒町

510-0063 三重県四日市市十七軒町１‐２８

四日市堀木

510-0076 三重県四日市市堀木２‐５３７

松阪石津町

515-0006 三重県松阪市石津町字地蔵裏３３０‐１

津伊倉津

514-0302 三重県津市雲出伊倉津町字下津６８４‐７

近江八幡千僧供町

523-0016 滋賀県近江八幡市千僧供町字木ノ葉内２４９‐１

近江八幡多賀

523-0821 滋賀県近江八幡市多賀町４０２‐１

水口南林口

528-0029 滋賀県甲賀市水口町南林口３７

今津北浜

520-1621 滋賀県高島市今津町今津１６７７‐１８

大津際川三丁目

520-0002 滋賀県大津市際川３‐３２‐１

大津市民病院

520-0804 滋賀県大津市本宮２‐９‐９

大津堅田駅西

520-0242 滋賀県大津市本堅田６字桜２１４１

琵琶湖グランドホテル

520-0101 滋賀県大津市雄琴６‐５‐１

五個荘簗瀬

529-1413 滋賀県東近江市五個荘簗瀬字上川原１６‐１

宇治伊勢田

611-0043 京都府宇治市伊勢田町浮面４１

京丹後弥栄

627-0111 京都府京丹後市弥栄町溝谷４７９３‐１

京都高雄

616-8263 京都府京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町１８‐１

ひかり烏丸高辻

600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８５

岡崎道

606-8336 京都府京都市左京区岡崎北御所町２５‐４

松ヶ崎駅前

606-0954 京都府京都市左京区松ケ崎壱町田町４‐２

山科外環小野

607-8261 京都府京都市山科区小野鐘付田町１２３

山科新大石道

607-8301 京都府京都市山科区西野山百々町１４５‐１

桂徳大寺

615-8302 京都府京都市西京区桂徳大寺南町１３

ＢｉＶｉ京都二条

604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１‐６

ドラッグひかり蛸薬師高倉

604-8141 京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３６

東大路馬町

605-0875 京都府京都市東山区鐘鋳町４‐４１５

久我石原

612-8491 京都府京都市伏見区久我石原町８‐１０

淀木津町

613-0911 京都府京都市伏見区淀木津町４３０‐１

京都大将軍

603-8332 京都府京都市北区大将軍川端町５

中舞鶴

625-0083 京都府舞鶴市大字余部上小字余部上２２８

茨木東太田一丁目

567-0012 大阪府茨木市東太田１‐３‐５４

羽曳野西浦北

583-0861 大阪府羽曳野市西浦９６２‐１

貝塚久保

597-0032 大阪府貝塚市永吉字大畝町１‐２

貝塚三ツ松南

597-0105 大阪府貝塚市三ツ松１８４３‐２１

貝塚三ツ松

597-0105 大阪府貝塚市三ツ松８４０‐１

貝塚脇浜

597-0073 大阪府貝塚市脇浜１‐１８６‐１

交野私部西

576-0041 大阪府交野市私部西２‐１５‐３

高槻城南町三丁目

569-0056 大阪府高槻市城南町３‐２３‐７

新高槻城北

569-0071 大阪府高槻市城北町２‐３‐５

高槻城北町二丁目

569-0071 大阪府高槻市城北町２‐７‐９

天王

569-0088 大阪府高槻市天王町３３‐１１

高槻奈佐原二丁目

569-1041 大阪府高槻市奈佐原２‐１１‐２１

高槻如是町

569-0827 大阪府高槻市如是町４０‐１７

阪南石田

599-0221 大阪府阪南市石田７１１‐６

阪南箱の浦

599-0235 大阪府阪南市箱の浦３３２０‐３

堺石津町三丁

590-0814 大阪府堺市堺区石津町３‐７‐２６

方違神社前

590-0015 大阪府堺市堺区南田出井町４‐１‐３１

堺上

593-8311 大阪府堺市西区上６７０‐１９

堺石津川駅前

592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中４‐１０‐２１

堺日置荘

599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町１‐１５‐５

堺豊田

590-0106 大阪府堺市南区豊田１１８６‐１

美原阿弥

587-0003 大阪府堺市美原区阿弥１０１

松原阿保四丁目

580-0043 大阪府松原市阿保４‐２‐３

松原三宅西四丁目

580-0045 大阪府松原市三宅西４‐２３５‐１

松原天美東二丁目

580-0032 大阪府松原市天美東２‐８５‐１

松原田井城

580-0044 大阪府松原市田井城６‐２７１‐１

寝屋川寝屋一丁目

572-0801 大阪府寝屋川市寝屋１‐３‐２

寝屋川大成

572-0819 大阪府寝屋川市大成町１３‐１６

吹田千里山東四丁目

565-0842 大阪府吹田市千里山東４‐６‐３

関西国際空港

549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北１

泉大津北豊中町

595-0012 大阪府泉大津市北豊中町３‐９７９‐５

ザ パーク フロント ホテル

554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６‐２‐５２‐３０６

住吉あびこ病院前

558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子３‐２‐１８

城東古市二丁目

536-0001 大阪府大阪市城東区古市２‐６‐７３

森之宮二丁目

536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮２‐４‐１１

兵庫県

奈良県

鶴橋三丁目

544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋３‐８‐３５

南津守六丁目

557-0063 大阪府大阪市西成区南津守６‐６‐５８

松屋町駅前

542-0067 大阪府大阪市中央区松屋町３‐２３

上町

540-0005 大阪府大阪市中央区上町Ｃ‐３

千日前二丁目

542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２‐８‐１７

谷町五丁目

540-0012 大阪府大阪市中央区谷町５‐３‐１４

中央南船場一丁目

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１‐１７‐２８

日本橋なんさん通り

542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２‐７‐１３

大阪中央卸売市場

553-0005 大阪府大阪市福島区野田１‐１‐８６

平野瓜破東一丁目

547-0022 大阪府大阪市平野区瓜破東１‐１１‐２９

平野本町

547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町３‐１２‐１１

北区万歳町

530-0028 大阪府大阪市北区万歳町４‐１２

西中島五丁目

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５‐１２‐８

木川西

532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西４‐３‐１８

氷野

574-0062 大阪府大東市氷野３‐２‐１０

池田井口堂一丁目

563-0023 大阪府池田市井口堂１‐１１‐７

東大阪松原二丁目

578-0922 大阪府東大阪市松原２‐１‐３２

東大阪中石切町四丁目

579-8014 大阪府東大阪市中石切町４‐５‐１４

藤井寺大井

583-0008 大阪府藤井寺市大井１‐４‐５

八尾高安駅前

581-0871 大阪府八尾市高安町北２‐９４‐１

八尾沼

581-0036 大阪府八尾市沼４‐５１

八尾福万寺一丁目

581-0842 大阪府八尾市福万寺町１‐９３‐１３

ドラッグシグマ八尾本町

581-0003 大阪府八尾市本町７‐２‐２３

富田林西板持

584-0048 大阪府富田林市西板持町２‐５‐１０

香里ヶ丘さくら通り

573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘５‐６‐７‐１

枚方藤阪南二丁目

573-0156 大阪府枚方市藤阪南町２‐３‐１

枚方楠葉花園町

573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町４‐１５

門真浜町

571-0054 大阪府門真市浜町９‐２

伊丹西台二丁目

664-0858 兵庫県伊丹市西台２‐５‐２５

伊丹野間北二丁目

664-0875 兵庫県伊丹市野間北２‐２‐６

稲美六分一西

675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一字蒲ノ上１１７８‐２４

加西三口

675-2223 兵庫県加西市三口町村前３８２

高砂阿弥陀

676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀２０１３‐１

三田すずかけ台

669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２‐２‐４

三木口吉川

673-0743 兵庫県三木市口吉川町桾原字北山７９‐１

三木御坂

673-0516 兵庫県三木市志染町御坂芦原６２６‐１

篠山古市

669-2123 兵庫県篠山市古市１６８‐１

篠山東岡屋

669-2345 兵庫県篠山市東岡屋６７８

垂水あじさい公園前

655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町字中坊３３‐１

雲井通二丁目

651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通２‐１‐９

三宮駅南

651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６‐１‐５

中山手通二丁目

650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通２‐１１‐４

ＪＲ新長田駅南

653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町３‐２‐１５‐１０３

長田上池田

653-0827 兵庫県神戸市長田区上池田３‐１７‐１６

神戸長田町五丁目

653-0812 兵庫県神戸市長田区長田町５‐３‐１１

長田北町二丁目

653-0016 兵庫県神戸市長田区北町２‐１

神戸御崎本町三丁目

652-0852 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町３‐２‐１７

新開地二丁目

652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地２‐１‐３

神戸兵庫町二丁目

652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町２‐１‐５

神崎南インター

679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋６６３‐１

西宮青木町

662-0862 兵庫県西宮市青木町３‐１

津門大塚町

663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町１‐２５

西宮南甲子園

663-8153 兵庫県西宮市南甲子園３‐１‐１

上郡山野里

678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里字下神田２３４０‐１

上郡神明寺

678-1221 兵庫県赤穂郡上郡町神明寺腰前２７５‐１

赤穂惣門町

678-0241 兵庫県赤穂市惣門町５４‐３

相生コスモス

678-0021 兵庫県相生市赤坂１‐３０８

山南町草部

669-3151 兵庫県丹波市山南町草部２４７‐１

春日インター

669-4132 兵庫県丹波市春日町野村２１０９‐１

氷上北

669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上字六反田１１‐２

尼崎水堂町三丁目

661-0026 兵庫県尼崎市水堂町３‐７‐１

ニシイチドラッグ崇徳院

660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院１‐４

尼崎南七松町一丁目

660-0053 兵庫県尼崎市南七松町１‐３‐１０

香住バイパス

669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住字五反田９０４‐１

香美町和田

667-1367 兵庫県美方郡香美町村岡区和田２６９

飾磨阿成

672-8030 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木８３５

姫路豊沢町

670-0964 兵庫県姫路市豊沢町６４

明石鳥羽

673-0003 兵庫県明石市鳥羽字溝の北１５９３

橿原雲梯町

634-0834 奈良県橿原市雲梯町１１７‐１

奈良県
葛城東室

639-2102 奈良県葛城市東室９６‐３

大和郡山丹後庄町

639-1122 奈良県大和郡山市丹後庄町１６６‐４

大和高田松塚

635-0001 奈良県大和高田市大字松塚３６３‐３

奈良柏木東

630-8146 奈良県奈良市八条町３９６‐１

広陵大野

635-0803 奈良県北葛城郡広陵町大字大野５２９‐１

和歌山県 かつらぎ町笠田

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東４７０‐１

橋本隅田町

648-0016 和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中山８２‐４

白浜町白浜

649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町８９０‐３２

勝浦町下里

649-5142 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里５５５‐１

和歌山北消防署前

640-8412 和歌山県和歌山市狐島６５２‐２

和歌山松江

640-8421 和歌山県和歌山市松江字浜代６８８‐１

和歌山太田一丁目

640-8323 和歌山県和歌山市太田１‐４‐１８

和歌山福島

640-8401 和歌山県和歌山市福島字西向坪６８８‐２

和歌山アロチ

640-8359 和歌山県和歌山市北ノ新地田町７

西伯法勝寺

683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺字才ノ木２３０‐２

倉吉西倉吉町

682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町字稲荷ノ前４００‐１

ローソン・ポプラ倉吉八屋

682-0025 鳥取県倉吉市八屋２２３‐１

鳥取賀露

680-0908 鳥取県鳥取市賀露町西１‐３０２０‐１

Ｓローソン・ポプラ鳥取ワシントンホテル

680-0835 鳥取県鳥取市東品治町１０２

三朝温泉

682-0121 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬字上河原４９８‐１

北栄町国坂

689-2102 鳥取県東伯郡北栄町国坂字中曾祢１１９‐７

ローソン・ポプラ北栄町由良

689-2208 鳥取県東伯郡北栄町六尾字夢地２１３‐１

米子米原入口

683-0804 鳥取県米子市米原４‐５‐６４

淀江町佐陀

689-3425 鳥取県米子市淀江町佐陀字山根谷１２４８

安来今津町

692-0015 島根県安来市今津町字松ノ前６３２‐１

出雲知井宮

693-0033 島根県出雲市知井宮町１８２

出雲渡橋

693-0004 島根県出雲市渡橋町１１７１‐１

松江御手船場町

690-0007 島根県松江市御手船場町５７８

松江宍道町佐々布

699-0406 島根県松江市宍道町佐々布１６２‐１

浜田国分

697-0003 島根県浜田市国分町２３１２

岡山高島新屋敷

703-8241 岡山県岡山市中区高島新屋敷７０１

岡山門田屋敷

703-8275 岡山県岡山市中区門田屋敷５‐１‐９

岡山ドーム前

700-0975 岡山県岡山市北区今１‐９‐３０

岡山奈義町

708-1325 岡山県勝田郡奈義町滝本１６１０

新見駅前

718-0003 岡山県新見市高尾２４６５‐１２

新見正田

718-0013 岡山県新見市正田９４‐１

真庭市役所前

719-3201 岡山県真庭市久世字花蔵２９３９‐２

瀬戸内牛窓町

701-4301 岡山県瀬戸内市牛窓町長浜６８７０‐３３

倉敷水江

710-0802 岡山県倉敷市水江１５９９‐５３

倉敷中島小溝

710-0803 岡山県倉敷市中島２６３１‐１

倉敷郷内

710-0142 岡山県倉敷市林５５５‐１

総社宍粟

719-1153 岡山県総社市宍粟８４７

総社吉備路

719-1161 岡山県総社市宿字原９５‐１

津山院庄

708-0015 岡山県津山市神戸３４６‐１

早島町

701-0304 岡山県都窪郡早島町早島１４４３‐１

吉田町貴船

731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田字貴船１８６４‐１

呉広駅前

737-0142 広島県呉市広駅前１‐１‐７

広島長束五丁目

731-0135 広島県広島市安佐南区長束５‐３５‐２５

広島井口明神一丁目

733-0841 広島県広島市西区井口明神１‐１４‐６

広島紙屋町一丁目

730-0031 広島県広島市中区紙屋町１‐６‐１

広島愛宕町

732-0054 広島県広島市東区愛宕町９‐２２

三原皆実三丁目

723-0052 広島県三原市皆実３‐３

フタバ図書大竹

739-0612 広島県大竹市油見３‐１１‐７

黒瀬国近

739-2502 広島県東広島市黒瀬町国近１８６‐１

廿日市駅北口

738-0007 広島県廿日市市平良山手１１‐５１

尾道栗原町

722-0022 広島県尾道市栗原町６０３９‐７

尾道古浜

722-0002 広島県尾道市古浜町９‐１４

尾道インター

722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷２２９５‐１

福山西深津

721-0975 広島県福山市西深津町４‐３‐１１

福山大門

721-0926 広島県福山市大門町４‐１５‐４７

フタバ図書アルティ福山本

721-0961 広島県福山市明神町１‐１４‐２０

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

下関宝町

751-0822 山口県下関市宝町１‐３９

下松駅南

744-0011 山口県下松市新川１‐３‐１

山口佐山

754-0894 山口県山口市佐山１２５４‐１

萩市役所前通

758-0025 山口県萩市大字土原４９３‐１

阿南羽ノ浦町岩脇

779-1106 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇中須４４

勝浦町沼江

771-4301 徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字車ノ口８‐４

小松島領田

773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田６‐３

小松島日開野町

773-0010 徳島県小松島市日開野町字勝久２３‐１

徳島国府町桜間

779-3114 徳島県徳島市国府町桜間字銭亀３７‐１

徳島西須賀町下中須

770-8024 徳島県徳島市西須賀町下中須２７‐１

徳島西大工町二丁目

770-0903 徳島県徳島市西大工町２‐５‐１

徳島加賀須野

771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野１０５１

徳島阿波おどり空港口

771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本２１８‐３

上板町西分

771-1330 徳島県板野郡上板町西分字東光３５‐１

藍住町奥野

771-1201 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須５６‐１

脇町郵便局前

779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮南１０２７‐１

鳴門大津町矢倉

772-0035 徳島県鳴門市大津町矢倉字六ノ越４３‐７

宇多津新開

769-0223 香川県綾歌郡宇多津町字新開２４１０‐１

観音寺昭和町二丁目

768-0066 香川県観音寺市昭和町２‐３‐４０

観音寺本大

768-0022 香川県観音寺市本大町字井出南１５９８

高松春日町

761-0101 香川県高松市春日町字川尻１０５１‐１

高松太田

761-8075 香川県高松市多肥下町１５９２

高松太田下町

761-8073 香川県高松市太田下町３００１‐１

高松藤塚町

760-0071 香川県高松市藤塚町１‐１０‐３１

高松伏石

761-8071 香川県高松市伏石町２１１１‐１

高松兵庫町

760-0024 香川県高松市兵庫町９‐１

高松牟礼町

761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼字下窪９９０‐１

高松中央インター

760-0080 香川県高松市木太町９区５６６‐３

坂出昭和町

762-0004 香川県坂出市昭和町２‐１‐１

三豊高瀬町

767-0011 香川県三豊市高瀬町下勝間１６３５‐１

琴平町榎井

766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井字中之町７０６‐５

多度津町堀江

764-0021 香川県仲多度郡多度津町堀江３‐６‐１１

四国中央金生町山田井

799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井８９２‐３

松山河原町

790-0013 愛媛県松山市河原町６‐６

松山会津

791-8076 愛媛県松山市会津町３‐４

松山垣生

791-8043 愛媛県松山市東垣生町４０１‐１

松山南吉田町

791-8042 愛媛県松山市南吉田町１７６０‐１

松山南江戸

790-0062 愛媛県松山市南江戸３‐８９８‐１

松山平井バイパス

791-0243 愛媛県松山市平井町甲３１２９‐１

松山保免中

790-0042 愛媛県松山市保免中２‐２‐１０

松山北梅本

791-0242 愛媛県松山市北梅本町甲８７４‐１

新居浜桜木町

792-0865 愛媛県新居浜市桜木町２‐６２

西条ひうち

793-0027 愛媛県西条市朔日市８８３‐１２

夜須町坪井

781-5601 高知県香南市夜須町坪井７９８‐１

高知一宮しなね

781-8131 高知県高知市一宮しなね１‐３‐２９

高知介良乙

781-5106 高知県高知市介良乙３１４４‐１

高知知寄町三丁目

780-0806 高知県高知市知寄町３‐５０９

高知競馬場前

781-0270 高知県高知市長浜２３１９‐１

高知百石町二丁目

780-8015 高知県高知市百石町２‐２８‐１１

四万十具同バイパス

787-0019 高知県四万十市具同３２８７

四万十竹島

787-0151 高知県四万十市竹島４０‐１

遠賀岡垣町

811-4214 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台４‐２０‐７

嘉穂稲築

820-0206 福岡県嘉麻市鴨生字居鳥４０９‐１

若宮インター

822-0153 福岡県宮若市山口７５‐８

八女高校前

833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井３５６‐１

直方新入

822-0032 福岡県直方市大字下新入字下中曽根６１７‐１

飯塚病院

820-0018 福岡県飯塚市芳雄町３‐８３

愛宕二丁目

819-0015 福岡県福岡市西区愛宕２‐１６‐１６

福岡今宿三丁目

819-0167 福岡県福岡市西区今宿３‐２９‐６

福岡今宿大塚

819-0164 福岡県福岡市西区今宿町字高田２６８‐１

ＴＮＣ放送会館

814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜２‐３‐２

天神二丁目

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐１３‐１７

天神協和ビル

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐８‐３８

福岡天神四丁目

810-0001 福岡県福岡市中央区天神４‐４‐１８

六本松

810-0044 福岡県福岡市中央区六本松２‐１０‐１

博多諸岡五丁目

812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５‐１‐５

若松ひびきの

808-0138 福岡県北九州市若松区ひびきの北１‐１０

小倉横代東町

802-0822 福岡県北九州市小倉南区横代東町２‐１７‐８

あるあるＣｉｔｙ

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２‐１４‐５

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

小倉南丘二丁目

803-0863 福岡県北九州市小倉北区南丘２‐９‐８

小倉馬借

802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借１‐５‐２５

永犬丸五丁目

807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸５‐１‐２０

門司小森江

800-0006 福岡県北九州市門司区矢筈町２‐１

柳川上宮永

832-0058 福岡県柳川市上宮永町字弐町４１５‐１

柳川筑紫

832-0077 福岡県柳川市筑紫町字前田２１２‐３

伊万里二里町

848-0035 佐賀県伊万里市二里町大里字中町乙１１９

佐賀巨勢

840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島８‐１

佐賀南部バイパス

840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１９５‐１４

多久駅前

846-0002 佐賀県多久市北多久町大字小侍多久駅周辺土地区画整理事業地内２

唐津栄町

847-0011 佐賀県唐津市栄町２５６９‐１

雲仙愛野町

854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙５９６‐１

国見多比良港

859-1311 長崎県雲仙市国見町土黒甲４３‐２

長崎医療センター

856-0835 長崎県大村市久原２‐１００１‐１

長崎愛宕

850-0822 長崎県長崎市愛宕３‐４３３

長崎昭和町

852-8131 長崎県長崎市文教町７‐２０

川棚高校前

859-3616 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷字前田２‐５

高来町

859-0113 長崎県諫早市高来町下与名字東森開６３２‐６

宇土新松原町

869-0419 熊本県宇土市新松原町４１‐１

菊陽光の森

869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７‐４７‐１０

南国ドライブイン

868-0300 熊本県球磨郡錦町西１８５‐１３

熊本花立六丁目

862-0918 熊本県熊本市東区花立６‐５‐１

熊本小山三丁目

861-8045 熊本県熊本市東区小山３‐２‐１

熊本長嶺西一丁目

861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西１‐１‐１

熊本植木投刀塚

861-0141 熊本県熊本市北区植木町投刀塚字出口３５７‐１

熊本楠三丁目

861-8003 熊本県熊本市北区楠３‐９‐１０

八代黄金町

866-0844 熊本県八代市旭中央通３‐６

八代千丁町

869-4703 熊本県八代市千丁町新牟田字拾弐２５００‐１

八代袋町

866-0855 熊本県八代市袋町５‐４５

九重野上

879-4802 大分県玖珠郡九重町大字野上字寺田１２９５‐１

蒲江インター

876-2403 大分県佐伯市蒲江大字野々河内浦字江川５９２‐２

佐伯渡町台

876-0813 大分県佐伯市長島町３‐２０‐１４

大分光吉

870-1132 大分県大分市大字光吉字西津留９０６‐１

大分萩原一丁目

870-0921 大分県大分市萩原１‐２‐３１

別府石垣西六丁目

874-0910 大分県別府市石垣西６‐１‐５２

別府南立石一区

874-0000 大分県別府市大字南立石字中津留２１７８‐１

延岡古川町

882-0063 宮崎県延岡市岡富古川土地区画整理区域内４１街区３画地

延岡土々呂町
鹿児島県 串木野神村学園前

沖縄県

889-0513 宮崎県延岡市土々呂町６‐１６４４
896-0037 鹿児島県いちき串木野市別府４３６３‐１

阿久根寺山

899-1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川１２４５

蒲生上久徳

899-5302 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳２８０６

南大隅根占

893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字潟４３‐２

薩摩川内宮崎町

895-0013 鹿児島県薩摩川内市宮崎町字清水田１７１９‐２

川内上川内町

895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町字公佛４２２４‐１

川内大小路

895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町９‐１４

鹿屋大手町

893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町７３１８‐１

鹿児島天文館

892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町１２‐１６

鹿児島西谷山

891-0116 鹿児島県鹿児島市西谷山１‐８‐３８

具志川赤道

904-2245 沖縄県うるま市赤道３４６

宜野湾我如古

901-2214 沖縄県宜野湾市字我如古３７４

宜野湾新城二丁目

901-2201 沖縄県宜野湾市新城２‐４５‐２

恩納万座毛入口

904-0411 沖縄県国頭郡恩納村字恩納２５８１‐１

大宜味塩屋

905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋念蒲１３０６‐３

新都心センタービル

900-0006 沖縄県那覇市おもろまち１‐１‐１２

古蔵小学校前

902-0075 沖縄県那覇市字国場１１７７

那覇与儀

902-0076 沖縄県那覇市字与儀３６４‐３

首里久場川団地前

903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町２‐９０‐１

那覇曙一丁目

900-0002 沖縄県那覇市曙１‐１３‐１４

国際通松尾一丁目

900-0014 沖縄県那覇市松尾１‐３‐６

那覇真嘉比入口

902-0068 沖縄県那覇市真嘉比１‐２‐１

那覇前島三丁目

900-0016 沖縄県那覇市前島３‐２２‐１

豊見城宜保

901-0244 沖縄県豊見城市宜保一丁目７番１３

名桜大学前

905-0005 沖縄県名護市字為又１２２０‐２５

