
店名 〒 住所

札幌屯田６条 002-0856 北海道札幌市北区屯田６条４丁目１番２５号

札幌季実の里 002-0858 北海道札幌市北区屯田８条７丁目１０番２０号

札幌本通２丁目北 003-0027 北海道札幌市白石区本通２丁目北８番２７号

札幌菊水元町２条 003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町２条２丁目２－７

札幌北郷６条 003-0836 北海道札幌市白石区北郷６条４丁目１番１７号

札幌川下公園前 003-0859 北海道札幌市白石区川北４条３丁目８番１号

札幌厚別東２条 004-0002 北海道札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６

札幌里塚緑ヶ丘 004-0805 北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１

札幌真栄４条 004-0834 北海道札幌市清田区真栄４条２丁目１８－２２

札幌清田２条 004-0842 北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１

札幌北野６条 004-0866 北海道札幌市清田区北野６条２丁目１１番１号

札幌真駒内南町 005-0016 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１

札幌石山２条 005-0842 北海道札幌市南区石山２条４丁目２番１号

札幌富丘１条 006-0011 北海道札幌市手稲区富丘１条５丁目１－２２

札幌新発寒４条 006-0804 北海道札幌市手稲区新発寒４条４丁目９－１４

札幌東苗穂３条 007-0803 北海道札幌市東区東苗穂３条３丁目１－５３

札幌東苗穂４条 007-0804 北海道札幌市東区東苗穂４条２丁目３－３１

札幌北３５条東 007-0835 北海道札幌市東区北３５条東７丁目３－２８

札幌北４４条東 007-0844 北海道札幌市東区北４４条東１丁目２－１

秋田広面 010-0041 秋田県秋田市広面字谷地沖１７－２

潟上天王二田 010-0201 秋田県潟上市天王字二田２１９－５

男鹿船越 010-0341 秋田県男鹿市船越字内子８１番３

秋田将軍野南３丁目 011-0936 秋田県秋田市将軍野南３丁目１２番３９号

横手婦気大堤 013-0063 秋田県横手市婦気大堤字下久保１４４番１

横手浅舞 013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田３１８番１

大館大田面 017-0041 秋田県大館市字大田面３９７－３

秋田にかほ象潟 018-0129 秋田県にかほ市象潟町字才ノ神２０番地９

にかほ平沢 018-0402 秋田県にかほ市平沢字館ヶ森１－１０

盛岡三ツ割 020-0011 岩手県盛岡市三ツ割字鉢ノ皮３６番４７

盛岡厨川３丁目 020-0124 岩手県盛岡市厨川３丁目１３－１３

滝沢巣子 020-0611 岩手県滝沢市巣子１５６番１４

滝沢せいほくタウン 020-0633 岩手県滝沢市穴口１３５番２

滝沢鵜飼 020-0663 岩手県滝沢市鵜飼諸葛川２番１

奥州水沢東中通り 023-0822 岩手県奥州市水沢東中通り１丁目２－３９

奥州水沢太日通り２丁目 023-0827 岩手県奥州市水沢太日通り２丁目２－１

奥州江刺南大通り 023-1112 岩手県奥州市江刺南大通り１－４

北上里分 024-0023 岩手県北上市里分７地割８２番１

花巻西宮野目西 025-0002 岩手県花巻市西宮野目９－３５－１５

遠野青笹町 028-0501 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

山田町大沢 028-1311 岩手県下閉伊郡山田町大沢第１地割４３番５

八幡平バイパス 028-7111 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

八幡平野駄 028-7301 岩手県八幡平市野駄２１－２２０－１

陸前高田アップルロード 029-2207 岩手県陸前高田市小友町字小崎下２９番１０

住田世田米 029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１２番１３

青森新町１丁目 030-0801 青森県青森市新町１丁目２－１８

青森浜田２丁目 030-0843 青森県青森市浜田２丁目１６－４

青森古川１丁目 030-0862 青森県青森市古川１丁目１５番１０号

八戸沼館南 031-0071 青森県八戸市沼館１丁目１０－２９

八戸江陽１丁目 031-0801 青森県八戸市江陽１－１３－１



黒石市ノ町 036-0307 青森県黒石市大字市ノ町１８番地６号

黒石野際 036-0542 青森県黒石市野際３丁目１８－１

弘前青山５丁目 036-8062 青森県弘前市大字青山５丁目２８番地１

弘前外崎 036-8094 青森県弘前市大字外崎１丁目３番地４

弘前東長町 036-8343 青森県弘前市大字東長町３５－１

つがる柏インター 038-3102 青森県つがる市柏下古川絹森２６３－６

鶴田バイパス 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉５０５－１

八戸長苗代２丁目 039-1103 青森県八戸市長苗代２丁目１９番１０号

階上蒼前西７丁目 039-1212 青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８

函館弁天町 040-0051 北海道函館市弁天町１８番２号

函館山の手２丁目 041-0836 北海道函館市山の手２丁目４－５

函館中道２丁目 041-0853 北海道函館市中道２丁目３８－５

七飯バイパス 041-1102 北海道亀田郡七飯町字峠下７６－１

渡島七飯 041-1111 北海道亀田郡七飯町本町３－４－１

北斗大野橋通 041-1201 北海道北斗市本町２丁目１番５３号

渡島南茅部 041-1611 北海道函館市川汲町１５４５

江差愛宕町 043-0031 北海道檜山郡江差町字愛宕町７８番地１

江差茂尻町 043-0052 北海道檜山郡江差町字茂尻町１７２－２

乙部町 043-0102 北海道爾志郡乙部町字元町２９３ー１

倶知安南４条 044-0014 北海道虻田郡倶知安町南４条東１丁目１番

倶知安基町 044-0053 北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地

岩内東山 045-0002 北海道岩内郡岩内町字東山１３３ー１

余市大川 046-0004 北海道余市郡余市町大川町１９丁目１１

余市富沢 046-0025 北海道余市郡余市町富沢町７丁目１９番地１

小樽真栄 047-0003 北海道小樽市真栄１丁目２番２号

小樽船見坂下 047-0032 北海道小樽市稲穂３丁目２０番１２号

小樽蘭島 048-2562 北海道小樽市蘭島１丁目２５－３１

苫小牧船見 053-0007 北海道苫小牧市船見町１丁目３－４

苫小牧末広 053-0011 北海道苫小牧市末広町１丁目３－２

苫小牧しらかば町 053-0821 北海道苫小牧市しらかば町６丁目１６－２１

門別町富川西 055-0007 北海道沙流郡日高町富川西３丁目３番３号

登別市役所前 059-0012 北海道登別市中央町６丁目３－７

登別鷲別町１丁目 059-0034 北海道登別市鷲別町１丁目４番７

登別鷲別町５丁目 059-0034 北海道登別市鷲別町５丁目７番地６

白老虎杖浜温泉 059-0641 北海道白老郡白老町字虎杖浜７３番４８

苫小牧沼ノ端北 059-1304 北海道苫小牧市北栄町３丁目８番地１

北広島大曲中央 061-1271 北海道北広島市大曲中央２丁目１－６

恵庭柏陽町 061-1434 恵庭市柏陽町３ー１２ー５

石狩花川北３条 061-3213 北海道石狩市花川北３条１丁目４－１

石狩花川東２条 061-3262 北海道石狩市花川東二条２丁目５４

石狩花畔 061-3283 北海道石狩市花畔３条１丁目２６３－２

札幌美園１０条 062-0010 北海道札幌市豊平区美園１０条６丁目３－８

札幌月寒東水源池通 062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東３条８丁目２番５号

月寒東５条 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東５条９丁目４番２０号

札幌中の島１条７丁目 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条７丁目２番１号

札幌平岸３条 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目３番８号

札幌山の手１条 063-0001 北海道札幌市西区山の手１条１１丁目５－１７

札幌発寒南駅前 063-0061 北海道札幌市西区西町北８丁目２－２７

札幌発寒７条 063-0827 北海道札幌市西区発寒７条１０丁目１番３０号

札幌発寒１１条 063-0831 北海道札幌市西区発寒１１条６丁目３－２０



札幌南６条 064-0806 北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７

札幌宮の森１条 064-0824 北海道札幌市中央区北４条西２９丁目２－１５

札幌南１４条西１５丁目 064-0914 北海道札幌市中央区南１４条西１５丁目３－１

札幌南１６条 064-0916 北海道札幌市中央区南１６条西１４丁目２－１４

札幌南２１条西１４丁目 064-0921 北海道札幌市中央区南２１条西１４丁目３－２０

札幌北１８条東１５丁目 065-0018 北海道札幌市東区北十八条東１５丁目１番２号

札幌北２６条東２１丁目 065-0026 北海道札幌市東区北２６条東２１丁目６－２１

札幌北３２条東８丁目 065-0032 北海道札幌市東区北３２条東８丁目１番２９号

千歳旭ヶ丘 066-0018 北海道千歳市旭ヶ丘１丁目１番３号

千歳高台 066-0035 北海道千歳市高台２－６－２０

千歳白樺 066-0056 北海道千歳市白樺２丁目１－４

夕張紅葉山 068-0755 北海道夕張市紅葉山４５４－１

岩見沢幌向 069-0371 北海道岩見沢市幌向南１条１丁目３７－１０

江別大麻晴美町 069-0866 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０

空知由仁 069-1203 北海道夕張郡由仁町東栄９７－１

空知栗山 069-1501 北海道夕張郡栗山町桜丘２丁目３７番１

旭川神楽１０丁目 070-8004 北海道旭川市神楽４条１０丁目５番７号

旭川神居雨紛 070-8013 北海道旭川市神居３条２０丁目７０番地２７

旭川神居３条 070-8013 北海道旭川市神居３条３丁目１番２号

旭川神居４条 070-8014 北海道旭川市神居４条１１丁目５番１４号

上富良野東町 071-0555 北海道空知郡上富良野町東町４丁目１－３１

鷹栖北野 071-1231 北海道上川郡鷹栖町北野西１条１丁目１－１４

美唄旭通り 072-0006 北海道美唄市東５条北１丁目１－１

美唄大通北 072-0022 北海道美唄市西１条北５丁目１－４５

留萌沖見町 077-0037 北海道留萌市沖見町２ー３８

留萌開運町 077-0042 北海道留萌市開運町２丁目３番１６号

上川比布町 078-0310 北海道上川郡比布町基線７号

留萌小平 078-3300 北海道留萌郡小平町字小平町３３０

羽幌役場前 078-4122 北海道苫前郡羽幌町南町１－３

旭川動物園通り 078-8203 北海道旭川市東旭川町日ノ出５１番３

旭川豊岡１３条 078-8243 北海道旭川市豊岡１３条４丁目１－１

旭川南５条 078-8335 北海道旭川市南５条通２６丁目５０４

上芦別 079-1371 北海道芦別市上芦別町７９番１

帯広若葉 080-0026 北海道帯広市西１６条南６丁目３－１

帯広西１７条競馬場通 080-0027 北海道帯広市西１７条南３丁目５１－１８

帯広豊成 080-0871 北海道帯広市清流東１丁目１番地１号

帯広西２１南５丁目 080-2471 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号

芽室東４条２丁目 082-0014 北海道河西郡芽室町東４条２ー２ー１

釧路昭和４丁目 084-0903 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２

釧路浪花町 085-0021 北海道釧路市浪花町６丁目２番地

釧路鶴見橋 085-0057 北海道釧路市愛国西４丁目１番１号

釧路武佐１丁目 085-0806 北海道釧路市武佐１丁目９番１７号

釧路緑ケ岡 085-0814 北海道釧路市緑ケ岡２丁目３６－８

釧路南大通 085-0841 北海道釧路市南大通５丁目１番５号

別海宮舞 086-0201 北海道野付郡別海町別海宮舞町１１番地

中標津緑町 086-1165 北海道標津郡中標津町緑町北１丁目８－７

白糠庶路 088-0567 北海道白糠郡白糠町庶路２丁目６番地１２

釧路町新開 088-0624 北海道釧路郡釧路町新開３丁目１番

幕別町札内暁 089-0531 北海道中川郡幕別町札内暁町２７１－１０２

大樹西本通 089-2152 北海道広尾郡大樹町西本通２２



足寄下愛冠 089-3707 北海道足寄郡足寄町下愛冠１丁目５－２

浦幌町 089-5603 北海道十勝郡浦幌町字本町１４－１

北見幸町 090-0036 北海道北見市幸町４丁目１番３１号

北見東陵町 090-0061 北海道北見市東陵町１８５番地８

北見とん田東町 090-0833 北海道北見市とん田東町３７９番地１

北見南大通 090-0837 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７

美幌栄町 092-0012 北海道網走郡美幌町字栄町４丁目６－８

網走駒場北 093-0033 北海道網走市駒場北１丁目３－１７

網走駒場南 093-0035 北海道網走市駒場南７丁目３－６

網走潮見南通 093-0042 北海道網走市字潮見１７７番地９

網走北６条 093-0076 北海道網走市北六条西６丁目６番地

美深西１条 098-2241 北海道中川郡美深町西１条南５丁目３６－４

遠軽豊里 099-0412 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１

北見銀河橋 099-0878 北海道北見市東相内町１７３番地１

端野町 099-2102 北海道北見市端野町二区４４７－５２

女満別 099-2310 北海道網走郡大空町女満別本通５丁目２番３１号

小清水町 099-3642 北海道斜里郡小清水町南町１丁目２１番２３号

斜里青葉町 099-4117 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８

紋別渚滑 099-5171 北海道紋別市渚滑町５丁目２４－１

神田紺屋町 101-0035 東京都千代田区神田紺屋町８

神田鍛冶町３丁目 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４

神田淡路町ワテラス 101-0063 千代田区神田淡路町２丁目１０５番地

飯田橋アイガーデンテラス 102-0072 東京都千代田区飯田橋３－１０－９

九段南大妻通り 102-0074 東京都千代田区九段南３－１－１

東日本橋駅前 103-0004 東京都中央区東日本橋３－１１－９

日本橋久松町 103-0005 東京都中央区日本橋久松町１０－６

日本橋蛎殻町 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８

聖路加タワー 104-0044 東京都中央区明石町８－１

月島駅前 104-0052 東京都中央区月島１－５－２

中央区月島１丁目 104-0052 東京都中央区月島１－２－１３

晴海２丁目 104-0053 東京都中央区晴海２丁目２－２－４２

勝どきグロウスタウン 104-0054 東京都中央区勝どき１－３－３

銀座１丁目中央 104-0061 東京都中央区銀座１－１０－６

港区芝浦１丁目 105-0023 東京都港区芝浦１丁目１３－１０

港区西麻布３丁目 106-0031 東京都港区西麻布３－１３－１３

東京ミッドタウン 107-0052 東京都港区赤坂９－７－２

赤坂８丁目 107-0052 東京都港区赤坂８丁目１０－２２

港区南青山２丁目 107-0062 東京都港区南青山２丁目１１番１７号

港区海岸３丁目 108-0022 東京都港区海岸３丁目７－２０

白金台プラチナ通り 108-0071 東京都港区白金台５－１４－１

台東谷中７丁目 110-0001 東京都台東区谷中７ー２０ー７

台東谷中６丁目 110-0001 東京都台東区谷中６－１－７

上野桜木２丁目 110-0002 東京都台東区上野桜木２丁目４－７

上野公園前 110-0005 東京都台東区上野２－１４－３１

台東浅草６丁目 111-0032 東京都台東区浅草６－１－１８

台東寿１丁目 111-0042 東京都台東区寿１－１８－１

台東駒形１丁目 111-0043 東京都台東区駒形１丁目３－１６

文京小石川１丁目 112-0002 東京都文京区小石川１ー１０－５

文京千駄木 113-0022 東京都文京区千駄木２－１３－１

根津駅前 113-0031 東京都文京区根津１－１６－１３



文京本郷３丁目 113-0033 東京都文京区本郷３－５－５

文京本郷４丁目 113-0033 東京都文京区本郷４－３－４

田端３丁目 114-0014 東京都北区田端３－４－１４

北区岸町１丁目 114-0021 東京都北区岸町１ー６ー２

北区滝野川３丁目 114-0023 東京都北区滝野川３丁目４８－１１

７ＦＳ十条駐屯地 114-0033 東京都北区十条台１丁目５－７０

北区赤羽１番街 115-0045 東京都北区赤羽１－１９－１２

荒川町屋１丁目 116-0001 東京都荒川区町屋１丁目２２－３

荒川１丁目 116-0002 東京都荒川区荒川１丁目３６－８

荒川５丁目 116-0002 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３

南千住７丁目 116-0003 荒川区南千住７ー１２ー２

荒川西尾久４丁目 116-0011 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３

荒川西尾久３丁目 116-0011 東京都荒川区西尾久３－２２－１４

荒川東尾久６丁目 116-0012 東京都荒川区東尾久６－３３－１０

西日暮里道灌山通り 116-0013 東京都荒川区西日暮里５－７－１１

西日暮里六丁目 116-0013 東京都荒川区西日暮里６－５１－６

足立千住４丁目 120-0034 東京都足立区千住４－１６－１３

足立青井５丁目 121-0012 東京都足立区青井５－４－１

足立辰沼東 121-0053 東京都足立区佐野２－２－１１

足立伊興番田 121-0824 東京都足立区西伊興４－１０－７

足立舎人２丁目 121-0831 足立区舎人２ー２１ー１０

足立舎人５丁目尾久橋通り 121-0831 東京都足立区舎人５－２１－３０

足立舎人４丁目尾久橋通り 121-0831 東京都足立区舎人４－１１－２４

足立入谷１丁目 121-0836 東京都足立区入谷１－７－１６

足立西新井本町 123-0845 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立西新井本町４丁目 123-0845 東京都足立区西新井本町４丁目３０－７

梅島駅前 123-0851 東京都足立区梅田８－１－１６

足立鹿浜２丁目 123-0864 東京都足立区鹿浜２－３２－１

葛飾お花茶屋駅前 124-0005 東京都葛飾区宝町２丁目３６－１２

葛飾立石４丁目 124-0012 東京都葛飾区立石４ー３３ー７

葛飾東立石１丁目 124-0013 東京都葛飾区東立石１－１－６

葛飾奥戸３丁目 124-0022 東京都葛飾区奥戸３丁目８－２

葛飾東新小岩７丁目 124-0023 東京都葛飾区東新小岩７－３２－１

平和橋通り西新小岩 124-0025 東京都葛飾区西新小岩５－２２－６

葛飾西亀有３丁目 125-0002 東京都葛飾区西亀有３－３２－１

葛飾東水元２丁目 125-0033 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号

葛飾六貫橋 125-0051 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４

葛飾鎌倉１丁目 125-0053 東京都葛飾区鎌倉１－３９－１

葛飾鎌倉２丁目 125-0053 東京都葛飾区鎌倉２－１－２３

葛飾青戸５丁目 125-0062 東京都葛飾区青戸５－３－４

墨田業平４丁目 130-0002 東京都墨田区業平４－９－３

墨田太平３丁目 130-0012 東京都墨田区太平３－２０－７

墨田錦糸１丁目 130-0013 東京都墨田区錦糸１－５－１６

ＪＲ錦糸町駅前 130-0022 東京都墨田区江東橋３－１４－１０

墨田江東橋５丁目 130-0022 東京都墨田区江東橋５－２－９

墨田堤通１丁目 131-0034 東京都墨田区堤通１－１１－９

墨田八広４丁目 131-0041 東京都墨田区八広４丁目４８番地１７号

墨田押上２丁目 131-0045 東京都墨田区押上２－２０－２

墨田京島２丁目 131-0046 東京都墨田区京島２－２７－１３

江戸川東瑞江２丁目 132-0014 東京都江戸川区東瑞江３丁目２８番１２号



江戸川中央２丁目 132-0021 東京都江戸川区中央２丁目２３－９

江戸川一之江２丁目 132-0024 東京都江戸川区一之江２－１－２

江戸川松江５丁目 132-0025 東京都江戸川区松江５丁目１８－１６

江戸川松江１丁目 132-0025 東京都江戸川区松江１－２－６

新小岩ルミエール 132-0031 東京都江戸川区松島４丁目４６－８

江戸川平井４丁目 132-0035 東京都江戸川区平井４－１４－５

江戸川東小岩４丁目 133-0052 東京都江戸川区東小岩４－３３－８

江戸川南小岩８丁目 133-0056 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号

江戸川鹿骨３丁目 133-0073 東京都江戸川区鹿骨３丁目１７－７

南葛西４丁目 134-0085 江戸川区南葛西４－１１

南葛西１丁目 134-0085 江戸川区南葛西１ー１３ー９

江戸川清新プラザ 134-0087 東京都江戸川区清新町１－３－１０

江東住吉２丁目 135-0002 東京都江東区住吉２－７－６

江東塩浜２丁目 135-0043 東京都江東区塩浜２丁目４番３５号

江東塩浜 135-0043 東京都江東区塩浜２－１１－１８

豊洲 135-0061 江東区豊洲４－６－１

豊洲駅前 135-0061 東京都江東区豊洲４－１－２４

亀戸昭和橋通り 136-0071 東京都江東区亀戸６－３７－９

江東亀戸７丁目東 136-0071 東京都江東区亀戸７丁目３９－１３

江東東砂１丁目 136-0074 東京都江東区東砂１－３－３９

７ＦＳスフィアタワー天王洲 140-0002 東京都品川区東品川２－２－８

品川天王洲 140-0002 東京都品川区東品川２－２－２７

東品川４丁目 140-0002 東京都品川区東品川４－９－２１

南品川 140-0004 東京都品川区南品川５－４－１

品川南大井３丁目 140-0013 東京都品川区南大井３－３０－８

品川大井４丁目 140-0014 東京都品川区大井４－３－１

品川大井７丁目 140-0014 東京都品川区大井７丁目２７－５

品川西大井３丁目 140-0015 東京都品川区西大井３丁目１－１８

西大井 140-0015 東京都品川区西大井６－５－１

大崎ブライトコア 141-0001 東京都品川区北品川５丁目５番１５号

品川東五反田１丁目 141-0022 東京都品川区東五反田１－１２－２

西品川２丁目 141-0033 東京都品川区西品川２－４－７

品川西中延１丁目 142-0054 東京都品川区西中延１丁目６番１８号

荏原４丁目 142-0063 東京都品川区荏原４ー３ー１

品川旗の台２丁目 142-0064 東京都品川区旗の台２丁目４－２２

大田区大森南３丁目 143-0013 東京都大田区大森南３－２２－１

大田区大森中３丁目 143-0014 東京都大田区大森中３丁目２６－１

大田区大森西３丁目 143-0015 東京都大田区大森西３－８－１

Ｌｕｚ大森 143-0016 東京都大田区大森北１－１０－１４

大田区本羽田１丁目 144-0044 東京都大田区本羽田１－１９－３

大田区水門通り 144-0046 東京都大田区東六郷２丁目９－１０

大田区西蒲田７丁目 144-0051 東京都大田区西蒲田７－４２－１１

蒲田駅前 144-0052 東京都大田区蒲田５－７－８

大田区仲六郷２丁目 144-0055 東京都大田区仲六郷２丁目１５番１０号

大田区上池台３丁目 145-0064 東京都大田区上池台３－４３－１

渋谷広尾５丁目 150-0012 東京都渋谷区広尾５－８－１８

渋谷代官山 150-0034 東京都渋谷区代官山町１４－２３

西新宿甲州街道 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１３－４

武蔵小山西口 152-0002 東京都目黒区目黒本町３－５－７

目黒鷹番１丁目 152-0004 東京都目黒区鷹番１－１１－８



目黒東が丘２丁目 152-0021 東京都目黒区東が丘２丁目１２

都立大学駅南 152-0031 東京都目黒区中根２－１１－１

目黒自由が丘１丁目東 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－４－６

目黒祐天寺駅前 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－２－１１

目黒油面 153-0063 東京都目黒区目黒４－２３－１９

目黒元競馬場 153-0064 東京都目黒区下目黒５－１８－２１

世田谷弦巻１丁目 154-0016 東京都世田谷区弦巻１－２１－１

世田谷赤堤４丁目 156-0044 東京都世田谷区赤堤４－３７－８

世田谷経堂３丁目 156-0052 東京都世田谷区経堂３－２１－６

世田谷粕谷３丁目 157-0063 東京都世田谷区粕谷３丁目１９

世田谷等々力７丁目 158-0082 東京都世田谷区等々力７－５－２１

世田谷玉川 158-0094 東京都世田谷区玉川２ー７ー１

世田谷上用賀１丁目 158-0098 東京都世田谷区上用賀１－８－５

ハイアットリージェンシー東京 160-0023 東京都新宿区西新宿２－７－２

西新宿新和ビル 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２－４

西新宿１丁目西 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１４－１５

新宿中落合３丁目 161-0032 東京都新宿区中落合３－１－３

新宿上落合３丁目 161-0034 東京都新宿区上落合３－２３－６

新宿市谷台町 162-0066 東京都新宿区市谷台町３－１

中野上高田２丁目 164-0002 東京都中野区上高田２丁目９－１６

中野中央３丁目 164-0011 東京都中野区中央３－２２－２

中野沼袋駅前 165-0025 東京都中野区沼袋３ー４ー１９

高円寺純情商店街 166-0002 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

杉並井草２丁目 167-0021 東京都杉並区井草２－１９－８

杉並日大二高 167-0032 東京都杉並区天沼２－４３－１８

杉並西荻南３丁目 167-0053 東京都杉並区西荻南３－２２－１

杉並永福町駅前 168-0064 東京都杉並区永福４－１－５

浜田山鎌倉街道 168-0065 東京都杉並区浜田山３－２１－３

杉並浜田山３丁目 168-0065 東京都杉並区浜田山３－２７－１２

西早稲田１丁目 169-0051 東京都新宿区西早稲田１－９－２１

新宿大久保駅前 169-0073 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 169-0074 東京都新宿区北新宿１－１２－１７

高田馬場３丁目 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－５－３

高田馬場小滝橋 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－４０－１３

北大塚１丁目西 170-0004 東京都豊島区北大塚１－１９－３

池袋西一番街 171-0021 東京都豊島区西池袋１ー４１ー１

池袋西一番街中央通り 171-0021 東京都豊島区西池袋１－３３－２

豊島千川駅北 171-0043 東京都豊島区要町３－４４－１

豊島要町１丁目 171-0043 東京都豊島区要町１丁目８－１１

豊島千川駅前 171-0043 東京都豊島区要町３－９－１３

板橋蓮根３丁目 174-0046 東京都板橋区蓮根３丁目７番６号

板橋志村四中前 174-0056 東京都板橋区志村３丁目１８－１

板橋本蓮沼駅西 174-0061 東京都板橋区大原町６－１２

板橋西台 175-0045 東京都板橋区西台３ー１７ー１

板橋高島平１丁目 175-0082 東京都板橋区高島平１－２８－１

高島平駅前 175-0082 東京都板橋区高島平８－５－６

板橋徳丸５丁目 175-0083 東京都板橋区徳丸５－１５－５

板橋三園１丁目 175-0091 東京都板橋区三園１丁目５０－１２

板橋赤塚５丁目 175-0092 東京都板橋区赤塚５－２９－１

板橋成増２丁目 175-0094 東京都板橋区成増２－２６－３



練馬駅北口 176-0001 東京都練馬区練馬１－１９－２

練馬桜台２丁目 176-0002 東京都練馬区桜台２丁目１６番１１号

練馬豊玉南 176-0014 東京都練馬区豊玉南３－２８－３

練馬富士見台駅南 176-0021 東京都練馬区貫井３丁目１－９

練馬中村北４丁目 176-0023 東京都練馬区中村北４－２－１２

練馬南田中４丁目 177-0035 東京都練馬区南田中４－１３－１６

練馬下石神井３丁目 177-0042 東京都練馬区下石神井３－９－８

練馬石神井台５丁目南 177-0045 東京都練馬区石神井台５－１２－２

練馬石神井高校前 177-0051 東京都練馬区関町北４－３３－２２

練馬関町東２丁目 177-0052 東京都練馬区関町東２－１５－１

練馬関町南２丁目 177-0053 東京都練馬区関町南２丁目１－１２

練馬大泉学園小前 178-0061 東京都練馬区大泉学園町４－８－１０

練馬大泉学園町７丁目 178-0061 東京都練馬区大泉学園町７丁目１５番９号

練馬南大泉富士街道 178-0064 東京都練馬区南大泉１－１７－１７

練馬西大泉４丁目 178-0065 東京都練馬区西大泉４－１１－３

練馬旭町 179-0071 東京都練馬区旭町１丁目８－３

練馬田柄通り 179-0073 東京都練馬区田柄３－５－１５

練馬高松３丁目 179-0075 東京都練馬区高松３－２２－１１

氷川台駅前 179-0084 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５

練馬早宮１丁目 179-0085 東京都練馬区早宮１－１４－１４

練馬早宮４丁目 179-0085 東京都練馬区早宮４－２７－２１

吉祥寺通り東 180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－２－１

吉祥寺井の頭公園入口 180-0005 東京都武蔵野市御殿山１丁目２７５１番５

武蔵野中央 180-0013 東京都武蔵野市西久保３－２－１７

三鷹牟礼４丁目 181-0002 東京都三鷹市牟礼４－９－１１

三鷹牟礼７丁目 181-0002 東京都三鷹市牟礼７－６－１７

三鷹新川６丁目 181-0004 東京都三鷹市新川６－３－１４

三鷹駅南通り 181-0013 東京都三鷹市下連雀４－１７－３－１０１

三鷹下連雀６丁目 181-0013 東京都三鷹市下連雀６丁目１－１１

つつじヶ丘 182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘３－３０－２

深大寺 182-0011 東京都調布市深大寺北町５－１－９

調布柴崎１丁目 182-0014 東京都調布市柴崎１－４７－３

調布国領町２丁目 182-0022 東京都調布市国領町２－１８－５

調布布田駅前 182-0022 東京都調布市国領町５－７１－３

調布飛田給２丁目 182-0036 東京都調布市飛田給２－４６－１８

府中若松町３丁目 183-0005 東京都府中市若松町３丁目３６－２

府中若松町 183-0005 東京都府中市若松町３丁目３－１３

府中白糸台 183-0011 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中白糸台５丁目 183-0011 東京都府中市白糸台５丁目２８－４

府中小柳町２丁目 183-0013 東京都府中市小柳町２－２９－２

府中是政３丁目 183-0014 東京都府中市是政３－３１－１

小金井北大通り 184-0002 東京都小金井市梶野町４－１－３６

国分寺本町４丁目 185-0012 東京都国分寺市本町４－１２

西国分寺駅前 185-0024 東京都国分寺市泉町２丁目９番１号

国立富士見台２丁目 186-0003 東京都国立市富士見台２－１７－７

小平花小金井駅南口 187-0003 東京都小平市花小金井南町１－２５－３３

新小平駅前 187-0032 東京都小平市小川町２－１２１２－１

西東京緑町２丁目 188-0002 東京都西東京市緑町２－１４－２２

西東京西原１丁目 188-0004 東京都西東京市西原町１－３－１３

東村山秋津町３丁目 189-0001 東京都東村山市秋津町３丁目８－２１



久米川駅北口 189-0013 東京都東村山市栄町１丁目３－５９

東村山美住町２丁目 189-0023 東京都東村山市美住町２丁目１－３

立川諏訪通り 190-0023 東京都立川市柴崎町２ー１０ー１５

立川砂川三番 190-0031 東京都立川市砂川町３－２５－２

立川東文化通り 190-0033 東京都立川市一番町１－２４－８

あきる野伊奈 190-0142 東京都あきる野市伊奈４９０

瑞穂高根 190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字本薮地２４５－７

瑞穂箱根ケ崎西平 190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字西平１３４２－１

瑞穂長岡４丁目 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１

日野駅前 191-0011 東京都日野市日野本町３－１１－１０

日野万願寺２丁目 191-0024 東京都日野市万願寺２－３３－１０

日野南平２丁目 191-0041 東京都日野市南平２－７１－１０

八王子石川町 192-0032 東京都八王子市石川町９１３－４

八王子田島橋 192-0032 東京都八王子市石川町４９０－１

八王子高倉町 192-0033 東京都八王子市高倉町６－１

八王子元本郷町 192-0051 東京都八王子市元本郷町１－２３－１

八王子堀之内３丁目 192-0355 東京都八王子市堀之内３－２９－１

八王子長房町 193-0824 東京都八王子市長房町１４６５番６

八王子東浅川 193-0834 東京都八王子市東浅川町２８３－１

西八王子駅南口 193-0931 東京都八王子市台町４－４７

町田小川４丁目 194-0003 東京都町田市小川４－２２－６

南町田１丁目 194-0005 東京都町田市南町田１丁目２１－５

原町田 194-0013 東京都町田市原町田２－２５－１２

町田ポプラヶ丘 194-0043 東京都町田市成瀬台２－１－２

町田小山町 194-0212 東京都町田市小山町２５０２－１

町田堺 194-0212 東京都町田市小山町８２８－１

町田金井入口 195-0062 東京都町田市大蔵町２１６４－１

昭島上川原２丁目 196-0011 東京都昭島市上川原町２－１－１

あきる野草花 197-0802 東京都あきる野市草花１７０７－１

青梅日立前 198-0024 東京都青梅市新町７ー６３ー３

青梅野上２丁目 198-0032 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

青梅河辺町８丁目 198-0036 東京都青梅市河辺町８丁目９－３

青梅勝沼 198-0041 東京都青梅市勝沼３－５７－２

長渕 198-0052 青梅市長渕４－２２９－１

狛江水道道路 201-0005 東京都狛江市岩戸南４－１５－１５

狛江駅前 201-0013 東京都狛江市元和泉１－８－８

西東京ひばりが丘２丁目 202-0001 東京都西東京市ひばりが丘２－９－２

東久留米下里７丁目 203-0043 東京都東久留米市下里７丁目６番５号

東久留米中央町２丁目 203-0054 東京都東久留米市中央町２丁目１－４０

清瀬野塩１丁目 204-0004 東京都清瀬市野塩１－４３６－５

清瀬中清戸５丁目 204-0012 東京都清瀬市中清戸５－８３－４

清瀬駅北口 204-0021 東京都清瀬市元町１丁目１０番１０号

多摩和田３丁目 206-0001 東京都多摩市和田３－２－６

多摩関戸５丁目 206-0011 東京都多摩市関戸５－２０－２３

多摩永山２丁目 206-0025 東京都多摩市永山２－１５－３

多摩鶴牧２丁目 206-0034 東京都多摩市鶴牧２－２５－８

多摩センター駅西 206-0034 東京都多摩市鶴牧１丁目３－１０

稲城平尾１丁目 206-0823 東京都稲城市平尾１－３１－６

武蔵村山三ツ藤１丁目 208-0021 東京都武蔵村山市三ツ藤１－７２－８

武蔵村山平和通り 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平５－９３－５



川崎市役所前 210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町６

川崎藤崎４丁目 210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６

川崎中島２丁目 210-0806 神奈川県川崎市川崎区中島２丁目１７－１０

川崎大師東門前 210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６

川崎小田 210-0846 川崎市川崎区小田５ー２７ー１２

川崎向河原駅前 211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番

川崎木月 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２－１５－５

川崎西下橋 211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２－２

川崎小向東 212-0003 神奈川県川崎市幸区小向町４番３号

パークタワー新川崎 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－１－５

川崎梶ケ谷３丁目 213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷３－６－１

川崎千年 213-0022 神奈川県川崎市高津区千年８３４

川崎下作延 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延５－５－９

川崎登戸西 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８

向ヶ丘遊園 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０

川崎長沢４丁目 214-0035 神奈川県川崎市多摩区長沢４－２７－４

川崎生田１丁目 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田１－６－９

川崎下麻生団地 215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－３５－１

川崎菅生２丁目 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生２－４－９

川崎神木本町１丁目 216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町１－５－１

川崎野川台西 216-0044 神奈川県川崎市宮前区西野川１－５－４６

横浜南軽井沢 220-0002 神奈川県横浜市西区南軽井沢２－６

横浜みなとみらい３丁目 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１

横浜平沼１丁目 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－３４－１９

横浜高島橋 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－１－３

横浜伊勢町３丁目 220-0045 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７－１１

横浜浅間町５丁目 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２

新横浜駅東 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１２２１－１

横浜綱島東２丁目 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目１９－２１

横浜綱島東１丁目 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１６－１

横浜高田小学校入口 223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東３丁目３６－７

横浜センター北駅 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－１

横浜北山田１丁目 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目１番１

横浜池辺町薮根 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２３９－２

横浜青葉総合庁舎前 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１

横浜十日市場東 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町９０２番地１

横浜矢向６丁目 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１８－１７

三ツ池 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６－２５－４５

横浜鶴見中央２丁目 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号

横浜鶴見駅西 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２

横浜中華街朱雀門 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１０６－３

横浜山下町 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２７３

伊勢佐木長者町駅前 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町４－１１－７

横浜伊勢佐木町４丁目 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町４丁目１１２－２

横浜弥生町３丁目 231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町３丁目２６－３

横浜本牧２丁目 231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町２丁目２９９

横浜本牧町１丁目 231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町１－５８－５

横浜本牧三渓園 231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷９－１

横浜南太田駅前 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田１－６－１３

横浜榎町２丁目 232-0044 神奈川県横浜市南区榎町２－６６－３



横浜別所３丁目 232-0064 神奈川県横浜市南区別所３－１６－２２

京急ＳＴ弘明寺 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町山下２６７

横浜永田北３丁目 232-0071 神奈川県横浜市南区永田北３－８－１

横浜上永谷駅前 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台２－６－６

横浜上中里南 235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町８５１番地

横浜朝比奈インター 236-0034 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町４５９－１

横浜大道１丁目 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道１－１２－１０

横須賀日の出町３丁目 238-0006 神奈川県横須賀市日の出町３－２０－２

横須賀米ケ浜 238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通１－５

大矢部 238-0024 神奈川県横須賀市大矢部１－１０－１５

平作 238-0032 神奈川県横須賀市平作８ー６ー１３

横須賀金谷 238-0034 神奈川県横須賀市金谷２－２－７

横須賀インター 238-0035 神奈川県横須賀市池上７－１３－７

横須賀武山 238-0313 神奈川県横須賀市武２丁目１０番６号

横須賀林１丁目 238-0315 神奈川県横須賀市林１丁目２２番１号

横須賀浦賀駅前 239-0822 神奈川県横須賀市浦賀１－１－３

横須賀佐原 239-0835 神奈川県横須賀市佐原３－１６－３

横須賀長沢１丁目 239-0842 神奈川県横須賀市長沢１－５－５

横浜境木町 240-0034 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町５２－１

横浜川島町 240-0045 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１５６５－１

横浜笹山団地前 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０

横須賀芦名 240-0104 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９

横浜上白根町 241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１

横浜中白根２丁目 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根２丁目３７－１

横浜旭区川島町 241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町２８４９－１

横浜鶴ヶ峰本町南 241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１丁目３５－２５

横浜鶴ケ峰駅北 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７

横浜今宿西町 241-0031 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４３－１

横浜若葉台団地 241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町２８３７番地３

横浜川井宿町 241-0804 神奈川県横浜市旭区川井宿町１－２

大和下鶴間東 242-0001 神奈川県大和市下鶴間８０９－１

大和鶴間１丁目 242-0004 神奈川県大和市鶴間１丁目２０番地２４

大和中央６丁目 242-0021 神奈川県大和市中央６丁目９－１

大和柳橋１丁目 242-0022 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１

大和トラックステーション 242-0029 神奈川県大和市上草柳５８８

厚木栄町１丁目 243-0017 神奈川県厚木市栄町１丁目１４番１２号

厚木中町４丁目 243-0018 神奈川県厚木市中町４－５－１１

厚木市戸田 243-0023 神奈川県厚木市戸田１０９３番

厚木上荻野北 243-0201 神奈川県厚木市上荻野１７８９－１

愛川中津 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津３９０７－１

海老名杉久保 243-0410 神奈川県海老名市杉久保北３－２－２３

海老名駅前 243-0432 神奈川県海老名市中央１ー１５ー１

厚木妻田北３丁目 243-0812 神奈川県厚木市妻田北３－３７－２１

横浜戸塚矢部 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町２４－１

横浜戸塚小学校南口 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０４番地１

横浜緑園６丁目 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園６－１－１６

横浜泉新橋町 245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２１

横浜中田東１丁目 245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東１－６－１

横浜戸塚上矢部町 245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２７０－１

横浜原宿２丁目 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿２－２３－１５



横浜原宿４丁目 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－４０－１２

横浜瀬谷目黒町 246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２６－７

横浜阿久和西３丁目 246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－９

横浜阿久和西 246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西２－６０－４

横浜瀬谷５丁目 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５丁目１番

横浜栄紅葉橋 247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３－１

鎌倉小町２丁目 248-0006 神奈川県鎌倉市小町２－１６－２７

鎌倉市役所通り 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤６５５

小田原下大井 250-0208 神奈川県小田原市下大井３８５－１

小田原別堀 250-0217 神奈川県小田原市別堀９６－８

箱根宮城野 250-0401 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野６１

箱根仙石原 250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１１－１

小田原桑原北 250-0861 神奈川県小田原市桑原６２９番１

小田原下堀 250-0871 神奈川県小田原市下堀１８４－２

藤沢村岡東 251-0012 神奈川県藤沢市村岡東１－２－３

藤沢弥勒寺２丁目 251-0016 神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号

藤沢片瀬山 251-0031 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１

鵠沼海岸 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１－１２

藤沢羽鳥 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥３－１－３９

座間相武台前 252-0011 神奈川県座間市相武台３丁目４２－８

座間相武台東 252-0011 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号

座間栗原中央 252-0014 神奈川県座間市栗原中央１丁目２５－３１

座間２丁目 252-0027 神奈川県座間市座間２丁目２７５

相模原二本松４丁目 252-0137 神奈川県相模原市緑区二本松４－２３－１２

津久井青山 252-0156 神奈川県相模原市緑区青山８２７－１

相模原東淵野辺５丁目 252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－２－１５

相模原並木２丁目 252-0228 神奈川県相模原市中央区並木２－２－１１

横山 252-0242 神奈川県相模原市中央区横山４－４－４

相模原田名堀之内 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名４７３７－２

相模原相模大野６丁目 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－６

相模原東林間１丁目 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間１－２６－９

藤沢湘南台２丁目 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２－６

藤沢湘南台７丁目 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台７丁目１７－１１

藤沢円行 252-0805 藤沢市円行１ー２ー１３

藤沢石川３丁目 252-0815 神奈川県藤沢市石川３－１－２

藤沢葛原 252-0822 神奈川県藤沢市葛原２１０４

藤沢宮原 252-0826 神奈川県藤沢市宮原字中原３２１６－５

綾瀬大上３丁目 252-1104 神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３

綾瀬大上８丁目 252-1104 神奈川県綾瀬市大上８丁目３番１５号

茅ヶ崎緑が浜 253-0034 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜７番３５号

茅ケ崎南湖 253-0061 茅ケ崎市南湖５ー１８ー１９

茅ケ崎円蔵 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２０９４－１

寒川北倉見 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３

寒川倉見南町 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見１６４７番地

寒川倉見西 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見６１８－１

寒川岡田４丁目 253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田４－１－２９

平塚上平塚 254-0055 神奈川県平塚市上平塚４－３８

平塚北豊田 254-0088 神奈川県平塚市北豊田１２０－１

平塚桃浜町 254-0815 神奈川県平塚市桃浜町２５－２３

秦野工業団地前 257-0015 神奈川県秦野市平沢２６４－１



松田惣領 258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３

大井町金手 258-0018 神奈川県足柄上郡大井町金手５－２

二宮駅南口 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮２０８

伊勢原西富岡 259-1111 神奈川県伊勢原市西富岡１６ー２

伊勢原峰岸 259-1141 伊勢原市上粕屋４０７－２

秦野堀西 259-1331 神奈川県秦野市堀西９０９

千葉都町１丁目 260-0001 千葉県千葉市中央区都町１丁目２７番６号

千葉弁天４丁目 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天４丁目１１番

千葉仁戸名 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町４８５－８

千葉宮崎１丁目 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８

千葉南生実町 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１

千葉幸町 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１丁目１５－１

検見川浜 261-0012 千葉市美浜区磯辺４ー３ー３

ａｕｎｅ海浜幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４

千葉大日町 262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１

千種 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６

千葉作新台４丁目 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台４丁目６－２４

千葉小深町 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町１４

千葉柏台 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉穴川インター 263-0014 千葉県千葉市稲毛区作草部町１２８７－３

千葉園生町 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町３８８－８

千葉小倉南 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町７７６－１

千葉おゆみ野３丁目 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１４ー３

千葉小金沢坂下 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－３４－１

松戸小金原団地 270-0021 千葉県松戸市小金原３丁目１５－９

流山駒木西 270-0138 千葉県流山市おおたかの森東３丁目３４番地１

野田木間ヶ瀬南 270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬６１９１－１

我孫子布佐西 270-1101 千葉県我孫子市布佐１０４８

我孫子都部 270-1131 千葉県我孫子市都部３５－１

我孫子並木５丁目 270-1165 千葉県我孫子市並木５－５－５

印西牧の原 270-1335 千葉県印西市原２丁目１番

白井ベリーフィールド 270-1431 千葉県白井市根１９１９－５

松戸稔台５丁目 270-2231 千葉県松戸市稔台５丁目６－１

松戸西馬橋２丁目 271-0044 千葉県松戸市西馬橋２丁目１１－１

松戸南花島 271-0065 千葉県松戸市南花島１－３－５

松戸緑ケ丘 271-0074 千葉県松戸市緑ケ丘１－１０７

市川高谷１丁目 272-0013 千葉県市川市高谷１丁目１２－１９

市川塩焼１丁目 272-0114 千葉県市川市塩焼１丁目２番１号

市川湊新田２丁目 272-0132 千葉県市川市湊新田２－９－２

市川相之川２丁目 272-0143 千葉県市川市相之川２－１４－１６

市川行徳バイパス 272-0143 千葉県市川市相之川２－７－１４

東船橋５丁目 273-0002 千葉県船橋市東船橋５丁目２３－８

西船 273-0031 千葉県船橋市西船４－２２－２

船橋塚田駅前 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１

新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号

船橋アンデルセン公園前 274-0056 千葉県船橋市神保町１３－５

船橋松が丘４丁目 274-0064 千葉県船橋市松が丘４－５８－１

船橋高根台 274-0065 千葉県船橋市高根台６－４１－１

三山 274-0072 千葉県船橋市三山４丁目１２－６

船橋滝不動駅前 274-0813 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号



船橋前原西２丁目 274-0825 千葉県船橋市前原西２－２１－１０

東習志野 275-0001 千葉県習志野市東習志野６丁目５－１９

ＵＲ村上団地 276-0027 千葉県八千代市村上字向原１１１３番３

八千代台南 276-0033 千葉県八千代市八千代台南１－２５－１１

柏３丁目 277-0005 千葉県柏市柏３－７－２４

柏南増尾１丁目 277-0054 千葉県柏市南増尾１－２５－２３

柏青葉台１丁目 277-0055 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

野田日の出町 278-0000 千葉県野田市谷吉２番３

野田岩名２丁目 278-0055 千葉県野田市岩名２丁目２７－１

浦安北栄３丁目 279-0002 千葉県浦安市北栄３－９－１６

東金北之幸谷 283-0061 千葉県東金市北之幸谷１０－２

四街道鹿放ヶ丘西 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘２７４－２

四街道めいわ４丁目 284-0043 千葉県四街道市めいわ４丁目２３－１

四街道和良比 284-0044 千葉県四街道市和良比２６４－１７

佐倉栄町 285-0014 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉城内町 285-0017 千葉県佐倉市城内町２７６－５

佐倉インター 285-0813 千葉県佐倉市石川５４３－１２

佐倉王子台３丁目 285-0837 千葉県佐倉市王子台３丁目２６－１３

佐倉下志津 285-0841 千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１

佐倉臼井 285-0863 千葉県佐倉市臼井字宿内１３１番４

酒々井下岩橋 285-0907 千葉県印旛郡酒々井町下岩橋１３１－１

成田ウイング土屋 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋９８番地

成田飯田町西 286-0041 千葉県成田市飯田町字西向野１４３－６７

飯田町 286-0041 成田市飯田町１３６－３

富里御料 286-0211 千葉県富里市御料７４８番４

富里七栄南 286-0221 千葉県富里市七栄６５３－８

富里七栄北 286-0221 千葉県富里市七栄５２５－４７４

銚子三崎町１丁目 288-0815 千葉県銚子市三崎町１丁目７５

銚子本城町 288-0831 千葉県銚子市本城町４丁目４８３－１

八街九十九路 289-1103 千葉県八街市八街九十九路に１６０－１

八街富山 289-1115 千葉県八街市八街ほ２０８－７３９

八街勢田入口 289-1143 千葉県八街市八街い２０５－２

山武市役所前 289-1324 千葉県山武市殿台２０１－２

旭市役所前 289-2504 千葉県旭市二字天神２５９３－１

旭中央病院前 289-2511 千葉県旭市イー１６１８ー１

海上見広 289-2612 千葉県旭市蛇園字舟川８３２－１

野栄野手浜 289-3181 千葉県匝瑳市野手１７１４６－１３１９

市原岩野見 290-0052 千葉県市原市岩野見８７６－１

市原ちはら台東４丁目 290-0141 千葉県市原市ちはら台東４－１２－１５

市原ちはら台 290-0143 千葉県市原市ちはら台西５－５－１３

市原馬立 290-0221 千葉県市原市馬立３４３

木更津清見台３丁目 292-0045 千葉県木更津市清見台３－１－２３

木更津請西平川 292-0801 千葉県木更津市請西１８０１－３

木更津駅東口 292-0805 千葉県木更津市大和２丁目２－１

木更津請西南 292-0807 千葉県木更津市請西南２丁目２１番１

館山城山公園 294-0036 千葉県館山市館山１０５７番５

館山上野原 294-0037 千葉県館山市長須賀６７１

館山真倉 294-0048 千葉県館山市下真倉２６９

安房鴨川駅前 296-0001 千葉県鴨川市横渚字馬場９４５－１

上総長南 297-0121 千葉県長生郡長南町長南１１９８ー２



長南小沢 297-0142 千葉県長生郡長南町小沢１７５１－１

袖ヶ浦蔵波台６丁目 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台６－１０－１

君津南子安４丁目 299-1162 千葉県君津市南子安４丁目１－１

君津三直 299-1172 千葉県君津市三直字坂ノ下７６９－２

富浦インター 299-2415 千葉県南房総市富浦町深名５４９番１

茂原渋谷 299-4114 千葉県茂原市本納字廻田２６２３番１３

千葉白子 299-4215 千葉県長生郡白子町中里４４８２ー４

土浦桜町３丁目 300-0037 茨城県土浦市桜町３丁目１４－１５

土浦北インター 300-0061 茨城県土浦市並木５丁目４１３１－１

阿見中央７丁目 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央７丁目５７６番地９

阿見あけぼの 300-0335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６

美浦木原 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原渡戸４２１ー１

阿見実穀 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町実穀２－１１

阿見いぶきの丘 300-1161 茨城県稲敷郡阿見町よしわら６丁目３番地１０

牛久岡見中央 300-1204 茨城県牛久市岡見町２８９０－１

牛久さくら台 300-1217 茨城県牛久市さくら台２－１－１

牛久駅西 300-1237 茨城県牛久市田宮３丁目１０－１３

茨城茎崎 300-1252 茨城県つくば市高見原１－５－１０２

牛久正直 300-1285 茨城県牛久市正直町１２６８－３

みらい平駅入口 300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台４丁目１６番地６

茨城石下 300-2706 茨城県常総市新石下４０２５－２

茨城八千代東蕗田 300-3545 茨城県結城郡八千代町大字東蕗田７５５－１０

つくば北条 300-4231 茨城県つくば市北条４４６２－１

茨城真壁古城 300-4407 茨城県桜川市真壁町古城３６１

筑西猫島 300-4501 茨城県筑西市猫島４２０番１

竜ケ崎長山６丁目 301-0042 茨城県龍ケ崎市長山６－８

守谷本町 302-0109 茨城県守谷市本町３２８７－６

常総森下町 303-0005 茨城県常総市水海道森下町４３３２－１

常総きぬ公園入口 303-0041 茨城県常総市豊岡町字深町丙３８４５－１

つくば吉瀬 305-0022 茨城県つくば市吉瀬１９１７－３

つくば北大通り 305-0821 茨城県つくば市春日２ー２５ー４

つくばみどりの東 305-0883 茨城県つくば市みどりの東１２番地１

古河幸町 306-0024 茨城県古河市幸町１１－３２

茨城境染谷 306-0421 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５

坂東総合文化ホール前 306-0631 茨城県坂東市岩井５０９５－１

結城南茂呂 307-0036 茨城県結城市大字北南茂呂１０１３－１

筑西岡芹 308-0051 茨城県筑西市岡芹２０３８

下館外塚 308-0053 茨城県筑西市外塚６６４

下館野殿 308-0843 茨城県筑西市野殿９１３－１

水戸青柳町 310-0004 茨城県水戸市青柳町４０４６－１

水戸城南 310-0803 茨城県水戸市城南１ー８ー１５

水戸元石川町 310-0843 茨城県水戸市元石川町字外和田２５７３－６

水戸千波中央 310-0851 茨城県水戸市千波町字千波原２８６６－４

水戸笠原卸売センター 310-0852 茨城県水戸市笠原町６００－２１

水戸渡里町西 310-0902 茨城県水戸市渡里町２９６０－１

那珂堀ノ内 311-0105 茨城県那珂市大字菅谷字堀ノ内３７９１－１

ひたちなか柳沢 311-1231 茨城県ひたちなか市柳沢４６０ー５

鹿嶋荒野 311-2221 茨城県鹿嶋市荒野字林道１５３７－１５

潮来宮前 311-2412 茨城県潮来市宮前２丁目３５番８

茨城町小堤 311-3157 茨城県東茨城郡茨城町大字小幡字北山２７６６－２



玉造バイパス 311-3512 茨城県行方市玉造甲９９６－１

水戸東赤塚 311-4142 茨城県水戸市東赤塚２０９５－１

水戸河和田 311-4152 茨城県水戸市河和田２丁目２２３０番地

水戸インター 311-4163 茨城県水戸市加倉井町４１５

水戸下国井町 311-4205 茨城県水戸市下国井町３１１－７

城里増井 311-4311 茨城県東茨城郡城里町増井２８１２－１

ひたちなか佐和下宿 312-0001 茨城県ひたちなか市大字佐和１４０９番地１

ひたちなか中根 312-0011 茨城県ひたちなか市中根５３３８

ひたちなか枝川 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川字重作２４７２－２

茨城神栖奥野谷 314-0116 茨城県神栖市奥野谷２０３１

神栖息栖稲荷 314-0133 茨城県神栖市息栖２８８５－２５８

波崎太田南 314-0254 茨城県神栖市太田１８８８

波崎植松 314-0341 茨城県神栖市矢田部９４４５番１４

波崎土合南 314-0345 茨城県神栖市土合南１－２－９

石岡大砂 315-0009 茨城県石岡市大砂１０４０４番７

石岡杉並４丁目 315-0027 茨城県石岡市杉並４丁目１２９３３－３

石岡運動公園前 315-0034 茨城県石岡市東田中１３２２－８

高萩本町４丁目 318-0033 茨城県高萩市本町４丁目２４９－２

小美玉中野谷 319-0111 茨城県小美玉市中野谷辰ノ口４３４－２１

笠間下郷 319-0202 茨城県笠間市下郷字室野１０９１－３

日立留町 319-1231 茨城県日立市留町１１５７

北茨城磯原町 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原１２１６ー１

常陸大宮若林 319-2222 茨城県常陸大宮市若林７２０－５

大子池田北 319-3551 茨城県久慈郡大子町池田４１

宇都宮上戸祭南 320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町４２２

宇都宮宝木本町 320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町１１４１－１１１

宇都宮鶴田中央 320-0857 栃木県宇都宮市鶴田２丁目３８番２６号

宇都宮陽東５丁目 321-0904 栃木県宇都宮市陽東５丁目１５－２

宇都宮石井東 321-0912 栃木県宇都宮市石井町２６２１－２

宇都宮下栗平成通り 321-0923 栃木県宇都宮市下栗町２９１７－１１

宇都宮ミツトヨ前 321-0923 栃木県宇都宮市下栗町２３１３－２

宇都宮駅前通り３丁目 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通リ３丁目４－１７

宇都宮徳次郎 321-2116 栃木県宇都宮市徳次郎町７３０－５

芳賀祖母井 321-3307 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南１丁目１１番地７

真岡鬼怒ケ丘 321-4366 栃木県真岡市勝瓜２３６－１

鹿沼府中町 322-0034 栃木県鹿沼市府中町６５－１

小山犬塚６丁目 323-0811 栃木県小山市犬塚６丁目１４番

那須池田 325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙１３１３－１

足利総合グランド前 326-0065 栃木県足利市西砂原後町１１７７－１

足利福居町 326-0338 栃木県足利市福居町８１２－５

足利朝倉南 326-0831 栃木県足利市堀込町２６０２－１

田沼町田沼 327-0317 栃木県佐野市田沼町５０３－１

都賀インター南 328-0111 栃木県栃木市都賀町家中字小松原７７７５

野木丸林 329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林６１９－１４

下野花見ヶ岡 329-0417 栃木県下野市国分寺１２０４－２

石橋上古山 329-0501 栃木県下野市上古山字明内１８２２－１

喜連川寿町 329-1412 栃木県さくら市喜連川３８６９－１

西那須野南赤田 329-2743 栃木県那須塩原市南赤田３２０－３７

那須黒田原 329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙４０３６－４

岩舟５０号バイパス 329-4307 栃木県栃木市岩舟町静１４１７－１



栃木大平蔵井 329-4403 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１

大平ぶどう団地 329-4406 栃木県栃木市大平町下皆川１５１－２

大平西水代 329-4423 栃木県栃木市大平町西水代２０２３－１

ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２

鉄道博物館前 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－２６３－１

さいたま飯田新田 331-0068 埼玉県さいたま市西区大字飯田新田２６０番地４

さいたま今羽町 331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町３５２

さいたま宮原２丁目 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－８７－６

川口並木３丁目 332-0034 埼玉県川口市並木３－３－９

川口戸塚東４丁目 333-0802 埼玉県川口市戸塚東４－１７－１８

川口戸塚５丁目 333-0811 埼玉県川口市戸塚５－１９－３５

川口安行領根岸 333-0834 埼玉県川口市大字安行領根岸１０３６－１

川口前川４丁目 333-0842 埼玉県川口市前川４－１４－２５

川口前川２丁目 333-0842 埼玉県川口市前川２－３９－２９

川口芝西２丁目 333-0855 埼玉県川口市芝西２丁目１６－１７

川口芝塚原２丁目 333-0856 埼玉県川口市芝塚原２丁目２番１１号

川口芝２丁目 333-0866 埼玉県川口市芝２ー１３ー２７

川口里中央 334-0005 埼玉県川口市川口都市計画事業里土地区画整理事業８６

川口峯 334-0056 埼玉県川口市峯５４１－１

蕨市役所通り 335-0001 埼玉県蕨市北町２丁目５－１

蕨塚越３丁目 335-0002 埼玉県蕨市塚越３－１４－９

蕨東口１番街 335-0002 埼玉県蕨市塚越１－５－１

蕨中央３丁目 335-0004 埼玉県蕨市中央３－２４－２２

戸田笹目７丁目 335-0034 埼玉県戸田市笹目７丁目２－１

さいたま曲本３丁目 336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１

さいたま曲本５丁目 336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本５－７－１

さいたま三室北宿 336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室２４１９－７

さいたま中尾 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５

さいたま七里 337-0015 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼１２９３

さいたま大和田 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田１丁目１５５６－１

岩槻慈恩寺 339-0002 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３

岩槻南平野 339-0051 埼玉県さいたま市岩槻区南平野３丁目２６番７

さいたま加倉 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－７－３８

岩槻本町 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目７－６

岩槻駅東口 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町３－１－１

岩槻西原台１丁目 339-0082 埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－７－８２

草加栄町１丁目 340-0011 埼玉県草加市栄町１丁目４－７

草加瀬崎町 340-0022 埼玉県草加市瀬崎４－１５－３

草加柳島 340-0033 埼玉県草加市柳島町５７２－１

草加西町保健所通り 340-0035 埼玉県草加市西町２８５－３

草加松原団地 340-0041 埼玉県草加市松原２丁目１－２

八潮新町 340-0807 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮ＰＡ 340-0822 埼玉県八潮市大字大瀬８４９－１

八潮垳 340-0824 埼玉県八潮市垳３２２

三郷駅北口 341-0018 埼玉県三郷市早稲田２丁目１－１

三郷鷹野３丁目 341-0035 埼玉県三郷市鷹野３－６２－２

三郷市役所東 341-0038 埼玉県三郷市中央５丁目３１番地９

越谷神明町２丁目 343-0805 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４

越谷川柳２丁目 343-0827 埼玉県越谷市川柳町２丁目５３１－３

越谷レイクタウン９丁目 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９



越谷蒲生茜町 343-0843 埼玉県越谷市蒲生茜町２７番地４

越谷登戸町 343-0846 埼玉県越谷市登戸町７－１８

春日部増田新田 344-0025 埼玉県春日部市増田新田３９０－１

春日部大増新田 344-0037 埼玉県春日部市上大増新田４５５－１

春日部緑町 344-0063 埼玉県春日部市緑町６－１０－９

春日部谷原２丁目 344-0065 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５

春日部豊町２丁目 344-0066 埼玉県春日部市豊町２丁目６－６

杉戸倉松 345-0034 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松３－３－３８

杉戸下野ＳＳ 345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野字山合９１８－１

宮代川端 345-0804 埼玉県南埼玉郡宮代町字川端６４７番地１

加須礼羽 347-0043 埼玉県加須市馬内６２７

白岡西５丁目 349-0205 埼玉県白岡市西５丁目３－２

新白岡駅西口 349-0211 埼玉県白岡市新白岡７丁目１２－６

白岡寺塚 349-0214 埼玉県白岡市寺塚２９２－１

白岡千駄野 349-0215 埼玉県白岡市千駄野字丸谷６７３番１

白岡岡泉 349-0224 埼玉県白岡市彦兵衛２１４－１

加須旗井西 349-1132 埼玉県加須市旗井３丁目１３番地８

加須北平野 349-1135 埼玉県加須市北平野８５６

埼玉川島 350-0165 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

坂戸中小坂 350-0206 埼玉県坂戸市大字中小坂５４３－２

入間東毛呂 350-0463 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南３－３－２

川越石田 350-0837 埼玉県川越市大字石田６１５番１

川越的場新町 350-1107 埼玉県川越市的場新町１３－４

川越岸町 350-1131 埼玉県川越市岸町１ー１１ー２７

川越笠幡 350-1175 埼玉県川越市笠幡４８７６－１６

川越西笠幡 350-1175 埼玉県川越市笠幡３８４５－１９

日高女影 350-1227 埼玉県日高市女影１７１４ー１

狭山台団地 350-1304 埼玉県狭山市狭山台３－２５－２

狭山富士見東 350-1305 埼玉県狭山市入間川１４３４－４

狭山中央２丁目 350-1308 埼玉県狭山市中央２－２５－２５

鶴ヶ島市役所通り 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折１３７７－３

朝霞三原３丁目 351-0025 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９

朝霞三原５丁目 351-0025 埼玉県朝霞市三原５丁目２番８号

朝霞北原２丁目 351-0036 埼玉県朝霞市北原２丁目１－１

和光 351-0114 埼玉県和光市本町１８ー３

新座大和田 352-0004 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

新座野火止５丁目 352-0011 埼玉県新座市野火止５－４－２０

新座石神３丁目 352-0033 埼玉県新座市石神３－１－１

新座石神１丁目 352-0033 埼玉県新座市石神１－１０－２８

志木上宗岡４丁目 353-0001 埼玉県志木市上宗岡４－１３－１２

富士見市岡ノ坂 354-0011 埼玉県富士見市大字水子２７７３－１

ふじみ野駅東口 354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１－３

東松山市ノ川 355-0006 埼玉県東松山市大字市ノ川字中耕地５９１－１

東松山柏崎 355-0034 埼玉県東松山市大字柏崎字小原９４－１

東松山下野本 355-0036 埼玉県東松山市下野本１７１１－１

滑川町役場前 355-0803 埼玉県比企郡滑川町福田６７４－２

飯能美杉台 357-0041 埼玉県飯能市美杉台６丁目２－２

入間豊岡東 358-0003 埼玉県入間市豊岡５－４－２１

所沢緑町４丁目 359-1111 埼玉県所沢市緑町４－５－１８

所沢元町 359-1121 埼玉県所沢市元町９－２５



小手指駅南口 359-1141 埼玉県所沢市小手指町３丁目１

熊谷駅東通り 360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－１７４

熊谷玉井バイパス 360-0853 埼玉県熊谷市玉井１３６１－１

熊谷別府中央通り 360-0856 埼玉県熊谷市別府４丁目４３

行田忍１丁目 361-0077 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１

上尾柏座４丁目 362-0075 埼玉県上尾市柏座４－１１－２４

桶川末広３丁目 363-0012 埼玉県桶川市末広３丁目４－１１

桶川殿山 363-0026 埼玉県桶川市上日出谷２６５－１

川里北根 365-0003 埼玉県鴻巣市北根３６２

深谷上増田 366-0021 埼玉県深谷市上増田３０７－１

深谷原郷 366-0035 埼玉県深谷市原郷４２４－１

深谷上柴東５丁目 366-0051 埼玉県深谷市上柴町東５丁目１５－２８

本庄早稲田西 367-0033 埼玉県本庄市東富田３３－１

本庄南小学校前 367-0046 埼玉県本庄市栄３丁目３９２－１

美里中里 367-0114 埼玉県児玉郡美里町中里６２４－１

秩父黒谷 368-0001 埼玉県秩父市黒谷３３１－１

小鹿野バイパス 368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

高崎上小塙町 370-0077 群馬県高崎市上小塙町９８０－１

邑楽篠塚 370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１６２０－１

高崎下中居町 370-0853 群馬県高崎市下中居町２５７番１

高崎上豊岡町 370-0871 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４

玉村下新田 370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田５３４－５

鬼石三杉町 370-1401 群馬県藤岡市鬼石字原６３４－４

富岡インター 370-2332 群馬県富岡市下高瀬４００－３

富岡宇田 370-2451 群馬県富岡市宇田４９１－１

富岡一ノ宮 370-2452 群馬県富岡市一ノ宮１５３２

富岡上小林諏訪 370-2456 群馬県富岡市上小林字諏訪３８３－２

高崎中泉町 370-3523 群馬県高崎市福島町７０５－１

前橋岩神町３丁目 371-0035 群馬県前橋市岩神町３丁目４－１６

前橋川原町 371-0046 群馬県前橋市川原町１丁目２５番地１０

前橋北代田町 371-0055 群馬県前橋市北代田町６７３－７

前橋天川原町１丁目 371-0803 群馬県前橋市天川原町１丁目３番地１０

前橋南町４丁目 371-0805 群馬県前橋市南町４丁目６－９

前橋広瀬３丁目 371-0812 群馬県前橋市広瀬町３丁目７－２

前橋元総社町西 371-0846 群馬県前橋市元総社町９２３－５７

伊勢崎今泉町１丁目 372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目１１４９

伊勢崎平和町 372-0041 群馬県伊勢崎市平和町１４－１２

館林本町２丁目 374-0024 群馬県館林市本町２丁目１１－９

館林美園町 374-0039 群馬県館林市美園町１９ー６

館林栄町 374-0052 群馬県館林市栄町２１－１５

板倉内蔵新田 374-0135 群馬県邑楽郡板倉町大字内蔵新田字原橋下２１９

桐生間ノ島 376-0013 群馬県桐生市広沢町４－１９７１－３２

桐生川内３丁目 376-0041 群馬県桐生市川内町３－１２４－８

渋川辰巳町 377-0008 群馬県渋川市渋川１８２０－２３

渋川北橘町真壁 377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁２１５４－１

渋川吹屋 377-0203 群馬県渋川市吹屋６６１－２

渋川白井 377-0204 群馬県渋川市白井字大宮４２４－１

中之条折田 377-0433 群馬県吾妻郡中之条町折田１７１－１

群馬北軽井沢 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢１９８８－７８

安中バイパス 379-0116 群馬県安中市安中４－１２－５



安中磯部４丁目 379-0127 群馬県安中市磯部４丁目５番７号

安中松井田バイパス 379-0302 群馬県安中市松井田町五料５８－４

渋川赤城津久田 379-1103 群馬県渋川市赤城町津久田２０２番地４

みなかみ上牧 379-1303 群馬県利根郡みなかみ町上牧１８０３

前橋天川大島 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１４１９－２

笠懸岩宿 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２３２５－５

桐生バイパス 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１２９９－１

桐生競艇場前 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２７０３－５

みどり笠懸西鹿田 379-2314 群馬県みどり市笠懸町西鹿田１０２０－１

善光寺下 380-0803 長野県長野市三輪７－７－１

長野古里 381-0006 長野県長野市富竹８５５－１

長野平林 381-0036 長野県長野市平林２丁目１１番４０号

長野吉田５丁目 381-0043 長野県長野市吉田５丁目１７－１７

長野綱島 381-2206 長野県長野市青木島町綱島５９２

長野川中島駅前 381-2233 長野県長野市川中島町上氷鉋１３６８－７

長野青木島 381-2247 長野県長野市青木島１ー３６ー５

中野市一本木 383-0012 長野県中野市一本木３１４－１

中野市江部北 383-0041 長野県中野市大字岩船字江部境１８－２

小諸水押 384-0803 長野県小諸市丙字青木４０７－１

小海豊里 384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里１９３４－１

南牧村役場前 384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字湯沢口９６６番１３

浅科バイパス 384-2104 長野県佐久市甲１８２１－１

信州望月 384-2204 長野県佐久市協和１１６－１

佐久新子田 385-0007 長野県佐久市新子田東内池１６８０－６

佐久野沢 385-0043 長野県佐久市取出町４７２－２

上田大屋 386-0152 長野県上田市大屋３８７－３

上田小島 386-1322 長野県上田市大字小島字池下２３９

篠ノ井南 388-8012 長野県長野市篠ノ井二ツ柳２３１９－１

中軽井沢 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉３３５６－１

軽井沢鳥井原 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉３６８６－１

軽井沢借宿 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉４６０８－１

軽井沢浅間サンライン入口 389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字西ノ反１１９番６

東部加沢 389-0514 長野県東御市加沢１１６７－１

戸倉内川 389-0802 長野県千曲市内川８２３－１

戸倉 389-0806 長野県千曲市磯部１０４５

豊野蟹沢 389-1103 長野県長野市豊野町蟹沢２５５９

飯山木島 389-2234 長野県飯山市大字木島６８２－１５

松本女鳥羽１丁目 390-0806 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１

松本本庄１丁目 390-0814 長野県松本市本庄１－３－１２

松本島内 390-0851 長野県松本市島内４５９８－５

松本宮渕 390-0862 長野県松本市宮渕１丁目３番３号

松本今井 390-1131 長野県松本市今井１２７４－２

松本新村 390-1241 長野県松本市新村２３６９－１

松本梓川倭 390-1701 長野県松本市梓川倭９２８－１

茅野市ちの 391-0001 長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６

茅野玉川 391-0011 長野県茅野市玉川３７６８－１

茅野長峰 391-0011 長野県茅野市玉川４８４２番地１

茅野堀 391-0211 長野県茅野市湖東３２３２ー１

岡谷長地 394-0086 長野県岡谷市長地源２丁目３１６８－１

飯田上郷北条 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼１３３７



伊那福島 396-0001 長野県伊那市福島５７０番１

高遠小原 396-0215 長野県伊那市高遠町小原６５７－１

木曽町福島 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１

大町九日町 398-0002 長野県大町市大字大町４２０４－１

松本平田東 399-0014 長野県松本市平田東１丁目１０－１０

塩尻北小野 399-0651 長野県塩尻市大字北小野１９５４－１

信州中川村 399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐１７５２－１

駒ケ根大徳原 399-4117 長野県駒ケ根市赤穂１４－６２５

宮田新田 399-4301 長野県上伊那郡宮田村１７５９

伊那西春近 399-4431 長野県伊那市西春近３１３６番３

伊那沢渡 399-4431 長野県伊那市西春近５５１４

箕輪三日町 399-4603 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町字城９６２－３

大桑須原 399-5502 長野県木曽郡大桑村須原１０２３－１

明科中川手 399-7102 長野県安曇野市明科中川手２９６２－１

坂北聖南 399-7601 長野県東筑摩郡筑北村坂北４７７７－１

安曇野インター北 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高１６２２－１

豊科高家 399-8204 長野県安曇野市豊科高家５１２３番地９

長野県立こども病院前 399-8205 長野県安曇野市豊科１４４７－１

堀金烏川 399-8211 長野県安曇野市堀金烏川４９７３－６

穂高富田 399-8301 長野県安曇野市穂高有明９９９７－１

西穂高 399-8303 長野県安曇野市穂高８１４８－１

甲府貢川アルプス通り 400-0041 山梨県甲府市上石田１ー１４ー１８

山梨県立美術館前 400-0065 山梨県甲府市貢川１丁目３８７番

甲府音羽橋 400-0074 山梨県甲府市千塚２－４－３９

甲斐島上条 400-0123 山梨県甲斐市島上条１６７９－６

甲斐中下条 400-0124 山梨県甲斐市中下条５４４－７

甲斐長塚 400-0125 山梨県甲斐市長塚２１４－１

南アルプス八田 400-0204 山梨県南アルプス市榎原８６３－５１

増穂長沢新町 400-0505 山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３６６－３

甲府砂田町 400-0821 山梨県甲府市砂田町２１０－１

甲府幸町 400-0857 山梨県甲府市幸町９番２７号

都留井倉 402-0011 山梨県都留市井倉６２２－２

富士吉田富士見バイパス南 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東４丁目１４番４７号

境川石橋 406-0842 山梨県笛吹市境川町石橋７１６－１

韮崎中田 407-0262 山梨県韮崎市中田町中條１１６７－１

長坂インター東 408-0017 山梨県北杜市高根町五町田１０４１－１

大月猿橋駅前 409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上字且村８番１

身延下山 409-2522 山梨県南巨摩郡身延町下山２３１－２２２

沼津岡宮東 410-0011 静岡県沼津市岡宮１００３－１

裾野金沢 410-1106 静岡県裾野市金沢１３１ー１９

裾野バイパス北 410-1107 静岡県裾野市御宿１０８９－１

裾野千福 410-1116 静岡県裾野市千福字東田８３－１

裾野二ツ屋 410-1118 静岡県裾野市佐野１５９１－６

伊豆修善寺熊坂 410-2411 静岡県伊豆市熊坂７４９－９

天城湯ヶ島 410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島１－１１

伊豆市土肥馬場 410-3302 静岡県伊豆市土肥７００番地

三島文教町 411-0033 静岡県三島市文教町２－１－２１

三島二日町 411-0832 静岡県三島市南二日町２０－５

三島玉川 411-0835 静岡県三島市玉川２５４－１

清水町柿田 411-0904 静岡県駿東郡清水町柿田１１３－３



清水町湯川 411-0918 静岡県駿東郡清水町湯川字御供免１２３番１

長泉桜堤２丁目 411-0951 静岡県駿東郡長泉町桜堤２丁目１３－６

御殿場柴怒田 412-0026 静岡県御殿場市柴怒田字シシヶ橋５２６－１

御殿場かまど 412-0039 静岡県御殿場市竈８４０－１

御殿場玉穂 412-0042 静岡県御殿場市萩原９９７－１

伊東市富戸 413-0231 静岡県伊東市富戸１１０４－３２

富士市松岡 416-0909 静岡県富士市松岡１１３８－７

富士市松岡西 416-0909 静岡県富士市松岡１６０５番地４

富士市本市場 416-0931 静岡県富士市蓼原６６－４

富士市青葉町東 416-0952 静岡県富士市青葉町７８

富士市本市場北 416-0954 静岡県富士市本市場町８２２

富士市新橋町 417-0004 静岡県富士市新橋町３番６号

富士市吉原本町 417-0051 静岡県富士市吉原１丁目２番１３号

富士市広見公園前 417-0061 静岡県富士市伝法５４－１

富士市須津 417-0815 静岡県富士市増川４６１－３

富士市中柏原 417-0832 静岡県富士市中柏原新田字向畑１９２－１

富士宮万野原西 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１

富士宮山宮南 418-0006 静岡県富士宮市外神２１９１－９

富士宮杉田 418-0021 静岡県富士宮市杉田５１８－２

富士宮淀師 418-0051 静岡県富士宮市淀師４８９－２－６

富士宮西町 418-0056 静岡県富士宮市西町５８４－２

富士宮朝日町 418-0057 静岡県富士宮市朝日町１４８８－８

富士宮東阿幸地 418-0071 静岡県富士宮市東阿幸地６９０番

富士宮朝霧高原 418-0108 静岡県富士宮市猪之頭１１１８－４

函南中央 419-0123 静岡県田方郡函南町間宮４３９番１

富士市天間 419-0205 静岡県富士市天間１５６０－１

静岡呉服町通り 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目３－２

静岡新伝馬 420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目１２－２５

ＫＯＹＯ静岡県立こども病院 420-0953 静岡県静岡市葵区漆山８６０

富士山静岡空港 421-0411 静岡県牧之原市坂口３３３６番地４

牧之原勝俣 421-0414 静岡県牧之原市勝俣字鹿島２０７５番７

牧之原波津東 421-0523 静岡県牧之原市波津１６３１－８

富士川松野 421-3301 静岡県富士市北松野１３２５－１

静岡下島 422-8037 静岡県静岡市駿河区下島４２８番地２

静岡馬渕 422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕４－１２－３７

清水梅ヶ谷 424-0001 静岡県静岡市清水区梅ケ谷１２－４

清水西久保 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保１丁目１番２５号

清水中矢部町 424-0854 静岡県静岡市清水区中矢部町２－７

焼津祢宜島 425-0057 静岡県焼津市南部土地区画整理地内２５３街区７

焼津大島 425-0066 静岡県焼津市大島字上５９７

藤枝高柳２丁目 426-0041 静岡県藤枝市高柳２－１４－１８

島田向谷１丁目 427-0039 静岡県島田市向谷１丁目８４７－５

浜松参野町 430-0816 静岡県浜松市南区参野町５２－１

浜松向宿２丁目 430-0851 静岡県浜松市中区向宿２丁目３０－１

浜松中央署南 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５丁目２６－４８

浜松船越町 430-0913 静岡県浜松市中区船越町２番３号

浜松龍禅寺町 430-0924 静岡県浜松市中区龍禅寺町３２３－２

湖西白須賀 431-0451 湖西市白須賀３９８５ー２８３７

湖西スズキ工場前 431-0451 静岡県湖西市白須賀字宿北４２２７番４

引佐井伊谷 431-2212 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷２４１２番１



引佐井伊谷北 431-2216 静岡県浜松市北区神宮寺町２３－３０

浜松大瀬町 431-3113 静岡県浜松市東区大瀬町４７２－７

浜松西山 432-8001 静岡県浜松市西区西山町字山神２８６－１３

浜松高町 432-8015 静岡県浜松市中区高町１１５－３

浜松鴨江３丁目 432-8023 静岡県浜松市中区鴨江３丁目６８－５

浜松鴨江町 432-8024 静岡県浜松市中区鴨江町９７番１

浜松入野町 432-8061 静岡県浜松市西区入野町１００３７－３

浜松大平台２丁目 432-8068 静岡県浜松市西区大平台２丁目１６－１５

浜松三方原東 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町９０３－５

浜松初生町追分 433-8112 静岡県浜松市北区初生町５９３番１

浜松葵町 433-8114 静岡県浜松市中区葵東１丁目１０番１号

浜松上島３丁目 433-8122 静岡県浜松市中区上島３－４１－５

浜松長鶴町 435-0031 静岡県浜松市東区長鶴町２４５－４

浜松早出町 435-0054 静岡県浜松市中区早出町１２１１－２

掛川上屋敷 436-0043 静岡県掛川市大池字一ノ坪８８－９

掛川本郷 436-0111 静岡県掛川市本郷２４８－５

袋井国本 437-0012 静岡県袋井市国本８０８－３

袋井土橋 437-0055 静岡県袋井市土橋３－１

袋井浅岡 437-1122 静岡県袋井市浅岡３３３－１

掛川三俣 437-1416 静岡県掛川市三俣６０８－１

菊川赤土 437-1507 静岡県菊川市赤土５８０－１

御前崎池新田大山 437-1612 静岡県御前崎市池新田２２７７－１

磐田豊島 438-0047 静岡県磐田市豊島１３５４－１

磐田小島 438-0056 静岡県磐田市小島７８０－１

磐田鳥之瀬 438-0072 静岡県磐田市鳥之瀬６９

磐田二之宮 438-0074 静岡県磐田市二之宮字宮本４４６番

三河一宮 441-1231 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８

新城バイパス 441-1351 愛知県新城市稲木字仲野６９－５３

豊橋中原町 441-3106 愛知県豊橋市中原町字東山３４－２

田原殿町 441-3421 愛知県田原市田原町殿町１６－２

田原本町 441-3421 愛知県田原市田原町本町７０－１

豊橋野依台 441-8124 愛知県豊橋市野依町東物草７６－２

豊橋南高校前 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町５５９－３

豊橋南大清水町 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町２７７－１

豊橋草間町 441-8141 愛知県豊橋市草間町字平南７－１

豊橋三本木町 441-8152 愛知県豊橋市三本木町字新三本木２３番

豊橋高師本郷町 441-8153 愛知県豊橋市高師本郷町字竹ノ内７２

豊川大崎町 442-0007 愛知県豊川市大崎町下金居場１３７－１

豊川東豊町 442-0025 愛知県豊川市東豊町５丁目２５番

豊川西塚町 442-0838 愛知県豊川市西塚町１丁目５４番１

岡崎錦町 444-0067 愛知県岡崎市錦町５－１２

岡崎稲熊町 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字１丁目５番地

幸田高力 444-0117 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番

岡崎牧御堂町 444-0205 愛知県岡崎市牧御堂町字油田３８－１

岡崎橋目町 444-0908 愛知県岡崎市橋目町字阿知賀４２－１

高浜稗田町 444-1321 愛知県高浜市稗田町２丁目５－１３

高浜二池町 444-1322 愛知県高浜市二池町６丁目１－３

高浜田戸町 444-1323 愛知県高浜市田戸町４丁目５－４８

西尾桜町 445-0803 愛知県西尾市桜町中新田７０－１

西尾住崎町 445-0876 愛知県西尾市住崎町出崎１１－３



安城里町証文山 446-0001 愛知県安城市里町証文山３０７－１

安城高木町 446-0015 愛知県安城市高木町半崎２番地１

安城福釜町 446-0052 愛知県安城市福釜町蓬野１５１－６

碧南緑町２丁目 447-0041 愛知県碧南市緑町２丁目５８

碧南福清水町 447-0048 愛知県碧南市福清水町１－３－１

碧南荒居町 447-0068 愛知県碧南市荒居町３丁目１３番１

刈谷築地町 448-0011 愛知県刈谷市築地町５丁目５番６

刈谷野田町新上納 448-0803 愛知県刈谷市野田町新上納２９４－１

名古屋中花町 454-0931 愛知県名古屋市中川区中花町３４番

名古屋一色新町 454-0946 愛知県名古屋市中川区一色新町２丁目２００５番地

名古屋寛政町６丁目 455-0066 愛知県名古屋市港区寛政町６丁目３１

名古屋善進本町東 455-0813 愛知県名古屋市港区善進本町１８５－５

名古屋十一屋２丁目 455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目２１６番

名古屋稲永団地前 455-0843 愛知県名古屋市港区錦町１９１３

名古屋野立町３丁目 456-0066 愛知県名古屋市熱田区野立町３丁目５番地

名古屋豊田２丁目 457-0841 愛知県名古屋市南区豊田２丁目１０４番

名古屋万場山 458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭１－１５１１

名古屋鳴子町３丁目 458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町３丁目４９－２３

名古屋鹿山２丁目 458-0045 愛知県名古屋市緑区鹿山２丁目１２

名古屋大清水１丁目 458-0805 愛知県名古屋市緑区大清水１丁目１１０１

名古屋桜通長者町 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目２０番２５号

名古屋富士見町 460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町１１－１３

名古屋六が池町 462-0002 愛知県名古屋市北区六が池町５０３

名古屋上志段味 463-0001 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字羽根５３２

名古屋赤坂町 464-0094 愛知県名古屋市千種区赤坂町１丁目３８

名古屋山の手３丁目 465-0011 愛知県名古屋市名東区山の手３丁目８０１番地

名古屋社口１丁目 465-0013 愛知県名古屋市名東区社口１丁目１１０２番１

名古屋豊が丘 465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘５０１

名古屋藤見が丘 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見ケ丘４５番地

名古屋半僧坊 466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂５０番５

名古屋瑞穂通５丁目 467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１５－１

名古屋天白消防署前 468-0015 愛知県名古屋市天白区原５丁目２５０３番

名古屋高宮町 468-0031 愛知県名古屋市天白区高宮町１３０６番

名古屋久方１丁目 468-0034 愛知県名古屋市天白区久方１丁目１４６－１

名古屋植田１丁目 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田１丁目１７０６

名古屋表山 468-0069 愛知県名古屋市天白区表山１丁目１７４３

名古屋塩釜口２丁目 468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口２－１００９

名古屋相川２丁目 468-0836 愛知県名古屋市天白区相川２丁目５３番

ＮＢＳプライムツリー赤池 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

東郷いこまい館前 470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字東蚊谷９７－２

みよし黒笹 470-0201 愛知県みよし市黒笹町樋越２－３

みよし三好丘５丁目 470-0202 愛知県みよし市三好丘５丁目１－５

みよし北部小学校東 470-0206 愛知県みよし市莇生町並木９６－１

豊田市浄水町南平 470-0343 愛知県豊田市浄水町南平１６２－１

豊明栄町大根 470-1167 愛知県豊明市栄町西大根３０－６４５

東浦石浜駅西 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字なかね１１－８

美浜町野間 470-3235 愛知県知多郡美浜町大字野間字新町１８０－１

豊田市市木町 471-0006 愛知県豊田市市木町６丁目３９番地

豊田市新町４丁目 471-0044 愛知県豊田市新町４丁目４０－１

豊田市田代町 471-0846 愛知県豊田市田代町３－１－１



豊田市神田町 471-0868 愛知県豊田市神田町２丁目４番１

知立谷田町 472-0015 愛知県知立市谷田町本林１丁目１番地２

半田美原町 475-0073 愛知県半田市美原町１丁目２０９

半田住吉町 475-0862 愛知県半田市住吉町２丁目１６８－１

半田雁宿町 475-0918 愛知県半田市雁宿町３丁目２１１－３

半田北二ッ坂 475-0927 愛知県半田市北二ッ坂町３－１－１０

知多岡田西 478-0021 愛知県知多市岡田字西無常堂３番１

常滑榎戸 479-0848 愛知県常滑市港町５丁目１３３－１

扶桑南山名 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ浦５１番１

豊山町青山 480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛９０番３

春日井中央通 486-0825 愛知県春日井市中央通１丁目５７番

春日井上条町 486-0833 愛知県春日井市上条町４丁目６番地１

春日井朝宮町 486-0846 愛知県春日井市朝宮町１丁目２４番地８

春日井八田町 486-0849 愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８

春日井知多町 486-0947 愛知県春日井市知多町２－４６

尾張旭東本地ヶ原町 488-0033 愛知県尾張旭市東本地ヶ原町３－１００

尾張旭東大道町 488-0802 愛知県尾張旭市東大道町曽我廻間２２８７番地２

尾張旭東印場町 488-0830 愛知県尾張旭市東印場町１丁目１２番地８

尾張旭新居町 4880073 愛知県尾張旭市新居町上の田１７

瀬戸共栄通４丁目 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通４－１３

瀬戸高根町 489-0931 愛知県瀬戸市高根町２丁目５

あま小路 490-1106 愛知県あま市小路２丁目１３－３

稲沢鷲尾 490-1305 愛知県稲沢市平和町鷲尾２６５－１

一宮伝法寺 491-0828 愛知県一宮市伝法寺５丁目３－１

一宮宮地花池 491-0846 愛知県一宮市牛野通１丁目３８番１

一宮せんい４丁目 491-0873 愛知県一宮市せんい４丁目５番３

稲沢駅前２丁目 492-8143 愛知県稲沢市駅前２丁目２４－３

稲沢高御堂２丁目 492-8213 愛知県稲沢市高御堂２丁目２２番地６号

津島鹿伏兎町 496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守５７番

岐阜東栄町 500-8144 岐阜県岐阜市東栄町４丁目１６番

岐阜琴塚３丁目 500-8222 岐阜県岐阜市琴塚３丁目２４番６

岐阜北一色 500-8227 岐阜県岐阜市北一色２丁目１番１５

岐阜領下２丁目 500-8241 岐阜県岐阜市領下２丁目２３番１

岐阜加納城南通３丁目 500-8486 岐阜県岐阜市加納城南通３丁目３９番

岐阜太郎丸新屋敷 501-2576 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷１３６

岐阜芥見南山 501-3133 岐阜県岐阜市芥見南山２丁目７－３

岐阜岩滝 501-3152 岐阜県岐阜市岩滝西２丁目１７６－２

岐阜岩田東２丁目 501-3154 岐阜県岐阜市岩田東２丁目１２０

各務原川島河田町 501-6025 岐阜県各務原市川島河田町字山神１００７番地２２

岐阜福光西３丁目 502-0814 岐阜県岐阜市福光西３丁目３番１１

高山バイパス 506-0002 岐阜県高山市問屋町６９番地

高山山王 506-0824 岐阜県高山市片野町５丁目２２８番地

高山下三之町 506-0841 岐阜県高山市下三之町１－１９

多治見栄町 507-0035 岐阜県多治見市栄町１－３５－１

多治見笠原町神戸 507-0901 岐阜県多治見市笠原町２８０２－４

中津川駅前 508-0032 岐阜県中津川市栄町４３５－１７

各務原鵜沼小伊木町 509-0143 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町４－１１７－１

高山国府バイパス 509-4122 岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１

７ＦＳ土岐プレミアムアウトレット 509-5127 岐阜県土岐市土岐ケ丘１－２

土岐市駅北 509-5141 岐阜県土岐市泉岩畑町３丁目２１番



瑞浪山田町 509-6104 岐阜県瑞浪市山田町９００番１

恵那岩村町 509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間字八本木２７０９

鈴鹿白子駅前 510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前１４－７

四日市久保田２丁目 510-0821 三重県四日市市久保田２丁目９－２

四日市日永西３丁目 510-0891 三重県四日市市日永西３丁目３－２３

四日市つんつく大橋南 510-0891 三重県四日市市日永西２丁目５番８号

桑名外堀 511-0041 三重県桑名市外堀１７３番地

東員町穴太 511-0243 三重県員弁郡東員町穴太西宅地７９５

桑名益生 511-0821 三重県桑名市矢田７５８－１

桑名広見ヶ丘 511-0943 三重県桑名市森忠１７４７－７

桑名長島町又木 511-1126 三重県桑名市長島町又木２３８

四日市小杉新町 512-0903 三重県四日市市小杉新町１５３－１

四日市上海老町 512-1201 三重県四日市市上海老町８３４－１

四日市西郵便局前 512-1212 三重県四日市市智積町字清水道６１９８番１

鈴鹿地子町 513-0821 三重県鈴鹿市地子町８１６－１

鈴鹿道伯町 513-0824 三重県鈴鹿市道伯町字赤禿山２１５０－１６

津市上浜町３丁目 514-0008 三重県津市上浜町３丁目６７－３

松阪荒木町 515-0007 三重県松阪市荒木町字大下１８２－１

松阪駅南 515-0017 三重県松阪市京町２１５－１

松阪大黒田町北 515-0063 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５

松阪殿町 515-0073 三重県松阪市殿町１３４４番１４

津市白山町 515-2602 三重県津市白山町二本木字北出前４６６７

伊賀東条 518-0013 三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１

新名神鈴鹿ＰＡ 519-0315 三重県鈴鹿市山本町字折子６３４－４

玉城町世古 519-0401 三重県度会郡玉城町世古１７８５

玉城町勝田 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田字ウコジ４０３６番５１

大津おごとマリーナ 520-0101 滋賀県大津市雄琴４丁目４９４－１

大津伊香立公園前 520-0352 滋賀県大津市伊香立下在地町５６６－１

野洲市三宅 520-2362 滋賀県野洲市市三宅２６４２番

栗東中沢 520-3025 滋賀県栗東市中沢３丁目２－２

能登川垣見 521-1221 滋賀県東近江市垣見町１３６９

安土常楽寺 521-1351 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１

彦根地蔵町 522-0027 滋賀県彦根市東沼波町１８３－１

守山成人病センター前 524-0013 滋賀県守山市下之郷１丁目１５番２１号

守山市民病院前 524-0022 滋賀県守山市守山４丁目１３－１８

草津矢橋北 525-0066 滋賀県草津市矢橋町１８１３－１

長浜神照町 526-0015 滋賀県長浜市神照町７２５－６

愛知川豊満 529-1321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２

ＳＯＲＡ新大阪２１ 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２－１－３

大阪大桐２丁目 533-0011 大阪府大阪市東淀川区大桐２－１－７

大阪豊新南 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新１丁目１４－６

大阪高殿６丁目 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿６丁目１２－１８

大阪古市３丁目 536-0001 大阪府大阪市城東区古市３丁目７－１５

大阪関目１丁目南 536-0007 大阪府大阪市城東区成育２丁目１２－２３

大阪関目６丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目６丁目１５－２６

大阪新深江駅南 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南４－１－１０

大阪中道３丁目 537-0025 大阪府大阪市東成区中道３丁目１４－９

なみはやドーム入口 538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目８－６

大阪茨田大宮２丁目 538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目２－１１

大阪浜３丁目 538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜３丁目１番１２号



大阪鶴見緑地 538-0037 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１－２６

大阪今津中１丁目 538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中１－４－３３

読売テレビ 540-0001 大阪府大阪市中央区城見１丁目３－５０

御堂筋本町 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町４丁目２番５号

大阪南本町２丁目 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３－１２

大阪日本橋１丁目 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目２５－２５

クリスタ長堀 542-0081 大阪市中央区南船場２丁目長堀地下街１号

大阪中川３丁目 544-0005 大阪府大阪市生野区中川３－１－６

東住吉中野４丁目 546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目８－１９

大阪長吉六反１丁目 547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反１丁目１－７

大阪平野駅前 547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３

大阪靱本町２丁目 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町２－３－２

大阪立売堀５丁目 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番

大阪新町２丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町２－３－５

大阪新町４丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町４丁目１６－５

大阪三軒家東５丁目 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東５－６－１

大阪千島１丁目 551-0003 大阪府大阪市大正区千島１丁目２８－８

大阪鶴町１丁目 551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１２－２

大阪南市岡３丁目 552-0011 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４

大阪市岡１丁目 552-0012 大阪府大阪市港区市岡１丁目１－２４

大阪玉川３丁目 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川３丁目７－６

大阪恵美須西１丁目 556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西１－２－１

大阪湊町１丁目 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－５２

天下茶屋駅前 557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目１８－２１

大阪旭２丁目 557-0032 大阪府大阪市西成区旭２丁目８－１９

大阪千本中２丁目 557-0054 大阪府大阪市西成区千本中２丁目１－２５

大阪長居１丁目 558-0003 大阪府大阪市住吉区長居１－２－２

大阪南住吉２丁目 558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉２－２３－７

大阪新北島３丁目 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目６－１２

豊中本町９丁目 560-0021 大阪府豊中市本町９丁目２４９番１

豊中宮山町２丁目 560-0056 大阪府豊中市宮山町２丁目２１－５３

千里中央駅北 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１丁目２－３

豊中千成町 561-0829 大阪府豊中市千成町３－２－１１

豊中稲津町１丁目 561-0854 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７

箕面彩都南 562-0028 大阪府箕面市彩都粟生南１－１７－３７

吹田山田南 565-0823 大阪府吹田市山田南２９－１０

モノウェル万博記念公園 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園内

茨木五十鈴町 567-0842 大阪府茨木市五十鈴町５－２８

茨木東奈良３丁目 567-0861 大阪府茨木市東奈良３丁目１４－１０

茨木桑原 568-0094 大阪府茨木市大字桑原２０１番２

高槻松川町 569-0023 大阪府高槻市松川町２１－１０

高槻城西町 569-0065 大阪府高槻市城西町１１－１６

高槻高槻町 569-0803 大阪府高槻市高槻町１２－２３

門真南野口町 571-0005 大阪府門真市南野口町２２－６

寝屋川萱島東３丁目 572-0824 大阪府寝屋川市萱島東３丁目２８－８

寝屋川萱島南 572-0825 大阪府寝屋川市萱島南町７番１５号

枚方出屋敷西町 573-0003 大阪府枚方市出屋敷西町１丁目２５－２５

枚方バイパス 573-0049 大阪府枚方市山之上北町７０－２７

枚方茄子作北町 573-0083 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０

枚方船橋本町 573-1116 大阪府枚方市船橋本町２丁目８３－３



枚方田口２丁目 573-1162 大阪府枚方市田口２丁目３３番２号

大東中垣内５丁目 574-0013 大阪府大東市中垣内５丁目６番７号

大東野崎駅南 574-0015 大阪府大東市野崎１丁目１７番４５号

大東新町 574-0037 大阪府大東市新町１３番４０号

交野倉治９丁目 576-0051 大阪府交野市倉治９丁目２６７５番３

東大阪川俣１丁目 577-0063 大阪府東大阪市川俣１丁目３番２２号

東大阪花園東町２丁目 578-0931 大阪府東大阪市花園東町２丁目１番２号

東大阪若江北町２丁目 578-0945 大阪府東大阪市若江北町２丁目９－２４

近畿道東大阪ＰＡ下り 578-0966 大阪府東大阪市三島３丁目２０－３

東大阪新町 579-8037 大阪府東大阪市新町３－９

東大阪下六万寺町 579-8066 大阪府東大阪市下六万寺町３丁目１－３２

松原高見の里２丁目 580-0021 大阪府松原市高見の里２丁目３１－６

八尾八尾木北４丁目 581-0016 大阪府八尾市八尾木北４丁目９８

八尾柏村町３丁目 581-0022 大阪府八尾市柏村町３丁目１６４－１

八尾八尾木東３丁目 581-0028 大阪府八尾市八尾木東３丁目３７－１

八尾若林町３丁目 581-0038 大阪府八尾市若林町３丁目１番

八尾南太子堂２丁目 581-0056 大阪府八尾市南太子堂２丁目１－５４

八尾北久宝寺１丁目 581-0071 大阪府八尾市北久宝寺１丁目１－３７

八尾老原４丁目 581-0092 大阪府八尾市老原４丁目１１０－１

八尾西山本６丁目 581-0868 大阪府八尾市西山本町６丁目１－１

羽曳野栄町 583-0853 大阪府羽曳野市栄町６９１番１

羽曳野西浦 583-0861 大阪府羽曳野市西浦１０８０番１

はびきの４丁目 583-0872 大阪府羽曳野市はびきの４丁目

富田林久野喜台 584-0074 大阪府富田林市久野喜台１－２－１

堺下黒山 587-0002 大阪府堺市美原区黒山７１４－１

堺東駅前 590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通１８－１

熊取西 590-0402 大阪府泉南郡熊取町大久保北３丁目１０２５番１

熊取大久保 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中４－７－４

熊取七山 590-0421 大阪府泉南郡熊取町七山２丁目２５－６

堺柳之町東１丁 590-0933 大阪府堺市堺区柳之町東１丁１番１

堺南花田町 591-8011 大阪府堺市北区南花田町２７３－１

堺中百舌鳥町６丁 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町６丁１０４０番地３

高石高師浜 592-0004 大阪府高石市高師浜１丁目１６－１

ハートインＪＲ鳳駅東口 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地

和泉府中町２丁目 594-0071 大阪府和泉市府中町２丁目３－１３

和泉小田町 594-0074 大阪府和泉市小田町４７９－１

ＫＯＹＯ大阪母子医療センター 594-1101 大阪府和泉市室堂町８４０

和泉はつが野３丁目 594-1106 大阪府和泉市はつが野３丁目１３－２

岸和田西之内町 596-0044 大阪府岸和田市西之内町９－７

岸和田南町 596-0067 大阪府岸和田市南町３０番８号

貝塚二色浜南 597-0062 大阪府貝塚市澤５６７－１

貝塚麻生中 597-0081 大阪府貝塚市麻生中１０７０番１

泉佐野中庄 598-0002 大阪府泉佐野市中庄８１９－１

泉佐野長滝 598-0034 大阪府泉佐野市長滝２２３９番１

堺引野町２丁 599-8104 大阪府堺市東区引野町２丁１３１

堺深井東町 599-8235 大阪府堺市中区深井東町３６１－２

堺八田北町 599-8276 大阪府堺市中区小阪７６－６

京都松原麩屋町 600-8063 京都府京都市下京区松原通富小路東入松原中之町５０１

五条千本 600-8811 京都府京都市下京区中堂寺坊城町６５

京都堀川今出川 602-0956 京都市上京区元誓願寺通東堀川東入西町４４７番地



京都上七軒 602-8326 京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町１７９

上賀茂榊田町 603-8051 京都府京都市北区上賀茂榊田町３５－１

京都北大路大宮 603-8214 京都府京都市北区紫野雲林院町３２番５

京都岩倉幡枝 606-0032 京都府京都市左京区岩倉南平岡町６６

京都下鴨膳部町 606-0815 京都府京都市左京区下鴨膳部町６－１

下鴨水口町 606-0843 京都府京都市左京区下鴨水口町２３－１

京都修学院駅前 606-8007 京都府京都市左京区山端壱町田町８ー８０

百万遍 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町２８番１０

京都田中西高原町 606-8241 京都府京都市左京区田中西高原町２７

京都山科今屋敷町 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町６－６

城陽平川 610-0101 京都府城陽市平川横道８６

城陽長池 610-0112 京都府城陽市長池里開３２番地

宇治田原郷之口 610-0255 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林１－１

京田辺三山木 610-0313 京都府京田辺市三山木中央４丁目４－２

宇治弐番 611-0021 京都府宇治市宇治弐番９６－１

宇治小倉天王 611-0042 京都府宇治市小倉町天王６２－１

外環横大路 612-8294 京都府京都市伏見区横大路天王前１５番地

西院駅北 615-0011 京都府京都市右京区西院東淳和院町８番２１

下津林東大般若町 615-8033 京都府京都市西京区下津林東大般若町４０

京都桂駅東口 615-8073 京都府京都市西京区桂野里町５０－４１

京都樫原水築町 615-8184 京都府京都市西京区樫原水築町７番２

京都上桂東ノ口 615-8221 京都府京都市西京区上桂東ノ口町１３２

京都太秦大映通 616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６

向日東田中瀬 617-0002 京都府向日市寺戸町東田中瀬１番６

精華町精華台１丁目 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台１丁目２５－１

精華町山手 619-0244 京都府相楽郡精華町北稲八間野田１－１

福知山駅南 620-0000 京都府福知山市駅南町２丁目２６７番

福知山駅前町 620-0054 京都府福知山市末広町２－３

亀岡余部 621-0806 京都府亀岡市余部町天神又８－６

舞鶴西町 624-0937 京都府舞鶴市字西１０７－５

舞鶴北吸 625-0080 京都府舞鶴市北吸１０４５－１３

奈良三条町 630-8244 奈良県奈良市三条町４７５番１

奈良窪之庄町 630-8431 奈良県奈良市窪之庄町４９番

天理田井庄町 632-0071 奈良県天理市田井庄町７０８

近鉄大和八木駅南口 634-0804 奈良県橿原市内膳町１丁目５番８号

高取町越智 635-0144 奈良県高市郡高取町越智６０－１

田原本鍵 636-0223 奈良県磯城郡田原本町鍵１２３－１

田原本千代 636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代１１２０番地１

葛城勝根 639-0275 奈良県葛城市勝根１７４－１

大和郡山九条町 639-1001 奈良県大和郡山市九条町１７５－１

大和郡山下三橋 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町１６７－１０

大和郡山上三橋町 639-1102 奈良県大和郡山市上三橋町１４６－１

海南沖野々 640-1175 和歌山県海南市沖野々４４－１

和歌山楠見中西 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中３７－２

和歌山楠見中 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中城之口１８８－１

ハートインＪＲ紀伊田辺駅前 646-0031 和歌山県田辺市湊１番２４号

岩出根来 649-6202 和歌山県岩出市根来９３８－１

岩出清水 649-6227 和歌山県岩出市清水字太刀焼４６２－１

紀の川粉河 649-6541 和歌山県紀の川市井田２６－１

神戸栄町通３丁目 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目２－１１



神戸相生町１丁目北 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１番１５号

神戸港島中町６丁目 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目２番２号

神戸若葉台３丁目 651-1143 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２

神戸二ツ屋１丁目 651-2142 兵庫県神戸市西区二ツ屋１丁目１１－８

神戸押部谷西盛 651-2202 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛５５１－１

神戸竜が岡 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番８

神戸長田神社前 653-0003 兵庫県神戸市長田区五番町８－１－１１

神戸垂水福田２丁目 655-0013 兵庫県神戸市垂水区福田２丁目３－１３

神戸垂水星が丘１丁目 655-0032 兵庫県神戸市垂水区星が丘１丁目４－２７

ハートイン垂水星陵台 655-0038 兵庫県神戸市垂水区星陵台４丁目１－５

南あわじ市福永 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４

神戸灘六甲道駅前 657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町５丁目２番２６号

神戸桜口町４丁目 657-0036 兵庫県神戸市灘区桜口町４丁目２－１

神戸備後町３丁目 657-0037 兵庫県神戸市灘区備後町３－２－１１

阪急王子公園駅前 657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５

神戸新在家駅前 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町３丁目３－１０

神戸住吉南町３丁目 658-0041 兵庫県神戸市東灘区住吉南町３丁目２－５

神戸ＪＲ住吉駅前 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２

潮芦屋 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町１０番５号

芦屋呉川町 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１０番９号

芦屋東山町 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６－１２

阪急塚口駅東 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目６－１

尼崎大西町２丁目 661-0023 兵庫県尼崎市大西町２丁目１６－２１

尼崎南武庫郵便局前 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘４丁目２０番３１号

阪急武庫之荘駅南 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１９－１

尼崎武庫元町 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町２丁目１４－３号

西宮樋之池町 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町１６ー２２

西宮柳本町 662-0866 兵庫県西宮市柳本町１０－２１

阪神西宮駅南 662-0973 兵庫県西宮市田中町５－３

西宮高木西町 663-8032 兵庫県西宮市高木西町２９－１３

西宮天道町 663-8104 兵庫県西宮市天道町２６－６

西宮ＪＲ甲子園口駅南 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口２丁目３－１１

西宮上田中町 663-8134 兵庫県西宮市上田中町１７－２３

伊丹緑ヶ丘１丁目 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘１－２３４－１

伊丹御願塚３丁目 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚３丁目１１番２１号

宝塚小林３丁目 665-0034 兵庫県宝塚市小林３－９－３３

宝塚山本西 665-0884 兵庫県宝塚市山本西２丁目７－１１

川西鼓滝駅前 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２８－１７

猪名川パークタウン 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－５

西宮東山台１丁目 669-1133 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３

三田三輪３丁目 669-1513 兵庫県三田市三輪３丁目８３７－１１

丹波氷上町 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪４２３番１

丹波春日黒井 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井２２１５番

姫路阿保北 670-0000 兵庫県姫路市市之郷９１４－４

姫路南条 670-0952 兵庫県姫路市南条６３０番地

高砂西浜南 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０８－１００

姫路バイパス別所ＰＡ下り 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所字向田中１２２９－１

姫路上原田 671-0251 兵庫県姫路市花田町上原田字八反田３０６－１

姫路加納原田 671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田３９５－１

姫路宮田東 671-1213 兵庫県姫路市勝原区宮田２３－１



姫路宮田 671-1213 兵庫県姫路市勝原区宮田５３５番地５

兵庫太子佐用岡 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡６５３－１

姫路打越 671-2246 兵庫県姫路市打越３６２－１

山陽道白鳥ＰＡ下り 671-2246 兵庫県姫路市打越字南西１３４６

宍粟山崎町御名 671-2554 兵庫県宍粟市山崎町御名字前田１４４－２

ハートインプリコ西明石 673-0005 兵庫県明石市小久保２－７－２０

西明石南町 673-0041 兵庫県明石市西明石南町１丁目５６１－１０７

山陽道三木ＳＡ上り 673-0404 兵庫県三木市大村字大門１０６７－１１０

明石大明石町 673-0891 兵庫県明石市大明石町１丁目３－１５

吉川町渡瀬橋 673-1108 兵庫県三木市吉川町古市４８

中国道社ＰＡ上り 673-1462 兵庫県加東市藤田７３９－４１

明石大久保町松陰 674-0053 兵庫県明石市大久保町松陰４６－１

明石江井ヶ島駅前 674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島８３６－１

明石魚住浜西 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水７２－２

明石魚住清水 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水１９２２－１

明石魚住駅前 674-0081 兵庫県明石市魚住町錦が丘４丁目５－７

加古川神野町 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野８２１－２

加古川野口町 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１３８－１

加古川市役所南 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０３３

加古川本町 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１

加古川平野 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野４６８

加古川溝之口 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口２５４－２

加古川平岡町 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣７６９番地の８

加古川一色 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４－３

加古川別府新野辺 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺３０１１

稲美中村 675-1122 兵庫県加古郡稲美町中村１７１５－１

小野粟生町 675-1358 兵庫県小野市粟生町３０６４－２

加西北条横尾 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾２５６－３

高砂小松原 676-0012 兵庫県高砂市荒井町中新町７－２１

相生垣内 678-0022 兵庫県相生市垣内町１－７

赤穂尾崎 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎３１５４番１　

上郡竹万 678-1232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万２３００番

姫路豊富町御蔭 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭１２８２－２

倉吉生田 682-0855 鳥取県倉吉市生田４６３－４

米子米原５丁目 683-0804 鳥取県米子市米原５－４９１

米子角盤町２丁目 683-0812 鳥取県米子市角盤町２丁目１１１

琴浦逢束 689-2304 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束字鈴野１０６８－１

出雲今市町 693-0001 島根県出雲市今市町２３７－４

出雲市駅北 693-0007 島根県出雲市駅北町４番５

出雲斐川町出西 699-0612 島根県出雲市斐川町出西字星田３７７８－１

岡山野殿東町 700-0065 岡山県岡山市北区野殿東町４番２５号

岡山津島京町 700-0087 岡山県岡山市北区津島京町１丁目１番１号

岡山田町 700-0825 岡山県岡山市北区田町１丁目３番６

岡山錦町 700-0902 岡山県岡山市北区錦町１番２７

岡山大元駅北 700-0927 岡山県岡山市北区西古松６０４－１

岡山奥田 700-0933 岡山県岡山市北区奥田２丁目９－３０

岡山下中野東 700-0973 岡山県岡山市南区下中野２２１－１

岡山今６丁目 700-0975 岡山県岡山市北区今６丁目４－１０

岡山問屋町 700-0977 岡山県岡山市北区問屋町２０－１０５

岡山東花尻 701-0135 岡山県岡山市北区東花尻３４３番１



岡山妹尾 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾２３２４－２

岡山高松 701-1334 岡山県岡山市北区高松原古才６７７番１

岡山足守大井 701-1462 岡山県岡山市北区大井２４０６－７

岡山牟佐 701-2141 岡山県岡山市北区牟佐１０７１－１

岡山藤崎 702-8006 岡山県岡山市中区藤崎５９２－５

岡山福田 702-8021 岡山県岡山市南区福田７２６

岡山浦安南町 702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町４３３－１

岡山洲崎３丁目 702-8042 岡山県岡山市南区洲崎３丁目１－３３

岡山中井 703-8205 岡山県岡山市中区中井６４－１

岡山長利 703-8223 岡山県岡山市中区長利３１１－１

岡山門田屋敷４丁目 703-8275 岡山県岡山市中区門田屋敷４丁目１－１５

備前伊部 705-0001 岡山県備前市伊部１２８１－１

岡山備前インター 705-0033 岡山県備前市穂浪１２８９－１

津山院庄 708-0014 岡山県津山市院庄字毘沙門西１０１５

苫田鏡野町吉原 708-0332 岡山県苫田郡鏡野町吉原字王子前７０３－１

津山国分寺 708-0843 岡山県津山市国分寺１３８

津山高野 708-1125 岡山県津山市高野本郷１６７７－１

和気衣笠 709-0441 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１

赤磐穂崎 709-0824 岡山県赤磐市穂崎７６３－２

倉敷堀南 710-0841 岡山県倉敷市堀南８５２－１

倉敷福井 710-0844 岡山県倉敷市福井６４－２

真備町箭田 710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１

真備町尾崎 710-1304 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１

真備川辺 710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺１４８－１

倉敷児島小川３丁目 711-0911 岡山県倉敷市児島小川３丁目４－７

倉敷市立短大前 711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町８０５－３

倉敷連島中央１丁目 712-8014 岡山県倉敷市連島中央１－１－３６

倉敷水島相生町 712-8039 岡山県倉敷市水島相生町１０－２１

倉敷玉島１丁目 713-8102 岡山県倉敷市玉島１丁目５－１

倉敷玉島勇崎 713-8125 岡山県倉敷市玉島勇崎７４５－１

笠岡吉浜 714-0074 岡山県笠岡市吉浜字底樋２３９１ー１

高梁成羽町東 716-0111 岡山県高梁市成羽町下原２５４

北房上水田 716-1411 岡山県真庭市上水田２８１８

金光町佐方 719-0113 岡山県浅口市金光町佐方９０－１

総社窪木 719-1112 岡山県総社市窪木１０１４－３

東総社駅前 719-1126 岡山県総社市総社１丁目１７－１３

久世インター 719-3224 岡山県真庭市目木１７９５－１

福山御幸町 720-0002 広島県福山市御幸町大字下岩成２７７－１

福山南本庄 720-0077 広島県福山市南本庄４丁目１０番８号

福山藤江町 720-0543 広島県福山市藤江町１８０７－１

福山ポートプラザ 720-0801 広島県福山市入船町３丁目３番７号

福山水呑城陽 720-0832 広島県福山市水呑町５００２

神辺十九軒屋 720-2106 広島県福山市神辺町大字十九軒屋字四ノ丁２２２－１

福山引野５丁目 721-0942 広島県福山市引野町５丁目１３番４号

尾道向東 722-0062 広島県尾道市向東町３５４０－１

尾道向島 722-0073 広島県尾道市向島町５５８４－８

尾道美ノ郷三成 722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成１６０４ー１

広島世羅町 722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷６５３－２

広島世羅インター 722-1121 広島県世羅郡世羅町西上原１６２７－７

山陽道八幡ＰＡ上り 722-1515 広島県三原市八幡町美生７３６－１５



山陽道八幡ＰＡ下り 722-1515 広島県三原市八幡町美生４９５－３

三原宮浦北 723-0051 広島県三原市宮浦４丁目１２番２６号

備後府中中須大踏切 726-0012 広島県府中市中須町７３番１５

備後府中高木町 726-0013 広島県府中市高木町３６７－１

本郷インター 729-0411 広島県三原市本郷町船木１４２３－１

本郷駅東 729-0417 広島県三原市本郷南３丁目２９番２４号

三原沼田西 729-0474 広島県三原市沼田西町惣定９２０－１

広島大和町 729-1406 広島県三原市大和町下徳良１９０４－８

福山新市戸手 729-3101 広島県福山市新市町戸手１６８

広島八丁堀 730-0013 広島県広島市中区八丁堀７番２号

広島新天地 730-0034 広島県広島市中区新天地５番３

広島南千田西 730-0055 広島県広島市中区南千田西町１１６７－１

広島舟入幸町 730-0844 広島県広島市中区舟入幸町２０－２４

広島古市３丁目 731-0123 広島県広島市安佐南区古市３丁目２５－３

広島中須 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東１－１７－３

広島祇園３丁目 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２９－２３

広島戸河内インター 731-3664 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１

熊野町萩原８丁目 731-4213 広島県安芸郡熊野町萩原８丁目８－６３

広島セントラルシティ 731-5109 広島県広島市佐伯区石内北２丁目５００５番１０

広島八幡東３丁目 731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東３丁目２９－４６－３

広島五日市駅前 731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２

広島馬木 732-0031 広島県広島市東区馬木５－１６９９－１

ハートインエキエ広島 732-0822 広島県広島市南区松原町２－３７

広島横川新橋西 733-0011 広島県広島市西区横川町１丁目１１－２５

広島都町 733-0024 広島県広島市西区福島町１丁目３－１８

広島広大病院前 734-0001 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０

広島出汐１丁目 734-0001 広島県広島市南区出汐１丁目１７番１４号

広島宇品西４丁目 734-0014 広島県広島市南区宇品西４丁目１－５６

広島楠那町 734-0032 広島県広島市南区楠那町５－１７

広島東青崎町 734-0051 広島県広島市南区東青崎町７－１２

広島青崎 734-0053 広島県広島市南区青崎１丁目６番３号

広島船越４丁目 736-0081 広島県広島市安芸区船越４丁目１０６０－１

呉市阿賀南 737-0004 広島県呉市阿賀南１丁目７－２５

呉宮原 737-0024 広島県呉市宮原１３丁目３－１４

ハートインＪＲ呉駅 737-0029 広島県呉市宝町１－１６

呉中央６丁目 737-0051 広島県呉市中央６丁目６番６号

呉市広国際通り 737-0112 広島県呉市広古新開５丁目３番２８

呉市広中町 737-0131 広島県呉市広中町１１－２１

呉西中央 737-0811 広島県呉市西中央３－１－１４

江田島中央 737-2122 広島県江田島市江田島町中央１丁目１３番９号

東広島西条中央１丁目 739-0025 広島県東広島市西条中央１丁目１６番１２号

東広島西条東子 739-0036 広島県東広島市西条町田口２８１２－１

東広島八本松米満 739-0133 広島県東広島市八本松町米満５０１－１

山陽道奥屋ＰＡ上り 739-0266 広島県東広島市志和町奥屋字春日山３６５

黒瀬楢原 739-2628 広島県東広島市黒瀬楢原東２丁目２１－２５

岩国門前町 740-0031 山口県岩国市門前町１丁目１８－２７

岩国保津町 740-0043 山口県岩国市保津町２丁目６番３５号

岩国平田 741-0072 山口県岩国市平田５丁目２８－１１

柳井港前 742-0021 山口県柳井市柳井字江ノ浦１５０－６５

柳井新庄 742-0033 山口県柳井市新庄１５６４－１



周南代々木通 745-0073 山口県周南市代々木通り１丁目２９番１

周南新堤 746-0033 山口県周南市新堤町１０－２３

周南富田 746-0034 山口県周南市富田２７６４－１

新南陽市役所前 746-0034 山口県周南市富田１丁目２－１３

防府江泊 747-0014 山口県防府市大字江泊１０６０

防府佐野 747-0067 山口県防府市大字佐野字上自力１３８９－１

下関競艇場前 752-0934 山口県下関市長府松小田東町６番１５号

山口湯田温泉４丁目 753-0056 山口県山口市湯田温泉４丁目８－２２

山口湯田温泉３丁目 753-0056 山口県山口市湯田温泉３丁目１－２６

山口吉敷中東 753-0813 山口県山口市吉敷中東４丁目１番２０号

山口吉敷下東 753-0814 山口県山口市吉敷下東２－１４－８

山口吉敷 753-0817 山口県山口市吉敷赤田１丁目１３番１

山口矢原 753-0861 山口県山口市矢原１１４３

山口朝田 753-0871 山口県山口市朝田１０７６－１

美祢十文字 754-0122 山口県美祢市美東町真名３１６２番２

宇部西岐波 755-0154 山口県宇部市今村南２丁目９－１２

宇部黒石 759-0206 山口県宇部市大字東須恵字上四町開作１９６０番

長門市駅前 759-4101 山口県長門市東深川字東中ノ坪８００－１

長門東深川下郷 759-4101 山口県長門市東深川字渋谷２２３５－１

長門東深川 759-4101 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１

長門仙崎 759-4106 山口県長門市仙崎４０２－１

下関小串 759-6301 山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７４番７７

下関球場前 759-6602 山口県下関市蒲生野９５９－１

下関富任町 759-6613 山口県下関市富任町２丁目２－２５

高松木太町川西 760-0080 香川県高松市木太町１８３１－２

高松春日町 761-0101 香川県高松市春日町字川南４７０－２

小豆島馬木 761-4426 香川県小豆郡小豆島町馬木甲９１９－２

高松太田下町 761-8073 香川県高松市太田下町１８５６－９

高松多肥下町 761-8075 香川県高松市多肥下町３８４番１

坂出久米町２丁目 762-0003 香川県坂出市久米町２丁目２－２０

坂出林田町 762-0012 香川県坂出市林田町３１０２－１

高松道府中湖ＰＡ上り 762-0024 香川県坂出市府中町字川西７０５４－２

丸亀葭町 763-0003 香川県丸亀市葭町７－４

丸亀郡家町 763-0093 香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２

善通寺大麻町 765-0052 香川県善通寺市大麻町７５１－１

徳島インター 771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島１２４－１

北島高房 771-0206 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８

小松島日開野町 773-0010 徳島県小松島市日開野町字弥三次１１番地１

阿南領家町 774-0011 徳島県阿南市領家町走寄１００

吉野川鴨島町絵馬堂 776-0020 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６９

徳島国府バイパス 779-3120 徳島県徳島市国府町南岩延字三反地３７－１

高知神田西 780-8061 高知県高知市朝倉甲６８－１

高知葛島４丁目 781-8121 高知県高知市葛島４丁目１０１

松山竹原町 790-0012 愛媛県松山市湊町８丁目１１５番１

いよてつ古町駅 790-0807 愛媛県松山市平和通６丁目９８

松山本町３丁目 790-0811 愛媛県松山市本町３丁目１－２

松山築山町 790-0864 愛媛県松山市築山町５番１６

松山空港通６丁目 791-0054 愛媛県松山市空港通６丁目９－５

松山今在家町 791-1102 愛媛県松山市来住町１４９７－１

松山中央１丁目 791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１１－２８



松山問屋町 791-8018 愛媛県松山市問屋町１６３番６

松山美沢 791-8022 愛媛県松山市美沢１丁目８番５１号

新居浜松木町 792-0829 愛媛県新居浜市松木町２番２４号

今治近見町３丁目 794-0007 愛媛県今治市近見町３－１‐２

今治蔵敷町１丁目 794-0044 愛媛県今治市蔵敷町１丁目５－５

ＪＡ五十崎支所前 795-0303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲７６番地１

八幡浜産業通 796-8004 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

宇和島長堀橋南 798-0080 愛媛県宇和島市新田町１丁目乙１６７９－１

小倉中吉田 800-0204 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１

小倉下曽根新町 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１６－１０８

小倉貫 800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫１－４－２８

門司東門司２丁目 801-0873 福岡県北九州市門司区東門司２丁目５－１０

小倉北方１丁目 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方１丁目３－１３

小倉徳力新町 802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１９－７

小倉真鶴２丁目 803-0844 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２号

小倉篠崎２丁目 803-0861 福岡県北九州市小倉北区篠崎２丁目１－３３

八幡紅梅１丁目 806-0011 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁目２－１３

八幡筒井町 806-0032 福岡県北九州市八幡西区筒井町２－２１

八幡西曲里町 806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３

水巻立屋敷 807-0051 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－１６－３３

八幡上ノ原 807-0071 福岡県北九州市八幡西区上ノ原１－８－１

八幡則松３丁目 807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松３丁目１ー２２

八幡池田１丁目 807-1125 福岡県北九州市八幡西区池田１丁目２－８

八幡野面 807-1262 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東２丁目１番１０号

若松鴨生田 808-0105 福岡県北九州市若松区鴨生田４－８－１０７

中間垣生公園前 809-0001 福岡県中間市大字垣生８４６－１

福岡平尾山荘通り 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾２丁目１５－２２

福岡赤坂南 810-0023 福岡県福岡市中央区警固２丁目２－９

福岡大名１丁目 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１丁目２－２０

福岡那の津ふ頭 810-0071 福岡県福岡市中央区那の津３丁目１２－１９

那珂川今光１丁目 811-1211 福岡県那珂川市今光１丁目９６

福岡向新町２丁目 811-1345 福岡県福岡市南区向新町２丁目３０－２５

福岡鶴田４丁目 811-1352 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番３３号

福岡鶴田３丁目 811-1352 福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０番３２号

須恵古宮 811-2113 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０１－３

福岡早見 811-2128 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２丁目１７番１１号

久山久原 811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１５７－１

古賀中央３丁目 811-3103 福岡県古賀市中央３丁目２－５

古賀花見東７丁目 811-3112 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５

遠賀浅木 811-4312 福岡県遠賀郡遠賀町浅木２丁目１番７号

博多祇園町 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町４－５３

博多春町３丁目 812-0872 福岡県福岡市博多区春町３丁目９－１８

博多新和町２丁目 812-0875 福岡県福岡市博多区新和町２丁目５番２３号

福岡原５丁目 814-0033 福岡県福岡市早良区原５丁目２２－２８

福岡東油山 814-0100 福岡県福岡市城南区東油山１－１１－１

福岡田島５丁目 814-0113 福岡県福岡市城南区田島５－１－１

福岡堤１丁目 814-0151 福岡県福岡市城南区堤１－１２－２２

福岡清水１丁目 815-0031 福岡県福岡市南区清水１丁目２３－５

福岡清水２丁目 815-0031 福岡県福岡市南区清水２－９－１９

福岡塩原３丁目 815-0032 福岡県福岡市南区塩原３丁目１６番１５号



福岡野間４丁目 815-0041 福岡県福岡市南区野間４丁目１－１０

福岡若久１丁目 815-0042 福岡県福岡市南区若久１丁目５１２－１

福岡平和２丁目 815-0071 福岡県福岡市南区平和２－２８－１

福岡長丘３丁目 815-0075 福岡県福岡市南区長丘３丁目４－２７

春日天神山２丁目 816-0855 福岡県春日市天神山２丁目１４５番地

大野城筒井２丁目 816-0931 福岡県大野城市筒井２丁目４－４

筑紫野郵便局前 818-0057 福岡県筑紫野市二日市南２－１０９７－１

太宰府梅香苑１丁目 818-0124 福岡県太宰府市梅香苑１丁目１－４９

福岡愛宕１丁目 819-0015 福岡県福岡市西区愛宕１丁目２６－１６

２０２西の丘 819-0046 福岡県福岡市西区西の丘２－２－２８

福岡今宿東１丁目 819-0161 福岡県福岡市西区今宿東１丁目６番３号

福岡徳永 819-0375 福岡県福岡市西区大字徳永字大町８６５番５

福岡元浜１丁目 819-0386 福岡県福岡市西区元浜１丁目１６－４

前原波多江 819-1108 福岡県糸島市波多江駅南１丁目６－１２

糸島泊 819-1111 福岡県糸島市泊８３９

糸島加布里 819-1124 福岡県糸島市加布里三丁目３番３号

糸島篠原東３丁目 819-1128 福岡県糸島市篠原東３丁目１－１８

飯塚幸袋 820-0066 福岡県飯塚市幸袋２１８番地７

碓井町役場前 820-0502 福岡県嘉麻市上臼井３０１－３

筑穂中学校前 820-0701 福岡県飯塚市長尾８９９－１

直方感田 822-0001 福岡県直方市大字感田１４７８番１

直方下境北 822-0007 福岡県直方市大字下境３０３７－１

直方知古 822-0022 福岡県直方市大字知古７０７番２

行橋大橋２丁目 824-0003 福岡県行橋市大橋２丁目５－７

行橋神田町 824-0007 福岡県行橋市神田町２－１２

行橋駅南 824-0031 福岡県行橋市西宮市２丁目１０番１５号

行橋道場寺 824-0033 行橋市大字道場寺１２５２ー９

豊津錦町 824-0121 福岡県京都郡みやこ町豊津２５８番地

田川後藤寺 826-0043 福岡県田川市大字奈良２５６－１

椎田八田 829-0341 福岡県築上郡築上町大字宇留津８７５－２

久留米日ノ出 830-0012 福岡県久留米市日ノ出町１０８－４

久留米市役所前 830-0023 福岡県久留米市中央町３２番３４

久留米南町 830-0051 福岡県久留米市南１丁目２５－１２

久留米城島楢津 830-0211 福岡県久留米市城島町楢津１３０７－１

大川大野島 831-0045 福岡県大川市大野島２８８８番地１

柳川矢加部 832-0004 福岡県柳川市矢加部４９２－１

柳川下宮永町 832-0059 福岡県柳川市下宮永町６３７－２

柳川西浜武 832-0081 福岡県柳川市西浜武１０２３－１

八女酒井田 834-0042 福岡県八女市大字酒井田５４８－１

大牟田新町 837-0923 福岡県大牟田市大字新町字田町１２４

久留米御井町 839-0851 福岡県久留米市御井町日出原１７０２－５

久留米田主丸 839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸４５９－２

うきは千年 839-1304 福岡県うきは市吉井町千年１２４－１

福岡吉井新馬場 839-1321 福岡県うきは市吉井町７３６－１

うきは鷹取 839-1343 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１

うきはバイパス 839-1408 福岡県うきは市浮羽町山北５９３－１

佐賀本庄町 840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄字一本谷１２６４－３

佐賀城内２丁目 840-0041 佐賀県佐賀市城内２丁目２番５３号

佐賀駅前中央２丁目 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央２丁目１０－４１

佐賀神野西１丁目 840-0805 佐賀県佐賀市神野西１丁目４－１７



佐賀成章町 840-0814 佐賀県佐賀市成章町７－１５

佐賀東佐賀 840-0821 佐賀県佐賀市東佐賀町１４６－１

鳥栖大正町 841-0032 佐賀県鳥栖市大正町７２０－５

神埼吉田 842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２７７０番１

武雄片白 843-0012 佐賀県武雄市橘町大字片白３６２－２

武雄若木インター 843-0151 佐賀県武雄市若木町川古９３４０－１

三日月堀江 845-0031 佐賀県小城市三日月町堀江２８８－１

唐津西高校前 847-0821 佐賀県唐津市町田１７７７番地１

唐津神田 847-0824 佐賀県唐津市神田字郷ノ元１９２２番１

唐津竹木場 847-0881 佐賀県唐津市竹木場４９９５－１

唐津徳須恵 847-1201 佐賀県唐津市北波多徳須恵１１７１－１

伊万里南波多 848-0015 佐賀県伊万里市南波多町府招字小原２９４３番１

伊万里黒川 848-0146 佐賀県伊万里市黒川町黒塩字飛石２１０９番２

小城牛津 849-0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬９０９－１

福富インター 849-0401 佐賀県杵島郡白石町福富３５２７番１

有田原明 849-4176 佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５

長崎小浦町 850-0067 長崎県長崎市小浦町４番地２

長崎思案橋 850-0901 長崎県長崎市本石灰町５－６

長崎大浦町 850-0918 長崎県長崎市大浦町３番１９号

長崎平間町 851-0136 長崎県長崎市平間町９２５－１

長崎深堀町 851-0301 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０

時津溝川 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７２８－２

長与吉無田郷 851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷３９－１

長崎花園町 852-8024 長崎県長崎市花園町６－１２

長崎滑石３丁目 852-8061 長崎県長崎市滑石３丁目５０４－１

諫早西郷町 854-0044 長崎県諫早市西郷町２１

大村池田１丁目 856-0026 長崎県大村市池田２０－１

大村須田ノ木町 856-0047 長崎県大村市須田ノ木町８７２－１

大村松並１丁目 856-0814 長崎県大村市松並１丁目１５７－２５

長崎道今村ＰＡ上り 856-0843 長崎県大村市今村町８４０

佐世保俵町 857-0016 長崎県佐世保市俵町２３番１８号

佐世保田原町 857-0136 長崎県佐世保市田原町２６１－２

佐世保駅前 857-0863 長崎県佐世保市三浦町３３７

佐世保中央病院前 857-1165 長崎県佐世保市大和町８４７番

西海大島大橋 857-2222 長崎県西海市西海町中浦北郷１７２３－１

佐世保愛宕町 858-0917 長崎県佐世保市愛宕町１５９番２－２

多良見体育センター前 859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋１８０９

佐世保上原町 859-3202 長崎県佐世保市上原町１０９２－２

佐世保勝海町 859-3216 長崎県佐世保市勝海町２１５－１

佐世保針尾中町 859-3452 長崎県佐世保市針尾中町９１番地２

波佐見折敷瀬 859-3701 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字西ノ原１４３７－６

東彼杵蔵本郷 859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１５５３

平戸田平西 859-4824 長崎県平戸市田平町小手田免字山口１２６４－１

熊本蓮台寺１丁目 860-0055 熊本県熊本市西区蓮台寺１－１－３２

熊本野中１丁目 860-0059 熊本県熊本市西区野中１丁目８－８

熊本京町 860-0081 熊本県熊本市中央区京町本丁１－６９

山鹿日置 861-0382 熊本県山鹿市方保田３５９番

山鹿中央通り 861-0516 熊本県山鹿市中央通１０１番

九州道玉名ＰＡ上り 861-0821 熊本県玉名郡南関町大字下坂下字四反田１５６２－３

合志須屋南 861-1102 熊本県合志市須屋１９１１－３



泗水住吉 861-1203 熊本県菊池市泗水町住吉字堤１９０６番

菊池隈府 861-1331 熊本県菊池市隈府８８６－１

熊本富合釈迦堂 861-4144 熊本県熊本市南区富合町釈迦堂６４０－１

宇城豊野町山崎 861-4305 熊本県宇城市豊野町山崎字豊原２５９番１

熊本楠６丁目 861-8003 熊本県熊本市北区楠６丁目１９５８－１

熊本上南部 861-8010 熊本県熊本市東区上南部１丁目４番７２号

熊本新南部 861-8028 熊本県熊本市東区新南部２丁目７－６２

熊本石原３丁目 861-8046 熊本県熊本市東区石原３丁目１０番２０

熊本北津留団地前 861-8082 熊本県熊本市北区兎谷１丁目１－７

熊本兎谷 861-8084 熊本県熊本市北区清水岩倉２丁目１－２０

熊本小峯２丁目 862-0933 熊本県熊本市東区小峯２丁目１番９８号

熊本水前寺５丁目 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺５丁目１番

熊本水前寺公園 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－６

熊本九品寺６丁目 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目３－２０

天草栄町 863-0022 熊本県天草市栄町１４番２２号

天草知ケ崎 863-0041 熊本県天草市志柿町５３９１ー３

八代横手新町 866-0875 熊本県八代市横手新町１５－１４

八代田中西町 866-0876 熊本県八代市田中西町１－１

八代永碇 866-0885 熊本県八代市永碇町１００８番

九州道山江ＳＡ上り 868-0092 熊本県球磨郡山江村大字山田丁字蕨野２４８０－１７

岱明町高道 869-0202 熊本県玉名市岱明町高道２１９９－１

阿蘇西町 869-2222 熊本県阿蘇市西町８３３－１

芦北田浦 869-5303 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦７８７－１０

大分都町 870-0034 大分県大分市都町３丁目５番３５号

大分大在北２丁目 870-0245 大分県大分市大在北２丁目７番３２号

大分荏隈 870-0889 大分県大分市大字荏隈４１７番５２

大分木上 870-1161 大分県大分市木上３９６－１

中津牛神町１丁目 871-0016 大分県中津市牛神町１丁目１６番１８号

宇佐神宮前 872-0103 大分県宇佐市大字北宇佐字田中１６０１－１

杵築北浜 873-0001 大分県杵築市大字杵築字北浜７００番１－２

杵築南杵築 873-0002 大分県杵築市南杵築１９６９－１

別府北中 874-0840 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１

別府タワー 874-0920 大分県別府市北浜３丁目８１８－１６６

佐伯上岡 876-0045 大分県佐伯市大字上岡３４０３－１

日田高瀬 877-0000 大分県日田市高瀬１２２３－２

日田玉川バイパス 877-0071 大分県日田市大字渡里字水町１４８７－１

大分道玖珠ＳＡ下り 879-4331 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑七ツ江４９６

豊後大野三重赤嶺 879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺字年神１９８８－１

宮崎住吉 880-0121 宮崎県宮崎市島之内７１６８

佐土原広瀬中学校前 880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島袋２０２９８－５７

宮崎月見ケ丘２丁目 880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方字草葉２０９７－１

宮崎大塚池ノ内 880-0951 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１１７６

国富木脇 880-1113 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇２８０番地２

西都聖陵町 881-0015 宮崎県西都市聖陵町１丁目５６番地２

西都調殿 881-0023 宮崎県西都市大字調殿字堀の内１１０５－１

延岡大貫町３丁目 882-0803 宮崎県延岡市大貫町３丁目３０４７ー４

延岡野田１丁目 882-0805 宮崎県延岡市野田１丁目３番７

延岡出北２丁目 882-0856 宮崎県延岡市出北２丁目１０番８号

都城梅北町 885-0063 宮崎県都城市梅北町７３６８－１０

都城志比田町 885-0093 宮崎県都城市志比田町１１０９２－１



日南松原団地入口 887-0015 宮崎県日南市大字平野字河原２７５３－１

日南風田 887-0034 宮崎県日南市大字風田３６７３

門川尾末 889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末８４８４－１３

川南トロントロン 889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南１３８７８－１

清武町役場前 889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１

日南星倉６丁目 889-2533 宮崎県日南市星倉６丁目２番４８号

鹿児島紫原３丁目 890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１１番４号

鹿児島紫原南 890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原３丁目３１－５

鹿児島星ケ峯 891-0102 鹿児島県鹿児島市星ケ峯２丁目６７番１号

鹿児島城南町 892-0835 鹿児島県鹿児島市城南町３番２

鹿児島吉野帯迫中央 892-0877 鹿児島県鹿児島市吉野１丁目１０－２０

鹿屋医療センター前 893-0013 鹿児島県鹿屋市札元１－１４－１

鹿屋吾平町 893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１３－１３

薩摩川内隈之城町 895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８５３－７

薩摩川内宮内町 895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町２０３１－１

薩摩川内泰平寺前 895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町５７－１１

加治木本町 899-5215 鹿児島県姶良市加治木町本町８４－２

霧島溝辺 899-6405 鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７３９番地１

那覇楚辺 900-0022 沖縄県那覇市樋川１丁目３６－１

那覇西２丁目 900-0036 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

豊見城高嶺 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺３９５－９９

糸満真栄里東 901-0361 沖縄県糸満市字糸満１５８２

東風平ＪＡおきなわ 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平３８８

南城大里仲間 901-1206 沖縄県南城市大里字仲間１０３３番１

南城佐敷兼久 901-1411 沖縄県南城市佐敷字兼久親田原１２２番１

浦添内間１丁目 901-2121 沖縄県浦添市内間１丁目２－１

浦添宮城２丁目 901-2126 沖縄県浦添市宮城２丁目１７－３

北中城ライカム 901-2306 沖縄県中頭郡北中城字ライカム４７７

中城村泊 901-2402 沖縄県中頭郡中城村字泊前原４２１番１

中城村南上原 901-2424 那覇広域都市計画事業南上原区画整理事業１３３街区０

那覇上間 902-0077 沖縄県那覇市長田２丁目２６番５号

北谷北前１丁目 904-0117 沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目２０－１

うるまみどり町４丁目 904-2215 沖縄県うるま市みどり町４丁目２０－４

うるま与勝 904-2223 沖縄県うるま市字具志川１４６０

名護屋部 905-0007 沖縄県名護市屋部５００

名護宇茂佐の森２丁目 905-0009 沖縄県名護市宇茂佐の森２丁目１４－２

名護宮里５丁目 905-0011 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

名護大北４丁目 905-0019 沖縄県名護市大北４丁目２１番１６号

福井つくし野 910-0121 福井県福井市定正町１３１４番

福井志比口 910-0845 福井県福井市志比口２丁目３０４－１

福井清水町 910-3608 福井県福井市三留町８－２－９

敦賀２７号線 914-0046 福井県敦賀市長沢４９号１０番

鯖江北野町１丁目 916-0029 福井県鯖江市北野町１丁目１４番２５号

福井西谷３丁目 918-8023 福井県福井市西谷３丁目７０８

福井下河北町 919-0321 福井県福井市下河北町２－８－５

春江町為国 919-0431 福井県坂井市春江町為国２３字６－１

金沢吉原町 920-3114 石川県金沢市吉原町ハ２６番１

金沢八日市５丁目 921-8064 石川県金沢市八日市５丁目４３０番地

金沢矢木２丁目 921-8066 石川県金沢市矢木２丁目２１２

金沢平和町 921-8105 石川県金沢市平和町２丁目９６番地



野々市扇が丘 921-8812 石川県野々市市扇ヶ丘５３１

野々市上林４丁目 921-8835 石川県野々市市上林４丁目３６６

加賀市役所前 922-0816 石川県加賀市大聖寺東町４－１６

小松矢崎町 923-0964 石川県小松市今江町ツ１２１－５

白山村井町 924-0032 石川県白山市村井町６８０番１

白山八ツ矢町 924-0882 石川県白山市八ツ矢町６１７－１

富山北代 930-0103 富山県富山市北代字布口４８１１－１

富山呉羽本町 930-0138 富山県富山市呉羽町２４２３番地

富山藤木 930-0936 富山県富山市藤木３０５７

高岡野村北 933-0014 富山県高岡市野村１５９７－１

滑川中村 936-0002 富山県滑川市中村３０３－１

南砺やかた 939-1576 富山県南砺市やかた３９３

富山中市 939-8005 富山県富山市中市１丁目３－２

富山中川原 939-8016 富山県富山市中川原台２丁目２８番地

栃尾新栄町 940-0204 新潟県長岡市新栄町２－３－４０

栃尾大野 940-0236 新潟県長岡市栃尾大野４丁目５番１０号

長岡摂田屋 940-1105 新潟県長岡市摂田屋１－４－３７

長岡上岩井 940-2314 新潟県長岡市上岩井字山の下９９７－２

上越本町７丁目 943-0832 新潟県上越市本町７丁目４－２４

上越高田インター 943-0882 新潟県上越市中田原１５３－２

上越飯 943-0891 新潟県上越市昭和町２丁目８－６７

妙高下町 944-0048 新潟県妙高市下町７８０－２

柏崎松波 945-0011 新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５

柏崎西港町 945-0067 新潟県柏崎市西港町２１３５－１５１

柏崎半田３丁目 945-0812 新潟県柏崎市半田３丁目１４－３６

柏崎鯨波 945-0845 新潟県柏崎市新赤坂４丁目２番７号

柏崎加納 945-1431 新潟県柏崎市大字加納５９０９番地

小出沢田 946-0021 新潟県魚沼市佐梨１１１５

小千谷上ノ山 947-0026 新潟県小千谷市字田島１３７６－１

小千谷平沢 947-0042 新潟県小千谷市平沢２丁目６２１番１

十日町下島 948-0000 新潟県十日町市字樋越寅乙３８７番地１

川西町千手 948-0135 新潟県十日町市中屋敷２１６－１

中越堀之内 949-7413 新潟県魚沼市堀之内４０２９－１

津南町正面 949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡１１１８－１

十日町下条 949-8603 新潟県十日町市下条３丁目４４８－１

新潟向陽２丁目 950-0011 新潟県新潟市東区向陽２丁目１０－６

新潟浜谷町 950-0034 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２

新潟東中野山 950-0836 新潟県新潟市東区東中野山６丁目２番３号

新潟弁天橋通 950-0932 新潟県新潟市中央区長潟８５４－１

新潟和合町 950-0985 新潟県新潟市中央区和合町２丁目５－９

白根茨曽根 950-1456 新潟県新潟市南区茨曽根２５３８－２

新潟新通 950-2035 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１

新潟みずき野 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野２丁目１７－１８

新潟濁川インター 950-3131 新潟県新潟市北区濁川１０２０－１

新潟すみれ野 950-3133 新潟県新潟市北区すみれ野２－１９－３６

新潟住吉町 951-8048 新潟県新潟市中央区北多門町２３２０－２

新潟高校前 951-8127 新潟県新潟市中央区関屋下川原町２丁目５１番

巻潟東インター 953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山８２７８

見附本町 954-0053 新潟県見附市本町１丁目１－２０

三条上保内 955-0022 新潟県三条市上保内字砂押甲７５９－１



三条塚野目 955-0055 新潟県三条市塚野目６－１２７５－１

三条林町 955-0061 新潟県三条市林町２丁目３１３－１

新発田城北町 957-0051 新潟県新発田市城北町２－２－２２

寺泊大河津 959-0165 新潟県長岡市寺泊北曽根大溜２０９８－１

中越栄町今井 959-1141 新潟県三条市大字今井字川原８７４－４

燕井土巻 959-1232 新潟県燕市井土巻２丁目６３番

燕中央通 959-1244 新潟県燕市中央通２丁目１番３号

燕桜町 959-1284 新潟県燕市杣木３１９４番

加茂本町 959-1372 新潟県加茂市本町１８

五泉論瀬 959-1604 新潟県五泉市論瀬５７８６

関川土沢 959-3200 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番

村上インター 959-3403 新潟県村上市上助渕字谷地１８３９－１

福島北矢野目 960-0113 福島県福島市北矢野目字成田小屋１２－２

福島北矢野目西田 960-0113 福島県福島市北矢野目字西田２３－１

飯坂八景 960-0201 福島県福島市飯坂町八景６－２

福島笹谷南 960-0241 福島県福島市笹谷字稲場３４－８

福島大笹生 960-0251 福島県福島市大笹生字北鬼渕２９番地

福島霊山 960-0808 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地

松川駅前 960-1241 福島県福島市松川町字中原１３番地

福島松川本町 960-1241 福島県福島市松川町字本町３２ー２

飯舘村の道の駅までい館 960-1802 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前１２－１

福島荒井 960-2156 福島県福島市荒井字地蔵原庚１５－８

福島笹木野立田 960-8057 福島県福島市笹木野字立田１５－７

福島上野寺 960-8076 福島県福島市上野寺西原２８－１

福島東浜町 960-8132 福島県福島市東浜町１０９番１

太平寺 960-8151 福島県福島市太平寺町ノ内１

白河バイパス 961-0064 福島県白河市女石５番地１

新白河駅前 961-0856 福島県白河市新白河２ー１５３

須賀川森宿辰根沢 962-0001 福島県須賀川市森宿字辰根沢１４７－１５

須賀川丸田町 962-0022 福島県須賀川市丸田町２５７

須賀川稲荷町 962-0024 福島県須賀川市稲荷町１１８－１

須賀川吉美根 962-0059 福島県須賀川市吉美根字土橋５５９

須賀川長沼西 962-0203 福島県須賀川市長沼字町尻４６番

天栄沖内 962-0513 福島県岩瀬郡天栄村大字沖内字上ノ原１８番１

郡山笹川 963-0102 福島県郡山市安積町笹川字四角担３－１

郡山西原 963-0117 福島県郡山市安積荒井２丁目３番地

郡山大槻太田 963-0201 福島県郡山市大槻町字太田７４－１

郡山守山 963-1154 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼４０－１

矢祭中石井 963-5201 東白川郡矢祭町中石井字岡下１４９ー１

福島浅川 963-6204 福島県石川郡浅川町浅川字月斉４４－１

三春下舞木 963-7731 福島県田村郡三春町下舞木石崎１３８

石川南町 963-7859 福島県石川郡石川町字南町１１－２

郡山富田西 963-8041 福島県郡山市富田町字町西２９

福島古殿 963-8306 福島県石川郡古殿町田口字黒長１９

郡山横塚 963-8803 福島県郡山市横塚２ー２３３ー１

郡山七ツ池 963-8831 福島県郡山市七ツ池町１６－１０

二本松上竹 964-0912 福島県二本松市上竹１丁目４９－２

会津滝沢町 965-0022 福島県会津若松市滝沢町３番９２号

会津城北町 965-0043 福島県会津若松市城北町４－２

会津西七日町 965-0045 福島県会津若松市西七日町８番３号



会津高瀬 965-0058 福島県会津若松市町北町中沢字新田２８ー６

会津湊 965-0202 福島県会津若松市湊町大字共和字宝名分１５－２

会津門田丑渕 965-0841 会津若松市門田町日吉丑渕１１ー４２

会津田島新町 967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字鎌倉崎乙４１－２

矢吹インター 969-0105 福島県西白河郡泉崎村踏瀬北ノ内６ー８

福島矢吹北町 969-0211 福島県西白河郡矢吹町北町１９０－２

本宮高木 969-1101 福島県本宮市高木字中丸１６－１

本宮 969-1133 福島県本宮市本宮字中条５２－１

二本松油井中條 969-1404 福島県二本松市油井字中條６９－１

福島桑折バイパス 969-1643 福島県伊達郡桑折町大字谷地南１４－１

裏磐梯 969-2701 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯１０９３ー４０１

会津西病院前 969-6188 福島県会津若松市北会津町東小松２２４８－１

会津高田 969-6251 福島県大沼郡会津美里町永井野岩ノ神２１１７

いわき下神白 970-0316 福島県いわき市小名浜下神白字林崎２０－１

いわき平二町目 970-8026 福島県いわき市平字二町目２６

いわき梅香町 970-8026 福島県いわき市平字梅香町１１番地

いわき中山 970-8031 福島県いわき市平中山字諏訪下７－２

いわき中央台飯野 970-8044 福島県いわき市中央台飯野４－１８－１

小名浜花畑 971-8101 いわき市小名浜花畑４６－１０

いわき小名浜南君ケ塚 971-8169 福島県いわき市小名浜南君ケ塚町１９－１６

いわき泉下川 971-8183 いわき市泉町下川字田宿３８

いわき泉薬師前 971-8183 福島県いわき市泉町下川薬師前４１番９

いわき遠野 972-0161 福島県いわき市遠野町上遠野字太田１０１ー１

いわき白水町 973-8405 福島県いわき市内郷白水町桜田２ー４

いわき内郷宮町 973-8407 福島県いわき市内郷宮町代７７－１

いわき佐糠町 974-8223 福島県いわき市佐糠町東２丁目２３－７

いわき中岡３丁目 974-8251 福島県いわき市中岡町３ー１ー２

いわき植田町中央１丁目 974-8261 福島県いわき市植田町中央１丁目２－２

原町三島町 975-0012 福島県南相馬市原町区三島町３－８９－１

原町北町 975-0018 福島県南相馬市原町区北町２３０－１

相馬大曲 976-0032 福島県相馬市大曲字大毛内８１

福島広野町 979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字腰巻１４番１

楢葉下小塙 979-0514 福島県双葉郡楢葉町下小塙字四斗蒔１５－２

南相馬小高 979-2123 福島県南相馬市小高区大町２丁目６３

南相馬鹿島寺内 979-2333 福島県南相馬市鹿島区寺内字東前田２０９－２

矢本赤井川前 981-0501 宮城県東松島市赤井字川前一２７番３

仙台旭ケ丘２丁目 981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘２丁目２５－１

仙台西中田５丁目 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田５丁目１７－１

名取手倉田 981-1231 宮城県名取市手倉田字堰根１６１

名取大手町４丁目 981-1232 宮城県名取市大手町４丁目１－１

角田桜 981-1522 宮城県角田市佐倉字小山４３－１

丸森舘矢間 981-2102 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲４０

仙台紫山４丁目 981-3205 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１

大和町相川 981-3419 宮城県黒川郡大和町まいの４丁目６番地１０

大和町宮床 981-3624 宮城県黒川郡大和町宮床字新中野３８－１

宮城中新田矢越 981-4265 宮城県加美郡加美町字矢越２６２－１

仙台南光台７丁目 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台７－４０－２２

仙台富沢駅東 982-0014 宮城県仙台市太白区大野田５丁目２０－１

仙台八木山南 982-0807 仙台市太白区八木山南２ー１ー２

仙台岩切稲荷東 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９



仙台岩切３丁目 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切３丁目１－１

仙台東八番丁 983-0864 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０６番１６

仙台六丁の目駅前 984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１－３

仙台上飯田 984-0838 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目２５－３６

塩釜庚塚 985-0085 宮城県塩竈市字庚塚３０番１０１

多賀城浮島 985-0861 宮城県多賀城市浮島字宮前１２８－１

石巻水明町 986-0805 宮城県石巻市大橋１丁目２－１４

女川バイパス 986-2240 宮城県牡鹿郡女川町大道１－２

小牛田青生 987-0015 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３

宮城東和錦織 987-0903 宮城県登米市東和町錦織字内ノ目３４－３５

栗原高清水御影 987-2200 宮城県栗原市高清水御影１６－１

気仙沼東新城３丁目 988-0066 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４

気仙沼長磯 988-0222 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１

気仙沼唐桑町 988-0533 宮城県気仙沼市唐桑町明戸２０６－１

白石蔵王駅前 989-0225 宮城県白石市東町２丁目１－１

蔵王遠刈田 989-0821 宮城県刈田郡蔵王町円田字棚村道上４－６

仙台空港 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新田４番地

岩沼桜２丁目 989-2433 宮城県岩沼市桜２丁目１－２２

岩沼阿武隈２丁目 989-2435 宮城県岩沼市阿武隈２丁目２－２４

岩沼二木２丁目 989-2448 宮城県岩沼市二木２丁目１７－２

仙台中山吉成 989-3203 仙台市青葉区中山吉成１ー６ー１

栗原栗駒中野 989-5351 宮城県栗原市栗駒中野西上野２４

金成インター東 989-5505 宮城県栗原市若柳字福岡小谷町浦２９６－１

大崎古川福沼２丁目 989-6105 宮城県大崎市古川福沼２丁目２８０番１

大崎古川飯川 989-6203 宮城県大崎市古川飯川字十文字２２番地

古川インター 989-6223 宮城県大崎市古川字本鹿島１６－１

山形宮町２丁目 990-0057 山形県山形市宮町２丁目１－２７

山形駅西口 990-0828 山形県山形市双葉町１丁目７番１号

山形江南２丁目 990-0863 山形県山形市江南２丁目５番５７号

蔵王みはらしの丘 990-2313 山形県山形市みはらしの丘１丁目４番地２

米沢城西３丁目 992-0054 山形県米沢市城西３丁目６番１２号

米沢杉の目町 992-0064 山形県米沢市杉の目町字反町１７２８ー４

米沢工業高校前 992-0117 山形県米沢市大字川井字上谷地２１９

長井花作町 993-0017 山形県長井市花作町９０２－１４

天童芳賀 994-0067 山形県天童市芳賀タウン北１丁目７番１号

新庄鳥越 996-0041 山形県新庄市大字鳥越２０８３－８

新庄バイパス 996-0041 山形県新庄市鳥越４９０－１３

新庄本合海 996-0112 山形県新庄市大字本合海字山崎３７０－１

羽黒押口 997-0161 山形県鶴岡市羽黒町押口字川端１３－３６

鶴岡千石町 997-0813 山形県鶴岡市千石町１０－４３

鶴岡淀川町 997-0838 山形県鶴岡市淀川町２１－３１

酒田東泉２丁目 998-0013 山形県酒田市東泉町２丁目１７－２２

酒田光ケ丘１丁目 998-0061 山形県酒田市光ケ丘１－５－１５

酒田亀ヶ崎２丁目 998-0842 山形県酒田市亀ヶ崎２丁目１－９

川西町上小松 999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松３３７２

東根温泉１丁目 999-3702 山形県東根市温泉町１丁目２番６

新庄泉田 999-5103 山形県新庄市大字泉田字泉田５５４


