
店舗名 都道府県 住所

札幌南４条西５丁目 北海道 北海道札幌市中央区南４条西５ー５

札幌南郷１５丁目 北海道 北海道札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号

札幌南１２条 北海道 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

福住３条６丁目 北海道 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５

札幌白石本通３丁目 北海道 北海道札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

札幌本郷通２丁目 北海道 北海道札幌市白石区本郷通２丁目南５番１６号

札幌石山１条 北海道 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

札幌旭町７丁目 北海道 北海道札幌市豊平区旭町７丁目４－１２

平岸南 北海道 北海道札幌市豊平区平岸１条１７丁目８－３３

苫小牧春日町 北海道 北海道苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

月寒東５条 北海道 北海道札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３

札幌南２４条西１４丁目 北海道 北海道札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号

札幌南４条西５丁目 北海道 北海道札幌市中央区南４条西５ー５

札幌西野６条 北海道 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌石山１条 北海道 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

苫小牧春日町 北海道 北海道苫小牧市春日町１丁目１４番１４号

滝川黄金町 北海道 北海道滝川市黄金町西２丁目１－３１

札幌平岸３条８丁目 北海道 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号

東札幌６条 北海道 北海道札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

千歳あずさ５丁目 北海道 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

深浦駅前 青森 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８２番地１５

大船渡中央通り 岩手 岩手県大船渡市大船渡町字新田４０番３

北上流通基地南 岩手 岩手県北上市藤沢１５地割１７６－１

花巻若葉町 岩手 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７

サテライト石鳥谷前 岩手 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３

ＴＢＬＳ北上 岩手 岩手県北上市北上工業団地６番６号

フレンドボックス花泉 岩手 岩手県一関市花泉町涌津字二ツ檀７－１

岩手川崎 岩手 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８

宮城金成 宮城 宮城県栗原市金成平治屋敷５３

利府青山 宮城 宮城県宮城郡利府町青山二丁目１番地１

仙台広瀬通駅 宮城 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１０番２０号

多賀城図書館 宮城 宮城県多賀城市中央二丁目４－３

仙台駅前 宮城 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

利府青山 宮城 宮城県宮城郡利府町青山二丁目１番地１

大仙大花町 秋田 秋田県大仙市大花町２２番１号

秋田下新城中野 秋田 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７

角館下新町 秋田 秋田県仙北市角館町下新町２４－８

秋田勝平 秋田 秋田県秋田市新屋天秤野７１ー１



秋田北インター通り 秋田 秋田県秋田市外旭川字小谷地４１－１

秋田広面北 秋田 秋田県秋田市広面字近藤堰越８３番地３

秋田中通四丁目 秋田 秋田県秋田市中通４丁目７－３５

秋田飯島中央 秋田 秋田県秋田市土崎港北三丁目１７番４１号

秋田土崎中央 秋田 秋田県秋田市土崎港中央１－１６－４１

秋田割山 秋田 秋田県秋田市新屋勝平町４－１９

秋田ならやま 秋田 秋田県秋田市楢山登町３番４６号

八郎潟上沖谷地 秋田 秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１

本荘インター 秋田 秋田県由利本荘市二十六木字根木田２８０－２

土手長町通り 秋田 秋田県秋田市中通５丁目１－１

秋田南通宮田 秋田 秋田県秋田市南通宮田１６－４６

潟上昭和 秋田 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田４１

大仙協和 秋田 秋田県大仙市協和峰吉川字西窪２７

秋田新屋扇町 秋田 秋田県秋田市新屋扇町２－２２

鹿角大湯 秋田 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１０－３

由利本荘岩城 秋田 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－９４

由利本荘東鮎川 秋田 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣３２８番地

秋田広面鍋沼 秋田 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６

由利本荘中梵天 秋田 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３

秋田仁井田新中島 秋田 秋田県秋田市仁井田字新中島１１３８番地２

秋田山王臨海町 秋田 秋田県秋田市山王臨海町４番２８号

由利本荘薬師堂 秋田 秋田県由利本荘市薬師堂字中道２４１

秋田新屋日吉町 秋田 秋田県秋田市新屋日吉町１６番１号

秋田卸町 秋田 秋田県秋田市卸町１－１１－１１

秋田桜一丁目 秋田 秋田県秋田市桜１丁目７－２１

秋田添川 秋田 秋田県秋田市添川字境内川原１－１

鶴岡伊勢原 山形 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３

高畠駅前 山形 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２

鶴岡文下 山形 山形県鶴岡市文下字広野３６番地１

白鷹さくらの 山形 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝７００５番地

いわき小名浜寺廻町 福島 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０

いわき泉町六枚内 福島 福島県いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）

郡山谷地本町 福島 福島県郡山市谷地本町８９

いわき小名浜六反田 福島 福島県いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１

郡山金屋 福島 福島県郡山市田村町金屋新家９－１

郡山台新二丁目 福島 福島県郡山市台新二丁目１０－１７

郡山谷地本町 福島 福島県郡山市谷地本町８９

郡山安積町長久保 福島 福島県郡山市安積町長久保１丁目１７－６

水戸上水戸三丁目 茨城 茨城県水戸市上水戸三丁目２－２２



那珂瓜連 茨城 茨城県那珂市瓜連１３９２－１

かすみがうら田伏 茨城 茨城県かすみがうら市田伏字寺前３１８５番地４

つくば寺具 茨城 茨城県つくば市寺具字二反田４７９－７

常総菅生 茨城 茨城県常総市菅生町２０４３－１他２筆

水戸上水戸三丁目 茨城 茨城県水戸市上水戸三丁目２－２２

五霞新幸谷 茨城 茨城県猿島郡五霞町新幸谷４４２－３

石岡柿岡 茨城 茨城県石岡市柿岡２３６４－１

栃木尻内町 栃木 栃木県栃木市尻内町１５５

ベツイ　栃木今泉 栃木 栃木県栃木市今泉町一丁目４－２６

宇都宮簗瀬中央 栃木 栃木県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

ワンダーグー下野 栃木 栃木県下野市下古山２８８８－４

鹿沼インター 栃木 栃木県鹿沼市上石川１４５３番５　他６筆

宇都宮東簗瀬 栃木 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８

富岡下高尾 群馬 群馬県富岡市下高尾４７８－１２

館林赤生田 群馬 群馬県館林市赤生田町字子神２１１９番１他１筆

高崎あら町 群馬 群馬県高崎市あら町５９番３

館林富士見町 群馬 群馬県館林市富士見町８番１３号

前橋六供 群馬 群馬県前橋市六供町７５６番地１

邑楽中野 群馬 群馬県邑楽郡邑楽町中野１８５８－１

川越旭町二丁目 埼玉 埼玉県川越市旭町２丁目１－１

和光南一丁目 埼玉 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号

川越南大塚 埼玉 埼玉県川越市大塚新町６１－６

宮代本田 埼玉 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号

川口長蔵 埼玉 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２

新座石神一丁目 埼玉 埼玉県新座市石神１丁目４－３８

ドラッグエース広瀬東 埼玉 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７

和光中央 埼玉 埼玉県和光市中央一丁目１番３０

上尾愛宕二丁目 埼玉 埼玉県上尾市愛宕２－２１－６

狭山堀兼 埼玉 埼玉県狭山市大字堀兼１０２８番の３

さいたま盆栽町 埼玉 埼玉県さいたま市北区盆栽町５２７番２０

朝霞東弁財一丁目 埼玉 埼玉県朝霞市東弁財１丁目８番４６号

新座畑中二丁目 埼玉 埼玉県新座市畑中２丁目７－３３

宮原駅西口 埼玉 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５０９番地　佐藤ビル１階

片山北本 埼玉 埼玉県北本市本宿７－１

狭山富士見通り 埼玉 埼玉県狭山市中央４丁目１５－６

さいたま中浦和 埼玉 埼玉県さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１

所沢宮本町二丁目 埼玉 埼玉県所沢市宮本町２丁目２０番１０号

入間木蓮寺 埼玉 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１

さいたま西堀三丁目 埼玉 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０



新座東北一丁目 埼玉 埼玉県新座市東北１丁目３－８

江南成沢 埼玉 埼玉県熊谷市成沢１１３－３

熊谷万平町 埼玉 埼玉県熊谷市万平町１丁目２６１８－２

岩槻西町 埼玉 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号

川口元郷 埼玉 埼玉県川口市元郷４丁目３－１

富士見山室 埼玉 埼玉県富士見市山室１丁目１２４６番地１

富士見水谷東 埼玉 埼玉県富士見市水谷東３丁目４４番２０号

川越市駅前 埼玉 埼玉県川越市六軒町１－１－２

指扇駅北口 埼玉 埼玉県さいたま市西区大字宝来１５７６番１

ドラッグエース川越的場 埼玉 埼玉県川越市的場新町１６－１

上尾平塚 埼玉 埼玉県上尾市平塚大字平塚八ツ山字８５３－１７

さいたま大谷口明花 埼玉 埼玉県さいたま市南区大字大谷口５６６４番地

みずほ台駅前 埼玉 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２

川島三保谷 埼玉 埼玉県比企郡川島町下狢５９１番地１

越谷宮本町 埼玉 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１

見沼片柳 埼玉 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳字荒神９０６－２

さいたま見沼 埼玉 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１

川口南前川 埼玉 埼玉県川口市南前川２丁目５番１５

三郷みなみ 埼玉 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１

朝霞本町三丁目 埼玉 埼玉県朝霞市本町３丁目５番１８号

松戸幸田 千葉 千葉県松戸市幸田２４１番１

稲毛小中台町 千葉 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４

茂原新小轡 千葉 千葉県茂原市新小轡６－１

野田二川 千葉 千葉県野田市新田戸５７９

大網白里南今泉 千葉 千葉県大網白里市南今泉１３０－２

大松屋茂原 千葉 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６

館山宮城 千葉 千葉県館山市宮城１０８０

勝田台駅 千葉 千葉県八千代市勝田台１－８－１

京成八千代台駅 千葉 千葉県八千代市八千代台北１丁目

京成千葉駅 千葉 千葉県千葉市中央区新町２５０－３

ユーカリが丘駅 千葉 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－８－２

京成船橋駅下りホーム 千葉 千葉県船橋市本町１－５－１

京成船橋駅上りホーム 千葉 千葉県船橋市本町１丁目５－１

うすい駅 千葉 千葉県佐倉市王子台３－３０－３

勝田台駅上りホーム 千葉 千葉県八千代市勝田台１－８－１

京成佐倉駅構内 千葉 千葉県佐倉市栄町１００１－５

空港第２ビル駅 千葉 千葉県成田市古込１－１

京成幕張本郷駅構内 千葉 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目

市原平成通り 千葉 千葉県市原市東五所４番１



成田 千葉 千葉県成田市花崎町８２８－１２８

君津杢師 千葉 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外

君津下湯江 千葉 千葉県君津市下湯江１１２８

実籾駅 千葉 千葉県習志野市実籾１丁目１－１

京成津田沼駅構内 千葉 千葉県習志野市津田沼３丁目

松尾横芝インター 千葉 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４

船橋芝山四丁目 千葉 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号

津田沼パルコ 千葉 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号

公津の杜駅 千葉 千葉県成田市公津の杜４丁目１１－２　公津の杜駅ビル

妙典駅西口 千葉 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん

成田空港駅 千葉 千葉県成田市三里塚御料牧場１－１

千葉中央駅 千葉 千葉県千葉市中央区本千葉町１５－１

市川曽谷七丁目 千葉 千葉県市川市曽谷七丁目３２番７号

千葉柏井町 千葉 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１

本八幡駅南口 千葉 千葉県市川市南八幡４－１５－１６

君津西 千葉 千葉県君津市人見９８３番地１

ちはら台駅 千葉 千葉県市原市ちはら台西１丁目１

松戸大金平 千葉 千葉県松戸市大金平５－３７３－１

千葉みなと 千葉 千葉県千葉市中央区千葉港３番８号

千葉富士見二丁目 千葉 千葉県千葉市中央区富士見２丁目５－３

京成志津駅 千葉 千葉県佐倉市上志津１６６９

京成船橋駅前 千葉 千葉県船橋市本町４丁目４５－２３

京成谷津駅前 千葉 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２

ネクスト船橋 千葉 千葉県船橋市本町一丁目５－１

京成幕張本郷駅 千葉 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３

市川妙典駅 千葉 千葉県市川市富浜１丁目２－１０

加藤根岸 東京 東京都台東区根岸３－１０－２

旗の台五丁目 東京 東京都品川区旗の台５－８－３

新馬場サクセス通り 東京 東京都品川区北品川２－１８－３

練馬大泉町 東京 東京都練馬区大泉町１－８－８

笹塚二丁目 東京 東京都渋谷区笹塚２－２２－５

野方駅南 東京 東京都中野区野方５丁目２９－１

大島五丁目 東京 東京都江東区大島５－３２－１２

調布仙川町一丁目 東京 東京都調布市仙川町一丁目２７番４

下丸子三丁目 東京 東京都大田区下丸子三丁目２８番１１号

下目黒六丁目 東京 東京都目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル

堀ノ内三丁目水道通り 東京 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号

調布入間町 東京 東京都調布市入間町二丁目２８番１９

調布成城富士見橋 東京 東京都調布市入間町三丁目１０番２８



杉並和泉 東京 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

東京ミズマチ 東京 東京都墨田区向島１丁目２３番８号

板橋新河岸一丁目 東京 東京都板橋区新河岸１丁目５－１２

八王子大楽寺東 東京 東京都八王子市大楽寺町５１５番４

足立東和 東京 東京都足立区東和４－２５－１

ホテルマイステイズ御茶ノ水 東京 東京都千代田区神田淡路町２－１０

東陽六丁目 東京 東京都江東区東陽６－２－５６

西葛西メトロ 東京 東京都江戸川区西葛西６－７－１

セレオ八王子 東京 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

羽村羽加美 東京 東京都羽村市羽加美３－８－３

渋谷本町一丁目 東京 東京都渋谷区本町１丁目１６－３

文京本郷 東京 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

拝島駅北 東京 東京都福生市大字熊川１７０３－１１７０４－１

ＪＲ八王子駅北口 東京 東京都八王子市東町１１－２

大田仲池上一丁目 東京 東京都大田区仲池上１丁目９－１０

調布若葉町 東京 東京都調布市若葉町３－８－４

大島五丁目 東京 東京都江東区大島５－３２－１２

新川吉祥寺通り 東京 東京都三鷹市新川２－４－２

柴崎町六丁目 東京 東京都立川市柴崎町６－１８－７

東青梅五丁目 東京 東京都青梅市東青梅５丁目１２－３

東青梅四丁目 東京 東京都青梅市東青梅４丁目１０－５

入船三丁目 東京 東京都中央区入船３丁目１０－９

豊島池袋三丁目 東京 東京都豊島区池袋３丁目３７番－１２

押上駅 東京 東京都墨田区押上１丁目１

笹塚三丁目北 東京 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山

Ｋ２銀座八丁目 東京 東京都中央区銀座８－６－１５

タカノ西新宿 東京 東京都新宿区西新宿８－１５－２

加平インター 東京 東京都足立区加平１－８－５

清瀬小金井街道 東京 東京都清瀬市元町二丁目２６－１９

神田佐久間町 東京 東京都千代田区神田佐久間町４－１０

平和島旧東海道 東京 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

八王子上柚木 東京 東京都八王子市上柚木二丁目１０番２

日本文化大入口 東京 東京都八王子市片倉町２２１４番１

西新井駅東口 東京 東京都足立区梅島３丁目３２番６号

足立谷中二丁目 東京 東京都足立区谷中２－７－７

高松六丁目 東京 東京都練馬区高松６－１１－１４

東綾瀬一丁目 東京 東京都足立区東綾瀬１－３－２

大森西四丁目 東京 東京都大田区大森西４丁目１０番２号

池ノ上駅北口 東京 東京都世田谷区北沢１－３３－１６



小平あかしあ通り 東京 東京都小平市仲町４２５番地８

代田橋 東京 東京都世田谷区大原二丁目１７－６

雪谷大塚 東京 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３

足立綾瀬西口 東京 東京都足立区綾瀬４－７－３

八王子万町 東京 東京都八王子市万町９８番地５

小浦大森駅前 東京 東京都大田区大森北１丁目４－１

渋谷本町三丁目 東京 東京都渋谷区本町３－４１－１１

恵比寿駅南 東京 東京都渋谷区恵比寿南１丁目２０－１１

港区白金プラザ 東京 東京都港区白金１－１７－１

昭島中神町新畑 東京 東京都昭島市中神町字中新畑１１５７番地５

足立五反野 東京 東京都足立区弘道１丁目１４－２

調布日活撮影所前 東京 東京都調布市染地２－８－１２

栄屋石川台 東京 東京都大田区東雪谷２－１４－３

上井草一丁目 東京 東京都杉並区上井草１－３２－７

大島二丁目 東京 東京都江東区大島２－１９－１２

新宿戸塚警察署前 東京 東京都新宿区高田馬場２丁目５－２３　第一桂城ビル

板橋新河岸一丁目 東京 東京都板橋区新河岸１丁目５－１２

狛江中和泉一丁目 東京 東京都狛江市中和泉一丁目１４番１６号

新宿神楽坂駅前 東京 東京都新宿区矢来町１２４－６

池袋駅西 東京 東京都豊島区西池袋１－４－１０

千住警察署前 東京 東京都足立区千住仲町４１－１

目黒一丁目 東京 東京都目黒区目黒１丁目３－１７

災害医療センター 東京 東京都立川市緑町３２５６

葛飾立石六丁目 東京 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

綾瀬上土棚 神奈川 神奈川県綾瀬市上土棚南４－１－３３

いずみ踊場駅前 神奈川 神奈川県横浜市泉区中田南１丁目１－３０

東神奈川東口 神奈川 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

百合丘三丁目 神奈川 神奈川県川崎市麻生区百合丘３－２６－１９

寒川一之宮南 神奈川 神奈川県高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号

東海大学駅前 神奈川 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５

上永谷二丁目 神奈川 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６

矢向駅西 神奈川 神奈川県川崎市幸区塚越３丁目４０３番６

はまりん新横浜駅 神奈川 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００

新百合ケ丘駅前 神奈川 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

横浜野庭 神奈川 神奈川県横浜市港南区野庭町１２６６

東神奈川東口 神奈川 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

平塚四之宮 神奈川 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

茅ヶ崎中島北 神奈川 神奈川県茅ヶ崎市中島２５４番地３

大和深見西２４６ 神奈川 神奈川県大和市深見西六丁目１－２



海老名運動公園前 神奈川 神奈川県海老名市社家１１８１－１

二俣川南口 神奈川 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目２２

寒川一之宮 神奈川 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１

上越五貫野 新潟 新潟県上越市大字下五貫野２４８番５

西川旗屋 新潟 新潟県新潟市西蒲区旗屋５１１

長岡高見町 新潟 新潟県長岡市高見町３００７番地１

見附新幸町 新潟 新潟県見附市新幸町７番６号

高岡中曽根 富山 富山県高岡市中曽根２８９５番地

砺波東石丸 富山 富山県砺波市東石丸７４番地１

高岡戸出光明寺 富山 富山県高岡市戸出古戸出３６番３

高岡赤丸 富山 富山県高岡市福岡町赤丸５１６番１

内灘向粟崎 石川 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地

七尾和倉 石川 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地

コメヤ薬局御経塚 石川 石川県野々市市御経塚３丁目１２８

金沢藤江北 石川 石川県金沢市藤江北四丁目４８５番地

金沢松村三丁目 石川 石川県金沢市松村三丁目４４８番地

村国四丁目 福井 福井県越前市村国４丁目１９

小浜運動場前 福井 福井県小浜市口田縄１６号１０

甲府中央二丁目 山梨 山梨県甲府市中央２丁目１４番３号

小布施中松 長野 長野県上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６

長野若里一丁目 長野 長野県長野市若里一丁目１６番２４号

須坂駅南 長野 長野県須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１他

塩尻金塚 長野 長野県塩尻市大字広丘野村字金塚１０２６番１

須坂相之島 長野 長野県須坂市大字相之島５２８番地１

下市田郵便局前 長野 長野県下伊那郡高森町下市田１４５９番地１

諏訪文出 長野 長野県諏訪市大字豊田２８２番地

松本芳川村井 長野 長野県松本市村井町南２丁目１番３２号

岐阜茜部寺屋敷 岐阜 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

高山総和三丁目 岐阜 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

美濃加茂山手 岐阜 岐阜県美濃加茂市山手町二丁目７番地

多治見明和五丁目 岐阜 岐阜県多治見市明和町５丁目６８番地の１

羽島駅みなみ 岐阜 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地

関祭場 岐阜 岐阜県関市倉知４０９番地１

名鉄岐阜駅イクト 岐阜 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

高山総和三丁目 岐阜 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

名鉄岐阜駅ホーム 岐阜 岐阜県岐阜市神田町９丁目１番地

清水インター 静岡 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場４６番９

浜松東三方町 静岡 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

清水楠新田 静岡 静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２２１０－１－４他



沼津下河原町 静岡 静岡県沼津市下河原町３１－１

牧之原地頭方 静岡 静岡県牧之原市地頭方５００番地２

富士山静岡空港北 静岡 静岡県島田市金谷猪土居３４４４番地３７

清水インター 静岡 静岡県静岡市清水区西久保字瓦場４６番９

浜松東三方町 静岡 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

浜松有玉北 静岡 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

浜名湖弁天島 静岡 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

伊豆長岡北 静岡 静岡県伊豆の国市長岡８５１－１

沼津港前 静岡 静岡県沼津市春日町７－１

藤枝田中 静岡 静岡県藤枝市郡７３７－５

新城名号 愛知 愛知県新城市名号字袋林１０９番地２

岡崎上里二丁目 愛知 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７

豊橋下条東町 愛知 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

清洲上条 愛知 愛知県清須市上条二丁目６番地の１

設楽町清崎 愛知 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５

豊田井上 愛知 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１

豊田東保見町 愛知 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

豊田運動公園前 愛知 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

豊橋長瀬町 愛知 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

豊川御津大草 愛知 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

刈谷市かりがね 愛知 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１

一宮開明 愛知 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

稲沢下津西三丁目 愛知 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８

高木町 愛知 愛知県安城市高木町半崎２１

西岩田 愛知 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

岡崎上里二丁目 愛知 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７

八事弥生が岡 愛知 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

中川ときわ 愛知 愛知県名古屋市中川区万町１０２番地

豊橋下条東町 愛知 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

三好あざぶ 愛知 愛知県みよし市莇生町原３３番地

長久手武蔵塚 愛知 愛知県長久手市武蔵塚１４０５番地

東海渡内 愛知 愛知県東海市荒尾町下平井６７

豊田百々町九丁目 愛知 愛知県豊田市百々町九丁目１０５番地３

豊田東保見町 愛知 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

安城篠目童子 愛知 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３

緑鳴海 愛知 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２

刈谷一ツ木七丁目 愛知 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５

千種汁谷 愛知 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２

名西康生通 愛知 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号



金城町二丁目 愛知 愛知県名古屋市北区金城町二丁目７番地の４

一宮いわと 愛知 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２

上前津 愛知 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

春日井八田町 愛知 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４

原ターミナル 愛知 愛知県名古屋市天白区原１丁目３０１原ターミナルビル１階

豊橋旭 愛知 愛知県豊橋市旭町１００

岡崎伊賀 愛知 愛知県岡崎市伊賀町２－２

栄町駅 愛知 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１２番地先

伏見通大須 愛知 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

蒲郡拾石東浜 愛知 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１

名城線矢場町駅 愛知 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番１３号先

栄三丁目 愛知 愛知県名古屋市中区栄３丁目３－２８

一宮東口 愛知 愛知県一宮市栄３丁目２－１４

一宮開明 愛知 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

新城大野 愛知 愛知県新城市大野字上野２７番地２４

豊橋岩屋町 愛知 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４

春日井高山町 愛知 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

稲沢下津西三丁目 愛知 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８

瀬戸小坂町 愛知 愛知県瀬戸市小坂町８０番地１

日永西四丁目 三重 三重県四日市市日永西四丁目１８－２

紀州御浜 三重 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１

大安町門前 三重 三重県いなべ市大安町門前１３６２番地

松阪五反田 三重 三重県松阪市五反田町三丁目１１３７番地２

鈴鹿御薗町 三重 三重県鈴鹿市御薗町４４４６

芸濃町林 三重 三重県津市芸濃町林字曽武２０２３－１

近鉄四日市駅３番ホーム 三重 三重県四日市市安島１丁目１－５６

津市北黒田 三重 三重県津市河芸町北黒田１９９６番地１

草津橋岡町 滋賀 滋賀県草津市橋岡町４２番１３

彦根金田町 滋賀 滋賀県彦根市金田町１３７番２

精華学研都市 京都 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

伏見墨染 京都 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

北山栗栖町 京都 京都府京都市北区紫竹栗栖町４９番３

伏見深草西浦 京都 京都府京都市伏見区深草西浦町８丁目１番地

御池西洞院 京都 京都府京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８

城陽平川 京都 京都府城陽市平川大将軍９

桃山御香宮前 京都 京都府京都市伏見区桃山町鍋島６

竹田駅前 京都 京都府京都市伏見区竹田内畑町１６０

北白川 京都 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

羽曳野しまだ病院前 大阪 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１



グローバルビレッジ津雲台 大阪 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

菅原北公園前 大阪 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号

八尾木北二丁目 大阪 大阪府八尾市八尾木北二丁目１６６番２

マルハン新世界 大阪 大阪府大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界ビル１階

阪南鳥取中 大阪 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１

河内長野松ヶ丘 大阪 大阪府河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１

長居東三丁目 大阪 大阪府大阪市住吉区長居東３－４－１１

寺田町駅前 大阪 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８

守口大庭 大阪 大阪府守口市大庭町１－１－３

阿部野橋駅南 大阪 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－３－６０

京屋御陵通 大阪 大阪府堺市堺区一条通２－６

神崎川駅西 大阪 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２

ＪＲ天王寺駅北口 大阪 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

池田駅南 大阪 大阪府池田市満寿美町１－８－１０１

喜連七丁目 大阪 大阪府大阪市平野区喜連７丁目９－２５

茨木三島中学校南 大阪 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号

箕面森町 大阪 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

新今宮駅北 大阪 大阪府大阪市浪速区恵美須西３－２－２２

近鉄八尾駅前 大阪 大阪府八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号

新今宮駅東 大阪 大阪府大阪市西成区太子一丁目１－１９

近鉄布施駅前 大阪 大阪府東大阪市長堂一丁目１番１７号

加美北三丁目 大阪 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３

桑津一丁目 大阪 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

八尾太田新町 大阪 大阪府八尾市太田新町１－３４３

井高野駅前 大阪 大阪府大阪市東淀川区北江口四丁目７番４号

高石加茂三丁目 大阪 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号

京橋駅北口 大阪 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル

吹田豊津町 大阪 大阪府吹田市豊津町５３－１

長居西二丁目 大阪 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

阪南町五丁目 大阪 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

グローバルビレッジ津雲台 大阪 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

岸里東二丁目 大阪 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

山王動物園前 大阪 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

近鉄河内松原駅 大阪 大阪府松原市上田３丁目５－１

天王寺駅北口 大阪 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

あべのポンテ 大阪 大阪府大阪市阿倍野区旭町２丁目１－２

西宮能登町 兵庫 兵庫県西宮市能登町４番１６号

三田カルチャータウン 兵庫 兵庫県三田市学園４丁目１

垂水泉が丘二丁目 兵庫 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号



陸前屋東灘 兵庫 兵庫県神戸市東灘区本山南町１－１－１

ＪＲ西宮駅南 兵庫 兵庫県西宮市池田町９－７

豊岡若松町 兵庫 兵庫県豊岡市若松町６番３５号

三田カルチャータウン 兵庫 兵庫県三田市学園４丁目１

小林四丁目 兵庫 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

新宮平野 兵庫 兵庫県たつの市新宮町平野９９－１０８

奈良三条檜町 奈良 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

エムズドラッグ大和高田 奈良 奈良県大和高田市市場７９６－２

奈良三条檜町 奈良 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

岩出川尻 和歌山 和歌山県岩出市川尻１７３番１

岩出紀泉台 和歌山 和歌山県岩出市相谷２－１

和歌山手平 和歌山 和歌山県和歌山市手平４－１－７

岡山庭瀬 岡山 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２

花尻ききょう町 岡山 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地１００

高知東道路 高知 高知県南国市岡豊町常通寺島７番地

久留米国分町 福岡 福岡県久留米市国分町１８４８番地４

大牟田本町 福岡 福岡県大牟田市本町６－１－９

迫川内駅前通り 鹿児島 鹿児島県薩摩川内市鳥追町６－１６

高尾野中央 鹿児島 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２

はとや小山田 鹿児島 鹿児島県姶良市加治木町小山田３４１－１

沖縄与儀 沖縄 沖縄県沖縄市与儀三丁目１７番１号


