
「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
いわき泉下川 いわき市泉町下川字田宿３８
あま七宝沖之島 愛知県あま市七宝町沖之島五反田７４
あま木田 愛知県あま市木田五反田９３番地
みよし黒笹 愛知県みよし市黒笹町樋越２－１
愛西北一色町 愛知県愛西市北一色町東田面２１２番５
安城高木町 愛知県安城市高木町半崎２番地１
安城東栄町 愛知県安城市東栄町６丁目６番地１１
安城福釜町 愛知県安城市福釜町蓬野１５１ー１
安城箕輪町清兵衛 愛知県安城市箕輪町清兵衛３８
一宮乾町西 愛知県一宮市乾町５７番８
一宮向山町１丁目 愛知県一宮市向山町１丁目１１番地３
一宮東五城 愛知県一宮市東五城字出先１１１０－１
一宮平和１丁目 愛知県一宮市平和１丁目２－２６
一宮明地 愛知県一宮市明地字寺前７６番３
稲沢横地５丁目 愛知県稲沢市横地５丁目５４番
稲沢横野 愛知県稲沢市横野堂根町３－１
稲沢高御堂２丁目 愛知県稲沢市高御堂２丁目２２番地６号
稲沢小池 愛知県稲沢市小池４－５
稲沢鷲尾 愛知県稲沢市平和町鷲尾２６５－１
岡崎蓑川新町 愛知県岡崎市美合新町５３－８
岡崎牧御堂町 愛知県岡崎市牧御堂町字油田３８－１
大治町東條 愛知県海部郡大治町大字東條郷前１０８－１
幸田荻 愛知県額田郡幸田町大字荻字仲田２０番４
幸田高力 愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番
蒲郡宮成町 愛知県蒲郡市宮成町３－５
岩倉大地町南 愛知県岩倉市大地町長田４１番１
岩倉鈴井町 愛知県岩倉市鈴井町観音寺７８
江南東野町烏森 愛知県江南市東野町烏森７９番
高浜二池町３丁目 愛知県高浜市二池町３丁目２０３番２
高浜二池町 愛知県高浜市二池町６丁目１－３
高浜稗田町 愛知県高浜市稗田町２丁目５－１３
春日井高山町 愛知県春日井市高山町１丁目２１－１
春日井高森台 愛知県春日井市高森台１０丁目２番
春日井勝川新町 愛知県春日井市勝川新町１丁目８１
春日井松河戸町 愛知県春日井市松河戸町３丁目１８番地６
春日井神領駅南 愛知県春日井市神領町２丁目２０番１７
春日井大留町 愛知県春日井市大留町９丁目４－１
春日井鳥居松町 愛知県春日井市鳥居松町６－２９－３
春日井白山町 愛知県春日井市白山町６－６－９
小牧原１丁目 愛知県小牧市小牧原１丁目２２８－２
小牧多気中町東 愛知県小牧市多気中町８５－１
小牧南浦 愛知県小牧市大字東田中南浦１８３２－１
常滑大和町６丁目 愛知県常滑市大和町６丁目１３２
新城バイパス 愛知県新城市稲木字仲野６９－５３
新城川田 愛知県新城市川田字野中３－１９
瀬戸山口町 愛知県瀬戸市山口町２１８－１
瀬戸北松山町 愛知県瀬戸市北松山町１丁目４５番地
清須花咲 愛知県清須市西枇杷島町花咲３
清須城並２丁目 愛知県清須市西枇杷島町城並２－１３－３
一色味浜 愛知県西尾市一色町中外沢上大割３３－１
西尾巨海町 愛知県西尾市巨海町泉田１６
西尾桜町 愛知県西尾市桜町中新田７０－１
西尾菱池町 愛知県西尾市菱池町池畔５４－１
西尾平坂町 愛知県西尾市平坂町上縄６５－１
西尾米津町 愛知県西尾市米津町順縄８番地１
扶桑南定松 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字定松郷２８
扶桑柏森 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字花立４４６－１
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阿久比インター 愛知県知多郡阿久比町大字草木三日清水１２－１４
東浦森岡南 愛知県知多郡東浦町森岡前田３７番１
東浦石浜駅西 愛知県知多郡東浦町大字石浜字なかね１１－８
南知多美浜町奥田 愛知県知多郡美浜町大字奥田字儀路５３２
南知多美浜町上野間 愛知県知多郡美浜町大字上野間字的場６１番４
武豊平井 愛知県知多郡武豊町字平井４－１１９－１
知多にしの台４丁目 愛知県知多市にしの台４丁目１番１０
知立牛田町 愛知県知立市牛田町牛田境２６番地１
知立八ツ田町 愛知県知立市八ツ田町門前１８－１
長久手蟹原 愛知県長久手市蟹原１３０１
津島鹿伏兎町 愛知県津島市鹿伏兎町下子守５４
田原古田町 愛知県田原市古田町梔原２４２番地
田原福江町 愛知県田原市福江町仲田６－１
東海市加木屋町中平地 愛知県東海市加木屋町大清水２５０
東海市高横須賀町 愛知県東海市高横須賀町切通８７番１
東海市富木島山中 愛知県東海市富木島町山中１２６－１
東海市名和駅東 愛知県東海市名和町２丁目６８番
東海市名和町二反表 愛知県東海市名和町二反表４４－８
日進香久山 愛知県日進市香久山３丁目１７０６
日進梨子ノ木 愛知県日進市折戸町梨子ノ木２８番５９５
日進本郷町 愛知県日進市本郷町小橋６３
半田岩滑西町 愛知県半田市岩滑西町９－１－１
半田宮本町 愛知県半田市宮本町６丁目２０１番２
半田北二ッ坂 愛知県半田市北二ッ坂町３－１－１０
尾張旭新居町 愛知県尾張旭市新居町上の田１７
豊橋仁連木町 愛知県豊橋市仁連木町１８６－５
豊橋石巻町 愛知県豊橋市石巻町字札辻１４６－１
豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字平南７－１
豊橋多米中町 愛知県豊橋市多米中町２－９－３
豊橋二川南 愛知県豊橋市大岩町字前田４３番１
豊橋中岩田２丁目 愛知県豊橋市中岩田２丁目８－８
豊橋天伯町 愛知県豊橋市天伯町字天伯２８番地１
豊橋東森岡１丁目 愛知県豊橋市東森岡１丁目１１－１６
豊橋飯村南４丁目 愛知県豊橋市飯村南４丁目１－１
豊橋平川本町１丁目 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２
豊橋問屋町 愛知県豊橋市問屋町２番地５
三河一宮 愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８
豊川牛久保町 愛知県豊川市牛久保町城下１３番
豊川桜町 愛知県豊川市桜町１－３－９
豊川三蔵子町 愛知県豊川市三蔵子町一里塚３０番４
豊川松久町 愛知県豊川市松久町１丁目３番
豊川諏訪２丁目 愛知県豊川市諏訪２丁目２５７－１
豊川蔵子６丁目 愛知県豊川市蔵子６丁目１３－１３
豊川白鳥町 愛知県豊川市白鳥町京次３－１
豊田市吉原町 愛知県豊田市吉原町向ィ野８－２
豊田市元宮町１丁目 愛知県豊田市元宮町１丁目４２番１
豊田市幸町 愛知県豊田市幸町宮浦１０５
豊田市今町 愛知県豊田市今町１丁目１－１
豊田市小川町 愛知県豊田市小川町１－２８－３
豊田市昭和町 愛知県豊田市昭和町３丁目８０
豊田市新町４丁目 愛知県豊田市新町４丁目４０－１
豊田市美山町 愛知県豊田市美山町１丁目５８番９
豊明沓掛小学校南 愛知県豊明市沓掛町東門５３－３
北名古屋熊之庄 愛知県北名古屋市熊之庄八幡２２６－１
北名古屋鹿田 愛知県北名古屋市鹿田大門４２－５
北名古屋西春駅北 愛知県北名古屋市西之保青野東１６６番１
北名古屋諏訪 愛知県北名古屋市中之郷四辻８番地
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名古屋正保町８丁目 愛知県名古屋市港区正保町８丁目３８番地
名古屋木場町 愛知県名古屋市港区木場町８－５２
名古屋花咲台１丁目 愛知県名古屋市守山区花咲台１丁目１００７番
名古屋下志段味 愛知県名古屋市守山区大字下志段味濁り池１７００－１
名古屋八剣２丁目 愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１０２
名古屋駒方町 愛知県名古屋市昭和区駒方町１－１５
名古屋塩入町 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町７０１番
名古屋洲雲町２丁目 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町２－２０
名古屋瑞穂区役所前 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通３－２５
名古屋瑞穂通５丁目 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１５－１
名古屋田光町３丁目 愛知県名古屋市瑞穂区田光町３丁目１７－１
名古屋浄心 愛知県名古屋市西区城西４丁目３２番地１１号
名古屋中沼町 愛知県名古屋市西区中沼町１０番地
名古屋八筋町 愛知県名古屋市西区八筋町２５３
名古屋今池南 愛知県名古屋市千種区今池南２６－１０
名古屋松原２丁目 愛知県名古屋市中区松原２－６－１
名古屋篠原橋通２丁目 愛知県名古屋市中川区篠原橋通２－１８
名古屋春田４丁目 愛知県名古屋市中川区春田４丁目５０
名古屋元植田２丁目 愛知県名古屋市天白区元植田２丁目３０６
名古屋石薬師 愛知県名古屋市天白区池場４丁目１０１
名古屋葵３丁目 愛知県名古屋市東区葵３丁目２２－８
名古屋高岳北 愛知県名古屋市東区泉２丁目２１－２６
名古屋徳川２丁目 愛知県名古屋市東区徳川２－２１－１５
名古屋豊田３丁目 愛知県名古屋市南区豊田３丁目１９番３１号
名古屋一番３丁目 愛知県名古屋市熱田区一番３丁目６－４
名古屋野立町３丁目 愛知県名古屋市熱田区野立町３丁目５番地
名古屋上飯田通１丁目 愛知県名古屋市北区上飯田通１丁目２番地
名古屋辻町５丁目 愛知県名古屋市北区辻町５丁目１番
名古屋楠５丁目 愛知県名古屋市北区楠５丁目６０１
名古屋平安２丁目 愛知県名古屋市北区平安２－２４－１１
名古屋平和が丘南 愛知県名古屋市名東区平和が丘４丁目１４６－２
名古屋平和が丘４丁目 愛知県名古屋市名東区平和が丘４丁目３９
名古屋豊が丘 愛知県名古屋市名東区豊が丘５０１
名古屋鹿山２丁目 愛知県名古屋市緑区鹿山２丁目１２
名古屋水広下 愛知県名古屋市緑区水広３丁目５２１
弥富六條町 愛知県弥富市六條町大山１０番
弥富北前新田 愛知県弥富市鯏浦町北前新田２１－２
今治東村４丁目 愛媛県今治市東村４丁目１番１０号
四国中央三島中央 愛媛県四国中央市三島中央４丁目１８５６番３
四国中央土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野８２５番
松山椿参道 愛媛県松山市居相４丁目１６－１７
松山空港通６丁目 愛媛県松山市空港通６丁目９－５
松山三津浜港前 愛媛県松山市三津３丁目４番２８号
松山新石手 愛媛県松山市新石手５５－１
松山須賀町 愛媛県松山市須賀町６番４
松山みどろ 愛媛県松山市水泥町８４１－１
松山城ロープウェイ街 愛媛県松山市大街道３丁目２番３０号
松山湯渡町 愛媛県松山市湯渡町１１－３３
松山南吉田町 愛媛県松山市南吉田町１４４２
松山保免西１丁目 愛媛県松山市保免西１丁目１－１０
松山今在家町 愛媛県松山市来住町１４９７番１
新居浜元塚 愛媛県新居浜市菊本町１丁目１番３８号
新居浜高木町 愛媛県新居浜市高木町２－２７
西予宇和町卯之町 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５５０番地
東温市役所前 愛媛県東温市田窪３０８－７
伊勢原峰岸 伊勢原市上粕屋４０７－２
かすみがうら新治 茨城県かすみがうら市新治１７９７－７
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つくばみらい谷井田 茨城県つくばみらい市谷井田１３５０－１
つくばみらい東板橋 茨城県つくばみらい市板橋２６４８－４
つくばみらい陽光台 茨城県つくばみらい市陽光台２丁目３７－２
みらい平駅入口 茨城県つくばみらい市陽光台４丁目１６番地６
つくば下広岡 茨城県つくば市下広岡字向山１０５４－７
研究学園駅西 茨城県つくば市研究学園５丁目３番地２
つくば吾妻３丁目 茨城県つくば市吾妻３－１６－９
つくば下河原崎 茨城県つくば市高山Ｄ４０街区１
つくば若栗 茨城県つくば市若栗字上塚８５２－１
つくば西大井 茨城県つくば市西大井１６９３－６
つくば大砂 茨城県つくば市大砂字西スカ３８６ー６
谷田部インター 茨城県つくば市谷田部字長堀４３４７－３
つくば大曽根 茨城県つくば市筑穂１－１６－９
つくば筑穂３丁目 茨城県つくば市筑穂３丁目６－４
つくば二の宮１丁目 茨城県つくば市二の宮１丁目１９－１
つくば梅園２丁目 茨城県つくば市梅園２丁目１６－８
勝田東石川 茨城県ひたちなか市外野１－３４－２８
ひたちなか市毛 茨城県ひたちなか市大字市毛字原坪９４０番３
ひたちなか長堀 茨城県ひたちなか市長堀町３丁目１０番５号
ひたちなか東石川３丁目 茨城県ひたちなか市東石川３丁目１８－９
ひたちなか前渡 茨城県ひたちなか市馬渡２９９３－９
ひたちなか柳沢 茨城県ひたちなか市柳沢４６０ー５
阿見荒川沖駅東 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６６－２
茨城阿見 茨城県稲敷郡阿見町中央１ー４ー１２
阿見追原南 茨城県稲敷郡阿見町追原１８３４－３３
稲敷江戸崎 茨城県稲敷市江戸崎甲３５７７－１
茨城東西代 茨城県稲敷市西代１５８１－１
茨城境染谷 茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５
五霞元栗橋 茨城県猿島郡五霞町元栗橋６７５９－３
下妻鎌庭 茨城県下妻市鎌庭２１０
笠間押辺 茨城県笠間市押辺２７０９－５７０
笠間土師 茨城県笠間市土師１２３４－１８
牛久岡見 茨城県牛久市岡見町１０７６－６
牛久岡見中央 茨城県牛久市岡見町２８９０－１
牛久駅西 茨城県牛久市田宮３丁目１０－１３
茨城八千代菅谷 茨城県結城郡八千代町菅谷５８９－１９
茨城八千代東蕗田 茨城県結城郡八千代町大字東蕗田７５５－１０
古河けやき平 茨城県古河市けやき平２丁目１０番１
古河北利根工業団地 茨城県古河市高野８８０
古河松並 茨城県古河市松並１－２５－１２
古河日赤前 茨城県古河市大堤３１４
古河長谷町 茨城県古河市長谷町３１－１
行方荒宿 茨城県行方市荒宿字ヤシ町４９０－１
茨城沓掛 茨城県坂東市沓掛４１３３番地１
坂東辺田 茨城県坂東市辺田字原１１４７－７
真壁椎尾 茨城県桜川市真壁町椎尾椎原２０３４－２
桜川飯塚 茨城県桜川市真壁町飯塚１０２１
岩瀬富谷 茨城県桜川市富谷１６０７－１
鹿嶋平井 茨城県鹿嶋市平井押合１１２８－４２９
鹿島神宮駅北 茨城県鹿嶋市緑ケ丘４丁目７番地１
取手井野１丁目 茨城県取手市井野１丁目９番２５号
取手野々井 茨城県取手市野々井１００９番１
守谷ひがし野２丁目 茨城県守谷市ひがし野２丁目１番
守谷大柏 茨城県守谷市大柏天神原１１１２－１
守谷板戸井 茨城県守谷市板戸井２２８５－１
守谷本町 茨城県守谷市本町３２８７－６
玉里北 茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－１６
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
美野里堅倉 茨城県小美玉市堅倉１４５８－４
常総水海道高野町 茨城県常総市水海道高野町根田３４７－５
常総山田南 茨城県常総市水海道山田町４６４６
常陸太田久米 茨城県常陸太田市久米町字大石廻１８４１
常陸大宮石沢 茨城県常陸大宮市石沢字東原１６６９－１
常陸大宮泉 茨城県常陸大宮市泉１２４４－１
茨城大宮中富 茨城県常陸大宮市中富町３１０４－８
茨城大宮八田 茨城県常陸大宮市八田２１２５－１
美和鷲子 茨城県常陸大宮市鷲子３８７２
神栖１丁目 茨城県神栖市神栖１－９－１
波崎須田 茨城県神栖市須田２３０４－７８
波崎太田南 茨城県神栖市太田１８８８
神栖太田 茨城県神栖市太田４５６－４１
神栖知手東 茨城県神栖市知手３４２０－１０６
神栖済生会病院前 茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６
神栖矢田部 茨城県神栖市矢田部７８１０‐１１
波崎植松 茨城県神栖市矢田部９４４５番１４
水戸河和田町中道 茨城県水戸市河和田町中道１４９２－３９
水戸笠原町 茨城県水戸市笠原町１１８８－２１
水戸メディカルセンター前 茨城県水戸市笠原町２４５ー１
水戸見川５０号バイパス 茨城県水戸市見川町２１３５－２
水戸見和２丁目 茨城県水戸市見和２丁目４８４－５
水戸元石川町 茨城県水戸市元石川町字外和田２５７３－６
水戸五軒町２丁目 茨城県水戸市五軒町２丁目４－１４
内原鯉渕 茨城県水戸市鯉渕町５９８６－１６
水戸三湯町 茨城県水戸市三湯町字芦池３４７－３
水戸百合が丘ニュータウン 茨城県水戸市酒門町２９１５－３
水戸松本町 茨城県水戸市松本町１７番地６５号
水戸城東 茨城県水戸市城東１ー２ー３８
水戸千波小学校通り 茨城県水戸市千波町字中道北１４４４－１
水戸東野町 茨城県水戸市東野町西割４９１－１７
水戸白梅４丁目 茨城県水戸市白梅４－１－３０
水戸堀十文字 茨城県水戸市堀町字高野下１３７２－３
石岡上林 茨城県石岡市上林一丁田１４６５－２
石岡東成井 茨城県石岡市東成井字坂才１８６６番２
石岡東府中 茨城県石岡市東府中１－１３
石岡府中３丁目 茨城県石岡市府中３－１０－７
明野海老ケ島 茨城県筑西市海老ヶ島１６７３－１
下館外塚 茨城県筑西市外塚６６４
下館玉戸南 茨城県筑西市玉戸１０６６－１０
筑西川島 茨城県筑西市女方１４番１
筑西村田 茨城県筑西市松原２９７２－１
筑西鎌田 茨城県筑西市二木成１７５８
筑西二木成 茨城県筑西市二木成８３０
下館野殿 茨城県筑西市野殿９１３－１
協和蓮沼 茨城県筑西市蓮沼１６０８－４２
潮来宮前 茨城県潮来市宮前２丁目３５番８
潮来洲崎 茨城県潮来市洲崎３７９６
潮来本町 茨城県潮来市潮来字麦ノ内１１４２－２
潮来日の出６丁目 茨城県潮来市日の出６－１－１
土浦下高津 茨城県土浦市下高津４－３９２－１
土浦神立町南 茨城県土浦市神立町７４８番地１
土浦中神立 茨城県土浦市中神立町３３－６
茨城町上石崎 茨城県東茨城郡茨城町上石崎５９６３
城里増井 茨城県東茨城郡城里町増井２８１２－１
東海二軒茶屋 茨城県那珂郡東海村石神外宿２４７０－７
東海豊岡 茨城県那珂郡東海村豊岡１４４３－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
瓜連古徳 茨城県那珂市古徳字辻後２９３－１
那珂後台 茨城県那珂市後台字東崎２２８３番２
那珂堀ノ内 茨城県那珂市大字菅谷字堀ノ内３７９１－１
那珂中里 茨城県那珂市中里字上反町８９７－１
那珂豊喰 茨城県那珂市豊喰５７－１
日立滑川町２丁目 茨城県日立市滑川町２丁目２３－５
日立港前 茨城県日立市久慈町１－５－１
日立助川町１丁目 茨城県日立市助川町１－１３－２０
日立相田町 茨城県日立市相田町３－２１－１
日立大みか３丁目 茨城県日立市大みか町３－２２－７
日立大沼１丁目 茨城県日立市大沼町１丁目１８４２－４
日立南高野町 茨城県日立市南高野町１ー９ー４３
鉾田汲上 茨城県鉾田市汲上９９３－２
鉾田紅葉 茨城県鉾田市紅葉字灰原久保９５２－１６
鉾田上釜 茨城県鉾田市上釜２２３－５
鉾田中央 茨城県鉾田市鉾田１６０８－２
竜ケ崎若柴 茨城県龍ケ崎市佐貫２－２０－１
竜ヶ崎ニュータウン西 茨城県龍ケ崎市若柴町６４２－５
越谷大成町 越谷市大成町６－１３７－１
南越谷 越谷市南越谷３ー２５ー１
横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉１ー５ー６
上末吉 横浜市鶴見区上末吉５－２－１９
通町 横浜市南区通町２－３２
井原高屋町 岡山県井原市高屋町２４６－１
井原笹賀町 岡山県井原市笹賀町４５４－１
岡山海吉 岡山県岡山市中区海吉１７５２－１
岡山原尾島３丁目 岡山県岡山市中区原尾島３丁目８－３１
岡山山崎 岡山県岡山市中区山崎４２－２
岡山清水２丁目 岡山県岡山市中区清水２丁目９８－７
岡山中井 岡山県岡山市中区中井６４－１
岡山門田屋敷４丁目 岡山県岡山市中区門田屋敷４－１－１５
岡山可知５丁目 岡山県岡山市東区可知５丁目１２９－２４
岡山寺山 岡山県岡山市東区寺山２５－１
岡山瀬戸 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３５７－１
岡山西大寺五明 岡山県岡山市東区西大寺五明３０８－３
岡山西大寺松崎 岡山県岡山市東区西大寺松崎１７０－１
岡山西大寺中野 岡山県岡山市東区西大寺中野８７５－１
岡山上道 岡山県岡山市東区中尾１８６番４
岡山青江６丁目 岡山県岡山市南区青江６丁目１－３８
岡山バイパス豊成 岡山県岡山市南区豊成３丁目４番１０３
岡山奥田 岡山県岡山市北区奥田２丁目９－３０
岡山岡南町１丁目 岡山県岡山市北区岡南町１丁目３０２－１
岡山大安寺南町 岡山県岡山市北区大安寺南町２－１－３７
岡山足守大井 岡山県岡山市北区大井２４０６－７
岡山白石 岡山県岡山市北区白石西新町８－１０６
岡山法界院 岡山県岡山市北区北方１丁目４番８号
岡山北方 岡山県岡山市北区北方２丁目１２２４－１
岡山問屋町 岡山県岡山市北区問屋町２０－１０５
玉野宇野１丁目 岡山県玉野市宇野１丁目２１－１０
玉野八浜町八浜 岡山県玉野市八浜町八浜字川尻１７３－７
矢掛江良 岡山県小田郡矢掛町江良２４９０－２
久世インター 岡山県真庭市目木１７９５－１
倉敷玉島１丁目 岡山県倉敷市玉島１丁目５－１
倉敷玉島柏島 岡山県倉敷市玉島柏島４８－１　
倉敷山地 岡山県倉敷市山地５３－１
Ｉｉｎｇアリオ倉敷 岡山県倉敷市寿町１２－２
倉敷中庄駅前 岡山県倉敷市松島１０９０－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
倉敷市役所東 岡山県倉敷市新田１３１０－１０
倉敷新田 岡山県倉敷市新田２６６８－１
真備町箭田 岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１
真備町尾崎 岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１
倉敷西中新田 岡山県倉敷市西中新田字高後８６－１
倉敷水島インター 岡山県倉敷市曽原３９３－１
倉敷帯高 岡山県倉敷市帯高２０３－２
倉敷南畝６丁目 岡山県倉敷市南畝６丁目３５７－１
倉敷浜町２丁目 岡山県倉敷市浜町２ー１５ー２２
倉敷福田町南 岡山県倉敷市福田町古新田１２０９－５０
倉敷堀南 岡山県倉敷市堀南８５２－１
倉敷連島北 岡山県倉敷市連島町連島４４６１－１
総社岡谷 岡山県総社市岡谷字大領敷３１６－１
総社小寺 岡山県総社市小寺６６８－１
東総社駅前 岡山県総社市総社１丁目１７－１６
総社中央１丁目 岡山県総社市中央１丁目２－３６
津山高野山西 岡山県津山市高野山西字ナラ町８４５－１
津山小原 岡山県津山市小原１５１－４
津山津山口 岡山県津山市津山口２３６
早島バイパス 岡山県都窪郡早島町早島３４５８－１
備前伊部 岡山県備前市伊部１２８１－１
和気衣笠 岡山県和気郡和気町衣笠６６８－１
上三川本郷台団地前 河内郡上三川町西汗西赤堀１７０４ー８
会津東山 会津若松市東山町石山字天寧３４７ー１
会津飯盛山 会津若松市飯盛１ー２ー１
四ツ木 葛飾区四ツ木４－５－１０
一関バイパス北 岩手県一関市山目字大槻８７－１
一関工業団地 岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５番地９０
遠野松崎町 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４番３９
奥州水沢町屋敷 岩手県奥州市水沢区真城字町屋敷６－１
花巻東和町 岩手県花巻市東和町安俵１１区６番１
花巻北湯口 岩手県花巻市北湯口第１１地割６４８番３
花巻矢沢 岩手県花巻市矢沢第４地割１２６－１
釜石中妻町１丁目 岩手県釜石市中妻町１丁目１２５－１
紫波平沢 岩手県紫波郡紫波町平沢字六本松８８
紫波北日詰 岩手県紫波郡紫波町北日詰字下藪１００－１
岩手医科大学西 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８地割１７０番
盛岡みたけ３丁目 岩手県盛岡市みたけ３丁目２２番２０号
盛岡加賀野４丁目 岩手県盛岡市加賀野４－６－１９
盛岡月が丘１丁目 岩手県盛岡市月が丘１－５－１６
盛岡松尾町 岩手県盛岡市松尾町１９－１２
岩手大学前 岩手県盛岡市上田３丁目３番１４号
盛岡中野２丁目 岩手県盛岡市中野２丁目１６－１６
盛岡津志田西２丁目 岩手県盛岡市津志田西２丁目１２－８
盛岡南大通１丁目 岩手県盛岡市南大通１丁目１４－６
盛岡本宮 岩手県盛岡市本宮６丁目２３－２１
盛岡緑が丘３丁目 岩手県盛岡市緑が丘３丁目１－１
盛岡緑が丘４丁目 岩手県盛岡市緑が丘４－９－３５
八幡平野駄 岩手県八幡平市野駄２１－２２０－１
北上国見橋 岩手県北上市稲瀬町前田１７２番５
岩手県立中部病院前 岩手県北上市村崎野１８－２１６－１
北上インター東 岩手県北上市北鬼柳１８地割１４６番３
北上江釣子インター 岩手県北上市北鬼柳１９地割１１６番地１０
北上里分 岩手県北上市里分７地割８２番１
鏡石町 岩瀬郡鏡石町鏡田不時沼６３
喜多方豊川 喜多方市豊川町高堂太字免田１１８０
羽島ハナミズキ街道 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字円福３３８－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
加茂白川 岐阜県加茂郡白川町河岐字大相模１６０９番２
御嵩町伏見 岐阜県可児郡御嵩町上恵土５３７－１
可児広見３丁目 岐阜県可児市広見３－３
可児土田中町 岐阜県可児市土田字宿２３９６番１
各務原蘇原吉野町３丁目 岐阜県各務原市蘇原吉野町３丁目４２番地
各務原那加野畑町 岐阜県各務原市那加野畑町２丁目２
関市山王通 岐阜県関市山王通２丁目１４－１１
岐阜芥見南山 岐阜県岐阜市芥見南山２丁目７－３
岐阜市則武 岐阜県岐阜市則武東３－１９－１５
岐阜長良福光西 岐阜県岐阜市長良福光２４５８番地１
恵那岩村町 岐阜県恵那市岩村町飯羽間２７１１番１
恵那永田 岐阜県恵那市長島町永田４６９－１０
高山岡本町 岐阜県高山市岡本町１丁目３４番
高山下三之町 岐阜県高山市下三之町１－１９
高山国府バイパス 岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１
高山山王 岐阜県高山市片野町５丁目２２８番地
山県市高木 岐阜県山県市高木１５８５番地１
瑞浪インター 岐阜県瑞浪市松ケ瀬町４丁目１６番地
多治見光ヶ丘２丁目 岐阜県多治見市光ヶ丘２丁目５３－１
多治見白山町 岐阜県多治見市白山町３－９２
多治見美坂町 岐阜県多治見市美坂町５－３３－１
中津川駅前 岐阜県中津川市栄町４３５－１７
土岐インター 岐阜県土岐市泉町定林寺７１３－１
土岐土岐口 岐阜県土岐市土岐口北町２丁目２番地
土岐土岐津町 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字茶屋２１７９－１
飛騨古川町是重 岐阜県飛騨市古川町是重２丁目２－１２
美濃加茂加茂川町 岐阜県美濃加茂市加茂川町３丁目３１０９－１
美濃加茂加茂野町西 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１５５０－１１
養老町直江 岐阜県養老郡養老町直江６６５
宮崎宝財 宮崎県宮崎市阿波岐原町宝財２４０８－１
宮崎檍小学校前 宮崎県宮崎市吉村町西田甲６４８－２
宮崎原町 宮崎県宮崎市原町４番８号
宮崎倉岡 宮崎県宮崎市糸原字杣山２８１
清武池田台入口 宮崎県宮崎市清武町加納甲２７０１－１
清武町役場前 宮崎県宮崎市清武町船引２４７－１
宮崎月見ヶ丘入口 宮崎県宮崎市大字本郷北方字高山２４８６番地９
宮崎大坪町 宮崎県宮崎市大坪町寺山大迫３２１０－２
宮崎住吉 宮崎県宮崎市島之内７１６８
高鍋高校前 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋天神鶴４６２８ー１
新富上富田 宮崎県児湯郡新富町富田南４－１２－１
川南名貫 宮崎県児湯郡川南町大字川南２００８６
小林永田町 宮崎県小林市細野１９６５番地１７
高原仲町 宮崎県西諸県郡高原町西麓９９５－１
都城一万城町 宮崎県都城市一万城町３１号９番
国富三名 宮崎県東諸県郡国富町三名１２８９－１
日向新生町 宮崎県日向市新生町２丁目６３番地
日向北町 宮崎県日向市北町１丁目６８番地
日南戸高２丁目 宮崎県日南市戸高２丁目２番地７
日南星倉６丁目 宮崎県日南市星倉６丁目２番４８号
日南戸高 宮崎県日南市大字戸高５５４－１
丸森平 宮城県伊具郡丸森町字平６１－２
小牛田青生 宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３
加美下野目 宮城県加美郡加美町字下野目雷北１０－１
宮城中新田矢越 宮城県加美郡加美町字矢越２６２－１
岩沼武隈 宮城県岩沼市たけくま２丁目４－１９
気仙沼バイパス 宮城県気仙沼市岩月千岩田８７－１
気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯船原４８－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
気仙沼東新城３丁目 宮城県気仙沼市東新城３丁目５－１４
気仙沼東八幡前 宮城県気仙沼市東八幡前１１９－１
松島磯崎 宮城県宮城郡松島町字長田６７番１
栗駒岩ケ崎四日町 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎神南５－１
栗原栗駒中野 宮城県栗原市栗駒中野西上野２５番１
大郷町川内 宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山３７－４
大郷大松沢 宮城県黒川郡大郷町大松沢字築道東１４４
柴田バイパス 宮城県柴田郡柴田町西船迫２丁目２番８
大河原広表 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字薬師１５７
河南伊勢前 宮城県石巻市鹿又字伊勢前５７－３
石巻鋳銭場 宮城県石巻市鋳銭場６－１
仙台岩切稲荷東 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９
仙台銀杏町 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２８番３４号
仙台扇町１丁目 宮城県仙台市宮城野区扇町１－６－６
仙台福田町２丁目 宮城県仙台市宮城野区福田町２－３－４９
仙台荒町 宮城県仙台市若林区荒町１３１番地１号
仙台大和町４丁目 宮城県仙台市若林区大和町４丁目２５－１４
仙台一高前 宮城県仙台市若林区連坊２丁目１１番１号
仙台国見ケ丘１丁目 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘１丁目３３－９
北仙台駅前 宮城県仙台市青葉区昭和町３－２７
仙台泉向陽台３丁目 宮城県仙台市泉区向陽台３丁目３７－１８
仙台紫山４丁目 宮城県仙台市泉区紫山４丁目１－１
仙台虹の丘 宮城県仙台市泉区虹の丘２－３－９
仙台八乙女２丁目 宮城県仙台市泉区八乙女２－２－６
仙台富沢駅西 宮城県仙台市太白区富沢南１丁目１９－１
仙台柳生６丁目 宮城県仙台市太白区柳生６丁目１－８
古川駅東３丁目 宮城県大崎市古川駅東３丁目８－４３
古川下中目 宮城県大崎市古川下中目字経壇１９０
古川新鶴巻 宮城県大崎市古川小野字新鶴巻２９－１
古川福沼３丁目 宮城県大崎市古川福沼３丁目１３－５３
宮城登米町 宮城県登米市登米町寺池目子待井２０－７
南方瀬ノ渕 宮城県登米市南方町瀬ノ渕１１０
宮城豊里 宮城県登米市豊里町小口前５６－３
白石馬場前 宮城県白石市越河五賀字馬場前２番１
富谷上桜木 宮城県富谷市上桜木１丁目３７－１
名取手倉田 宮城県名取市手倉田字堰根１６１
名取館腰駅前 宮城県名取市植松字錦田３５－１
名取下増田 宮城県名取市美田園２－９－５
亘理インター 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡４６－１
京都西陣郵便局 京都市上京区今出川通浄福寺西入北小路中之町２０６
綾部高津 京都府綾部市高津町三反田８－１
宇治槇島本屋敷 京都府宇治市槇島町本屋敷３２－１
亀岡西つつじヶ丘 京都府亀岡市西つつじヶ丘五月台１丁目４９－２
久御山町役場前 京都府久世郡久御山町田井浜代４－２
嵯峨野 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町２５番
京都双ヶ丘 京都府京都市右京区常盤森町１１－１
京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－３
西院駅南 京都府京都市右京区西院三蔵町１７番
京都太秦蚕ノ社 京都府京都市右京区太秦上刑部町１４－１
京都太秦大映通 京都府京都市右京区太秦多藪町１９番地６
京都梅津 京都府京都市右京区梅津上田町５９
京都七条大宮 京都府京都市下京区御器屋町５６
京都岩倉忠在地町 京都府京都市左京区岩倉忠在地町５３０
京都岩倉幡枝 京都府京都市左京区岩倉南平岡町６６
京都吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町２６－８４
京都田中上古川町 京都府京都市左京区田中上古川町６
京都山科百々町 京都府京都市山科区西野山百々町２１０
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
智恵光院上長者町 京都府京都市上京区上長者町裏門東入須浜町５７０
京都桂駅東口 京都府京都市西京区桂野里町５０－４１
京都上桂前田町 京都府京都市西京区上桂前田町１０番４
京都河原町姉小路 京都府京都市中京区河原町三条上ル下丸屋町４１０－３
京都三条柳馬場 京都府京都市中京区三条通柳馬場東入中之町４番
京都室町三条 京都府京都市中京区室町通三条上ル役行者町３７６
京都堀川御池 京都府京都市中京区堀川通り上ル堀川町５７ー１
京都大宮総門口 京都府京都市北区大宮中総門口町１４
京都馬代一条 京都府京都市北区等持院南町１９－２２
城陽長池 京都府城陽市長池里開３２番地
精華町光台 京都府相楽郡精華町光台７丁目１１番地１－２
宇治田原郷之口 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林１－１
男山 京都府八幡市男山松里１５－３
舞鶴倉梯町 京都府舞鶴市倉梯町２７－１
阿蘇西町 熊本県阿蘇市西町８３３－１
芦北田浦 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦７８７－１０
天草五橋入口 熊本県宇城市三角町三角浦４２７－１
宇城きらら１丁目 熊本県宇城市松橋町きらら１丁目１０－１２
宇城松橋曲野 熊本県宇城市松橋町曲野８２３番１
熊本松橋東 熊本県宇城市松橋町松橋中原７９２－４
宇土城塚町 熊本県宇土市城塚町１２４－１７
宇土長浜町 熊本県宇土市長浜町５６６－１９
宇土南段原町 熊本県宇土市南段原町１０４－１
宇土本町４丁目 熊本県宇土市本町４丁目４２番
熊本美里佐俣 熊本県下益城郡美里町佐俣４６７－１
菊陽沖野２丁目 熊本県菊池郡菊陽町沖野２丁目５８００－８
熊本大津美咲野 熊本県菊池郡大津町大字大津５３３ー２
菊池隈府 熊本県菊池市隈府８８６－１
菊池七城甲佐町 熊本県菊池市七城町甲佐町９１－１
泗水田島 熊本県菊池市泗水町田島２５３
南関小原 熊本県玉名郡南関町大字小原１８１５－２
和水町江田 熊本県玉名郡和水町江田４８７番地２
横島外平 熊本県玉名市横島町横島１７０５－１
熊本池田１丁目 熊本県熊本市西区池田１丁目１５番７７号
熊本田崎市場 熊本県熊本市西区田崎２丁目４－２７
熊本上通りアーケード 熊本県熊本市中央区上通町９番１号
熊本帯山４丁目 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１９－７
熊本坪井３丁目 熊本県熊本市中央区坪井３丁目１－１３
熊本本荘町 熊本県熊本市中央区本荘町７２１－１１
熊本セイラタウン 熊本県熊本市東区下江津８丁目１０－１
熊本花立６丁目 熊本県熊本市東区花立６丁目１０－２８
熊本画図所島 熊本県熊本市東区画図町所島１２３－１
熊本月出２丁目 熊本県熊本市東区月出２丁目６－３２
熊本戸島１丁目 熊本県熊本市東区戸島１丁目１番地１号
熊本桜木６丁目 熊本県熊本市東区桜木６丁目６－１
熊本新外３丁目 熊本県熊本市東区新外３丁目２－１
熊本新南部 熊本県熊本市東区新南部２丁目７－６２
熊本西原１丁目 熊本県熊本市東区西原１丁目２番７０号
熊本近見２丁目 熊本県熊本市南区近見２丁目２０－１
熊本川尻１丁目 熊本県熊本市南区川尻１丁目４番１号
熊本白藤１丁目 熊本県熊本市南区白藤１丁目２６番２０号
熊本富合南田尻 熊本県熊本市南区富合町南田尻８５６－１
熊本下硯川 熊本県熊本市北区下硯川１丁目１番１号
熊本硯川町 熊本県熊本市北区硯川町末次９０７
荒尾庄山 熊本県荒尾市上平山１００７
合志御代志 熊本県合志市御代志１６７２－６
合志三ツ石駅前 熊本県合志市須屋１２８５－３
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
合志須屋南 熊本県合志市須屋１９１１－３
合志西南中入口 熊本県合志市須屋２８６３番３
合志木原野 熊本県合志市須屋字木原野２３５５
合志黒石原 熊本県合志市豊岡字須屋久保２０００－１１１
山鹿坂田 熊本県山鹿市坂田５０３－１
山鹿鹿校通 熊本県山鹿市鹿校通１丁目２－４９
鹿本御宇田 熊本県山鹿市鹿本町御宇田６１８－１
山鹿日置 熊本県山鹿市方保田３５９番
水俣ひばりケ丘 熊本県水俣市ひばりケ丘３８
新水俣駅前 熊本県水俣市初野字西原３０７－１５
氷川宮原 熊本県八代郡氷川町宮原字浜殿５５６－１
八代松高小学校前 熊本県八代市永碇町８４９ー１
八代高下西町 熊本県八代市高下西町１２５８
八代インター 熊本県八代市東片町４１２－４
笠懸岩宿 群馬県みどり市笠懸町阿左美２３６４－１１
桐生競艇場前 群馬県みどり市笠懸町阿左美２７０３－５
群馬桐原 群馬県みどり市大間々町桐原３５０４－３
安中バイパス 群馬県安中市安中４－１２－５
安中下後閑 群馬県安中市下後閑４２３－３
伊勢崎境平塚 群馬県伊勢崎市境平塚３１５－１
伊勢崎三和町 群馬県伊勢崎市三和町３２０５－６
新伊勢崎駅前 群馬県伊勢崎市中央町２２－１５
伊勢崎田部井町 群馬県伊勢崎市田部井町２－７３６－１
伊勢崎南千木町 群馬県伊勢崎市南千木町２３６８－１
伊勢崎下触町南 群馬県伊勢崎市波志江町３１９０番１
伊勢崎連取元町 群馬県伊勢崎市連取町１７８１
館林羽附町 群馬県館林市羽附町字上志柄１７２２－１
館林栄町 群馬県館林市栄町２１－１５
館林下三林 群馬県館林市下三林町４３２－５
館林近藤町 群馬県館林市近藤町４０－６
桐生境野 群馬県桐生市境野町７－１８００－５
桐生錦町１丁目 群馬県桐生市錦町１丁目９７３－１
桐生新宿 群馬県桐生市新宿２丁目３－１３
桐生東小前 群馬県桐生市東４－７－３４
高崎駅東口 群馬県高崎市栄町１６－１１
高崎下大島町 群馬県高崎市下大島町字宮田７２２
高崎下中居町西 群馬県高崎市下中居町１９－１
吉井岩崎 群馬県高崎市吉井町岩崎６９２
高崎上小鳥町 群馬県高崎市上小鳥町字村東４２４－１
高崎上滝町 群馬県高崎市上滝町５５７－１
高崎上中居町 群馬県高崎市上中居町１７３－１
高崎筑縄町 群馬県高崎市上並榎町７８
高崎上豊岡町 群馬県高崎市上豊岡町８０２－４
高崎棟高町 群馬県高崎市棟高町１８６８－１１８
高崎八千代 群馬県高崎市八千代町２丁目４－２
高崎大橋町 群馬県高崎市並榎町１１７－１
高崎矢島町 群馬県高崎市矢島町５５
玉村下新田 群馬県佐波郡玉村町下新田５３４－５
渋川金井 群馬県渋川市金井１２２９ー１
渋川大正橋 群馬県渋川市渋川１１７０－５
渋川吹屋 群馬県渋川市吹屋６６１－２
渋川駅前 群馬県渋川市石原字熊野２０５－１
渋川川島 群馬県渋川市川島１８０３
渋川八木原 群馬県渋川市八木原６３８ー２
沼田インター 群馬県沼田市上原町１７２６ー２４
利根老神温泉入口 群馬県沼田市利根町高戸谷６１０－１
前橋下沖町 群馬県前橋市下沖町３３７－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
群大荒牧キャンパス通り 群馬県前橋市関根町２丁目８番地３
前橋岩神町３丁目 群馬県前橋市岩神町３丁目４－１６
前橋元総社蒼海 群馬県前橋市元総社町１６１４－１
前橋勝沢町 群馬県前橋市勝沢町２３９－７
前橋西片貝１丁目 群馬県前橋市西片貝町１丁目２６０－１
前橋大渡町 群馬県前橋市大渡町１丁目２２－２６
前橋天川大島町西 群馬県前橋市天川大島町１４１－１
前橋南町２丁目 群馬県前橋市南町２丁目４０－１
前橋市民文化会館前 群馬県前橋市南町３－４１－５
前橋二之宮町南 群馬県前橋市二之宮町２３８７－１
前橋二之宮町 群馬県前橋市二之宮町２６９番１
粕川中 群馬県前橋市粕川町中３２４－６
前橋箱田町 群馬県前橋市箱田町１０１８
前橋表町２丁目 群馬県前橋市表町２－２２－１３
前橋富士見時沢 群馬県前橋市富士見町時沢４６－１
前橋本町１丁目 群馬県前橋市本町１丁目７－５
前橋六供町 群馬県前橋市六供町１００４
太田市下田島町 群馬県太田市下田島町１１６３－１
太田市上強戸町 群馬県太田市上強戸町１４８５－３
新田上田中 群馬県太田市新田上田中町２３１－１
太田市新田木崎 群馬県太田市新田木崎町６９８－１
太田市飯塚町 群馬県太田市飯塚町１５８６－１
富岡一ノ宮西 群馬県富岡市一ノ宮９５６－１
富岡宇田 群馬県富岡市宇田４９１－１
富岡インター 群馬県富岡市下高瀬４００－３
富岡市富岡 群馬県富岡市富岡１２２５－５
吉岡バイパス 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７４９－２
吉岡上毛大橋通り 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保１４３６－１
吉岡南下 群馬県北群馬郡吉岡町大字南下字木戸７５４－１
榛東新井 群馬県北群馬郡榛東村新井２９５５－１
大泉西小泉２丁目 群馬県邑楽郡大泉町西小泉２丁目１－１
大泉中央１丁目 群馬県邑楽郡大泉町中央１丁目１番２７号
大泉朝日 群馬県邑楽郡大泉町朝日２－１６－１
大泉北小泉３丁目 群馬県邑楽郡大泉町北小泉３丁目１１－１０
板倉ニュータウン 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬下新田４０８５－１
板倉水郷公園前 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田６９３－１
明和南大島 群馬県邑楽郡明和町南大島２７９－１
郡山八山田 郡山市八山田５－１
熊野町初神 広島県安芸郡熊野町初神１丁目１４－２
安芸高田吉田高校前 広島県安芸高田市吉田町吉田大賀屋８４６－１
広島上根バイパス 広島県安芸高田市八千代町上根１０７２－２
広島安浦 広島県呉市安浦町中央６丁目１番１７号
呉郷原町 広島県呉市郷原町７２２６ー１
呉市仁方町 広島県呉市仁方町川尻越７６－１
呉市郷町 広島県呉市中央７ー３ー８
広島畑賀２丁目 広島県広島市安芸区畑賀２丁目３２０番４
広島矢野東２丁目 広島県広島市安芸区矢野東２丁目２３－４
広島祇園８丁目 広島県広島市安佐南区祇園８丁目１－１
広島古市３丁目 広島県広島市安佐南区古市３丁目２５－３
広島川内５丁目 広島県広島市安佐南区川内５丁目３４－７
広島相田２丁目 広島県広島市安佐南区相田２丁目４－３８
広島中須 広島県広島市安佐南区大町東１－１７－３
広島大塚 広島県広島市安佐南区大塚西２丁目２番７号
広島八木１丁目 広島県広島市安佐南区八木１丁目２６－３１
広島緑井３丁目 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１７－１８
広島可部４丁目 広島県広島市安佐北区可部４丁目１５－１６
広島五日市駅前 広島県広島市佐伯区五日市駅前１ー５ー２２
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
広島西風新都こころ 広島県広島市佐伯区石内北１丁目２－１
広島高須２丁目 広島県広島市西区高須２丁目５－３０
広島横川駅北口 広島県広島市西区三篠町１ー１２ー１３
広島山手町 広島県広島市西区山手町３番６号
広島大芝２丁目 広島県広島市西区大芝２丁目７－１３
広島天満町 広島県広島市西区天満町１３ー１
広島吉島新町 広島県広島市中区吉島新町１丁目２７－２７
広島舟入幸町東 広島県広島市中区舟入幸町４－３
広島舟入南３丁目 広島県広島市中区舟入南３丁目１３－５
広島新天地 広島県広島市中区新天地５番３
広島家庭裁判所前 広島県広島市中区東白島町２０－８
広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀７番２号
広島温品５丁目 広島県広島市東区温品５丁目９－５
広島牛田新町 広島県広島市東区牛田新町２丁目４－３２
広島馬木 広島県広島市東区馬木５－１６９９－１
広島矢賀新町４丁目 広島県広島市東区矢賀新町４丁目１番２３号
広島宇品通り 広島県広島市南区宇品神田３丁目７－１２
広島皆実６丁目 広島県広島市南区皆実町６丁目９４１番２
広島広大病院前 広島県広島市南区出汐１丁目６－１０
広島翠５丁目 広島県広島市南区翠５丁目２２ー５
広島青崎 広島県広島市南区青崎１丁目６番３号
広島段原３丁目 広島県広島市南区段原３丁目９－２０
広島段原 広島県広島市南区段原日出１丁目８－１８
広島的場２丁目 広島県広島市南区的場町２丁目６番１０号
三次市三次 広島県三次市三次町１２０－５
三次郵便局前 広島県三次市十日市南１丁目６番２２
三次西酒屋町 広島県三次市西酒屋町７７番１
三次南畑敷 広島県三次市南畑敷町２５７－１
広島戸河内インター 広島県山県郡安芸太田町上殿６２７－１
庄原インター 広島県庄原市新庄町２６８－３
東城川東 広島県庄原市東城町川東１１５８
竹原西野町 広島県竹原市西野町１８６４－１
広島河内インター 広島県東広島市河内町入野１２９７－５
東広島高屋稲木 広島県東広島市高屋町稲木２７３－１
東広島高美が丘 広島県東広島市高屋町杵原１１３３－２
東広島白市 広島県東広島市高屋町大字小谷３２１７－１
東広島西高屋 広島県東広島市高屋町中島５０２－４
黒瀬切田 広島県東広島市黒瀬町兼広１６９－１
東広島西条インター 広島県東広島市西条町吉行７５６－１
東広島西条東子 広島県東広島市西条町田口２８１２－１
東広島土与丸橋 広島県東広島市西条町土与丸１５４３
廿日市大野更地 広島県廿日市市大野１８４７
廿日市大野中央 広島県廿日市市大野中央４丁目４－２２
廿日市地御前北３丁目 広島県廿日市市地御前北３丁目２６－７
廿日市本町 広島県廿日市市本町１番１８号
尾道向島 広島県尾道市向島町５５８４－８
尾道向東 広島県尾道市向東町３５４０－１
尾道新浜２丁目 広島県尾道市新浜２丁目９番３号
尾道美ノ郷三成 広島県尾道市美ノ郷町三成１６０４ー１
備後府中鵜飼町 広島県府中市鵜飼町５１－１
備後府中国府 広島県府中市高木町６４６－１
福山引野北４丁目 広島県福山市引野町北４丁目２０番１号
ハートインＪＲ福山駅南口 広島県福山市三之丸町３０－１
福山駅前 広島県福山市三之丸町８番１１号
福山新市戸手 広島県福山市新市町戸手１６８
福山西新涯町１丁目 広島県福山市西新涯町１丁目２６－１７
福山藤江町 広島県福山市藤江町１２７４－１

13



「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
福山柳津町 広島県福山市柳津町２２８０－２
さぬき志度大橋 香川県さぬき市志度字石立１０２３番２
丸亀金倉町 香川県丸亀市金倉町４０１番地１
丸亀飯山町下法軍寺 香川県丸亀市飯山町下法軍寺字島田７８３番１
高松サンポート 香川県高松市サンポート２番１号
高松岡本町 香川県高松市岡本町８３７番３
高松潟元駅北 香川県高松市屋島西町１３５０－５４
高松丸亀町 香川県高松市丸亀町１１－１
高松鬼無町 香川県高松市鬼無町佐料７－３
香川労働基準会館前 香川県高松市郷東町４３３
高松新番丁小学校前 香川県高松市錦町２丁目１７－１
高松香南町横井 香川県高松市香南町横井９３７－１
高松鹿角町 香川県高松市鹿角町４４４番１
高松出作町 香川県高松市出作町２６３番３
高松春日町 香川県高松市春日町字川南４７０－２
高松上福岡町 香川県高松市上福岡町６５７－９
高松瓦町駅東口 香川県高松市常磐町１丁目３番地１
高松多肥下町 香川県高松市多肥下町３８４番１
高松太田駅東 香川県高松市太田下町１３８６番１
高松勅使町 香川県高松市勅使町大隅１２８７－１
高松伏石町 香川県高松市伏石町２０３７－３
高松木太町本村 香川県高松市木太町字本村１３４８番１
坂出加茂町 香川県坂出市加茂町甲字松縁４４７－５
坂出久米町２丁目 香川県坂出市久米町２丁目２－２０
坂出林田町 香川県坂出市林田町３１０２－１
三豊三野町 香川県三豊市三野町下高瀬１３０１
三豊豊中町 香川県三豊市豊中町比地大９８３－１
小豆島内海 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－９１
小豆島オリーブタウン 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１
善通寺金蔵寺町 香川県善通寺市金蔵寺町１８３４－１
善通寺大麻町 香川県善通寺市大麻町７５１－１
三木町池戸 香川県木田郡三木町大字池戸３２１６－１
高知はりまや町３丁目 高知県高知市はりまや町３丁目１番１号
高知一宮南町 高知県高知市一宮南町１丁目１２番２号
高知吉田町 高知県高知市吉田町３０１番
高知曙町１丁目 高知県高知市曙町１丁目２番２５号
高知駅北 高知県高知市新本町１丁目１４番３０号
高知本町１丁目 高知県高知市本町１丁目４番２５号
須崎桐間南 高知県須崎市桐間南１１５番地
土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲３７０番２
南国下末松 高知県南国市下末松４４２－２
伊万里瀬戸町 佐賀県伊万里市瀬戸町字瀬戸浜５１３番
伊万里大里 佐賀県伊万里市二里町大里字古屋田乙８７－１
伊万里八谷搦 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１０４２
嬉野築城 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４１５８番６
有明竜王駅前 佐賀県杵島郡白石町大字坂田２７４－５
佐賀白石 佐賀県杵島郡白石町大字福吉１９５４－１
佐賀川久保 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保２２９２－２９
佐賀高木瀬東２丁目 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目３９５ー７
佐賀高木瀬東５丁目 佐賀県佐賀市高木瀬東５丁目２１ー１１
佐賀成章町 佐賀県佐賀市成章町７－１５
佐賀川副町西古賀 佐賀県佐賀市川副町西古賀２３－１
佐賀早津江橋 佐賀県佐賀市川副町大字早津江２５８－４
佐賀大和尼寺 佐賀県佐賀市大和町尼寺７０１－１
佐賀天神２丁目 佐賀県佐賀市天神２丁目４番１９号
佐賀医大通り 佐賀県佐賀市鍋島２丁目３－１２
佐賀兵庫下村 佐賀県佐賀市兵庫南１丁目５８７番
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
鹿島祐徳稲荷前 佐賀県鹿島市古枝９２４番２
鹿島農協前 佐賀県鹿島市重ノ木字杉角甲４６７－１
鹿島森 佐賀県鹿島市大字森９６２－１
小城牛津 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬９０９－１
三日月樋口 佐賀県小城市三日月町樋口１７１７－１
有田駅前 佐賀県西松浦郡有田町本町乙３０７３－１３
有田町役場前 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２１０－５
多久南 佐賀県多久市南多久町大字長尾３３０６
鳥栖大正町 佐賀県鳥栖市大正町７２０－５
唐津幸多里の浜 佐賀県唐津市浦字黒崎５０３８－２
東唐津駅前 佐賀県唐津市松南町３２０
唐津相知山崎 佐賀県唐津市相知町山崎字山崎３２４３－１
相知長部田 佐賀県唐津市相知町長部田８６０－１
唐津鎮西町加倉 佐賀県唐津市鎮西町加倉７６８番１
佐賀鎮西町筒江 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲筒江２２６４－１
唐津和多田本村 佐賀県唐津市和多田本村４４０５
武雄上西山 佐賀県武雄市武雄町武雄４９－２
佐久根々井 佐久市大字根々井２０８ー１
浦和元町２丁目 埼玉県さいたま市浦和区元町２－３９－８
浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９
浦和常盤１０丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１２－１７
針ヶ谷 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－１１－４
浦和裏門通り 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目１２番２号
さいたま加倉 埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－７－３８
岩槻警察署前 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻５０８１－１
岩槻諏訪 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪３－１－２
岩槻市宿 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１５－９
岩槻本町 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目７－６
大宮春岡 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町２５－１２
大宮大和田前原 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１４８８－７
大宮大和田１丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１
さいたま東大宮７丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－５２－６
さいたま西堀８丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀８－２１－３５
さいたま大久保 埼玉県さいたま市桜区大久保領家５５５－７
さいたま田島１丁目 埼玉県さいたま市桜区田島１－２０－５
さいたま中野林 埼玉県さいたま市西区大字中野林１５８－３
さいたま二ッ宮 埼玉県さいたま市西区二ッ宮４０２
さいたま三橋総合公園前 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－８７４
さいたま大成町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４５
大宮駅南銀座通り 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６６－１
さいたま北袋 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－３８４－１
さいたま北袋町２丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２丁目１８６－４
さいたま上落合３丁目 埼玉県さいたま市中央区上落合３丁目１１－１２
ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２
さいたま大戸３丁目 埼玉県さいたま市中央区大戸３丁目２番１８号
さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１－５
さいたま曲本３丁目 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１
さいたま鹿手袋 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－２０－７
武蔵浦和西口 埼玉県さいたま市南区沼影１－１５－４
さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１
浦和内谷４丁目 埼玉県さいたま市南区内谷４丁目１９番１号
南浦和３丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和３－４３－１１
さいたま南本町２丁目 埼玉県さいたま市南区南本町２丁目２０番１３号
さいたま文蔵３丁目 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２－３
さいたま別所１丁目 埼玉県さいたま市南区別所１丁目２５－１０
さいたま宮原１丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目３５９番
さいたま今羽町 埼玉県さいたま市北区今羽町３５２
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
さいたま土呂２丁目 埼玉県さいたま市北区土呂２丁目５２－１５
大宮日進１丁目 埼玉県さいたま市北区日進町１－５１６－３
さいたま日進３丁目 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目７９９－２
大宮別所町 埼玉県さいたま市北区別所町９１－９
さいたま原山１丁目 埼玉県さいたま市緑区原山１－３３－１９
浦和原山３丁目 埼玉県さいたま市緑区原山３－６－２３
さいたま山崎 埼玉県さいたま市緑区三室２８３
さいたま松木２丁目 埼玉県さいたま市緑区松木２－３－３
浦和南部領 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻３１７５番１
東浦和３丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和３丁目１９－１
東浦和７丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和７－１９－１
さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５
さいたま道祖土２丁目 埼玉県さいたま市緑区道祖土２丁目１７番１６号
大井うれし野 埼玉県ふじみ野市うれし野２丁目１番９
大井東久保北 埼玉県ふじみ野市ふじみ野２－１２－２５
ふじみ野桜ケ丘 埼玉県ふじみ野市桜ケ丘３丁目４７－４０
ふじみ野大井１丁目 埼玉県ふじみ野市大井１－１１－２７
羽生下新郷 埼玉県羽生市大字下新郷１９６９－１
羽生東５丁目 埼玉県羽生市東５丁目３０６９
羽生東 埼玉県羽生市東７－４－７
羽生インター 埼玉県羽生市北荻島８５７
越谷レイクタウン９丁目 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９
越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９
越谷花田４丁目 埼玉県越谷市花田４丁目１５－２
越谷蒲生愛宕町 埼玉県越谷市蒲生愛宕町６－４２
蒲生西町１丁目 埼玉県越谷市蒲生西町１－４－２６
越谷瓦曽根 埼玉県越谷市瓦曽根２－３－２５
越谷間久里団地前 埼玉県越谷市上間久里４６－１
越谷千間台東１丁目 埼玉県越谷市千間台東１－１－５
越谷増森 埼玉県越谷市大字増森２５１３－１
越谷西大袋 埼玉県越谷市大字大道６５４－３
越谷大杉 埼玉県越谷市大杉４３２－５
越谷東越谷３丁目 埼玉県越谷市東越谷３－１２－６
越谷大沢東 埼玉県越谷市東大沢４－３２－１
南越谷駅北口 埼玉県越谷市南越谷２－２－１２
北越谷駅西口 埼玉県越谷市北越谷４－２１－１０
越谷弥十郎 埼玉県越谷市弥十郎６２２－２
加須外野 埼玉県加須市外野７４８
加須旗井西 埼玉県加須市旗井１６８９番地１
加須久下南 埼玉県加須市久下字高畑１７０３－２
北川辺向古河 埼玉県加須市向古河１２１１－１
加須市役所前 埼玉県加須市三俣１丁目２番１
加須北小浜 埼玉県加須市大字北小浜字寺沼６３０番１
加須大門町 埼玉県加須市大門町６－２４
加須道地 埼玉県加須市道地字天沼１４３２
加須南町 埼玉県加須市南町８－５３
加須北平野 埼玉県加須市北平野８５６
北川辺柳生 埼玉県加須市柳生字中通２３３４－１
吉川きよみ野 埼玉県吉川市きよみ野３丁目３－４
吉川中井３丁目 埼玉県吉川市中井３丁目２２４番地
埼玉吉川南 埼玉県吉川市中曽根１－１１－１８
吉川平沼 埼玉県吉川市平沼１７２５
吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４
久喜下早見 埼玉県久喜市下早見１８３５－１
久喜栗橋東１丁目 埼玉県久喜市栗橋東１丁目４番５４号
久喜栗原２丁目 埼玉県久喜市栗原２丁目２－２
久喜総合運動公園西 埼玉県久喜市江面１６７９－１

16



「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
久喜東鷲宮駅前 埼玉県久喜市桜田１－３－３
鷲宮桜田２丁目 埼玉県久喜市桜田２－１３３－２７
菖蒲三箇バイパス 埼玉県久喜市菖蒲三箇２４６８－１
久喜東鷲宮 埼玉県久喜市西大輪３７４－８
久喜青葉４丁目 埼玉県久喜市青葉４丁目１６番地７
久喜南 埼玉県久喜市南４ー２ー５
南栗橋７丁目 埼玉県久喜市南栗橋７－２－１９
久喜樋ノ口 埼玉県久喜市樋ノ口５７４－１
狭山上広瀬 埼玉県狭山市広瀬台３丁目２７番１４号
狭山根岸 埼玉県狭山市笹井１丁目１５番１号
狭山堀兼バイパス 埼玉県狭山市大字堀兼１９３１－１
狭山南入曽 埼玉県狭山市南入曽７９－１
狭山富士見東 埼玉県狭山市入間川１４３４－４
熊谷市役所前 埼玉県熊谷市宮町２－１３４－１
熊谷玉井バイパス 埼玉県熊谷市玉井１３６１－１
熊谷銀座３丁目 埼玉県熊谷市銀座３丁目３１番地１
江南御正新田 埼玉県熊谷市御正新田１７－１
熊谷妻沼東１丁目 埼玉県熊谷市妻沼東１－８６
熊谷上之 埼玉県熊谷市上之１８８４－２
熊谷西野 埼玉県熊谷市西野３０１
熊谷駅東通り 埼玉県熊谷市筑波３－１７４
熊谷本石２丁目 埼玉県熊谷市本石２丁目６９－１
戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２－７－８
戸田上戸田３丁目 埼玉県戸田市上戸田３丁目７－２０
戸田市役所南 埼玉県戸田市新曽５２５
戸田駅西口 埼玉県戸田市大字新曽７３４番地２
戸田中町２丁目 埼玉県戸田市中町２－５－１３
戸田美女木８丁目 埼玉県戸田市美女木８丁目１４－５
行田さきたま古墳前 埼玉県行田市大字佐間１５２９－１
行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１
行田門井町２丁目 埼玉県行田市門井町２丁目４－２０
鴻巣市役所前 埼玉県鴻巣市鴻巣８４６－１
鴻巣赤見台 埼玉県鴻巣市赤見台２ー１６ー１
鴻巣本町 埼玉県鴻巣市本町３－３－１１
若葉駅東口 埼玉県坂戸市千代田３－２１－２３
坂戸浅羽 埼玉県坂戸市浅羽１５３５－５
坂戸四日市場 埼玉県坂戸市大字四日市場字月後３５３番１
坂戸本町 埼玉県坂戸市本町１－１９
三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３ー６８０
三郷後谷 埼玉県三郷市後谷５４－１
三郷早稲田４丁目 埼玉県三郷市早稲田４－５－９
三郷東町 埼玉県三郷市東町８７－１
三郷彦成５丁目 埼玉県三郷市彦成５丁目１２６
志木大原 埼玉県志木市本町４－１１－１５
神川新里 埼玉県児玉郡神川町新里１６０－９
神川八日市 埼玉県児玉郡神川町大字八日市１４－１
美里古郡 埼玉県児玉郡美里町古郡９２０番１
美里中里 埼玉県児玉郡美里町中里６２４－１
庄和西金野井神明通り 埼玉県春日部市西金野井５５９
春日部大沼４丁目 埼玉県春日部市大沼４丁目２６ー１
春日部谷原２丁目 埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５
春日部米島 埼玉県春日部市米島７０６－１
所沢航空公園駅西口 埼玉県所沢市喜多町１７－１
狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７
所沢狭山ヶ丘２丁目 埼玉県所沢市狭山ケ丘２丁目１０６－６４
所沢元町 埼玉県所沢市元町９－２５
西所沢山口 埼玉県所沢市山口１８０

17



「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
小手指駅南口 埼玉県所沢市小手指町３丁目１
所沢ニュータウン北 埼玉県所沢市中富１６５４－１
所沢市民体育館前 埼玉県所沢市美原町２丁目２９３１番の１８
所沢北秋津 埼玉県所沢市北秋津１３８番地
所沢緑町４丁目 埼玉県所沢市緑町４－５－１８
所沢林３丁目 埼玉県所沢市林３丁目５５７ー１
上尾小泉氷川 埼玉県上尾市小泉４丁目１８番地１０
上尾小敷谷 埼玉県上尾市小敷谷６９４－１
上尾菅谷１丁目 埼玉県上尾市菅谷１－６９
上尾二ツ宮 埼玉県上尾市二ツ宮８２６－１
上尾本町東 埼玉県上尾市本町４－１３－２０
上尾緑丘２丁目 埼玉県上尾市緑丘２丁目３－１
新座栗原１丁目 埼玉県新座市栗原１－６－２５
新座西堀２丁目 埼玉県新座市西堀２－２－１３
新座西堀３丁目 埼玉県新座市西堀３－３－１４
新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６
志木駅南口 埼玉県新座市東北２－３４－２
新座道場２丁目 埼玉県新座市道場２丁目８番地２
新座北野２丁目 埼玉県新座市北野２－８－７
埼玉岡部町 埼玉県深谷市岡３１２－１
深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１
深谷国済寺西 埼玉県深谷市国済寺４２２－１
深谷上柴東３丁目 埼玉県深谷市上柴町東３－５－２０
深谷上柴東５丁目 埼玉県深谷市上柴町東５丁目１５－２８
深谷南通り 埼玉県深谷市上野台２９４２－１
深谷境 埼玉県深谷市大字境７１１－３
深谷国済寺 埼玉県深谷市大字国済寺５７１－２
深谷大谷 埼玉県深谷市大谷２８７９－１
深谷田谷 埼玉県深谷市田谷９６－１
深谷畠山 埼玉県深谷市畠山１６５１番
川越西笠幡 埼玉県川越市笠幡３８４５－１９
川越笠幡 埼玉県川越市笠幡４８７６－１６
川越岸町 埼玉県川越市岸町１ー１１ー２７
川越諏訪町 埼玉県川越市諏訪町１６－１１
川越仙波町２丁目 埼玉県川越市仙波町２ー１ー５
川越鯨井 埼玉県川越市大字鯨井字後１０９５－５
川越古谷上東 埼玉県川越市大字古谷上５６９２ー１８
川越大中居 埼玉県川越市大中居４３９－２
川越豊田本 埼玉県川越市大塚１－１－８
川越仲町 埼玉県川越市仲町１０－２
川越的場新町 埼玉県川越市的場新町１３－４
川越南古谷 埼玉県川越市並木２０２－６
川越水上公園前 埼玉県川越市豊田本２丁目２４－１８
川口安行出羽 埼玉県川口市安行出羽１－１２－７
東川口駅南口 埼玉県川口市戸塚１ー５ー７
川口戸塚 埼玉県川口市戸塚５ー１９ー３５
川口江戸３丁目 埼玉県川口市江戸３－２６－１７
川口芝西２丁目 埼玉県川口市芝西２丁目１６－１７
川口芝樋ノ爪１丁目 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１－１
川口新堀 埼玉県川口市新堀３３１－１
川口榛松 埼玉県川口市榛松２－３０－２２
川口青木中学校前 埼玉県川口市青木４丁目４－１０
川口安行藤八 埼玉県川口市大字安行藤八４５６－１
川口安行領根岸 埼玉県川口市大字安行領根岸１０３６－１
川口根岸小学校前 埼玉県川口市大字安行領根岸２８２４－１
川口朝日３丁目 埼玉県川口市朝日３－８－２６
川口新郷 埼玉県川口市東本郷３０８－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
川口東領家２丁目 埼玉県川口市東領家２－３－１
鳩ヶ谷南７丁目 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７－１５－５
鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２
西川口駅東口 埼玉県川口市並木２－１－６
川口木曽呂 埼玉県川口市木曽呂６３７－１
草加吉町２丁目 埼玉県草加市吉町２－１－６０
草加駅前１番通り 埼玉県草加市住吉１－４－７
草加新里下町 埼玉県草加市新里町３５４－１
草加西町 埼玉県草加市西町４５７－１
そうか公園通り 埼玉県草加市青柳７－５０－６
草加氷川町南 埼玉県草加市氷川町６８６－１
寄居桜沢 埼玉県大里郡寄居町桜沢５３ー１
寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１
埼玉小鹿野 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１１６５
小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３
長瀞岩畳 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞１０２５－１
秩父阿保町 埼玉県秩父市阿保町６ー４５
秩父黒谷 埼玉県秩父市黒谷３３１－１
秩父巴川橋 埼玉県秩父市上影森７４７－８
秩父太田 埼玉県秩父市太田４２８
朝霞幸町１丁目 埼玉県朝霞市幸町１－４－１
朝霞東洋大学前 埼玉県朝霞市溝沼１３３６－１
朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９
朝霞三原５丁目 埼玉県朝霞市三原５丁目２番８号
朝霞上内間木 埼玉県朝霞市大字上内間木６８６－１２
朝霞厚生病院前 埼玉県朝霞市浜崎７２４－１
鶴ヶ島高倉 埼玉県鶴ヶ島市高倉１６－１１
鶴ヶ島三ツ木 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木６５９－１
鶴ヶ島上広谷 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５８９－１１
東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１ー１５
東松山箭弓町 埼玉県東松山市箭弓町２丁目５５８４－１
高坂駅東口 埼玉県東松山市大字高坂弐番町８８８－１２
東松山市松山 埼玉県東松山市大字松山２３０４－６
宮代須賀 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀２２６０
日高旭ヶ丘 埼玉県日高市旭ヶ丘４８９－１
三芳藤久保東 埼玉県入間郡三芳町藤久保３３３－１
毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３
入間下藤沢東 埼玉県入間市下藤沢３１４－１
入間 埼玉県入間市宮寺３１９０－５
入間宮ノ台 埼玉県入間市宮寺３２８２ー１
宮寺 埼玉県入間市宮寺５４１－２
入間上藤沢北 埼玉県入間市上藤沢３９５－１
入間仏子西 埼玉県入間市大字仏子字中島３５４ー１
入間中神 埼玉県入間市中神５１０－１
入間市東町３丁目 埼玉県入間市東町３－２－１０
入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７
入間豊岡東 埼玉県入間市豊岡５－４－２１
白岡寺塚 埼玉県白岡市寺塚２９２－１
八潮緑町３丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２７－３
八潮垳 埼玉県八潮市垳３２２
飯能橋場 埼玉県飯能市双柳３４４－１２
飯能本町 埼玉県飯能市本町９番１５号
ときがわ町玉川 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４３３９－１
吉見東野３丁目 埼玉県比企郡吉見町東野３－７－６
小川町高谷 埼玉県比企郡小川町高谷１３９４－１
小川増尾 埼玉県比企郡小川町増尾４４１番２
東小川 埼玉県比企郡小川町東小川４－６－１０
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店名 住所
川島大屋敷 埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷３７８－１
ふじみ野駅東口 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１－３
富士見市バイパス 埼玉県富士見市下南畑３６１８－３
みずほ台 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１２
富士見鶴馬前谷 埼玉県富士見市大字鶴馬３３１１－１
富士見鶴瀬駅西通り 埼玉県富士見市大字鶴馬３５５５－１４
富士見鶴瀬西２丁目 埼玉県富士見市鶴瀬西２ー２５３４－１
富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９
松伏大川戸 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸６８１－２
杉戸下野ＳＳ 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野字山合９１８－１
伊奈小室河原 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８２１４－１
北本駅西口 埼玉県北本市中央２－６１
北本中丸８丁目 埼玉県北本市中丸８－７２－１
本庄栄１丁目 埼玉県本庄市栄１丁目１番３６号
本庄児玉金屋 埼玉県本庄市児玉町金屋１４４５－１
本庄早稲田西 埼玉県本庄市東富田３３－１
蓮田閏戸 埼玉県蓮田市閏戸２５４－１
和光新倉２丁目 埼玉県和光市新倉２丁目９番５０号
和光 埼玉県和光市本町１８ー３
蕨市役所通り 埼玉県蕨市北町２丁目５－１
南７条 札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号
伊勢市曽祢２丁目 三重県伊勢市曽祢２丁目２番地１
桑名広見ヶ丘 三重県桑名市森忠１７４７－７
桑名長島町中央通り 三重県桑名市長島町源部外面山ノ割４２２－１
ナガシマリゾート 三重県桑名市長島町松陰９０３番１
桑名長島町又木 三重県桑名市長島町又木２３８
菰野町吉澤 三重県三重郡菰野町吉澤１７０５－２
四日市ときわ５丁目 三重県四日市市ときわ５－１６６５－３
四日市下さざらい町 三重県四日市市下さざらい町７４９番１
四日市下之宮町 三重県四日市市下之宮町３１４－１
四日市波木町 三重県四日市市笹川９丁目１４－１
四日市笹川９丁目 三重県四日市市笹川９丁目７－３
四日市小杉新町 三重県四日市市小杉新町１５３－１
四日市茂福 三重県四日市市大字茂福字丸ノ内１８７
四日市三重団地入口 三重県四日市市東坂部町字大門７０－２
四日市楠町南五味塚 三重県四日市市楠町南五味塚字新貝１５５番１
四日市日永西２丁目 三重県四日市市日永西２丁目３８４７－１
松阪宮町 三重県松阪市宮町字五反田５４番７
松阪曲町東 三重県松阪市曲町字出口１６２５
松阪大黒田町 三重県松阪市大黒田町字西下野４７２番
松阪大黒田町北 三重県松阪市大黒田町字綿田２２７－５
津市河芸町三行 三重県津市河芸町三行１７３９－１
津市河芸町三行北 三重県津市河芸町三行北１４８９－１
鈴鹿下大久保町 三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４
鈴鹿岸岡町 三重県鈴鹿市岸岡町字北新田１９５８－３８
鈴鹿西条７丁目 三重県鈴鹿市西条７丁目１１番
蔵王みはらしの丘 山形県山形市みはらしの丘１丁目４番地２
山形江南２丁目 山形県山形市江南２丁目５番５７号
山形十日町４丁目 山形県山形市十日町４丁目３－２１
山形西田１丁目 山形県山形市西田１丁目１－１５
山形篭田３丁目 山形県山形市篭田３丁目１－７
酒田法連寺 山形県酒田市法連寺字茅針谷地７１－１
酒田豊里 山形県酒田市豊里字上割１０－１６
上山蔵王の森 山形県上山市蔵王の森８番１号
上山矢来 山形県上山市矢来４丁目９番１号
新庄新町 山形県新庄市新町４番９号
新庄東山 山形県新庄市東谷地田町７－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
山形小国町町原 山形県西置賜郡小国町大字町原堀添六３４２－１
村山白鳥 山形県村山市大字白鳥３７１７ー３
羽黒押口 山形県鶴岡市羽黒町押口字川端１３－３６
鶴岡千石町 山形県鶴岡市千石町１０－４３
鶴岡南バイパス 山形県鶴岡市大字高坂字天王原２１５－５
鶴岡美原町 山形県鶴岡市美原町５－２０
鶴岡布目 山形県鶴岡市布目字宮田１６１－１
東根若木 山形県東根市神町北３丁目１－２２
三川町横山 山形県東田川郡三川町大字横山字横山１３５番３
余目バイパス 山形県東田川郡庄内町余目字滑石４５－１
米沢城西３丁目 山形県米沢市城西３丁目６番１２号
米沢杉の目町 山形県米沢市杉の目町字反町１７２８ー４
宇部恩田町５丁目 山口県宇部市恩田町５丁目５－７
宇部空港通り 山口県宇部市則貞６丁目８－２３
宇部吉見 山口県宇部市大字吉見字畠田１６５５番地１
宇部妻崎開作 山口県宇部市大字妻崎開作８５２－１
宇部興産病院前 山口県宇部市大字西岐波７３０－１
宇部川上 山口県宇部市大字川上３３３番１
宇部中山 山口県宇部市大字中山７８６－３
宇部岬町 山口県宇部市岬町２丁目１３３４－１
下関一の宮東 山口県下関市一の宮東町２丁目２７９－１
下関吉見 山口県下関市永田本町１丁目５番２７号
下関汐入 山口県下関市汐入町１－４
下関秋根東町 山口県下関市秋根東町１０－２１
下関清末 山口県下関市清末千房２丁目１－２５号
下関生野町 山口県下関市生野町２丁目１番５号
下関川中豊町 山口県下関市川中豊町３丁目２番２５号
下関吉田 山口県下関市大字吉田字植田８２１番地１
下関小野 山口県下関市大字小野字高松４９２番地１０
下関長府警察署前 山口県下関市長府才川１丁目４１－１７
長府侍町 山口県下関市長府侍町２－３－６
下関競艇場前 山口県下関市長府松小田東町６番１５号
下関彦島向井町 山口県下関市彦島向井町２丁目８－７
下松末武上 山口県下松市大字末武上字上中島１０７０－１
玖珂千束 山口県岩国市玖珂町千束６６１１－１
岩国平田 山口県岩国市平田５丁目２８－１１
山口由宇 山口県岩国市由宇町南１－３－１
岩国和木３丁目 山口県玖珂郡和木町和木３丁目３番３７号
光市中央１丁目 山口県光市中央１丁目５番１８号
山口阿知須中之坪 山口県山口市阿知須７０２７－１
山口下小鯖 山口県山口市下小鯖２７０６番１
山口吉敷下東 山口県山口市吉敷下東２－１４－８
山口秋穂東 山口県山口市秋穂東字北原６９３－１
山口小郡黄金町 山口県山口市小郡黄金町１３－４１
山口インター 山口県山口市大内長野４６８ー１
山口大内矢田 山口県山口市大内矢田北４丁目１０番１０号
山口朝田 山口県山口市朝田１０７６－１
山口朝田バイパス 山口県山口市朝田２０４７－７
山口湯田中学校前 山口県山口市楠木町８－１
山口白石 山口県山口市白石２丁目５番６号
山陽小野田新生 山口県山陽小野田市新生３丁目３番２０号
山陽小野田厚陽 山口県山陽小野田市大字郡字東原３１６７－１
山口厚狭本町 山口県山陽小野田市大字厚狭４６１－１
山陽小野田山野井 山口県山陽小野田市大字山野井１１２０－１
小野田竜王山公園入口 山口県山陽小野田市大字小野田８３８－５
周南原宿 山口県周南市原宿町８９番地
周南戸田 山口県周南市戸田２７４５－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
周南江の宮 山口県周南市秋月１丁目８番１０号
徳山下上 山口県周南市大字下上１９７１－７
周南大河内 山口県周南市大字大河内字三反田２５８番１
周南二番町 山口県周南市二番町４１１６
長門仙崎 山口県長門市仙崎４０２－１
長門東深川 山口県長門市東深川字土井ノ内２６５３－１
萩反射炉前 山口県萩市大字椿東４９０１番地１
防府佐野 山口県防府市大字佐野字上自力１３８９－１
防府大崎 山口県防府市大字大崎字矢部４１１－１
柳井天神 山口県柳井市天神１７番２０号
甲州塩山下於曽 山梨県甲州市塩山下於曽１５６４
甲州塩山千野 山梨県甲州市塩山千野４１０
甲斐竜王駅前 山梨県甲斐市富竹新田３４０－１
甲府丸の内２丁目 山梨県甲府市丸の内２丁目６－５
甲府桜井町 山梨県甲府市桜井町６４３－１
甲府住吉５丁目 山梨県甲府市住吉５丁目２３－１４
甲府貢川アルプス通り 山梨県甲府市上石田１ー１４ー１８
甲府市城東４丁目 山梨県甲府市城東４丁目１３番７号
甲府川田町 山梨県甲府市川田町８２７－１
甲府増坪町 山梨県甲府市増坪町一丁畑１４４－１
甲府国母工業団地 山梨県甲府市大里町１０３２－１
甲府大里 山梨県甲府市大里町１６６９－１
甲府富士屋ホテル 山梨県甲府市湯村３－２－３０
甲府武田 山梨県甲府市武田３丁目２－２０
山梨三ヶ所北 山梨県山梨市東後屋敷５６８－１
山梨北 山梨県山梨市北２２６
上野原四方津 山梨県上野原市四方津９７９－１
山梨六郷町 山梨県西八代郡市川三郷町岩間４６１２
市川大門三郡橋東 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１３８４－１
田富リバーサイド 山梨県中央市山之神２９５４
玉穂若宮北 山梨県中央市若宮４２－４
昭和西条 山梨県中巨摩郡昭和町西条２４９４－１０
笛吹一宮坪井 山梨県笛吹市一宮町坪井２６３－１
石和温泉駅前 山梨県笛吹市石和町駅前３番５
都留田野倉 山梨県都留市田野倉４５０ー１
南アルプス上今諏訪 山梨県南アルプス市上今諏訪１１３９－１
南アルプス西南湖 山梨県南アルプス市西南湖２８－３
白根町西野 山梨県南アルプス市西野２３３５－１
南アルプス櫛形総合公園 山梨県南アルプス市桃園１４９３
南アルプス藤田 山梨県南アルプス市藤田２１６８－３
南アルプス白根 山梨県南アルプス市飯野２４８４
富士川鰍沢口 山梨県南巨摩郡富士川町駅前通２丁目３６６８－１
増穂長沢新町 山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３６６－３
都留西桂町 山梨県南都留郡西桂町小沼２０８－４
河口湖新倉トンネル 山梨県南都留郡富士河口湖町河口５４５
河口湖河口 山梨県南都留郡富士河口湖町河口８５１－１
河口湖大橋南 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６８－６
河口湖船津登山道 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６７７３
富士吉田上宿 山梨県富士吉田市上吉田５１－５
富士吉田おひめ坂通り 山梨県富士吉田市竜ケ丘２丁目６番１１号
長坂インター東 山梨県北杜市高根町五町田１０４１－１
高根箕輪 山梨県北杜市高根町箕輪３１９８－３
長坂駅前通り 山梨県北杜市長坂町長坂上条２５７５－４８
北杜武川 山梨県北杜市武川町牧原６８８－１
愛知川豊満 滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２
安土常楽寺 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１９９３－１
近江八幡江頭町 滋賀県近江八幡市江頭町本尺寺４３３
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店名 住所
近江八幡駅東 滋賀県近江八幡市鷹飼町北４丁目１－１２
草津青地町 滋賀県草津市青地町５２２番地
南草津 滋賀県草津市野路１丁目９－１４
大津国分１丁目 滋賀県大津市国分１丁目２４－１６
大津坂本３丁目 滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１
大津瀬田西インター 滋賀県大津市瀬田３丁目２４－６
長浜祇園町 滋賀県長浜市祇園町１３８－１１
長浜球場前 滋賀県長浜市宮司町１４７番地
長浜八幡中山町 滋賀県長浜市八幡中山町３９１番地
能登川垣見 滋賀県東近江市垣見町１３６９
彦根小泉町 滋賀県彦根市小泉町１２８－１　
彦根新海町 滋賀県彦根市新海町２１８３他１２筆
野洲中主 滋賀県野洲市吉地５９６－１０
野洲栄 滋賀県野洲市小篠原１８２５－３
野洲市役所前 滋賀県野洲市小篠原字木ノ下２０５７－６
串木野インター 鹿児島県いちき串木野市上名１７４－１
串木野浜ケ城 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１６７番３号
加治木小学校前 鹿児島県姶良市加治木町反土２９７４－１
姶良西餅田 鹿児島県姶良市西餅田１８９－１
姶良東餅田 鹿児島県姶良市東餅田２３４４－１
伊佐大口大田 鹿児島県伊佐市大口大田字高柳牟田１１７３－１
伊佐大口鳥巣 鹿児島県伊佐市大口鳥巣字中水流１１２６番地
さつま町宮之城屋地 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１０５７番１
薩摩川内宮内町 鹿児島県薩摩川内市宮内町２０３１－１
薩摩川内大小路町 鹿児島県薩摩川内市大小路町３４－１３
薩摩川内中郷４丁目 鹿児島県薩摩川内市中郷４丁目２２番地
志布志町安楽 鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１
有明町伊崎田 鹿児島県志布志市有明町伊崎田１０８６－４
指宿山川大山 鹿児島県指宿市山川大山１０２９－３
鹿児島木材港入口 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２８－２７
鹿児島喜入 鹿児島県鹿児島市喜入町７５－１
鹿児島原良 鹿児島県鹿児島市原良４丁目２７番２２号
鹿児島坂之上４丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上４丁目３－２０
鹿児島坂之上６丁目 鹿児島県鹿児島市坂之上６丁目５４３１番２
鹿児島山田町 鹿児島県鹿児島市山田町２２７８－１
鹿児島小山田町 鹿児島県鹿児島市小山田町３５２２－３
鹿児島上福元町 鹿児島県鹿児島市上福元町３７５１－１
鹿児島城西３丁目 鹿児島県鹿児島市城西３丁目６－１
鹿児島城南町 鹿児島県鹿児島市城南町３番２
鹿児島下福元町 鹿児島県鹿児島市西谷山２丁目１８番１号
鹿児島西郷団地入口 鹿児島県鹿児島市田上８丁目３１番８号
鹿児島東郡元町 鹿児島県鹿児島市東郡元町１０－２７
鹿児島東谷山６丁目 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３３番２５号
末吉諏訪方 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８００９－１
伊集院猪鹿倉 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉１０７
国分山下 鹿児島県霧島市国分山下町１７９２－２
道の駅十文字 秋田県横手市十文字町字海道下２１番地４
横手八幡 秋田県横手市八幡字上長田２２
潟上天王二田 秋田県潟上市天王字二田２１９－５
鹿角花輪北 秋田県鹿角市花輪字小坂１４番１
秋田卸町３丁目 秋田県秋田市卸町３丁目１番２号
秋田寺内蛭根 秋田県秋田市寺内蛭根１丁目３番３４
秋田手形西谷地 秋田県秋田市手形字西谷地３１
秋田泉北３丁目 秋田県秋田市泉北３丁目３－１８
秋田土崎港北７丁目 秋田県秋田市土崎港北７丁目５－１６
秋田東通８丁目 秋田県秋田市東通８丁目３番１号
秋田東通仲町 秋田県秋田市東通仲町３－２４
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大館御成町 秋田県大館市御成町３丁目６番７７号
大仙四ツ屋 秋田県大仙市四ツ屋字上前村１１６－５
大仙大曲須和町１丁目 秋田県大仙市大曲須和町１丁目６番４０号
大仙飯田 秋田県大仙市飯田字大道端１３
湯沢山田 秋田県湯沢市字上荻生田１０３番１
湯沢千石町１丁目 秋田県湯沢市千石町１丁目１－２６
羽後西馬音内 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野３２番６
東所沢駅前 所沢市本郷１０９１ー３
小樽緑 小樽市緑２ー１３ー１
阿賀野保田 新潟県阿賀野市保田３０１９－１
下越北吉田 新潟県燕市吉田鴻巣１－１
燕東太田 新潟県燕市大字東太田２８５０ー１
加茂大郷町 新潟県加茂市大郷町２－４７３
中越刈羽 新潟県刈羽郡刈羽村下高町４８８ー１
関川土沢 新潟県岩船郡関川村大字土沢８０５番
魚沼広神下田 新潟県魚沼市下田３２５－１
見附上新田町 新潟県見附市上新田町２３７２－１
見附新町３丁目 新潟県見附市新町３丁目１０８番１９号
五泉船越 新潟県五泉市大字船越字堤西９
五泉東本町 新潟県五泉市東本町２丁目５番１２号
五泉論瀬 新潟県五泉市論瀬５７８６
三条上保内 新潟県三条市上保内字砂押甲７５９－１
三条新堀 新潟県三条市新堀１７５１－１
三条西裏館 新潟県三条市西裏館２丁目３９９－１
中越栄町今井 新潟県三条市大字今井字川原８７４－４
三条滝谷 新潟県三条市大字滝谷字大坪１０７
三条塚野目 新潟県三条市塚野目６－１２７５－１
中越栄善久寺 新潟県三条市福島新田丁６３４－８
三条北入蔵１丁目 新潟県三条市北入蔵１丁目２０７番
糸魚川青海 新潟県糸魚川市大字寺地砂畑２１７－１
十日町下条 新潟県十日町市下条３ー４４８ー１
中越松代 新潟県十日町市松代字梶名５９５８
越後中里村田沢 新潟県十日町市上山己２７６１
小千谷東 新潟県小千谷市旭町５ー２
上越五智１丁目 新潟県上越市五智１丁目１３番６号
上越西田中 新潟県上越市大字西田中字畑ケ田２０５－１
上越名立 新潟県上越市名立区名立大町３９７０
上越頸城下中島 新潟県上越市頸城区下中島２３９
亀田曙 新潟県新潟市江南区曙１丁目８番３１号
新潟北山 新潟県新潟市江南区北山１９１－１
新潟荻島 新潟県新潟市秋葉区荻島３丁目１３番２号
新潟車場 新潟県新潟市秋葉区車場４－１２－３９
新津東町 新潟県新潟市秋葉区新津東町１丁目２４０－２
新潟滝谷町 新潟県新潟市秋葉区滝谷町６－１３
新潟みずき野 新潟県新潟市西区みずき野２丁目１７－１８
新潟新通 新潟県新潟市西区新通２１９５番地１
新潟平島２丁目 新潟県新潟市西区平島２丁目５番１３号
新潟槙尾 新潟県新潟市西区槙尾１７０－２
新潟有明 新潟県新潟市西区有明町１－２１
新潟上所 新潟県新潟市中央区上所上２丁目１番３号
新潟新和１丁目 新潟県新潟市中央区新和１丁目１－２３
新潟弁天橋通 新潟県新潟市中央区長潟８５４－１
新潟鳥屋野２丁目 新潟県新潟市中央区鳥屋野２丁目１７－２１
新潟入船 新潟県新潟市中央区入船町４丁目３９２４番１
新潟和合町１丁目 新潟県新潟市中央区和合町１丁目１０－２２
新潟牡丹山 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目２４－２
新潟幸栄 新潟県新潟市東区幸栄３－１０－１７
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新潟若葉町 新潟県新潟市東区若葉町２丁目４番５１号
新潟秋葉通 新潟県新潟市東区秋葉通３丁目１２－１
新潟竹尾３丁目 新潟県新潟市東区竹尾３丁目２４－５
新潟中野山 新潟県新潟市東区中野山５丁目１２番６号
新潟東中野山 新潟県新潟市東区東中野山６丁目２番３号
新潟浜谷町 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目５－３２
豊栄嘉山 新潟県新潟市北区嘉山６丁目１番２１号
豊栄太田 新潟県新潟市北区太田甲５６４９－３
弥彦麓 新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓３０９９
村上インター 新潟県村上市上助渕字谷地１８３９－１
村上仲間町 新潟県村上市仲間町字坂下６０５－３
胎内黒川 新潟県胎内市黒川１６２８番２４
胎内長橋 新潟県胎内市長橋上３４－１
長岡下々条 新潟県長岡市下々条町２８４５－１
長岡宮内駅前通り 新潟県長岡市曲新町３丁目１１－１７
長岡小国町 新潟県長岡市小国町七日町字中川原２６９７－２
長岡上富岡 新潟県長岡市上富岡１丁目２０番
栃尾新栄町 新潟県長岡市新栄町２－３－４０
下越三川 新潟県東蒲原郡阿賀町石間３８１４
越後田上 新潟県南蒲原郡田上町田上丙６５０－１
中越湯沢神立 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１４６２ー１
南魚沼青木新田 新潟県南魚沼市青木新田字幅上８７２番１
南魚沼竹俣新田 新潟県南魚沼市竹俣新田１－８
中越塩沢中央 新潟県南魚沼市中字天小３９０－１
愛川角田 神奈川県愛甲郡愛川町角田２４５３－１
愛川中津 神奈川県愛甲郡愛川町中津３９０７－１
綾瀬吉岡東 神奈川県綾瀬市吉岡東４－１－６０
綾瀬深谷浅間橋 神奈川県綾瀬市深谷１８５６－１
綾瀬早川 神奈川県綾瀬市深谷４１４２－１
綾瀬工業団地 神奈川県綾瀬市深谷上５－１－３
綾瀬深谷中５丁目 神奈川県綾瀬市深谷中５丁目２－３
綾瀬深谷南１丁目 神奈川県綾瀬市深谷南１－１５－３１
綾瀬早川虚空蔵橋 神奈川県綾瀬市早川２１５３－１
伊勢原１丁目 神奈川県伊勢原市伊勢原１丁目１８番１７号
伊勢原下糟屋歌川 神奈川県伊勢原市歌川３－１－１
伊勢原笠窪 神奈川県伊勢原市笠窪３５２番地１
伊勢原高森 神奈川県伊勢原市高森７６９－１６
伊勢原池端 神奈川県伊勢原市池端４１９－１５
伊勢原坪ノ内 神奈川県伊勢原市坪ノ内５２－８
伊勢原板戸 神奈川県伊勢原市板戸５６４－４
伊勢原工業団地 神奈川県伊勢原市板戸８９４－１
横須賀長沢駅前 神奈川県横須賀市グリーンハイツ３ー２
横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１
横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２－８－１９
浦賀 神奈川県横須賀市浦賀３－１６－４
横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号
横須賀久比里 神奈川県横須賀市久比里１－１９－９
久里浜 神奈川県横須賀市久里浜６丁目３番７号
横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２丁目２－７
横須賀根岸町５丁目 神奈川県横須賀市根岸町５丁目１８－１
横須賀三春公園前 神奈川県横須賀市三春町１丁目１３－１７
横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２
横須賀上町 神奈川県横須賀市上町２ー７
横須賀大津町 神奈川県横須賀市大津町２－１－１５
大矢部 神奈川県横須賀市大矢部１－１０－１５
横須賀長沢１丁目 神奈川県横須賀市長沢１－５－５
横須賀日の出町３丁目 神奈川県横須賀市日の出町３－２０－２
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横須賀武山 神奈川県横須賀市武２丁目１０番６号
横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１－５
横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１－７－１４
横須賀林１丁目 神奈川県横須賀市林１丁目２２番１号
横浜さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘７８－４
横浜左近山団地 神奈川県横浜市旭区市沢町１２３９－１
Ｉｉｎｇ若葉台団地ふれあい広場 神奈川県横浜市旭区若葉台３－６－１
横浜川井宿町 神奈川県横浜市旭区川井宿町１－２
横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７
横浜鶴ヶ峰本町南 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３５－２５
横浜鶴ヶ峰本町１丁目 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１丁目１２－２２
横浜南万騎が原 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１３
横浜上中里南 神奈川県横浜市磯子区上中里町８５１
ＡＩＭ大船ガーデンアソシエ 神奈川県横浜市栄区笠間３－４５
横浜栄長沼町 神奈川県横浜市栄区長沼町１４３－１
横浜福浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目７－４２
横浜並木２丁目 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－２
横浜片吹 神奈川県横浜市金沢区片吹６９－１７
横浜六浦２丁目 神奈川県横浜市金沢区六浦２－５－１０
横浜原宿 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－１５－１０
横浜戸塚旭町通り 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１６－４０
横浜戸塚郵便局前 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４０１４－１
横浜深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５１５－１
横浜東戸塚駅東口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１６－５
横浜戸塚平戸東海道 神奈川県横浜市戸塚区平戸１丁目１番１号
横浜戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６
横浜笹下５丁目 神奈川県横浜市港南区笹下５－１０－４３
横浜上大岡西２丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３
横浜上大岡東１丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡東１丁目１８５－１
横浜東芹が谷 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１１－２３
横浜下永谷駅前 神奈川県横浜市港南区日限山１－５８－２９
横浜日野５丁目 神奈川県横浜市港南区日野５－３－８
横浜日野中央３丁目 神奈川県横浜市港南区日野中央３－２２－１１
横浜菊名３丁目 神奈川県横浜市港北区菊名３丁目２０－３５
横浜綱島上町 神奈川県横浜市港北区綱島上町４０－１
横浜綱島西６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島西６丁目３－２０
横浜綱島駅北口 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６
横浜大綱橋 神奈川県横浜市港北区綱島東１－５－６
横浜岸根公園 神奈川県横浜市港北区篠原西町２３ー１７
横浜小机町 神奈川県横浜市港北区小机町４５０－１
新横浜２丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１８
横浜樽町２丁目 神奈川県横浜市港北区樽町２－９－１
横浜妙蓮寺 神奈川県横浜市港北区仲手原２－２２
横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７
横浜日吉普通部通り 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１８－５
横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－４１－１９
横浜日吉本町４丁目 神奈川県横浜市港北区日吉本町４丁目１５－４１
横浜高島台 神奈川県横浜市神奈川区高島台２０－１０
横浜上反町 神奈川県横浜市神奈川区上反町２－１６－５
横浜菅田町 神奈川県横浜市神奈川区菅田町３３０
横浜西大口 神奈川県横浜市神奈川区西大口１２５－３
横浜大口駅南 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３５－１
横浜大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３８－４
横浜大口通 神奈川県横浜市神奈川区大口通２８－２
横浜ポートサイドプレイス 神奈川県横浜市神奈川区大野町１－２５
横浜阿久和西３丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－９
横浜下瀬谷２丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２丁目１１－５
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横浜瀬谷５丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５丁目１番
横浜瀬谷二ツ橋 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１７３－３
横浜平沼橋駅前 神奈川県横浜市西区西平沼町４－１
横浜浅間町１丁目 神奈川県横浜市西区浅間町１－７－１３
横浜浅間町５丁目 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８９番地２
横浜浅間下 神奈川県横浜市西区楠町１８－４
横浜高島橋 神奈川県横浜市西区平沼１－１－３
横浜荏田町 神奈川県横浜市青葉区荏田町１４１０ー１
横浜新石川 神奈川県横浜市青葉区荏田町９４－４
横浜榎が丘 神奈川県横浜市青葉区榎が丘２７番３
横浜青葉総合庁舎前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１３７５－１
横浜市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町４１１－３
横浜新石川１丁目 神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目９－１４
横浜青葉台北 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－３２－５
横浜青葉台駅前 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１０－２０
横浜鉄町北 神奈川県横浜市青葉区鉄町１７６０－１
横浜田奈駅東 神奈川県横浜市青葉区田奈町５－１３
横浜美しが丘西３丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－５１－７
横浜西が岡 神奈川県横浜市泉区西が岡２ー９ー１１
横浜泉領家４丁目 神奈川県横浜市泉区領家４－１－１
横浜緑園６丁目 神奈川県横浜市泉区緑園６－１－１６
横浜和泉町三ツ俣 神奈川県横浜市泉区和泉中央北１丁目１－２０
横浜伊勢佐木町７丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５４－２
横浜元浜町３丁目 神奈川県横浜市中区元浜町３丁目２３
横浜山手本牧通り 神奈川県横浜市中区上野町１－２７－１
横浜太田町６丁目 神奈川県横浜市中区太田町６－７３
横浜弥生町３丁目 神奈川県横浜市中区弥生町３丁目２６－３
横浜駒岡３丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３－１９－３
横浜駒岡４丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－２１－７
横浜上末吉３丁目 神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－１２－７
横浜尻手３丁目 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目６－８
横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２－６２－４
横浜鶴見中央２丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号
横浜馬場５丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場５－１０－２７
平安町 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－５２－６
横浜北寺尾４丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾４－１－１
横浜北寺尾７丁目 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－８－６
横浜すみれが丘 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘２－６
港北東急 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１
港北サウスウッド 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１
横浜牛久保１丁目 神奈川県横浜市都筑区牛久保１丁目１－７
横浜牛久保東１丁目 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１－２２－３
横浜池辺町不動原 神奈川県横浜市都筑区池辺町２４４５－１
横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９
横浜永田台 神奈川県横浜市南区永田台１－１
横浜榎町２丁目 神奈川県横浜市南区榎町２－６６－３
よこはまばし 神奈川県横浜市南区真金町２－１７－５
横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２－５－２
横浜釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町１－１
横浜保土ケ谷公園前 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字向原１００６－５
横浜峰沢町西 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町３８３
横浜鴨居東 神奈川県横浜市緑区鴨居１－３－１５
横浜長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１
海老名中新田２丁目 神奈川県海老名市中新田２丁目１７番２２号
海老名中野 神奈川県海老名市中野２－１１－５２
鎌倉岩瀬北 神奈川県鎌倉市岩瀬１２７３－１
鎌倉山崎 神奈川県鎌倉市山崎３８－２
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鎌倉城廻 神奈川県鎌倉市城廻７９９－１
鎌倉常盤 神奈川県鎌倉市常盤２１２－１
鎌倉津西 神奈川県鎌倉市津西１－８－１４
茅ヶ崎出口町 神奈川県茅ヶ崎市出口町４－７７
茅ヶ崎松林２丁目 神奈川県茅ヶ崎市松林２－１６－３８
厚木愛甲南 神奈川県厚木市愛甲１丁目１１－７
厚木愛名 神奈川県厚木市愛名８７１－１
厚木岡津古久 神奈川県厚木市岡津古久７６－１
厚木インター北 神奈川県厚木市岡田３００８番１
厚木岡田 神奈川県厚木市岡田３１３６
厚木恩名３丁目 神奈川県厚木市恩名３丁目４番３７号
厚木下荻野北 神奈川県厚木市下荻野９８０－１
厚木下川入東 神奈川県厚木市下川入３７２－１
厚木及川 神奈川県厚木市及川８９１－１
厚木市戸田 神奈川県厚木市戸田１０９３番
厚木戸沢橋 神奈川県厚木市戸田４５５－１
厚木妻田 神奈川県厚木市妻田東３ー２ー７
厚木上荻野 神奈川県厚木市上荻野８６８－４
厚木水引 神奈川県厚木市水引２－１－３５
厚木飯山北 神奈川県厚木市飯山１０８５－４
厚木飯山南 神奈川県厚木市飯山３２９７－１
厚木緑ケ丘 神奈川県厚木市緑ヶ丘１－１１－１１
寒川一之宮３丁目 神奈川県高座郡寒川町一之宮３－３－１５
寒川駅前 神奈川県高座郡寒川町岡田９６０
さむかわ中央公園前 神奈川県高座郡寒川町宮山９６７－１
寒川倉見南町 神奈川県高座郡寒川町倉見１６４７番地
寒川倉見西 神奈川県高座郡寒川町倉見６１８－１
座間ひばりが丘４丁目 神奈川県座間市ひばりが丘４丁目９－１７
座間２丁目 神奈川県座間市座間２丁目２７５
座間小松原２丁目 神奈川県座間市小松原２ー１７ー２４
座間相武台東 神奈川県座間市相武台３丁目２２番３２号
座間相模が丘南 神奈川県座間市相模が丘４－７４－１０
座間南栗原３丁目 神奈川県座間市南栗原３－５－１
葉山一色 神奈川県三浦郡葉山町一色１８１８
三浦初声 神奈川県三浦市初声町入江１３０－２３
三浦赤羽根 神奈川県三浦市初声町和田２７４７－７
小田原下大井 神奈川県小田原市下大井３８５－１
小田原下堀西 神奈川県小田原市下堀８９－１
小田原２５５西大友 神奈川県小田原市桑原２１３－１
小田原桑原 神奈川県小田原市桑原５２０－１
小田原多古 神奈川県小田原市多古３７３－１
小田原鴨宮駅南 神奈川県小田原市南鴨宮３丁目５１－１
小田原南町 神奈川県小田原市南町２－１－５３
小田原飯田岡 神奈川県小田原市飯田岡７３－２０
小田原本町 神奈川県小田原市本町２－７－６
秦野戸川 神奈川県秦野市戸川３６５－１
秦野戸川東 神奈川県秦野市戸川４４８－５
秦野今川町 神奈川県秦野市今川町８－５
秦野渋沢２丁目 神奈川県秦野市渋沢２－１１－５
秦野曽屋東 神奈川県秦野市曽屋７９２
秦野渋沢 神奈川県秦野市萩ヶ丘１－７
秦野文化会館通り 神奈川県秦野市堀西１２－１
秦野堀西 神奈川県秦野市堀西９０９
逗子小坪 神奈川県逗子市小坪７丁目７－１６
逗子インター西 神奈川県逗子市沼間３－８－３
逗子５丁目 神奈川県逗子市逗子５－１０－３５
川崎宮前 神奈川県川崎市宮前区宮崎６－８－６
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川崎犬蔵２丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２－１２－３５
川崎鷺沼中央 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－２－１
川崎菅生１丁目 神奈川県川崎市宮前区菅生１－８－２５
川崎宮前平駅西 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－２
川崎馬絹神社前 神奈川県川崎市宮前区馬絹１０１９－１
川崎馬絹東 神奈川県川崎市宮前区馬絹１５３０
川崎向丘出張所前 神奈川県川崎市宮前区平１－１－１３
川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区野川３０３０－３０
川崎有馬７丁目 神奈川県川崎市宮前区有馬７－１２－１
川崎古川町 神奈川県川崎市幸区古川町１０２
川崎小倉 神奈川県川崎市幸区小倉３丁目２１番１４号
川崎神明町 神奈川県川崎市幸区神明町１ー５
川崎宇奈根 神奈川県川崎市高津区宇奈根６１８－２
川崎蟹ヶ谷北 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１３１
川崎蟹ヶ谷 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１９３－３
川崎久末北 神奈川県川崎市高津区久末１９６５－１
川崎久末団地 神奈川県川崎市高津区久末３３８ー３
川崎溝口３丁目 神奈川県川崎市高津区溝口３－９－８
川崎坂戸２丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目８番５号
川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６
川崎高津諏訪 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目１１－１６
川崎二子 神奈川県川崎市高津区二子６－１－７
川崎二子６丁目 神奈川県川崎市高津区二子６丁目６－１
川崎野川くぬぎ坂 神奈川県川崎市高津区野川３７３６
川崎高津野川 神奈川県川崎市高津区野川４０１２
川崎八丁畷駅前 神奈川県川崎市川崎区下並木３２－１
川崎さつき橋 神奈川県川崎市川崎区境町１１－２４
川崎境町 神奈川県川崎市川崎区境町１５－１９
川崎川中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区川中島２－１－１
川崎四ツ角 神奈川県川崎市川崎区大島３ー１５ー１５
川崎中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区中島２丁目１７－１０
川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－６
川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１９－６
向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４４－３０
川崎菅１丁目 神奈川県川崎市多摩区菅１－６－５
京王稲田堤駅前 神奈川県川崎市多摩区菅２－１０－２３
川崎中野島４丁目 神奈川県川崎市多摩区中野島４丁目２２－１１
川崎長尾橋 神奈川県川崎市多摩区長尾４－３－２５
川崎登戸西 神奈川県川崎市多摩区登戸１０６８
川崎枡形６丁目 神奈川県川崎市多摩区枡形６－８－７
川崎下小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区下小田中１－１９－１２
川崎向河原駅前 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番
川崎下新城２丁目 神奈川県川崎市中原区下新城２丁目４－２５
川崎市ノ坪南 神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１
川崎武蔵中原駅北口 神奈川県川崎市中原区上小田中６－２３－１
川崎ガス橋通り 神奈川県川崎市中原区上平間１９０ー２３
川崎木月 神奈川県川崎市中原区木月２－１５－５
川崎木月伊勢町 神奈川県川崎市中原区木月伊勢町９－２０
川崎下麻生団地 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－３５－１
川崎麻生警察署前 神奈川県川崎市麻生区古沢１０９－３
川崎若葉台駅前 神奈川県川崎市麻生区黒川６０１ー１
川崎新百合ヶ丘東 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１
相模原宮下３丁目 神奈川県相模原市中央区宮下３－１３－１
相模原上溝６丁目 神奈川県相模原市中央区上溝６－１－２９
相模原中央 神奈川県相模原市中央区中央３－２－１９
相模原市民会館前 神奈川県相模原市中央区中央３丁目１１－１１
相模原田名四ツ谷 神奈川県相模原市中央区田名４４３０－１
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相模原田名望地 神奈川県相模原市中央区田名８５４９－５
相模原東淵野辺５丁目 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－２－１５
相模原淵野辺駅北口 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１－１４
相模原淵野辺４丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目３３－２２
相模原淵野辺本町４丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町４丁目３７－１４
相模原磯部 神奈川県相模原市南区磯部１４１０－１
谷口 神奈川県相模原市南区上鶴間本町１－３７－３０
相模原西大沼５丁目 神奈川県相模原市南区西大沼５－２－２
相模原双葉 神奈川県相模原市南区双葉２－４－１０
ボーノ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目３番２
相模大野４丁目 神奈川県相模原市南区相模大野４－５－１７
相模原相模大野６丁目 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－８
７ＦＳ北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１
相模原中ノ原 神奈川県相模原市緑区下九沢１６４３－１
神奈川藤野町 神奈川県相模原市緑区吉野２４１
相模原橋本８丁目 神奈川県相模原市緑区橋本８－１１－３
７ＦＳアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２
相模原橋本駅東 神奈川県相模原市緑区東橋本１－２４－１５
相模原二本松３丁目 神奈川県相模原市緑区二本松３－１９－８
湯河原城堀 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀６２－４
湯河原鍛冶屋 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋３９４ー３
箱根湯本駅前 神奈川県足柄下郡箱根町湯本６９３－１
開成町牛島 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１丁目１番地１
開成町円通寺 神奈川県足柄上郡開成町円通寺１８０－１
開成町宮台 神奈川県足柄上郡開成町宮台１１５６番地
松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８５３
大井町金子南 神奈川県足柄上郡大井町金子１６２８－１
中井町遠藤 神奈川県足柄上郡中井町遠藤２６８－１２
大和渋谷３丁目 神奈川県大和市渋谷３ー９ー１
大和上和田 神奈川県大和市上和田１８２６－１
大和鶴間駅西口 神奈川県大和市西鶴間１－１－１
大和中央６丁目 神奈川県大和市中央６丁目９－１
大和南林間７丁目 神奈川県大和市南林間７丁目２５－１１
大和福田 神奈川県大和市福田１９９５番地１
大和福田中央 神奈川県大和市福田２３３９番１２
大和福田東 神奈川県大和市福田５６８２－６
大和柳橋１丁目 神奈川県大和市柳橋１丁目５番１
大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷５３９－４
二宮駅南口 神奈川県中郡二宮町二宮２０８
藤沢遠藤滝の沢 神奈川県藤沢市遠藤１３２５ー３
藤沢慶応大学前 神奈川県藤沢市遠藤４２５２－１
藤沢長後南 神奈川県藤沢市下土棚３１５－２
藤沢亀井野北 神奈川県藤沢市亀井野３８６－１
鵠沼海岸 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－５－６
藤沢湘南台２丁目 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２－６
藤沢湘南台７丁目 神奈川県藤沢市湘南台７丁目１７－１１
藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４
藤沢朝日町 神奈川県藤沢市朝日町１３－７
藤沢辻堂高砂 神奈川県藤沢市辻堂６－４－５
藤沢辻堂太平台２丁目 神奈川県藤沢市辻堂太平台２－９－８
藤沢藤が岡 神奈川県藤沢市柄沢１７８－１
藤沢弥勒寺２丁目 神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号
南足柄関本 神奈川県南足柄市関本７１８
南足柄千津島 神奈川県南足柄市千津島３００１番地４
南足柄大口橋 神奈川県南足柄市怒田１８７６
平塚下島 神奈川県平塚市下島９０－１
平塚寺田縄 神奈川県平塚市寺田縄１１
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平塚大島 神奈川県平塚市大島４０６－２
平塚中原２丁目 神奈川県平塚市中原２丁目１－２８
平塚中原北 神奈川県平塚市中原２丁目８－２１
平塚田村６丁目 神奈川県平塚市田村６－７－２４
平塚纒 神奈川県平塚市徳延１３１ー４
平塚徳延 神奈川県平塚市徳延４６６
平塚南原１丁目 神奈川県平塚市南原１丁目２２－１４
平塚富士見町 神奈川県平塚市富士見町１１－３３
平塚北豊田 神奈川県平塚市北豊田１２０－１
飯田町 成田市飯田町１３６－３
つがる柏インター 青森県つがる市柏下古川絹森２６３－６
三沢中央町４丁目 青森県三沢市中央町４丁目１番３
三沢日の出４丁目 青森県三沢市日の出４丁目９４－３１８
青森沖館１丁目 青森県青森市沖館１丁目１－１
青森浜田２丁目 青森県青森市浜田２丁目１６－４
青森妙見３丁目 青森県青森市妙見３丁目３－３７
青森浪岡中央 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松１３５－６
八戸小中野６丁目 青森県八戸市小中野６－８－１８
八戸高岩 青森県八戸市大字上野堀端３番７
八戸新井田重地 青森県八戸市大字新井田字重地１８番地６
八戸長苗代２丁目 青森県八戸市長苗代２丁目１９番１０号
八戸市庁前 青森県八戸市内丸１丁目２番２２
八戸八太郎２丁目 青森県八戸市八太郎２丁目１番７７号
八戸湊高台２丁目 青森県八戸市湊高台２丁目２番３
伊東宇佐美 静岡県伊東市宇佐美１１３１－１３
伊東吉田 静岡県伊東市吉田１３６－１
伊東大原１丁目 静岡県伊東市大原１丁目４－９
天城湯ヶ島 静岡県伊豆市湯ヶ島１－１１
下田蓮台寺 静岡県下田市河内１７１－５
下田東本郷 静岡県下田市東本郷１丁目８番２号
西伊豆堂ヶ島 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科字三堂２９０９－６
伊豆稲取 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１６４２－１
伊豆稲取温泉口 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取２８４７－１
掛川葛川 静岡県掛川市葛川３４２－１
掛川杉谷 静岡県掛川市杉谷２丁目２－１８
菊川加茂 静岡県菊川市加茂６２４５
新居文化公園前 静岡県湖西市新居町内山２０６７－６
新居町浜名 静岡県湖西市新居町浜名１８０－２
湖西太田 静岡県湖西市太田１１０－７
湖西白須賀南 静岡県湖西市白須賀車返４２５－２
御前崎白羽 静岡県御前崎市白羽５９２８－１
御殿場野中 静岡県御殿場市新橋字大沢１３２３－１
御殿場神山 静岡県御殿場市神山１０９２－１
三島加屋町 静岡県三島市加屋町５－４
三島二日町 静岡県三島市南二日町２０－５
駿東小山町用沢 静岡県駿東郡小山町用沢５８８－１
清水町上徳倉 静岡県駿東郡清水町上徳倉１１３７－１
清水町中徳倉 静岡県駿東郡清水町中徳倉１２－１
長泉中土狩北 静岡県駿東郡長泉町中土狩５６８番１
長泉なめり南 静岡県駿東郡長泉町納米里４８０番１
沼津岡一色北 静岡県沼津市岡一色４６２－１
沼津本町 静岡県沼津市下本町３５
沼津西沢田東 静岡県沼津市西沢田２７１番３
沼津港 静岡県沼津市千本東町３１－１
静岡横内 静岡県静岡市葵区横内町７２
静岡千代田５丁目 静岡県静岡市葵区千代田５丁目１－１
静岡南沼上 静岡県静岡市葵区南沼上３－１１－８
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静岡平和３丁目 静岡県静岡市葵区平和３丁目３－１３
静岡みずほ 静岡県静岡市駿河区みずほ３－１－２
静岡下島 静岡県静岡市駿河区下島４２８番地２
静岡小黒 静岡県静岡市駿河区小黒１丁目１０－２１
静岡森下町 静岡県静岡市駿河区森下町１－３０
静岡聖一色 静岡県静岡市駿河区聖一色４１－１
静岡池田 静岡県静岡市駿河区池田６５０番２
静岡南町 静岡県静岡市駿河区南町９－１
静岡馬渕３丁目 静岡県静岡市駿河区馬渕３丁目５番２８号
静岡敷地 静岡県静岡市駿河区敷地１－２８－１８
静岡登呂ＳＳ 静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０
静岡用宗 静岡県静岡市駿河区用宗２丁目１１－１
清水蒲原新栄 静岡県静岡市清水区蒲原新栄１１７
清水西高町 静岡県静岡市清水区西高町１５３
清水折戸２丁目 静岡県静岡市清水区折戸２丁目５－１
清水草薙 静岡県静岡市清水区草薙３５
清水追分２丁目 静岡県静岡市清水区追分２丁目１０５－１
清水由比神沢 静岡県静岡市清水区由比１８６－１
清水由比 静岡県静岡市清水区由比字ヌクイ４２７番４
袋井大門 静岡県袋井市大門１６－１
島田元島田 静岡県島田市元島田９３４６－１
島田川根町 静岡県島田市川根町身成３３４２－１
島田大井町 静岡県島田市大井町６－３
藤枝五十海３丁目 静岡県藤枝市五十海３丁目２０番
藤枝高柳２丁目 静岡県藤枝市高柳２－１４－１８
藤枝青木２丁目 静岡県藤枝市青木２丁目１８番１６号
藤枝前島 静岡県藤枝市前島２丁目６番１５号
藤枝大東町 静岡県藤枝市大東町２６７－２
藤枝音羽町 静岡県藤枝市茶町４丁目１９－８
藤枝藤岡５丁目 静岡県藤枝市藤岡５丁目３９９－７
磐田元天神 静岡県磐田市見付元天神町１６８７－３
磐田小島 静岡県磐田市小島７８０－１
磐田中野 静岡県磐田市中野２０８番地５
浜松神原町 静岡県浜松市西区神原町８１６－２
浜松曳馬５丁目 静岡県浜松市中区曳馬５－２２－２５
浜松海老塚１丁目 静岡県浜松市中区海老塚１丁目１４－６
浜松高丘東 静岡県浜松市中区高丘東３－１４－７
浜松泉２丁目 静岡県浜松市中区泉２丁目２９－８
浜松商工会議所会館 静岡県浜松市中区東伊場２－７－１
浜松イーストタウン 静岡県浜松市中区板屋町５７１番地
浜松自動車街 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町１３０３－１
浜松小池南 静岡県浜松市東区小池町２６７７－１
浜松大瀬町 静岡県浜松市東区大瀬町字鷺宮４６２
浜松大島南 静岡県浜松市東区大島町６３２－５
浜松有玉西 静岡県浜松市東区有玉西町１３３０－２
浜松金折町 静岡県浜松市南区金折町６９９－１
浜松飯田北 静岡県浜松市南区飯田町１１８
浜北寺島 静岡県浜松市浜北区寺島３１６８－１
浜北小松東 静岡県浜松市浜北区小松４６３０－３
浜北染地台 静岡県浜松市浜北区染地台６丁目１０番１０
浜北平口南 静岡県浜松市浜北区平口２３５１－１
引佐井伊谷 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷２４１３－２
細江気賀 静岡県浜松市北区細江町気賀２７２３－１
浜松新都田 静岡県浜松市北区新都田２－３３－２７
引佐井伊谷北 静岡県浜松市北区神宮寺町２３－３０
富士宮三園平 静岡県富士宮市宮北町１０２
富士宮杉田 静岡県富士宮市杉田５１８－２
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富士宮朝日町 静岡県富士宮市朝日町１４８８－８
富士宮万野原西 静岡県富士宮市万野原新田３８９２－１
富士宮淀平町 静岡県富士宮市淀平町６８０
富士バイパス 静岡県富士市五貫島１１５－１
富士市御幸町 静岡県富士市御幸町４－１
富士市松岡西 静岡県富士市松岡１６０５番地４
富士市四ツ家 静岡県富士市松岡７６１ー１
富士市松岡南 静岡県富士市松富町５
富士市三ツ倉 静岡県富士市中野６０４ー１
富士市富士根 静岡県富士市天間７３２番地１
富士市伝法上中 静岡県富士市伝法１５７９－１
富士市比奈 静岡県富士市比奈１２８９ー２
牧之原中 静岡県牧之原市中字七ノ坪１１５２番１
牧之原波津東 静岡県牧之原市波津１６３１－８
牧之原波津 静岡県牧之原市波津３７－２
石川本宮 石川郡石川町大字双里字本宮６８ー１
かほく長柄町 石川県かほく市高松ロ２６８－１
加賀作見町 石川県加賀市作見町ニ２７
加賀市役所前 石川県加賀市大聖寺東町４－１６
津幡横浜 石川県河北郡津幡町字横浜い１４７－１
津幡太田 石川県河北郡津幡町字太田ち３１－１
金沢横川６丁目 石川県金沢市横川６丁目１８４－１
金沢京町 石川県金沢市京町２番２６号
金沢古府１丁目 石川県金沢市古府１丁目５４
金沢三池 石川県金沢市三池栄町２９３
金沢諸江町 石川県金沢市諸江町中丁１６３－４
金沢泉野出町１丁目 石川県金沢市泉野出町１丁目１６－１７
金沢福増町 石川県金沢市福増町北１３８２－１
金沢有松５丁目 石川県金沢市有松５丁目４５番１
中能登羽坂 石川県鹿島郡中能登町羽坂の部１５番地１
小松インター 石川県小松市小島町ル３３－１
小松日の出町２丁目 石川県小松市日の出町２丁目１０１
川北橘 石川県能美郡川北町橘オ５１番１
能美辰口 石川県能美市辰口町９７９－２
鶴来白山町 石川県白山市白山町１９６－１
仙台沖野 仙台市若林区沖野２ー１０ー６０
神田淡路町ワテラス 千代田区神田淡路町２丁目１０５番地
上総夷隅 千葉県いすみ市苅谷１０７２－１
旭中央病院前 千葉県旭市イー１６１８ー１
旭井戸野 千葉県旭市井戸野２５８－１
海上見広 千葉県旭市蛇園字舟川８３２－１
旭川口 千葉県旭市川口３４３８－１０
旭干潟駅前 千葉県旭市二６３６１－７
上総大多喜駅前 千葉県夷隅郡大多喜町久保１２３
大多喜船子 千葉県夷隅郡大多喜町船子９２－１
印西中央南 千葉県印西市中央南１－１－２
印西竹袋 千葉県印西市木下南２丁目１９番３
浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５
湖北台 千葉県我孫子市湖北台３－３－１
我孫子高野山 千葉県我孫子市高野山２９６－１
我孫子新々田 千葉県我孫子市新々田字三畝割９５－２
我孫子都部 千葉県我孫子市都部３５－１
我孫子並木５丁目 千葉県我孫子市並木５－５－５
鎌ケ谷北中沢１丁目 千葉県鎌ケ谷市北中沢１－６－５
鴨川広場 千葉県鴨川市広場８４２－３
鴨川長狭中学校前 千葉県鴨川市大川面字東板屋１００６－１
天津小湊 千葉県鴨川市内浦４０６番地
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館山稲 千葉県館山市稲５２８－１
館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５
館山高井 千葉県館山市高井１５８４－３
館山自衛隊前 千葉県館山市沼９８６ー２
館山駅前 千葉県館山市北条字浜通１８３４ー１１
東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５７８－２
香取市佐原駅前 千葉県香取市佐原イ７４－１１
香取与田浦 千葉県香取市佐原ハ５００１－４２
山田大角 千葉県香取市大角字かにはら１６５０番地４
香取津宮 千葉県香取市津宮４１３２
香取小見川 千葉県香取市八日市場１３４８－７
小見川木内 千葉県香取市木内１００－１
佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１
佐倉王子台２丁目 千葉県佐倉市王子台２丁目１２番２５
佐倉下志津 千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１
佐倉城内町 千葉県佐倉市城内町２７６－５
佐倉西志津６丁目 千葉県佐倉市西志津６－１－３
佐倉染井野３丁目 千葉県佐倉市染井野３－４０－７
松尾八田 千葉県山武市松尾町八田２５６７
山武日向 千葉県山武市椎崎３４２－３
山武市役所前 千葉県山武市殿台２０１－２
蓮沼郵便局前 千葉県山武市蓮沼ハ－９０３
四街道一丁目 千葉県四街道市四街道１丁目６－１
市原ちはら台 千葉県市原市ちはら台西５－５－１３
市原青葉台入口 千葉県市原市姉崎２５７２－１
市原辰巳台西１丁目 千葉県市原市辰巳台西１－１－５
市原能満 千葉県市原市能満字上大堀１５３１－２３
市原馬立 千葉県市原市馬立３４３
市川鬼越１丁目 千葉県市川市鬼越１－５－１
市川行徳駅西 千葉県市川市行徳駅前２－２５－１８
市川田尻１丁目 千葉県市川市田尻１丁目１０－１４
東菅野 千葉県市川市東菅野３ー１ー１１
市川柏井町３丁目 千葉県市川市柏井町３丁目６７３番地３
八幡 千葉県市川市八幡２－３－２２
実籾 千葉県習志野市実籾４－１－１
習志野大久保 千葉県習志野市大久保２－１－１
習志野谷津１丁目 千葉県習志野市谷津１丁目１８－４６
東習志野６丁目 千葉県習志野市東習志野６－１５－２１
習志野本大久保南 千葉県習志野市本大久保２－７－１
五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８－７５
松戸松飛台駅北 千葉県松戸市紙敷１丁目５番１２
松戸第五中学校前 千葉県松戸市秋山２丁目２３番地の６
松戸小金原４丁目 千葉県松戸市小金原４丁目１－１
松戸陣ケ前 千葉県松戸市松戸２２６９－６
松戸松飛台 千葉県松戸市松飛台３９２－１
松戸五香駅西口 千葉県松戸市常盤平５丁目１９－１
新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８５
新松戸５丁目 千葉県松戸市新松戸５丁目１２４番
松戸日暮 千葉県松戸市日暮２－１５－１２
下総滑川 千葉県成田市滑川菊水７７
成田御所の内 千葉県成田市御所の内１８－９　
成田公津の杜２丁目 千葉県成田市公津の杜２丁目３－３
成田飯田町西 千葉県成田市飯田町字西向野１４３－６７
稲毛東 千葉県千葉市稲毛区稲毛東１－１１－７
千葉作草部 千葉県千葉市稲毛区作草部１－４－１６
千葉作草部町 千葉県千葉市稲毛区作草部町４７１－１
千葉山王町北 千葉県千葉市稲毛区山王町４７―１
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千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１
千葉作新台４丁目 千葉県千葉市花見川区作新台４－６－２４
千葉柏井１丁目 千葉県千葉市花見川区柏井１丁目３７－２０
千葉朝日ヶ丘 千葉県千葉市花見川区畑町６７６－１
北幕張 千葉県千葉市花見川区武石町１－５７６
千葉犢橋町 千葉県千葉市花見川区犢橋町１４５７－１
千葉桜木８丁目 千葉県千葉市若葉区桜木８－２９－１
千葉若松町 千葉県千葉市若葉区若松町５３１－４０
千葉小倉南 千葉県千葉市若葉区小倉町７７６－１
千葉宮崎１丁目 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８
千葉宮崎町中央 千葉県千葉市中央区宮崎町４８４－１
西千葉駅南口 千葉県千葉市中央区春日２－１３－１０
西千葉本通り 千葉県千葉市中央区松波２丁目８－５
千葉中央３丁目 千葉県千葉市中央区中央３丁目３－８
千葉南生実町 千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１
千葉白旗 千葉県千葉市中央区白旗２ー１２ー１３
千葉弁天４丁目 千葉県千葉市中央区弁天４丁目１１番
千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－１２
千葉祐光２丁目 千葉県千葉市中央区祐光２－１３－７
千葉高洲 千葉県千葉市美浜区高洲３－１１－２
千葉土気駅前 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－１９－８
千葉あすみが丘１丁目 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目４４－２
船橋薬円台公園前 千葉県船橋市習志野台４丁目７２番２０号
船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５
船橋前原西２丁目 千葉県船橋市前原西２－２１－１０
船橋前原西 千葉県船橋市前原西２－３４－２０
船橋田喜野井４丁目 千葉県船橋市田喜野井４－３０－１６
船橋本中山６丁目 千葉県船橋市本中山６－１０－１
袖ヶ浦宮田大橋 千葉県袖ケ浦市下宮田字中谷３０番２
袖ヶ浦上泉 千葉県袖ケ浦市上泉１００９－１
袖ヶ浦のぞみ野通り北 千葉県袖ケ浦市蔵波字正源戸９９４－７
袖ヶ浦蔵波台６丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台６－１０－１
袖ヶ浦代宿 千葉県袖ケ浦市代宿８３－２８
袖ケ浦飯富 千葉県袖ケ浦市飯富８８０
大網白里みやこ野 千葉県大網白里市みやこ野２丁目１番１
大網白里市役所前 千葉県大網白里市大網１３１－１２
大網白里南今泉 千葉県大網白里市南今泉３９９－１
銚子ドーバーライン 千葉県銚子市三崎町２－２５９９－１
銚子松本町 千葉県銚子市松本町３ー２ー２８
長生睦沢 千葉県長生郡睦沢町森８５－１
安房富山高崎 千葉県南房総市高崎１２０２－１
安房和田町南三原 千葉県南房総市和田町下三原４００
沼南しいの木台 千葉県柏市しいの木台３－２６－１
柏旭町８丁目 千葉県柏市旭町８－５－６５
柏吉野沢 千葉県柏市吉野沢１－２
柏の葉キャンパス 千葉県柏市十余二翁台３６３－１５
柏松葉町１丁目 千葉県柏市松葉町１－２－１２
柏松葉町 千葉県柏市松葉町２－１４－１
柏千代田２丁目 千葉県柏市千代田２－７－２０
柏中新宿 千葉県柏市中新宿２ー４ー１
南柏２丁目 千葉県柏市南柏２－１０－１６
柏豊四季南 千葉県柏市豊四季３７２－４
柏明原 千葉県柏市明原３－３－１５
白井清水口 千葉県白井市根１６６７－５
白井ベリーフィールド 千葉県白井市根１９１９－５
白井大山口 千葉県白井市根１９４６－１
白井折立 千葉県白井市木８３２－１
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八千代勝田台駅前 千葉県八千代市勝田台１－１３－１
八千代大和田バイパス 千葉県八千代市大和田新田３８０－５
八千代台南 千葉県八千代市八千代台南１－２５－１１
富里日吉台 千葉県富里市日吉台５丁目１番１号
茂原中の島 千葉県茂原市下永吉６６６番
茂原上永吉 千葉県茂原市上永吉５１３－５
茂原早野 千葉県茂原市早野１０７６
茂原橘樹神社前 千葉県茂原市本納１９０１番
木更津清見台２丁目 千葉県木更津市清見台２丁目１番２
木更津清見台３丁目 千葉県木更津市清見台３－１－２３
木更津清見台東３丁目 千葉県木更津市清見台東３丁目３２番９
野田下三ヶ尾 千葉県野田市下三ヶ尾３３４－９
野田岩名２丁目 千葉県野田市岩名２丁目２７－１
野田大和田団地 千葉県野田市山崎１２９１－５
野田上花輪 千葉県野田市上花輪６２６－３
野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１
野田谷津 千葉県野田市谷津木戸口１３４５－２
野田尾崎 千葉県野田市尾崎２１５７－１
野田木野崎 千葉県野田市木野崎１６４６－３１
流山駒木 千葉県流山市駒木４９３－６
流山三輪野山４丁目 千葉県流山市三輪野山４丁目１２－１９
流山西初石３丁目 千葉県流山市西初石３丁目１３－４
流山おおたかの森西 千葉県流山市西初石５－６５－１
流山セントラルパーク 千葉県流山市前平井字ゑぼうち１１
流山南 千葉県流山市大字木２３２
南流山東 千葉県流山市南流山１－４－３
流山野々下 千葉県流山市野々下５丁目１０６２－４
千葉あすみが丘東 千葉市緑区あすみが丘東１－１９－２
川崎東有馬 川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０
川崎出来野 川崎市川崎区出来野１１ー２５
川崎中野島 川崎市多摩区中野島６ー２６ー１２
足立舎人２丁目 足立区舎人２ー２１ー１０
茨木五十鈴町 大阪府茨木市五十鈴町５－２８
茨木桑原 大阪府茨木市大字桑原２０１番２
茨木穂積台 大阪府茨木市穂積台５５５－１
羽曳野高鷲 大阪府羽曳野市高鷲１０丁目８－２
河内長野本町 大阪府河内長野市本町２３－１２
岸和田下松町 大阪府岸和田市下松町９２０－１
岸和田宮本町 大阪府岸和田市宮本町１２－２５
岸和田小松里町 大阪府岸和田市小松里町２０４９
交野倉治９丁目 大阪府交野市倉治９丁目２６７５番３
高槻日吉台 大阪府高槻市宮ヶ谷町２７－１
高槻松川町 大阪府高槻市松川町２１－１０
高槻城西町 大阪府高槻市城西町１１－１６
高槻城西町北 大阪府高槻市城西町３－５
高槻城東町 大阪府高槻市城東町２－１０
高槻川添１丁目 大阪府高槻市川添１丁目１８－５
高槻大冠町 大阪府高槻市大冠町３－１－１
高槻柱本 大阪府高槻市柱本６－１－３
高槻南芥川町 大阪府高槻市南芥川町１４－１６
ミューズ高槻 大阪府高槻市白梅町３
高槻富田５丁目 大阪府高槻市富田町５－１－１４
堺北瓦町１丁 大阪府堺市堺区北瓦町１丁５－２８
堺土師町１丁 大阪府堺市中区土師町１丁１１－２６号
堺大美野東 大阪府堺市東区大美野２－１０
初芝駅東 大阪府堺市東区日置荘西町３丁１－１
堺赤坂台６丁 大阪府堺市南区赤坂台６丁２０－１１
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島本高浜 大阪府三島郡島本町高浜３丁目６－２１
四條畷塚脇町 大阪府四條畷市塚脇町６－１０
守口金田町２丁目 大阪府守口市金田町２丁目２８５－８
松原天美東２丁目 大阪府松原市天美東２丁目５５－１
寝屋川松屋町 大阪府寝屋川市松屋町１７－２８
寝屋川打上中町 大阪府寝屋川市打上中町１－２
吹田佐井寺４丁目 大阪府吹田市佐井寺４丁目２７－５
吹田山田東１丁目 大阪府吹田市山田東１丁目３８番１号
吹田山田東４丁目 大阪府吹田市山田東４－１２－２２
吹田垂水町１丁目 大阪府吹田市垂水町１丁目２０－１８
吹田竹見台 大阪府吹田市竹見台３丁目６－１
吹田朝日が丘 大阪府吹田市朝日が丘町３３－１
摂津東一津屋 大阪府摂津市東一津屋１１－７
泉佐野上町１丁目 大阪府泉佐野市上町１丁目４－１
泉大津綾井 大阪府泉大津市綾井４９－１
泉大津下之町 大阪府泉大津市下之町１－２９
泉大津東雲町 大阪府泉大津市東雲町１５－４１
岬町淡輪中 大阪府泉南郡岬町淡輪１１３７－１
大阪狭山東野中 大阪府大阪狭山市東野中２－９７９－２
大阪磯路２丁目 大阪府大阪市港区磯路２丁目２０－１
大阪市岡元町１丁目 大阪府大阪市港区市岡元町１丁目２－２７
大阪田中１丁目 大阪府大阪市港区田中１－８－２４
大阪南市岡３丁目 大阪府大阪市港区南市岡３－２－２４
大阪四貫島２丁目 大阪府大阪市此花区四貫島２－４－１
大阪春日出中１丁目 大阪府大阪市此花区春日出中１丁目１－１８
大阪長居１丁目 大阪府大阪市住吉区長居１－２－２
大阪東粉浜１丁目 大阪府大阪市住吉区東粉浜１丁目６番１７号
大阪南住吉２丁目 大阪府大阪市住吉区南住吉２－２３－７
地下鉄蒲生４丁目駅前 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７番４号
大阪諏訪４丁目 大阪府大阪市城東区諏訪４丁目１－２６
大阪巽南３丁目 大阪府大阪市生野区巽南３丁目３番１２号
大阪中川５丁目 大阪府大阪市生野区中川５－１３－１４
大阪境川１丁目 大阪府大阪市西区境川１丁目１－３１
大阪九条南２丁目 大阪府大阪市西区九条南２丁目６－１０
大阪南堀江４丁目 大阪府大阪市西区南堀江４ー３ー１８
大阪立売堀５丁目 大阪府大阪市西区立売堀５丁目４番
大阪岸里３丁目 大阪府大阪市西成区岸里３丁目１－２２
大阪玉出駅東 大阪府大阪市西成区玉出中２丁目１６－１７
大阪御幣島６丁目 大阪府大阪市西淀川区御幣島６丁目３番１号
大阪大野１丁目 大阪府大阪市西淀川区大野１－９－５
大阪大野２丁目 大阪府大阪市西淀川区大野２－１－４３
ＪＲ塚本駅西 大阪府大阪市西淀川区柏里３－５－４
大阪玉造１丁目 大阪府大阪市中央区玉造１－１１－８
大阪鶴見緑地 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１－２６
ハートインＪＲ寺田町駅北口 大阪府大阪市天王寺区大道４丁目１１番２１号
大阪桑津５丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津５－１０－７
大阪白鷺中学校前 大阪府大阪市東住吉区今川４－３－８
大阪今川８丁目 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目１－４
大阪西今川１丁目 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目１１－１６
大阪大桐２丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐２－１－７
大阪加美南３丁目 大阪府大阪市平野区加美南３－９－１９
大阪喜連５丁目 大阪府大阪市平野区喜連５丁目１番３号
大阪長吉出戸２丁目 大阪府大阪市平野区長吉出戸２－４－２９
大阪出戸駅前 大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３
大阪平野駅前 大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３
大阪平野西４丁目 大阪府大阪市平野区平野西４丁目９－１９
大阪三国本町２丁目 大阪府大阪市淀川区三国本町２丁目１３－４１
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大阪三国本町３丁目 大阪府大阪市淀川区三国本町３－１－２
三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－２９－１１
大阪西三国３丁目 大阪府大阪市淀川区西三国３－１１－１４
大阪湊町１丁目 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－５２
大東御領３丁目 大阪府大東市御領３－８－３５
大東新田西町 大阪府大東市新田西町３－２０
大東野崎３丁目 大阪府大東市野崎３丁目５－７
池田井口堂３丁目 大阪府池田市井口堂３丁目４－２７
池田鉢塚３丁目 大阪府池田市鉢塚３丁目１０－１７
東大阪川俣１丁目 大阪府東大阪市川俣１丁目３番２２号
近鉄長瀬駅北 大阪府東大阪市菱屋西１－１７－５
太子春日 大阪府南河内郡太子町春日２７１－１
柏原上市４丁目 大阪府柏原市上市４丁目３－１２
柏原田辺 大阪府柏原市田辺１丁目８－３１
八尾青山町１丁目 大阪府八尾市青山町１丁目４５
八尾八尾木北４丁目 大阪府八尾市八尾木北４丁目９８
富田林西板持 大阪府富田林市西板持町４丁目１００８－１
富田林藤沢台７丁目 大阪府富田林市藤沢台７丁目１９－３７
富田林梅の里 大阪府富田林市梅の里１丁目１５０番８９８
富田林彼方 大阪府富田林市彼方１０００－１
豊中稲津町１丁目 大阪府豊中市稲津町１丁目９－７
豊中宮山町２丁目 大阪府豊中市宮山町２丁目２１－５３
豊中上新田４丁目 大阪府豊中市上新田４－５－５
千里中央駅北 大阪府豊中市新千里東町１丁目２－３
豊中千成町 大阪府豊中市千成町３－２－１１
豊中千里園１丁目 大阪府豊中市千里園１丁目５－１６
豊中服部寿町３丁目 大阪府豊中市服部寿町３丁目３－１８
豊中服部本町１丁目 大阪府豊中市服部本町１丁目５４番
豊中豊南西 大阪府豊中市豊南町西３ー７ー９
豊中螢池中町 大阪府豊中市螢池中町１丁目３番２５号
豊能町ときわ台 大阪府豊能郡豊能町ときわ台４－１７－１６
枚方茄子作南町 大阪府枚方市茄子作南町２５７１
枚方茄子作北町 大阪府枚方市茄子作北町３０－３０
枚方渚西２丁目 大阪府枚方市渚西２丁目５５－１３
枚方津田駅前 大阪府枚方市津田駅前１ー１１ー１０
京阪橋本駅南 大阪府枚方市楠葉中之芝２丁目３５－１１
枚方楠葉朝日３丁目 大阪府枚方市楠葉朝日３丁目５－２８
枚方牧野阪２丁目 大阪府枚方市牧野阪２丁目６－８
枚方野村中町 大阪府枚方市野村中町１８－５
枚方養父西 大阪府枚方市養父西町２０－１５
箕面粟生間谷東 大阪府箕面市粟生間谷東１丁目３１－２０
箕面彩都南 大阪府箕面市彩都粟生南１－１７－３７
箕面西小路 大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２
箕面坊島５丁目 大阪府箕面市坊島５－１－３２
和泉はつが野３丁目 大阪府和泉市はつが野３丁目１３－２
和泉尾井町２丁目 大阪府和泉市尾井町２丁目２番５号
宇佐閤 大分県宇佐市大字閤字屋敷１００
宇佐順風新田 大分県宇佐市大字順風新田字広田３１－１
玖珠大隈 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈１７３－１
大分空港 大分県国東市安岐町下原１３番地
日出暘谷駅前 大分県速見郡日出町３１８５番１
日出佐尾 大分県速見郡日出町字平早水３９０２－１３
大分久原 大分県大分市久原南２丁目８番５号
パークプレイス大分 大分県大分市公園通り西２丁目２
大分山津町２丁目 大分県大分市山津町２丁目６－１７
大分生石５丁目 大分県大分市生石５丁目７６０－７
大分政所 大分県大分市大字政所３７８８番１
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大分大道町 大分県大分市大道町３丁目１番３３号
大分中央町４丁目 大分県大分市中央町４丁目５番
大分府内町２丁目 大分県大分市府内町２丁目７２－１
大分明野南３丁目 大分県大分市明野南３丁目２４０５番２
中津牛神 大分県中津市大字牛神２２０－６
中津万田 大分県中津市万田２６５－１
日田三本松２丁目 大分県日田市三本松２丁目２１２－２
日田本町 大分県日田市本町９番２３号
別府杉乃井ホテル 大分県別府市観海寺１
別府大学前 大分県別府市上人西２組１
別府石垣西 大分県別府市石垣西１０丁目４－５４
別府北中 大分県別府市大字鶴見字石田９１番１
別府大畑 大分県別府市大畑４組２
別府田の湯町 大分県別府市田の湯町８番１３号
豊後大野三重大原 大分県豊後大野市三重町赤嶺字松久保２６８５番地６
雲仙瑞穂 長崎県雲仙市瑞穂町古部甲字下伏尾５３４－１
佐世保江上町 長崎県佐世保市江上町９３６－１
佐世保駅前 長崎県佐世保市三浦町３３７
佐世保大和町 長崎県佐世保市大和町９３９－１４
佐世保日野町 長崎県佐世保市日野町１９１７－１
西海鳥加郷 長崎県西海市西彼町鳥加郷１７４３
時津左底郷 長崎県西彼杵郡時津町左底郷字浜田３２－１
時津西時津郷 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷８４７－４
長与まなび野 長崎県西彼杵郡長与町高田郷９２２－１
長与嬉里氷取 長崎県西彼杵郡長与町字氷取１１４３－１
大村協和町 長崎県大村市杭出津３丁目３８４
大村松並１丁目 長崎県大村市松並１丁目１５７－２５
大村東三城町 長崎県大村市東三城町６８
長崎花園町 長崎県長崎市花園町６－１２
琴海戸根 長崎県長崎市琴海戸根町２９１４－１
長崎古河町 長崎県長崎市古河町２６－１
長崎深堀町 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０
長崎西山２丁目 長崎県長崎市西山２丁目２番７３
長崎中川１丁目 長崎県長崎市中川１丁目１－１
長崎末石町 長崎県長崎市末石町３７０－１２
島原北門町 長崎県島原市北門町１２９７－１
東彼杵川棚 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３６－１
東彼杵蔵本郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１５５３
東彼杵八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷１０１０－１
南島原口之津 長崎県南島原市口之津丁字西新開５７４１
平戸大橋 長崎県平戸市岩の上町８４２
平戸田平東 長崎県平戸市田平町山内免４１－１９
諫早宇都町 長崎県諫早市宇都町２３０－１
諫早永昌町 長崎県諫早市永昌町５７７－１
諫早小船越町 長崎県諫早市小船越町４－５
諫早仲沖町 長崎県諫早市仲沖町１７－１０
諫早馬渡町 長崎県諫早市馬渡町８番９
安曇野住吉 長野県安曇野市三郷温７０１６－５
安曇野穂高 長野県安曇野市穂高２６３５
西穂高 長野県安曇野市穂高８１４８－１
豊科高家 長野県安曇野市豊科高家５１２３番地９
堀金烏川 長野県安曇野市堀金烏川４９７３－６
明科中川手 長野県安曇野市明科中川手２９６２－１
高遠小原 長野県伊那市高遠町小原６５７－１
伊那みすず 長野県伊那市日影７１ー１
塩尻広丘吉田 長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１
岡谷長地 長野県岡谷市長地源２丁目３１６８－１
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岡谷湊５丁目 長野県岡谷市湊５丁目２０－１
駒ケ根梨の木 長野県駒ヶ根市梨の木１５６５３－２
佐久野沢 長野県佐久市取出町４７２－２
佐久新子田 長野県佐久市新子田東内池１６８０－６
佐久長土呂北 長野県佐久市長土呂字南下原７６０－１
佐久平賀 長野県佐久市平賀字山崎２９２０－２
小諸御影新田 長野県小諸市大字御影新田２６０３－１
小諸耳取 長野県小諸市大字耳取字牛原３７３－７
松本梓川氷室 長野県松本市梓川倭２６５３－２
松本梓川倭 長野県松本市梓川倭９２８－１
松本今井 長野県松本市今井１２７９ー２
笹部 長野県松本市笹部２－２－２２
松本女鳥羽１丁目 長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１
松本芳川村井町 長野県松本市村井町南４丁目３番１８号
松本南和田 長野県松本市和田中西原４４６８－２
箕輪中箕輪 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３３６６－２
上田古里 長野県上田市古里１４８番地２
上田バイパス 長野県上田市上田１３５４－１
菅平高原 長野県上田市菅平高原字菅平１２２３－１６４１
上田大屋 長野県上田市大屋３８７－３
上田小牧 長野県上田市大字小牧字本麦田１０９ー１
諏訪湖畔 長野県諏訪市湖岸通り４丁目２番２０号
諏訪武津 長野県諏訪市四賀武津６７
須坂春木町 長野県須坂市須坂９８０－１
須坂市役所前 長野県須坂市大字小山１２８９－１
須坂新町 長野県須坂市大字須坂字八木沢８５６－７
戸倉若宮 長野県千曲市若宮１１０７－１
大町九日町 長野県大町市大字大町４２０４－１
大町上橋 長野県大町市大町６８４２－１
中野市南宮 長野県中野市大字中野字南宮３５４－１
中野市豊津 長野県中野市大字豊津字土浮３８１－１
安茂里駅西 長野県長野市安茂里小市１ー３ー３５
長野稲里 長野県長野市稲里中央１丁目１番１号
善光寺下 長野県長野市三輪７－７－１
長野川中島駅前 長野県長野市川中島町上氷鉋１３６８－７
長野南堀 長野県長野市大字南堀字槻井２２７－８
長野大豆島東 長野県長野市大豆島４１８９－１
長野上野田中 長野県長野市田中１２７４ー１
長野平林 長野県長野市平林２丁目１１番４０号
東部加沢 長野県東御市加沢１１６７－１
東部滋野 長野県東御市滋野乙２５１１－２
飯山日赤前 長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１
信濃池田会染 長野県北安曇郡池田町大字会染９００７－２３
琴浦逢束 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束字鈴野１０６８－１
米子河崎 鳥取県米子市河崎３３０９－６
米子角盤町２丁目 鳥取県米子市角盤町２丁目１１１
米子車尾南１丁目 鳥取県米子市車尾南１丁目４５０番２
米子米原５丁目 鳥取県米子市米原５－４９１
八戸田向 都市計画事業土地区画整理事業保留地６１街区５号
安来飯島町 島根県安来市飯島町４０１
益田かもしま西町 島根県益田市かもしま西町１－２
益田横田町 島根県益田市横田町１８５０－１
江津二宮 島根県江津市二宮町神主ハ３１５－１
出雲西新町 島根県出雲市西新町１丁目２４５３－７
出雲大津新崎２丁目 島根県出雲市大津新崎町２丁目２８番
出雲白枝町 島根県出雲市白枝町８６０番１
松江春日 島根県松江市黒田町７７－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
松江宍道大森 島根県松江市宍道町佐々布７２１－１
松江上乃木９丁目 島根県松江市上乃木９丁目１６４０－１
松江千鳥町 島根県松江市千鳥町７８番地１
浜田国分 島根県浜田市国分町１７４９－８
浜田三隅町 島根県浜田市三隅町向野田６１９番５
浜田相生町 島根県浜田市相生町４２５０
あきる野二宮 東京都あきる野市小川７３４－１
稲城百村 東京都稲城市百村２１１５－１７
稲城市平尾 東京都稲城市平尾２ー８ー３
矢野口中央 東京都稲城市矢野口１２６９
京王読売ランド前 東京都稲城市矢野口２２８１
羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７
羽村川崎１丁目 東京都羽村市川崎１－８－１２
葛飾高砂３丁目 東京都葛飾区高砂３丁目２８番３号
葛飾六貫橋 東京都葛飾区新宿３丁目２８番４
葛飾新宿４丁目 東京都葛飾区新宿４丁目９番６号
葛飾内野 東京都葛飾区新宿５－２２－１５
葛飾水元３丁目 東京都葛飾区水元３－１７－１０
葛飾西亀有３丁目 東京都葛飾区西亀有３－３２－１
葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４
東金町 東京都葛飾区東金町３ー１７ー１１
葛飾東堀切１丁目 東京都葛飾区東堀切１－１８－６
葛飾堀切７丁目 東京都葛飾区堀切７－３２－５
葛飾立石３丁目 東京都葛飾区立石３－５－６
江戸川一之江２丁目 東京都江戸川区一之江２－１－２
江戸川５丁目中央 東京都江戸川区江戸川５－１３－１４
江戸川小松川２丁目 東京都江戸川区小松川２－４－３－１０１
江戸川上一色 東京都江戸川区上一色１－４－１６
江戸川新堀２丁目 東京都江戸川区新堀２丁目３－１
江戸川清新プラザ 東京都江戸川区清新町１－３－１０
江戸川西葛西４丁目 東京都江戸川区西葛西４－２－１４
江戸川鹿骨 東京都江戸川区西篠崎１－２－４
江戸川船堀４丁目 東京都江戸川区船堀４－２－２
江戸川中央１丁目 東京都江戸川区中央１－１－２０
江戸川葛西駅南 東京都江戸川区中葛西５－１９－２１
江戸川東瑞江１丁目 東京都江戸川区東瑞江１－３８－１
江戸川東瑞江鎌田 東京都江戸川区東瑞江２丁目２８番１１
篠崎 東京都江戸川区南篠崎町１ー２６ー２１
江戸川二枚橋 東京都江戸川区南小岩４－９－７
南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９
江戸川南小岩８丁目 東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号
平井２丁目 東京都江戸川区平井２－２２－１２
平井６丁目 東京都江戸川区平井６－２３－２１
江戸川平井７丁目 東京都江戸川区平井７－２５－１５
江戸川北葛西２丁目 東京都江戸川区北葛西２－２２－１５
江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８
江戸川北小岩７丁目 東京都江戸川区北小岩７－１６－１９
牡丹 東京都江東区牡丹３－２０－４
亀戸十三間通り 東京都江東区亀戸２－３６－１３
森下 東京都江東区森下３－１－１１
江東千石１丁目 東京都江東区千石１丁目７－２８
東雲 東京都江東区東雲１－８－１７
江東区役所前 東京都江東区東陽５－３１－１７
豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４
豊洲５丁目 東京都江東区豊洲５－６－３６
江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５
江東門前仲町１丁目 東京都江東区門前仲町１－１６－１
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「トゲデマル」プレゼントキャンペーン実施店舗リスト
店名 住所
赤坂６丁目 東京都港区赤坂６－１４－１５
港区南青山７丁目中央 東京都港区南青山７丁目１０番３号
港区白金１丁目南 東京都港区白金１丁目２５－２０
白金台駅前 東京都港区白金台３丁目２番３号
港区一の橋 東京都港区麻布十番４－１－８
荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４
荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３
荒川西尾久７丁目 東京都荒川区西尾久７－４－９
東日暮里 東京都荒川区東日暮里３－３３－６
三河島駅前 東京都荒川区東日暮里６－１－１
東尾久 東京都荒川区東尾久２－４４－１１
荒川東尾久２丁目 東京都荒川区東尾久２－７－１２
荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６
国分寺西元町 東京都国分寺市西元町３－８－７
西恋ヶ窪２丁目 東京都国分寺市西恋ヶ窪２－１５－２
西国分寺駅前 東京都国分寺市泉町２丁目９番１号
国分寺東戸倉 東京都国分寺市東戸倉２ー１ー２
東恋ケ窪２丁目 東京都国分寺市東恋ケ窪２丁目１２－４
国分寺富士本２丁目 東京都国分寺市富士本２－２３－３
国立谷保駅北口 東京都国立市富士見台１－１７－９
国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７
狛江駅前 東京都狛江市元和泉１－８－８
下連雀 東京都三鷹市下連雀２ー２７ー８
南浦 東京都三鷹市下連雀６－１５－２７
三鷹下連雀９丁目 東京都三鷹市下連雀９－１１－１４
三鷹武蔵境通り 東京都三鷹市上連雀９－４０－１３
三鷹新川１丁目 東京都三鷹市新川１丁目１１－１２
三鷹新川２丁目 東京都三鷹市新川２丁目９－２３
三鷹牟礼６丁目 東京都三鷹市牟礼６丁目１－１７
三鷹牟礼７丁目 東京都三鷹市牟礼７－６－１７
渋谷広尾５丁目 東京都渋谷区広尾５－８－１８
渋谷西原１丁目 東京都渋谷区西原１丁目１５－１０
小金井北大通り 東京都小金井市梶野町４－１－３６
小金井緑町１丁目 東京都小金井市緑町１－６－１６
小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５
小平小川上宿 東京都小平市小川町１－４５１－１
新小平駅前 東京都小平市小川町２－１２１２－１
小平中島町 東京都小平市中島町２８ー１０
昭島朝日町２丁目 東京都昭島市朝日町２－３－１４
昭島昭和の森 東京都昭島市田中町６０２－９
昭島拝島町４丁目 東京都昭島市拝島町４－１７－２８
昭島福島町１丁目 東京都昭島市福島町１－２２－１１
高田馬場３丁目 東京都新宿区高田馬場３－５－３
新宿若松町 東京都新宿区若松町３１－８
新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３
阿佐谷北５丁目 東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１
井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３
下井草 東京都杉並区下井草３－３８－１１
桜上水駅北 東京都杉並区下高井戸３－２－１２
杉並高円寺北１丁目 東京都杉並区高円寺北１－１７－５
高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４
杉並松ノ木２丁目 東京都杉並区松ノ木２－３９－７
杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３－２２－１
杉並桃井４丁目 東京都杉並区桃井４－１３－１１
杉並南荻窪４丁目 東京都杉並区南荻窪４丁目２９番９号
新高円寺駅前 東京都杉並区梅里１－７－７－１０３
方南１丁目 東京都杉並区方南１丁目１２－１４
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店名 住所
杉並大宮 東京都杉並区堀ノ内１－１４－２
永福北口 東京都杉並区和泉３－３１－５
世田谷鎌田２丁目 東京都世田谷区鎌田２ー２２ー８
世田谷砧３丁目 東京都世田谷区砧３－４－６
二子玉川駅西 東京都世田谷区玉川３－１１－７
世田谷玉堤１丁目 東京都世田谷区玉堤１－２７－１５
世田谷経堂３丁目 東京都世田谷区経堂３－２１－６
世田谷豪徳寺１丁目 東京都世田谷区豪徳寺１－１９－４
世田谷桜丘５丁目 東京都世田谷区桜丘５－２０－７
世田谷サザエさん通り 東京都世田谷区桜新町１－３２－１
世田谷桜新町１丁目 東京都世田谷区桜新町１丁目１８－１４
三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１１
若林陸橋 東京都世田谷区若林２－３２－１５
世田谷若林４丁目 東京都世田谷区若林４－３－１１
世田谷上北沢 東京都世田谷区上北沢５丁目１－１
世田谷１丁目 東京都世田谷区世田谷１ー１０ー１８
世田谷成城６丁目 東京都世田谷区成城６－９－７
世田谷下高井戸 東京都世田谷区赤堤５－３０－１５
世田谷祖師谷１丁目 東京都世田谷区祖師谷１－１０－５
世田谷榎 東京都世田谷区祖師谷６－３３－１５
等々力駅前 東京都世田谷区等々力３ー２２ー９
世田谷南烏山６丁目 東京都世田谷区南烏山６－２８－６
世田谷粕谷３丁目 東京都世田谷区粕谷３丁目１９
世田谷北烏山８丁目 東京都世田谷区北烏山８－２３－１５
下北沢駅南口 東京都世田谷区北沢２－１１－８
世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５
清瀬下宿２丁目 東京都清瀬市下宿２－４５６－１
清瀬元町１丁目 東京都清瀬市元町１丁目１４－２６
西東京中町２丁目 東京都西東京市中町２－７－１７
西東京東町４丁目 東京都西東京市東町４－１－９
柳沢 東京都西東京市柳沢１－１１－７
西東京緑町２丁目 東京都西東京市緑町２－１４－２２
青梅河辺町８丁目 東京都青梅市河辺町８－９－３
青梅新町２丁目 東京都青梅市新町２丁目１－８
法政大学市ヶ谷キャンパス 東京都千代田区富士見２丁目１７－１
足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９
足立伊興小西 東京都足立区伊興４－２０－６
足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３
足立江北１丁目 東京都足立区江北１丁目３３番１９号
足立江北３丁目 東京都足立区江北３－２１－１
足立新広橋 東京都足立区佐野１－３５－３
足立鹿浜 東京都足立区鹿浜６－３６－１２
足立舎人４丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人４－１１－２４
足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５－２１－３０
足立西綾瀬３丁目 東京都足立区西綾瀬３丁目１４－７
足立西新井５丁目 東京都足立区西新井５－８－８
足立西新井栄町１丁目 東京都足立区西新井栄町１－１８－１
西新井駅東 東京都足立区西新井栄町１－８－２
足立西新井栄町３丁目 東京都足立区西新井栄町３－１８－１１
足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４
足立西新井本町４丁目 東京都足立区西新井本町４丁目３０－７
足立西保木間４丁目 東京都足立区西保木間４－１４－２３
足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３
足立青井５丁目 東京都足立区青井５－４－１
千住寿町 東京都足立区千住寿町９－１３
足立入谷３丁目 東京都足立区入谷３－７－１６
梅田 東京都足立区梅田７丁目１６番３号
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梅島駅前 東京都足立区梅田８－１－１６
多摩貝取大通り 東京都多摩市貝取１－５－１
多摩関戸５丁目 東京都多摩市関戸５－２０－２３
多摩鶴牧１丁目 東京都多摩市鶴牧１－１０－９
多摩鶴牧２丁目 東京都多摩市鶴牧２－２５－８
多摩南野 東京都多摩市南野３－１２－１１
多摩落合６丁目 東京都多摩市落合６－１５－１
台東駒形１丁目 東京都台東区駒形１丁目３－１６
台東寿１丁目 東京都台東区寿１－１８－１
台東谷中６丁目 東京都台東区谷中６－１－７
下丸子ガス橋通り 東京都大田区下丸子３－２７－１２
大田区蒲田あやめ橋 東京都大田区蒲田３－１７－２０
大田区上池台 東京都大田区上池台１－４４－１
大田区西蒲田１丁目 東京都大田区西蒲田１－１６－１４
大田区西蒲田２丁目 東京都大田区西蒲田２－５－２６
大田区西蒲田 東京都大田区西蒲田５－３－２０
大田区西蒲田７丁目 東京都大田区西蒲田７－４２－１１
大田区大森西２丁目 東京都大田区大森西２－２０－８
大田区大森西６丁目 東京都大田区大森西６－１４－１６
大森東 東京都大田区大森東４－１４－３
大田区中央６丁目 東京都大田区中央６丁目２６－４
大田区東雪谷 東京都大田区東雪谷２－１７－３
七辻 東京都大田区南蒲田２－３０－１０
馬込桜並木通り 東京都大田区南馬込４－９－４
大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号
大田区萩中３丁目 東京都大田区萩中３丁目２１番５
御嶽山駅前 東京都大田区北嶺町３１－１４
大田区本羽田１丁目 東京都大田区本羽田１－１９－３
勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３
勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２
中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９
中野上高田２丁目 東京都中野区上高田２丁目９－１６
東中野駅南 東京都中野区東中野２－２４－１
町田金森 東京都町田市金森２－２１－１７
原町田大通り 東京都町田市原町田６－２３－３
町田山崎新道 東京都町田市山崎町１９３６－１
町田街道小川 東京都町田市小川７丁目１番４６号
町田市民ホール前 東京都町田市森野１－８－５
町田成瀬駅南口 東京都町田市成瀬が丘２－２４－１
町田相原 東京都町田市相原町２１７７－１
町田金井入口 東京都町田市大蔵町２１６４－１
町田大蔵 東京都町田市大蔵町５６０－１
南町田 東京都町田市鶴間５丁目１０－１
東名町田インター 東京都町田市鶴間８丁目１５番２１号
町田鶴川駅北口 東京都町田市能ヶ谷１－８－１
町田芝溝街道 東京都町田市野津田町８１０－１
柴崎駅南口 東京都調布市菊野台３－１－１
深大寺 東京都調布市深大寺北町５－１－９
調布飛田給駅北口 東京都調布市飛田給１－４１－４
東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－３５－３
日野神明４丁目 東京都日野市神明４丁目２２番１５
豊田駅北口 東京都日野市多摩平２－３－１
日野高幡橋南 東京都日野市南平４－３－２
日野万願寺２丁目 東京都日野市万願寺２－３３－１０
八王子みなみ野駅前 東京都八王子市みなみ野１－３－２
八王子絹ヶ丘１丁目 東京都八王子市絹ヶ丘１丁目１０４４－７
八王子西片倉３丁目 東京都八王子市西片倉３－１１－１７
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八王子石川町 東京都八王子市石川町９１３－４
八王子中央図書館前 東京都八王子市千人町３丁目２－１０
千人町 東京都八王子市千人町４－１２－３
八王子大塚 東京都八王子市大塚１５００
八王子片倉南 東京都八王子市片倉町２３０８－８
八王子堀之内３丁目 東京都八王子市堀之内３－２９－１
板橋加賀２丁目 東京都板橋区加賀２丁目１４－１０
板橋高島平１丁目 東京都板橋区高島平１－２８－１
板橋高島平１丁目西 東京都板橋区高島平１－４１－２
高島平駅前 東京都板橋区高島平８－５－６
板橋高島平９丁目 東京都板橋区高島平９丁目２－１５
板橋三園１丁目 東京都板橋区三園１丁目５０－１２
板橋志村四中前 東京都板橋区志村３丁目１８－１
板橋小豆沢３丁目 東京都板橋区小豆沢３丁目６番７号
上板橋駅前 東京都板橋区上板橋２丁目３５－１３
板橋西台 東京都板橋区西台３ー１７ー１
板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３－５
板橋大谷口上町 東京都板橋区大谷口上町４－１
板橋東新町２丁目 東京都板橋区東新町２－４７－４
板橋徳丸２丁目 東京都板橋区徳丸２－１５－１０
板橋徳丸４丁目 東京都板橋区徳丸４－２０－２９
板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５
荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１
西小山桜並木通り 東京都品川区荏原６－１－１
品川旗の台２丁目 東京都品川区旗の台２丁目４－２２
品川戸越１丁目 東京都品川区戸越１－７－２０
品川戸越５丁目 東京都品川区戸越５－２０－１２
品川西五反田３丁目 東京都品川区西五反田３丁目７－１０
不動前駅東 東京都品川区西五反田５－１－１４
品川西大井駅前 東京都品川区西大井１ー４ー２０
西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７
大井町駅前中央通り 東京都品川区大井１丁目２２番２号
大井 東京都品川区大井５－２－１１
品川東大井２丁目 東京都品川区東大井２－１３－１３
南品川 東京都品川区南品川５－４－１
府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３
府中小柳町２丁目 東京都府中市小柳町２－２９－２
府中是政１丁目 東京都府中市是政１ー１４ー５
府中是政３丁目 東京都府中市是政３－３１－１
晴見町 東京都府中市晴見町１－７－４
府中白糸台１丁目 東京都府中市白糸台１－４６－２９
府中八幡町２丁目 東京都府中市八幡町２－３０－１
府中分梅通り 東京都府中市分梅町３－５－７
府中北山 東京都府中市北山町３－２３－１
武蔵村山学園５丁目 東京都武蔵村山市学園５－８－１
武蔵村山大南公園 東京都武蔵村山市大南３－８２－１
武蔵村山本町１丁目 東京都武蔵村山市本町１丁目５６－１
吉祥寺南町２丁目 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１３－８
吉祥寺南町３丁目 東京都武蔵野市吉祥寺南町３丁目２４－１
武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７
吉祥寺中町 東京都武蔵野市中町３－１８－１３
福生南田園１丁目 東京都福生市南田園１－１４－９
東福生駅南 東京都福生市福生２１３１－１
文京音羽１丁目 東京都文京区音羽１－１７－１１
文京小石川４丁目 東京都文京区小石川４ー１ー９
西池袋３丁目 東京都豊島区西池袋３－９－１
東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１
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豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１
北区岸町１丁目 東京都北区岸町１ー６ー２
北区滝野川３丁目 東京都北区滝野川３丁目４８－１１
北区東十条４丁目 東京都北区東十条４の５の６
墨田業平１丁目 東京都墨田区業平１丁目１－６
墨田業平５丁目 東京都墨田区業平５－３－１
墨田石原 東京都墨田区石原４－１－１
墨田本所４丁目 東京都墨田区本所４－１０－４
下目黒６丁目 東京都目黒区下目黒６－８－２５
学芸大学駅東 東京都目黒区鷹番２－８－１９
目黒中央１丁目 東京都目黒区中央町１丁目１１－１
目黒中町１丁目 東京都目黒区中町１－７－６
目黒碑文谷３丁目 東京都目黒区碑文谷３－１０－１８
立川幸町 東京都立川市幸町２－２８－１
立川若葉町３丁目 東京都立川市若葉町３－３１－２
練馬下石神井２丁目 東京都練馬区下石神井２－３７－２
練馬中村橋駅北 東京都練馬区貫井１－７－３０
練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２
練馬高野台４丁目 東京都練馬区高野台４－２８－６
練馬春日町１丁目 東京都練馬区春日町１丁目１６番２４号
練馬小竹町交番前 東京都練馬区小竹町１－４３－１８
練馬小竹町１丁目 東京都練馬区小竹町１－５６－３
練馬石神井台５丁目南 東京都練馬区石神井台５－１２－２
練馬早宮３丁目 東京都練馬区早宮３－１－１７
練馬中村北４丁目 東京都練馬区中村北４－２－１２
練馬田柄通り 東京都練馬区田柄３－５－１５
練馬田柄３丁目 東京都練馬区田柄３丁目１０番１３号
練馬田柄５丁目 東京都練馬区田柄５丁目２６－１
練馬土支田 東京都練馬区土支田１－３１－１１
練馬土支田３丁目 東京都練馬区土支田３－２３－９
練馬南大泉富士街道 東京都練馬区南大泉１－１７－１７
練馬南大泉５丁目 東京都練馬区南大泉５丁目３－９
練馬南田中３丁目 東京都練馬区南田中３－１７－２５
練馬富士見台４丁目 東京都練馬区富士見台４－１２－１４
練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南３－２８－３
矢祭中石井 東白川郡矢祭町中石井字岡下１４９ー１
藤沢円行 藤沢市円行１ー２ー１３
阿波町大道北 徳島県阿波市阿波町大道北２１２番１３
阿波土成町 徳島県阿波市土成町土成字寒方５２番１
海陽町宍喰 徳島県海部郡海陽町宍喰浦松原２１１－１
三好井川町 徳島県三好市井川町西井川１０３６－１
小松島狭間 徳島県小松島市中田町字狭間６６－１
徳島昭和町 徳島県徳島市昭和町７丁目３１－２
徳島川内町住吉 徳島県徳島市川内町平石住吉１３９番１
徳島北田宮２丁目 徳島県徳島市北田宮２丁目４７７－１
上板町神宅 徳島県板野郡上板町神宅字新宮北３０－１
北島江尻 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池６４－１
北島高房 徳島県板野郡北島町高房字百広花１番８
藍住インター 徳島県板野郡藍住町東中富龍池傍示１２番地１
美馬市脇町 徳島県美馬市脇町字拝原２００１－２
美馬市脇町郡里 徳島県美馬市脇町大字脇町字郡里町８６８－２
鳴門明神 徳島県鳴門市瀬戸町明神字弐軒家８６－６
鳴門大桑島 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜５１番１５
下野氏家勝山 栃木県さくら市氏家１２０５－２
さくら氏家 栃木県さくら市氏家４１９９－２
さくら馬場北 栃木県さくら市馬場字大明内１１５８番１
河内下岡本 栃木県宇都宮市下岡本町４４１７－３
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河内金井台 栃木県宇都宮市下岡本町４５５８－３
宇都宮ミツトヨ前 栃木県宇都宮市下栗町２３１３－２
宇都宮下荒針町 栃木県宇都宮市下荒針町３５７３－６
宇都宮岩曽東 栃木県宇都宮市岩曽町１３７７－７５
宇都宮御幸小学校前 栃木県宇都宮市御幸本町４６３３－２
宇都宮さいわい 栃木県宇都宮市幸町１３－９
宇都宮陽南通り 栃木県宇都宮市江曽島本町２－６
宇都宮今宮 栃木県宇都宮市今宮２－２５１
宇都宮細谷 栃木県宇都宮市細谷町６７８－４６
宇都宮若松原２丁目 栃木県宇都宮市若松原２丁目１８－１５
宇都宮上欠町 栃木県宇都宮市上欠町亀岡台８０７－１
宇都宮西川田２丁目 栃木県宇都宮市西川田２丁目２－３６
宇都宮姿川 栃木県宇都宮市西川田町８０８－１
宇都宮問屋町 栃木県宇都宮市石井町３１４９－９
宇都宮一里南 栃木県宇都宮市台新田１－２－２２
宇都宮竹林町 栃木県宇都宮市竹林町５０６－１
河内奈坪台 栃木県宇都宮市中岡本十面久保３７２０－２９
宇都宮中今泉 栃木県宇都宮市中今泉３－２８－６
宇都宮東今泉 栃木県宇都宮市中今泉４丁目３０－６
宇都宮インターパーク西 栃木県宇都宮市中島町芋内６３６－１７
宇都宮鶴田バイパス 栃木県宇都宮市鶴田１－１０－３
宇都宮鶴田三の沢 栃木県宇都宮市鶴田町２１２６ー１
宇都宮東谷町 栃木県宇都宮市東谷町４９５－１
宇都宮宝木本町 栃木県宇都宮市宝木本町１１４１－１１１
宇都宮野沢 栃木県宇都宮市野沢町３２５－９
高根沢花岡 栃木県塩谷郡高根沢町花岡１－１
壬生安塚 栃木県下都賀郡壬生町安塚９１１ー３３
壬生総合運動公園北 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷字明城２３２３－６
壬生バイパス 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲１４５８－１
野木富士見通り 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８０－１
下野祇園 栃木県下野市祇園２丁目１２番１
栃木国分寺花見ヶ岡 栃木県下野市国分寺１２０５－２
南河内緑 栃木県下野市緑１丁目４番２
上三川しらさぎ１丁目 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目１６－１
下野上三川 栃木県河内郡上三川町上三川４３５６－１
上三川宮岡橋西 栃木県河内郡上三川町大字東汗１０５８－１
佐野村上町 栃木県佐野市村上町１３８－１
佐野田沼北 栃木県佐野市田沼町１８１０－７
佐野栃本町 栃木県佐野市栃本町２０８４－１
佐野本町 栃木県佐野市本町２９０６－１
鹿沼茂呂 栃木県鹿沼市栄町３丁目２－８
鹿沼栄町 栃木県鹿沼市栄町３丁目４２番６
鹿沼花岡町 栃木県鹿沼市花岡町３００－１
鹿沼御成橋町 栃木県鹿沼市御成橋町２２２８－５
鹿沼上材木町 栃木県鹿沼市上材木町２６５３－７
鹿沼流通センター 栃木県鹿沼市上石川字下赤羽根１７６４－２１
鹿沼警察署前 栃木県鹿沼市上殿町１００２－１
鹿沼白桑田 栃木県鹿沼市千渡字飯岡２２１１番５
鹿沼奈佐原 栃木県鹿沼市奈佐原町１７８ー１
鹿沼府中町 栃木県鹿沼市府中町６５－１
小山花垣 栃木県小山市花垣町１丁目４－２２
小山間々田 栃木県小山市間々田７９４－２
小山喜沢 栃木県小山市喜沢１１４１－２
小山生駒 栃木県小山市生駒字蔵前５１
小山荒井 栃木県小山市大字羽川字柴８４４－１
小山田間 栃木県小山市田間８４７－３
真岡下籠谷 栃木県真岡市下籠谷字大野４３０８－４
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店名 住所
二宮バイパス 栃木県真岡市久下田西６－３０
真岡高勢町 栃木県真岡市高勢町１－１９３－３
真岡熊倉 栃木県真岡市寺久保１ー８ー４
真岡田島 栃木県真岡市田島１０７３－３
真岡並木 栃木県真岡市並木町３－７－３
足利伊勢町 栃木県足利市伊勢町３丁目３番７号
足利羽刈工業団地 栃木県足利市羽刈町字新田５９３－７
足利五十部 栃木県足利市五十部町４１０
足利江川町３丁目 栃木県足利市江川町３丁目３番３
足利山川北 栃木県足利市山川町９０１
足利寺岡 栃木県足利市寺岡町４６１―６
足利山前 栃木県足利市鹿島町１１２５－４
足利助戸１丁目 栃木県足利市助戸１丁目６１４－２
足利大月町 栃木県足利市大月町字西耕地６７１－１
足利大町 栃木県足利市大町５３２－１
足利朝倉町 栃木県足利市朝倉町２６２－３
足利八椚町 栃木県足利市八椚町３７４－３
足利福居町 栃木県足利市福居町８１２－５
足利福富町 栃木県足利市福富町４２１－２
大田原野崎 栃木県大田原市下石上２１０８－７
大田原上奥沢 栃木県大田原市上奥沢３７１－１
大田原浅香３丁目 栃木県大田原市浅香３丁目３７１１－３７
大田原町島 栃木県大田原市町島字水口前９２５－１
大田原美原 栃木県大田原市美原３丁目３３６５－６５
大田原蛭田 栃木県大田原市蛭田１９８８
岩舟曲ケ島 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島２０１６－１
岩舟５０号バイパス 栃木県栃木市岩舟町静１４１７－１
栃木駅南 栃木県栃木市沼和田町１１－１２
西方バイパス 栃木県栃木市西方町本城５７－３
栃木川原田町 栃木県栃木市川原田町２０１
栃木泉町西 栃木県栃木市泉町８－１７
栃木大平蔵井 栃木県栃木市大平町蔵井１４１３－１
藤岡町藤岡 栃木県栃木市藤岡町大字藤岡字新町１９３７－１
藤岡町都賀 栃木県栃木市藤岡町都賀３９０－３３
栃木箱森 栃木県栃木市箱森町１４ー２８
栃木市泉町 栃木県栃木市平柳町１ー２ー２６
那須烏山中央 栃木県那須烏山市中央１－１１－７
西那須野南 栃木県那須塩原市一区町３１１
塩原インター西 栃木県那須塩原市関谷１２０８－１４
西那須野西小前 栃木県那須塩原市三区町６５９－８４
塩原接骨木 栃木県那須塩原市接骨木４４５－７８
西那須野南赤田 栃木県那須塩原市南赤田３２０－３７
那須高原口 栃木県那須塩原市本郷町６－１１
那珂川町馬頭 栃木県那須郡那珂川町馬頭１９１８－１
那須池田 栃木県那須郡那須町高久丙１３１３－１
那須田代 栃木県那須郡那須町大字高久乙字北原７５－８
那須一軒茶屋 栃木県那須郡那須町大字湯本３７０－４
日光七里 栃木県日光市七里６８２－５
日光森友バイパス 栃木県日光市森友字大桑道下９９７－１
日光瀬尾 栃木県日光市瀬尾４４－２
日光大沢町 栃木県日光市大沢町字大沢久保１０６７
今市猪倉 栃木県日光市猪倉６７４－１
日光土沢 栃木県日光市土沢１８５６－２８
日光板橋 栃木県日光市板橋字東原３１９８－２４
今市豊田 栃木県日光市豊田４４８－１
茂木バイパス 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１１５４－１
矢板鹿島町 栃木県矢板市鹿島町５番８号
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矢板中 栃木県矢板市中字赤田４３９－１１
田原本鍵 奈良県磯城郡田原本町鍵１２３－１
田原本松本 奈良県磯城郡田原本町松本８７－３
宇陀篠楽 奈良県宇陀市榛原篠楽元篠野８２－１
生駒東菜畑 奈良県生駒市東菜畑１丁目３２４－６
生駒南田原町 奈良県生駒市南田原町８２０－１
大和郡山外川町 奈良県大和郡山市外川町６２番
昭和工業団地 奈良県大和郡山市額田部北町１０７６－２
大和郡山今国府町 奈良県大和郡山市今国府町１８０番１
大和郡山小林町西 奈良県大和郡山市小林町西２－１－３
天理杉本町 奈良県天理市杉本町４０７－２
奈良あやめ池南６丁目 奈良県奈良市あやめ池南６丁目８１６番１
奈良三碓２丁目 奈良県奈良市三碓２丁目２－６
奈良秋篠町 奈良県奈良市秋篠町１４２１番１
奈良大宮町４丁目 奈良県奈良市大宮町４丁目２６８－１
奈良中登美ヶ丘３丁目 奈良県奈良市中登美ヶ丘３丁目１１番２
王寺畠田４丁目 奈良県北葛城郡王寺町畠田４丁目３６６－１
滑川中村 富山県滑川市中村３０３－１
高岡戸出狼 富山県高岡市戸出町４丁目１－５
高岡問屋センター前 富山県高岡市出来田２５３－１
高岡中曽根 富山県高岡市中曽根２２４１番地
高岡下老子 富山県高岡市福岡町下老子７２０
高岡本郷２丁目 富山県高岡市本郷２丁目３１１－１
高岡六家 富山県高岡市六家３００５番１
黒部堀切 富山県黒部市三日市字栄町４０７０－１
黒部三日市 富山県黒部市新牧野２０１
黒部田家 富山県黒部市田家新７５２－１
射水ひばり 富山県射水市戸破字四反田１０１１番１
射水一番町 富山県射水市三ケ１４２６
射水鷲塚 富山県射水市鷲塚５９７－２
南砺やかた 富山県南砺市やかた３９３
富山呉羽本町 富山県富山市呉羽町２４２３番地
富山黒崎 富山県富山市黒崎１２４
富山城川原３丁目 富山県富山市城川原３丁目４－２３
富山町村１丁目 富山県富山市町村１丁目３３５番
富山二口町４丁目 富山県富山市二口町４丁目４－１０
富山古里小学校前 富山県富山市婦中町下邑１６
富山下冨居 富山県富山市豊田町１丁目４番４５号
富山北代 富山県富山市北代字布口４８１１－１
越前粟田部 福井県越前市粟田部町５４－１８
越前妙法寺町 福井県越前市妙法寺町５５番
丸岡インター 福井県坂井市丸岡町猪爪１丁目３３２
敦賀市野々町 福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１
敦賀中央町２丁目 福井県敦賀市中央町２丁目１０－２７
福井学園２丁目 福井県福井市学園２丁目５番３号
福井三十八社 福井県福井市三十八社町１０字４－１
福井成和 福井県福井市成和２丁目３１５
福井栗森町 福井市都市計画事業森田北東部土地区画整理１０７街区
うきは千年 福岡県うきは市吉井町千年１２４－１
うきは鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取３４５－１
高田今福 福岡県みやま市高田町今福６６５
みやま河内 福岡県みやま市瀬高町河内２６１２番１
瀬高中央 福岡県みやま市瀬高町小川字西金栗５９番２
みやま瀬高本郷 福岡県みやま市瀬高町本郷字北田２７０４番２
福岡鞍手 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧２２７４－５
鞍手新延雛尻 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延雛尻２４１ー２
岡垣海老津 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１７番２２号
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岡垣野間 福岡県遠賀郡岡垣町野間南１番１号
水巻立屋敷 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－１６－３３
碓井町役場前 福岡県嘉麻市上臼井３０１－３
久留米御井旗崎 福岡県久留米市御井旗崎２丁目２５－４２
三潴田川 福岡県久留米市三潴町田川４１－１
久留米山川 福岡県久留米市山川追分２丁目１－３
久留米山本町 福岡県久留米市山本町耳納１２９番地２
久留米二軒茶屋 福岡県久留米市上津町１９３２－２
久留米上津町 福岡県久留米市上津町２３９９－１１
久留米田主丸 福岡県久留米市田主丸町田主丸４５９－２
久留米合川大橋 福岡県久留米市東合川７丁目１－５
久留米北野中央 福岡県久留米市北野町中３２４４－２
久留米六ツ門 福岡県久留米市六ツ門町１９－１８
宮若脇野 福岡県宮若市宮田１３１９－４
宮若筑前芹田 福岡県宮若市芹田字大谷３５－１
宮田本城 福岡県宮若市本城１１０１番地２
宮田百合野 福岡県宮若市龍徳１９９番地１
勝山大久保 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２４５０－１
豊津錦町 福岡県京都郡みやこ町豊津２５８番地
古賀花見東７丁目 福岡県古賀市花見東７丁目１０－３５
古賀花鶴丘２丁目 福岡県古賀市花鶴丘２丁目１０－１
行橋神田町 福岡県行橋市神田町２－１２
行橋西宮市 福岡県行橋市西宮市２ー２０ー１２
行橋北泉 福岡県行橋市北泉２丁目３－９
前原三坂 福岡県糸島市三坂３９８－１０
春日一の谷４丁目 福岡県春日市一の谷４丁目２８番地
下白水 福岡県春日市下白水北４丁目７２番地
春日塚原台 福岡県春日市塚原台１丁目１番１１
春日白水ヶ丘 福岡県春日市白水ヶ丘１－２１
福岡春日 福岡県春日市平田台１丁目４５番地
小郡祇園１丁目 福岡県小郡市祇園１丁目１５－３
小郡七夕通り 福岡県小郡市大崎１０４６－２
小郡運動公園前 福岡県小郡市大保１１５０－１
福岡早見 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２丁目１７番１１号
宇美光正寺 福岡県糟屋郡宇美町光正寺１丁目７－５０
志免南里 福岡県糟屋郡志免町大字南里５１９－１
篠栗八木山バイパス 福岡県糟屋郡篠栗町牛切谷３７６０ー１
篠栗西 福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９８８番２
篠栗御影橋 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８１－３
新宮原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７４６－１
新宮中央駅北 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１丁目１番７号
新宮中央駅前 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目６番１号
須恵新原 福岡県糟屋郡須惠町大字新原８６－１
太宰府坂本 福岡県太宰府市坂本２丁目２－１７
太宰府大佐野１丁目 福岡県太宰府市大佐野１丁目６１番
太宰府大佐野 福岡県太宰府市大佐野２丁目９－１５
太宰府梅香苑１丁目 福岡県太宰府市梅香苑１丁目１－４９
大川大野島 福岡県大川市大野島２８８８－１
大牟田小浜町 福岡県大牟田市小浜町１１６－３
大牟田倉永 福岡県大牟田市倉永１５２２
大野城乙金東１丁目 福岡県大野城市乙金東１丁目１００５番
大野城筒井２丁目 福岡県大野城市筒井２丁目４－４
椎田臼田 福岡県築上郡築上町大字臼田４８０ー１
筑後和泉 福岡県筑後市大字和泉１１６－１
那珂川今光１丁目 福岡県筑紫郡那珂川町今光１丁目９６
那珂川五郎丸 福岡県筑紫郡那珂川町松木３－１６０
那珂川中原２丁目 福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目１１１番
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筑紫野美しが丘北 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１２－１
中間通谷 福岡県中間市通谷６丁目５－１３
直方知古 福岡県直方市大字知古７０７番２
直方殿町 福岡県直方市殿町３番１３号
直方中央橋 福岡県直方市頓野１５４９
田川川崎町役場前 福岡県田川郡川崎町大字田原７５４－１
田川金田 福岡県田川郡福智町金田７９５－１
田川伊方 福岡県田川郡福智町大字伊方２４８０－１
田川バイパス清瀬 福岡県田川市大字夏吉字本毛２９１３
田川弓削田 福岡県田川市大字弓削田３５１４－１
田川猪国 福岡県田川市大字猪国１４９０－１
八女井延 福岡県八女市井延３９－１
八女立花 福岡県八女市立花町谷川１１１２－３
飯塚伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須７２２－１
飯塚市役所前 福岡県飯塚市新飯塚１３－２２
飯塚西川津 福岡県飯塚市大字川津４５２－１
福岡鳥飼６丁目 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目１０－４
福岡金武 福岡県福岡市西区金武字中原１９０１－２２
福岡女原 福岡県福岡市西区女原北１１－２０
福岡生松台 福岡県福岡市西区生松台１丁目１－２２
福岡石丸１丁目 福岡県福岡市西区石丸１丁目１０番３号
福岡姪浜駅西 福岡県福岡市西区内浜１－３－４３
九大学研都市駅前 福岡県福岡市西区北原１丁目９番７号
福岡重留２丁目 福岡県福岡市早良区重留２－１５－３１
福岡南庄 福岡県福岡市早良区南庄３－１６－５
福岡清川２丁目 福岡県福岡市中央区清川２丁目５－２４
福岡草香江２丁目 福岡県福岡市中央区草香江２丁目８－２２
福岡白金 福岡県福岡市中央区白金２丁目１２－６
福岡平和５丁目 福岡県福岡市中央区平和５丁目８－２
福岡塩浜１丁目 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１６－３６
福岡西鉄香椎駅前 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１８－１２
福岡八田２丁目 福岡県福岡市東区八田２丁目１６－３０
福岡名島１丁目 福岡県福岡市東区名島１丁目１番３６号
福岡和白２丁目 福岡県福岡市東区和白２丁目１１－３２
下和白 福岡県福岡市東区和白丘３丁目４－３０
福岡宮竹小前 福岡県福岡市南区井尻１－５－１４
福岡塩原３丁目 福岡県福岡市南区塩原３丁目１６番１５号
福岡高宮西 福岡県福岡市南区高宮１丁目１９－１６
福岡若久１丁目 福岡県福岡市南区若久１丁目５１２－１
福岡大橋駅西 福岡県福岡市南区大橋１ー１８ー１２
福岡長住２丁目 福岡県福岡市南区長住２丁目２０番１２号
福岡鶴田４丁目 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番３３号
博多三筑２丁目 福岡県福岡市博多区三筑２丁目１５－１
博多諸岡 福岡県福岡市博多区諸岡２－１－１５
博多東光２丁目 福岡県福岡市博多区東光２丁目２番２５号
博多立花寺 福岡県福岡市博多区立花寺２丁目１－１
福津若木台 福岡県福津市若木台５丁目７０－４
福間海岸通り 福岡県福津市西福間４－５－５
福津津屋崎 福岡県福津市津屋崎３丁目１番１２号
豊前郵便局前 福岡県豊前市赤熊１４２１ー２０
豊前発電所入口前 福岡県豊前市大字八屋２２４３ー１
戸畑境川 福岡県北九州市戸畑区境川１－８－７
若松小石 福岡県北九州市若松区赤崎町２－３７
若松大鳥居 福岡県北九州市若松区蜑住原牟田１７６１－１
小倉葛原本町１丁目 福岡県北九州市小倉南区葛原本町１丁目１３－３３
小倉守恒 福岡県北九州市小倉南区守恒本町２－４－１１
小倉中吉田 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目１１８７－１
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小倉北方１丁目 福岡県北九州市小倉南区北方１丁目３－１３
小倉篠崎２丁目 福岡県北九州市小倉北区篠崎２丁目１－３３
ハートイン小倉駅ひまわりプラザ 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１
八幡清納 福岡県北九州市八幡西区紅梅３－２－１
八幡三ケ森 福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－７－８
八幡陣原 福岡県北九州市八幡西区陣原３－２３－１２
八幡則松３丁目 福岡県北九州市八幡西区則松３丁目１ー２２
八幡則松６丁目 福岡県北九州市八幡西区則松６ー３－１３
八幡大浦１丁目 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁目１－３２
八幡ひびき 福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－１５－１５
門司小森江 福岡県北九州市門司区小森江３丁目４－２
門司東新町１丁目 福岡県北九州市門司区東新町１丁目５番４３号
三橋白鳥 福岡県柳川市三橋町白鳥４６６－２
柳川辻町 福岡県柳川市辻町７番地１
福岡玄洋高校前 福岡市西区田尻２４９８
いわき遠野 福島県いわき市遠野町上遠野字太田１０１ー１
いわき郷ヶ丘２丁目 福島県いわき市郷ヶ丘２丁目７番１３
いわき錦町 福島県いわき市錦町上中田２０９－３
いわき下神白 福島県いわき市小名浜下神白林崎２８１
いわき小名浜中原 福島県いわき市小名浜字中原１５番３８
いわき小名浜下小滝 福島県いわき市小名浜大原字下小滝１１０－４
いわき小名浜島 福島県いわき市小名浜島字西屋１０番
いわき小名浜南君ケ塚 福島県いわき市小名浜南君ケ塚町１９－１６
いわき小名浜野田 福島県いわき市小名浜野田字田中１２７－１　
いわき西郷 福島県いわき市常磐西郷町大夫５９－１
いわき泉玉露４丁目 福島県いわき市泉玉露４丁目２－１
いわき草木台 福島県いわき市草木台２丁目１－１
いわき中央台高久 福島県いわき市中央台高久２丁目８－５
いわき内郷宮町 福島県いわき市内郷宮町代７７－１
いわき谷川瀬 福島県いわき市平谷川瀬字双藤町９３－１
いわき中山 福島県いわき市平中山字諏訪下３６ー１
大玉大山 福島県安達郡大玉村大山字岩ヶ作１２４－１
福島桑折バイパス 福島県伊達郡桑折町大字谷地南１４－１
福島伊達箱崎 福島県伊達市箱崎字中２－１
保原城ノ内 福島県伊達市保原町城ノ内１０５－１
福島霊山 福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地
会津広田 福島県会津若松市河東町郡山字金道２５
会津石堂町 福島県会津若松市石堂町４－４５
会津高瀬 福島県会津若松市町北町中沢字新田２８ー６
会津天神町 福島県会津若松市天神町３０－４３
鏡石成田 福島県岩瀬郡鏡石町成田７７０
天栄松本 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字要田５４
喜多方鳥見山 福島県喜多方市松山町鳥見山字松原１５８－１
郡山西原 福島県郡山市安積町荒井字西原１４－１
郡山安積町 福島県郡山市安積町長久保１－２－４
郡山美術館東 福島県郡山市蒲倉町字広表１１８－７
郡山インター 福島県郡山市喜久田町松ケ作１６ー１８０
希望ケ丘 福島県郡山市希望ヶ丘５－２
郡山大町２丁目 福島県郡山市大町２丁目４番１号
郡山針生 福島県郡山市大槻町字針生１７４－１
郡山大槻太田 福島県郡山市大槻町字太田７４－１
郡山富田 福島県郡山市富田町字下赤沼１０ー１
郡山片平町 福島県郡山市片平町字地ノ岡７－３
須賀川芦田塚 福島県須賀川市芦田塚６２－３
須賀川宮の杜 福島県須賀川市滑川字東町２７１－３
須賀川警察署前 福島県須賀川市八幡町１０６番
福島泉崎 福島県西白河郡泉崎村八丸７４ー１
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福島古殿 福島県石川郡古殿町田口字黒長１９
福島浅川 福島県石川郡浅川町浅川字月斉４４－１
福島平田 福島県石川郡平田村上蓬田字新屋敷１４
福島新地町 福島県相馬郡新地町谷地小屋字萩崎１
相馬光陽３丁目 福島県相馬市光陽３丁目１－１
相馬黒木 福島県相馬市黒木字勝善１００－１
相馬山上 福島県相馬市山上字南田１１０
相馬大曲 福島県相馬市大曲字大毛内８１
相馬松川浦 福島県相馬市尾浜字細田２０３番地
三春インター 福島県田村郡三春町大字熊耳字神山２５９－１　
福島小野インター 福島県田村郡小野町飯豊字二本木１－１
滝根神俣 福島県田村市滝根町神俣字一ノ坪１０８番地
道の駅はなわ 福島県東白川郡塙字桜木町３８８－１
原町錦町 福島県南相馬市原町区錦町２－８４
原町西町 福島県南相馬市原町区西町１－４３－１
白河借宿 福島県白河市借宿神田１６－１
白河東釜子 福島県白河市東釜子字新薄久保９８－１
福島吉倉 福島県福島市吉倉字谷地１１－１
福島大附属小前 福島県福島市宮下町１５－２０
福島五月町 福島県福島市五月町８番１４号
福島荒井 福島県福島市荒井字地蔵原庚１５－８
福島東高成蹊高前 福島県福島市腰浜町１４－３６
笹谷 福島県福島市笹谷字塗谷地３７ー１
福島山口 福島県福島市山口字雷４ー１
福島小倉寺 福島県福島市小倉寺字中田２ー４
福島松川本町 福島県福島市松川町字本町３２ー２
福島上野寺 福島県福島市上野寺西原２８－１
福島仁井田 福島県福島市仁井田字古荒川３１－１
福島瀬上 福島県福島市瀬上町字荒町６０番地
福島蓬莱 福島県福島市清水町字一本松３２ー１
太平寺 福島県福島市太平寺町ノ内１
福島大森 福島県福島市大森字街道下７－５
福島八島町 福島県福島市八島町５－２３
福島本内 福島県福島市本内松川畑２－２
本宮高木 福島県本宮市高木字中丸１６－１
福島白沢 福島県本宮市白岩字白田３２－１
猪苗代バイパス 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西６１－１
潮芦屋 兵庫県芦屋市海洋町１０番５号
伊丹３丁目 兵庫県伊丹市伊丹３丁目２番４号
伊丹荒牧７丁目 兵庫県伊丹市荒牧７丁目１１－７
伊丹森本３丁目 兵庫県伊丹市森本３丁目３０－１
伊丹船原１丁目 兵庫県伊丹市船原１丁目６－３２
伊丹北本町３丁目 兵庫県伊丹市北本町３丁目２１４
加古川美乃利 兵庫県加古川市加古川町美乃利４６０－２
加古川市役所南 兵庫県加古川市加古川町北在家２０３３
加古川東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１
加東上滝野 兵庫県加東市上滝野２５８－１
高砂荒井駅前 兵庫県高砂市荒井町扇町３１４－３
高砂西浜南 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０８－１００
三田三輪３丁目 兵庫県三田市三輪３丁目８３７－１１
三木青山３丁目 兵庫県三木市志染町青山３丁目１４－４
三木小林東 兵庫県三木市別所町小林６９７－３
三木別所町正法寺 兵庫県三木市別所町正法寺６０６－５
篠山今田町 兵庫県篠山市今田町今田８－２
兵庫小野樫山町 兵庫県小野市樫山町１４７５－５
小野大島町 兵庫県小野市大島町字上丸町１０－５
神戸須磨行幸町 兵庫県神戸市須磨区行幸町３－５－１７
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神戸板宿駅前 兵庫県神戸市須磨区平田町２丁目３－５
神戸垂水多聞町 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８－５７６
神戸高丸インター 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘２－１－４６
神戸垂水南多聞台 兵庫県神戸市垂水区南多聞台２丁目９－３
神戸西潤和 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１６２６－５
神戸井吹台西町 兵庫県神戸市西区井吹台西町６丁目４９－４
神戸平野町西戸田 兵庫県神戸市西区平野町西戸田字川原２５８－２
神戸栄町通３丁目 兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目２－１１
神戸フラワーロード 兵庫県神戸市中央区加納町４－１０－２
神戸三宮駅東 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２丁目３－５
神戸筒井町１丁目 兵庫県神戸市中央区筒井町１丁目３－１８
神戸三ノ宮 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３－６
神戸中央サンキタ通 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目９番４号
神戸松野通 兵庫県神戸市長田区松野通２－５－２０
神戸岡本１丁目 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目１２９番７
神戸岡本２丁目 兵庫県神戸市東灘区岡本２丁目２番３０号
神戸魚崎北町５丁目 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町５丁目６－２５
神戸御影中町１丁目 兵庫県神戸市東灘区御影中町１－１６－２１
神戸六甲アイランド東 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番４
神戸本山駅南 兵庫県神戸市東灘区甲南町１－４－２１
神戸ＪＲ住吉駅前 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２
神戸北青木４丁目 兵庫県神戸市東灘区北青木４丁目２５－２６
神戸赤鳥居前 兵庫県神戸市東灘区本庄町２丁目１２－１５
神戸灘六甲道駅前 兵庫県神戸市灘区永手町５丁目２番２６号
阪急王子公園駅前 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目７－１５
神戸大和町４丁目 兵庫県神戸市灘区大和町４丁目１－１
神戸六甲口 兵庫県神戸市灘区日尾町１丁目２－３
神戸若葉台３丁目 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２１－２
神戸星和台１丁目 兵庫県神戸市北区星和台１丁目３４－１２
神戸西山１丁目 兵庫県神戸市北区西山１丁目１５－１
神戸八多町中 兵庫県神戸市北区八多町中１２１１
西宮塩瀬町 兵庫県西宮市塩瀬町名塩２２０４
西宮ＪＲ甲子園口駅南 兵庫県西宮市甲子園口２丁目３－１１
西宮下山口５丁目 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１３－３５
西宮上山口 兵庫県西宮市山口町上山口１－８１１
西宮上山口１丁目 兵庫県西宮市山口町上山口１丁目１４－２２
西宮上ヶ原十番町 兵庫県西宮市上ヶ原十番町６－１７
西宮深津町 兵庫県西宮市深津町３－２
さくら夙川駅前 兵庫県西宮市神楽町９番１
西宮香櫨園 兵庫県西宮市川添町３ー４
西宮前浜町 兵庫県西宮市前浜町１番５０
西宮大浜町 兵庫県西宮市大浜町２－４８
西宮津門大塚町 兵庫県西宮市津門大塚町１－４８
西宮田近野町 兵庫県西宮市田近野町２－２１
阪神西宮駅南 兵庫県西宮市田中町５－３
西宮東山台１丁目 兵庫県西宮市東山台１丁目２番３
西宮東町 兵庫県西宮市東町２－１－１０
西宮南昭和町 兵庫県西宮市南昭和町６－６
西宮能登町 兵庫県西宮市能登町１４－５７
西宮樋之池町 兵庫県西宮市樋之池町１６ー２２
西宮北夙川通り 兵庫県西宮市老松町１－９
西脇野村町 兵庫県西脇市野村町１２８９番地
西脇和田 兵庫県西脇市和田町１９３
川西一庫 兵庫県川西市一庫中ノ坪８番地
川西下加茂１丁目 兵庫県川西市下加茂１丁目５－２５
川西東畦野３丁目 兵庫県川西市東畦野３－２１－８
猪名川つつじが丘 兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘１－４８－４
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猪名川パークタウン 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－５
相生西谷町 兵庫県相生市西谷町１９６１－１
淡路中田 兵庫県淡路市中田２９５７－３
南あわじ市福永 兵庫県南あわじ市市福永字福永５５０番４
尼崎杭瀬本町東 兵庫県尼崎市杭瀬本町１丁目８番１１号
尼崎上坂部３丁目 兵庫県尼崎市上坂部３丁目２０８番
尼崎潮江５丁目 兵庫県尼崎市潮江５丁目２－２２
阪急園田駅東 兵庫県尼崎市東園田町９丁目１７番１
ＪＲ塚口駅前 兵庫県尼崎市東塚口町１丁目１０－１０
阪急塚口駅南 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１６番４号
阪急武庫之荘駅南 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１９－１
尼崎浜田町２丁目 兵庫県尼崎市浜田町２丁目８０番
尼崎名神町２丁目 兵庫県尼崎市名神町２丁目３番２８号
尼崎立花町２丁目 兵庫県尼崎市立花町２丁目１３－２０
尼崎立花町４丁目 兵庫県尼崎市立花町４丁目４番１６号
姫路加納原田 兵庫県姫路市花田町加納原田３９５－１
姫路御立北１丁目 兵庫県姫路市御立北１丁目１０－３
姫路西中島 兵庫県姫路市西中島桑原３９３－１
姫路船津インター 兵庫県姫路市船津町４０１１
ハートインピオレ姫路 兵庫県姫路市豆腐町２２２
姫路垣内中町 兵庫県姫路市網干区垣内中町２７５
宝塚すみれガ丘１丁目 兵庫県宝塚市すみれガ丘１丁目２－１
宝塚宮の町 兵庫県宝塚市宮の町１０－３
宝塚山本西 兵庫県宝塚市山本西２丁目７－１１
宝塚小林５丁目 兵庫県宝塚市小林５丁目４－１０
明石貴崎３丁目 兵庫県明石市貴崎３丁目１６－１
明石鳥羽 兵庫県明石市小久保４丁目７番８
西明石南町 兵庫県明石市西明石南町１丁目５６１－１０７
明石江井ヶ島駅前 兵庫県明石市大久保町江井島８３６－１
明石田町２丁目 兵庫県明石市田町２丁目１１番１７号
北茨城インター 北茨城市磯原町豊田字馬場尻１２３５ー１
旭川旭町 北海道旭川市旭町２条１５丁目２９７番地１５５
旭川永山２条 北海道旭川市永山２条６丁目１－２７
旭川春光台 北海道旭川市春光台３条２丁目１番１９
旭川神楽岡５条 北海道旭川市神楽岡５条５丁目１－３０
旭川神居雨紛 北海道旭川市神居３条２０丁目７０番地２７
旭川忠和４条 北海道旭川市忠和４条４丁目３－７
東旭川 北海道旭川市東旭川北１条３丁目１－２５
旭川ツインハープ 北海道旭川市東光１５条５丁目６番６号
旭川末広東１条 北海道旭川市末広東１条５丁目２７３－５
旭川末広東３条 北海道旭川市末広東３条３丁目１－１１
旭川医大前 北海道旭川市緑が丘東３条１丁目２番１７号
上芦別 北海道芦別市上芦別町７９番１
芦別中央 北海道芦別市南１条東１丁目１１－９
芦別北４条 北海道芦別市北４条東１丁目７－３
喜茂別町 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２４８番５
倶知安南４条 北海道虻田郡倶知安町南４条東１丁目１番
伊達インター 北海道伊達市松ヶ枝町６１－１４
浦河堺町 北海道浦河郡浦河町堺町東３丁目１０番４号
音更木野大通西 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１番地１０
月形町 北海道樺戸郡月形町字知来乙２６２－１８
渡島森本町 北海道茅部郡森町字本町１０４－１
岩見沢志文 北海道岩見沢市ふじ町２条４丁目２
岩見沢南町 北海道岩見沢市南町８条２丁目
釧路愛国東４丁目 北海道釧路市愛国東４丁目１２－２
釧路興津２丁目 北海道釧路市興津２丁目２番４号
釧路昭和中央３丁目 北海道釧路市昭和中央３丁目５５－７
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釧路昭和中央 北海道釧路市昭和中央６丁目１－１７
釧路昭和４丁目 北海道釧路市昭和町４丁目８ー２
釧路星が浦大通１丁目 北海道釧路市星が浦大通１丁目９番３
釧路星ケ浦大通２丁目 北海道釧路市星ケ浦大通２ー５ー１５
釧路鳥取北５丁目 北海道釧路市鳥取北５丁目５－１６
釧路貝塚通 北海道釧路市武佐３丁目４７番５号
釧路文苑１丁目 北海道釧路市文苑１丁目２８－３
恵庭恵み野里美 北海道恵庭市恵み野里美１丁目１－１
恵庭有明町 北海道恵庭市有明町１丁目２－１１
広尾本通 北海道広尾郡広尾町本通１３丁目９番地２
大樹西本通 北海道広尾郡大樹町西本通２２
江別大麻高校東 北海道江別市大麻桜木町２８番地１１
江別大麻晴美町 北海道江別市大麻晴美町１０番地１０
江別大麻北町 北海道江別市大麻北町５１８番５７
江別うんどう公園 北海道江別市東野幌本町６７番２
江別牧場町 北海道江別市牧場町３６－１６
日高門別インター 北海道沙流郡日高町緑町１１－１２
札幌厚別中央１条 北海道札幌市厚別区厚別中央１条７丁目５－２７
新札幌バスターミナル前 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３－３５
札幌厚別東２条 北海道札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６
札幌厚別南５丁目 北海道札幌市厚別区厚別南５丁目２－５
札幌手稲稲穂 北海道札幌市手稲区稲穂２条４丁目１０－５
札幌前田４条７丁目 北海道札幌市手稲区前田４条７丁目４番１号
札幌富丘３条３丁目 北海道札幌市手稲区富丘３条３丁目１－１
札幌真栄４条 北海道札幌市清田区真栄４条２丁目１８－２２
札幌清田２条 北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１
札幌清田６条 北海道札幌市清田区清田６条２ー１０ー８
札幌里塚緑ヶ丘 北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１
札幌山の手３条 北海道札幌市西区山の手３条５丁目１－１６
札幌西町南１３丁目 北海道札幌市西区西町南１３丁目１－１
札幌発寒南駅前 北海道札幌市西区西町北８丁目２－２７
札幌八軒１条東１丁目 北海道札幌市西区八軒１条東１丁目１番１号
札幌発寒１１条 北海道札幌市西区発寒１１条６丁目３－２０
札幌発寒６条 北海道札幌市西区発寒６条１２丁目５番１号
札幌発寒８条 北海道札幌市西区発寒８条９丁目４－４３
札幌福井３丁目 北海道札幌市西区福井３丁目１４－３３
札幌平和 北海道札幌市西区平和２条４丁目１１－４０
札幌南１９条西１２丁目 北海道札幌市中央区南１９条西１２丁目１－８
札幌南高校前 北海道札幌市中央区南１９条西７丁目２－１
札幌南８条西６丁目 北海道札幌市中央区南８条西６丁目１０３６番５
札幌南９条西７丁目 北海道札幌市中央区南９条西７丁目２－１
札幌北３条西２８丁目 北海道札幌市中央区北３条西２８丁目２－１５
札幌北９条二十四軒通 北海道札幌市中央区北９条西２４丁目４－１
札幌東雁来１１条 北海道札幌市東区東雁来１１条３丁目２番３５号
札幌北１８条東 北海道札幌市東区北１８条東７丁目１－２６
札幌北２１条東１５丁目 北海道札幌市東区北２１条東１５丁目４番２３号
札幌北８条東５丁目 北海道札幌市東区北８条東５丁目１９－１
札幌真駒内南町 北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１
札幌澄川６条 北海道札幌市南区澄川６条３丁目３番２５号
札幌栄通１６丁目 北海道札幌市白石区栄通１６丁目１－２５
札幌栄通７丁目 北海道札幌市白石区栄通７丁目３－１０
札幌北郷３条４丁目 北海道札幌市白石区北郷３条４丁目２－７
札幌北郷５条 北海道札幌市白石区北郷５条３丁目１２－１
札幌北郷３条 北海道札幌市白石区北郷三条１１丁目８番２７号
札幌月寒東１条 北海道札幌市豊平区月寒東１条１７丁目２ー１０
札幌月寒東水源池通 北海道札幌市豊平区月寒東３条８丁目２番５号
札幌月寒東１９丁目 北海道札幌市豊平区月寒東５条１９丁目４－２１
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札幌大学前 北海道札幌市豊平区西岡４条８丁目１－１
札幌平岸３条 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目３番８号
札幌南平岸 北海道札幌市豊平区平岸４条１４丁目１－３
札幌豊平１３丁目 北海道札幌市豊平区豊平３条１３丁目１－１２
札幌新川インター 北海道札幌市北区新川２条１２丁目７－１
札幌新川２条 北海道札幌市北区新川２条４丁目８－３５
札幌季実の里 北海道札幌市北区屯田８条７丁目１０番２０号
札幌北３１条 北海道札幌市北区北３１条西６丁目３－２５
士別南町 北海道士別市大通西１５丁目３１４２－４１
士別北１丁目 北海道士別市大通北１丁目１６０１番１
室蘭宮の森 北海道室蘭市宮の森町４ー１１ー６
室蘭緑ヶ丘 北海道室蘭市高砂町１ー２５ー４
室蘭寿３丁目 北海道室蘭市寿町３丁目８番９号
斜里青葉町 北海道斜里郡斜里町青葉町３２番地８
斜里本町 北海道斜里郡斜里町本町１７番地３
小清水大通り 北海道斜里郡小清水町字小清水３５５番地
小樽船見坂下 北海道小樽市稲穂３丁目２０番１２号
小樽桜町 北海道小樽市桜５丁目６番６号
小樽若松１丁目 北海道小樽市若松１丁目９番５号
上川美瑛 北海道上川郡美瑛町北町２丁目６－２０
深川北光町 北海道深川市北光町２－１１
当別太美 北海道石狩郡当別町太美町１４９３－８
石狩当別末広 北海道石狩郡当別町美里１６５４－１
石狩花川東２条 北海道石狩市花川東二条２丁目５４
石狩花川南１条 北海道石狩市花川南１条２丁目２７３番地
石狩花畔 北海道石狩市花畔３条１丁目２６３－２
千歳旭ヶ丘 北海道千歳市旭ヶ丘１丁目１番３号
千歳高台 北海道千歳市高台２丁目６－２０
千歳新富 北海道千歳市新富１丁目７－２２
千歳朝日町 北海道千歳市朝日町４丁目３７番１
千歳白樺 北海道千歳市白樺２丁目１－４
千歳富丘２丁目 北海道千歳市富丘２丁目１８－１
千歳北栄 北海道千歳市北栄２丁目６１９番地
千歳勇舞 北海道千歳市勇舞４丁目１番１６号
弟子屈中央 北海道川上郡弟子屈町高栄１丁目４番５号
標茶開運 北海道川上郡標茶町開運５丁目１４
帯広豊成 北海道帯広市清流東１丁目１番地１号
帯広自由が丘 北海道帯広市西１９条南５丁目２８－２
帯広西２１条 北海道帯広市西２１条南３丁目２７－６
帯広東８条南１２丁目 北海道帯広市東８条南１２丁目１番２号
帯広南の森西 北海道帯広市南の森西２丁目６番地１３
滝川滝新通り 北海道滝川市空知町２ー５－１３
滝川東町 北海道滝川市東町３丁目９２－４
美深西１条 北海道中川郡美深町西１条南５丁目３６－４
本別町北 北海道中川郡本別町北１丁目４番１０
幕別札内中央町 北海道中川郡幕別町札内中央町３１９－１
登別温泉 北海道登別市登別温泉町６７－３
登別鷲別町１丁目 北海道登別市鷲別町１丁目４番７
登別鷲別町５丁目 北海道登別市鷲別町５丁目７番地６
苫小牧しらかば町 北海道苫小牧市しらかば町６丁目１６－２１
苫小牧花園町３丁目 北海道苫小牧市花園町３丁目４番７号
苫小牧元中野 北海道苫小牧市元中野町３丁目８－１７
苫小牧桜木町 北海道苫小牧市桜木町１丁目８－１７
苫小牧春日町 北海道苫小牧市春日町１丁目１－４
苫小牧澄川 北海道苫小牧市澄川町４ー２ー１０
苫小牧清水町 北海道苫小牧市清水町２丁目３番２号
苫小牧明野北通 北海道苫小牧市拓勇西町７丁目７番４７号
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苫小牧柏木４丁目 北海道苫小牧市柏木町４丁目１－１２
渡島八雲本町 北海道二海郡八雲町本町１６０
八雲落部 北海道二海郡八雲町落部５４５－２
静内古川 北海道日高郡新ひだか町静内古川町２丁目４－９
白糠東１条 北海道白糠郡白糠町東１条南２丁目３番２
白老萩野西 北海道白老郡白老町萩野８４－１８８
白老本町 北海道白老郡白老町本町１－９－３１
函館港町１丁目 北海道函館市港町１丁目２３－７
函館西桔梗町 北海道函館市西桔梗町８４９－１６
函館中道中央 北海道函館市中道１丁目２４－２８
函館日吉が丘 北海道函館市日吉町３丁目１７－２１
函館富岡町 北海道函館市富岡町２丁目４５－１１
函館本通２丁目 北海道函館市本通２丁目３９ー１５
美唄旭通り 北海道美唄市東５条北１丁目１－１
中標津緑町 北海道標津郡中標津町緑町北１丁目８－７
北見桜町 北海道北見市桜町５丁目６９番地
北見大通東３丁目 北海道北見市大通東３丁目１８－１
端野町 北海道北見市端野町二区４４７－５２
北見南大通 北海道北見市中央三輪９丁目１７番地７
北見無加川 北海道北見市無加川町４０８番地６４
温根湯温泉 北海道北見市留辺蘂町温根湯温泉２２８番地３４
北見緑ヶ丘 北海道北見市緑ヶ丘３丁目２６－３
北広島三井アウトレットパーク 北海道北広島市大曲幸町３丁目７－６
北斗中央インター 北海道北斗市中野通１９９番５
北斗中野通 北海道北斗市中野通１丁目５－５５
北斗追分 北海道北斗市追分２丁目１５－４０
えりも本町 北海道幌泉郡えりも町字本町４８番２２
名寄中央 北海道名寄市西４条南４丁目
名寄大橋 北海道名寄市西８条北５丁目１８ー３９
東藻琴 北海道網走郡大空町東藻琴４９－１６
網走潮見南通 北海道網走市字潮見１７７－９
網走北６条 北海道網走市北六条西６丁目６番地
遠軽豊里 北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１
紋別花園 北海道紋別市花園町２丁目３８
紋別落石 北海道紋別市落石町４丁目１６番３２号
別海緑町 北海道野付郡別海町別海緑町９番地
空知栗山 北海道夕張郡栗山町桜丘２丁目３７番１
余市大川 北海道余市郡余市町大川町１９丁目１１
聖籠蓮野インター 北蒲原郡聖籠町東港３丁目６０６８－４８
西会津野沢 耶麻郡西会津町野沢字芝草後乙ー１７７１
猪苗代駅通り 耶麻郡猪苗代町大字磐里字村東２ー１
裏磐梯 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯１０９３ー４０１
海南井田 和歌山県海南市井田１６１番地１
海南船尾 和歌山県海南市船尾字中濱２４９番４
岩出中島 和歌山県岩出市中島８６４－１
紀の川粉河 和歌山県紀の川市井田２６－１
日高町荊木 和歌山県日高郡日高町荊木５番３
有田インター 和歌山県有田郡有田川町大字土生字羽釜３００番１
和歌山狐島 和歌山県和歌山市狐島字長畑３５７番１
和歌山市駅前 和歌山県和歌山市杉ノ馬場１丁目４８番地
和歌山冬野 和歌山県和歌山市冬野１４４０番１
和歌山楠見中 和歌山県和歌山市楠見中城之口１８８－１
ハートインＪＲ和歌山駅中央口 和歌山県和歌山市美園町５－６１
和歌山マリーナ入口 和歌山県和歌山市布引６６２－３
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