
6月に拡充されたサービスエリア（関東）

都道府県 対象地域
東京都 東京都葛飾区高砂2丁目 周辺

東京都葛飾区東金町2丁目 周辺
東京都葛飾区立石1丁目 周辺
東京都江戸川区一之江2丁目 周辺
東京都江戸川区一之江7丁目 周辺
東京都江戸川区下篠崎町 周辺
東京都江戸川区鹿骨1丁目 周辺
東京都江戸川区春江町4丁目 周辺
東京都江戸川区松江4丁目 周辺
東京都江戸川区新堀1丁目 周辺
東京都江戸川区東葛西8丁目 周辺
東京都江戸川区東葛西9丁目 周辺
東京都江戸川区南篠崎町1丁目 周辺
東京都江戸川区南篠崎町4丁目 周辺
東京都江戸川区臨海町5丁目 周辺
東京都江東区永代1丁目 周辺
東京都江東区亀戸7丁目 周辺
東京都江東区住吉2丁目 周辺
東京都江東区扇橋3丁目 周辺
東京都江東区辰巳1丁目 周辺
東京都江東区冬木 周辺
東京都江東区東雲2丁目 周辺
東京都江東区東砂7丁目 周辺
東京都江東区南砂1丁目 周辺
東京都江東区白河1丁目 周辺
東京都江東区北砂3丁目 周辺
東京都江東区北砂4丁目 周辺
東京都江東区有明1丁目 周辺
東京都江東区有明3丁目 周辺
東京都港区元麻布2丁目 周辺
東京都港区港南5丁目 周辺
東京都港区高輪2丁目 周辺
東京都港区芝3丁目 周辺
東京都港区芝大門1丁目 周辺
東京都港区南青山2丁目 周辺
東京都港区南麻布4丁目 周辺
東京都港区白金2丁目 周辺
東京都港区白金台4丁目 周辺
東京都港区六本木4丁目 周辺
東京都荒川区町屋2丁目 周辺
東京都荒川区東日暮里3丁目 周辺
東京都荒川区東日暮里6丁目 周辺
東京都荒川区南千住5丁目 周辺
東京都渋谷区元代々木町 周辺
東京都渋谷区広尾1丁目 周辺
東京都渋谷区神宮前6丁目 周辺
東京都渋谷区代々木1丁目 周辺
東京都渋谷区代々木3丁目 周辺
東京都渋谷区東3丁目 周辺
東京都渋谷区東4丁目 周辺
東京都小金井市緑町2丁目 周辺
東京都新宿区原町1丁目 周辺
東京都新宿区左門町 周辺
東京都新宿区新宿1丁目 周辺
東京都新宿区新宿3丁目 周辺
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東京都新宿区西新宿4丁目 周辺
東京都新宿区西早稲田1丁目 周辺
東京都新宿区大久保1丁目 周辺
東京都新宿区大久保2丁目 周辺
東京都新宿区大京町 周辺
東京都新宿区中井1丁目 周辺
東京都新宿区中落合1丁目 周辺
東京都新宿区弁天町 周辺
東京都新宿区北新宿3丁目 周辺
東京都杉並区阿佐谷北4丁目 周辺
東京都杉並区井草1丁目 周辺
東京都杉並区永福4丁目 周辺
東京都杉並区宮前1丁目 周辺
東京都杉並区高円寺南4丁目 周辺
東京都杉並区今川3丁目 周辺
東京都杉並区上井草2丁目 周辺
東京都杉並区成田東2丁目 周辺
東京都杉並区西荻北2丁目 周辺
東京都杉並区天沼2丁目 周辺
東京都杉並区桃井2丁目 周辺
東京都杉並区南荻窪1丁目 周辺
東京都杉並区梅里1丁目 周辺
東京都世田谷区奥沢3丁目 周辺
東京都世田谷区鎌田2丁目 周辺
東京都世田谷区砧2丁目 周辺
東京都世田谷区玉川台2丁目 周辺
東京都世田谷区駒沢4丁目 周辺
東京都世田谷区桜3丁目 周辺
東京都世田谷区上北沢4丁目 周辺
東京都世田谷区成城6丁目 周辺
東京都世田谷区赤堤2丁目 周辺
東京都世田谷区船橋5丁目 周辺
東京都世田谷区太子堂1丁目 周辺
東京都世田谷区代田3丁目 周辺
東京都世田谷区池尻2丁目 周辺
東京都世田谷区南烏山5丁目 周辺
東京都世田谷区南烏山6丁目 周辺
東京都世田谷区梅丘1丁目 周辺
東京都世田谷区北烏山8丁目 周辺
東京都世田谷区用賀4丁目 周辺
東京都千代田区猿楽町1丁目 周辺
東京都千代田区神田紺屋町 周辺
東京都足立区伊興本町1丁目 周辺
東京都足立区弘道2丁目 周辺
東京都足立区西保木間3丁目 周辺
東京都足立区千住曙町 周辺
東京都足立区扇3丁目 周辺
東京都足立区竹の塚1丁目 周辺
東京都足立区島根1丁目 周辺
東京都足立区南花畑2丁目 周辺
東京都台東区根岸5丁目 周辺
東京都台東区千束1丁目 周辺
東京都台東区千束4丁目 周辺
東京都台東区浅草橋3丁目 周辺
東京都大田区羽田1丁目 周辺
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東京都大田区上池台2丁目 周辺
東京都大田区上池台5丁目 周辺
東京都大田区城南島2丁目 周辺
東京都大田区多摩川2丁目 周辺
東京都大田区大森西1丁目 周辺
東京都大田区大森南3丁目 周辺
東京都大田区大森北1丁目 周辺
東京都大田区大森北3丁目 周辺
東京都大田区田園調布本町 周辺
東京都大田区東海3丁目 周辺
東京都大田区東海4丁目 周辺
東京都大田区南雪谷3丁目 周辺
東京都大田区矢口2丁目 周辺
東京都中央区勝どき3丁目 周辺
東京都中央区日本橋茅場町2丁目 周辺
東京都中央区日本橋小伝馬町 周辺
東京都中野区若宮3丁目 周辺
東京都中野区沼袋2丁目 周辺
東京都中野区上高田3丁目 周辺
東京都中野区新井2丁目 周辺
東京都中野区新井5丁目 周辺
東京都中野区大和町3丁目 周辺
東京都中野区中野1丁目 周辺
東京都中野区白鷺1丁目 周辺
東京都中野区野方2丁目 周辺
東京都板橋区栄町 周辺
東京都板橋区熊野町 周辺
東京都板橋区高島平2丁目 周辺
東京都板橋区小茂根1丁目 周辺
東京都板橋区成増1丁目 周辺
東京都板橋区清水町 周辺
東京都板橋区赤塚6丁目 周辺
東京都板橋区前野町3丁目 周辺
東京都板橋区双葉町 周辺
東京都板橋区中台2丁目 周辺
東京都板橋区東山町 周辺
東京都板橋区東新町1丁目 周辺
東京都板橋区徳丸5丁目 周辺
東京都板橋区板橋2丁目 周辺
東京都板橋区蓮沼町 周辺
東京都品川区旗の台1丁目 周辺
東京都品川区勝島1丁目 周辺
東京都品川区西大井2丁目 周辺
東京都品川区中延2丁目 周辺
東京都品川区東五反田3丁目 周辺
東京都品川区八潮2丁目 周辺
東京都品川区豊町5丁目 周辺
東京都品川区北品川1丁目 周辺
東京都文京区関口1丁目 周辺
東京都文京区小石川5丁目 周辺
東京都文京区千石1丁目 周辺
東京都文京区千駄木 周辺
東京都豊島区高松3丁目 周辺
東京都豊島区長崎5丁目 周辺
東京都豊島区東池袋4丁目 周辺
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東京都豊島区目白2丁目 周辺
東京都豊島区要町2丁目 周辺
東京都北区十条仲原2丁目 周辺
東京都北区昭和町2丁目 周辺
東京都北区上十条4丁目 周辺
東京都北区中十条1丁目 周辺
東京都北区田端新町2丁目 周辺
東京都北区堀船2丁目 周辺
東京都墨田区向島3丁目 周辺
東京都墨田区向島4丁目 周辺
東京都墨田区石原1丁目 周辺
東京都墨田区石原4丁目 周辺
東京都墨田区東向島2丁目 周辺
東京都墨田区八広2丁目 周辺
東京都墨田区八広6丁目 周辺
東京都墨田区本所1丁目 周辺
東京都墨田区立花3丁目 周辺
東京都墨田区立川3丁目 周辺
東京都目黒区下目黒6丁目 周辺
東京都目黒区駒場2丁目 周辺
東京都目黒区上目黒2丁目 周辺
東京都目黒区中根1丁目 周辺
東京都練馬区栄町 周辺
東京都練馬区貫井4丁目 周辺
東京都練馬区関町南2丁目 周辺
東京都練馬区関町南4丁目 周辺
東京都練馬区関町北5丁目 周辺
東京都練馬区向山4丁目 周辺
東京都練馬区春日町6丁目 周辺
東京都練馬区石神井台1丁目 周辺
東京都練馬区石神井台4丁目 周辺
東京都練馬区石神井町2丁目 周辺
東京都練馬区大泉町1丁目 周辺
東京都練馬区大泉町6丁目 周辺
東京都練馬区中村北4丁目 周辺
東京都練馬区田柄2丁目 周辺
東京都練馬区氷川台3丁目 周辺
東京都練馬区北町1丁目 周辺
東京都国分寺市戸倉1丁目 周辺
東京都国分寺市本町2丁目 周辺
東京都西東京市谷戸町2丁目 周辺
東京都西東京市東町3丁目 周辺
東京都東大和市中央2丁目 周辺
東京都日野市多摩平1丁目 周辺
東京都日野市日野本町3丁目 周辺
東京都八王子市横山町 周辺
東京都八王子市初沢町 周辺
東京都八王子市石川町 周辺
東京都八王子市千人町2丁目 周辺
東京都八王子市長房 周辺
東京都武蔵野市緑町1丁目 周辺
東京都立川市栄町4丁目 周辺

神奈川県 神奈川県横浜市栄区笠間町 周辺
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西3丁目 周辺
神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目 周辺
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神奈川県横浜市港北区菊名4丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 周辺
神奈川県横浜市西区南幸2丁目 周辺
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 周辺
神奈川県横浜市泉区緑園2丁目 周辺
神奈川県横浜市中区住吉町4丁目 周辺
神奈川県横浜市中区本牧緑ヶ丘 周辺
神奈川県横浜市南区新川町1丁目 周辺
神奈川県横浜市南区南太田1丁目 周辺
神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目 周辺
神奈川県横浜市緑区三保町 周辺
神奈川県鎌倉市上町屋 周辺
神奈川県川崎市宮前区神木本町2丁目 周辺
神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目 周辺
神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目 周辺

埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区横根 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区村国 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区平林寺 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区本町4丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区小深作 周辺
埼玉県さいたま市見沼区中川 周辺
埼玉県さいたま市見沼区東宮下 周辺
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区南中丸 周辺
埼玉県さいたま市見沼区南中野 周辺
埼玉県さいたま市見沼区片柳2丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区片柳町1丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 周辺
埼玉県さいたま市桜区桜田2丁目 周辺
埼玉県さいたま市桜区田島3丁目 周辺
埼玉県さいたま市桜区田島7丁目 周辺
埼玉県さいたま市西区宮前町 周辺
埼玉県さいたま市西区指扇 周辺
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 周辺
埼玉県さいたま市西区平方領領家 周辺
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目 周辺
埼玉県さいたま市南区白幡5丁目 周辺
埼玉県さいたま市北区今羽町 周辺
埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 周辺
埼玉県さいたま市北区本郷町 周辺
埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目 周辺
埼玉県さいたま市緑区南部領辻 周辺
埼玉県戸田市笹目南町 周辺
埼玉県戸田市新曽 周辺
埼玉県戸田市本町 周辺
埼玉県三郷市戸ヶ崎 周辺
埼玉県川口市安行領家 周辺
埼玉県川口市元郷4丁目 周辺
埼玉県川口市芝中田2丁目 周辺
埼玉県川口市芝塚原1丁目 周辺
埼玉県川口市東領家4丁目 周辺
埼玉県川口市飯原町 周辺
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埼玉県川口市並木1丁目 周辺
埼玉県川口市本蓮1丁目 周辺
埼玉県川口市末広1丁目 周辺
埼玉県川口市木曽呂 周辺
埼玉県川口市領家1丁目 周辺
埼玉県鳩ヶ谷市南5丁目 周辺
埼玉県蕨市中央2丁目 周辺
埼玉県蕨市塚越1丁目 周辺

千葉県 千葉県千葉市稲毛区穴川2丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区小中台町 周辺
千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区緑町1丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区南花園1丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区畑町 周辺
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目 周辺
千葉県千葉市若葉区源町 周辺
千葉県千葉市若葉区高品町 周辺
千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目 周辺
千葉県千葉市若葉区中野町 周辺
千葉県千葉市若葉区都賀3丁目 周辺
千葉県千葉市中央区汐見丘町 周辺
千葉県千葉市中央区新宿2丁目 周辺
千葉県千葉市中央区仁戸名町 周辺
千葉県千葉市中央区都町2丁目 周辺
千葉県千葉市中央区南生実町 周辺
千葉県千葉市中央区南町2丁目 周辺
千葉県千葉市中央区矢作町 周辺
千葉県千葉市美浜区新港 周辺
千葉県千葉市美浜区真砂2丁目 周辺
千葉県千葉市緑区あすみが丘1丁目 周辺
千葉県千葉市緑区高田町 周辺
千葉県千葉市緑区大木戸町 周辺
千葉県印旛郡酒々井町上岩橋 周辺
千葉県印旛郡酒々井町尾上 周辺
千葉県浦安市北栄4丁目 周辺
千葉県我孫子市天王台1丁目 周辺
千葉県佐倉市上代 周辺
千葉県佐倉市大篠塚 周辺
千葉県佐倉市表町 周辺
千葉県四街道市四街道1丁目 周辺
千葉県四街道市小名木 周辺
千葉県市川市新井3丁目 周辺
千葉県市川市大野町2丁目 周辺
千葉県市川市東国分1丁目 周辺
千葉県市川市日之出 周辺
千葉県市川市北方3丁目 周辺
千葉県習志野市谷津2丁目 周辺
千葉県習志野市津田沼4丁目 周辺
千葉県松戸市小金 周辺
千葉県松戸市松戸 周辺
千葉県松戸市上矢切 周辺
千葉県松戸市新松戸1丁目 周辺
千葉県成田市大山 周辺
千葉県成田市土屋 周辺



6月に拡充されたサービスエリア（関東）

都道府県 対象地域
千葉県船橋市丸山5丁目 周辺
千葉県船橋市市場4丁目 周辺
千葉県船橋市習志野台 周辺
千葉県船橋市習志野台2丁目 周辺
千葉県船橋市小野田町 周辺
千葉県船橋市西習志野 周辺
千葉県船橋市西船5丁目 周辺
千葉県船橋市二和東6丁目 周辺
千葉県柏市柏 周辺
千葉県柏市北柏 周辺
千葉県流山市前ヶ崎 周辺


