
１１月に拡充されたサービスエリア（関東・中部・関西以外）

都道府県 対象地域
北海道 北海道札幌市中央区南22条西9丁目 周辺

北海道札幌市中央区南18条西16丁目 周辺
北海道札幌市中央区南17条西9丁目 周辺
北海道札幌市中央区南8条西17丁目 周辺
北海道札幌市中央区南12条西8丁目 周辺
北海道札幌市中央区南2条西26丁目 周辺
北海道札幌市中央区南13条西1丁目 周辺
北海道札幌市中央区南1条西18丁目 周辺
北海道札幌市中央区南7条西7丁目 周辺
北海道札幌市中央区北4条西25丁目 周辺
北海道札幌市中央区大通西11丁目 周辺
北海道札幌市中央区南5条西2丁目 周辺
北海道札幌市中央区北4条西19丁目 周辺
北海道札幌市中央区北4条西14丁目 周辺
北海道札幌市中央区南1条西5丁目 周辺
北海道札幌市中央区北10条西17丁目 周辺
北海道札幌市中央区北2条西3丁目 周辺
北海道札幌市中央区北1条西6丁目 周辺
北海道札幌市中央区北2条東12丁目 周辺
北海道札幌市中央区北15条西15丁目 周辺
北海道札幌市中央区大通東3丁目 周辺
北海道札幌市北区北10条西1丁目 周辺
北海道札幌市北区北17条西4丁目 周辺
北海道札幌市北区北29条西11丁目 周辺
北海道札幌市北区新川1条6丁目 周辺
北海道札幌市北区新川3条15丁目 周辺
北海道札幌市北区新川西1条3丁目 周辺
北海道札幌市北区北40条西4丁目 周辺
北海道札幌市北区新川西1条6丁目 周辺
北海道札幌市北区新琴似6条16丁目 周辺
北海道札幌市北区屯田6条9丁目 周辺
北海道札幌市北区太平11条6丁目 周辺
北海道札幌市北区篠路2条2丁目 周辺
北海道札幌市北区北24条西5丁目 周辺
北海道札幌市東区北11条東6丁目 周辺
北海道札幌市東区苗穂町2丁目 周辺
北海道札幌市東区北16条東4丁目 周辺
北海道札幌市東区本町1条7丁目 周辺
北海道札幌市東区北19条東8丁目 周辺
北海道札幌市東区北16条東16丁目 周辺
北海道札幌市東区伏古8条3丁目 周辺
北海道札幌市東区北35条東16丁目 周辺
北海道札幌市東区北36条東27丁目 周辺
北海道札幌市東区北37条東22丁目 周辺
北海道札幌市東区北38条東8丁目 周辺
北海道札幌市東区北8条東1丁目 周辺
北海道札幌市白石区栄通13丁目 周辺
北海道札幌市白石区本通17丁目 周辺
北海道札幌市白石区東札幌2条1丁目 周辺
北海道札幌市白石区本通11丁目 周辺
北海道札幌市白石区菊水2条1丁目 周辺
北海道札幌市白石区本通3丁目 周辺
北海道札幌市白石区北郷3条1丁目 周辺
北海道札幌市白石区北郷5条8丁目 周辺
北海道札幌市白石区川北 周辺
北海道札幌市白石区川下4条4丁目 周辺
北海道札幌市豊平区西岡3条11丁目 周辺
北海道札幌市豊平区西岡4条8丁目 周辺
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都道府県 対象地域
北海道札幌市豊平区平岸6条13丁目 周辺
北海道札幌市豊平区平岸2条10丁目 周辺
北海道札幌市豊平区美園9条7丁目 周辺
北海道札幌市豊平区美園7条1丁目 周辺
北海道札幌市豊平区月寒東5条7丁目 周辺
北海道札幌市豊平区美園3条8丁目 周辺
北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目 周辺
北海道札幌市西区山の手1条8丁目 周辺
北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目 周辺
北海道札幌市西区宮の沢1条4丁目 周辺
北海道札幌市西区八軒1条西1丁目 周辺
北海道札幌市西区発寒14条4丁目 周辺
北海道札幌市西区八軒2条東5丁目 周辺
北海道札幌市厚別区大谷地東4丁目 周辺
北海道札幌市手稲区手稲本町1条1丁目 周辺
北海道札幌市手稲区金山1条3丁目 周辺
北海道札幌市手稲区手稲本町2条5丁目 周辺
北海道札幌市手稲区手稲山口 周辺
北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘4丁目 周辺
北海道札幌市清田区清田6条2丁目 周辺
北海道札幌市清田区平岡1条4丁目 周辺
北海道札幌市清田区清田2条2丁目 周辺
北海道札幌市清田区北野5条4丁目 周辺
北海道小樽市銭函1丁目 周辺
北海道小樽市花園2丁目 周辺
北海道小樽市清水町 周辺
北海道石狩市花川南5条5丁目 周辺
北海道石狩市花川 周辺

青森県 青森県青森市千富町1丁目
青森県青森市桜川9丁目
青森県青森市花園1丁目
青森県青森市大字桑原

岩手県 岩手県盛岡市下飯岡
岩手県盛岡市中太田深持
岩手県盛岡市東中野
岩手県盛岡市安倍館町
岩手県盛岡市三ツ割

宮城県 宮城県仙台市青葉区上愛子
宮城県仙台市青葉区荒巻
宮城県仙台市青葉区北目町
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目
宮城県仙台市青葉区八幡1丁目
宮城県仙台市青葉区本町2丁目
宮城県仙台市青葉区国見6丁目
宮城県仙台市青葉区花京院1丁目
宮城県仙台市青葉区木町通り1丁目
宮城県仙台市青葉区子平町
宮城県仙台市青葉区二日町
宮城県仙台市青葉区吉成3丁目
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町
宮城県仙台市青葉区北山2丁目
宮城県仙台市青葉区上杉6丁目
宮城県仙台市青葉区葉山町
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘7丁目
宮城県仙台市青葉区荒巻神明町
宮城県仙台市青葉区高松2丁目
宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目
宮城県仙台市青葉区東勝山3丁目
宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目
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宮城県仙台市宮城野区宮城野3丁目
宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目
宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目
宮城県仙台市宮城野区大梶
宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目
宮城県仙台市宮城野区二の森
宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目
宮城県仙台市宮城野区新田4丁目
宮城県仙台市宮城野区岩切2丁目
宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷
宮城県仙台市若林区南染師町
宮城県仙台市若林区荒町
宮城県仙台市若林区荒井
宮城県仙台市若林区表柴田町
宮城県仙台市若林区大和町1丁目
宮城県仙台市若林区二軒茶屋
宮城県仙台市若林区大和町4丁目
宮城県仙台市若林区六丁の目中町
宮城県仙台市若林区卸町4丁目
宮城県仙台市若林区卸町東5丁目
宮城県仙台市太白区西中田1丁目
宮城県仙台市太白区柳生
宮城県仙台市太白区富沢
宮城県仙台市太白区大野田
宮城県仙台市太白区泉崎1丁目
宮城県仙台市太白区郡山
宮城県仙台市泉区虹の丘1丁目
宮城県仙台市泉区野村
宮城県仙台市泉区市名坂
宮城県仙台市泉区松森
宮城県仙台市泉区泉中央2丁目
宮城県仙台市泉区将監殿1丁目
宮城県仙台市泉区永和台

秋田県 秋田県秋田市仁井田潟中町
秋田県秋田市新屋天秤野

山形県 山形県山形市北山形2丁目
福島県 福島県福島市西中央5丁目

福島県福島市丸子
富山県 富山県富山市下新町 周辺

富山県富山市赤田 周辺
富山県富山市婦中町分田 周辺
富山県富山市婦中町西本郷 周辺
富山県富山市大町 周辺
富山県富山市二口町1丁目 周辺
富山県富山市山室 周辺
富山県富山市古寺 周辺
富山県富山市五番町 周辺
富山県富山市丸の内1丁目 周辺
富山県富山市清水元町 周辺
富山県富山市五福 周辺
富山県富山市畑中 周辺
富山県富山市奥田新町 周辺
富山県富山市高木 周辺
富山県富山市田中町5丁目 周辺
富山県富山市北代 周辺
富山県富山市上冨居3丁目 周辺
富山県富山市八ヶ山 周辺
富山県富山市新庄銀座 周辺
富山県富山市下赤江町2丁目 周辺
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富山県富山市宮成新 周辺
富山県富山市西宮町 周辺
富山県富山市田畑上竹 周辺
富山県富山市松浦町 周辺
富山県富山市水橋舘町 周辺

石川県 石川県金沢市伏見台2丁目 周辺
石川県金沢市横川7丁目 周辺
石川県金沢市新保本3丁目 周辺
石川県金沢市上安原2丁目 周辺
石川県金沢市入江2丁目 周辺
石川県金沢市石引2丁目 周辺
石川県金沢市片町2丁目 周辺
石川県金沢市東山3丁目 周辺
石川県金沢市堀川新町 周辺
石川県金沢市畝田東2丁目 周辺
石川県金沢市金石西1丁目 周辺
石川県金沢市御所町井 周辺
石川県金沢市神宮寺町 周辺
石川県金沢市南新保町 周辺
石川県金沢市近岡町 周辺
石川県金沢市泉野町4丁目 周辺
石川県金沢市吉原町 周辺
石川県金沢市元菊町 周辺
石川県金沢市増泉2丁目 周辺
石川県金沢市南町 周辺
石川県金沢市西念4丁目 周辺
石川県石川郡野々市町野代2丁目 周辺
石川県石川郡野々市町粟田5丁目 周辺

福井県 福井県福井市大町 周辺
福井県福井市山奥町 周辺
福井県福井市光陽3丁目 周辺
福井県福井市御幸4丁目 周辺
福井県福井市文京4 周辺
福井県福井市丸山1丁目 周辺
福井県福井市町屋2丁目 周辺
福井県福井市舟橋新町 周辺
福井県福井市高木町 周辺
福井県福井市上森田1丁目 周辺
福井県福井市順化2丁目 周辺

岡山県 岡山県岡山市南区曽根 周辺
岡山県岡山市南区築港新町1丁目 周辺
岡山県岡山市南区藤田 周辺
岡山県岡山市北区平田 周辺
岡山県岡山市北区今保 周辺
岡山県岡山市南区新福1丁目 周辺
岡山県岡山市下中野 周辺
岡山県岡山市東区九蟠 周辺
岡山県岡山市北区今4丁目 周辺
岡山県岡山市北区白石西新町 周辺
岡山県岡山市北区野田5丁目 周辺
岡山県岡山市東区光津 周辺
岡山県岡山市清輝本町 周辺
岡山県岡山市北区西辛川 周辺
岡山県岡山市中区海吉 周辺
岡山県岡山市北区駅前町2丁目 周辺
岡山県岡山市中区浜 周辺
岡山県岡山市東区西大寺中1丁目 周辺
岡山県岡山市北区津島笹が瀬 周辺
岡山県岡山市東区西大寺松崎 周辺
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岡山県岡山市中区賞田 周辺
岡山県岡山市東区中尾 周辺
岡山県倉敷市潮通3丁目 周辺
岡山県倉敷市水島海岸通2丁目 周辺
岡山県倉敷市東塚4丁目 周辺
岡山県倉敷市福田町広江 周辺
岡山県倉敷市連島町連島 周辺
岡山県倉敷市串田 周辺
岡山県倉敷市西中新田 周辺
岡山県倉敷市中島 周辺
岡山県倉敷市笹沖 周辺
岡山県倉敷市青江 周辺
岡山県倉敷市幸町 周辺
岡山県倉敷市浅原 周辺
岡山県倉敷市山地 周辺
岡山県笠岡市新横島 周辺
岡山県総社市宿 周辺
岡山県備前市香登本 周辺
岡山県浅口市金光町大谷 周辺

広島県 広島県広島市中区江波栄町 周辺
広島県広島市中区南吉島2丁目 周辺
広島県広島市東区若草町 周辺
広島県広島市東区戸坂町 周辺
広島県広島市南区仁保沖町 周辺
広島県広島市南区金屋町 周辺
広島県広島市西区井口明神1丁目 周辺
広島県広島市西区観音新町2丁目 周辺
広島県広島市西区鈴が峯町 周辺
広島県広島市西区大芝3丁目 周辺
広島県広島市安佐南区長束3丁目 周辺
広島県広島市安佐南区川内1丁目 周辺
広島県広島市安佐南区緑井1丁目 周辺
広島県広島市安佐北区口田南2丁目 周辺
広島県広島市安芸区矢野東6丁目 周辺
広島県広島市安芸区矢野西4丁目 周辺
広島県呉市阿賀町 周辺
広島県呉市中央7丁目 周辺
広島県呉市長谷町 周辺
広島県竹原市下野町 周辺
広島県竹原市高崎町 周辺
広島県竹原市忠海町 周辺
広島県尾道市向東町箱石 周辺
広島県尾道市高須町 周辺
広島県福山市松永町3丁目 周辺
広島県福山市神村町荻ノ尾 周辺
広島県福山市千田町大字薮路 周辺
広島県東広島市八本松東4丁目 周辺
広島県東広島市高屋町大字溝口 周辺
広島県廿日市市丸石5丁目 周辺
広島県廿日市市新宮1丁目 周辺
広島県廿日市市宮内 周辺
広島県安芸郡府中町青崎中 周辺
広島県安芸郡府中町浜田2丁目 周辺



１１月に拡充されたサービスエリア（関東・中部・関西以外）

都道府県 対象地域
山口県 山口県山口市大字黒川 周辺

山口県防府市大字大崎 周辺
山口県下松市大字山田 周辺

徳島県 徳島県徳島市八万町弐丈 周辺
徳島県徳島市南昭和町4丁目
徳島県徳島市仲之町1丁目
徳島県徳島市南沖洲3丁目
徳島県徳島市加茂名町庄山 周辺
徳島県徳島市南矢三町1丁目
徳島県徳島市福島2丁目
徳島県徳島市南出来島町2丁目
徳島県徳島市北沖洲2丁目
徳島県徳島市助任橋2丁目
徳島県徳島市川内町小松北 周辺
徳島県徳島市北田宮3丁目
徳島県徳島市末広3丁目
徳島県徳島市昭和町一丁目

香川県 香川県高松市西宝町1丁目
香川県高松市円座町 周辺
香川県高松市国分寺町新居 周辺
香川県高松市中間町 周辺
香川県高松市三谷町 周辺
香川県高松市由良町 周辺
香川県高松市多肥下町 周辺
香川県高松市中野町 周辺
香川県高松市上天神町 周辺
香川県高松市鬼無町藤井 周辺
香川県高松市伏石町 周辺
香川県高松市峰山町 周辺
香川県高松市鶴市町 周辺
香川県高松市藤塚町3丁目
香川県高松市亀水町 周辺
香川県高松市番町2丁目
香川県高松市郷東町 周辺
香川県高松市木太町 周辺
香川県高松市松福町2丁目 周辺
香川県高松市高松町 周辺
香川県高松市朝日新町 周辺
香川県高松市今新町 周辺

愛媛県 愛媛県松山市空港通7丁目
愛媛県松山市北吉田町 周辺
愛媛県松山市土居田町 周辺
愛媛県松山市和泉北1丁目
愛媛県松山市高岡町乙 周辺
愛媛県松山市生石町 周辺
愛媛県松山市松末1丁目
愛媛県松山市勝山町1丁目
愛媛県松山市湊町5丁目
愛媛県松山市桑原1丁目 周辺
愛媛県松山市鉄砲町 周辺
愛媛県松山市三津2丁目 周辺
愛媛県松山市溝辺町 周辺
愛媛県松山市船ヶ谷町 周辺
愛媛県松山市本町6丁目
愛媛県松山市鴨川1丁目
愛媛県松山市太山寺町 周辺
愛媛県松山市磯河内甲 周辺



１１月に拡充されたサービスエリア（関東・中部・関西以外）

都道府県 対象地域
高知県 高知県高知市福井町 周辺
福岡県 福岡県福岡市東区原田1丁目 周辺

福岡県福岡市東区松島1丁目 周辺
福岡県福岡市東区舞松原1丁目 周辺
福岡県福岡市博多区吉塚2丁目 周辺
福岡県福岡市中央区六本松3丁目 周辺
福岡県福岡市中央区春吉2丁目 周辺
福岡県福岡市南区大池1丁目 周辺
福岡県福岡市南区野多目4丁目 周辺
福岡県福岡市南区野間1丁目 周辺
福岡県福岡市西区拾六町5丁目 周辺
福岡県福岡市城南区長尾1丁目 周辺
福岡県福岡市早良区西新4丁目 周辺
福岡県北九州市門司区大字恒見 周辺
福岡県北九州市門司区丸山2丁目 周辺
福岡県北九州市若松区ひびきの南1丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区大門2丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区大手町 周辺
福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区上到津4丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区井堀4丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区田町 周辺
福岡県北九州市小倉南区大字堀越 周辺
福岡県北九州市小倉南区長野2丁目 周辺
福岡県久留米市大善寺町夜明 周辺
福岡県久留米市東合川干出町 周辺
福岡県久留米市国分町高田 周辺
福岡県久留米市津福本町 周辺
福岡県久留米市城島町楢津 周辺
福岡県久留米市北野町高良 周辺
福岡県行橋市北泉4丁目 周辺
福岡県筑紫野市針摺東3丁目 周辺
福岡県筑紫野市湯町2丁目 周辺
福岡県大野城市大字牛頸 周辺
福岡県大野城市白木原2丁目 周辺
福岡県太宰府市太宰府 周辺
福岡県太宰府市水城6丁目 周辺
福岡県宮若市龍徳 周辺
福岡県宮若市四郎丸 周辺
福岡県宮若市脇田 周辺
福岡県宮若市水原 周辺
福岡県朝倉市甘木又原 周辺
福岡県朝倉市甘木 周辺
福岡県糟屋郡志免町南里6丁目 周辺
福岡県糟屋郡志免町大字志免坂瀬 周辺
福岡県糟屋郡久山町大字山田 周辺
福岡県遠賀郡水巻町猪熊1丁目 周辺
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切 周辺
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東1丁目 周辺
福岡県遠賀郡遠賀町松の本6丁目 周辺
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良 周辺
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守 周辺
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵 周辺
福岡県朝倉郡筑前町弥永 周辺
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷 周辺
福岡県京都郡苅田町若久町3丁目 周辺



１１月に拡充されたサービスエリア（関東・中部・関西以外）

都道府県 対象地域
佐賀県 佐賀県佐賀市鍋島2丁目 周辺

佐賀県佐賀市川副町大字犬井道 周辺
長崎県 長崎県長崎市昭和3丁目 周辺

長崎県長崎市戸町2丁目 周辺
長崎県長崎市稲田町 周辺
長崎県長崎市馬町 周辺

熊本県 熊本県熊本市小島4丁目 周辺
熊本県熊本市健軍3丁目 周辺
熊本県熊本市流通団地2丁目 周辺
熊本県熊本市島崎7丁目 周辺
熊本県熊本市九品寺1丁目 周辺
熊本県熊本市白藤1丁目 周辺
熊本県熊本市内田町 周辺
熊本県熊本市八王寺町 周辺

大分県 大分県大分市大字東明野 周辺
大分県大分市大字里 周辺
大分県大分市大字駄原 周辺
大分県大分市舞鶴町1丁目 周辺
大分県大分市向原西1丁目 周辺

宮崎県 宮崎県宮崎市村角町阿波 周辺
宮崎県宮崎市大字本郷北方 周辺
宮崎県宮崎市新城町 周辺
宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目 周辺
宮崎県宮崎市大字郡司分 周辺
宮崎県宮崎市大字生目 周辺
宮崎県宮崎市江平西1丁目 周辺
宮崎県宮崎市南花ヶ島町 周辺

鹿児島県 鹿児島県鹿児島市伊敷町 周辺
鹿児島県鹿児島市大竜町 周辺
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