
都道府県 対象地域
北海道 北海道札幌市中央区南２５条西８丁目 周辺

北海道札幌市北区屯田３条４丁目 周辺
北海道札幌市北区屯田７条３丁目 周辺
北海道札幌市北区新琴似１条６丁目 周辺
北海道札幌市北区北１３条西２丁目 周辺
北海道札幌市北区北２１条西６丁目 周辺
北海道札幌市北区新川４条１１丁目 周辺
北海道札幌市東区北３３条東８丁目 周辺
北海道札幌市東区北１９条東１９丁目 周辺
北海道札幌市豊平区月寒西１条１０丁目 周辺
北海道札幌市豊平区中の島２条３丁目 周辺
北海道札幌市西区琴似１条７丁目 周辺
北海道札幌市厚別区青葉町１３丁目 周辺
北海道札幌市厚別区もみじ台東２丁目 周辺
北海道札幌市手稲区手稲本町３条１丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
青森県 青森県青森市新町１丁目 周辺

青森県青森市小柳２丁目 周辺
青森県八戸市下長２丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
岩手県 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目 周辺

岩手県盛岡市境田町 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
宮城県 宮城県仙台市青葉区中江２丁目 周辺

宮城県仙台市青葉区小松島２丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区新坂町 周辺
宮城県仙台市青葉区台原４丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区国見五丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区東照宮２丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区錦町１丁目 周辺
宮城県仙台市若林区保春院前丁 周辺
宮城県仙台市若林区若林１丁目 周辺
宮城県仙台市若林区遠見塚２丁目 周辺
宮城県仙台市太白区長町２丁目 周辺
宮城県仙台市太白区長町４丁目 周辺
宮城県仙台市太白区郡山１丁目 周辺
宮城県仙台市太白区四郎丸 周辺
宮城県塩竈市越の浦２丁目 周辺
宮城県多賀城市浮島 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
秋田県 秋田県秋田市手形学園町 周辺

秋田県秋田市牛島東五丁目 周辺
秋田県秋田市外旭川 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
山形県 山形県山形市松山１丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
福島県 福島県郡山市久留米６丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
茨城県 茨城県水戸市紺屋町 周辺

茨城県水戸市大串町 周辺
茨城県日立市川尻町１丁目 周辺
茨城県古河市旭町１丁目 周辺
茨城県取手市井野１丁目 周辺
茨城県つくば市天久保１丁目 周辺
茨城県つくば市吉沼 周辺
茨城県つくば市天王台２丁目 周辺
茨城県ひたちなか市堀口 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
栃木県 栃木県宇都宮市五代１丁目 周辺

栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目 周辺
栃木県宇都宮市駒生町 周辺
栃木県宇都宮市岩曽町 周辺
栃木県宇都宮市石那田町愛宕山 周辺
栃木県宇都宮市元今泉２丁目 周辺
栃木県足利市助戸仲町 周辺
栃木県栃木市大光寺町 周辺
栃木県鹿沼市楡木町 周辺
栃木県鹿沼市鳥居跡町 周辺
栃木県鹿沼市さつき町 周辺
栃木県真岡市荒町 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
群馬県 群馬県前橋市滝窪町 周辺

群馬県高崎市中居町３丁目 周辺
群馬県高崎市八幡原町 周辺
群馬県高崎市吉井町馬庭 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
埼玉県 埼玉県さいたま市西区水判土 周辺

埼玉県さいたま市北区本郷町 周辺
埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１丁目 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大宮４丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 周辺
埼玉県さいたま市中央区本町東３丁目 周辺
埼玉県さいたま市中央区八王子３丁目 周辺
埼玉県さいたま市桜区神田 周辺
埼玉県さいたま市桜区上大久保 周辺
埼玉県さいたま市桜区栄和５丁目 周辺
埼玉県さいたま市桜区山久保１丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区上木崎４丁目 周辺
埼玉県さいたま市南区沼影１丁目 周辺
埼玉県さいたま市南区曲本１丁目 周辺
埼玉県川越市旭町３丁目 周辺
埼玉県川越市笠幡 周辺
埼玉県川越市諏訪町 周辺
埼玉県川越市野田町２丁目 周辺
埼玉県川越市むさし野 周辺
埼玉県川越市今福 周辺
埼玉県熊谷市万吉 周辺
埼玉県川口市上青木西５丁目 周辺
埼玉県川口市本町１丁目 周辺
埼玉県川口市赤井１丁目 周辺
埼玉県川口市青木５丁目 周辺
埼玉県川口市上青木西２丁目 周辺
埼玉県川口市戸塚１丁目 周辺
埼玉県川口市安行藤八 周辺
埼玉県川口市新堀 周辺
埼玉県所沢市東所沢２丁目 周辺
埼玉県所沢市北秋津 周辺
埼玉県所沢市南住吉 周辺
埼玉県所沢市元町 周辺
埼玉県所沢市上新井５丁目 周辺
埼玉県所沢市北野南１丁目 周辺
埼玉県所沢市下安松 周辺
埼玉県所沢市西狭山ヶ丘２丁目 周辺
埼玉県春日部市米島 周辺
埼玉県春日部市新宿新田 周辺
埼玉県春日部市上蛭田 周辺
埼玉県狭山市青柳 周辺
埼玉県狭山市笹井３丁目 周辺
埼玉県狭山市広瀬台１丁目 周辺
埼玉県鴻巣市鴻巣 周辺
埼玉県上尾市中分１丁目 周辺
埼玉県上尾市川 周辺
埼玉県上尾市本町６丁目 周辺
埼玉県上尾市浅間台３丁目 周辺
埼玉県上尾市原市 周辺
埼玉県草加市柳島町 周辺
埼玉県草加市神明２丁目 周辺
埼玉県草加市新善町 周辺
埼玉県草加市新栄町 周辺
埼玉県草加市長栄町 周辺

6月に拡充されたエリア



埼玉県越谷市南越谷１丁目 周辺
埼玉県越谷市北越谷２丁目 周辺
埼玉県越谷市袋山 周辺
埼玉県越谷市千間台西４丁目 周辺
埼玉県越谷市大泊 周辺
埼玉県戸田市本町５丁目 周辺
埼玉県入間市東藤沢６丁目 周辺
埼玉県鳩ヶ谷市南７丁目 周辺
埼玉県鳩ヶ谷市里 周辺
埼玉県鳩ヶ谷市本町２丁目 周辺
埼玉県朝霞市泉水２丁目 周辺
埼玉県朝霞市岡３丁目 周辺
埼玉県朝霞市本町３丁目 周辺
埼玉県志木市中宗岡１丁目 周辺
埼玉県和光市新倉１丁目 周辺
埼玉県和光市新倉２丁目 周辺
埼玉県新座市東北１丁目 周辺
埼玉県新座市野火止８丁目 周辺
埼玉県新座市石神３丁目 周辺
埼玉県新座市栄２丁目 周辺
埼玉県桶川市下日出谷西２丁目 周辺
埼玉県桶川市鴨川１丁目 周辺
埼玉県久喜市本町５丁目 周辺
埼玉県久喜市吉羽３丁目 周辺
埼玉県北本市二ツ家３丁目 周辺
埼玉県八潮市西袋 周辺
埼玉県八潮市中央３丁目 周辺
埼玉県富士見市勝瀬 周辺
埼玉県富士見市東みずほ台３丁目 周辺
埼玉県富士見市西みずほ台３丁目 周辺
埼玉県三郷市幸房 周辺
埼玉県三郷市早稲田６丁目 周辺
埼玉県三郷市新和１丁目 周辺
埼玉県三郷市高州１丁目 周辺
埼玉県三郷市高州３丁目 周辺
埼玉県坂戸市新堀 周辺
埼玉県坂戸市本町 周辺
埼玉県鶴ヶ島市脚折 周辺
埼玉県日高市梅原 周辺
埼玉県吉川市旭 周辺
埼玉県吉川市中曽根２丁目 周辺
埼玉県ふじみ野市福岡中央２丁目 周辺
埼玉県入間郡毛呂山町中央３丁目 周辺
埼玉県比企郡小川町高谷 周辺
埼玉県比企郡川島町曲師 周辺
埼玉県比企郡吉見町下細谷 周辺
埼玉県南埼玉郡宮代町本田１丁目 周辺
埼玉県南埼玉郡白岡町白岡 周辺
埼玉県北葛飾郡栗橋町南栗橋４丁目 周辺



都道府県 対象地域
千葉県 千葉県千葉市中央区星久喜町 周辺

千葉県千葉市中央区千葉寺町 周辺
千葉県千葉市中央区白旗１丁目 周辺
千葉県千葉市中央区東千葉２丁目 周辺
千葉県千葉市中央区新宿２丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区瑞穂３丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘４丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区小仲台８丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区園生町 周辺
千葉県千葉市美浜区打瀬３丁目 周辺
千葉県千葉市美浜区新港 周辺
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸３丁目 周辺
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸４丁目 周辺
千葉県市川市欠真間 周辺
千葉県市川市新田４丁目 周辺
千葉県市川市南大野一丁目 周辺
千葉県市川市菅野６丁目 周辺
千葉県市川市妙典１丁目 周辺
千葉県市川市相之川１丁目 周辺
千葉県市川市菅野４丁目 周辺
千葉県船橋市高野台４丁目 周辺
千葉県船橋市海神４丁目 周辺
千葉県船橋市松が丘１丁目 周辺
千葉県船橋市習志野５丁目 周辺
千葉県船橋市湊町２丁目 周辺
千葉県船橋市夏見２丁目 周辺
千葉県船橋市芝山４丁目 周辺
千葉県船橋市小室町 周辺
千葉県船橋市行田１丁目 周辺
千葉県木更津市朝日２丁目 周辺
千葉県松戸市高塚新田 周辺
千葉県松戸市日暮７丁目 周辺
千葉県松戸市南花島１丁目 周辺
千葉県松戸市河原塚 周辺
千葉県松戸市上本郷 周辺
千葉県松戸市小根本 周辺
千葉県野田市山崎貝塚町 周辺
千葉県野田市野田 周辺
千葉県野田市尾崎 周辺
千葉県野田市中根新田 周辺
千葉県野田市岩名１丁目 周辺
千葉県茂原市上林 周辺
千葉県佐倉市八木 周辺
千葉県習志野市津田沼３丁目 周辺
千葉県習志野市谷津４丁目 周辺
千葉県柏市大青田 周辺
千葉県柏市西原５丁目 周辺
千葉県柏市布施 周辺
千葉県柏市東台本町 周辺
千葉県柏市篠籠田 周辺
千葉県市原市栢橋 周辺
千葉県市原市椎津 周辺
千葉県市原市平野 周辺
千葉県市原市五所 周辺
千葉県流山市思井 周辺
千葉県八千代市八千代台東２丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



千葉県八千代市勝田台３丁目 周辺
千葉県我孫子市南青山 周辺
千葉県鎌ケ谷市初富 周辺
千葉県富津市亀田 周辺
千葉県浦安市北栄４丁目 周辺
千葉県浦安市富士見４丁目 周辺
千葉県袖ヶ浦市横田 周辺
千葉県匝瑳市八日市場ハ 周辺
千葉県匝瑳市春海 周辺
千葉県いすみ市小沢 周辺
千葉県山武郡大網白里町みずほ台３丁目 周辺
千葉県夷隅郡大多喜町上原 周辺
千葉県安房郡鋸南町竜島 周辺



都道府県 対象地域
東京都 東京都中央区日本橋１丁目 周辺

東京都中央区月島３丁目 周辺
東京都中央区勝どき５丁目 周辺
東京都中央区日本橋小網町 周辺
東京都中央区新川２丁目 周辺
東京都中央区築地５丁目 周辺
東京都港区港南５丁目 周辺
東京都港区白金台１丁目 周辺
東京都港区元麻布１丁目 周辺
東京都港区赤坂８丁目 周辺
東京都港区麻布十番１丁目 周辺
東京都新宿区市谷薬王寺町 周辺
東京都新宿区西新宿３丁目 周辺
東京都文京区西片２丁目 周辺
東京都文京区関口３丁目 周辺
東京都文京区湯島１丁目 周辺
東京都文京区湯島２丁目 周辺
東京都文京区大塚２丁目 周辺
東京都台東区谷中２丁目 周辺
東京都墨田区立花３丁目 周辺
東京都墨田区亀沢２丁目 周辺
東京都墨田区立花５丁目 周辺
東京都墨田区堤通１丁目 周辺
東京都墨田区立川２丁目 周辺
東京都江東区辰巳１丁目 周辺
東京都江東区越中島３丁目 周辺
東京都江東区千石１丁目 周辺
東京都江東区亀戸２丁目 周辺
東京都江東区古石場３丁目 周辺
東京都江東区大島７丁目 周辺
東京都江東区平野４丁目 周辺
東京都江東区北砂６丁目 周辺
東京都江東区北砂２丁目 周辺
東京都品川区平塚２丁目 周辺
東京都品川区大井１丁目 周辺
東京都品川区東品川３丁目 周辺
東京都品川区南品川５丁目 周辺
東京都品川区大井７丁目 周辺
東京都品川区二葉３丁目 周辺
東京都大田区池上１丁目 周辺
東京都大田区西六郷４丁目 周辺
東京都大田区田園調布３丁目 周辺
東京都大田区鵜の木３丁目 周辺
東京都大田区西馬込１丁目 周辺
東京都世田谷区大蔵１丁目 周辺
東京都世田谷区船橋５丁目 周辺
東京都世田谷区中町３丁目 周辺
東京都世田谷区経堂４丁目 周辺
東京都世田谷区等々力３丁目 周辺
東京都世田谷区等々力６丁目 周辺
東京都世田谷区奥沢６丁目 周辺
東京都世田谷区三宿１丁目 周辺
東京都世田谷区代田５丁目 周辺
東京都世田谷区代沢４丁目 周辺
東京都世田谷区北沢１丁目 周辺
東京都世田谷区給田５丁目 周辺
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東京都渋谷区神山町 周辺
東京都渋谷区本町３丁目 周辺
東京都中野区江古田４丁目 周辺
東京都中野区野方５丁目 周辺
東京都中野区中野６丁目 周辺
東京都中野区白鷺２丁目 周辺
東京都中野区松が丘２丁目 周辺
東京都中野区沼袋３丁目 周辺
東京都中野区南台３丁目 周辺
東京都中野区鷺宮２丁目 周辺
東京都中野区上鷺宮４丁目 周辺
東京都杉並区高井戸東１丁目 周辺
東京都杉並区善福寺３丁目 周辺
東京都杉並区久我山２丁目 周辺
東京都豊島区高田２丁目 周辺
東京都豊島区長崎１丁目 周辺
東京都豊島区高田３丁目 周辺
東京都豊島区南大塚１丁目 周辺
東京都豊島区南池袋１丁目 周辺
東京都北区西ヶ原３丁目 周辺
東京都板橋区若木２丁目 周辺
東京都板橋区氷川町 周辺
東京都板橋区栄町 周辺
東京都板橋区蓮沼町 周辺
東京都板橋区坂下２丁目 周辺
東京都練馬区豊玉上２丁目 周辺
東京都練馬区石神井町 周辺
東京都練馬区北町７丁目 周辺
東京都練馬区谷原６丁目 周辺
東京都練馬区関町南４丁目 周辺
東京都練馬区関町東１丁目 周辺
東京都練馬区高野台４丁目 周辺
東京都練馬区春日町５丁目 周辺
東京都練馬区大泉学園町４丁目 周辺
東京都練馬区土支田３丁目 周辺
東京都足立区本木２丁目 周辺
東京都足立区新田１丁目 周辺
東京都足立区西新井５丁目 周辺
東京都足立区青井３丁目 周辺
東京都足立区宮城１丁目 周辺
東京都足立区梅田７丁目 周辺
東京都足立区本木西町 周辺
東京都足立区梅田３丁目 周辺
東京都足立区東和３丁目 周辺
東京都足立区古千谷本町２丁目 周辺
東京都足立区綾瀬１丁目 周辺
東京都葛飾区柴又５丁目 周辺
東京都葛飾区東水元２丁目 周辺
東京都葛飾区金町６丁目 周辺
東京都葛飾区新小岩２丁目 周辺
東京都葛飾区西新小岩３丁目 周辺
東京都葛飾区お花茶屋２丁目 周辺
東京都葛飾区西亀有３丁目 周辺
東京都葛飾区奥戸３丁目 周辺
東京都葛飾区奥戸５丁目 周辺
東京都葛飾区東新小岩８丁目 周辺
東京都葛飾区東立石１丁目 周辺
東京都江戸川区南葛西４丁目 周辺
東京都江戸川区本一色１丁目 周辺



東京都江戸川区西葛西７丁目 周辺
東京都江戸川区南篠崎町２丁目 周辺
東京都江戸川区南篠崎町４丁目 周辺
東京都江戸川区東小岩１丁目 周辺
東京都江戸川区篠崎町４丁目 周辺
東京都八王子市北野町 周辺
東京都八王子市明神町４丁目 周辺
東京都八王子市堀之内３丁目 周辺
東京都八王子市小比企町 周辺
東京都八王子市八幡町 周辺
東京都武蔵野市八幡町４丁目 周辺
東京都武蔵野市関前５丁目 周辺
東京都三鷹市新川４丁目 周辺
東京都青梅市東青梅５丁目 周辺
東京都青梅市新町６丁目 周辺
東京都府中市若松町４丁目 周辺
東京都府中市新町１丁目 周辺
東京都府中市四谷３丁目 周辺
東京都府中市小柳町１丁目 周辺
東京都府中市武蔵台３丁目 周辺
東京都昭島市つつじが丘３丁目 周辺
東京都調布市上石原１丁目 周辺
東京都調布市飛田給３丁目 周辺
東京都調布市佐須町１丁目 周辺
東京都調布市調布ヶ丘３丁目 周辺
東京都調布市深大寺元町２丁目 周辺
東京都町田市鶴間 周辺
東京都町田市中町２丁目 周辺
東京都町田市本町田 周辺
東京都小金井市貫井北町５丁目 周辺
東京都小金井市東町１丁目 周辺
東京都日野市万願寺４丁目 周辺
東京都日野市日野 周辺
東京都日野市東豊田３丁目 周辺
東京都東村山市美住町１丁目 周辺
東京都東村山市栄町３丁目 周辺
東京都東村山市久米川町３丁目 周辺
東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目 周辺
東京都国分寺市富士本２丁目 周辺
東京都狛江市中和泉２丁目 周辺
東京都狛江市岩戸南３丁目 周辺
東京都東大和市清水５丁目 周辺
東京都東大和市清水６丁目 周辺
東京都清瀬市竹丘２丁目 周辺
東京都東久留米市前沢３丁目 周辺
東京都武蔵村山市大南１丁目 周辺
東京都多摩市連光寺６丁目 周辺
東京都多摩市貝取 周辺
東京都稲城市矢野口 周辺
東京都羽村市緑ヶ丘２丁目 周辺
東京都羽村市小作台３丁目 周辺
東京都西東京市新町２丁目 周辺
東京都西東京市東伏見２丁目 周辺



都道府県 対象地域
神奈川 神奈川県横浜市鶴見区仲通３丁目 周辺

神奈川県横浜市神奈川区白楽 周辺
神奈川県横浜市神奈川区片倉５丁目 周辺
神奈川県横浜市神奈川区子安台２丁目 周辺
神奈川県横浜市西区久保町 周辺
神奈川県横浜市西区北軽井沢 周辺
神奈川県横浜市西区浅間町１丁目 周辺
神奈川県横浜市中区千歳町 周辺
神奈川県横浜市南区六ッ川２丁目 周辺
神奈川県横浜市南区平楽 周辺
神奈川県横浜市南区永田南１丁目 周辺
神奈川県横浜市南区大岡１丁目 周辺
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川３丁目 周辺
神奈川県横浜市磯子区久木町 周辺
神奈川県横浜市磯子区磯子６丁目 周辺
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区大曽根２丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区高田西４丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区新羽町 周辺
神奈川県横浜市港北区新吉田東６丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区日吉４丁目 周辺
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 周辺
神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目 周辺
神奈川県横浜市旭区笹野台１丁目 周辺
神奈川県横浜市旭区上白根３丁目 周辺
神奈川県横浜市緑区いぶき野 周辺
神奈川県横浜市瀬谷区相沢１丁目 周辺
神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷１丁目 周辺
神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷４丁目 周辺
神奈川県横浜市栄区犬山町 周辺
神奈川県横浜市泉区中田北３丁目 周辺
神奈川県横浜市青葉区恩田町 周辺
神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目 周辺
神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目 周辺
神奈川県横浜市都筑区早渕２丁目 周辺
神奈川県横浜市都筑区東山田町 周辺
神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 周辺
神奈川県川崎市川崎区小川町 周辺
神奈川県川崎市川崎区鋼管通３丁目 周辺
神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目 周辺
神奈川県川崎市多摩区長尾１丁目 周辺
神奈川県川崎市多摩区長尾５丁目 周辺
神奈川県川崎市多摩区南生田３丁目 周辺
神奈川県川崎市宮前区土橋１丁目 周辺
神奈川県川崎市宮前区土橋２丁目 周辺
神奈川県川崎市麻生区上麻生６丁目 周辺
神奈川県横須賀市佐島２丁目 周辺
神奈川県横須賀市野比１丁目 周辺
神奈川県横須賀市久里浜５丁目 周辺
神奈川県横須賀市佐原１丁目 周辺
神奈川県横須賀市追浜東町３丁目 周辺
神奈川県横須賀市根岸町２丁目 周辺
神奈川県横須賀市池上５丁目 周辺
神奈川県横須賀市馬堀海岸４丁目 周辺
神奈川県平塚市上平塚 周辺
神奈川県平塚市千石河岸 周辺
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神奈川県平塚市南金目 周辺
神奈川県鎌倉市常盤 周辺
神奈川県藤沢市辻堂５丁目 周辺
神奈川県藤沢市弥勒寺３丁目 周辺
神奈川県藤沢市大庭 周辺
神奈川県藤沢市遠藤 周辺
神奈川県小田原市栄町２丁目 周辺
神奈川県小田原市蓮正寺 周辺
神奈川県茅ヶ崎市矢畑 周辺
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目 周辺
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 周辺
神奈川県茅ヶ崎市菱沼１丁目 周辺
神奈川県茅ヶ崎市浜竹４丁目 周辺
神奈川県茅ヶ崎市芹沢 周辺
神奈川県相模原市緑区下九沢 周辺
神奈川県相模原市中央区南橋本２丁目 周辺
神奈川県相模原市中央区宮下１丁目 周辺
神奈川県相模原市中央区上溝 周辺
神奈川県相模原市中央区横山６丁目 周辺
神奈川県三浦市三崎町小網代 周辺
神奈川県秦野市南矢名５丁目 周辺
神奈川県厚木市愛甲 周辺
神奈川県厚木市森の里３丁目 周辺
神奈川県厚木市飯山 周辺
神奈川県厚木市金田 周辺
神奈川県厚木市下荻野 周辺
神奈川県大和市柳橋３丁目 周辺
神奈川県座間市南栗原２丁目 周辺
神奈川県南足柄市矢倉沢 周辺
神奈川県南足柄市岩原 周辺
神奈川県綾瀬市大上３丁目 周辺
神奈川県足柄上郡大井町西大井 周辺
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 周辺
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 周辺
神奈川県愛甲郡愛川町中津 周辺
神奈川県愛甲郡愛川町角田 周辺
神奈川県愛甲郡愛川町半原 周辺



都道府県 対象地域
新潟県 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬 周辺

新潟県新潟市中央区近江２丁目 周辺
新潟県新潟市中央区医学町通２番町 周辺
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都道府県 対象地域
富山県 富山県富山市千石町３丁目 周辺
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都道府県 対象地域
石川県 石川県金沢市浅野本町１丁目 周辺

石川県金沢市小金町 周辺
石川県金沢市尾張町１丁目 周辺
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都道府県 対象地域
福井県 福井県福井市御幸１丁目 周辺
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都道府県 対象地域
長野県 長野県松本市深志１丁目 周辺

長野県松本市蟻ヶ崎１丁目 周辺
長野県松本市水汲 周辺
長野県松本市出川２丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
岐阜県 岐阜県岐阜市加納柳町 周辺

岐阜県岐阜市鷺山 周辺
岐阜県岐阜市長良校前町５丁目 周辺
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都道府県 対象地域
静岡県 静岡県静岡市葵区羽高 周辺

静岡県静岡市葵区春日３丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区下島 周辺
静岡県静岡市駿河区中田本町 周辺
静岡県静岡市駿河区八幡１丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区池田 周辺
静岡県浜松市中区富塚町 周辺
静岡県浜松市中区高林３丁目 周辺
静岡県浜松市中区幸１丁目 周辺
静岡県沼津市本 周辺
静岡県沼津市大塚 周辺
静岡県富士市平垣本町 周辺
静岡県磐田市国府台 周辺
静岡県焼津市塩津 周辺
静岡県焼津市三ケ名 周辺
静岡県伊豆の国市南條 周辺
静岡県駿東郡長泉町中土狩 周辺
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都道府県 対象地域
愛知県 愛知県名古屋市千種区向陽町１丁目 周辺

愛知県名古屋市千種区春里町２丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区今池５丁目 周辺
愛知県名古屋市北区中丸町２丁目 周辺
愛知県名古屋市北区柳原３丁目 周辺
愛知県名古屋市北区如意４丁目 周辺
愛知県名古屋市西区江向町２丁目 周辺
愛知県名古屋市西区則武新町２丁目 周辺
愛知県名古屋市西区城西３丁目 周辺
愛知県名古屋市西区中小田井４丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区日比津町１丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区中村町６丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区宮塚町 周辺
愛知県名古屋市中村区太閤通８丁目 周辺
愛知県名古屋市中区橘１丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区鶴舞４丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区上山町４丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区汐路町４丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区旗屋２丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区三本松町 周辺
愛知県名古屋市熱田区一番１丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区八神町３丁目 周辺
愛知県名古屋市南区桜本町 周辺
愛知県名古屋市南区曽池町２丁目 周辺
愛知県名古屋市南区白雲町 周辺
愛知県名古屋市守山区幸心３丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区菱池町 周辺
愛知県名古屋市緑区大高町伊賀殿 周辺
愛知県名古屋市緑区武路町 周辺
愛知県名古屋市緑区黒沢台１丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区大形山 周辺
愛知県名古屋市天白区植田南１丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区植田南３丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区向が丘１丁目 周辺
愛知県豊橋市富本町 周辺
愛知県豊橋市東小浜町 周辺
愛知県岡崎市竜美北２丁目 周辺
愛知県一宮市相生１丁目 周辺
愛知県半田市花園町４丁目 周辺
愛知県半田市春日町２丁目 周辺
愛知県半田市昭和町２丁目 周辺
愛知県春日井市中央通１丁目 周辺
愛知県春日井市大手町３丁目 周辺
愛知県春日井市六軒屋町６丁目 周辺
愛知県春日井市大留町２丁目 周辺
愛知県春日井市鳥居松町５丁目 周辺
愛知県豊川市美和通１丁目 周辺
愛知県刈谷市野田町音神 周辺
愛知県豊田市陣中町１丁目 周辺
愛知県安城市花ノ木町 周辺
愛知県小牧市新小木３丁目 周辺
愛知県東海市富木島町勘七脇 周辺
愛知県大府市東新町２丁目 周辺
愛知県岩倉市稲荷町羽根 周辺
愛知県豊明市新栄町２丁目 周辺
愛知県日進市赤池２丁目 周辺
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愛知県北名古屋市九之坪天下地 周辺
愛知県弥富市楠１丁目 周辺
愛知県愛知郡長久手町杁ケ池 周辺
愛知県丹羽郡扶桑町柏森 周辺



都道府県 対象地域
三重県 三重県津市大門 周辺

三重県四日市市笹川４丁目 周辺
三重県伊勢市一之木２丁目 周辺
三重県伊勢市古市町 周辺
三重県松阪市久保町 周辺
三重県松阪市京町一区 周辺
三重県松阪市五反田町１丁目 周辺
三重県松阪市宝塚町 周辺
三重県桑名市松ノ木１丁目 周辺
三重県鈴鹿市平田東町 周辺
三重県尾鷲市栄町 周辺
三重県尾鷲市古戸野町 周辺
三重県伊賀市緑ケ丘本町 周辺
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都道府県 対象地域
滋賀県 滋賀県大津市黒津２丁目 周辺

滋賀県大津市荒川 周辺
滋賀県大津市小野 周辺
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都道府県 対象地域
京都府 京都府京都市北区小山下総町 周辺

京都府京都市上京区東桜町 周辺
京都府京都市左京区下堤町 周辺
京都府京都市左京区粟田口如意ケ嶽町 周辺
京都府京都市東山区弓矢町 周辺
京都府京都市南区西九条唐橋町 周辺
京都府京都市西京区京都大学桂 周辺
京都府八幡市橋本平野山 周辺
京都府久世郡久御山町大橋辺 周辺
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都道府県 対象地域
大阪府 大阪府大阪市福島区福島４丁目 周辺

大阪府大阪市此花区島屋３丁目 周辺
大阪府大阪市西区立売堀１丁目 周辺
大阪府大阪市大正区三軒家東３丁目 周辺
大阪府大阪市浪速区浪速東２丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区菅原１丁目 周辺
大阪府大阪市東成区東小橋１丁目 周辺
大阪府大阪市生野区新今里４丁目 周辺
大阪府大阪市旭区高殿５丁目 周辺
大阪府大阪市旭区高殿６丁目 周辺
大阪府大阪市旭区清水５丁目 周辺
大阪府大阪市城東区今福東３丁目 周辺
大阪府大阪市城東区関目１丁目 周辺
大阪府大阪市城東区関目６丁目 周辺
大阪府大阪市城東区野江４丁目 周辺
大阪府大阪市阿倍野区松崎町４丁目 周辺
大阪府大阪市西成区山王３丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西中島１丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区田川２丁目 周辺
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目 周辺
大阪府大阪市平野区加美東３丁目 周辺
大阪府大阪市平野区長吉出戸６丁目 周辺
大阪府大阪市平野区背戸口４丁目 周辺
大阪府大阪市平野区加美北２丁目 周辺
大阪府大阪市北区茶屋町６丁目 周辺
大阪府大阪市北区末広町 周辺
大阪府大阪市中央区内本町１丁目 周辺
大阪府大阪市中央区安土町３丁目 周辺
大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町２丁 周辺
大阪府堺市堺区協和町４丁 周辺
大阪府堺市堺区大浜北町３丁 周辺
大阪府堺市東区西野 周辺
大阪府堺市東区高松 周辺
大阪府堺市西区鳳北町３丁 周辺
大阪府堺市西区北条町１丁 周辺
大阪府堺市西区平岡町 周辺
大阪府堺市南区桃山台２丁 周辺
大阪府堺市南区豊田 周辺
大阪府堺市南区晴美台１丁 周辺
大阪府堺市南区高尾２丁 周辺
大阪府堺市北区東浅香山町１丁 周辺
大阪府岸和田市神須屋町 周辺
大阪府岸和田市上野町東 周辺
大阪府豊中市新千里西町２丁目 周辺
大阪府豊中市曽根東町３丁目 周辺
大阪府豊中市上新田４丁目 周辺
大阪府豊中市上津島１丁目 周辺
大阪府豊中市上野東３丁目 周辺
大阪府豊中市庄内栄町５丁目 周辺
大阪府池田市畑５丁目 周辺
大阪府池田市五月丘２丁目 周辺
大阪府吹田市泉町２丁目 周辺
大阪府吹田市千里山西６丁目 周辺
大阪府吹田市江坂町４丁目 周辺
大阪府泉大津市綾井 周辺
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大阪府高槻市別所新町 周辺
大阪府高槻市野田３丁目 周辺
大阪府守口市北斗町 周辺
大阪府枚方市茄子作４丁目 周辺
大阪府枚方市星丘２丁目 周辺
大阪府枚方市招提元町２丁目 周辺
大阪府枚方市楠葉並木２丁目 周辺
大阪府枚方市香里園山之手町 周辺
大阪府茨木市水尾２丁目 周辺
大阪府茨木市美穂ヶ丘 周辺
大阪府茨木市小川町 周辺
大阪府茨木市沢良宜西１丁目 周辺
大阪府八尾市本町１丁目 周辺
大阪府八尾市大窪 周辺
大阪府八尾市西山本町６丁目 周辺
大阪府八尾市南太子堂４丁目 周辺
大阪府八尾市山本町北２丁目 周辺
大阪府寝屋川市高宮あさひ丘 周辺
大阪府寝屋川市黒原橘町 周辺
大阪府寝屋川市葛原１丁目 周辺
大阪府寝屋川市石津中町 周辺
大阪府寝屋川市石津東町 周辺
大阪府寝屋川市木屋元町 周辺
大阪府松原市天美東７丁目 周辺
大阪府松原市天美北３丁目 周辺
大阪府松原市高見の里４丁目 周辺
大阪府大東市谷川２丁目 周辺
大阪府箕面市新稲４丁目 周辺
大阪府羽曳野市島泉９丁目 周辺
大阪府門真市舟田町 周辺
大阪府摂津市鳥飼西４丁目 周辺
大阪府高石市東羽衣２丁目 周辺
大阪府東大阪市玉串町西２丁目 周辺
大阪府東大阪市西岩田２丁目 周辺
大阪府東大阪市下小阪３丁目 周辺
大阪府東大阪市下六万寺町２丁目 周辺
大阪府東大阪市長田西２丁目 周辺
大阪府東大阪市東石切町１丁目 周辺
大阪府東大阪市高井田中１丁目 周辺
大阪府四條畷市美田町 周辺
大阪府四條畷市岡山東１丁目 周辺
大阪府四條畷市南野１丁目 周辺



都道府県 対象地域
兵庫県 兵庫県神戸市東灘区住吉山手７丁目 周辺

兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区天城通３丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区苅藻通７丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区白川台３丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区本多聞２丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区北野町３丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目 周辺
兵庫県神戸市西区井吹台西町２丁目 周辺
兵庫県神戸市西区桜ヶ丘中町３丁目 周辺
兵庫県姫路市広畑区大町３丁目 周辺
兵庫県姫路市広畑区小坂 周辺
兵庫県姫路市広畑区西夢前台６丁目 周辺
兵庫県尼崎市栗山町２丁目 周辺
兵庫県尼崎市武庫之荘５丁目 周辺
兵庫県尼崎市東園田町８丁目 周辺
兵庫県尼崎市稲葉荘４丁目 周辺
兵庫県尼崎市南塚口町３丁目 周辺
兵庫県尼崎市東難波町３丁目 周辺
兵庫県尼崎市大庄西町１丁目 周辺
兵庫県明石市貴崎５丁目 周辺
兵庫県西宮市笠屋町 周辺
兵庫県西宮市上田東町 周辺
兵庫県西宮市下大市西町 周辺
兵庫県西宮市木津山町 周辺
兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町 周辺
兵庫県芦屋市大原町 周辺
兵庫県伊丹市宮ノ前２丁目 周辺
兵庫県伊丹市北伊丹８丁目 周辺
兵庫県伊丹市昆陽東６丁目 周辺
兵庫県伊丹市南野北４丁目 周辺
兵庫県伊丹市南町４丁目 周辺
兵庫県宝塚市山手台西３丁目 周辺
兵庫県川西市南花屋敷４丁目 周辺
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都道府県 対象地域
和歌山県 和歌山県和歌山市鳴神 周辺

和歌山県和歌山市新在家 周辺
和歌山県和歌山市六十谷 周辺
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都道府県 対象地域
岡山県 岡山県岡山市北区東島田町１丁目 周辺

岡山県岡山市北区富田町１丁目 周辺
岡山県岡山市北区錦町 周辺
岡山県倉敷市真備町箭田 周辺
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都道府県 対象地域
広島県 広島県広島市中区大手町３丁目 周辺

広島県広島市中区東白島町 周辺
広島県広島市中区富士見町 周辺
広島県広島市中区西川口町 周辺
広島県広島市中区幟町 周辺
広島県広島市中区舟入南４丁目 周辺
広島県広島市中区堺町２丁目 周辺
広島県広島市中区上幟町 周辺
広島県広島市中区東平塚町 周辺
広島県広島市中区西十日市町 周辺
広島県広島市東区牛田新町１丁目 周辺
広島県広島市東区牛田早稲田１丁目 周辺
広島県広島市東区光町２丁目 周辺
広島県広島市南区宇品御幸５丁目 周辺
広島県広島市南区西霞町 周辺
広島県広島市南区翠５丁目 周辺
広島県広島市南区宇品東７丁目 周辺
広島県広島市西区南観音５丁目 周辺
広島県広島市西区西観音町 周辺
広島県広島市西区南観音１丁目 周辺
広島県広島市西区観音新町１丁目 周辺
広島県広島市西区南観音６丁目 周辺
広島県広島市西区庚午中１丁目 周辺
広島県広島市西区三篠北町 周辺
広島県広島市西区三篠町２丁目 周辺
広島県広島市西区観音本町 周辺
広島県広島市西区天満町 周辺
広島県広島市西区楠木町１丁目 周辺
広島県広島市安佐南区西原８丁目 周辺
広島県広島市安佐南区西原２丁目 周辺
広島県広島市安佐南区長束１丁目 周辺
広島県広島市安芸区阿戸町 周辺
広島県広島市佐伯区新宮苑 周辺
広島県広島市佐伯区三宅４丁目 周辺
広島県呉市本通４丁目 周辺
広島県呉市中通１丁目 周辺
広島県三原市本郷町善入寺 周辺
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都道府県 対象地域
山口県 山口県下関市東大和町１丁目 周辺

山口県宇部市東梶返２丁目 周辺
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都道府県 対象地域
徳島県 徳島県徳島市昭和町３丁目 周辺

徳島県徳島市住吉４丁目 周辺
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都道府県 対象地域
愛媛県 愛媛県松山市越智三丁目 周辺

愛媛県松山市道後姫塚乙 周辺
愛媛県松山市小坂２丁目 周辺
愛媛県松山市姫原３丁目 周辺
愛媛県松山市朝生田町３丁目 周辺
愛媛県松山市小坂４丁目 周辺
愛媛県松山市山越１丁目 周辺
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都道府県 対象地域
高知県 高知県高知市鳥越 周辺

高知県高知市帯屋町１丁目 周辺
高知県高知市吉田町 周辺
高知県高知市伊勢崎町 周辺
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都道府県 対象地域
福岡県 福岡県北九州市門司区柳町３丁目 周辺

福岡県福岡市東区香住ケ丘２丁目 周辺
福岡県福岡市東区香椎駅東４丁目 周辺
福岡県福岡市東区馬出４丁目 周辺
福岡県福岡市博多区那珂６丁目 周辺
福岡県福岡市博多区諸岡２丁目 周辺
福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目 周辺
福岡県福岡市博多区住吉２丁目 周辺
福岡県福岡市博多区古門戸町 周辺
福岡県福岡市博多区博多駅前 周辺
福岡県福岡市博多区東光２丁目 周辺
福岡県福岡市博多区吉塚 周辺
福岡県福岡市博多区御供所町 周辺
福岡県福岡市博多区堅粕２丁目 周辺
福岡県福岡市博多区大博町 周辺
福岡県福岡市博多区吉塚１丁目 周辺
福岡県福岡市中央区桜坂３丁目 周辺
福岡県福岡市中央区警固１丁目 周辺
福岡県福岡市中央区大手門２丁目 周辺
福岡県福岡市中央区赤坂３丁目 周辺
福岡県福岡市中央区大宮２丁目 周辺
福岡県福岡市中央区白金２丁目 周辺
福岡県福岡市南区大楠２丁目 周辺
福岡県福岡市南区高宮３丁目 周辺
福岡県福岡市南区塩原１丁目 周辺
福岡県福岡市南区大橋４丁目 周辺
福岡県福岡市西区愛宕１丁目 周辺
福岡県福岡市城南区茶山４丁目 周辺
福岡県福岡市城南区七隈６丁目 周辺
福岡県福岡市城南区南片江３丁目 周辺
福岡県福岡市城南区南片江１丁目 周辺
福岡県福岡市早良区小田部四丁目 周辺
福岡県福岡市早良区原１丁目 周辺
福岡県福岡市早良区干隈６丁目 周辺
福岡県福岡市早良区昭代３丁目 周辺
福岡県福岡市早良区有田４丁目 周辺
福岡県福岡市早良区南庄３丁目 周辺
福岡県行橋市道場寺 周辺
福岡県春日市春日原北町４丁目 周辺
福岡県春日市小倉東 周辺
福岡県春日市春日公園８丁目 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
佐賀県 佐賀県佐賀市三瀬村三瀬 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
長崎県 長崎県長崎市白鳥町 周辺

長崎県長崎市大橋町 周辺
長崎県長崎市小峰町 周辺
長崎県長崎市赤迫１丁目 周辺
長崎県長崎市立山３丁目 周辺
長崎県長崎市魚の町 周辺
長崎県長崎市桜木町 周辺
長崎県長崎市桜馬場２丁目 周辺
長崎県長崎市若草町 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
熊本県 熊本県熊本市帯山４丁目 周辺

熊本県熊本市水前寺６丁目 周辺
熊本県熊本市渡鹿４丁目 周辺
熊本県熊本市上林町 周辺
熊本県熊本市錦ヶ丘 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
大分県 大分県大分市野津原 周辺

6月に拡充されたエリア



都道府県 対象地域
鹿児島県 鹿児島県鹿児島市下荒田１丁目 周辺

鹿児島県鹿児島市上荒田町 周辺
鹿児島県鹿児島市武１丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市荒田１丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市紫原４丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市真砂町 周辺
鹿児島県鹿児島市紫原２丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市紫原７丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市東谷山２丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市東谷山３丁目 周辺

6月に拡充されたエリア
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