７月に拡充されたサービスエリア(関東）
都道府県
東京都

対象地域
東京都千代田区神田神保町2丁目 周辺
東京都千代田区神田和泉町1丁目 周辺
東京都中央区新川1丁目 周辺
東京都中央区日本橋浜町2丁目 周辺
東京都港区三田4丁目 周辺
東京都港区芝浦3丁目 周辺
東京都港区芝2丁目 周辺
東京都港区南青山4丁目 周辺
東京都港区新橋4丁目 周辺
東京都新宿区百人町2丁目 周辺
東京都新宿区高田馬場4丁目 周辺
東京都新宿区西落合2丁目 周辺
東京都文京区本郷5丁目 周辺
東京都台東区上野1丁目 周辺
東京都台東区寿1丁目 周辺
東京都台東区松が谷2丁目 周辺
東京都墨田区吾妻橋3丁目 周辺
東京都墨田区菊川2丁目 周辺
東京都江東区東陽1丁目 周辺
東京都品川区西大井6丁目 周辺
東京都品川区大井4丁目 周辺
東京都品川区戸越5丁目 周辺
東京都品川区南品川3丁目 周辺
東京都品川区八潮2丁目 周辺
東京都品川区小山台1丁目 周辺
東京都品川区大崎3丁目 周辺
東京都目黒区碑文谷1丁目 周辺
東京都目黒区柿の木坂3丁目 周辺
東京都目黒区下目黒2丁目 周辺
東京都目黒区駒場4丁目 周辺
東京都大田区鵜の木2丁目 周辺
東京都世田谷区桜丘2丁目 周辺
東京都世田谷区深沢1丁目 周辺
東京都世田谷区喜多見6丁目 周辺
東京都世田谷区上馬3丁目 周辺
東京都世田谷区世田谷1丁目 周辺
東京都渋谷区恵比寿2丁目 周辺
東京都渋谷区代々木5丁目 周辺
東京都杉並区高井戸東4丁目 周辺
東京都豊島区高田3丁目 周辺
東京都豊島区東池袋4丁目 周辺
東京都豊島区西池袋5丁目 周辺
東京都豊島区池袋本町1丁目 周辺
東京都北区赤羽2丁目 周辺
東京都北区栄町9丁目 周辺
東京都北区浮間5丁目 周辺
東京都荒川区西尾久7丁目 周辺
東京都板橋区加賀1丁目 周辺
東京都板橋区赤塚4丁目 周辺
東京都板橋区坂下1丁目 周辺
東京都板橋区坂下3丁目 周辺
東京都板橋区舟渡2丁目 周辺
東京都練馬区春日町3丁目 周辺
東京都足立区花畑4丁目 周辺
東京都葛飾区東立石4丁目 周辺

７月に拡充されたサービスエリア(関東）
都道府県

神奈川県

埼玉県

対象地域
東京都江戸川区東葛西6丁目 周辺
東京都江戸川区西葛西2丁目 周辺
東京都江戸川区船堀5丁目 周辺
東京都江戸川区大杉2丁目 周辺
東京都八王子市台町1丁目 周辺
東京都八王子市高尾町 周辺
東京都八王子市寺田町 周辺
東京都八王子市みなみ野4丁目 周辺
東京都八王子市椚田町 周辺
東京都八王子市片倉町 周辺
東京都八王子市元八王子町3丁目 周辺
東京都八王子市下恩方町 周辺
東京都八王子市小比企町 周辺
東京都八王子市元八王子1丁目 周辺
東京都八王子市暁町3丁目 周辺
東京都八王子市戸吹町 周辺
東京都八王子市散田町3丁目 周辺
東京都立川市柴崎町4丁目 周辺
東京都立川市若葉町2丁目 周辺
東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目 周辺
東京都三鷹市下連雀3丁目 周辺
東京都青梅市河辺町10丁目 周辺
東京都青梅市東青梅1丁目 周辺
東京都青梅市新町1丁目 周辺
東京都青梅市新町9丁目 周辺
東京都府中市清水が丘1丁目 周辺
東京都府中市朝日町2丁目 周辺
東京都町田市鶴川2丁目 周辺
東京都町田市真光寺2丁目 周辺
東京都小金井市本町5丁目 周辺
東京都小平市花小金井南町2丁目 周辺
東京都日野市日野台5丁目 周辺
東京都東村山市廻田町4丁目 周辺
東京都国分寺市東恋ヶ窪3丁目 周辺
東京都狛江市駒井町1丁目 周辺
東京都東大和市仲原3丁目 周辺
東京都東大和市清水3丁目 周辺
東京都武蔵村山市学園3丁目 周辺
東京都武蔵村山市中藤4丁目 周辺
東京都西東京市田無町3丁目 周辺
東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷 周辺
東京都西多摩郡瑞穂町石畑 周辺
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2丁目 周辺
東京都西多摩郡日の出町大字平井 周辺
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 周辺
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 周辺
神奈川県横浜市港南区港南1丁目 周辺
神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 周辺
神奈川県鎌倉市大船1丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 周辺
埼玉県さいたま市南区辻7丁目 周辺
埼玉県さいたま市緑区三室 周辺
埼玉県川口市並木4丁目 周辺

７月に拡充されたサービスエリア(関東）
都道府県
千葉県

対象地域
千葉県千葉市中央区本町3丁目 周辺
千葉県千葉市中央区富士見1丁目 周辺
千葉県千葉市中央区要町2丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区天戸町 周辺
千葉県千葉市花見川区千種町 周辺
千葉県千葉市花見川区柏井町 周辺
千葉県千葉市緑区大金沢町 周辺
千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目 周辺
千葉県市川市田尻2丁目 周辺
千葉県市川市市川2丁目 周辺
千葉県市川市東菅野2丁目 周辺
千葉県市川市北方町4丁目 周辺
千葉県船橋市本町3丁目 周辺
千葉県船橋市前原西2丁目 周辺
千葉県船橋市古作1丁目 周辺
千葉県船橋市薬円台6丁目 周辺
千葉県船橋市藤原6丁目 周辺
千葉県松戸市二十世紀が丘萩町 周辺
千葉県成田市花崎町 周辺
千葉県成田市駒井野 周辺
千葉県成田市取香 周辺
千葉県成田市東金山 周辺
千葉県成田市十余三 周辺
千葉県佐倉市弥勒町 周辺
千葉県習志野市津田沼6丁目 周辺
千葉県習志野市実籾町2丁目 周辺
千葉県柏市南柏中央6丁目 周辺
千葉県我孫子市我孫子 周辺
千葉県我孫子市本町2丁目 周辺
千葉県浦安市港 周辺
千葉県浦安市東野1丁目 周辺
千葉県浦安市堀江5丁目 周辺
千葉県浦安市入船4丁目 周辺
千葉県浦安市当代島1丁目 周辺

