
6月に拡充されたサービスエリア（中部）

都道府県 対象地域
愛知県 愛知県名古屋市港区小碓1丁目 周辺

愛知県名古屋市港区小賀須４丁目 周辺
愛知県名古屋市港区千年3丁目 周辺
愛知県名古屋市港区大江町 周辺
愛知県名古屋市港区築盛町 周辺
愛知県名古屋市港区潮見町 周辺
愛知県名古屋市港区土古町4丁目 周辺
愛知県名古屋市港区藤前1丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰 周辺
愛知県名古屋市守山区小幡南3丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区城土町 周辺
愛知県名古屋市守山区森孝4丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区西新 周辺
愛知県名古屋市守山区大永寺町 周辺
愛知県名古屋市守山区大字瀬古 周辺
愛知県名古屋市守山区大森1丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区紅梅町1丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区滝子町 周辺
愛知県名古屋市昭和区八雲 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町4丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町2丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区弥富町 周辺
愛知県名古屋市西区玉池町 周辺
愛知県名古屋市西区香呑町3丁目 周辺
愛知県名古屋市西区浅間2丁目 周辺
愛知県名古屋市西区比良3丁目 周辺
愛知県名古屋市西区枇杷島1丁目 周辺
愛知県名古屋市西区名駅2丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区園山町1丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区覚王山通9丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区光ヶ丘2丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区千代田橋2丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区猫洞通1丁目 周辺
愛知県名古屋市千種区猫洞通5丁目 周辺
愛知県名古屋市中区栄2丁目 周辺
愛知県名古屋市中区栄3丁目 周辺
愛知県名古屋市中区栄4丁目 周辺
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 周辺
愛知県名古屋市中区錦1丁目 周辺
愛知県名古屋市中区金山1丁目 周辺
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目 周辺
愛知県名古屋市中区千代田4丁目 周辺
愛知県名古屋市中区千代田5丁目 周辺
愛知県名古屋市中区大須2丁目 周辺
愛知県名古屋市中区大須4丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区一色新町3丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区高畑4丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区春田4丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区打出1丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区中郷5丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区中島新町3丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区中野本町1丁目 周辺
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愛知県名古屋市中川区富田町 周辺
愛知県名古屋市中川区富田町大字新家 周辺
愛知県名古屋市中川区伏屋2丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区万場4丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区岩塚本通3丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区香取町1丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区佐古前町 周辺
愛知県名古屋市中村区宿跡町1丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区川前町 周辺
愛知県名古屋市中村区則武1丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区元八事2丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区原2丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区中平4丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区梅が丘5丁目 周辺
愛知県名古屋市東区出来町1丁目 周辺
愛知県名古屋市東区泉2丁目 周辺
愛知県名古屋市東区大幸4丁目 周辺
愛知県名古屋市東区東大曽根町 周辺
愛知県名古屋市東区白壁3丁目 周辺
愛知県名古屋市東区矢田1丁目 周辺
愛知県名古屋市南区駈上2丁目 周辺
愛知県名古屋市南区元塩町2丁目 周辺
愛知県名古屋市南区前浜通1丁目 周辺
愛知県名古屋市南区滝春町 周辺
愛知県名古屋市南区南野3丁目 周辺
愛知県名古屋市南区豊田2丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区南一番町 周辺
愛知県名古屋市熱田区波寄町 周辺
愛知県名古屋市熱田区六番2丁目 周辺
愛知県名古屋市北区上飯田通3丁目 周辺
愛知県名古屋市北区楠味鋺5丁目 周辺
愛知県名古屋市北区八龍町1丁目 周辺
愛知県名古屋市名東区上社1丁目 周辺
愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 周辺
愛知県名古屋市名東区猪子石原3丁目 周辺
愛知県名古屋市名東区藤森西町 周辺
愛知県名古屋市緑区境松1丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区黒沢台4丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区大高町字中川 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴海町京田 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴海町砦 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴海町諏訪山 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴海町明願 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴丘1丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間 周辺
愛知県愛知郡長久手町大字岩作 周辺
愛知県愛知郡東郷町大字春木 周辺
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪 周辺
愛知県安城市三河安城町2丁目 周辺
愛知県安城市小川町 周辺
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愛知県安城市赤松町 周辺
愛知県安城市大東町 周辺
愛知県安城市東端町 周辺
愛知県安城市二本木新町1丁目 周辺
愛知県安城市尾崎町 周辺
愛知県岡崎市宇頭町 周辺
愛知県岡崎市下青野町 周辺
愛知県岡崎市材木町1丁目 周辺
愛知県岡崎市若松町 周辺
愛知県岡崎市若松東2丁目 周辺
愛知県岡崎市上佐々木町 周辺
愛知県岡崎市真伝町 周辺
愛知県岡崎市西蔵前町1丁目 周辺
愛知県岡崎市土井町 周辺
愛知県岡崎市舞木町 周辺
愛知県岡崎市福岡町 周辺
愛知県岡崎市北野町 周辺
愛知県岡崎市牧平町 周辺
愛知県岡崎市明大寺町 周辺
愛知県岡崎市矢作町 周辺
愛知県刈谷市高倉町2丁目 周辺
愛知県刈谷市相生町3丁目 周辺
愛知県春日井市外之原町 周辺
愛知県瀬戸市熊野町 周辺
愛知県瀬戸市五位塚町 周辺
愛知県瀬戸市南山町1丁目 周辺
愛知県瀬戸市日の出町 周辺
愛知県瀬戸市八幡町 周辺
愛知県西加茂郡三好町大字三好 周辺
愛知県西加茂郡三好町大字福谷 周辺
愛知県東海市名和町1丁目 周辺
愛知県尾張旭市桜ヶ丘町 周辺
愛知県尾張旭市晴丘町池上 周辺
愛知県尾張旭市平子町 周辺
愛知県豊田市下市場町7丁目 周辺
愛知県豊田市御幸本町 周辺
愛知県豊田市司町1丁目 周辺
愛知県豊田市若宮町1丁目 周辺
愛知県豊田市若林東町東山 周辺
愛知県豊田市松平志賀町 周辺
愛知県豊田市青木町1丁目 周辺
愛知県豊田市石野町 周辺
愛知県豊田市前山町3丁目 周辺
愛知県豊田市田中町5丁目 周辺
愛知県豊田市東山町1丁目 周辺
愛知県豊田市梅坪町4丁目 周辺
愛知県豊田市美里4丁目 周辺
愛知県豊田市福受町 周辺
愛知県豊田市豊栄町7丁目 周辺
愛知県豊田市北一色町 周辺
愛知県豊田市和会町 周辺
愛知県豊明市間米町敷田 周辺


