
都道府県 対象地域
愛知県 愛知県名古屋市東区相生町 周辺

愛知県名古屋市東区東外堀町 周辺
愛知県名古屋市北区龍ノ口町2丁目 周辺
愛知県名古屋市北区五反田町 周辺
愛知県名古屋市中村区黄金通7丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区稲葉地町1丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区弥富通二丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区神宮二丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区高杉町 周辺
愛知県名古屋市港区木場町 周辺
愛知県名古屋市名東区よもぎ台3丁目 周辺
愛知県豊橋市西赤沢町 周辺
愛知県豊橋市野依町 周辺
愛知県豊橋市天伯町 周辺
愛知県豊橋市東脇4丁目 周辺
愛知県豊橋市中原町 周辺
愛知県豊橋市花田町越水 周辺
愛知県豊橋市白河町 周辺
愛知県豊橋市花園町 周辺
愛知県豊橋市中岩田3丁目 周辺
愛知県豊橋市舟原町 周辺
愛知県岡崎市滝町 周辺
愛知県一宮市萩原町萩原中道 周辺
愛知県一宮市西五城 周辺
愛知県一宮市三条 周辺
愛知県一宮市小信中島北東山 周辺
愛知県一宮市西島町5丁目 周辺
愛知県一宮市木曽川町黒田 周辺
愛知県一宮市浅井町江森 周辺
愛知県一宮市浅井町尾関 周辺
愛知県春日井市如意申町1丁目 周辺
愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目 周辺
愛知県春日井市柏井町3丁目 周辺
愛知県豊川市御津町西方中屋敷 周辺
愛知県豊川市下長山町宮下 周辺
愛知県豊川市南大通4丁目 周辺
愛知県豊川市国府町上坊入 周辺
愛知県豊川市八幡町大宝山 周辺
愛知県豊川市西桜木町2丁目 周辺
愛知県豊川市新豊町1丁目 周辺
愛知県豊川市赤坂町青木 周辺
愛知県津島市唐臼町柳原 周辺
愛知県津島市白浜町 周辺
愛知県津島市米之座町1丁目 周辺
愛知県津島市青塚町1丁目 周辺
愛知県碧南市石橋町3丁目 周辺
愛知県刈谷市末広町2丁目 周辺
愛知県刈谷市大手町2丁目 周辺
愛知県刈谷市板倉町1丁目 周辺
愛知県豊田市三軒町五丁目 周辺
愛知県安城市古井町大堀 周辺
愛知県安城市日の出町 周辺
愛知県蒲郡市元町2丁目 周辺
愛知県犬山市字青塚 周辺
愛知県犬山市字山ノ鼻 周辺
愛知県犬山市大字上野 周辺
愛知県常滑市港町4丁目 周辺

１１月に拡充されたサービスエリア（中部）



都道府県 対象地域

１１月に拡充されたサービスエリア（中部）

愛知県常滑市金山 周辺
愛知県小牧市多気中町 周辺
愛知県小牧市大字東田中 周辺
愛知県稲沢市日下部北町5丁目 周辺
愛知県稲沢市稲沢町北山丁目 周辺
愛知県稲沢市下津牛洗町 周辺
愛知県大府市森岡町4丁目 周辺
愛知県大府市共和町6丁目 周辺
愛知県大府市中央町1丁目 周辺
愛知県知多市南粕谷東坂2丁目 周辺
愛知県知多市佐布里 周辺
愛知県尾張旭市東印場町二反田 周辺
愛知県高浜市八幡町2丁目 周辺
愛知県豊明市阿野町稲葉 周辺
愛知県日進市香久山5丁目 周辺
愛知県愛西市須依町前田面 周辺
愛知県愛西市勝幡町緑町 周辺
愛知県愛西市二子町新田 周辺
愛知県愛西市渕高町河原 周辺
愛知県清須市西枇杷島町旭3丁目 周辺
愛知県北名古屋市九之坪中島 周辺
愛知県北名古屋市山之腰五条 周辺
愛知県北名古屋市片場天王森 周辺
愛知県弥富市前ヶ須 周辺
愛知県西春日井郡春日町大字下之郷 周辺
愛知県丹羽郡大口町余野4丁目 周辺
愛知県海部郡七宝町大字沖之島 周辺
愛知県海部郡大治町大字砂子 周辺
愛知県幡豆郡吉良町大字吉田 周辺
愛知県額田郡幸田町大字深溝 周辺
愛知県額田郡幸田町菱池欠間 周辺
愛知県宝飯郡小坂井町美園1丁目 周辺

長野県 長野県長野市三輪2丁目 周辺
長野県長野市大字檀田 周辺

岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野5丁目 周辺
岐阜県岐阜市柳津町梅松2丁目 周辺
岐阜県岐阜市柳津町上佐波西5丁目 周辺
岐阜県岐阜市西川手5丁目 周辺
岐阜県岐阜市六条北3丁目 周辺
岐阜県岐阜市鹿島町4丁目 周辺
岐阜県岐阜市金町8丁目 周辺
岐阜県岐阜市曽我屋7丁目 周辺
岐阜県岐阜市蔵前7丁目 周辺
岐阜県岐阜市徹明通5丁目 周辺
岐阜県岐阜市織田塚町1丁目 周辺
岐阜県岐阜市近島3丁目 周辺
岐阜県岐阜市今小町 周辺
岐阜県岐阜市又丸 周辺
岐阜県岐阜市早田東町9丁目 周辺
岐阜県岐阜市八代3丁目 周辺
岐阜県岐阜市岩田東1丁目 周辺
岐阜県岐阜市大学北2丁目 周辺
岐阜県岐阜市北山3丁目 周辺
岐阜県岐阜市大字太郎丸 周辺
岐阜県岐阜市野一色5丁目 周辺
岐阜県大垣市上石津町牧田 周辺
岐阜県大垣市静里町 周辺
岐阜県大垣市長松町 周辺
岐阜県大垣市荒川町 周辺
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岐阜県大垣市神田町1丁目 周辺
岐阜県大垣市榎戸町1丁目 周辺
岐阜県大垣市東前3丁目 周辺
岐阜県大垣市熊野町2丁目 周辺
岐阜県大垣市万石2丁目 周辺
岐阜県大垣市神明4丁目 周辺
岐阜県大垣市赤坂町 周辺
岐阜県大垣市八島町 周辺
岐阜県各務原市川島河田町 周辺
岐阜県各務原市山脇町6丁目 周辺
岐阜県各務原市那加緑町1丁目 周辺
岐阜県各務原市那加新加納町 周辺
岐阜県各務原市前渡西町12丁目 周辺
岐阜県各務原市大佐野町1丁目 周辺
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1丁目 周辺
岐阜県各務原市各務西町3丁目 周辺
岐阜県各務原市鵜沼羽場町1丁目 周辺
岐阜県各務原市鵜沼西町1丁目 周辺
岐阜県各務原市鵜沼 周辺
岐阜県各務原市各務おがせ町1丁目 周辺

静岡県 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷 周辺
静岡県静岡市葵区籠上 周辺
静岡県静岡市葵区宮前町 周辺
静岡県静岡市葵区西千代田町 周辺
静岡県静岡市葵区北安東3丁目 周辺
静岡県静岡市葵区新伝馬2丁目 周辺
静岡県静岡市葵区竜南1丁目 周辺
静岡県静岡市葵区松富2丁目 周辺
静岡県静岡市葵区城北 周辺
静岡県静岡市葵区上土2丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区用宗1丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区丸子 周辺
静岡県静岡市駿河区西脇 周辺
静岡県静岡市駿河区中原 周辺
静岡県静岡市駿河区大谷 周辺
静岡県静岡市駿河区中田3丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区高松1丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区有東2丁目 周辺
静岡県静岡市駿河区豊田2丁目 周辺
静岡県静岡市清水区駒越南町 周辺
静岡県静岡市清水区谷田 周辺
静岡県静岡市清水区馬走 周辺
静岡県静岡市清水区沼田町 周辺
静岡県静岡市清水区折戸4丁目 周辺
静岡県静岡市清水区馬走北 周辺
静岡県静岡市清水区長崎 周辺
静岡県静岡市清水区月見町 周辺
静岡県静岡市清水区富士見町 周辺
静岡県静岡市清水区三保 周辺
静岡県静岡市清水区江尻台町 周辺
静岡県静岡市清水区高橋4丁目 周辺
静岡県静岡市清水区下野緑町 周辺
静岡県静岡市清水区梅ヶ谷 周辺
静岡県静岡市清水区草ヶ谷 周辺
静岡県静岡市清水区八木間町 周辺
静岡県浜松市中区佐藤2丁目 周辺
静岡県浜松市中区新津町 周辺
静岡県浜松市中区早出町 周辺
静岡県浜松市中区葵西2丁目 周辺
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静岡県浜松市東区西塚町 周辺
静岡県浜松市東区丸塚町 周辺
静岡県浜松市東区市野町 周辺
静岡県浜松市東区有玉西町 周辺
静岡県浜松市東区半田山2丁目 周辺
静岡県浜松市東区半田山4丁目 周辺
静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 周辺
静岡県浜松市西区馬郡町 周辺
静岡県浜松市西区西鴨江町 周辺
静岡県浜松市西区入野町 周辺
静岡県浜松市西区西山町 周辺
静岡県浜松市西区湖東町 周辺
静岡県浜松市西区和地町 周辺
静岡県浜松市南区増楽町 周辺
静岡県浜松市南区東若林町 周辺
静岡県浜松市南区四本松町 周辺
静岡県浜松市南区瓜内町 周辺
静岡県島田市道悦5丁目 周辺
静岡県磐田市平間 周辺
静岡県磐田市万正寺 周辺
静岡県磐田市立野 周辺
静岡県磐田市一言 周辺
静岡県磐田市豊田 周辺
静岡県磐田市見付 周辺
静岡県磐田市三ヶ野 周辺
静岡県焼津市三和 周辺
静岡県焼津市大住 周辺
静岡県焼津市本町5丁目 周辺
静岡県焼津市大覚寺 周辺
静岡県焼津市坂本 周辺
静岡県掛川市南1丁目 周辺
静岡県掛川市大池 周辺
静岡県掛川市満水 周辺
静岡県藤枝市大東町 周辺
静岡県藤枝市八幡 周辺

三重県 三重県津市白山町八対野 周辺
三重県津市雲出伊倉津町砂入 周辺
三重県津市高茶屋4丁目 周辺
三重県津市久居射場町 周辺
三重県津市垂水枇杷谷 周辺
三重県津市藤方 周辺
三重県津市野田掛木 周辺
三重県津市大字小舟 周辺
三重県津市栄町2丁目 周辺
三重県津市観音寺町 周辺
三重県津市上浜町5丁目 周辺
三重県津市江戸橋2丁目 周辺
三重県津市栗真町屋町 周辺
三重県津市安濃町内多 周辺
三重県津市一身田町 周辺
三重県津市一身田豊野 周辺
三重県津市白塚町 周辺
三重県津市河芸町三行 周辺
三重県津市河芸町上野 周辺
三重県津市河芸町杜の街 周辺
三重県四日市市河原田町 周辺
三重県四日市市日永西4丁目 周辺
三重県四日市市赤堀南町 周辺
三重県四日市市桜町 周辺
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三重県四日市市川島町 周辺
三重県四日市市西新地 周辺
三重県四日市市川原町 周辺
三重県四日市市高浜町 周辺
三重県四日市市羽津山町1丁目 周辺
三重県四日市市坂部が丘3丁目 周辺
三重県四日市市富田3丁目 周辺
三重県四日市市中村町 周辺
三重県四日市市下之宮町 周辺
三重県四日市市山城町 周辺
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