
6月に拡充されたサービスエリア（関西）

都道府県 対象地域
大阪府 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 周辺

大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 周辺
大阪府大阪市旭区今市1丁目 周辺
大阪府大阪市旭区新森4丁目 周辺
大阪府大阪市旭区赤川2丁目 周辺
大阪府大阪市此花区伝法3丁目 周辺
大阪府大阪市此花区酉島5丁目 周辺
大阪府大阪市此花区北港白津1丁目 周辺
大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 周辺
大阪府大阪市住吉区帝塚山中1丁目 周辺
大阪府大阪市住之江区南加賀屋2丁目 周辺
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 周辺
大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 周辺
大阪府大阪市城東区成育5丁目 周辺
大阪府大阪市生野区巽中1丁目 周辺
大阪府大阪市生野区巽南1丁目 周辺
大阪府大阪市生野区巽南4丁目 周辺
大阪府大阪市生野区中川1丁目 周辺
大阪府大阪市西区九条南2丁目 周辺
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 周辺
大阪府大阪市西区江之子島1丁目 周辺
大阪府大阪市西区西本町1丁目 周辺
大阪府大阪市西区南堀江1丁目 周辺
大阪府大阪市西区南堀江3丁目 周辺
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 周辺
大阪府大阪市西区本田4丁目 周辺
大阪府大阪市西区立売堀2丁目 周辺
大阪府大阪市西成区千本中1丁目 周辺
大阪府大阪市西成区天下茶屋北1丁目 周辺
大阪府大阪市西成区南開1丁目 周辺
大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目 周辺
大阪府大阪市西淀川区福町3丁目 周辺
大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 周辺
大阪府大阪市大正区千島3丁目 周辺
大阪府大阪市大正区泉尾4丁目 周辺
大阪府大阪市大正区平尾5丁目 周辺
大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目 周辺
大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目 周辺
大阪府大阪市中央区上本町西3丁目 周辺
大阪府大阪市中央区城見2丁目 周辺
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目 周辺
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目 周辺
大阪府大阪市中央区石町1丁目 周辺
大阪府大阪市中央区千日前1丁目 周辺
大阪府大阪市中央区南船場1丁目 周辺
大阪府大阪市中央区南船場3丁目 周辺
大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目 周辺
大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区小橋町 周辺
大阪府大阪市天王寺区堀越町 周辺
大阪府大阪市天王寺区六万体町 周辺
大阪府大阪市都島区片町1丁目 周辺
大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 周辺
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3丁目 周辺
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大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 周辺
大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 周辺
大阪府大阪市東成区大今里南6丁目 周辺
大阪府大阪市東成区中本1丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区相川1丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区大隅1丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 周辺
大阪府大阪市福島区海老江2丁目 周辺
大阪府大阪市福島区吉野4丁目 周辺
大阪府大阪市福島区福島7丁目 周辺
大阪府大阪市平野区瓜破東8丁目 周辺
大阪府大阪市平野区加美北1丁目 周辺
大阪府大阪市平野区加美北5丁目 周辺
大阪府大阪市平野区西脇1丁目 周辺
大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 周辺
大阪府大阪市平野区平野東1丁目 周辺
大阪府大阪市北区芝田1丁目 周辺
大阪府大阪市北区西天満4丁目 周辺
大阪府大阪市北区曽根崎2丁目 周辺
大阪府大阪市北区大淀中2丁目 周辺
大阪府大阪市北区中崎西1丁目 周辺
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 周辺
大阪府大阪市北区天神橋4丁目 周辺
大阪府大阪市北区同心2丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区新高3丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区新高4丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区東三国 周辺
大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 周辺
大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 周辺
大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 周辺
大阪府寝屋川市早子町 周辺
大阪府茨木市安威2丁目 周辺
大阪府茨木市宮島2丁目 周辺
大阪府茨木市山手台4丁目 周辺
大阪府茨木市山手台6丁目 周辺
大阪府茨木市若草町 周辺
大阪府茨木市真砂2丁目 周辺
大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 周辺
大阪府茨木市東宇野辺町 周辺
大阪府茨木市南春日丘1丁目 周辺
大阪府茨木市南春日丘2丁目 周辺
大阪府茨木市別院町 周辺
大阪府高槻市上牧町2丁目 周辺
大阪府高槻市寿町1丁目 周辺
大阪府高槻市松が丘4丁目 周辺
大阪府高槻市城西町 周辺
大阪府高槻市城北町2丁目 周辺
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大阪府高槻市成合南の町 周辺
大阪府高槻市大塚町4丁目 周辺
大阪府高槻市大畑町 周辺
大阪府高槻市辻子3丁目 周辺
大阪府高槻市奈佐原4丁目 周辺
大阪府高槻市美しが丘2丁目 周辺
大阪府三島郡島本町若山台1丁目 周辺
大阪府守口市佐太中町4丁目 周辺
大阪府守口市大久保町2丁目 周辺
大阪府寝屋川市大字太秦 周辺
大阪府寝屋川市東香里園町 周辺
大阪府吹田市樫切山 周辺
大阪府吹田市岸部南1丁目 周辺
大阪府吹田市佐井寺南が丘 周辺
大阪府吹田市山手町4丁目 周辺
大阪府吹田市山田西1丁目 周辺
大阪府吹田市山田西2丁目 周辺
大阪府吹田市山田西4丁目 周辺
大阪府吹田市上山田 周辺
大阪府吹田市西の庄町 周辺
大阪府吹田市南吹田5丁目 周辺
大阪府吹田市片山町1丁目 周辺
大阪府摂津市千里丘2丁目 周辺
大阪府豊中市原田中1丁目 周辺
大阪府豊中市柴原町2丁目 周辺
大阪府豊中市庄内東町2丁目 周辺
大阪府豊中市庄内宝町1丁目 周辺
大阪府豊中市上新田2丁目 周辺
大阪府豊中市新千里南町2丁目 周辺
大阪府豊中市清風荘1丁目 周辺
大阪府豊中市西緑丘1丁目 周辺
大阪府豊中市待兼山町 周辺
大阪府豊中市刀根山4丁目 周辺
大阪府豊中市服部元町2丁目 周辺
大阪府豊中市本町1丁目 周辺
大阪府枚方市交北3丁目 周辺
大阪府枚方市三栗1丁目 周辺
大阪府枚方市出口1丁目 周辺
大阪府枚方市村野東町 周辺
大阪府枚方市町楠葉1丁目 周辺
大阪府枚方市長尾家具町1丁目 周辺
大阪府枚方市長尾谷町2丁目 周辺
大阪府枚方市津田駅前1丁目 周辺
大阪府枚方市津田東町3丁目 周辺
大阪府枚方市牧野下島町 周辺
大阪府門真市上島頭 周辺
大阪府門真市上野口町 周辺
大阪府門真市南野口町 周辺

京都府 京都府京都市右京区京北周山町 周辺
京都府京都市右京区御室大内 周辺
京都府京都市右京区嵯峨新宮町 周辺
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 周辺
京都府京都市右京区常盤窪町 周辺
京都府京都市右京区西院高田町 周辺
京都府京都市右京区西院東貝川町 周辺
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京都府京都市右京区太秦前ノ田町 周辺
京都府京都市右京区梅ヶ畑御所ノ口町 周辺
京都府京都市右京区梅ヶ畑上砥町 周辺
京都府京都市右京区梅津中倉町 周辺
京都府京都市下京区河原町七条上る住吉町 周辺
京都府京都市下京区五条通間之町西入万寿寺町 周辺
京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町 周辺
京都府京都市下京区朱雀北ノ口町 周辺
京都府京都市下京区西七条南中野町 周辺
京都府京都市下京区東塩小路町 周辺
京都府京都市下京区東堀川通塩小路下る松明町 周辺
京都府京都市左京区鞍馬貴船町 周辺
京都府京都市左京区下鴨本町 周辺
京都府京都市左京区岩倉木野町 周辺
京都府京都市左京区高野蓼原町 周辺
京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町 周辺
京都府京都市左京区静市市原町 周辺
京都府京都市左京区八瀬花尻町 周辺
京都府京都市左京区八瀬近衛町 周辺
京都府京都市左京区八瀬野瀬町 周辺
京都府京都市山科区勧修寺南大日 周辺
京都府京都市山科区小山小川町 周辺
京都府京都市山科区小山大石山 周辺
京都府京都市山科区東野北井ノ上町 周辺
京都府京都市上京区一条通七本松西入東町 周辺
京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町 周辺
京都府京都市西京区樫原芋峠 周辺
京都府京都市西京区桂南巽町 周辺
京都府京都市西京区松室河原町 周辺
京都府京都市西京区上桂前田町 周辺
京都府京都市西京区大原野石見町 周辺
京都府京都市西京区大枝北沓掛町 周辺
京都府京都市中京区烏丸六角下る七観音町 周辺
京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 周辺
京都府京都市中京区壬生高樋町 周辺
京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町 周辺
京都府京都市東山区泉涌寺東林町 周辺
京都府京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町 周辺
京都府京都市南区吉祥院八反田町 周辺
京都府京都市南区四ツ塚町 周辺
京都府京都市南区上鳥羽鴨田 周辺
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町 周辺
京都府京都市南区西九条院町 周辺
京都府京都市伏見区横大路天王前 周辺
京都府京都市伏見区向島藤ノ木町 周辺
京都府京都市伏見区小栗栖中山田 周辺
京都府京都市伏見区深草山村町 周辺
京都府京都市伏見区深草正覚町 周辺
京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 周辺
京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 周辺
京都府京都市伏見区竹中町 周辺
京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町 周辺
京都府京都市北区上賀茂朝露ヶ原町 周辺
京都府京都市北区大北山原谷乾町 周辺
京都府京都市北区鷹峯南鷹峯町 周辺



6月に拡充されたサービスエリア（関西）

都道府県 対象地域
京都府京都市北区等持院北町 周辺
京都府宇治市小倉町久保 周辺
京都府宇治市菟道河原 周辺
京都府宇治市木幡 周辺
京都府宇治市木幡南端 周辺
京都府宇治市槇島町目川 周辺
京都府乙訓郡大山崎町 周辺
京都府向日市寺戸町中ノ段 周辺
京都府向日市物集女町五ノ坪 周辺
京都府長岡京市下海印寺北条 周辺
京都府長岡京市久貝 周辺
京都府長岡京市金ヶ原北裏 周辺
京都府長岡京市西の京 周辺
京都府長岡京市長岡 周辺
京都府長岡京市友岡西畑 周辺
京都府八幡市男山香呂 周辺
京都府八幡市八幡五反田 周辺
京都府八幡市八幡石不動 周辺
京都府八幡市八幡土井 周辺

兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区下沢通6丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区東須磨1丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区弥栄台1丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区塩屋町字梅木谷 周辺
兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区西舞子4丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区東舞子町 周辺
兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区名谷町字寺池 周辺
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 周辺
兵庫県神戸市西区押部谷町西盛 周辺
兵庫県神戸市西区押部谷町木津 周辺
兵庫県神戸市西区玉津町小山 周辺
兵庫県神戸市西区枝吉4丁目 周辺
兵庫県神戸市西区櫨谷町松本 周辺
兵庫県神戸市西区北山台3丁目 周辺
兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区花隈町 周辺
兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区山本通5丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区神仙寺通4丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区大橋町5丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区渦森台2丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区御影山手3丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区永手町3丁目 周辺



6月に拡充されたサービスエリア（関西）

都道府県 対象地域
兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区篠原本町1丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区大石南町1丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区六甲台町 周辺
兵庫県神戸市兵庫区下祇園町 周辺
兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 周辺
兵庫県神戸市北区山田町小部字大脇山 周辺
兵庫県神戸市北区泉台6丁目 周辺
兵庫県神戸市北区淡河町淡河 周辺
兵庫県神戸市北区中里町2丁目 周辺
兵庫県神戸市北区長尾町宅原 周辺
兵庫県神戸市北区有馬町ウツギ谷 周辺
兵庫県神戸市北区有野町唐堰 周辺
兵庫県神戸市北区有野町有野 周辺
兵庫県神戸市北区緑町5丁目 周辺
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目 周辺
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3丁目 周辺
兵庫県西宮市小松町1丁目 周辺
兵庫県西宮市上ヶ原四番町 周辺
兵庫県西宮市上甲東園1丁目 周辺
兵庫県西宮市西宮浜1丁目 周辺
兵庫県西宮市石刎町 周辺
兵庫県西宮市中前田町 周辺
兵庫県西宮市津門稲荷町 周辺
兵庫県西宮市二見町 周辺
兵庫県西宮市名塩新町 周辺
兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目 周辺
兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 周辺
兵庫県尼崎市久々知西町2丁目 周辺
兵庫県尼崎市口田中1丁目 周辺
兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 周辺
兵庫県尼崎市杭瀬北新町1丁目 周辺
兵庫県尼崎市次屋3丁目 周辺
兵庫県尼崎市神田北通2丁目 周辺
兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 周辺
兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 周辺
兵庫県尼崎市大庄北2丁目 周辺
兵庫県尼崎市東園田町5丁目 周辺
兵庫県尼崎市南七松町1丁目 周辺
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 周辺
兵庫県尼崎市步庫町4丁目 周辺
兵庫県尼崎市步庫之荘6丁目 周辺
兵庫県尼崎市步庫之荘本町3丁目 周辺
兵庫県尼崎市立花町1丁目 周辺
兵庫県宝塚市蔵人 周辺


