
※サービスエリア化の予定時期は、状況により前後する場合がありますのでご了承ください。

※予定対象地域は計画の変更等により、下記リストに掲載していない地域がエリア化となる場合がございます。

また、延期または中止する場合がございますのでご了承ください。

都道府県 対象地域
北海道 北海道札幌市中央区南29条西11丁目 周辺

北海道札幌市北区北31条西5丁目 周辺
北海道札幌市北区新琴似7条9丁目 周辺
北海道札幌市北区新琴似12条9丁目 周辺
北海道札幌市東区北21条東8丁目 周辺
北海道札幌市東区東苗穂3条2丁目 周辺
北海道札幌市東区北17条東20丁目 周辺
北海道札幌市白石区菊水元町6条1丁目 周辺
北海道札幌市豊平区平岸3条17丁目 周辺
北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目 周辺
北海道札幌市豊平区月寒西3条7丁目 周辺
北海道札幌市豊平区月寒中央通8丁目 周辺
北海道札幌市西区発寒3条5丁目 周辺
北海道札幌市西区西町北19丁目 周辺
北海道札幌市西区八軒10条東1丁目 周辺
北海道札幌市厚別区厚別南1丁目 周辺
北海道札幌市厚別区厚別中央4条2丁目 周辺
北海道札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目 周辺
北海道札幌市手稲区曙5条2丁目 周辺
北海道札幌市手稲区前田8条15丁目 周辺
北海道札幌市清田区美しが丘3条2丁目 周辺
北海道千歳市新富2丁目 周辺
北海道千歳市根志越 周辺
北海道恵庭市大町1丁目 周辺
北海道恵庭市西島松 周辺
北海道北広島市大曲中央1丁目 周辺
北海道石狩市樽川 周辺

青森県 青森県青森市緑3丁目 周辺
青森県青森市三内 周辺
青森県青森市本町2丁目 周辺
青森県青森市造道2丁目 周辺

岩手県 岩手県盛岡市神明町 周辺
宮城県 宮城県仙台市青葉区北目町 周辺

宮城県仙台市青葉区大町2丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区中央1丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区中江1丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区上杉6丁目 周辺
宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目 周辺
宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡 周辺
宮城県仙台市宮城野区小田原3丁目 周辺
宮城県仙台市宮城野区福室2丁目 周辺
宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷6丁目 周辺
宮城県仙台市宮城野区中野 周辺
宮城県仙台市若林区今泉1丁目 周辺
宮城県仙台市若林区南小泉3丁目 周辺
宮城県仙台市太白区緑ヶ丘3丁目 周辺
宮城県仙台市太白区茂ヶ崎3丁目 周辺
宮城県仙台市太白区向山2丁目 周辺
宮城県仙台市泉区加茂4丁目 周辺
宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 周辺
宮城県仙台市泉区南光台1丁目 周辺

１２月に拡充予定のサービスエリア（関東・中部・関西以外）



秋田県 秋田県秋田市新屋鳥木町 周辺
秋田県秋田市新屋町 周辺
秋田県秋田市楢山登町 周辺
秋田県秋田市八橋イサノ2丁目 周辺
秋田県秋田市寺内後城 周辺
秋田県秋田市泉北4丁目 周辺
秋田県秋田市外旭川堂ノ前 周辺
秋田県秋田市土崎港中央5丁目 周辺

山形県 山形県山形市松波4丁目 周辺
山形県山形市西田5丁目 周辺

福島県 福島県福島市泉 周辺
富山県 富山県富山市太郎丸西町1丁目 周辺

富山県富山市柳町2丁目 周辺
福井県 福井県福井市大和田町 周辺
鳥取県 鳥取県鳥取市覚寺 周辺

鳥取県鳥取市戎町 周辺
島根県 島根県松江市黒田町 周辺

島根県松江市学園１丁目 周辺
島根県松江市法吉町 周辺

岡山県 岡山県岡山市北区西古松1丁目 周辺
岡山県岡山市中区門田屋敷3丁目 周辺
岡山県岡山市北区楢津 周辺
岡山県岡山市北区大和町1丁目 周辺
岡山県岡山市中区兼基 周辺
岡山県倉敷市水島青葉町 周辺
岡山県倉敷市福田町浦田 周辺
岡山県倉敷市沖 周辺
岡山県倉敷市五日市 周辺
岡山県笠岡市中央町 周辺
岡山県備前市西片上 周辺
岡山県備前市東片上 周辺
岡山県備前市伊里中 周辺
岡山県浅口市鴨方町六条院西 周辺
岡山県浅口市鴨方町六条院東 周辺

広島県 広島県広島市東区中山鏡が丘 周辺
広島県広島市佐伯区三宅3丁目 周辺
広島県尾道市吉和西元町 周辺
広島県尾道市栗原町 周辺
広島県尾道市美ノ郷町白江 周辺
広島県福山市御門町3丁目 周辺
広島県福山市瀬戸町大字地頭分 周辺
広島県福山市瀬戸町大字長和 周辺
広島県福山市箕島町 周辺
広島県福山市多治米町1丁目 周辺
広島県福山市南手城町3丁目 周辺
広島県東広島市西条中央3丁目 周辺
広島県安芸郡府中町山田2丁目 周辺



山口県 山口県下関市王司神田3丁目 周辺
山口県宇部市笹山町2丁目 周辺
山口県宇部市今村北5丁目 周辺
山口県山口市大字江崎 周辺
山口県山口市小郡下郷 周辺
山口県山口市大字鋳銭司 周辺
山口県山口市小郡上郷 周辺
山口県山口市中市町 周辺
山口県防府市大字台道 周辺
山口県下松市東海岸通り 周辺
山口県岩国市南岩国町4丁目 周辺
山口県周南市徳山 周辺
山口県玖珂郡和木町大字瀬田 周辺

愛媛県 愛媛県松山市府中 周辺
高知県 高知県高知市薊野北町1丁目 周辺
福岡県 福岡県北九州市若松区深町2丁目 周辺

福岡県北九州市戸畑区中原西1丁目 周辺
福岡県北九州市戸畑区幸町 周辺
福岡県北九州市小倉北区清水3丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区片野4丁目 周辺
福岡県北九州市八幡東区西本町4丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区大浦1丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区下上津役3丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区香月西1丁目 周辺
福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目 周辺
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目 周辺
福岡県福岡市中央区平尾四丁目 周辺
福岡県福岡市南区曰佐5丁目 周辺
福岡県福岡市早良区高取2丁目 周辺
福岡県久留米市荒木町荒木 周辺
福岡県久留米市御井町 周辺
福岡県行橋市神田町 周辺
福岡県大野城市仲畑3丁目 周辺
福岡県宗像市三郎丸 周辺
福岡県宗像市田熊4丁目 周辺
福岡県宗像市河東堂籠 周辺
福岡県太宰府市国分1丁目 周辺
福岡県太宰府市五条2丁目 周辺
福岡県前原市大字前原 周辺
福岡県福津市上西郷 周辺
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美 周辺
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原 周辺
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈 周辺
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田 周辺
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門 周辺
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 周辺
福岡県京都郡苅田町大字黒添 周辺

佐賀県 佐賀県佐賀市本庄町本庄 周辺
熊本県 熊本県熊本市上代5丁目 周辺

熊本県熊本市薬園町 周辺
鹿児島県 鹿児島県鹿児島市吉野町 周辺

鹿児島県鹿児島市武3丁目 周辺
沖縄県 沖縄県那覇市安謝 周辺

沖縄県那覇市長田2丁目 周辺
沖縄県南城市大里 周辺
沖縄県南城市佐敷 周辺
沖縄県島尻郡八重瀬町 周辺
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