
都道府県 対象地域
北海道 北海道札幌市北区篠路４条７丁目 周辺

北海道札幌市南区真駒内幸町２丁目 周辺
北海道小樽市若竹町 周辺
北海道小樽市新光２丁目 周辺
北海道小樽市塩谷２丁目 周辺
北海道千歳市白樺４丁目 周辺
北海道千歳市大和１丁目 周辺
北海道千歳市北陽４丁目 周辺
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都道府県 対象地域
宮城県 宮城県仙台市青葉区芋沢 周辺

宮城県仙台市若林区若林３丁目 周辺
宮城県仙台市太白区秋保町長袋 周辺
宮城県仙台市泉区福岡 周辺
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都道府県 対象地域
山形県 山形県山形市青田３丁目 周辺
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都道府県 対象地域

茨城県 茨城県水戸市吉沢町 周辺
茨城県水戸市元石川町 周辺
茨城県水戸市笠原町 周辺
茨城県水戸市大場町 周辺
茨城県水戸市東大野 周辺
茨城県水戸市東赤塚 周辺
茨城県水戸市谷津町 周辺
茨城県日立市久慈町４丁目 周辺
茨城県日立市大みか町１丁目 周辺
茨城県日立市塙山町２丁目 周辺
茨城県日立市本宮町１丁目 周辺
茨城県日立市十王町友部 周辺
茨城県土浦市大和町 周辺
茨城県土浦市東真鍋町 周辺
茨城県土浦市神立中央１丁目 周辺
茨城県稲敷郡阿見町大字若栗 周辺
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都道府県 対象地域

栃木県 栃木県宇都宮市陽南２丁目 周辺
栃木県宇都宮市滝の原２丁目 周辺
栃木県宇都宮市南大通り１丁目 周辺
栃木県宇都宮市大通り１丁目 周辺
栃木県宇都宮市氷室町 周辺
栃木県宇都宮市錦３丁目 周辺
栃木県宇都宮市上戸祭町 周辺
栃木県宇都宮市徳次郎町 周辺
栃木県宇都宮市長岡町 周辺
栃木県足利市羽刈町 周辺
栃木県足利市南大町 周辺
栃木県足利市堀込町 周辺
栃木県足利市借宿町１丁目 周辺
栃木県足利市通２丁目 周辺
栃木県栃木市大宮町 周辺
栃木県佐野市浅沼町 周辺
栃木県佐野市小見町 周辺
栃木県鹿沼市樅山町 周辺
栃木県鹿沼市武子 周辺
栃木県小山市大字粟宮 周辺
栃木県小山市中央町３丁目 周辺
栃木県小山市大字三拝川岸 周辺
栃木県小山市大字松沼 周辺
栃木県大田原市元町１丁目 周辺
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都道府県 対象地域

群馬県 群馬県前橋市亀里町 周辺
群馬県前橋市東善町 周辺
群馬県前橋市小島田町 周辺
群馬県前橋市総社町総社 周辺
群馬県前橋市上泉町 周辺
群馬県前橋市鼻毛石町 周辺
群馬県前橋市日吉町４丁目 周辺
群馬県高崎市岩鼻町 周辺
群馬県高崎市岩押町 周辺
群馬県高崎市江木町 周辺
群馬県高崎市下室田町 周辺
群馬県高崎市大八木町 周辺
群馬県高崎市箕郷町生原 周辺
群馬県高崎市中泉町 周辺
群馬県高崎市箕郷町矢原 周辺
群馬県高崎市城山町１丁目 周辺
群馬県桐生市広沢町４丁目 周辺
群馬県桐生市境野町２丁目 周辺
群馬県桐生市本町３丁目 周辺
群馬県伊勢崎市八斗島町 周辺
群馬県伊勢崎市福島町 周辺
群馬県伊勢崎市波志江町 周辺
群馬県伊勢崎市東町 周辺
群馬県太田市岩松町 周辺
群馬県太田市牛沢町 周辺
群馬県太田市新田赤堀町 周辺
群馬県太田市成塚町 周辺
群馬県太田市大原町 周辺
群馬県館林市日向町 周辺
群馬県渋川市中村 周辺
群馬県渋川市北橘町分郷八崎 周辺
群馬県渋川市吹屋 周辺
群馬県藤岡市藤岡 周辺
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都道府県 対象地域

埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋６丁目 周辺
埼玉県さいたま市北区吉野町１丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目 周辺
埼玉県さいたま市大宮区天沼町１丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区東大宮７丁目 周辺
埼玉県さいたま市見沼区島町 周辺
埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 周辺
埼玉県さいたま市中央区大戸３丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区北浦和５丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区領家２丁目 周辺
埼玉県さいたま市浦和区元町１丁目 周辺
埼玉県さいたま市南区文蔵２丁目 周辺
埼玉県さいたま市緑区原山２丁目 周辺
埼玉県さいたま市緑区中尾 周辺
埼玉県さいたま市緑区原山４丁目 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区諏訪１丁目 周辺
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４丁目 周辺
埼玉県熊谷市宮前町２丁目 周辺
埼玉県熊谷市中央２丁目 周辺
埼玉県川口市戸塚東３丁目 周辺
埼玉県川口市芝中田１丁目 周辺
埼玉県川口市幸町３丁目 周辺
埼玉県川口市長蔵１丁目 周辺
埼玉県川口市戸塚東４丁目 周辺
埼玉県川口市前川 周辺
埼玉県川口市上青木２丁目 周辺
埼玉県川口市宮町 周辺
埼玉県行田市忍２丁目 周辺
埼玉県所沢市大字上山口 周辺
埼玉県所沢市大字久米字峯 周辺
埼玉県所沢市並木１丁目 周辺
埼玉県所沢市東所沢１丁目 周辺
埼玉県所沢市南永井 周辺
埼玉県所沢市林２丁目 周辺
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘１丁目 周辺
埼玉県本庄市児玉町児玉 周辺
埼玉県本庄市駅南２丁目 周辺
埼玉県東松山市大字西本宿 周辺
埼玉県東松山市神明町１丁目 周辺
埼玉県春日部市緑町６丁目 周辺
埼玉県春日部市八丁目 周辺
埼玉県春日部市大場 周辺
埼玉県春日部市谷原１丁目 周辺
埼玉県狭山市大字水野 周辺
埼玉県狭山市入間川１丁目 周辺
埼玉県狭山市新狭山２丁目 周辺
埼玉県狭山市大字北入曽 周辺
埼玉県狭山市東三ツ木 周辺
埼玉県深谷市荒川 周辺
埼玉県深谷市折之口 周辺
埼玉県上尾市大字原市 周辺
埼玉県上尾市久保 周辺
埼玉県草加市谷塚町 周辺
埼玉県草加市松江５丁目 周辺
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埼玉県草加市弁天５丁目 周辺
埼玉県草加市花栗１丁目 周辺
埼玉県草加市瀬崎町 周辺
埼玉県草加市金明町 周辺
埼玉県越谷市大間野町１丁目 周辺
埼玉県越谷市大字下間久里 周辺
埼玉県越谷市大字向畑 周辺
埼玉県越谷市千間台西５丁目 周辺
埼玉県越谷市大字南荻島 周辺
埼玉県越谷市大沢４丁目 周辺
埼玉県戸田市上戸田５丁目 周辺
埼玉県戸田市上戸田４丁目 周辺
埼玉県入間市大字木蓮寺 周辺
埼玉県入間市小谷田 周辺
埼玉県朝霞市栄町３丁目 周辺
埼玉県朝霞市膝折町２丁目 周辺
埼玉県朝霞市宮戸２丁目 周辺
埼玉県朝霞市三原５丁目 周辺
埼玉県志木市本町１丁目 周辺
埼玉県和光市本町 周辺
埼玉県和光市丸山台２丁目 周辺
埼玉県新座市石神１丁目 周辺
埼玉県新座市新堀１丁目 周辺
埼玉県桶川市大字加納 周辺
埼玉県北本市大字下石戸下 周辺
埼玉県北本市宮内６丁目 周辺
埼玉県八潮市鶴ヶ曽根 周辺
埼玉県三郷市早稲田２丁目 周辺
埼玉県坂戸市千代田５丁目 周辺
埼玉県幸手市東３丁目 周辺
埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 周辺
埼玉県日高市大字南平沢 周辺
埼玉県吉川市高富１丁目 周辺
埼玉県ふじみ野市上福岡１丁目 周辺
埼玉県ふじみ野市築地３丁目 周辺
埼玉県比企郡滑川町大字月輪 周辺
埼玉県比企郡吉見町大字丸貫十二所 周辺
埼玉県大里郡寄居町大字富田 周辺
埼玉県大里郡寄居町大字寄居 周辺
埼玉県大里郡寄居町大字赤浜 周辺
埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納 周辺
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸 周辺



都道府県 対象地域

千葉県 千葉県千葉市花見川区幕張町５丁目 周辺
千葉県千葉市花見川区さつきが丘２丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区轟町２丁目 周辺
千葉県千葉市稲毛区六方町 周辺
千葉県千葉市若葉区御殿町 周辺
千葉県千葉市若葉区原町 周辺
千葉県千葉市緑区越智町 周辺
千葉県千葉市緑区おゆみ野有吉 周辺
千葉県市川市曽谷８丁目 周辺
千葉県市川市相之川４丁目 周辺
千葉県市川市北方１丁目 周辺
千葉県船橋市前原西４丁目 周辺
千葉県船橋市丸山３丁目 周辺
千葉県船橋市上山町３丁目 周辺
千葉県船橋市金杉５丁目 周辺
千葉県船橋市習志野台８丁目 周辺
千葉県船橋市東船橋３丁目 周辺
千葉県船橋市中野木２丁目 周辺
千葉県木更津市矢那 周辺
千葉県木更津市真舟５丁目 周辺
千葉県木更津市有吉 周辺
千葉県木更津市犬成 周辺
千葉県松戸市松戸新田 周辺
千葉県松戸市馬橋 周辺
千葉県松戸市新松戸３丁目 周辺
千葉県松戸市下矢切 周辺
千葉県松戸市稔台１丁目 周辺
千葉県松戸市新松戸７丁目 周辺
千葉県松戸市小金清志町２丁目 周辺
千葉県松戸市西馬橋相川町 周辺
千葉県松戸市五香４丁目 周辺
千葉県松戸市千駄堀 周辺
千葉県野田市野田 周辺
千葉県茂原市萱場 周辺
千葉県成田市赤坂 周辺
千葉県成田市臼作 周辺
千葉県成田市高岡 周辺
千葉県佐倉市岩富 周辺
千葉県佐倉市上志津 周辺
千葉県佐倉市江原 周辺
千葉県佐倉市大字飯田 周辺
千葉県旭市足川字替地 周辺
千葉県旭市萩園 周辺
千葉県習志野市本大久保３丁目 周辺
千葉県習志野市東習志野５丁目 周辺
千葉県柏市逆井字八町 周辺
千葉県柏市豊四季 周辺
千葉県柏市桜台 周辺
千葉県柏市篠籠田 周辺
千葉県市原市光風台２丁目 周辺
千葉県市原市姉崎 周辺
千葉県市原市今富 周辺
千葉県市原市千種海岸 周辺
千葉県市原市島野 周辺
千葉県市原市五井中央西２丁目 周辺
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千葉県流山市南流山２丁目 周辺
千葉県流山市駒木台 周辺
千葉県流山市平方 周辺
千葉県流山市向小金２丁目 周辺
千葉県流山市南流山３丁目 周辺
千葉県八千代市大和田新田 周辺
千葉県八千代市村上南１丁目 周辺
千葉県八千代市上高野 周辺
千葉県八千代市小池 周辺
千葉県君津市豊田旧野中 周辺
千葉県君津市西猪原 周辺
千葉県君津市郡 周辺
千葉県君津市中野４丁目 周辺
千葉県君津市南久保１丁目 周辺
千葉県富津市金谷 周辺
千葉県富津市海良 周辺
千葉県富津市富津 周辺
千葉県富津市西川 周辺
千葉県富津市花香谷 周辺
千葉県袖ケ浦市坂戸市場 周辺
千葉県袖ケ浦市林 周辺
千葉県袖ケ浦市岩井 周辺
千葉県八街市八街ほ 周辺
千葉県八街市文違 周辺
千葉県富里市中沢 周辺
千葉県富里市日吉台３丁目 周辺
千葉県山武市実門 周辺
千葉県いすみ市佐室 周辺
千葉県いすみ市岬町椎木 周辺
千葉県印旛郡印旛村平賀 周辺
千葉県印旛郡栄町酒直 周辺
千葉県印旛郡栄町和田 周辺
千葉県山武郡芝山町菱田 周辺
千葉県長生郡一宮町一宮 周辺
千葉県長生郡睦沢町下之郷 周辺
千葉県夷隅郡御宿町新町 周辺
千葉県安房郡鋸南町大字元名 周辺



都道府県 対象地域

東京都 東京都千代田区紀尾井町 周辺
東京都千代田区神田多町２丁目 周辺
東京都千代田区岩本町３丁目 周辺
東京都千代田区一番町 周辺
東京都中央区晴海４丁目 周辺
東京都港区南青山２丁目 周辺
東京都港区三田２丁目 周辺
東京都新宿区百人町３丁目 周辺
東京都新宿区東五軒町 周辺
東京都新宿区西新宿３丁目 周辺
東京都文京区大塚６丁目 周辺
東京都台東区根岸２丁目 周辺
東京都墨田区業平二丁目 周辺
東京都墨田区文花１丁目 周辺
東京都墨田区吾妻橋１丁目 周辺
東京都墨田区江東橋４丁目 周辺
東京都江東区北砂１丁目 周辺
東京都江東区東陽５丁目 周辺
東京都江東区東雲１丁目 周辺
東京都品川区東品川１丁目 周辺
東京都品川区東大井１丁目 周辺
東京都品川区西五反田８丁目 周辺
東京都目黒区碑文谷２丁目 周辺
東京都目黒区五本木２丁目 周辺
東京都目黒区東山３丁目 周辺
東京都目黒区祐天寺２丁目 周辺
東京都大田区羽田空港３丁目 周辺
東京都世田谷区瀬田１丁目 周辺
東京都世田谷区瀬田５丁目 周辺
東京都世田谷区砧８丁目 周辺
東京都世田谷区上祖師谷２丁目 周辺
東京都世田谷区船橋４丁目 周辺
東京都世田谷区下馬６丁目 周辺
東京都世田谷区北沢２丁目 周辺
東京都渋谷区本町６丁目 周辺
東京都中野区中野２丁目 周辺
東京都中野区弥生町５丁目 周辺
東京都杉並区上井草２丁目 周辺
東京都杉並区堀ノ内３丁目 周辺
東京都杉並区高井戸西１丁目 周辺
東京都杉並区阿佐谷北３丁目 周辺
東京都杉並区荻窪３丁目 周辺
東京都豊島区南池袋３丁目 周辺
東京都豊島区巣鴨４丁目 周辺
東京都豊島区池袋本町３丁目 周辺
東京都北区田端６丁目 周辺
東京都北区赤羽北３丁目 周辺
東京都北区豊島８丁目 周辺
東京都北区赤羽西１丁目 周辺
東京都荒川区町屋５丁目 周辺
東京都荒川区南千住８丁目 周辺
東京都荒川区東日暮里５丁目 周辺
東京都板橋区成増３丁目 周辺
東京都板橋区赤塚３丁目 周辺
東京都練馬区高野台２丁目 周辺
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東京都練馬区大泉学園町４丁目 周辺
東京都練馬区下石神井４丁目 周辺
東京都練馬区田柄１丁目 周辺
東京都練馬区南大泉４丁目 周辺
東京都練馬区桜台６丁目 周辺
東京都足立区関原３丁目 周辺
東京都足立区西新井５丁目 周辺
東京都足立区足立３丁目 周辺
東京都足立区足立１丁目 周辺
東京都足立区青井５丁目 周辺
東京都足立区宮城２丁目 周辺
東京都葛飾区奥戸５丁目 周辺
東京都葛飾区青戸７丁目 周辺
東京都葛飾区西亀有２丁目 周辺
東京都葛飾区堀切８丁目 周辺
東京都葛飾区東水元６丁目 周辺
東京都葛飾区青戸３丁目 周辺
東京都江戸川区南葛西２丁目 周辺
東京都江戸川区瑞江３丁目 周辺
東京都江戸川区中葛西７丁目 周辺
東京都江戸川区一之江６丁目 周辺
東京都江戸川区松江６丁目 周辺
東京都江戸川区鹿骨４丁目 周辺
東京都江戸川区南小岩１丁目 周辺
東京都八王子市並木町 周辺
東京都八王子市堀之内 周辺
東京都八王子市大塚 周辺
東京都八王子市緑町 周辺
東京都八王子市みなみ野１丁目 周辺
東京都八王子市中野上町３丁目 周辺
東京都八王子市旭町 周辺
東京都立川市西砂町５丁目 周辺
東京都立川市若葉町３丁目 周辺
東京都武蔵野市中町３丁目 周辺
東京都三鷹市野崎１丁目 周辺
東京都三鷹市牟礼６丁目 周辺
東京都三鷹市新川６丁目 周辺
東京都三鷹市上連雀２丁目 周辺
東京都青梅市小曾木３丁目 周辺
東京都府中市南町４丁目 周辺
東京都府中市日吉町１丁目 周辺
東京都昭島市松原町２丁目 周辺
東京都調布市菊野台１丁目 周辺
東京都調布市若葉町２丁目 周辺
東京都調布市多摩川２丁目 周辺
東京都調布市染地３丁目 周辺
東京都調布市下石原３丁目 周辺
東京都調布市西つつじケ丘４丁目 周辺
東京都町田市南成瀬１丁目 周辺
東京都町田市小山田桜台２丁目 周辺
東京都町田市木曽西４丁目 周辺
東京都小金井市東町３丁目 周辺
東京都小平市学園西町１丁目 周辺
東京都日野市南平 周辺
東京都東村山市諏訪町１丁目 周辺
東京都東村山市秋津町１丁目 周辺
東京都国分寺市光町１丁目 周辺
東京都国分寺市戸倉２丁目 周辺
東京都福生市大字熊川 周辺



東京都福生市南田園２丁目 周辺
東京都東久留米市本町３丁目 周辺
東京都武蔵村山市伊奈平６丁目 周辺
東京都武蔵村山市大南４丁目 周辺
東京都多摩市諏訪１丁目 周辺
東京都稲城市大字大丸 周辺
東京都稲城市平尾２丁目 周辺
東京都西東京市住吉町３丁目 周辺



都道府県 対象地域

神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 周辺
神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町 周辺
神奈川県横浜市鶴見区下末吉１丁目 周辺
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 周辺
神奈川県横浜市西区浅間台 周辺
神奈川県横浜市中区山手町 周辺
神奈川県横浜市中区新山下２丁目 周辺
神奈川県横浜市南区別所１丁目 周辺
神奈川県横浜市南区通町４丁目 周辺
神奈川県横浜市南区日枝町１丁目 周辺
神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 周辺
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町１丁目 周辺
神奈川県横浜市磯子区新中原町 周辺
神奈川県横浜市金沢区泥亀２丁目 周辺
神奈川県横浜市金沢区六浦東１丁目 周辺
神奈川県横浜市港北区師岡町 周辺
神奈川県横浜市港南区港南台３丁目 周辺
神奈川県横浜市旭区金が谷 周辺
神奈川県横浜市旭区上白根町 周辺
神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目 周辺
神奈川県横浜市栄区小山台２丁目 周辺
神奈川県横浜市栄区元大橋２丁目 周辺
神奈川県横浜市泉区中田南５丁目 周辺
神奈川県横浜市青葉区あざみ野４丁目 周辺
神奈川県横浜市青葉区美しが丘５丁目 周辺
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 周辺
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 周辺
神奈川県横浜市青葉区桂台２丁目 周辺
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 周辺
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 周辺
神奈川県横浜市都筑区中川３丁目 周辺
神奈川県川崎市中原区中丸子 周辺
神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目 周辺
神奈川県川崎市高津区明津 周辺
神奈川県川崎市多摩区枡形４丁目 周辺
神奈川県川崎市宮前区有馬８丁目 周辺
神奈川県川崎市麻生区五力田１丁目 周辺
神奈川県川崎市麻生区栗木台１丁目 周辺
神奈川県横須賀市長浦町４丁目 周辺
神奈川県横須賀市上町１丁目 周辺
神奈川県横須賀市小川町 周辺
神奈川県横須賀市追浜町３丁目 周辺
神奈川県平塚市宮松町 周辺
神奈川県平塚市四之宮６丁目 周辺
神奈川県鎌倉市御成町 周辺
神奈川県藤沢市鵠沼石上３丁目 周辺
神奈川県藤沢市立石３丁目 周辺
神奈川県藤沢市亀井野２丁目 周辺
神奈川県小田原市根府川 周辺
神奈川県小田原市酒匂５丁目 周辺
神奈川県小田原市中里 周辺
神奈川県小田原市曽我岸 周辺
神奈川県茅ヶ崎市美住町 周辺
神奈川県逗子市桜山７丁目 周辺
神奈川県相模原市新磯野２丁目 周辺
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神奈川県相模原市青葉２丁目 周辺
神奈川県相模原市中央６丁目 周辺
神奈川県相模原市淵野辺１丁目 周辺
神奈川県相模原市西橋本４丁目 周辺
神奈川県相模原市城山町川尻 周辺
神奈川県相模原市橋本６丁目 周辺
神奈川県相模原市西大沼３丁目 周辺
神奈川県相模原市淵野辺４丁目 周辺
神奈川県相模原市文京１丁目 周辺
神奈川県相模原市淵野辺２丁目 周辺
神奈川県相模原市新磯野１丁目 周辺
神奈川県相模原市相模台１丁目 周辺
神奈川県相模原市相模大野５丁目 周辺
神奈川県相模原市下九沢 周辺
神奈川県秦野市今泉 周辺
神奈川県秦野市平沢 周辺
神奈川県厚木市水引２丁目 周辺
神奈川県厚木市鳶尾４丁目 周辺
神奈川県大和市大和東１丁目 周辺
神奈川県大和市深見西４丁目 周辺
神奈川県大和市つきみ野７丁目 周辺
神奈川県大和市深見西１丁目 周辺
神奈川県大和市つきみ野２丁目 周辺
神奈川県海老名市上郷 周辺
神奈川県座間市入谷５丁目 周辺
神奈川県南足柄市三竹 周辺
神奈川県三浦郡葉山町堀内 周辺
神奈川県三浦郡葉山町上山口 周辺
神奈川県高座郡寒川町倉見 周辺
神奈川県足柄上郡大井町金子 周辺
神奈川県足柄上郡山北町岸 周辺
神奈川県足柄下郡箱根町湯本仲町 周辺
神奈川県足柄下郡真鶴町岩 周辺



都道府県 対象地域

新潟県 新潟県新潟市東区中野山６丁目 周辺
新潟県新潟市東区錦町 周辺
新潟県新潟市東区河渡 周辺
新潟県新潟市中央区女池５丁目 周辺
新潟県新潟市中央区上所上１丁目 周辺
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都道府県 対象地域
石川県 石川県金沢市末町 周辺

石川県金沢市三小牛町 周辺
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都道府県 対象地域

山梨県 山梨県甲府市里吉３丁目 周辺
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都道府県 対象地域

長野県 長野県長野市若里 周辺
長野県松本市中央４丁目 周辺
長野県安曇野市豊科 周辺
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都道府県 対象地域

岐阜県 岐阜県岐阜市宇佐南４丁目 周辺
岐阜県大垣市上石津町下山 周辺
岐阜県大垣市上石津町奥 周辺
岐阜県大垣市緑園 周辺
岐阜県大垣市上石津町一之瀬 周辺
岐阜県各務原市入会町４丁目 周辺
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２丁目 周辺
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都道府県 対象地域

静岡県 静岡県静岡市葵区羽鳥 周辺
静岡県静岡市葵区南沼上 周辺
静岡県静岡市葵区井川 周辺
静岡県静岡市清水区興津中町 周辺
静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町 周辺
静岡県浜松市西区篠原町 周辺
静岡県浜松市浜北区内野 周辺
静岡県磐田市福田中島 周辺
静岡県磐田市新開 周辺
静岡県焼津市石津向町 周辺
静岡県焼津市西小川１丁目 周辺
静岡県掛川市浜川新田 周辺
静岡県藤枝市前島２丁目 周辺
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都道府県 対象地域

愛知県 愛知県名古屋市千種区東山元町２丁目 周辺
愛知県名古屋市東区白壁１丁目 周辺
愛知県名古屋市東区砂田橋５丁目 周辺
愛知県名古屋市北区鳩岡町１丁目 周辺
愛知県名古屋市北区長喜町３丁目 周辺
愛知県名古屋市北区中切町２丁目 周辺
愛知県名古屋市西区浄心本通３丁目 周辺
愛知県名古屋市西区中小田井 周辺
愛知県名古屋市西区大金町４丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区藤江町１丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区八社１丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区並木２丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区押木田町 周辺
愛知県名古屋市中村区稲上町２丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区黄金通３丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区太閤通６丁目 周辺
愛知県名古屋市中村区中島町 周辺
愛知県名古屋市中村区塩池町２丁目 周辺
愛知県名古屋市中区正木２丁目 周辺
愛知県名古屋市中区金山５丁目 周辺
愛知県名古屋市中区千代田３丁目 周辺
愛知県名古屋市中区大須１丁目 周辺
愛知県名古屋市中区千代田２丁目 周辺
愛知県名古屋市中区丸の内 周辺
愛知県名古屋市昭和区藤成通６丁目 周辺
愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区新開町 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通８丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区下坂町４丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区高田町２丁目 周辺
愛知県名古屋市瑞穂区二野町 周辺
愛知県名古屋市熱田区一番２丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区大宝１丁目 周辺
愛知県名古屋市熱田区比々野町 周辺
愛知県名古屋市熱田区明野町 周辺
愛知県名古屋市熱田区桜田町 周辺
愛知県名古屋市熱田区六番 周辺
愛知県名古屋市中川区広田町２丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区昭和橋通６丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区吉津４丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区荒子１丁目 周辺
愛知県名古屋市中川区尾頭橋２丁目 周辺
愛知県名古屋市港区稲永 周辺
愛知県名古屋市港区善進本町 周辺
愛知県名古屋市港区中川本町５丁目 周辺
愛知県名古屋市港区辰巳町 周辺
愛知県名古屋市南区元柴田東町 周辺
愛知県名古屋市南区鶴見通６丁目 周辺
愛知県名古屋市南区中割町１丁目 周辺
愛知県名古屋市南区明治２丁目 周辺
愛知県名古屋市南区戸部下１丁目 周辺
愛知県名古屋市南区内田橋一丁目 周辺
愛知県名古屋市南区鳥栖２丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区瀬古東３丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区西城２丁目 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



愛知県名古屋市守山区今尻町 周辺
愛知県名古屋市守山区大森５丁目 周辺
愛知県名古屋市守山区川東山 周辺
愛知県名古屋市緑区大高町西大高畑 周辺
愛知県名古屋市緑区大高町寅新田 周辺
愛知県名古屋市緑区姥子山２丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区大清水２丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区池上台３丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区諸の木１丁目 周辺
愛知県名古屋市緑区鳴子町１丁目 周辺
愛知県名古屋市名東区植園町１丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区福池２丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区平針南２丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区向が丘１丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区原３丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区平針３丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区平針１丁目 周辺
愛知県名古屋市天白区八幡山 周辺
愛知県名古屋市天白区元植田２丁目 周辺
愛知県岡崎市保久町 周辺
愛知県一宮市新生１丁目 周辺
愛知県瀬戸市東松山町 周辺
愛知県津島市愛宕町７丁目 周辺
愛知県碧南市照光町四丁目 周辺
愛知県豊田市小渡町広見 周辺
愛知県西尾市住吉町４丁目 周辺
愛知県犬山市大字富岡 周辺
愛知県常滑市檜原 周辺
愛知県常滑市鯉江本町５丁目 周辺
愛知県小牧市堀の内３丁目 周辺
愛知県稲沢市下津町銚子原 周辺
愛知県東海市富木島町新藤棚 周辺
愛知県東海市名和町秋葉 周辺
愛知県知立市山町 周辺
愛知県知立市牛田町前田 周辺
愛知県知立市長田二丁目 周辺
愛知県岩倉市西市町西市前 周辺
愛知県清須市須ヶ口駅前１丁目 周辺
愛知県西春日井郡豊山町豊場高前 周辺
愛知県海部郡七宝町大字伊福 周辺
愛知県知多郡東浦町大字緒川 周辺



都道府県 対象地域

三重県 三重県津市東丸之内 周辺
三重県四日市市ときわ１丁目 周辺
三重県四日市市久保田２丁目 周辺
三重県四日市市東ヶ谷 周辺
三重県四日市市楠町北五味塚 周辺
三重県員弁郡東員町長深 周辺
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都道府県 対象地域

滋賀県 滋賀県大津市瀬田大江町横谷 周辺
滋賀県大津市稲葉台 周辺
滋賀県大津市苗鹿２丁目 周辺
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都道府県 対象地域

京都府 京都府京都市上京区藪之内町 周辺
京都府京都市上京区多門町 周辺
京都府京都市左京区田中西高原町 周辺
京都府京都市左京区大原大長瀬町 周辺
京都府京都市左京区聖護院山王町 周辺
京都府京都市左京区松ヶ崎泉川町 周辺
京都府京都市中京区西ノ京南上合町 周辺
京都府京都市下京区中堂寺北町 周辺
京都府京都市下京区蛭子町 周辺
京都府京都市南区久世大藪町 周辺
京都府京都市南区西九条比永城町 周辺
京都府京都市右京区嵯峨朝日町 周辺
京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 周辺
京都府京都市伏見区中島北ノ口町 周辺
京都府京都市山科区大塚北溝町 周辺
京都府宇治市広野町西裏 周辺
京都府宇治市木幡南山畑 周辺
京都府京田辺市田辺中央１丁目 周辺
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都道府県 対象地域

大阪府 大阪府大阪市都島区友渕町３丁目 周辺
大阪府大阪市福島区大開２丁目 周辺
大阪府大阪市福島区福島７丁目 周辺
大阪府大阪市福島区吉野５丁目 周辺
大阪府大阪市此花区伝法１丁目 周辺
大阪府大阪市此花区西九条１丁目 周辺
大阪府大阪市西区京町堀２丁目 周辺
大阪府大阪市港区三先１丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区逢阪２丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区大道３丁目 周辺
大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻１丁目 周辺
大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目 周辺
大阪府大阪市西淀川区姫里１丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区大道南２丁目 周辺
大阪府大阪市東淀川区北江口４丁目 周辺
大阪府大阪市東成区深江北２丁目 周辺
大阪府大阪市城東区今福南３丁目 周辺
大阪府大阪市城東区鴫野西４丁目 周辺
大阪府大阪市城東区中央２丁目 周辺
大阪府大阪市東住吉区中野３丁目 周辺
大阪府大阪市東住吉区今川２丁目 周辺
大阪府大阪市東住吉区北田辺４丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西三国１丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区三津屋中３丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区西宮原３丁目 周辺
大阪府大阪市淀川区十八条２丁目 周辺
大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目 周辺
大阪府大阪市鶴見区横堤５丁目 周辺
大阪府大阪市住之江区粉浜西１丁目 周辺
大阪府大阪市住之江区御崎５丁目 周辺
大阪府大阪市住之江区東加賀屋２丁目 周辺
大阪府大阪市平野区加美北８丁目 周辺
大阪府大阪市北区西天満３丁目 周辺
大阪府大阪市北区天満２丁目 周辺
大阪府大阪市北区同心１丁目 周辺
大阪府大阪市北区中津５丁目 周辺
大阪府大阪市北区豊崎２丁目 周辺
大阪府大阪市北区本庄西１丁目 周辺
大阪府大阪市中央区島之内２丁目 周辺
大阪府大阪市中央区南久宝寺町２丁目 周辺
大阪府大阪市中央区南本町２丁目 周辺
大阪府大阪市中央区淡路町２丁目 周辺
大阪府大阪市中央区道修町１丁目 周辺
大阪府堺市堺区南旅篭町東２丁 周辺
大阪府堺市堺区東雲西町１丁 周辺
大阪府堺市堺区七道東町 周辺
大阪府堺市堺区宿院町西３丁 周辺
大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町 周辺
大阪府堺市堺区熊野町東４丁 周辺
大阪府堺市堺区北花田口町２丁 周辺
大阪府堺市堺区北田出井町２丁 周辺
大阪府堺市堺区神明町西１丁 周辺
大阪府堺市堺区東雲西町２丁 周辺
大阪府堺市中区深井沢町 周辺
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大阪府堺市中区深阪 周辺
大阪府堺市東区日置荘原寺町 周辺
大阪府堺市西区浜寺石津町中１丁 周辺
大阪府堺市北区新金岡町５丁 周辺
大阪府堺市北区北長尾町８丁 周辺
大阪府堺市北区奥本町１丁 周辺
大阪府岸和田市田治米町 周辺
大阪府岸和田市春木本町 周辺
大阪府豊中市城山町１丁目 周辺
大阪府豊中市南桜塚３丁目 周辺
大阪府豊中市上新田２丁目 周辺
大阪府池田市鉢塚２丁目 周辺
大阪府吹田市竹見台４丁目 周辺
大阪府吹田市南正雀１丁目 周辺
大阪府吹田市千里山西５丁目 周辺
大阪府吹田市垂水町２丁目 周辺
大阪府吹田市江坂町５丁目 周辺
大阪府吹田市朝日が丘町 周辺
大阪府吹田市千里山竹園１丁目 周辺
大阪府泉大津市旭町 周辺
大阪府高槻市塚原３丁目 周辺
大阪府高槻市須賀町 周辺
大阪府高槻市西冠１丁目 周辺
大阪府高槻市芥川町２丁目 周辺
大阪府守口市八島町 周辺
大阪府守口市金下町１丁目 周辺
大阪府枚方市杉北町１丁目 周辺
大阪府枚方市堂山２丁目 周辺
大阪府枚方市田口３丁目 周辺
大阪府茨木市大字泉原 周辺
大阪府茨木市東奈良３丁目 周辺
大阪府茨木市下穂積２丁目 周辺
大阪府茨木市双葉町 周辺
大阪府八尾市田井中３丁目 周辺
大阪府八尾市南本町６丁目 周辺
大阪府八尾市春日町４丁目 周辺
大阪府八尾市八尾木北５丁目 周辺
大阪府八尾市青山町５丁目 周辺
大阪府八尾市北久宝寺１丁目 周辺
大阪府八尾市桜ケ丘１丁目 周辺
大阪府八尾市萱振町１丁目 周辺
大阪府泉佐野市中庄 周辺
大阪府寝屋川市大成町 周辺
大阪府寝屋川市太秦中町 周辺
大阪府寝屋川市香里南之町 周辺
大阪府寝屋川市香里北之町 周辺
大阪府松原市西大塚１丁目 周辺
大阪府松原市田井城３丁目 周辺
大阪府松原市松ヶ丘 周辺
大阪府箕面市下止々呂 周辺
大阪府箕面市瀬川５丁目 周辺
大阪府門真市脇田町 周辺
大阪府門真市元町 周辺
大阪府門真市北巣本町 周辺
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目 周辺
大阪府摂津市鳥飼上２丁目 周辺
大阪府東大阪市吉田５丁目 周辺
大阪府東大阪市菱江２丁目 周辺
大阪府東大阪市新上小阪 周辺



大阪府東大阪市小阪本町１丁目 周辺
大阪府東大阪市岩田町２丁目 周辺
大阪府東大阪市御厨東２丁目 周辺
大阪府東大阪市玉串町東１丁目 周辺
大阪府東大阪市額田町 周辺
大阪府東大阪市新庄２丁目 周辺
大阪府東大阪市鴻池元町 周辺
大阪府東大阪市若江東町６丁目 周辺
大阪府泉南市樽井１丁目 周辺



都道府県 対象地域

兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影塚町３丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町２丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区甲南町５丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区深江本町３丁目 周辺
兵庫県神戸市東灘区御影塚町４丁目 周辺
兵庫県神戸市灘区灘北通１０丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区浜中町１丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区塚本通６丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区水木通５丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町１丁目 周辺
兵庫県神戸市兵庫区福原町 周辺
兵庫県神戸市長田区三番町２丁目 周辺
兵庫県神戸市長田区大谷町２丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区妙法寺 周辺
兵庫県神戸市須磨区南町３丁目 周辺
兵庫県神戸市須磨区大手町３丁目 周辺
兵庫県神戸市垂水区南多聞台２丁目 周辺
兵庫県神戸市中央区楠町３丁目 周辺
兵庫県神戸市西区学園東町９丁目 周辺
兵庫県神戸市西区井吹台東町７丁目 周辺
兵庫県姫路市的形町的形 周辺
兵庫県姫路市田寺８丁目 周辺
兵庫県姫路市西夢前台２丁目 周辺
兵庫県姫路市豊富町御蔭 周辺
兵庫県姫路市香寺町中仁野 周辺
兵庫県姫路市飾東町豊国 周辺
兵庫県尼崎市杭瀬北新町３丁目 周辺
兵庫県尼崎市武庫之荘３丁目 周辺
兵庫県尼崎市武庫豊町２丁目 周辺
兵庫県尼崎市浜田町３丁目 周辺
兵庫県尼崎市東難波町１丁目 周辺
兵庫県尼崎市稲葉元町１丁目 周辺
兵庫県尼崎市武庫町３丁目 周辺
兵庫県尼崎市下坂部４丁目 周辺
兵庫県尼崎市富松町１丁目 周辺
兵庫県尼崎市西昆陽４丁目 周辺
兵庫県尼崎市武庫之荘９丁目 周辺
兵庫県明石市二見町西二見 周辺
兵庫県西宮市上大市４丁目 周辺
兵庫県西宮市深津町 周辺
兵庫県西宮市大屋町 周辺
兵庫県芦屋市平田北町 周辺
兵庫県芦屋市呉川町 周辺
兵庫県伊丹市西野１丁目 周辺
兵庫県伊丹市千僧２丁目 周辺
兵庫県伊丹市春日丘２丁目 周辺
兵庫県伊丹市北野２丁目 周辺
兵庫県宝塚市逆瀬台１丁目 周辺
兵庫県宝塚市山本丸橋２丁目 周辺
兵庫県宝塚市平井山荘 周辺
兵庫県川西市中央町 周辺
兵庫県川西市満願寺町 周辺
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兵庫県たつの市神岡町野部 周辺



都道府県 対象地域

奈良県 奈良県奈良市針町 周辺
奈良県奈良市白毫寺町 周辺
奈良県奈良市鳥見町３丁目 周辺
奈良県奈良市法蓮町 周辺
奈良県奈良市奈良阪町 周辺
奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 周辺
奈良県奈良市須川町 周辺
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都道府県 対象地域

和歌山県 和歌山県和歌山市新和歌浦 周辺
和歌山県和歌山市小雑賀２丁目 周辺
和歌山県和歌山市出口中ノ丁 周辺
和歌山県和歌山市美園町５丁目 周辺
和歌山県和歌山市鳴神 周辺
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都道府県 対象地域
鳥取県 鳥取県鳥取市扇町 周辺
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都道府県 対象地域
島根県 島根県松江市内中原町 周辺
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都道府県 対象地域
岡山県 岡山県岡山市北区青江１丁目 周辺

岡山県岡山市北区高松原古才 周辺
岡山県岡山市東区谷尻 周辺
岡山県岡山市北区建部町福渡 周辺
岡山県倉敷市玉島 周辺
岡山県倉敷市上富井 周辺
岡山県倉敷市茶屋町 周辺
岡山県倉敷市八王寺 周辺
岡山県倉敷市鶴形１丁目 周辺
岡山県倉敷市阿知３丁目 周辺
岡山県瀬戸内市邑久町豊原 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
広島県 広島県広島市東区牛田東４丁目 周辺

広島県広島市東区戸坂長尾台 周辺
広島県広島市南区南大河町 周辺
広島県広島市西区草津東１丁目 周辺
広島県広島市安佐南区伴東６丁目 周辺
広島県広島市安佐南区川内４丁目 周辺
広島県広島市安佐南区大町西３丁目 周辺
広島県広島市安佐北区亀崎１丁目 周辺
広島県広島市安佐北区上深川町 周辺
広島県広島市安佐北区可部町大字上原 周辺
広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室 周辺
広島県広島市安芸区船越２丁目 周辺
広島県広島市安芸区中野７丁目 周辺
広島県広島市佐伯区城山２丁目 周辺
広島県広島市佐伯区屋代２丁目 周辺
広島県呉市西中央 周辺
広島県竹原市西野町 周辺
広島県三原市糸崎 周辺
広島県三原市大和町下徳良 周辺
広島県福山市水呑町 周辺
広島県福山市西新涯町２丁目 周辺
広島県福山市霞町１丁目 周辺
広島県廿日市市宮島口 周辺
広島県廿日市市木材港北 周辺
広島県安芸郡府中町茂陰 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
山口県 山口県下関市彦島迫町４丁目 周辺

山口県下関市彦島西山町２丁目 周辺
山口県下関市赤間町 周辺
山口県下関市熊野西町 周辺
山口県下関市長府松小田中町 周辺
山口県下関市秋根南町 周辺
山口県宇部市沖宇部八王子 周辺
山口県宇部市相生町 周辺
山口県山口市平井 周辺
山口県山口市湯田温泉４丁目 周辺
山口県防府市栄町２丁目 周辺
山口県岩国市周東町下須通 周辺
山口県岩国市青木町４丁目 周辺
山口県岩国市川西４丁目 周辺
山口県岩国市大字多田 周辺
山口県周南市楠木１丁目 周辺
山口県周南市大字戸田 周辺
山口県周南市富田１丁目 周辺
山口県周南市大字徳山 周辺
山口県周南市大字原 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
香川県 香川県高松市香川町川東下 周辺

香川県高松市香西本町 周辺
香川県高松市牟礼町大町 周辺
香川県高松市庵治町 周辺
香川県高松市浜ノ町 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
愛媛県 愛媛県松山市天山１丁目 周辺

愛媛県松山市北条 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
高知県 高知県高知市上町２丁目 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
福岡県 福岡県北九州市戸畑区東大谷３丁目 周辺

福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区中井１丁目 周辺
福岡県北九州市小倉北区新高田１丁目 周辺
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾 周辺
福岡県北九州市小倉南区徳力２丁目 周辺
福岡県北九州市小倉南区下曽根３丁目 周辺
福岡県北九州市八幡東区春の町５丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区相生町 周辺
福岡県北九州市八幡西区上ノ原１丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方１丁目 周辺
福岡県北九州市八幡西区下畑町 周辺
福岡県福岡市中央区小笹１丁目 周辺
福岡県福岡市西区石丸１丁目 周辺
福岡県福岡市城南区長尾３丁目 周辺
福岡県福岡市早良区東入部三丁目 周辺
福岡県大牟田市有明町１丁目 周辺
福岡県久留米市善導寺町飯田 周辺
福岡県飯塚市天道 周辺
福岡県筑紫野市大字山家 周辺
福岡県大野城市大池１丁目 周辺
福岡県福津市宮司５丁目 周辺
福岡県福津市中央６丁目 周辺
福岡県筑紫郡那珂川町大字西隈 周辺
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼 周辺
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲 周辺
福岡県糟屋郡篠栗町大字高田 周辺
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵 周辺
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋 周辺
福岡県遠賀郡水巻町吉田西４丁目 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
佐賀県 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 周辺

佐賀県佐賀市東与賀町大字田中 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
長崎県 長崎県長崎市茂木町 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
熊本県 熊本県熊本市武蔵ヶ丘１丁目 周辺

熊本県熊本市新大江１丁目 周辺
熊本県熊本市月出１丁目 周辺
熊本県上益城郡益城町大字古閑 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
大分県 大分県大分市大字本神崎 周辺

大分県大分市大字中戸次 周辺
大分県大分市大字羽屋 周辺
大分県大分市大字三芳庄の原 周辺
大分県大分市北鶴崎１丁目 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
宮崎県 宮崎県宮崎市高千穂通１丁目 周辺

宮崎県宮崎市佐土原町 周辺
宮崎県宮崎市大字金崎 周辺
宮崎県宮崎市高岡町飯田 周辺
宮崎県宮崎市佐土原町大字下那珂 周辺
宮崎県宮崎市田野町上ノ原甲 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東桜島町 周辺

鹿児島県鹿児島市桜島藤野町 周辺
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘３丁目 周辺
鹿児島県鹿児島市本城町涼松 周辺
鹿児島県鹿児島市喜入町 周辺
鹿児島県鹿児島市油須木町 周辺
鹿児島県鹿児島市武１丁目 周辺

３月に拡充されたサービスエリア



都道府県 対象地域
沖縄県 沖縄県名護市大東 周辺

沖縄県名護市屋部 周辺
沖縄県豊見城市翁長 周辺
沖縄県南城市玉城字糸数 周辺
沖縄県南城市知念 周辺
沖縄県島尻郡南風原町 周辺

３月に拡充されたサービスエリア
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