
都道府県 住所 店名 電話番号
青森　　　 青森県八戸市根城７‐４‐１０ Ｌ　八戸根城 0178‐22  ‐5061
青森　　　 青森県八戸市大字大久保字小久保尻１８‐２６ 八戸大久保 0178‐35  ‐3963
青森　　　 青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字美ノ捨５９‐５ 鰺ケ沢町 0173‐72  ‐6315
青森　　　 青森県上北郡東北町大字大浦字立野２８‐１ 上北町 0176‐56  ‐5660
青森　　　 青森県青森市篠田１‐２１‐１６ Ｌ＿青森篠田 017‐766 ‐3956
青森　　　 青森県八戸市白銀３‐１３‐１ Ｌ＿八戸白銀 0178‐33  ‐7683
青森　　　 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘３‐５０‐１０１ 下田緑ヶ丘 0176‐52  ‐7715
青森　　　 青森県青森市大字八ツ役字芦谷２３８‐７ Ｌ　青森八ツ役 017‐739 ‐0110
青森　　　 青森県三戸郡階上町蒼前西７‐９‐２３１８ Ｌ＿階上町 0178‐88  ‐4114
青森　　　 青森県青森市青葉２‐２‐５ Ｌ　青森青葉 017‐729 ‐2690
青森　　　 青森県弘前市大字茂森町３５‐５ Ｌ　弘前茂森町 0172‐33  ‐2061
青森　　　 青森県青森市勝田１‐１５‐１４ Ｌ　青森勝田一丁目 017‐734 ‐5001
青森　　　 青森県八戸市江陽４‐１‐２３ 八戸江陽四丁目 0178‐22  ‐3741
青森　　　 青森県三戸郡南部町苫米地字高畑１‐１ Ｌ　福地苫米地 0178‐84  ‐4490
青森　　　 青森県十和田市西二番町２‐２ 十和田西二番町 0176‐20  ‐1588
青森　　　 青森県八戸市類家５‐２‐２１ Ｌ　八戸類家 0178‐45  ‐1835
青森　　　 青森県八戸市大字市川町字尻引７１‐３０ Ｌ＿八戸市川町 0178‐52  ‐3985
青森　　　 青森県弘前市大清水４‐１０‐２ 弘前大清水 0172‐36  ‐8484
青森　　　 青森県十和田市西四番町１‐３８ 十和田西四番町 0176‐23  ‐2861
青森　　　 青森県八戸市十日市登手２‐１ 八戸商業高校前 0178‐96  ‐2102
青森　　　 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉２９２‐１ 鶴田町 0173‐22  ‐2109
青森　　　 青森県八戸市大字長横町９‐３ Ｌ　八戸長横町 0178‐24  ‐9560
青森　　　 青森県八戸市湊高台２‐２３‐８ Ｌ＿八戸湊高台 0178‐31  ‐4649
青森　　　 青森県青森市石江江渡４４‐４ Ｌ　青森新城 017‐783 ‐3856
青森　　　 青森県三沢市美野原２‐２２‐２１ 三沢美野原 0176‐53  ‐4186
青森　　　 青森県東津軽郡平内町大字藤沢字上萢１６ 平内藤沢 017‐755 ‐5327
青森　　　 青森県八戸市大字三日町２７ Ｌ　八戸三日町 0178‐47  ‐6510
青森　　　 青森県青森市造道３‐１‐２３ Ｌ　青森造道 017‐744 ‐1621
青森　　　 青森県平川市町居南田５９５ 平賀町 0172‐44  ‐0023
青森　　　 青森県八戸市大字長苗代字内舟渡５６‐１ Ｌ　八戸長苗代 0178‐28  ‐0228
青森　　　 青森県八戸市大字河原木字小田５４‐１ Ｌ＿八戸小田 0178‐28  ‐2313
青森　　　 青森県平川市日沼富田２８‐３ 尾上町 0172‐57  ‐3306
青森　　　 青森県上北郡野辺地町字田名部道５６‐７ Ｌ　野辺地田名部道 0175‐64  ‐8663
青森　　　 青森県五所川原市金木町大字金木字沢部４５８ 金木町 0173‐52  ‐3963
青森　　　 青森県八戸市柏崎６‐５‐１０ Ｌ　八戸柏崎 0178‐24  ‐7704
青森　　　 青森県弘前市大字石渡５‐４‐１ 弘前石渡 0172‐32  ‐2258
青森　　　 青森県青森市大字浦町字奥野６１９ 青森浦町 017‐722 ‐6077
青森　　　 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字五人役１４１‐１ 六戸五人役 0176‐55  ‐4875
青森　　　 青森県青森市大字原別６丁目３‐１８ 青森原別 017‐736 ‐3015
青森　　　 青森県むつ市大曲３‐１０１‐１ むつ大曲 0175‐22  ‐0111
青森　　　 青森県八戸市大字売市字小待２６ 八戸売市 0178‐22  ‐7651
青森　　　 青森県八戸市大字大久保字町道１１番６１ 八戸北高校前 0178‐35  ‐2130
青森　　　 青森県青森市富田３‐１６‐１ 青森富田 017‐783 ‐4533
青森　　　 青森県青森市大字筒井字八ツ橋７３‐９ Ｌ　青森八ツ橋 017‐738 ‐1887
青森　　　 青森県弘前市大字宮園５‐２‐５ 弘前宮園 0172‐33  ‐6257
青森　　　 青森県青森市中佃１‐１‐３８ Ｌ　青森中佃 017‐741 ‐9197
青森　　　 青森県五所川原市大字一野坪字馬繋場２２３‐１ Ｌ　五所川原一野坪 0173‐33  ‐6363
青森　　　 青森県青森市大字大矢沢字里見９２‐１ 青森大矢沢 017‐728 ‐2615
青森　　　 青森県弘前市賀田１‐６‐４ 岩木町賀田 0172‐82  ‐3351
青森　　　 青森県青森市浪岡福田２‐１２‐６ 浪岡福田 0172‐62  ‐1163
青森　　　 青森県弘前市大字和徳町９５‐１ 弘前和徳町 0172‐32  ‐0311
青森　　　 青森県弘前市大字樹木４‐６‐５ Ｌ　弘前樹木四丁目 0172‐34  ‐9001
青森　　　 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５５ Ｓ国立青森病院 0172‐62  ‐8890
青森　　　 青森県十和田市西十二番町１４‐８ 十和田市立中央病院 0176‐25  ‐4555
青森　　　 青森県八戸市沼館３‐１‐１ 八戸沼館三丁目 0178‐22  ‐7886
青森　　　 青森県青森市大字幸畑字阿部野１２‐８ 青森幸畑阿部野 017‐728 ‐1521
青森　　　 青森県青森市篠田２‐６‐１ Ｌ　青森篠田二丁目 017‐766 ‐7256
青森　　　 青森県青森市本町２‐１１‐９ Ｌ＿青森本町 017‐721 ‐2888
青森　　　 青森県八戸市南郷区大字市野沢字市野沢１‐１ Ｌ＿南郷市野沢 0178‐82  ‐2108
青森　　　 青森県青森市千富町２‐２８‐８ 青森浪館通 017‐783 ‐4740
青森　　　 青森県むつ市大字関根字川代１２７‐１ Ｌ　むつ関根 0175‐25  ‐3513
青森　　　 青森県むつ市大字田名部字前田３８‐３ Ｌ　むつバイパス 0175‐22  ‐4011
青森　　　 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田６５‐１ 常盤榊 0172‐65  ‐3962
青森　　　 青森県つがる市木造藤田８‐５ Ｌ　木造町 0173‐42  ‐7363
青森　　　 青森県八戸市大字六日町２０‐１ 八戸六日町 0178‐22  ‐3755
青森　　　 青森県十和田市東十三番町２５‐３１ 十和田三小通 0176‐22  ‐7588
青森　　　 青森県五所川原市字柳町２‐７ 五所川原市役所前 0173‐34  ‐9263
青森　　　 青森県三戸郡五戸町大字上市川字沼廻２３ Ｌ　五戸上市川 0178‐68  ‐3630
青森　　　 青森県青森市中佃３‐６‐５ 青森佃 017‐744 ‐3780
青森　　　 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢１番６０７ Ｌ　十和田バイパス 0176‐25  ‐7710

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問い合わせ先】
ローソンカスタマーセンター（お客様相談窓口）
0120‐07‐3963（受付時間：月～土　9：00～17：45）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



青森　　　 青森県青森市大字浪館字近野１２‐１ Ｌ＿青森安田 017‐766 ‐1143
青森　　　 青森県八戸市大字田向字荒屋敷１０‐１ 八戸田向 0178‐22  ‐3763
青森　　　 青森県青森市大字野木字野尻６０‐８ 青森流通団地前 017‐739 ‐2656
青森　　　 青森県むつ市小川町２‐５‐２３ むつ小川町 0175‐22  ‐6854
青森　　　 青森県八戸市大字田向字冷水４４‐１ Ｌ　八戸石手洗 0178‐71  ‐8006
青森　　　 青森県八戸市城下４‐２５‐１ 八戸工業高校通 0178‐43  ‐5959
青森　　　 青森県青森市里見一丁目１３‐２５ 青森里見一丁目 017‐761 ‐2345
青森　　　 青森県八戸市大字市川町字市川３９‐８ Ｌ　八戸浜市川 0178‐52  ‐3487
青森　　　 青森県上北郡東北町大字上野字下田１７８ 東北町上野 0176‐56  ‐5690
青森　　　 青森県むつ市桜木町１４‐２ Ｌ　むつ桜木町 0175‐29  ‐5500
青森　　　 青森県十和田市東十一番町２０‐１７ 十和田東十一番町 0176‐25  ‐0050
青森　　　 青森県青森市橋本３‐１９‐７ 青森橋本三丁目 017‐773 ‐5230
青森　　　 青森県八戸市中居林字彦五郎３‐２ Ｌ　八戸中居林 0178‐96  ‐2056
青森　　　 青森県八戸市石堂２‐２４‐１５ Ｌ　八戸石堂 0178‐29  ‐1087
青森　　　 青森県むつ市緑ヶ丘３１‐１０ Ｌ　むつ緑ヶ丘 0175‐23  ‐8360
青森　　　 青森県上北郡横浜町字稲荷平１８ 横浜町 0175‐78  ‐6554
青森　　　 青森県むつ市文京町２５番の５号地 むつ文京町 0175‐29  ‐4488
青森　　　 青森県青森市東大野一丁目４番地２１ Ｌ　青森中央高校前 017‐729 ‐3919
青森　　　 青森県弘前市大字松森町６１‐５ Ｌ＿弘前松森町 0172‐32  ‐3699
青森　　　 青森県弘前市大字城東中央３‐１‐２４ Ｌ　弘前城東中央 0172‐27  ‐0539
青森　　　 青森県青森市新町１‐８‐１６ 青森新町 017‐775 ‐3183
青森　　　 青森県むつ市新町１３‐５ むつ新町 0175‐23  ‐1063
青森　　　 青森県五所川原市大字石岡字藤巻５７‐１ Ｌ　五所川原石岡 0173‐34  ‐7312
青森　　　 青森県青森市大字浜田字豊田５００番地 青森浜田 017‐739 ‐3346
青森　　　 青森県つがる市木造越水字長谷川１２８‐１ 津軽森田 0173‐26  ‐2368
青森　　　 青森県十和田市大字奥瀬字堰道１６‐５ 十和田湖町 0176‐72  ‐3155
青森　　　 青森県弘前市大字津賀野字浅田６７１‐８ Ｌ　弘前津賀野 0172‐39  ‐4115
青森　　　 青森県三沢市桜町２‐１３‐１ 三沢桜町 0176‐52  ‐5631
青森　　　 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田２‐１‐２ 藤崎町 0172‐75  ‐9027
青森　　　 青森県むつ市大湊上町５８３‐１ Ｌ　むつ大湊 0175‐24  ‐3388
青森　　　 青森県黒石市大字浅瀬石字村上３５７‐１ 黒石浅瀬石 0172‐53  ‐6863
青森　　　 青森県八戸市城下４‐１９‐１８ 八戸城下 0178‐24  ‐7619
青森　　　 青森県八戸市大字尻内町字松森７０‐１ Ｌ　八戸尻内町 0178‐27  ‐5579
青森　　　 青森県弘前市大字前坂字船山３０‐２８ 弘前独狐 0172‐95  ‐3955
青森　　　 青森県弘前市大字田園２‐３‐３ 弘前第４城東 0172‐26  ‐0001
青森　　　 青森県青森市大字横内字亀井３４‐１ Ｌ　青森横内 017‐728 ‐7803
青森　　　 青森県青森市松原２‐１１‐１３ Ｌ　青森松原通り 017‐774 ‐7550
青森　　　 青森県三沢市下久保３‐１‐１０ Ｌ＿三沢下久保 0176‐57  ‐0121
青森　　　 青森県南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野４６‐１ Ｌ＿前田屋敷 0172‐58  ‐3919
青森　　　 青森県青森市虹ヶ丘１‐１２‐５ 青森虹ヶ丘 017‐744 ‐1563
青森　　　 青森県黒石市袋井２‐２９‐１ 黒石袋井 0172‐53  ‐8668
青森　　　 青森県つがる市木造朝日１１‐７ Ｌ　木造朝日 0173‐42  ‐6313
青森　　　 青森県五所川原市大字稲実字開野１９１‐１ 五所川原稲実 0173‐33  ‐8422
青森　　　 青森県八戸市白銀５‐１１‐１ 八戸白銀五丁目 0178‐33  ‐1637
青森　　　 青森県むつ市仲町１１８‐３ Ｌ　むつ仲町 0175‐23  ‐0607
青森　　　 青森県上北郡七戸町字森ケ沢１２４‐１ 天間林 0176‐68  ‐2306
青森　　　 青森県北津軽郡鶴田町大字木筒字中柳川７７‐１ Ｌ　鶴田木筒 0173‐22  ‐6701
青森　　　 青森県むつ市苫生町１‐３‐１ むつ苫生町 0175‐23  ‐5436
青森　　　 青森県弘前市大字取上３‐７‐３２ Ｌ　弘前取上 0172‐34  ‐8636
青森　　　 青森県弘前市大字樋の口１‐９‐８ 弘前樋の口 0172‐32  ‐9757
青森　　　 青森県むつ市大字奥内字中道２７‐３ Ｌ　むつ奥内 0175‐45  ‐2121
青森　　　 青森県青森市里見２‐１‐１８ 青森里見 017‐781 ‐3103
青森　　　 青森県青森市本町３‐４‐１１ Ｌ　青森本町三丁目 017‐776 ‐5141
青森　　　 青森県上北郡野辺地町字観音林後１‐１ Ｌ　野辺地高校前 0175‐64  ‐6722
青森　　　 青森県弘前市大字松ヶ枝５‐１１‐５ Ｌ　弘前松ヶ枝 0172‐28  ‐0566
青森　　　 青森県青森市大字羽白字池上２０９‐１ Ｌ＿青森羽白 017‐788 ‐2063
青森　　　 青森県八戸市城下４‐１３‐５ 八戸社会保険事務所前 0178‐73  ‐2732
青森　　　 青森県上北郡おいらせ町住吉４‐５０‐２５２ おいらせ住吉四丁目 0176‐50  ‐0071
青森　　　 青森県青森市桜川６丁目６番１０号 Ｌ　青森高校前 017‐744 ‐8616
青森　　　 青森県弘前市大字下白銀町１６‐３ Ｌ　弘前公園前 0172‐38  ‐3963
青森　　　 青森県黒石市花園町２‐５ 黒石花園町 0172‐53  ‐7636
青森　　　 青森県八戸市大字八日町１‐１ 八戸ロイネットホテル 0178‐22  ‐1916
青森　　　 青森県青森市勝田２‐１７‐１４ Ｌ＿青森平和公園前 017‐775 ‐3158
青森　　　 青森県十和田市大字大沢田字池ノ平１１６‐３ Ｌ　十和田池ノ平 0176‐20  ‐7557
青森　　　 青森県青森市港町２‐１１‐２０ Ｌ　青森港町 017‐743 ‐8533
青森　　　 青森県弘前市大字泉野３‐７‐４ 弘前泉野 0172‐87  ‐7747
青森　　　 青森県上北郡野辺地町字野辺地３番地１ Ｌ　野辺地町 0175‐65  ‐1430
青森　　　 青森県青森市長島１‐６‐６ 青森クロスタワー　ア・ベイ 017‐777 ‐4607
青森　　　 青森県北津軽郡板柳町大字辻字福岡６７‐１ 板柳辻福岡 0172‐79  ‐1163
青森　　　 青森県三沢市大津１‐２１９‐４００ 三沢大津一丁目 0176‐54  ‐3254
青森　　　 青森県八戸市市川町字田ノ沢頭３０‐２２ 八戸北バイパス 0178‐29  ‐2181
青森　　　 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前１‐４１ 六ヶ所レイクタウン 0175‐73  ‐8806
青森　　　 青森県弘前市大字撫牛子２‐１０‐２ Ｌ　弘前撫牛子 0172‐32  ‐5353
岩手　　　 岩手県久慈市長内町第２４地割１１番地３ Ｌ＿久慈長内橋南 0194‐52  ‐7657
岩手　　　 岩手県盛岡市青山３‐８‐１ 岩手県営体育館前 019‐647 ‐5558
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区北田１５４‐１ Ｌ　奥州水沢北田 0197‐25  ‐4200
岩手　　　 岩手県盛岡市稲荷町１‐３０ Ｌ　盛岡稲荷町南 019‐645 ‐1771



岩手　　　 岩手県奥州市水沢区南大鐘１‐８９‐３ 奥州水沢南大鐘 0197‐22  ‐6878
岩手　　　 岩手県宮古市栄町１‐４３ 宮古栄町 0193‐62  ‐5558
岩手　　　 岩手県陸前高田市高田町字鳴石５３‐１ Ｌ　陸前高田鳴石 0192‐55  ‐3208
岩手　　　 岩手県盛岡市内丸１６‐３７ Ｌ　盛岡内丸 019‐626 ‐5602
岩手　　　 岩手県盛岡市材木町１２‐２５ 盛岡材木町 019‐651 ‐0774
岩手　　　 岩手県盛岡市上堂４‐１３‐１３ 盛岡上堂 019‐641 ‐8675
岩手　　　 岩手県盛岡市八幡町８‐２１ 盛岡八幡町 019‐622 ‐0282
岩手　　　 岩手県花巻市里川口町８‐２ 花巻里川口 0198‐23  ‐2839
岩手　　　 岩手県盛岡市本宮１‐２１‐１２ 盛岡西仙北 019‐636 ‐3061
岩手　　　 岩手県盛岡市中野１‐９‐２５ 盛岡中野一丁目 019‐653 ‐9005
岩手　　　 岩手県紫波郡紫波町高水寺字古屋敷７９‐１ 紫波高水寺 019‐672 ‐5167
岩手　　　 岩手県盛岡市中央通１‐１０‐１ 盛岡中央通 019‐651 ‐3232
岩手　　　 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字砂込７３６‐４ 盛岡大学前 019‐688 ‐5411
岩手　　　 岩手県盛岡市門１‐１８‐４０ 盛岡門 019‐652 ‐2882
岩手　　　 岩手県盛岡市湯沢１６‐１５‐２９ 盛岡湯沢 019‐638 ‐9883
岩手　　　 岩手県盛岡市黒石野２‐９‐５７ Ｌ　盛岡黒石野 019‐663 ‐5471
岩手　　　 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４‐９ 盛岡駅前 019‐653 ‐7211
岩手　　　 岩手県盛岡市本町通３‐５‐８ 盛岡本町通 019‐652 ‐1558
岩手　　　 岩手県八幡平市安比高原１８２‐２２ 安比高原 0195‐73  ‐5055
岩手　　　 岩手県花巻市上根子字熊堂１２３‐４ 花巻南インター 0198‐23  ‐1678
岩手　　　 岩手県花巻市東和町土沢六区１２２ Ｌ　東和町土沢 0198‐42  ‐2711
岩手　　　 岩手県盛岡市本宮２‐１５‐１１ 盛岡本宮 019‐636 ‐4212
岩手　　　 岩手県奥州市前沢区字新城６７‐２ 前沢新城 0197‐56  ‐4083
岩手　　　 岩手県紫波郡紫波町遠山字中松原２４‐１５ 紫波遠山 019‐672 ‐1317
岩手　　　 岩手県八幡平市西根田頭第３６地割４‐２ 西根田頭 0195‐76  ‐5430
岩手　　　 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２２地割字皀角子久保３８‐４ 岩手軽米 0195‐47  ‐1563
岩手　　　 岩手県一関市大町１‐６ 一関大町 0191‐26  ‐1778
岩手　　　 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅６‐９１‐５ Ｌ　矢巾南矢幅 019‐697 ‐0134
岩手　　　 岩手県北上市九年橋３‐１７‐１０ Ｌ　北上九年橋三丁目 0197‐64  ‐7139
岩手　　　 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松２２ 岩泉 0194‐22  ‐2575
岩手　　　 岩手県二戸市浄法寺町下前田４３ Ｓ浄法寺駅前 0195‐38  ‐2429
岩手　　　 岩手県大船渡市大船渡町字永沢６２‐８ Ｌ　大船渡永沢西 0192‐27  ‐8815
岩手　　　 岩手県二戸市金田一字八ツ長１２５‐１ Ｌ　二戸金田一 0195‐27  ‐3963
岩手　　　 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字前田１４９‐１ 江刺岩谷堂 0197‐35  ‐8580
岩手　　　 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第１４地割字中民部田２‐３ Ｌ　沼宮内バイパス 0195‐62  ‐1381
岩手　　　 岩手県二戸市石切所字中曽根１０‐２ Ｌ　二戸合同庁舎前 0195‐22  ‐1600
岩手　　　 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅１４‐３４‐７０ Ｌ＿花矢巾ニュータウン 019‐697 ‐1577
岩手　　　 岩手県盛岡市西見前１５‐１１５‐１ 盛岡西見前和野 019‐639 ‐3309
岩手　　　 岩手県遠野市宮守町下宮守３０地割５０‐１ Ｌ　遠野宮守 0198‐69  ‐1818
岩手　　　 岩手県一関市室根町矢越字高沢９２‐２ Ｌ　岩手室根 0191‐64  ‐2126
岩手　　　 岩手県花巻市二枚橋３地割１３０‐１ 花巻インター二枚橋 0198‐26  ‐3871
岩手　　　 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１３地割字境田１０４‐４ Ｌ　岩手川口境田 0195‐65  ‐2992
岩手　　　 岩手県盛岡市本宮五丁目２番３３号 盛岡下太田 019‐659 ‐2264
岩手　　　 岩手県盛岡市上厨川字新田６７‐４ 盛岡インター 019‐647 ‐3963
岩手　　　 岩手県久慈市旭町第１０地割１番地　県立久慈病院内 県立久慈病院 0194‐53  ‐9611
岩手　　　 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第６地割２１番地３４ 岩手江刈内 0195‐62  ‐2968
岩手　　　 岩手県大船渡市猪川町字中井沢８‐１２ Ｌ　大船渡中井沢 0192‐21  ‐3001
岩手　　　 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後２６８‐１９２６ Ｌ　滝沢運転試験場前 019‐688 ‐3409
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区佐倉河字川原田１０９‐２ 奥州川原田 0197‐22  ‐7168
岩手　　　 岩手県二戸市大字石切所字川原３４ Ｌ　二戸石切所 0195‐23  ‐4578
岩手　　　 岩手県一関市山目字大槻２９ 一関山目 0191‐25  ‐4832
岩手　　　 岩手県宮古市大字崎鍬ケ崎第４地割２‐１ 県立宮古病院前 0193‐63  ‐5315
岩手　　　 岩手県二戸市浄法寺町漆沢中前田１４７ Ｌ　浄法寺インター 0195‐39  ‐1181
岩手　　　 岩手県北上市大堤北１‐１‐３０ 北上大堤 0197‐67  ‐4040
岩手　　　 岩手県岩手郡滝沢村篠木字黒畑１４２‐１１ 滝沢篠木 019‐684 ‐6388
岩手　　　 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７‐１０ 盛岡旭橋 019‐653 ‐4818
岩手　　　 岩手県岩手郡雫石町西安庭３１‐１０‐１ Ｌ　雫石でんく 019‐692 ‐3450
岩手　　　 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林第６地割９１‐８１‐１ 石鳥谷南 0198‐45  ‐1008
岩手　　　 岩手県北上市和賀町岩崎２７地割３０６‐１ 北上和賀岩崎 0197‐71  ‐7287
岩手　　　 岩手県盛岡市浅岸２‐１１‐２２ 盛岡浅岸 019‐622 ‐9339
岩手　　　 岩手県盛岡市山岸１‐２‐５１ 盛岡山岸一丁目 019‐652 ‐0087
岩手　　　 岩手県盛岡市上厨川横長根７６‐２ Ｌ　盛岡上厨川 019‐605 ‐3321
岩手　　　 岩手県二戸市堀野字大川原毛６０ Ｌ　二戸病院前 0195‐23  ‐2393
岩手　　　 岩手県盛岡市上田３‐１０‐４０ 盛岡岩手大学前 019‐654 ‐8558
岩手　　　 岩手県盛岡市大館町１７‐５ 盛岡大館 019‐646 ‐5888
岩手　　　 岩手県盛岡市南青山町４‐６ 盛岡南青山 019‐648 ‐5801
岩手　　　 岩手県盛岡市三ツ割４‐４‐４３ 盛岡三ツ割 019‐661 ‐1351
岩手　　　 岩手県宮古市長町１‐６‐２１ 宮古長町一丁目 0193‐63  ‐5010
岩手　　　 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第１２地割４９‐２ 九戸 0195‐42  ‐3560
岩手　　　 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割１０５‐３ 山田豊間根 0193‐86  ‐2535
岩手　　　 岩手県宮古市太田１‐２‐１ Ｌ＿宮古千徳 0193‐63  ‐5812
岩手　　　 岩手県九戸郡野田村大字野田第２７地割字白井林１６０‐１ 久慈野田 0194‐78  ‐3676
岩手　　　 岩手県久慈市長内町第３４地割２２‐１ Ｌ　久慈長内 0194‐53  ‐2463
岩手　　　 岩手県久慈市本町３‐４４ Ｌ　久慈本町 0194‐53  ‐6035
岩手　　　 岩手県久慈市川貫第６地割４６‐１４ Ｌ　久慈川貫 0194‐52  ‐8381
岩手　　　 岩手県宮古市西町３‐１３‐１ 宮古西町 0193‐64  ‐3963
岩手　　　 岩手県宮古市本町１‐３５ 宮古本町 0193‐65  ‐1388



岩手　　　 岩手県宮古市保久田８‐１６ Ｌ＿宮古保久田 0193‐62  ‐2249
岩手　　　 岩手県大船渡市立根町字堰口２５‐５ 大船渡インター 0192‐27  ‐7651
岩手　　　 岩手県気仙郡住田町世田米字川向６４‐２ Ｌ　住田町世田米 0192‐46  ‐2638
岩手　　　 岩手県釜石市甲子町第１０地割１８５‐２ Ｌ　釜石高校前 0193‐23  ‐1400
岩手　　　 岩手県大船渡市盛町字木町５‐１７ 大船渡バイパス 0192‐26  ‐1055
岩手　　　 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字笹森５‐２８ 滝沢ニュータウン南 019‐684 ‐1848
岩手　　　 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割字太子堂５０‐１ 遠野病院前 0198‐62  ‐8163
岩手　　　 岩手県一関市青葉１‐６‐２９ 一関青葉 0191‐31  ‐8780
岩手　　　 岩手県盛岡市南仙北１‐２１‐４３ Ｌ　盛岡南仙北 019‐631 ‐3813
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区姉体町字車堂２１‐１ 水沢マイアネタウン 0197‐26  ‐3570
岩手　　　 岩手県盛岡市本宮６丁目３４番２６号 盛岡本宮小幅 019‐656 ‐5665
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区羽田町駅前２‐８５ー３ Ｌ　水沢江刺駅前 0197‐23  ‐3312
岩手　　　 岩手県八幡平市清水７０‐３ Ｌ　安代インター 0195‐72  ‐3645
岩手　　　 岩手県大船渡市猪川町字久名畑１２５‐１ 大船渡猪川 0192‐26  ‐6132
岩手　　　 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前３‐１ 大船渡赤崎 0192‐26  ‐5997
岩手　　　 岩手県盛岡市上田１‐９２‐１ 盛岡上田一丁目 019‐652 ‐5819
岩手　　　 岩手県岩手郡雫石町上野八幡６１‐１ 雫石バイパス 019‐692 ‐6260
岩手　　　 岩手県一関市川崎町薄衣字須崎１３１‐１ 岩手川崎 0191‐43  ‐4663
岩手　　　 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前８‐２ Ｌ　大東摺沢 0191‐75  ‐2688
岩手　　　 岩手県遠野市上郷町板沢第１１地割１１‐１ Ｌ　遠野上郷 0198‐65  ‐2020
岩手　　　 岩手県遠野市松崎町白岩字第１１地割２‐６ 遠野バイパス 0198‐60  ‐1763
岩手　　　 岩手県盛岡市上米内字道ノ下３１‐４ Ｌ　盛岡桜台 019‐662 ‐0120
岩手　　　 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第２７地割字花輪田３‐１ Ｌ　大槌バイパス 0193‐42  ‐7200
岩手　　　 岩手県大船渡市三陸町越喜来字小出３１‐１ Ｌ　大船渡越喜来 0192‐44  ‐2777
岩手　　　 岩手県釜石市上中島町３‐５８‐１ 釜石上中島 0193‐25  ‐1455
岩手　　　 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金２３‐２ Ｌ　岩手住田町 0192‐46  ‐4063
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区字中城５０‐１ 水沢中城 0197‐24  ‐1811
岩手　　　 岩手県釜石市野田町２‐１‐１ 釜石野田 0193‐23  ‐0507
岩手　　　 岩手県一関市三関字日照８４ 一関三関 0191‐21  ‐2866
岩手　　　 岩手県盛岡市長橋町２１８‐１ 盛岡長橋台 019‐643 ‐1171
岩手　　　 岩手県一関市千厩町千厩字舘山６‐１ 岩手千厩 0191‐52  ‐2234
岩手　　　 岩手県奥州市水沢区花園町２‐５‐５５ Ｌ　水沢花園町 0197‐22  ‐5127
岩手　　　 岩手県二戸郡一戸町一戸字越田橋３４‐１ Ｌ　一戸インター 0195‐32  ‐3009
岩手　　　 岩手県二戸市堀野字長地７３‐１ Ｌ　二戸堀野 0195‐23  ‐4816
岩手　　　 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第８地割６‐９ Ｌ＿岩手葛巻 0195‐66  ‐4082
岩手　　　 岩手県宮古市大字根市第２地割字中割目６‐４ 宮古根市 0193‐63  ‐8863
岩手　　　 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林１２９７‐３８ 滝沢牧野林 019‐684 ‐4010
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区木町通１‐８‐１０ Ｌ＿仙台木町通一丁目 022‐216 ‐8977
宮城　　　 宮城県仙台市太白区長町南３‐９‐１０ Ｌ＿仙台長町南 022‐246 ‐6124
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区平成１‐３‐３８ Ｌ　仙台苦竹 022‐238 ‐6969
宮城　　　 宮城県仙台市若林区連坊小路１００ Ｌ＿仙台連坊小路 022‐256 ‐2400
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区扇町５‐６‐２ 仙台扇町 022‐237 ‐3383
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区川内三十人町１０‐５ Ｌ＿仙台川内三十人町 022‐222 ‐9210
宮城　　　 宮城県仙台市太白区長町８‐２１‐６ 仙台長町八丁目 022‐249 ‐5425
宮城　　　 宮城県仙台市太白区郡山１‐１９‐２ Ｌ　仙台郡山 022‐308 ‐4580
宮城　　　 宮城県仙台市泉区歩坂町６４‐１３ Ｌ　仙台歩坂町 022‐375 ‐0444
宮城　　　 宮城県仙台市泉区泉中央１‐１６‐７ 仙台泉中央一丁目 022‐372 ‐8831
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区高松１‐１５‐１７ Ｌ＿仙台高松 022‐273 ‐4779
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区立町２２‐１５ Ｌ　仙台西公園 022‐261 ‐6587
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区柏木２‐１‐５５ 仙台柏木 022‐276 ‐4540
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区木町通２‐６‐５６ 仙台木町通二丁目 022‐272 ‐0990
宮城　　　 宮城県仙台市太白区向山２‐２‐６ 仙台向山 022‐227 ‐1081
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区自由ケ丘８‐３１ 仙台新自由ケ丘 022‐251 ‐7117
宮城　　　 宮城県仙台市泉区向陽台５‐１９‐２２ Ｌ＿仙台向陽台 022‐374 ‐0851
宮城　　　 宮城県仙台市泉区高森１‐１‐１８９ Ｌ　仙台高森 022‐378 ‐0497
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区台原３‐２９‐４０ Ｌ＿仙台台原 022‐271 ‐8722
宮城　　　 宮城県名取市手倉田字諏訪５３‐１ 名取手倉田 022‐383 ‐5503
宮城　　　 宮城県亘理郡亘理町吉田字下大畑１９‐４ Ｌ＿亘理吉田 0223‐34  ‐1033
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区本町２‐１０‐２３ 仙台本町二丁目 022‐262 ‐2996
宮城　　　 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山９‐４７ Ｌ　川崎町川内 0224‐84  ‐4201
宮城　　　 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０３‐１ Ｌ　仙台秋保 022‐397 ‐2340
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区出花１‐９‐１１ 仙台出花 022‐254 ‐3670
宮城　　　 宮城県仙台市太白区鈎取本町１‐５‐１２ Ｌ　仙台鈎取本町 022‐243 ‐2450
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神６‐２ 仙台愛子 022‐392 ‐5685
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区小田原３‐５‐４１ Ｌ＿仙台小田原三丁目 022‐295 ‐6781
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区南吉成３‐１６‐３ Ｌ　仙台南吉成三丁目 022‐279 ‐7388
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区田子３‐１１‐３１ Ｌ　仙台田子三丁目 022‐786 ‐5331
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区高砂２‐２‐１ 仙台高砂二丁目 022‐254 ‐3830
宮城　　　 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１８‐３ 仙台茂庭 022‐281 ‐5194
宮城　　　 宮城県仙台市若林区南小泉４‐１７‐１ Ｌ＿仙台南小泉四丁目 022‐282 ‐9188
宮城　　　 宮城県宮城郡松島町磯崎字白萩１４ Ｌ＿松島磯崎 022‐353 ‐2110
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区本町２‐１６‐１５ Ｌ　仙台東二番丁通 022‐261 ‐9266
宮城　　　 宮城県仙台市泉区市名坂字砂押２‐１ 仙台松森 022‐372 ‐3391
宮城　　　 宮城県石巻市広渕字町北１１８‐１ 河南町広渕 0225‐73  ‐4716
宮城　　　 宮城県登米市中田町宝江新井田字並柳前２６８ 中田町宝江 0220‐34  ‐7553
宮城　　　 宮城県東松島市赤井字川前４ 矢本川前 0225‐83  ‐8907
宮城　　　 宮城県栗原市高清水欠屋敷１４‐１ 高清水新小山田 0228‐58  ‐2027



宮城　　　 宮城県仙台市若林区伊在字東田２４ Ｌ　仙台伊在 022‐288 ‐7258
宮城　　　 宮城県石巻市あけぼの１‐９‐１ 石巻あけぼの 0225‐94  ‐8998
宮城　　　 宮城県仙台市太白区四郎丸字落合４４‐２ Ｌ＿仙台四郎丸 022‐741 ‐8655
宮城　　　 宮城県登米市中田町上沼字籠壇４２‐６ 中田町上沼 0220‐34  ‐7739
宮城　　　 宮城県仙台市若林区遠見塚２‐１‐１６ 仙台遠見塚 022‐294 ‐7246
宮城　　　 宮城県大崎市古川稲葉字大江向２‐７ 古川稲葉 0229‐23  ‐3811
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区愛子中央１‐１‐１６ Ｌ＿仙台愛子中央 022‐391 ‐6033
宮城　　　 宮城県栗原市若柳川北古川１２２‐６ 若柳川北 0228‐32  ‐2422
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区宮城野３‐２‐１ 仙台宮城野三丁目 022‐291 ‐3963
宮城　　　 宮城県多賀城市大代６‐２‐５ 多賀城大代六丁目 022‐365 ‐5511
宮城　　　 宮城県登米市迫町佐沼字八幡３‐３‐１ 佐沼梅ノ木 0220‐22  ‐2303
宮城　　　 宮城県角田市横倉字今谷２８８‐１ Ｌ＿角田横倉 0224‐62  ‐4114
宮城　　　 宮城県仙台市太白区柳生５‐３‐９ Ｌ　仙台柳生 022‐242 ‐5709
宮城　　　 宮城県多賀城市南宮字伊勢２０７‐１ Ｌ　多賀城南宮 022‐309 ‐6379
宮城　　　 宮城県大崎市古川新堀字高田２‐１ 大崎西古川 0229‐26  ‐2766
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区宮城野２‐８‐８ 仙台医療センター 022‐296 ‐2287
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区本町３‐８‐１ 宮城県庁 022‐721 ‐1325
宮城　　　 宮城県仙台市太白区坪沼字長田西２８番５ Ｌ　仙台坪沼 022‐281 ‐7677
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区川平１ー１１ー２３ Ｌ　仙台川平一丁目 022‐719 ‐3523
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区鷺ケ森１‐３‐６ Ｌ＿仙台鷺ケ森 022‐728 ‐5051
宮城　　　 宮城県仙台市泉区泉中央３‐８‐５ Ｌ　仙台泉中央三丁目 022‐776 ‐6303
宮城　　　 宮城県仙台市泉区桂４‐１‐８ Ｌ　仙台桂四丁目 022‐776 ‐3980
宮城　　　 宮城県塩釜市舟入１‐５‐２２ 塩釜舟入 022‐362 ‐1661
宮城　　　 宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜２０‐２ Ｌ　古川桜ノ目 0229‐28  ‐2314
宮城　　　 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷４３ 石巻大街道 0225‐94  ‐7055
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区二日町１６‐５ Ｌ＿仙台二日町晩翠通 022‐215 ‐0394
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区一番町３‐７‐２３ 仙台一番町三丁目 022‐263 ‐3963
宮城　　　 宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路６‐１ Ｌ＿仙台河原町 022‐264 ‐3882
宮城　　　 宮城県加美郡色麻町大字上新町１４７‐１ Ｌ　色麻上新町 0229‐65  ‐5065
宮城　　　 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字川窪前５５‐１ 川崎碁石 0224‐86  ‐2777
宮城　　　 宮城県仙台市太白区東中田２‐９‐３８ Ｌ　仙台東中田 022‐741 ‐5343
宮城　　　 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６番１ 蔵王曲竹 0224‐33  ‐3771
宮城　　　 宮城県塩竈市清水沢３‐１‐３７ 塩釜清水沢 022‐364 ‐5504
宮城　　　 宮城県仙台市太白区山田字新田堀下南５２‐２ 仙台山田 022‐743 ‐3247
宮城　　　 宮城県仙台市太白区八本松１３‐３ Ｌ＿仙台八本松一丁目 022‐248 ‐3855
宮城　　　 宮城県仙台市太白区郡山７‐１‐４１ Ｌ＿仙台郡山七丁目 022‐247 ‐6833
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区中山４‐２０‐８ 仙台中山四丁目 022‐719 ‐7037
宮城　　　 宮城県仙台市太白区向山４‐２８‐１５ 仙台向山四丁目 022‐266 ‐6339
宮城　　　 宮城県岩沼市押分字新田東１９４番１ Ｌ＿岩沼三軒茶屋 0223‐22  ‐6061
宮城　　　 宮城県柴田郡大河原町字新南２３‐９ Ｌ＿大河原新南 0224‐53  ‐5090
宮城　　　 宮城県石巻市相野谷字杉ヶ崎１９番地１ Ｌ　石巻相野谷 0225‐62  ‐3990
宮城　　　 宮城県登米市東和町米川字四十田２７‐２ 東和米川 0220‐45  ‐2566
宮城　　　 宮城県気仙沼市東八幡前６９‐２ 気仙沼東八幡前 0226‐25  ‐4625
宮城　　　 宮城県塩釜市袖野田町１３５‐１ 塩釜袖野田 022‐367 ‐6206
宮城　　　 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀８‐１ 柴田槻木 0224‐56  ‐2734
宮城　　　 宮城県石巻市蛇田字北経塚１１‐２ Ｌ　石巻蛇田 0225‐96  ‐0951
宮城　　　 宮城県仙台市泉区大沢２‐２‐１ 仙台泉インター 022‐771 ‐0841
宮城　　　 宮城県登米市豊里町上町裏１１５‐２ 豊里町上町 0225‐76  ‐0217
宮城　　　 宮城県仙台市太白区大塒町８‐６ Ｌ＿仙台大塒町 022‐248 ‐1121
宮城　　　 宮城県岩沼市松ヶ丘３‐４‐１４ 岩沼松ヶ丘 0223‐23  ‐9558
宮城　　　 宮城県石巻市小船越字二子北下５５ 河北インター 0225‐61  ‐1533
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区北目町２‐４０ Ｌ＿仙台北目町通 022‐265 ‐7020
宮城　　　 宮城県黒川郡富谷町富ヶ丘２‐４‐１ Ｌ　富谷富ヶ丘二丁目 022‐358 ‐3757
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区中央４‐２‐１ 仙台中央四丁目 022‐264 ‐7049
宮城　　　 宮城県塩竈市新浜町二丁目２‐２ Ｌ　塩竈新浜 022‐366 ‐2331
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区二日町１７‐２７ Ｌ＿仙台北鍛冶町 022‐212 ‐3511
宮城　　　 宮城県石巻市開成１‐３９ 石巻開成 0225‐23  ‐7622
宮城　　　 宮城県仙台市若林区沖野２‐６‐３７ 仙台沖野 022‐282 ‐0227
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区中山１‐４‐１１４ 仙台中山一丁目 022‐719 ‐8063
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区台原１‐１０‐５ Ｌ　仙台東北労災病院前 022‐718 ‐3963
宮城　　　 宮城県登米市迫町佐沼字大網２２６ 佐沼南 0220‐23  ‐0606
宮城　　　 宮城県仙台市太白区富沢２‐１０‐２５ Ｌ＿仙台富沢二丁目北 022‐743 ‐3004
宮城　　　 宮城県仙台市泉区野村字松林下２‐７ 仙台野村 022‐777 ‐4580
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区宮町２‐１‐６２ Ｌ＿仙台宮町通 022‐721 ‐1283
宮城　　　 宮城県大崎市三本木字善並田１６０‐１ Ｌ　大崎三本木 0229‐52  ‐5582
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区中央１‐７２１ 仙台高速バスセンター 022‐224 ‐8863
宮城　　　 宮城県大崎市古川福浦１‐１２‐２０ Ｌ＿古川バイパス 0229‐24  ‐7718
宮城　　　 宮城県仙台市若林区土樋２‐２ Ｌ＿仙台土樋 022‐224 ‐3766
宮城　　　 宮城県柴田郡大河原町字新南６０‐１５ Ｌ　大河原バイパス 0224‐51  ‐3550
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区春日町６‐１ Ｌ　仙台春日町 022‐211 ‐6996
宮城　　　 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口上２１‐１ Ｌ　名取熊野堂 022‐386 ‐6866
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区榴岡１‐７‐１１ Ｌ＿仙台榴岡一丁目 022‐299 ‐0420
宮城　　　 宮城県名取市箱塚１‐１２‐４５ 名取箱塚一丁目 022‐382 ‐1771
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区国見１‐５‐５ Ｌ　仙台国見一丁目 022‐272 ‐9786
宮城　　　 宮城県遠田郡美里町荻埣字東田１‐１ 美里中埣 0229‐34  ‐2970
宮城　　　 宮城県仙台市青葉区二日町５番３０号 Ｌ　仙台二日町中央 022‐262 ‐3709
宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区小田原１‐３‐２２ Ｌ＿仙台小田原一丁目 022‐257 ‐3221



宮城　　　 宮城県仙台市宮城野区宮千代１‐１０‐１０ 仙台宮千代一丁目 022‐788 ‐2925
宮城　　　 宮城県石巻市東中里２‐９‐９ 石巻東中里二丁目 0225‐21  ‐6780
宮城　　　 宮城県大崎市岩出山東川原町７‐１ 大崎岩出山 0229‐72  ‐0755
宮城　　　 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０‐８０ 南三陸エムズ 0226‐46  ‐4020
秋田　　　 秋田県由利本荘市石脇字田尻野４‐１９ Ｌ　本荘石脇 0184‐22  ‐5228
秋田　　　 秋田県男鹿市脇本脇本字大石館１０７‐２ Ｌ　男鹿脇本 0185‐25  ‐3195
秋田　　　 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後１３ Ｌ＿鹿角花輪中央 0186‐23  ‐4141
秋田　　　 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字下谷地１‐５ Ｌ　秋田峰浜 0185‐70  ‐3020
秋田　　　 秋田県由利本荘市荒町字真城１０４‐１ Ｌ　本荘荒町 0184‐23  ‐1937
秋田　　　 秋田県湯沢市愛宕町４‐５‐６０ Ｌ　湯沢愛宕町 0183‐72  ‐3156
秋田　　　 秋田県潟上市天王字長沼５６‐５ 天王長沼 018‐873 ‐6790
秋田　　　 秋田県秋田市桜２‐１７‐１ Ｌ　秋田桜 018‐831 ‐6651
秋田　　　 秋田県秋田市旭南１‐９‐２７ 秋田旭南 018‐867 ‐0288
秋田　　　 秋田県能代市落合字上悪土１６６ 能代落合 0185‐89  ‐1563
秋田　　　 秋田県由利本荘市黒沢字北黒沢１８５‐２ 由利本荘由利 0184‐53  ‐2222
秋田　　　 秋田県大仙市長野字柳田３１‐１ Ｌ　中仙町 0187‐56  ‐4700
秋田　　　 秋田県大仙市大曲西根字鳥居２９５ 大曲西根 0187‐68  ‐2065
秋田　　　 秋田県大館市曲田字曲田３‐１ 大館曲田 0186‐52  ‐3534
秋田　　　 秋田県にかほ市象潟町才の神１８‐１ Ｌ　象潟才の神 0184‐43  ‐6032
秋田　　　 秋田県秋田市外旭川字水口３６‐１ 秋田外旭川水口 018‐868 ‐5552
秋田　　　 秋田県能代市扇田字道地１４１‐１ 能代扇田 0185‐70  ‐1112
秋田　　　 秋田県横手市前郷字上三枚橋３５ 横手前郷 0182‐36  ‐8350
秋田　　　 秋田県由利本荘市岩城二古字狐森１１３‐３ Ｌ　岩城二古 0184‐73  ‐3485
秋田　　　 秋田県横手市十文字町梨木羽場字羽場下６６‐１ Ｌ　十文字インター 0182‐42  ‐0999
秋田　　　 秋田県北秋田市綴子字大堤７０‐２ 鷹巣綴子 0186‐62  ‐0539
秋田　　　 秋田県鹿角市花輪字高井田４８‐２ 鹿角花輪 0186‐30  ‐0055
秋田　　　 秋田県秋田市新屋豊町５３５ 秋田割山 018‐867 ‐2875
秋田　　　 秋田県大館市釈迦内字釈迦内１９２‐１ 大館釈迦内 0186‐48  ‐6646
秋田　　　 秋田県能代市浅内字鵜川堺１３‐１ 能代浅内 0185‐89  ‐1213
秋田　　　 秋田県秋田市東通８‐１‐１ 秋田城東 018‐825 ‐0163
秋田　　　 秋田県秋田市新屋比内町２‐５６ Ｌ　秋田新屋比内町 018‐828 ‐0807
秋田　　　 秋田県大館市川口字大人沢１１７‐１ 大館川口 0186‐49  ‐0873
秋田　　　 秋田県男鹿市船越字一向５５‐１ Ｌ　男鹿船越 0185‐35  ‐3993
秋田　　　 秋田県秋田市南通築地４‐６ Ｌ＿秋田南通築地 018‐837 ‐8523
秋田　　　 秋田県横手市大森町十日町字西女郎出１ 大森町 0182‐26  ‐2912
秋田　　　 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り１‐１２‐３ Ｌ　男鹿船川海岸通 0185‐23  ‐2632
秋田　　　 秋田県潟上市天王字上江川４７‐２８４ 天王上江川 018‐878 ‐7900
秋田　　　 秋田県仙北市角館町下菅沢２２０‐３ Ｌ　角館岩瀬 0187‐55  ‐1107
秋田　　　 秋田県秋田市八橋大畑１‐４‐２５ Ｌ　秋田八橋大畑 018‐823 ‐5363
秋田　　　 秋田県横手市前郷字八ツ口３‐１ 平鹿総合病院 0182‐36  ‐4315
秋田　　　 秋田県横手市山内土渕字君ヶ原１４‐１ 横手山内 0182‐53  ‐2990
秋田　　　 秋田県仙北市田沢湖生保内町田１５４‐４ Ｌ　田沢湖造道 0187‐43  ‐3963
秋田　　　 秋田県山本郡三種町鵜川字東本田３１‐１ 三種鵜川 0185‐85  ‐2521
秋田　　　 秋田県潟上市天王字棒沼台２４７‐３３ 潟上天王棒沼台 018‐878 ‐5407
秋田　　　 秋田県仙北市角館町横町６３‐１ 角館横町 0187‐53  ‐3707
秋田　　　 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 雄勝中央病院 0183‐72  ‐6660
秋田　　　 秋田県秋田市山王１‐１０‐２０ Ｌ　秋田山王一丁目 018‐862 ‐1788
秋田　　　 秋田県秋田市雄和石田字中大部１７‐１ 雄和石田 018‐886 ‐3667
秋田　　　 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野１６‐１ 六郷バイパス 0187‐87  ‐8008
秋田　　　 秋田県大館市比内町扇田字新長岡１７１‐１ 比内町 0186‐55  ‐0908
秋田　　　 秋田県鹿角市花輪字鉄砲２１‐１ 鹿角花輪北 0186‐25  ‐3580
秋田　　　 秋田県由利本荘市川口字八幡前４２ 本荘川口 0184‐24  ‐0858
秋田　　　 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道１１‐１ Ｌ　八郎潟大道 018‐875 ‐2851
秋田　　　 秋田県由利本荘市出戸町字一番堰２６０ 本荘出戸町 0184‐28  ‐5239
秋田　　　 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２８０‐１ Ｌ　大館釈迦内南 0186‐48  ‐2406
秋田　　　 秋田県山本郡三種町森岳字長田４２‐３ Ｌ　山本森岳 0185‐83  ‐5016
秋田　　　 秋田県秋田市茨島６‐１１‐２ Ｌ　秋田茨島六丁目 018‐866 ‐4073
秋田　　　 秋田県由利本荘市御門２７３‐７ Ｌ　由利本荘御門 0184‐24  ‐0058
秋田　　　 秋田県男鹿市船川港比詰字大巻１４７‐１ 男鹿比詰 0185‐24  ‐4919
秋田　　　 秋田県秋田市大町二丁目２番４１号 ダイワロイネットホテル秋田 018‐896 ‐5033
秋田　　　 秋田県横手市旭川１‐４‐４ 横手旭川一丁目 0182‐35  ‐1146
秋田　　　 秋田県大仙市協和船岡字下一の渡１７７ 大仙協和船岡 018‐881 ‐6963
秋田　　　 秋田県仙北郡美郷町金沢字地蔵堂１０３ 美郷町 0182‐37  ‐3733
秋田　　　 秋田県山本郡三種町鹿渡字西小瀬川１６１‐１ 琴丘インター 0185‐87  ‐2468
秋田　　　 秋田県横手市赤坂字仁坂１０８番６ 横手仁坂 0182‐36  ‐0477
秋田　　　 秋田県大仙市高関上郷字高屋敷６７ 大仙高屋敷 0187‐86  ‐0515
秋田　　　 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７ 湖東総合病院 018‐854 ‐4010
秋田　　　 秋田県にかほ市平沢字平森１１２‐２ Ｌ　にかほ平森 0184‐37  ‐3766
秋田　　　 秋田県大仙市角間川町字二本杉２５‐１０ Ｌ　大仙角間川町 0187‐65  ‐3123
秋田　　　 秋田県雄勝郡羽後町字西馬音内４１４ Ｌ　西馬音内 0183‐62  ‐5060
秋田　　　 秋田県横手市三本柳字寺田１３５‐３ Ｌ　横手三本柳 0182‐32  ‐1115
秋田　　　 秋田県大仙市大曲若葉町１‐５２ 大曲若葉町 0187‐66  ‐1055
秋田　　　 秋田県湯沢市小野字桐木田１２７ Ｌ　雄勝町 0183‐52  ‐5040
秋田　　　 秋田県北秋田市綴子字田中４０‐２ Ｌ　鷹巣綴子田中 0186‐62  ‐4276
秋田　　　 秋田県大館市字一心院南４３‐２ Ｌ　大館一心院南 0186‐43  ‐5599
秋田　　　 秋田県秋田市川元山下町１‐１１ Ｌ　秋田川元山下町 018‐866 ‐2438
秋田　　　 秋田県大仙市大曲黒瀬町３‐１８ 大曲黒瀬町 0187‐62  ‐2354



秋田　　　 秋田県横手市新藤柳田字石田６１ 横手柳田 0182‐35  ‐5688
秋田　　　 秋田県潟上市天王字追分１１４‐１１ 天王追分 018‐870 ‐4022
秋田　　　 秋田県秋田市仁井田蕗見町２‐１２ 秋田仁井田 018‐839 ‐8313
秋田　　　 秋田県鹿角市十和田毛馬内字横道１３‐７ Ｌ　鹿角毛馬内 0186‐35  ‐5688
秋田　　　 秋田県仙北市田沢湖生保内字野中１５４‐１ 田沢湖生保内 0187‐43  ‐1868
秋田　　　 秋田県仙北市西木町上荒井字新屋３‐１ Ｌ＿西木西明寺 0187‐47  ‐2174
秋田　　　 秋田県大仙市北楢岡字中嶋８８‐５ Ｌ　刈和野バイパス 0187‐72  ‐4777
秋田　　　 秋田県秋田市大町３‐４‐９ 秋田竿燈大通 018‐866 ‐0607
秋田　　　 秋田県北秋田市住吉町１０‐１８ 鷹巣住吉町 0186‐62  ‐5145
秋田　　　 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内２３２‐１ Ｌ　羽後西馬音内 0183‐62  ‐4400
秋田　　　 秋田県秋田市土崎港西１‐１０‐４５ Ｌ　秋田ベイパラダイス 018‐857 ‐5005
秋田　　　 秋田県秋田市中通１‐３‐５ Ｌ　秋田キャッスルホテル 018‐884 ‐6847
秋田　　　 秋田県仙北市田沢湖小松字二枚橋６‐１ 田沢湖神代 0187‐44  ‐2359
秋田　　　 秋田県大仙市大曲福住町８‐２ 大曲福住町 0187‐86  ‐3586
秋田　　　 秋田県にかほ市平沢字宮田３７―１ 仁賀保平沢 0184‐37  ‐3327
秋田　　　 秋田県由利本荘市薬師堂字堂の下１４‐１ 本荘薬師堂 0184‐23  ‐5355
秋田　　　 秋田県秋田市八橋田五郎２‐１２‐１４ 秋田八橋田五郎 018‐863 ‐0170
秋田　　　 秋田県秋田市広面字蓮沼１０１‐１ Ｌ　秋田広面蓮沼 018‐834 ‐0377
秋田　　　 秋田県秋田市将軍野青山町１２‐１５ Ｌ　秋田将軍野青山 018‐846 ‐6060
秋田　　　 秋田県由利本荘市石脇字田尻１‐８８ 本荘マリーナ 0184‐24  ‐0214
秋田　　　 秋田県大仙市協和境字岸館７１‐１ 協和境 018‐892 ‐3988
秋田　　　 秋田県由利本荘市内黒瀬字新町５１９‐１ 本荘内黒瀬 0184‐23  ‐9039
秋田　　　 秋田県大館市有浦２‐４‐２１ 大館有浦 0186‐42  ‐1000
秋田　　　 秋田県横手市増田町増田字月山西２９‐１３ Ｌ　増田町 0182‐45  ‐5480
秋田　　　 秋田県秋田市土崎港南２‐５‐１６ Ｌ　秋田土崎港南二丁目 018‐857 ‐0999
秋田　　　 秋田県秋田市仁井田本町４‐１‐３０ 秋田仁井田本町 018‐829 ‐2533
秋田　　　 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２‐５２６ Ｌ　西目町 0184‐33  ‐2341
秋田　　　 秋田県秋田市御所野地蔵田２‐１‐５ 秋田御所野 018‐829 ‐3901
秋田　　　 秋田県能代市向能代字上野越１１０‐１ 向能代 0185‐52  ‐8369
秋田　　　 秋田県秋田市金足片田字横関１８６‐１ 秋田金足片田 018‐870 ‐4571
秋田　　　 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字砂坂５‐１ Ｌ　峰浜沼田 0185‐70  ‐3636
秋田　　　 秋田県湯沢市清水町２‐３‐３７ Ｌ　湯沢清水町 0183‐79  ‐6585
秋田　　　 秋田県大館市柄沢字丸山下２３０ 大館柄沢 0186‐42  ‐4611
秋田　　　 秋田県由利本荘市矢島町七日町曲り渕１８１‐１ 由利本荘矢島 0184‐27  ‐5633
秋田　　　 秋田県能代市字藤山１０３ 能代藤山 0185‐54  ‐8615
秋田　　　 秋田県北秋田市川井字才ノ神５４‐１ Ｌ　合川町 0186‐78  ‐2963
秋田　　　 秋田県秋田市広面字家ノ下９１‐３ 秋田広面家ノ下 018‐884 ‐1040
秋田　　　 秋田県秋田市寺内イサノ１３７‐１ Ｌ　秋田寺内イサノ 018‐862 ‐3001
秋田　　　 秋田県能代市昭南町１‐１７ Ｌ　能代昭南町 0185‐52  ‐5243
秋田　　　 秋田県北秋田市栄字前綱６７‐１ Ｌ　北秋田栄 0186‐62  ‐4245
秋田　　　 秋田県秋田市山王中島町１０‐２８ 秋田山王中島町 018‐867 ‐1563
秋田　　　 秋田県由利本荘市川口字家後３８ 由利組合総合病院 0184‐24  ‐5822
秋田　　　 秋田県秋田市大町２‐６‐３７ 秋田大町二丁目 018‐867 ‐0786
秋田　　　 秋田県秋田市泉中央３‐２‐１０ Ｌ　秋田泉中央三丁目 018‐867 ‐0999
秋田　　　 秋田県秋田市仁井田緑町１番７号 秋田仁井田緑町 018‐836 ‐2100
秋田　　　 秋田県大館市御成町２‐１７９ Ｌ　大館御成町二丁目 0186‐43  ‐5088
秋田　　　 秋田県秋田市土崎港北７‐２‐４０ Ｌ＿秋田土崎港北七丁目 018‐845 ‐4386
秋田　　　 秋田県秋田市上新城中字南波掛１７‐１ 秋田北インター 018‐872 ‐3855
秋田　　　 秋田県由利本荘市表尾崎町２４‐５ Ｌ＿由利本荘表尾崎町 0184‐23  ‐1288
秋田　　　 秋田県秋田市新屋鳥木町３番１号 Ｌ　秋田新屋鳥木町 018‐828 ‐7710
秋田　　　 秋田県秋田市泉字登木２３３ー１ 秋田泉登木 018‐866 ‐6907
秋田　　　 秋田県秋田市南通亀の町２番１号 Ｌ＿秋田南通亀の町 018‐832 ‐3506
秋田　　　 秋田県北秋田市下杉字上清水沢１６‐２９ Ｓ北秋田市民病院 0186‐78  ‐2300
山形　　　 山形県天童市糠塚３‐３‐２８ 天童糠塚 023‐651 ‐3716
山形　　　 山形県東村山郡中山町大字長崎３９８ Ｌ　中山町長崎 023‐662 ‐5370
山形　　　 山形県東根市神町中央１‐９‐７ 東根神町中央 0237‐47  ‐0120
山形　　　 山形県天童市駅西３‐１‐３５ Ｌ＿天童駅西三丁目 023‐654 ‐0697
山形　　　 山形県東根市中央２‐１６‐２６ 東根中央二丁目 0237‐43  ‐5135
山形　　　 山形県上山市金瓶字林蔭９‐１ Ｌ　上山バイパス 023‐672 ‐6181
山形　　　 山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田１３６４‐２ Ｌ　山形北村山 0237‐22  ‐2311
山形　　　 山形県長井市今泉字山田１８２２‐１ Ｌ　長井今泉 0238‐84  ‐5569
山形　　　 山形県寒河江市南町３‐２‐２３ Ｌ　寒河江南町 0237‐85  ‐3950
山形　　　 山形県東置賜郡高畠町大字高畠字渋作２９７‐１３ 高畠町高畠 0238‐52  ‐5430
山形　　　 山形県寒河江市仲谷地３‐６‐２ ＬＰ＿寒河江仲谷地 0237‐85  ‐2445
山形　　　 山形県山形市七日町１‐４‐３１ 山形七日町一丁目 023‐625 ‐1252
山形　　　 山形県西村山郡河北町谷地中央５‐９‐１３ Ｌ　河北谷地中央 0237‐72  ‐6210
山形　　　 山形県村山市楯岡十日町４‐３２ Ｌ　村山楯岡十日町 0237‐53  ‐3721
山形　　　 山形県山形市蔵王成沢字向久保田２１８７‐３ Ｌ　山形蔵王成沢 023‐688 ‐4614
山形　　　 山形県東村山郡山辺町三河７０ Ｌ　山形やまのべ 023‐667 ‐0563
山形　　　 山形県山形市大野目２‐１‐２ Ｌ　山形大野目二丁目 023‐615 ‐3963
山形　　　 山形県寒河江市大字中郷１５５７‐１ Ｌ　寒河江中郷 0237‐62  ‐5464
山形　　　 山形県山形市中桜田１‐１４‐９ Ｌ　山形中桜田一丁目 023‐626 ‐2623
山形　　　 山形県山形市松山３‐１１‐２７ Ｌ＿山形松山三丁目 023‐642 ‐3963
山形　　　 山形県新庄市大字本合海字福宮１１４２‐１ Ｌ　新庄福宮 0233‐29  ‐3533
山形　　　 山形県鶴岡市伊勢原町１‐４４ 鶴岡伊勢原町 0235‐22  ‐0565
山形　　　 山形県新庄市大字鳥越１００２‐１４ Ｌ＿新庄上金沢町 0233‐23  ‐8801
山形　　　 山形県最上郡最上町大字志茂字柳ノ原１４６９‐７ 川の駅もがみ 0233‐46  ‐2550



山形　　　 山形県鶴岡市桜新町１３‐４ Ｌ　鶴岡桜新町 0235‐25  ‐7040
山形　　　 山形県山形市大字滑川４２番６ 山形滑川 023‐629 ‐3237
山形　　　 山形県酒田市ゆたか２‐８‐１ Ｌ　酒田西野 0234‐35  ‐2977
山形　　　 山形県山形市荒楯町２‐８‐１８ 山形荒楯町二丁目 023‐625 ‐0446
山形　　　 山形県新庄市大字泉田字往還東２０１‐１ Ｌ　新庄泉田 0233‐25  ‐3906
山形　　　 山形県鶴岡市青柳町３６‐３０ Ｌ　鶴岡青柳町 0235‐25  ‐0251
山形　　　 山形県鶴岡市宝町１５‐１９ Ｌ＿鶴岡宝町 0235‐25  ‐4411
山形　　　 山形県鶴岡市鼠ヶ関字原海１７５ 温海鼠ヶ関 0235‐48  ‐4260
山形　　　 山形県長井市成田字在家下１１７５‐５ Ｌ　長井成田 0238‐84  ‐5652
山形　　　 山形県村山市駅西２２‐４１ 村山駅西口 0237‐52  ‐3090
山形　　　 山形県山形市南原町１‐２７‐２７ Ｌ＿山形警察署前 023‐632 ‐3188
山形　　　 山形県鶴岡市友江町４‐１２ 鶴岡友江町 0235‐33  ‐3505
山形　　　 山形県山形市あさひ町１６‐１５ Ｌ　山形あさひ町 023‐623 ‐8595
山形　　　 山形県寒河江市大字米沢字冨沢７９８‐１ 寒河江高松 0237‐87  ‐5777
山形　　　 山形県東根市蟹沢字三本壇１６３３‐１ 東根蟹沢南 0237‐43  ‐6737
山形　　　 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下２０‐１ Ｌ　庄内余目 0234‐42  ‐3963
山形　　　 山形県東置賜郡川西町大字上小松字西五日町３５２１‐１ Ｌ　川西上小松 0238‐46  ‐3464
山形　　　 山形県鶴岡市若葉町２３‐１８ 鶴岡若葉町 0235‐22  ‐1084
山形　　　 山形県酒田市亀ケ崎２‐２６‐２４ Ｌ　酒田亀ヶ崎二丁目 0234‐23  ‐1793
山形　　　 山形県天童市大字川原子２８４０‐１ 天童川原子本郷 023‐657 ‐3963
山形　　　 山形県酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 0234‐24  ‐0093
山形　　　 山形県山形市嶋北１‐１‐２ Ｌ＿山形嶋 023‐682 ‐7267
山形　　　 山形県山形市城西町５‐３０‐３１ Ｌ　山形城西町五丁目 023‐646 ‐3337
山形　　　 山形県東根市大森二丁目３番２０号 東根大森二丁目 0237‐41  ‐2877
山形　　　 山形県南陽市宮内７８５‐１ 南陽宮内 0238‐47  ‐7933
山形　　　 山形県山形市桜田東３‐１‐１ 山形桜田東三丁目 023‐625 ‐0127
福島　　　 福島県福島市春日町１４‐２０ 福島春日町 024‐536 ‐2266
福島　　　 福島県伊達市田町５０‐７ Ｌ＿伊達田町 024‐583 ‐2665
福島　　　 福島県福島市岡部字高畑６‐１５ Ｌ　福島岡部 024‐536 ‐7272
福島　　　 福島県福島市丸子字漆方３‐１６ 福島丸子 024‐553 ‐0618
福島　　　 福島県伊達郡桑折町字北町１１６ 桑折北町 024‐582 ‐2415
福島　　　 福島県福島市飯坂町字東滝ノ町１５ Ｌ＿福島飯坂 024‐542 ‐8400
福島　　　 福島県二本松市油井字松葉山４０‐７ Ｌ　安達油井 0243‐22  ‐6790
福島　　　 福島県福島市松川町大字沼袋字北原８６‐１ Ｌ　福島松川 024‐567 ‐5830
福島　　　 福島県二本松市槻木１１７ Ｌ　二本松槻木 0243‐23  ‐1383
福島　　　 福島県福島市南矢野目字境田１１‐２ 福島しのぶケ丘 024‐558 ‐1300
福島　　　 福島県伊達郡川俣町字新中町３０ Ｌ＿川俣新中町 024‐566 ‐2047
福島　　　 福島県福島市泉字早稲田１４‐１ Ｌ　福島泉 024‐557 ‐3316
福島　　　 福島県いわき市小名浜岡小名字岸４５ Ｌ　いわき小名浜岡小名 0246‐52  ‐1888
福島　　　 福島県いわき市小川町上小川字御堂８‐１ Ｌ　いわき小川 0246‐83  ‐0075
福島　　　 福島県郡山市並木５‐６‐１４ Ｌ　郡山並木 024‐939 ‐4362
福島　　　 福島県郡山市大町１‐１‐１ Ｌ＿郡山大町 024‐925 ‐5480
福島　　　 福島県須賀川市西川字池下９ 須賀川山寺 0248‐76  ‐0600
福島　　　 福島県福島市鎌田字卸町５‐１ 福島鎌田卸町 024‐553 ‐3135
福島　　　 福島県西白河郡矢吹町小松１２５ Ｌ　矢吹小松 0248‐44  ‐5789
福島　　　 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中５３‐１ 白河インター 0248‐25  ‐7411
福島　　　 福島県本宮市荒井字久保田４３‐１ Ｌ　本宮荒井 0243‐33  ‐1456
福島　　　 福島県郡山市桑野３‐１９‐６ Ｌ　郡山桑野三丁目 024‐925 ‐0663
福島　　　 福島県白河市字昭和町１６５‐１ Ｌ　白河昭和町 024‐824 ‐2101
福島　　　 福島県大沼郡会津美里町字鹿島３０５９‐１ Ｌ　会津高田鹿島 0242‐54  ‐7225
福島　　　 福島県福島市北中央３‐１ Ｌ＿福島北中央 024‐536 ‐6085
福島　　　 福島県いわき市好間町上好間字怱滑２０‐１ Ｌ　いわき上好間 0246‐36  ‐3522
福島　　　 福島県いわき市常磐関船土地区画整理地内２‐２４ Ｌ　いわき常磐関船 0246‐43  ‐0363
福島　　　 福島県いわき市鹿島町久保１‐５‐１０ Ｌ　いわき鹿島久保 0246‐76  ‐0376
福島　　　 福島県いわき市平字小太郎町３‐１ Ｌ　いわき平小太郎町 0246‐24  ‐0033
福島　　　 福島県南相馬市鹿島区横手字柳町４０ Ｌ　鹿島町横手 0244‐46  ‐1125
福島　　　 福島県いわき市泉玉露３‐１２‐５ Ｌ　いわき泉玉露 0246‐56  ‐5188
福島　　　 福島県いわき市平荒田目字高原１１ Ｌ　いわき平荒田目 0246‐34  ‐8222
福島　　　 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字川西１‐５‐３ Ｌ　会津一箕町 0242‐33  ‐3963
福島　　　 福島県喜多方市字清水台３‐３０ Ｌ＿喜多方清水台 0241‐24  ‐5003
福島　　　 福島県いわき市四倉町東１‐３１ Ｌ　いわき四倉東 0246‐32  ‐2700
福島　　　 福島県河沼郡湯川村熊ノ目字宮東熊川７３０‐１ 湯川熊ノ目 0241‐27  ‐8980
福島　　　 福島県伊達郡川俣町鶴沢字鶴東１６‐１ Ｌ　川俣鶴沢 024‐566 ‐5530
福島　　　 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字新町９９ Ｌ　相馬新地 0244‐62  ‐3968
福島　　　 福島県いわき市小名浜大原字甲新地１０４‐１ Ｌ　いわき小名浜大原西 0246‐54  ‐6698
福島　　　 福島県福島市光が丘１ 福島県立医科大学附属病院 024‐547 ‐1759
福島　　　 福島県いわき市小名浜字吹松１６‐３０ いわき小名浜吹松 0246‐52  ‐9009
福島　　　 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字富谷地田４９‐１ Ｌ　新地運動公園前 0244‐62  ‐4601
福島　　　 福島県須賀川市朝日田８２‐１ 須賀川牡丹園前 0248‐73  ‐1038
福島　　　 福島県いわき市内郷高坂町大町７１‐３ Ｌ　いわき内郷高坂 0246‐27  ‐5622
福島　　　 福島県郡山市駅前２‐３‐１０ 郡山駅前 024‐925 ‐5626
福島　　　 福島県福島市笹谷字出水上２０‐１ Ｌ　福島笹谷 024‐558 ‐9191
福島　　　 福島県いわき市好間町下好間一町坪１２３‐１ Ｌ　いわき下好間 0246‐36  ‐0151
福島　　　 福島県南相馬市原町区北原字境堀２４５ Ｌ　原町北原 0244‐23  ‐5201
福島　　　 福島県いわき市三和町合戸字中舘下５５‐１５４‐１ いわき三和インター 0246‐87  ‐2866
福島　　　 福島県会津若松市門田町大字日吉字対馬館３２ Ｌ　会津門田日吉 0242‐29  ‐0314
福島　　　 福島県河沼郡会津坂下町字稲荷塚３９ Ｌ　会津坂下新富町 0242‐83  ‐9020



福島　　　 福島県喜多方市塩川町東栄町２‐２‐１ 塩川 0241‐27  ‐8220
福島　　　 福島県白河市表郷社田字松田１９‐１ Ｌ　表郷社田 0248‐33  ‐1755
福島　　　 福島県福島市森合字高野１‐５ Ｌ＿福島森合 024‐558 ‐8131
福島　　　 福島県いわき市中央台鹿島１‐５６‐６ Ｌ　いわき中央台鹿島 0246‐31  ‐1151
福島　　　 福島県福島市鎌田字愛宕前２０‐１ Ｌ　福島鎌田愛宕前 024‐531 ‐9777
福島　　　 福島県福島市土湯温泉町字天沼７‐６ 福島土湯温泉町 024‐595 ‐2030
福島　　　 福島県いわき市四倉町字西４‐９‐１ Ｌ　いわき四倉西 0246‐66  ‐1105
福島　　　 福島県福島市北矢野目字原田５９‐８ Ｌ　福島北矢野目 024‐557 ‐2139
福島　　　 福島県郡山市富久山町久保田字大久保６５‐１ Ｌ＿郡山久保田 024‐925 ‐5828
福島　　　 福島県郡山市名倉７８番５ Ｌ＿郡山名倉 024‐947 ‐8441
福島　　　 福島県郡山市西ノ内二丁目２０‐２ Ｌ　郡山西ノ内二丁目 024‐934 ‐9643
福島　　　 福島県福島市大森字坿２‐１ 福島大森中央 024‐545 ‐3014
福島　　　 福島県いわき市平北白土字鍛冶淵４８‐２ Ｌ　いわき平北白土 0246‐25  ‐3966
福島　　　 福島県相馬市日下石字一北田２９６‐１ Ｌ　相馬日下石 0244‐35  ‐6319
福島　　　 福島県須賀川市八幡町２１‐１０ Ｌ　須賀川警察署前 0248‐76  ‐3963
茨城　　　 茨城県小美玉市西郷地１６６７‐５２ 美野里西郷地 0299‐48  ‐4011
茨城　　　 茨城県常陸太田市内堀町２９６５‐１ 常陸太田内堀町 0294‐72  ‐8400
茨城　　　 茨城県水戸市笠原町６００‐２５ 水戸笠原町 029‐244 ‐0031
茨城　　　 茨城県ひたちなか市高場１６７３‐３２ 勝田高場 029‐285 ‐9093
茨城　　　 茨城県つくばみらい市山王新田２９０‐６ 伊奈山王新田 0297‐58  ‐9908
茨城　　　 茨城県桜川市青柳字中畑３９８‐１ 岩瀬青柳 0296‐76  ‐3901
茨城　　　 茨城県日立市幸町１‐１‐３ 日立駅前 0294‐22  ‐0881
茨城　　　 茨城県神栖市知手和手３０８１‐１７ 神栖工業団地入口 0299‐97  ‐0750
茨城　　　 茨城県日立市神田町字能場１０８８‐１ 日立神田町 0294‐53  ‐7799
茨城　　　 茨城県結城市大字結城字上小塙３５３４‐５ 結城小塙 0296‐33  ‐4486
茨城　　　 茨城県稲敷市角崎４０７ 新利根角崎 0297‐87  ‐6012
茨城　　　 茨城県水戸市泉町３‐２‐１ Ｌ＿水戸泉町三丁目 029‐233 ‐3530
茨城　　　 茨城県水戸市河和田町４３８２‐１３９ 水戸河和田町 029‐251 ‐7508
茨城　　　 茨城県水戸市城南２‐１２‐１９ 水戸城南 029‐225 ‐5930
茨城　　　 茨城県かすみがうら市稲吉５‐１９‐１４ 千代田稲吉 029‐833 ‐0020
茨城　　　 茨城県つくば市大字妻木６３４ つくば妻木 029‐854 ‐8663
茨城　　　 茨城県坂東市矢作字原３０９‐３ Ｌ＿岩井矢作 0297‐38  ‐1760
茨城　　　 茨城県水戸市中河内町２６２２‐１ Ｌ　水戸中河内町 029‐232 ‐3117
茨城　　　 茨城県鹿嶋市宮中字厨台４４９４ 鹿嶋厨台 0299‐83  ‐8866
茨城　　　 茨城県土浦市烏山町５‐２０７４‐２ 土浦烏山 029‐841 ‐6703
茨城　　　 茨城県つくば市桜２‐３５‐７ つくば桜二丁目 029‐857 ‐7008
茨城　　　 茨城県水戸市見和３‐１５３２‐１ Ｌ＿水戸見和三丁目 029‐254 ‐5489
茨城　　　 茨城県土浦市有明町２‐３２ 土浦駅東口 029‐826 ‐3575
茨城　　　 茨城県つくば市梅園２‐１０‐３ つくば梅園 029‐851 ‐5556
茨城　　　 茨城県つくば市天久保３‐１６‐８ Ｌ＿つくば天久保三丁目 029‐854 ‐1863
茨城　　　 茨城県つくばみらい市小絹１５４‐１２ Ｌ　谷和原小絹 0297‐52  ‐7035
茨城　　　 茨城県つくば市下広岡１０５５‐５ つくば下広岡 029‐854 ‐7226
茨城　　　 茨城県古河市大堤松並西１９７０‐２ 総和大堤 0280‐48  ‐5078
茨城　　　 茨城県ひたちなか市大字高場字神田前東３４１ Ｌ＿ひたちなか佐和駅西 029‐285 ‐2342
茨城　　　 茨城県日立市金沢町２‐６‐１ Ｌ＿日立金沢二丁目 0294‐36  ‐2833
茨城　　　 茨城県取手市取手３‐１‐２ 取手駅東口 0297‐73  ‐5789
茨城　　　 茨城県水戸市石川１‐３８３２‐１ 水戸石川 029‐254 ‐6488
茨城　　　 茨城県笠間市飯合字サヤト５２３‐２ Ｌ　笠間飯合東 0296‐70  ‐3630
茨城　　　 茨城県牛久市小坂町字鹿ヶ作３３９８‐２０８ Ｌ＿牛久小坂町 029‐872 ‐2070
茨城　　　 茨城県水戸市内原町字道下６３４‐２ 水戸内原町 029‐259 ‐6036
茨城　　　 茨城県水戸市河和田１‐１１‐３ 水戸赤塚駅南 029‐252 ‐7525
茨城　　　 茨城県潮来市須賀南１５８‐１ 潮来須賀南 0299‐80  ‐1122
茨城　　　 茨城県笠間市鯉淵６５２８‐１ 茨城県立中央病院 0296‐71  ‐2272
茨城　　　 茨城県結城市結城７１１４‐１ 結城市結城 0296‐33  ‐6073
茨城　　　 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原前６５６４‐１ 大洗磯浜町 029‐267 ‐2691
茨城　　　 茨城県日立市鮎川町５‐１‐１０ 日立鮎川町五丁目 0294‐28  ‐5515
茨城　　　 茨城県古河市諸川６４５‐１ 三和諸川 0280‐77  ‐1151
茨城　　　 茨城県つくば市大字高野字東久保４７５‐５ つくば高野 029‐847 ‐5005
茨城　　　 茨城県日立市田尻町２‐１６８‐１ 日立田尻町 0294‐43  ‐7263
茨城　　　 茨城県結城市結城字五本木１０６１５‐３ 結城五本木 0296‐34  ‐0002
茨城　　　 茨城県北茨城市磯原町磯原２‐３２０ 北茨城磯原町 0293‐42  ‐1720
茨城　　　 茨城県日立市国分町２‐５‐１ 日立国分町 0294‐36  ‐7025
茨城　　　 茨城県石岡市東石岡２丁目１４‐５ Ｌ＿石岡東石岡二丁目 0299‐26  ‐7727
茨城　　　 茨城県牛久市さくら台４‐４６‐１ 牛久さくら台 029‐871 ‐6796
茨城　　　 茨城県筑西市布川房山１８６‐１ 下館布川 0296‐28  ‐0655
茨城　　　 茨城県牛久市ひたち野西３‐２９‐１９ Ｌ　牛久中根 029‐872 ‐3301
茨城　　　 茨城県水戸市大工町１‐６‐１２ 水戸大工町 029‐224 ‐2788
茨城　　　 茨城県水戸市見川３‐１１３‐１ 水戸見川三丁目 029‐243 ‐9993
茨城　　　 茨城県ひたちなか市東石川字下屋敷３０６９‐１ ひたちなか東石川西古内 029‐274 ‐8333
茨城　　　 茨城県牛久市南４‐４５‐１ 牛久南 029‐871 ‐7822
茨城　　　 茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１‐１０ 水戸見川町丹下 029‐243 ‐9959
茨城　　　 茨城県土浦市西根南１‐１‐１０ 土浦西根南 029‐843 ‐2417
茨城　　　 茨城県那珂市後台３２７３‐３ 那珂町後台 029‐353 ‐0513
茨城　　　 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西三丁目１３‐１９ 東海村舟石川 029‐287 ‐0165
茨城　　　 茨城県水戸市中央２‐４‐１２ Ｌ　水戸文化センター入口 029‐231 ‐5588
茨城　　　 茨城県高萩市大字安良川４０６ 高萩安良川 0293‐23  ‐6315
茨城　　　 茨城県ひたちなか市佐和字孫目２２１１‐１ ひたちなか佐和孫目 029‐202 ‐1108



茨城　　　 茨城県那珂市古徳字辻前２３６９‐２ 那珂古徳 029‐296 ‐2708
茨城　　　 茨城県坂東市法師戸５１‐４ 岩井法師戸 0297‐38  ‐2124
茨城　　　 茨城県水戸市大塚町１５０２‐５ 水戸インター 029‐253 ‐5878
茨城　　　 茨城県ひたちなか市大字中根字上野８７９‐４ ひたちなか中根 029‐270 ‐1118
茨城　　　 茨城県高萩市本町２‐８ Ｌ　高萩本町 0293‐24  ‐6301
茨城　　　 茨城県水戸市堀町字新田９５７‐３ Ｌ　水戸堀町 029‐302 ‐8085
茨城　　　 茨城県つくば市春日３‐７‐２８ つくば春日三丁目 029‐853 ‐7975
茨城　　　 茨城県日立市大みか町４‐４２１‐２ Ｌ　日立大みか町四丁目 0294‐52  ‐7706
茨城　　　 茨城県土浦市木田余東台３‐８‐１６ 土浦木田余 029‐875 ‐5888
茨城　　　 茨城県牛久市栄町１‐１‐１ 牛久栄町一丁目 029‐870 ‐3815
茨城　　　 茨城県石岡市杉並１‐１‐３‐２２ 石岡杉並一丁目 0299‐23  ‐5666
茨城　　　 茨城県水戸市宮町１‐３ 水戸駅北口 029‐233 ‐0039
茨城　　　 茨城県守谷市中央３‐１４‐３ 守谷中央三丁目 0297‐45  ‐4779
茨城　　　 茨城県取手市取手２‐２‐８ 取手駅東口バスターミナル 0297‐77  ‐7021
茨城　　　 茨城県ひたちなか市大字中根柴田５２４７‐１ Ｌ＿ひたちなか南中根 029‐274 ‐5556
栃木　　　 栃木県さくら市卯の里３‐３３‐１ Ｌ＿氏家卯の里 028‐682 ‐2255
栃木　　　 栃木県宇都宮市西川田町９２３‐１ Ｌ　宇都宮西川田 028‐658 ‐8168
栃木　　　 栃木県下都賀郡壬生町駅東町８‐９４‐１ Ｌ　壬生駅東 0282‐82  ‐7167
栃木　　　 栃木県宇都宮市星ケ丘１‐８‐１４ 宇都宮星ケ丘 028‐643 ‐5154
栃木　　　 栃木県宇都宮市氷室町１７３７‐１９ Ｌ＿宇都宮氷室 028‐667 ‐0602
栃木　　　 栃木県足利市山川町９５８‐４ 足利山川町 0284‐43  ‐1553
栃木　　　 栃木県日光市所野２‐１ Ｌ　日光所野 0288‐53  ‐3065
栃木　　　 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町８２‐１５ Ｌ＿宇都宮御幸ヶ原 028‐689 ‐3339
栃木　　　 栃木県那須烏山市旭１丁目字泉１７０２‐１ Ｌ　烏山町旭一丁目 0287‐83  ‐0610
栃木　　　 栃木県日光市木和田島２０７４‐３ 今市大沢インター 0288‐26  ‐3775
栃木　　　 栃木県栃木市大平町西野田字星宮西６５５‐２ Ｌ　大平西野田 0282‐43  ‐1851
栃木　　　 栃木県小山市駅東通り１‐５‐９ 小山駅東 0285‐25  ‐3229
栃木　　　 栃木県宇都宮市石井町１４７０‐１ 宇都宮石井町 028‐660 ‐0485
栃木　　　 栃木県小山市駅南町１‐２６‐４ Ｌ＿小山駅南町 0285‐27  ‐2260
栃木　　　 栃木県足利市八椚町１０５‐４ Ｌ　足利八椚町 0284‐91  ‐4090
栃木　　　 栃木県宇都宮市中戸祭１‐９‐２８ Ｌ＿宇都宮中戸祭 028‐643 ‐3963
栃木　　　 栃木県那須塩原市下厚崎２００‐６８ Ｌ　黒磯下厚崎 0287‐62  ‐6223
栃木　　　 栃木県下野市下古山３３７０ Ｌ　石橋下古山北原 0285‐53  ‐0933
栃木　　　 栃木県芳賀郡益子町益子３３５６‐１ 益子 0285‐72  ‐2888
栃木　　　 栃木県宇都宮市中今泉１‐１６‐２５ Ｌ＿宇都宮今泉 028‐632 ‐8318
栃木　　　 栃木県芳賀郡益子町七井２２５４ 益子七井 0285‐70  ‐8033
栃木　　　 栃木県栃木市大平町富田４００１‐１ 大平富田 0282‐43  ‐5572
栃木　　　 栃木県小山市大字南小林６‐１ 小山南小林 0285‐38  ‐1999
栃木　　　 栃木県宇都宮市中今泉５丁目２２‐３ 宇都宮今泉新町 028‐662 ‐7876
栃木　　　 栃木県宇都宮市泉が丘１‐１５‐２６ Ｌ　宇都宮泉が丘一丁目 028‐660 ‐4553
栃木　　　 栃木県佐野市上羽田町７４２‐３ 佐野上羽田町 0283‐24  ‐5933
栃木　　　 栃木県宇都宮市岩曽町４６‐５ 宇都宮岩曽町 028‐624 ‐6338
栃木　　　 栃木県宇都宮市東谷町２４６‐６ Ｌ　宇都宮東谷町 028‐654 ‐0600
栃木　　　 栃木県佐野市赤坂町５２３‐１ Ｌ　佐野赤坂町 0283‐24  ‐7978
栃木　　　 栃木県宇都宮市針ケ谷１丁目２番７号 Ｌ＿宇都宮針ケ谷一丁目 028‐653 ‐5564
栃木　　　 栃木県小山市乙女２‐２６‐２１ Ｌ　小山乙女二丁目 0285‐45  ‐8787
栃木　　　 栃木県足利市朝倉町６６２‐１ 足利朝倉町 0284‐73  ‐1061
栃木　　　 栃木県那須塩原市豊浦南町１００‐６８０ Ｌ　那須塩原豊浦南町 0287‐64  ‐3436
栃木　　　 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛１０８６‐３４０ 黒磯鍋掛 0287‐64  ‐5431
栃木　　　 栃木県宇都宮市瑞穂２‐２０‐１ Ｌ＿宇都宮瑞穂二丁目 028‐657 ‐0338
栃木　　　 栃木県宇都宮市松が峰２ー６ー２１ Ｌ＿宇都宮松が峰二丁目 028‐639 ‐5850
栃木　　　 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台１‐７‐５ Ｌ　高根沢宝石台一丁目 028‐675 ‐4749
栃木　　　 栃木県大田原市黒羽向町１４５４‐１ Ｌ＿黒羽向町 0287‐54  ‐4443
栃木　　　 栃木県真岡市寺内１２４１‐１ 真岡寺内 0285‐83  ‐6177
栃木　　　 栃木県佐野市高萩町１２１８‐１ Ｌ＿佐野高萩南 0283‐22  ‐5213
栃木　　　 栃木県宇都宮市上金井町字往還西５８１‐１ 宇都宮インター 028‐666 ‐2223
栃木　　　 栃木県足利市上渋垂町３４４‐１ Ｌ　足利上渋垂町 0284‐70  ‐6315
栃木　　　 栃木県宇都宮市宝木町２‐８０４‐２ Ｌ＿宇都宮宝木二丁目 028‐652 ‐6033
栃木　　　 栃木県小山市城東６‐１３‐９ Ｌ＿小山城東六丁目 0285‐24  ‐0461
栃木　　　 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所２２０３‐１３ Ｌ　塩谷町玉生 0287‐45  ‐1002
栃木　　　 栃木県下都賀郡壬生町至宝２‐４３‐１ Ｌ　壬生至宝二丁目 0282‐82  ‐6340
栃木　　　 栃木県真岡市田町１９７６‐１ Ｌ　真岡田町 0285‐84  ‐2327
栃木　　　 栃木県足利市大橋町２‐１８１９‐７ 足利大橋町二丁目 0284‐43  ‐1126
栃木　　　 栃木県宇都宮市新里町丁１２５６‐１３ 宇都宮新里町 028‐665 ‐8770
栃木　　　 栃木県下都賀郡野木町丸林５６０‐２ Ｌ　野木駅東 0280‐57  ‐0097
栃木　　　 栃木県那須塩原市大原間字金山２１５‐１ 那須塩原駅東 0287‐65  ‐0697
栃木　　　 栃木県小山市大字横倉字県道５８７‐３ Ｌ＿小山横倉 0285‐28  ‐3050
栃木　　　 栃木県宇都宮市元今泉３丁目２０‐４３ 宇都宮今泉東 028‐637 ‐3368
栃木　　　 栃木県那須塩原市二区町３３７‐６７ Ｌ＿西那須野二区町 0287‐37  ‐3000
栃木　　　 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台３‐１５‐４ 高根沢西 028‐675 ‐7828
栃木　　　 栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢廻谷１１４６‐３ Ｌ　高根沢廻谷 028‐675 ‐4112
栃木　　　 栃木県矢板市土屋２５５‐７ Ｌ　矢板土屋 0287‐44  ‐3260
栃木　　　 栃木県栃木市大平町富田字猿渕２３９３‐１ 大平バイパス 0282‐43  ‐3330
栃木　　　 栃木県足利市寺岡町４６１‐６ 足利寺岡 0284‐91  ‐3009
栃木　　　 栃木県佐野市堀米町１６０７‐１ 佐野堀米町 0283‐21  ‐8818
栃木　　　 栃木県宇都宮市石井町３４３１‐９ 宇都宮問屋町 028‐656 ‐6739
栃木　　　 栃木県さくら市桜野８８４ 氏家桜野 028‐681 ‐2155



栃木　　　 栃木県宇都宮市平出町字滝４０８０‐１６ 宇都宮平出町 028‐664 ‐2119
栃木　　　 栃木県宇都宮市関堀町７４４‐３ Ｌ　宇都宮関堀町 028‐622 ‐3555
栃木　　　 栃木県宇都宮市陽東４‐２‐２８ 宇都宮陽東四丁目 028‐662 ‐3480
栃木　　　 栃木県鹿沼市千渡１１５３‐１ 鹿沼千渡 0289‐63  ‐0228



栃木　　　 栃木県下野市緑２‐３２９０‐３ 南河内緑二丁目 0285‐44  ‐5250
栃木　　　 栃木県小山市土塔２３６ Ｌ　小山土塔 0285‐28  ‐5548
栃木　　　 栃木県宇都宮市鶴田町１３４６‐１ Ｌ＿宇都宮鶴田町 028‐647 ‐0637
栃木　　　 栃木県鹿沼市麻苧町字麻苧町１５６０ Ｌ＿鹿沼麻苧町 0289‐62  ‐6424
栃木　　　 栃木県宇都宮市下岡本町２４１７‐４ Ｌ＿宇都宮下岡本町 028‐673 ‐6878
栃木　　　 栃木県那須塩原市清住町９４‐２３２ 那須塩原清住町 0287‐62  ‐2953
栃木　　　 栃木県宇都宮市平松本町１２１７‐６ Ｌ＿宇都宮平松本町 028‐638 ‐2030
栃木　　　 栃木県真岡市上高間木３‐６‐１ 真岡上高間木三丁目 0285‐84  ‐5900
栃木　　　 栃木県宇都宮市上籠谷町３１５５ Ｌ　宇都宮上籠谷町 028‐670 ‐6866
栃木　　　 栃木県宇都宮市川向町１‐２３ 宇都宮駅西口 028‐627 ‐8551
群馬　　　 群馬県前橋市元総社町三丁目４番１１ 前橋総社町 027‐255 ‐5884
群馬　　　 群馬県みどり市大間々町大間々字町東１６０５‐１ 大間々駅前 0277‐73  ‐7550
群馬　　　 群馬県渋川市有馬１６４‐１ 渋川有馬 0279‐23  ‐6685
群馬　　　 群馬県北群馬郡吉岡町陣場３１５‐１ Ｌ　吉岡陣場 0279‐55  ‐5888
群馬　　　 群馬県高崎市栄町２６‐１５ 高崎栄町 027‐323 ‐6301
群馬　　　 群馬県藤岡市藤岡２３３９‐１ 藤岡芦田町 0274‐40  ‐7655
群馬　　　 群馬県太田市尾島町２４１ 太田尾島町 0276‐60  ‐7400
群馬　　　 群馬県高崎市倉賀野町８１９‐６ 倉賀野薬師 027‐347 ‐1100
群馬　　　 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山字山王下３９４１‐１ Ｌ　下仁田馬山 0274‐70  ‐3230
群馬　　　 群馬県前橋市上小出町２‐４６‐１ 前橋敷島公園 027‐231 ‐9252
群馬　　　 群馬県高崎市上中居町１６０８‐１ 高崎上中居 027‐352 ‐0151
群馬　　　 群馬県高崎市下室田町９７０‐４ 榛名下室田 027‐374 ‐0463
群馬　　　 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保１４３６‐１ 吉岡大久保 0279‐55  ‐6520
群馬　　　 群馬県太田市下小林町９１‐２ Ｌ＿太田下小林 0276‐47  ‐2011
群馬　　　 群馬県前橋市朝日町４‐１９‐３ 前橋朝日町 027‐223 ‐7012
群馬　　　 群馬県館林市富士原町９３０‐１ Ｌ　館林富士原 0276‐72  ‐0203
群馬　　　 群馬県前橋市大友町２‐６‐１３ Ｌ　大友町 027‐256 ‐7711
群馬　　　 群馬県前橋市古市町１‐５０‐１ 新前橋駅前 027‐251 ‐0949
群馬　　　 群馬県高崎市岩鼻町字天神２３３‐１ 新群馬の森 027‐347 ‐5605
群馬　　　 群馬県高崎市下小塙町１６０９ 高崎下小塙 027‐344 ‐3600
群馬　　　 群馬県前橋市高井町１‐１４‐３ Ｌ　前橋高井町 027‐256 ‐9292
群馬　　　 群馬県高崎市宿大類町９００‐１ 高崎宿大類町 027‐352 ‐9898
群馬　　　 群馬県前橋市小坂子町１０９８番２ 前橋小坂子町 027‐269 ‐9836
群馬　　　 群馬県高崎市八島町２２２ 高崎駅西口 027‐325 ‐0909
群馬　　　 群馬県太田市細谷町１６６番３ 太田細谷町 0276‐31  ‐7173
群馬　　　 群馬県桐生市東一丁目４番１４号 Ｌ＿桐生東一丁目 0277‐43  ‐9196
群馬　　　 群馬県高崎市棟高町８７‐１ 群馬町棟高 027‐372 ‐1041
群馬　　　 群馬県渋川市渋川４１５８ 渋川明保野 0279‐22  ‐2868
群馬　　　 群馬県前橋市上小出町１‐３０‐１２ 前橋上小出 027‐233 ‐1316
群馬　　　 群馬県高崎市問屋町３‐９‐３ 高崎問屋町 027‐364 ‐5213
群馬　　　 群馬県高崎市小八木町字宮東１７１６‐１ 高崎小八木町 027‐364 ‐8060
群馬　　　 群馬県高崎市上豊岡町５７２‐４ 高崎上豊岡町 027‐344 ‐6774
群馬　　　 群馬県伊勢崎市堀口町７３８ 伊勢崎堀口町 0270‐31  ‐2301
群馬　　　 群馬県渋川市金井７６７‐１ 渋川金井 0279‐25  ‐1963
群馬　　　 群馬県高崎市吉井町岩崎字下越澤２３１０‐１ Ｌ　吉井町岩崎 027‐388 ‐5552
群馬　　　 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町字長町７６２‐１ Ｌ　吾妻原町 0279‐68  ‐5888
群馬　　　 群馬県前橋市上泉町６６９‐５ 前橋上泉町 027‐219 ‐0171
群馬　　　 群馬県館林市本町１‐１８３４‐１ Ｌ　館林本町一丁目 0276‐71  ‐1141
群馬　　　 群馬県高崎市棟高町２４０９‐１ 高崎棟高町 027‐310 ‐0013
群馬　　　 群馬県沼田市東原新町１８３９‐１ 沼田東原新町 0278‐60  ‐2666
群馬　　　 群馬県前橋市総社町２‐１４‐８ 前橋総社町二丁目 027‐252 ‐1903
群馬　　　 群馬県前橋市広瀬町２‐６‐１５ 前橋広瀬町二丁目 027‐263 ‐7272
群馬　　　 群馬県高崎市八島町６８‐１７ 高崎八島町 027‐327 ‐8963
群馬　　　 群馬県前橋市昭和町３‐３９‐１５ 群大病院 027‐230 ‐8300
埼玉　　　 埼玉県戸田市川岸２‐７‐２８ ＬＰ＿戸田川岸 048‐432 ‐3839
埼玉　　　 埼玉県川越市仙波町３‐１７‐７ 川越仙波町 049‐228 ‐0565
埼玉　　　 埼玉県日高市大字原宿２１１ 日高原宿 042‐989 ‐4464
埼玉　　　 埼玉県狭山市広瀬東４‐４３‐１８ 狭山上広瀬 04‐2954‐8085
埼玉　　　 埼玉県鶴ケ島市富士見４‐２８‐３ Ｌ　鶴ケ島富士見 049‐286 ‐9393
埼玉　　　 埼玉県さいたま市中央区下落合３‐１８‐１０ Ｌ＿与野下落合 048‐857 ‐6275
埼玉　　　 埼玉県北足立郡伊奈町西小針７丁目１１６ー１ Ｌ　伊奈小針新宿 048‐727 ‐0858
埼玉　　　 埼玉県久喜市栗橋中央１‐８‐３３ 栗橋中央 0480‐52  ‐1808
埼玉　　　 埼玉県川口市並木３‐１７‐１ 川口並木三丁目 048‐257 ‐6671
埼玉　　　 埼玉県さいたま市岩槻区城南４‐５‐５１ 岩槻 048‐798 ‐4760
埼玉　　　 埼玉県川口市栄町２‐６‐４ 川口栄町 048‐254 ‐8350
埼玉　　　 埼玉県熊谷市籠原南２‐１ 熊谷籠原 048‐533 ‐3013
埼玉　　　 埼玉県和光市本町２５‐２１ 和光本町 048‐467 ‐5116
埼玉　　　 埼玉県上尾市大字上野５７‐１３ Ｌ＿上尾上野 048‐782 ‐0660
埼玉　　　 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸字沖野山１０７７‐１ 宮代和戸 0480‐31  ‐1078
埼玉　　　 埼玉県所沢市東所沢和田１‐４２‐７ 東所沢和田一丁目 04‐2946‐1408
埼玉　　　 埼玉県さいたま市南区沼影１‐１０‐１ 武蔵浦和駅前 048‐844 ‐2510
埼玉　　　 埼玉県川口市前上町１‐２１ 川口前上町 048‐265 ‐5794
埼玉　　　 埼玉県深谷市稲荷町３‐３‐２６ 深谷稲荷町 048‐575 ‐5444
埼玉　　　 埼玉県比企郡鳩山町大字熊井１７‐１ Ｌ　鳩山熊井 049‐296 ‐5600
埼玉　　　 埼玉県所沢市城８６５‐３ 所沢城 04‐2944‐1788
埼玉　　　 埼玉県さいたま市緑区大字中尾字駒前１０１３‐１ Ｌ＿浦和中尾 048‐875 ‐1356
埼玉　　　 埼玉県加須市大字柳生２４２０‐２ 北川辺柳生 0280‐62  ‐4828



埼玉　　　 埼玉県桶川市大字下日出谷西２‐１８‐２ 桶川下日出谷 048‐787 ‐3405
埼玉　　　 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀９６５‐１ 宮代須賀 0480‐33  ‐5711
埼玉　　　 埼玉県鶴ヶ島市鶴ケ丘１２‐１ 鶴ケ島鶴ケ丘 049‐287 ‐8740
埼玉　　　 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保１８１５‐１ 岩槻笹久保 048‐798 ‐1646
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１‐１１‐１ 北浦和一丁目 048‐833 ‐1180
埼玉　　　 埼玉県上尾市大字平塚１９４５‐２ Ｌ　上尾平塚 048‐772 ‐1025
埼玉　　　 埼玉県草加市瀬崎４‐１‐５３ 草加瀬崎町 048‐928 ‐1150
埼玉　　　 埼玉県さいたま市岩槻区大字大野島１１‐１ さいたま大野島 048‐799 ‐0595
埼玉　　　 埼玉県鴻巣市本町７‐１‐３ 鴻巣本町七丁目 048‐542 ‐0190
埼玉　　　 埼玉県さいたま市桜区町谷１ー２１‐３ さいたま町谷一丁目 048‐852 ‐6668
埼玉　　　 埼玉県深谷市大字上野台２４００‐１ 深谷上野台東 048‐573 ‐5171
埼玉　　　 埼玉県日高市原宿４４０‐３ 日高原宿東 042‐986 ‐0544
埼玉　　　 埼玉県草加市青柳３‐２９‐２０ 草加青柳三丁目 048‐932 ‐2118
埼玉　　　 埼玉県行田市渡柳２３６‐１ 行田渡柳 048‐564 ‐2005
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区仲町１‐５‐７ 浦和 048‐829 ‐2947
埼玉　　　 埼玉県川口市道合２８５‐１‐４ Ｌ　道合 048‐281 ‐4513
埼玉　　　 埼玉県羽生市大字上新郷５６７３‐１ 羽生上新郷 048‐562 ‐2449
埼玉　　　 埼玉県加須市大字久下字高畑１６０２‐１ 加須久下 0480‐65  ‐6574
埼玉　　　 埼玉県川越市田町１‐２４ Ｌ＿川越市駅前 049‐226 ‐8481
埼玉　　　 埼玉県上尾市東町３‐１９７３‐１ Ｌ＿上尾水上公園 048‐775 ‐8988
埼玉　　　 埼玉県比企郡小川町大塚字下耕地１１４２‐１ Ｌ　小川町駅前 0493‐72  ‐6035
埼玉　　　 埼玉県越谷市北越谷２‐４１‐５ 北越谷二丁目 048‐978 ‐4663
埼玉　　　 埼玉県草加市松原５‐７‐４ Ｌ＿草加松原 048‐942 ‐4060
埼玉　　　 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根１４５９‐１ Ｌ　八潮鶴ヶ曽根 048‐995 ‐0770
埼玉　　　 埼玉県さいたま市南区文蔵３‐２９‐１２ Ｌ＿浦和文蔵三丁目 048‐861 ‐6831
埼玉　　　 埼玉県狭山市狭山台３‐１０‐４ Ｌ　狭山台三丁目 04‐2956‐0500
埼玉　　　 埼玉県川口市東川口３‐８‐１５ 東川口三丁目 048‐294 ‐3445
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区東岸町９‐２０ 浦和東岸町 048‐882 ‐0334
埼玉　　　 埼玉県川越市脇田本町１０‐１０ 川越脇田本町 049‐248 ‐7150
埼玉　　　 埼玉県熊谷市新島字戸井下１０‐１ 熊谷新島 048‐523 ‐2542
埼玉　　　 埼玉県所沢市元町２１‐２６ Ｌ＿所沢元町 04‐2921‐3193
埼玉　　　 埼玉県さいたま市中央区上落合８‐３‐２９ 与野上落合 048‐853 ‐2964
埼玉　　　 埼玉県越谷市南越谷４‐６‐５ 新越谷 048‐987 ‐0348
埼玉　　　 埼玉県川口市西川口１‐２３‐３ 西川口 048‐255 ‐2720
埼玉　　　 埼玉県狭山市新狭山２‐９‐２１ 新狭山駅前 04‐2954‐0546
埼玉　　　 埼玉県蕨市北町１‐１７‐２１ 蕨北町一丁目 048‐431 ‐5292
埼玉　　　 埼玉県川越市菅原町２２‐１ 川越駅前 049‐224 ‐3239
埼玉　　　 埼玉県蕨市北町５‐９ 蕨北町五丁目 048‐431 ‐8550
埼玉　　　 埼玉県川越市小ケ谷８６８‐１ Ｌ　川越小ケ谷 049‐226 ‐0100
埼玉　　　 埼玉県加須市花崎３‐９‐１ 加須花崎三丁目 0480‐67  ‐0105
埼玉　　　 埼玉県川口市元郷１‐３２‐２１ 川口元郷一丁目 048‐222 ‐1863
埼玉　　　 埼玉県吉川市高富１‐１３‐４ 吉川高富一丁目 048‐983 ‐0052
埼玉　　　 埼玉県和光市下新倉５‐１‐５６ Ｌ＿和光下新倉 048‐464 ‐6348
埼玉　　　 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬字姥石川端１０７４‐４ 神川渡瀬 0274‐52  ‐2093
埼玉　　　 埼玉県戸田市氷川町２‐１‐２７ 戸田氷川町二丁目 048‐447 ‐5252
埼玉　　　 埼玉県桶川市神明１‐４‐６ Ｌ＿桶川神明一丁目 048‐776 ‐2540
埼玉　　　 埼玉県上尾市浅間台３‐２‐４ Ｌ＿上尾浅間台三丁目 048‐772 ‐3704
埼玉　　　 埼玉県所沢市花園２‐２３５１‐１ Ｌ　所沢花園二丁目 04‐2943‐9480
埼玉　　　 埼玉県久喜市久喜北１‐１２‐１０ 久喜北一丁目 0480‐21  ‐2918
埼玉　　　 埼玉県川越市脇田本町１５‐２１ 川越駅西口 049‐244 ‐0071
埼玉　　　 埼玉県春日部市南４‐５‐２ 春日部南四丁目 048‐738 ‐1155
埼玉　　　 埼玉県さいたま市見沼区大字山１３４‐６ Ｌ＿大宮山 048‐688 ‐8656
埼玉　　　 埼玉県熊谷市銀座４‐１０‐１６ Ｌ＿熊谷銀座四丁目 048‐529 ‐1177
埼玉　　　 埼玉県草加市青柳７‐２６‐５ 草加青柳七丁目 048‐933 ‐1330
埼玉　　　 埼玉県さいたま市中央区新都心１０番地 さいたま新都心けやき広場 048‐601 ‐3522
埼玉　　　 埼玉県久喜市河原井町１９ 久喜菖蒲工業団地 0480‐24  ‐3371
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区常盤９‐２０‐８ 北浦和 048‐834 ‐2797
埼玉　　　 埼玉県南埼玉郡白岡町大字千駄野字下沼１１４３‐１ 白岡千駄野 0480‐93  ‐8969
埼玉　　　 埼玉県朝霞市西原２‐１１‐１４ Ｌ　朝霞西原二丁目 048‐473 ‐0163
埼玉　　　 埼玉県草加市高砂２‐２１‐１８ 草加高砂二丁目 048‐922 ‐6980
埼玉　　　 埼玉県春日部市緑町４‐１２‐１６ 春日部緑町四丁目 048‐735 ‐6839
埼玉　　　 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町１１‐１５ 鶴ヶ島三ツ木 049‐272 ‐5880
埼玉　　　 埼玉県草加市谷塚町８２８‐６ 草加谷塚町 048‐929 ‐5562
埼玉　　　 埼玉県加須市大字大室８４‐１ 加須大室 0480‐66  ‐1500
埼玉　　　 埼玉県春日部市大字大枝字井堀外２３２‐１８ 武里団地 048‐733 ‐6607
埼玉　　　 埼玉県三郷市戸ケ崎５‐１ Ｌ　三郷戸ヶ崎五丁目 048‐955 ‐4678
埼玉　　　 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３５６３‐１ 滑川羽尾 0493‐24  ‐3772
埼玉　　　 埼玉県川口市栄町１‐４‐２１ 川口栄町一丁目 048‐253 ‐8127
埼玉　　　 埼玉県八潮市八潮５‐５‐７ 八潮大原 048‐999 ‐7702
埼玉　　　 埼玉県川越市木野目１５５８‐１ 川越木野目 049‐235 ‐6009
埼玉　　　 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸４０３４‐１ 松伏金杉 048‐992 ‐5661
埼玉　　　 埼玉県深谷市東方町３‐３６‐２２ 深谷東方町三丁目 048‐575 ‐3799
埼玉　　　 埼玉県比企郡滑川町大字土塩６１７‐１ 滑川土塩 0493‐56  ‐6630
埼玉　　　 埼玉県川越市石原町１‐４７‐１ 川越石原町一丁目 049‐226 ‐6886
埼玉　　　 埼玉県春日部市不動院野４９６‐１ 春日部不動院野 048‐752 ‐7568
埼玉　　　 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町２‐１‐５ 圏央道鶴ヶ島インター前 049‐287 ‐7771
埼玉　　　 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町６２７ Ｌ＿さいたま堀崎町 048‐688 ‐6279



埼玉　　　 埼玉県狭山市下奥富１４３５ 狭山下奥富 04‐2955‐7002
埼玉　　　 埼玉県熊谷市玉井字稲荷木上１６９２‐１ 熊谷玉井 048‐533 ‐3788
埼玉　　　 埼玉県蓮田市閏戸２８２１ Ｌ　蓮田閏戸 048‐766 ‐5033
埼玉　　　 埼玉県川口市赤井４‐３１‐１４ 川口赤井四丁目 048‐284 ‐3018
埼玉　　　 埼玉県三郷市鷹野２‐３０３‐１ 三郷鷹野二丁目 048‐948 ‐0530
埼玉　　　 埼玉県春日部市藤塚２６２４‐１ 春日部藤塚 048‐733 ‐8737
埼玉　　　 埼玉県狭山市青柳９２４‐４ 狭山青柳 04‐2900‐2787
埼玉　　　 埼玉県深谷市萱場３１１‐６ Ｌ　深谷萱場 048‐575 ‐1152
埼玉　　　 埼玉県川口市伊刈中通１９４‐１１ 川口伊刈 048‐267 ‐6155
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区岸町４‐２６‐１コスタタワー１１１区画 Ｌ＿さいたま岸町四丁目 048‐825 ‐8668
埼玉　　　 埼玉県羽生市須影２４ 羽生須影 048‐562 ‐7001
埼玉　　　 埼玉県所沢市下新井９８９‐１ 所沢下新井 04‐2998‐5118
埼玉　　　 埼玉県東松山市大字新郷１８０‐２ 東松山工業団地前 0493‐24  ‐8877
埼玉　　　 埼玉県行田市佐間１‐２４５４‐１ 行田佐間一丁目 048‐554 ‐5507
埼玉　　　 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８６７ 菖蒲三箇 0480‐85  ‐4466
埼玉　　　 埼玉県上尾市春日２‐９‐３ 上尾春日二丁目 048‐774 ‐8750
埼玉　　　 埼玉県春日部市永沼字道中１１００‐１ 春日部永沼 048‐747 ‐1371
埼玉　　　 埼玉県入間郡毛呂山町大字旭台１‐５ 毛呂山旭台 049‐294 ‐7704
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１‐８‐４ 与野駅西口 048‐822 ‐1368
埼玉　　　 埼玉県八潮市中央３‐３０‐１ 八潮中央三丁目 048‐994 ‐6968
埼玉　　　 埼玉県熊谷市広瀬２６６‐１ 熊谷カジュアルタウン 048‐526 ‐4173
埼玉　　　 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西９６２‐１ Ｌ　三芳藤久保 049‐259 ‐6372
埼玉　　　 埼玉県さいたま市岩槻区末田２１３４ 岩槻末田 048‐797 ‐0283
埼玉　　　 埼玉県入間郡三芳町北永井字坂下６７‐７ 三芳北永井 049‐258 ‐2336
埼玉　　　 埼玉県川口市領家３‐１‐５ 川口領家三丁目 048‐225 ‐3868
埼玉　　　 埼玉県飯能市大字双柳字橋場３５３‐６ Ｌ　飯能福祉センター前 042‐971 ‐4336
埼玉　　　 埼玉県朝霞市膝折町４‐２２‐４９ 朝霞膝折町四丁目 048‐469 ‐7287
埼玉　　　 埼玉県志木市柏町５‐１２‐１８ 志木柏町 048‐487 ‐3159
埼玉　　　 埼玉県坂戸市石井１９１１‐５ 坂戸石井 049‐284 ‐9072
埼玉　　　 埼玉県所沢市北中２‐２９１‐３ 所沢北中二丁目 04‐2939‐9050
埼玉　　　 埼玉県坂戸市上吉田２３１‐１ 坂戸上吉田 049‐280 ‐2255
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区高砂３‐７‐１ さいたま高砂 048‐832 ‐6999
埼玉　　　 埼玉県さいたま市北区吉野町２‐２４３‐１５ さいたま吉野町二丁目 048‐654 ‐3130
埼玉　　　 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井字山下９８１‐１ 鳩山泉井 049‐296 ‐6650
埼玉　　　 埼玉県日高市大字田波目１４６‐１ 日高田波目 042‐986 ‐0959
埼玉　　　 埼玉県春日部市栄町２‐２４３ 春日部栄町二丁目 048‐763 ‐6008
埼玉　　　 埼玉県幸手市大字下吉羽字坊合１４３３‐１ 幸手下吉羽 0480‐48  ‐2170
埼玉　　　 埼玉県狭山市大字北入曽字下原９４‐１ Ｌ　狭山北入曽 04‐2958‐9990
埼玉　　　 埼玉県鶴ヶ島市上広谷７１９‐１ 鶴ヶ島上広谷 049‐279 ‐5119
埼玉　　　 埼玉県深谷市上野台３１８０‐３ 深谷上野台 048‐574 ‐9376
埼玉　　　 埼玉県鶴ケ島市大字下新田字水堀２３１‐１ Ｌ　鶴ヶ島下新田 049‐271 ‐7401
埼玉　　　 埼玉県桶川市大字川田谷６０８７‐１ 桶川川田谷 048‐787 ‐8600
埼玉　　　 埼玉県比企郡川島町戸守３８３‐１ 川島町戸守 049‐291 ‐0650
埼玉　　　 埼玉県比企郡滑川町月の輪７丁目２９番地１ 滑川町月輪 0493‐62  ‐3994
埼玉　　　 埼玉県蕨市塚越６‐３０‐６ Ｌ＿蕨塚越六丁目 048‐441 ‐6663
埼玉　　　 埼玉県さいたま市西区指扇２６４５‐１ さいたま指扇 048‐626 ‐1481
埼玉　　　 埼玉県久喜市大字北青柳字新道下１３２９‐１ 久喜北青柳 0480‐24  ‐3955
埼玉　　　 埼玉県三郷市早稲田２‐２‐５ 三郷早稲田二丁目 048‐957 ‐5161
埼玉　　　 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷字北権現６３４‐１ 鶴ヶ島藤中学校前 049‐271 ‐1491
埼玉　　　 埼玉県吉川市栄町７２９ 吉川栄町 048‐981 ‐8787
埼玉　　　 埼玉県狭山市大字加佐志字高峰１３７‐１ 狭山加佐志 04‐2959‐0201
埼玉　　　 埼玉県川越市大字鴨田１３４１ 川越鴨田 049‐226 ‐1100
埼玉　　　 埼玉県熊谷市上之字大天魄６７６‐１ 熊谷バイパス 048‐525 ‐0780
埼玉　　　 埼玉県比企郡小川町ひばり台１‐１‐８ 小川町ひばりが丘一丁目 0493‐72  ‐8322
埼玉　　　 埼玉県川越市大字下広谷字在家４３３‐７ 川越下広谷 049‐234 ‐2330
埼玉　　　 埼玉県春日部市金崎５４８‐１ 庄和金崎 048‐747 ‐2233
埼玉　　　 埼玉県川越市脇田本町１‐７ 川越駅前西 049‐247 ‐1221
埼玉　　　 埼玉県所沢市三ヶ島３‐１４２５‐４ 所沢三ヶ島三丁目 04‐2949‐8571
埼玉　　　 埼玉県吉川市上笹塚３‐７９‐１ 吉川上笹塚三丁目 048‐981 ‐7890
埼玉　　　 埼玉県鶴ケ島市大字脚折１‐１ 鶴ヶ島脚折 049‐287 ‐9331
埼玉　　　 埼玉県さいたま市北区宮原町１‐４６１ さいたま宮原町一丁目 048‐651 ‐8564
埼玉　　　 埼玉県さいたま市見沼区春岡３‐３５‐２ さいたま深作 048‐688 ‐9799
埼玉　　　 埼玉県鶴ケ島市大字高倉字三角原１２４１‐９ 鶴ヶ島高倉天神 049‐287 ‐3251
埼玉　　　 埼玉県所沢市大字下富字駿河台４７５‐１ 所沢下富駿河台 04‐2943‐5080
埼玉　　　 埼玉県狭山市大字堀兼１３５５ 狭山茶つみ通り 04‐2959‐8132
埼玉　　　 埼玉県南埼玉郡白岡町大字寺塚字砂場１７９‐６ 白岡寺塚 0480‐93  ‐0389
埼玉　　　 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形１００‐１ Ｌ＿寄居町鉢形 048‐586 ‐0321
埼玉　　　 埼玉県越谷市長島１０７‐１ 越谷長島 048‐965 ‐2500
埼玉　　　 埼玉県幸手市中４‐１７‐２９ 幸手中四丁目 0480‐43  ‐0024
埼玉　　　 埼玉県さいたま市見沼区深作　　１‐１０‐９ さいたま１６号深作 048‐687 ‐5566
埼玉　　　 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２‐１‐２ Ｌ　滑川森林公園駅前 0493‐56  ‐3629
埼玉　　　 埼玉県川口市戸塚２‐２２‐２７ 川口戸塚二丁目 048‐296 ‐7859
埼玉　　　 埼玉県さいたま市南区大谷口８５４‐１ さいたま大谷口 048‐881 ‐0866
埼玉　　　 埼玉県熊谷市小江川字板井前２１４８‐１ 江南町板井東 048‐536 ‐5433
埼玉　　　 埼玉県東松山市若松町１‐１２‐３１ 東松山若松町一丁目 0493‐22  ‐3516
埼玉　　　 埼玉県入間郡毛呂山町中央２‐３０‐１２ 毛呂山長瀬 049‐294 ‐2298
埼玉　　　 埼玉県吉川市旭６‐１０ 東埼玉テクノポリス 048‐991 ‐6668



埼玉　　　 埼玉県北足立郡伊奈町羽貫字寺下３７５‐１ 伊奈学園前 048‐727 ‐1212
埼玉　　　 埼玉県吉川市関３６３‐１ Ｌ　吉川きよみ野 048‐981 ‐9631
埼玉　　　 埼玉県和光市本町９‐１ 和光本町通 048‐461 ‐3523
埼玉　　　 埼玉県川越市大字下松原４８１‐２ 川越下松原 049‐247 ‐5785
埼玉　　　 埼玉県新座市新座２‐１８‐３１ 志木ニュータウン 048‐482 ‐0930
埼玉　　　 埼玉県入間市宮寺２６６４番６ 入間宮寺 04‐2934‐6448
埼玉　　　 埼玉県行田市大字白川戸字高畑７０４‐１ 行田１２５号バイパス 048‐552 ‐0131
埼玉　　　 埼玉県草加市柳島町字道通６８６ 草加柳島町 048‐929 ‐4313
埼玉　　　 埼玉県大里郡寄居町用土８１０‐２ 寄居仙元前 048‐584 ‐6365
埼玉　　　 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三田３６８２‐１ 上里七本木 0495‐33  ‐9222
埼玉　　　 埼玉県熊谷市佐谷田１７００‐１ 熊谷佐谷田 048‐522 ‐0118
埼玉　　　 埼玉県越谷市増林５８２３‐１ 越谷増林 048‐965 ‐2780
埼玉　　　 埼玉県戸田市南町２‐２４ 戸田南町 048‐431 ‐3500
埼玉　　　 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０２２５‐１ 日本薬科大学 048‐723 ‐3050
埼玉　　　 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１３４０‐１ 松伏上赤岩 048‐991 ‐0033
埼玉　　　 埼玉県越谷市大成町３‐８１‐１ 越谷大成町三丁目 048‐987 ‐8080
埼玉　　　 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻１‐１‐６ 東岩槻駅北口 048‐794 ‐6319
埼玉　　　 埼玉県鴻巣市吹上本町２‐１‐１２ Ｌ　鴻巣吹上本町二丁目 048‐548 ‐5337
埼玉　　　 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏字河原町３２７６‐１ 松伏町松伏 048‐993 ‐1222
埼玉　　　 埼玉県日高市大字山根字稲荷山１３９７‐１ 埼玉医大国際医療センター 042‐985 ‐5493
埼玉　　　 埼玉県富士見市大字勝瀬９１３‐２ 富士見勝瀬 049‐269 ‐5234
埼玉　　　 埼玉県所沢市大字下安松１５７４‐１０ Ｌ　所沢下安松 04‐2951‐5103
埼玉　　　 埼玉県深谷市荒川字天神２２９ 花園インター 048‐584 ‐6048
埼玉　　　 埼玉県狭山市南入曽１０１８‐２ Ｌ　狭山南入曽 04‐2956‐3763
埼玉　　　 埼玉県入間市大字新光４６３‐１０ 入間新光 04‐2932‐0011
埼玉　　　 埼玉県深谷市深谷町１２６９ 深谷市役所西通り 048‐571 ‐0101
埼玉　　　 埼玉県草加市新栄町８６‐１ 草加新栄町 048‐943 ‐7777
埼玉　　　 埼玉県所沢市大字松郷２５２‐２ 所沢松郷 04‐2944‐3910
埼玉　　　 埼玉県上尾市原新町５‐２１ 北上尾 048‐775 ‐5242
埼玉　　　 埼玉県上尾市須ケ谷３‐７１ 上尾須ヶ谷三丁目 048‐772 ‐9242
埼玉　　　 埼玉県東松山市松本町２‐４５１‐３ 東松山松本町二丁目 0493‐22  ‐3886
埼玉　　　 埼玉県上尾市大字瓦葺字大島５４５‐１ Ｌ＿上尾瓦葺 048‐723 ‐9988
埼玉　　　 埼玉県本庄市児玉町吉田林３９７‐１ 本庄児玉吉田林 0495‐72  ‐6381
埼玉　　　 埼玉県本庄市小島南１‐１１ 本庄小島南一丁目 0495‐24  ‐6639
埼玉　　　 埼玉県さいたま市中央区新都心３‐２‐２Ｆ ラフレさいたま 048‐601 ‐1616
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区東仲町２５‐２８ロイヤルビル１Ｆ 浦和東仲町 048‐886 ‐9500
埼玉　　　 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上４１７‐２ 杉戸本郷 0480‐32  ‐6386
埼玉　　　 埼玉県さいたま市南区白幡５‐１９‐１９　マーレＡ館２Ｆ マーレ武蔵浦和 048‐837 ‐5804
埼玉　　　 埼玉県上尾市栄町４‐３０ Ｌ＿上尾栄町南 048‐772 ‐5579
埼玉　　　 埼玉県さいたま市南区文蔵１‐８‐８ Ｈ文蔵 048‐865 ‐4886
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎６‐２３‐５ Ｌ＿さいたま上木崎 048‐822 ‐0256
埼玉　　　 埼玉県熊谷市筑波２‐１０２‐１ 熊谷駅北口 048‐525 ‐8418
埼玉　　　 埼玉県秩父市上町３‐５‐１２ 秩父上町三丁目 0494‐25  ‐2564
埼玉　　　 埼玉県川口市青木５‐１４‐２７ 川口青木五丁目 048‐257 ‐5282
埼玉　　　 埼玉県深谷市上柴町西３‐８‐１ Ｌ　深谷上柴町西三丁目 048‐574 ‐4070
埼玉　　　 埼玉県さいたま市浦和区高砂１‐１６０‐１ 浦和高砂一丁目 048‐822 ‐2632
埼玉　　　 埼玉県春日部市豊町３‐１‐７ 春日部豊町三丁目 048‐731 ‐7303
埼玉　　　 埼玉県春日部市中央３‐６４７９‐１ 春日部中央三丁目 048‐752 ‐3330
埼玉　　　 埼玉県戸田市新曽２１８８‐２ Ｌ　北戸田駅東口 048‐446 ‐8007
埼玉　　　 埼玉県川口市芝宮根町７‐６ 川口芝宮根 048‐268 ‐5980
埼玉　　　 埼玉県本庄市駅南２‐２３‐２０ Ｌ　本庄駅南二丁目 0495‐23  ‐2000
埼玉　　　 埼玉県狭山市富士見２‐７‐２４ Ｌ＿狭山富士見二丁目 04‐2958‐9220
埼玉　　　 埼玉県鳩ケ谷市南１‐３‐２ 鳩ケ谷南一丁目 048‐281 ‐9688
埼玉　　　 埼玉県所沢市けやき台１‐２４‐１ Ｌ　所沢けやき台一丁目 04‐2926‐9789
埼玉　　　 埼玉県羽生市中央４‐４‐３１ 羽生中央四丁目 048‐562 ‐3012
埼玉　　　 埼玉県川口市西川口４‐２３６ Ｌ＿西川口四丁目 048‐257 ‐5333
埼玉　　　 埼玉県川越市笠幡３７１７‐１ Ｌ　川越笠幡上野前 049‐231 ‐3427
埼玉　　　 埼玉県草加市新善町３００‐５ 草加新善町 048‐943 ‐5334
埼玉　　　 埼玉県上尾市上町２‐１０４‐１ Ｌ＿上尾上町二丁目 048‐772 ‐1404
埼玉　　　 埼玉県行田市桜町３‐９‐２７ 行田桜町三丁目 048‐553 ‐6339
埼玉　　　 埼玉県戸田市新曽２１６６ Ｌ＿北戸田駅西口 048‐445 ‐8955
埼玉　　　 埼玉県朝霞市膝折町１‐１４‐１６ Ｌ＿朝霞膝折町一丁目 048‐466 ‐1212
埼玉　　　 埼玉県戸田市大字新曽字小玉７‐１ Ｌ＿戸田新曽小玉 048‐444 ‐3231
埼玉　　　 埼玉県春日部市西金野井５３９‐４ Ｌ　春日部西金野井 048‐746 ‐8711
埼玉　　　 埼玉県川口市川口６‐５‐２２ Ｌ　川口六丁目 048‐256 ‐1836
埼玉　　　 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１‐５００‐１ Ｌ　さいたま大和田一丁目 048‐686 ‐2206
埼玉　　　 埼玉県入間郡三芳町竹間沢４３‐８ Ｌ　三芳竹間沢 049‐259 ‐3553
埼玉　　　 埼玉県南埼玉郡白岡町西４‐１１‐１ 白岡西四丁目 0480‐91  ‐1077
埼玉　　　 埼玉県草加市谷塚仲町４５９番１ 草加谷塚仲町 048‐927 ‐3220
埼玉　　　 埼玉県上尾市大字原市３１３４番地１ Ｌ＿上尾原市 048‐722 ‐7800
埼玉　　　 埼玉県川口市青木３‐４‐２５ 川口青木三丁目 048‐255 ‐2572
埼玉　　　 埼玉県春日部市大沼５‐４８ 春日部大沼五丁目 048‐733 ‐9527
埼玉　　　 埼玉県越谷市下間久里仲田５３１‐１ Ｌ＿越谷下間久里仲田 048‐978 ‐8255
埼玉　　　 埼玉県川口市柳崎１‐１９‐１０ 川口柳崎一丁目 00‐0‐0
埼玉　　　 埼玉県越谷市七左町２‐３７０‐１ Ｌ＿越谷七左町 048‐967 ‐0633
埼玉　　　 埼玉県坂戸市日の出町１‐１ Ｌ＿坂戸駅北口 049‐280 ‐0565
千葉　　　 千葉県柏市大津ケ丘３‐７‐１ Ｌ＿柏大津ヶ丘三丁目 04‐7193‐3036



千葉　　　 千葉県市原市五井中央東２‐３‐１ 市原五井駅東口 0436‐22  ‐4030
千葉　　　 千葉県山武郡横芝光町横芝１０３５‐１ 横芝町 0479‐82  ‐4280
千葉　　　 千葉県香取郡多古町十余三字澤寄３７１‐１ 多古十余三 0479‐75  ‐2550
千葉　　　 千葉県市原市五所１７２２‐８ 市原五所 0436‐43  ‐3567
千葉　　　 千葉県船橋市大穴南２‐１‐１ 船橋大穴南 047‐464 ‐2252
千葉　　　 千葉県船橋市高根台６‐２７‐２ 高根台 047‐463 ‐6172
千葉　　　 千葉県船橋市前原西２‐３０‐５ 津田沼北 047‐474 ‐9737
千葉　　　 千葉県柏市泉町１１‐１１ Ｌ＿柏泉町 04‐7164‐8791
千葉　　　 千葉県柏市柏７‐１０‐１ 柏七丁目 04‐7166‐7465
千葉　　　 千葉県流山市松ケ丘１‐４５５‐８ 南柏 04‐7143‐9775
千葉　　　 千葉県我孫子市岡発戸６１１ 我孫子岡発戸 04‐7182‐4567
千葉　　　 千葉県千葉市美浜区高洲１‐１２‐１０ 高洲 043‐247 ‐2479
千葉　　　 千葉県船橋市二宮１‐５３‐３ 船橋二宮 047‐464 ‐4777
千葉　　　 千葉県松戸市西馬橋幸町７９ 西馬橋幸町 047‐342 ‐1697
千葉　　　 千葉県市川市妙典３‐１３‐２２ 市川妙典 047‐357 ‐2103
千葉　　　 千葉県船橋市湊町２‐６‐３１ 船橋湊町 047‐433 ‐6912
千葉　　　 千葉県八千代市勝田台１‐１３‐６ 八千代勝田台 047‐486 ‐1455
千葉　　　 千葉県市川市行徳駅前３‐１６‐１１ 行徳駅前三丁目 047‐398 ‐2714
千葉　　　 千葉県佐倉市本町４５ 佐倉本町 043‐485 ‐0254
千葉　　　 千葉県鴨川市八色８５７‐２ 鴨川大日 04‐7093‐2324
千葉　　　 千葉県木更津市新宿９７０ 木更津新宿 0438‐25  ‐6652
千葉　　　 千葉県流山市向小金４‐２１ 流山向小金四丁目 04‐7173‐2396
千葉　　　 千葉県千葉市中央区都町９６３‐１ Ｌ　千葉都町 043‐233 ‐2640
千葉　　　 千葉県香取郡東庄町笹川い４６８６‐７ 東庄笹川 0478‐86  ‐4530
千葉　　　 千葉県松戸市紙敷７４５ 松戸紙敷 047‐391 ‐0565
千葉　　　 千葉県佐倉市ユーカリが丘６‐３‐１３ 佐倉ユーカリが丘六丁目 043‐487 ‐9341
千葉　　　 千葉県富里市七栄字獅子穴６４９‐６３１ 富里獅子穴 0476‐92  ‐3558
千葉　　　 千葉県浦安市明海４‐２‐３ 浦安明海 047‐382 ‐0031
千葉　　　 千葉県流山市鰭ケ崎４‐９ Ｌ＿流山鰭ケ崎 04‐7159‐9399
千葉　　　 千葉県柏市常盤台２５‐７ 柏常盤台 04‐7166‐1680
千葉　　　 千葉県松戸市六実４‐８‐６ Ｌ＿松戸六実駅前 047‐385 ‐3088
千葉　　　 千葉県浦安市美浜１‐８‐２ オリエンタルホテル東京ベイ 047‐381 ‐5200
千葉　　　 千葉県習志野市実籾４‐３‐７ 習志野実籾 047‐477 ‐3963
千葉　　　 千葉県習志野市谷津４‐６‐３１ Ｌ＿習志野谷津 047‐453 ‐4004
千葉　　　 千葉県袖ケ浦市神納２‐４‐２７ 袖ケ浦神納 0438‐62  ‐4435
千葉　　　 千葉県船橋市駿河台２‐５‐１０ 宮本 047‐424 ‐3668
千葉　　　 千葉県船橋市本郷町４５５‐１ 西船本郷 047‐335 ‐0705
千葉　　　 千葉県千葉市花見川区検見川町３‐３１４‐１０ Ｌ＿検見川 043‐271 ‐2251
千葉　　　 千葉県柏市しいの木台４‐１‐７ 柏しいの木台 047‐389 ‐5456
千葉　　　 千葉県八千代市ゆりのき台３‐１‐１ 八千代中央駅前 047‐483 ‐2183
千葉　　　 千葉県松戸市高塚新田１３８‐３５７ 松戸高塚新田 047‐391 ‐7030
千葉　　　 千葉県松戸市古ヶ崎４‐３５２１ 松戸古ヶ崎四丁目 047‐308 ‐2200
千葉　　　 千葉県松戸市松戸新田１１６‐１０ 松戸新田 047‐363 ‐8919
千葉　　　 千葉県銚子市南小川町７６０ 銚子南小川町 0479‐25  ‐9315
千葉　　　 千葉県成田市三里塚御料牧場１‐１ 成田空港 0476‐32  ‐6815
千葉　　　 千葉県香取市与倉８７２‐４ 佐原与倉 0478‐58  ‐5010
千葉　　　 千葉県君津市法木作１‐３‐１ 君津法木作 0439‐54  ‐3551
千葉　　　 千葉県千葉市美浜区幸町２‐２‐１ 千葉幸町二丁目 043‐244 ‐1137
千葉　　　 千葉県市原市姉崎５２７‐５ 姉ケ崎駅前 0436‐61  ‐0118
千葉　　　 千葉県松戸市新松戸北１‐１６‐９ 新松戸北一丁目 047‐344 ‐1146
千葉　　　 千葉県千葉市緑区おゆみ野３‐２６‐１ Ｌ　千葉鎌取 043‐293 ‐1061
千葉　　　 千葉県浦安市猫実４‐６‐３９ 浦安猫実四丁目 047‐351 ‐4467
千葉　　　 千葉県松戸市五香南２‐１７‐８ 松戸元山駅前 047‐383 ‐3070
千葉　　　 千葉県浦安市猫実５‐１‐３８ 浦安猫実五丁目 047‐354 ‐9288
千葉　　　 千葉県旭市二６５４８ 旭ひがた 0479‐63  ‐4112
千葉　　　 千葉県市原市白金町３‐８ Ｌ＿市原白金町 0436‐22  ‐9088
千葉　　　 千葉県市川市市川３‐２６‐１３‐１０１ 国府台駅前 047‐324 ‐6213
千葉　　　 千葉県松戸市新松戸３‐４１３ 新松戸 047‐345 ‐4464
千葉　　　 千葉県市川市欠真間１‐１０‐１５ ＬＰ＿欠真間 047‐356 ‐1611
千葉　　　 千葉県船橋市前原西２‐２２‐１５ 津田沼東 047‐474 ‐9738
千葉　　　 千葉県浦安市当代島３‐３‐１ ＬＰ＿浦安 047‐354 ‐7800
千葉　　　 千葉県松戸市松戸１１１６‐２ 松戸 047‐368 ‐6147
千葉　　　 千葉県山武市津辺２４７‐３ 成東津辺 0475‐82  ‐1099
千葉　　　 千葉県銚子市清川町２‐６‐８ 銚子清川町 0479‐25  ‐3353
千葉　　　 千葉県佐倉市南ユーカリが丘１４‐４ 佐倉南ユーカリが丘 043‐488 ‐2622
千葉　　　 千葉県船橋市習志野台１‐２１‐１３ Ｌ＿北習志野駅前通り 047‐469 ‐2019
千葉　　　 千葉県銚子市本城町３‐４７‐８ 銚子本城町 0479‐22  ‐6667
千葉　　　 千葉県佐倉市田町字埜地２２６‐１ 佐倉田町 043‐483 ‐3955
千葉　　　 千葉県千葉市花見川区幕張本郷２‐６‐１６ 幕張本郷二丁目 043‐273 ‐2222
千葉　　　 千葉県柏市増尾１‐１‐５ 柏増尾駅前 04‐7171‐3900
千葉　　　 千葉県千葉市若葉区西都賀５‐２７‐３ 若葉西都賀 043‐255 ‐3522
千葉　　　 千葉県松戸市栗ヶ沢７８４‐１３ 松戸栗ヶ沢 047‐384 ‐5554
千葉　　　 千葉県山武郡芝山町岩山字下宿１７０２‐６ 空南工業団地前 0479‐78  ‐0744
千葉　　　 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２‐３４‐１ 千葉小金沢 043‐300 ‐1771
千葉　　　 千葉県君津市南子安９‐１４‐１ Ｌ＿君津八重原 0439‐52  ‐3493
千葉　　　 千葉県君津市郡２‐１２‐８ 君津郡 0439‐54  ‐6726
千葉　　　 千葉県流山市駒木台３８０‐１ 柏の葉公園 04‐7154‐7863



千葉　　　 千葉県柏市藤心９６７‐２ 柏藤心 04‐7172‐0341
千葉　　　 千葉県千葉市緑区あすみが丘８‐１３‐２９ Ｌ　千葉あすみが丘八丁目 043‐295 ‐8328
千葉　　　 千葉県市原市海士有木字塔之下８０７‐１ 市原海士有木 0436‐37  ‐8039
千葉　　　 千葉県千葉市中央区南町２‐１９‐２０ 千葉南町二丁目 043‐265 ‐5304
千葉　　　 千葉県市原市岩崎区画整理事業５街区３号 市原岩崎 0436‐24  ‐8328
千葉　　　 千葉県習志野市袖ケ浦５‐７‐８ 習志野袖ヶ浦五丁目 047‐454 ‐6930
千葉　　　 千葉県船橋市浜町２‐３‐３１‐１０１ Ｌ＿船橋浜町二丁目 047‐410 ‐0255
千葉　　　 千葉県野田市平井２３１‐２ 野田平井 04‐7120‐6646
千葉　　　 千葉県船橋市西船２‐２８‐１３ Ｌ＿船橋西船二丁目 047‐433 ‐4330
千葉　　　 千葉県野田市岩名字香取前１１２６‐６ 野田岩名香取 04‐7121‐1233
千葉　　　 千葉県流山市流山八丁目１０４３ 流山八丁目 04‐7150‐2533
千葉　　　 千葉県木更津市太田４‐１４‐２ 木更津太田四丁目 0438‐25  ‐3963
千葉　　　 千葉県鴨川市東町９２９ 亀田総合病院 0470‐99  ‐1301
千葉　　　 千葉県柏市大井１９０１‐１ Ｌ＿柏大井 04‐7193‐2201
千葉　　　 千葉県松戸市栄町１‐２１‐１ ＬＰ＿松戸栄町一丁目 047‐361 ‐5863
千葉　　　 千葉県八千代市緑が丘１‐１‐１公園都市プラザ１階 八千代緑が丘一丁目 047‐459 ‐9677
千葉　　　 千葉県東金市日吉台４‐６４８‐４ 東金レイクサイドヒル 0475‐55  ‐1918
千葉　　　 千葉県鎌ケ谷市東道野辺３‐１‐２８ 東道野辺三丁目 047‐443 ‐1951
千葉　　　 千葉県流山市芝崎１０１‐７ 流山芝崎 04‐7150‐7503
千葉　　　 千葉県市原市畑木字境町１０５‐１ 市原畑木 0436‐61  ‐3917
千葉　　　 千葉県千葉市緑区あすみが丘８‐２‐１ 千葉あすみが丘 043‐205 ‐5534
千葉　　　 千葉県千葉市稲毛区稲毛町５‐１９４‐１ Ｌ　千葉稲毛町 043‐273 ‐6811
千葉　　　 千葉県習志野市谷津４‐８―５０ 習志野谷津ソフトタウン前 047‐451 ‐8028
千葉　　　 千葉県印西市鎌苅１７１５ 千葉北総病院 0476‐99  ‐2410
千葉　　　 千葉県香取郡多古町多古１５８１‐１ 多古南 0479‐76  ‐4811
千葉　　　 千葉県柏市箕輪新田字久保下８９‐２ 柏箕輪新田 04‐7193‐4163
千葉　　　 千葉県船橋市東船橋２‐３‐３ 東船橋二丁目 047‐423 ‐5011
千葉　　　 千葉県野田市山崎８９‐１ 野田山崎 04‐7121‐5341
千葉　　　 千葉県成田市花崎町９０６番 アパホテル京成成田駅前 0476‐24  ‐0344
千葉　　　 千葉県木更津市祇園２‐２７‐６ 木更津祇園二丁目 0438‐98  ‐1030
千葉　　　 千葉県柏市南柏中央１‐１ 南柏駅東口 04‐7171‐3963
千葉　　　 千葉県佐倉市鏑木町１‐３‐１２ 佐倉鏑木一丁目 043‐486 ‐5641
千葉　　　 千葉県市川市大野町３‐２０５８ 市川大野町三丁目 047‐303 ‐1804
千葉　　　 千葉県旭市後草２３４７‐４ 海上後草 0479‐55  ‐3321
千葉　　　 千葉県八街市八街い９４‐５０ 八街松ヶ丘 043‐440 ‐1561
千葉　　　 千葉県佐倉市神門字宿向３７７ 佐倉神門 043‐498 ‐2216
千葉　　　 千葉県千葉市中央区春日１‐２‐１２ 千葉春日一丁目 043‐247 ‐9925
千葉　　　 千葉県市原市古市場１３７‐１ 市原古市場 0436‐43  ‐1863
千葉　　　 千葉県船橋市芝山２‐１‐５ Ｌ＿船橋芝山 047‐468 ‐4139
千葉　　　 千葉県八街市八街に２９‐３０ 八街東 043‐442 ‐7744
千葉　　　 千葉県柏市旭町１‐５‐１２ 柏駅南口 04‐7140‐0081
千葉　　　 千葉県佐倉市井野字外山９４３‐１ 佐倉外山 043‐489 ‐6688
千葉　　　 千葉県佐倉市宮ノ台１‐２‐２ Ｌ＿佐倉宮ノ台一丁目 043‐463 ‐2805
千葉　　　 千葉県市原市北国分寺台２‐９‐２２ 市原北国分寺台 0436‐42  ‐8048
千葉　　　 千葉県市原市五井中央西２‐２‐１ 五井駅西口 0436‐22  ‐6033
千葉　　　 千葉県茂原市東部台２丁目１０番地の１１ 茂原東部台 0475‐26  ‐5090
千葉　　　 千葉県船橋市飯山満町３‐１５１３‐５ 船橋飯山満町三丁目 047‐456 ‐4139
千葉　　　 千葉県千葉市中央区末広５‐５‐７ Ｌ＿千葉末広五丁目 043‐265 ‐0101
千葉　　　 千葉県市原市千種１‐２‐１ 市原千種一丁目 0436‐24  ‐1463
千葉　　　 千葉県浦安市舞浜１‐１ 舞浜ＢｆＳ 047‐305 ‐5454
千葉　　　 千葉県野田市木野崎字三角原１６４７‐１ 野田木野崎 04‐7138‐1969
千葉　　　 千葉県船橋市大穴北３‐５６‐１０ 船橋大穴北 047‐457 ‐5701
千葉　　　 千葉県館山市北条２２９２‐２ 館山北条海岸 0470‐24  ‐4163
千葉　　　 千葉県千葉市中央区祐光１‐１‐３４ 千葉祐光一丁目 043‐224 ‐2205
千葉　　　 千葉県千葉市中央区本千葉町８‐１５ 本千葉 043‐227 ‐1711
千葉　　　 千葉県成田市公津の杜１‐２６‐１ 成田公津の杜 0476‐27  ‐2035
千葉　　　 千葉県袖ケ浦市滝の口２６６‐１４ 袖ヶ浦滝の口 0438‐75  ‐8277
千葉　　　 千葉県千葉市美浜区高浜３‐６‐１ 稲毛海浜公園前 043‐278 ‐6711
千葉　　　 千葉県野田市岩名２‐４４‐１ ＬＰ＿野田岩名二丁目 04‐7127‐0701
千葉　　　 千葉県船橋市夏見台５―７―４６ 船橋運動公園前 047‐429 ‐6745
千葉　　　 千葉県市原市惣社１‐２‐６ 市原惣社一丁目 0436‐25  ‐7701
千葉　　　 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷２‐１９‐３５ Ｌ＿鎌ケ谷二丁目 047‐443 ‐8891
千葉　　　 千葉県成田市並木町２１５‐１０ 成田並木町 0476‐22  ‐3520
千葉　　　 千葉県長生郡白子町剃金５８１‐２ Ｌ　白子剃金 0475‐33  ‐3484
千葉　　　 千葉県銚子市小畑町７３４２ 銚子小畑町 0479‐24  ‐8811
千葉　　　 千葉県市原市五井西６‐３８‐９ 市原潮見通 0436‐24  ‐1741
千葉　　　 千葉県千葉市中央区新町２１‐１ 千葉新町 043‐245 ‐2603
千葉　　　 千葉県夷隅郡御宿町新町仙人塚４１７‐１９ 御宿新町 0470‐60  ‐2866
千葉　　　 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２‐２２‐１ 千葉おゆみ野南二丁目 043‐300 ‐1224
千葉　　　 千葉県市原市根田１‐４‐３ Ｌ＿市原根田一丁目 0436‐24  ‐1192
千葉　　　 千葉県八街市東吉田字芝山４９８‐６３ 八街東吉田 043‐442 ‐7460
千葉　　　 千葉県千葉市稲毛区作草部町６０５‐５ 千葉作草部 043‐255 ‐8950
千葉　　　 千葉県柏市柏４‐８‐１４ 柏駅東口 04‐7163‐7768
千葉　　　 千葉県千葉市中央区新千葉２‐１‐１ 新千葉二丁目 043‐245 ‐3378
千葉　　　 千葉県市川市原木２‐１５‐４５ 市川原木二丁目 047‐327 ‐2100
千葉　　　 千葉県松戸市六高台８‐４９ 松戸六高台八丁目 047‐384 ‐5533
千葉　　　 千葉県館山市山本１９７‐１ 館山山本 0470‐23  ‐6363



千葉　　　 千葉県袖ケ浦市三箇１９７６ 袖ヶ浦三箇 0438‐75  ‐8011
千葉　　　 千葉県山武郡大網白里町永田字北中原３４６０‐６ 大網永田 0475‐73  ‐7473
千葉　　　 千葉県千葉市中央区出洲港１４‐２ 千葉出洲港 043‐245 ‐6788
千葉　　　 千葉県柏市柏下１５０‐１ 柏慈恵医大前 04‐7162‐5017
千葉　　　 千葉県野田市柳沢新田１２２‐１ 野田柳沢 04‐7125‐6600
千葉　　　 千葉県柏市末広町４‐４ 柏駅西口 04‐7142‐2500
千葉　　　 千葉県市原市新生２２５‐１ 市原新生 0436‐37  ‐8272
千葉　　　 千葉県銚子市新生町１‐４１‐５３ 銚子新生 0479‐24  ‐1599
千葉　　　 千葉県千葉市中央区登戸２‐７‐１５ Ｌ＿千葉登戸二丁目 043‐204 ‐3210
千葉　　　 千葉県市原市出津４５‐１ 市原出津 0436‐22  ‐9963
千葉　　　 千葉県富津市湊１２３８‐１ 富津湊 0439‐67  ‐8263
千葉　　　 千葉県君津市末吉字下浪帰２２２‐１ 君津末吉 0439‐35  ‐3445
千葉　　　 千葉県習志野市泉町２‐２‐１５ 習志野泉町二丁目 047‐403 ‐3963
千葉　　　 千葉県千葉市若葉区桜木北３‐４‐６０ 若葉北通 043‐232 ‐6151
千葉　　　 千葉県柏市豊四季３３７‐３ 柏豊四季 04‐7145‐2388
千葉　　　 千葉県君津市宮下１‐２‐１ Ｌ＿君津宮下一丁目 0439‐56  ‐2929
千葉　　　 千葉県市原市姉崎７４７‐１ 市原姉ヶ崎 0436‐61  ‐3131
千葉　　　 千葉県船橋市豊富町１４７０‐１ Ｌ＿船橋豊富町 047‐457 ‐9797
千葉　　　 千葉県千葉市緑区誉田町１‐１３９‐３ Ｌ　千葉誉田 043‐292 ‐7130
千葉　　　 千葉県長生郡睦沢町上之郷２０４８‐１ 睦沢町上之郷 0475‐43  ‐1211
千葉　　　 千葉県船橋市本町５‐７‐１０ Ｈ船橋 047‐425 ‐3306
千葉　　　 千葉県富里市七栄６５０‐２０２４ 富里ファミリータウン前 0476‐91  ‐5636
千葉　　　 千葉県千葉市中央区浜野町１４０４番 Ｌ＿浜野駅東口 043‐208 ‐5091
千葉　　　 千葉県木更津市畑沢４‐３‐５ Ｌ＿木更津東畑沢 0438‐38  ‐0654
千葉　　　 千葉県浦安市北栄１‐６‐１８ 浦安北栄一丁目 047‐354 ‐1899
千葉　　　 千葉県千葉市緑区あすみが丘４‐２‐４ Ｌ　千葉あすみが丘四丁目 043‐205 ‐0523
千葉　　　 千葉県船橋市海神町南１‐１５５９ Ｌ＿船橋インター 047‐435 ‐2441
千葉　　　 千葉県木更津市請西１‐１２‐３ 木更津請西 0438‐37  ‐7582
千葉　　　 千葉県松戸市常盤平６‐２８‐１ 松戸常盤平 047‐387 ‐5394
千葉　　　 千葉県市原市姉崎３４２６‐３ 帝京ちば総合医療センター 0436‐63  ‐1963
千葉　　　 千葉県市川市二俣１‐１‐１ 市川二俣一丁目 047‐327 ‐7930
千葉　　　 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘５‐２８‐６５ 千葉朝日ケ丘五丁目 043‐273 ‐5437
千葉　　　 千葉県柏市柏字呼塚３４４‐４ ６号柏 04‐7165‐1923
千葉　　　 千葉県船橋市薬円台１‐６‐５ 船橋薬円台一丁目 047‐466 ‐3974
千葉　　　 千葉県市原市姉崎２０６５‐１ 市原姉崎川間 0436‐63  ‐0102
千葉　　　 千葉県船橋市海神６‐１３‐１０ 船橋中央病院 047‐437 ‐8418
千葉　　　 千葉県木更津市請西東７‐１２‐５ 木更津請西東七丁目 0438‐37  ‐1313
千葉　　　 千葉県松戸市五香１‐１１‐１１ 松戸五香 047‐388 ‐2270
千葉　　　 千葉県佐倉市大崎台３‐１１‐１７ 佐倉大崎台三丁目 043‐486 ‐9393
千葉　　　 千葉県習志野市津田沼１‐１２‐４ 習志野津田沼一丁目 047‐403 ‐3910
千葉　　　 千葉県習志野市谷津１‐１６‐１　モリシア津田沼１階１０１区画 モリシア津田沼 047‐478 ‐5737
千葉　　　 千葉県船橋市海神町２‐２６６‐１ Ｌ＿船橋海神町二丁目 047‐433 ‐7230
千葉　　　 千葉県我孫子市柴崎台１‐８‐２０ 天王台駅前通 04‐7182‐4003
千葉　　　 千葉県千葉市花見川区天戸町１５４０‐３ 千葉天戸町 043‐216 ‐0180
千葉　　　 千葉県千葉市美浜区高洲３‐２３‐２ 千葉高洲三丁目 043‐279 ‐0330
千葉　　　 千葉県柏市宿連寺４０４‐１ 柏宿連寺 04‐7135‐3263
千葉　　　 千葉県君津市東坂田２‐３‐２３ 君津東坂田二丁目 0439‐52  ‐7337
千葉　　　 千葉県千葉市中央区中央４‐１３‐１０ 千葉中央四丁目 043‐227 ‐7775
千葉　　　 千葉県四街道市栗山字馬洗８４９‐６ 四街道インター 043‐423 ‐9552
千葉　　　 千葉県千葉市若葉区殿台町３２７‐１ Ｌ　千葉みつわ台大通 043‐254 ‐7155
千葉　　　 千葉県市川市新井２‐４‐２ Ｌ＿市川新井二丁目 047‐397 ‐7539
千葉　　　 千葉県千葉市若葉区東寺山町４０３‐１ 千葉東寺山町 043‐301 ‐2270
千葉　　　 千葉県鎌ケ谷市北中沢１‐５‐３ Ｌ　鎌ケ谷北中沢 047‐446 ‐3308
千葉　　　 千葉県船橋市三咲４‐１２‐３３ 船橋三咲四丁目 047‐494 ‐9996
千葉　　　 千葉県市川市相之川４‐６‐１３ 南行徳駅北口 047‐395 ‐2112
東京 東京都八王子市横山町２４‐１４ 八王子横山町 042‐645 ‐7838
東京 東京都江東区南砂２‐３７‐１ Ｌ＿南砂二丁目 03‐5606‐5331
東京 東京都品川区南大井６‐１１‐１３ 南大井六丁目 03‐3762‐8539
東京 東京都足立区中央本町５‐１４‐２０ 足立中央本町 03‐3886‐8072
東京 東京都北区中里２‐２４‐１ 中里二丁目 03‐3917‐1836
東京 東京都大田区大森北３‐３９‐８ Ｌ＿大森北三丁目 03‐3764‐6497
東京 東京都品川区東品川３‐２４‐１６ Ｌ＿東品川三丁目 03‐5461‐9764
東京 東京都大田区新蒲田１‐２１‐１８ Ｌ＿新蒲田一丁目 03‐3730‐7882
東京 東京都江東区大島５‐４５‐７ 大島五丁目 03‐5609‐8556
東京 東京都新宿区西落合３‐１‐２４ 西落合三丁目 03‐3951‐1884
東京 東京都目黒区東山１‐８‐６ Ｌ＿目黒東山 03‐5721‐2775
東京 東京都中野区江古田１‐４０‐２２ Ｌ＿江古田一丁目 03‐3228‐5080
東京 東京都渋谷区広尾５‐８‐１６ Ｌ＿広尾五丁目 03‐3440‐0621
東京 東京都杉並区西荻北２‐６‐６ 西荻北二丁目 03‐5382‐5150
東京 東京都世田谷区駒沢１‐１７‐１７ 駒沢一丁目 03‐5481‐8595
東京 東京都大田区西嶺町２０‐７ 大田西嶺町 03‐3756‐9621
東京 東京都荒川区東日暮里３‐９‐１４ 東日暮里三丁目 03‐3891‐5544
東京 東京都新宿区富久町８‐２２ 新宿富久町 03‐3341‐0523
東京 東京都調布市国領町８‐４ 調布国領八丁目 042‐489 ‐5621
東京 東京都小平市学園西町１‐２１‐１５ 一橋学園 042‐341 ‐2704
東京 東京都練馬区田柄４‐３０‐１７ 田柄四丁目 03‐3976‐3237
東京 東京都清瀬市上清戸１‐３‐１５ 清瀬上清戸 042‐492 ‐2757



東京 東京都世田谷区三軒茶屋２‐１９‐１８ 三軒茶屋 03‐3487‐6230
東京 東京都江東区辰巳１‐２‐９‐１１３ 辰巳団地 03‐3521‐5435
東京 東京都渋谷区千駄ヶ谷１‐２０‐６ 千駄ヶ谷一丁目 03‐3478‐7260
東京 東京都板橋区高島平７‐２６‐３ 高島平七丁目 03‐3939‐8581
東京 東京都渋谷区本町３‐４８‐２１ 渋谷本町 03‐3377‐7871
東京 東京都世田谷区深沢５‐１７‐６ 日体大前 03‐3701‐5244
東京 東京都江東区亀戸１‐３８‐４ 亀戸一丁目 03‐3637‐6810
東京 東京都目黒区自由ケ丘１‐１４‐１４ 自由ケ丘 03‐3724‐1065
東京 東京都大田区羽田４‐１７‐９ Ｌ＿羽田四丁目 03‐3745‐7843
東京 東京都墨田区錦糸３‐７‐１５ 錦糸町北口 03‐3624‐2450
東京 東京都中央区勝どき２‐１５‐１ 勝どき二丁目 03‐3532‐3963
東京 東京都大田区大森南２‐５‐１８ Ｌ＿大森南二丁目 03‐3745‐5142
東京 東京都福生市熊川４４４‐１ Ｌ＿福生熊川 042‐552 ‐4190
東京 東京都渋谷区本町１‐２１‐１２ 渋谷本町一丁目 03‐3320‐9636
東京 東京都杉並区高円寺南１‐６‐１１ 高円寺南一丁目 03‐3312‐8475
東京 東京都八王子市南町４‐１ 八王子南町 042‐627 ‐9031
東京 東京都江東区南砂５‐２３‐８ Ｌ＿南砂五丁目 03‐5606‐4363
東京 東京都葛飾区金町２‐１‐１０ 金町二丁目 03‐3607‐2432
東京 東京都台東区浅草４‐６‐１ Ｌ＿浅草四丁目 03‐3874‐4512
東京 東京都台東区小島２‐２１‐８ Ｌ　小島二丁目 03‐3865‐3786
東京 東京都墨田区緑４‐１２‐７ 緑四丁目 03‐3631‐3202
東京 東京都江東区清澄３‐４‐８ 清澄三丁目 03‐3641‐5543
東京 東京都世田谷区三軒茶屋２‐１１‐２６ 三軒茶屋二丁目 03‐5486‐1381
東京 東京都国立市谷保９０７‐１ 国立インター 042‐573 ‐7030
東京 東京都新宿区北山伏町１‐１ 牛込 03‐3266‐8156
東京 東京都板橋区舟渡１‐１２‐１２ 舟渡一丁目 03‐3558‐6963
東京 東京都江戸川区上篠崎４‐２７‐５ 上篠崎四丁目 03‐5666‐2060
東京 東京都大田区西蒲田３‐１０‐４ Ｌ＿西蒲田大城通 03‐3753‐5757
東京 東京都江東区常盤２‐９‐７‐１０１ 江東常盤二丁目 03‐3635‐2562
東京 東京都台東区今戸１‐２３‐１２ 今戸リバーサイド 03‐3875‐7024
東京 東京都町田市中町４‐１８‐１７ 町田中町四丁目 042‐732 ‐9039
東京 東京都大田区西馬込１‐１８‐１ 西馬込一丁目 03‐3772‐4494
東京 東京都世田谷区太子堂２‐１７‐９ Ｌ＿太子堂二丁目 03‐3419‐4460
東京 東京都江戸川区西瑞江３‐５‐２ 西瑞江三丁目 03‐5243‐5034
東京 東京都渋谷区神宮前４‐２９‐３ 神宮前四丁目 03‐3403‐2609
東京 東京都多摩市一ノ宮１‐２６‐６ 多摩一ノ宮 042‐374 ‐9031
東京 東京都千代田区岩本町３‐７‐１６ 岩本町三丁目 03‐3861‐7210
東京 東京都世田谷区等々力２‐１７‐１６ Ｌ＿尾山台 03‐3702‐6721
東京 東京都府中市白糸台５‐２１‐２ 白糸台 042‐369 ‐3371
東京 東京都墨田区立花４‐４０‐８ 立花 03‐3611‐8887
東京 東京都港区南麻布２‐１０‐９ 古川橋 03‐3452‐3963
東京 東京都北区赤羽西６‐２１‐８ Ｌ＿赤羽西 03‐3909‐1127
東京 東京都三鷹市井の頭２‐５‐１ 三鷹台駅前 0422‐48  ‐1773
東京 東京都墨田区緑１‐１５‐４ 墨田緑一丁目 03‐3631‐6738
東京 東京都江戸川区西瑞江５‐７‐１ 西瑞江五丁目 03‐3687‐9064
東京 東京都八王子市打越町６３６‐５ 八王子打越町 042‐637 ‐3544
東京 東京都新宿区高田馬場１‐２４‐１８ 高田馬場一丁目 03‐3204‐2467
東京 東京都府中市片町３‐３３‐２ 分倍河原駅前 042‐361 ‐6866
東京 東京都渋谷区円山町１１‐１０ 円山町 03‐3461‐4074
東京 東京都目黒区中町１‐２６‐１１ 目黒中町一丁目 03‐3713‐2196
東京 東京都町田市金井２‐１９‐１４ Ｌ＿町田金井町 042‐736 ‐0637
東京 東京都町田市原町田３‐３‐２６ 原町田三丁目 042‐721 ‐6846
東京 東京都世田谷区瀬田３‐１‐８ Ｌ＿瀬田 03‐3708‐0507
東京 東京都品川区二葉１‐４‐２７ 二葉 03‐3787‐6096
東京 東京都渋谷区代々木２‐２７‐３ 代々木二丁目 03‐3374‐5525
東京 東京都品川区南大井３‐２４‐５ 大森海岸駅前 03‐3763‐2994
東京 東京都港区東麻布１‐１７‐１３ 東麻布 03‐3582‐3557
東京 東京都豊島区西池袋３‐２５‐１５ 西池袋 03‐3988‐4363
東京 東京都板橋区赤塚６‐２７‐１１ Ｌ＿赤塚中央通り 03‐3938‐6299
東京 東京都新宿区山吹町２６５‐６ 新宿山吹町 03‐3235‐2784
東京 東京都渋谷区笹塚１‐２８‐９ 笹塚駅前 03‐3469‐0324
東京 東京都豊島区東池袋１‐３１‐１０ 東池袋 03‐3982‐2545
東京 東京都江戸川区西葛西５‐７‐９ 西葛西五丁目 03‐3675‐6942
東京 東京都板橋区幸町４０‐１ Ｌ　板橋幸町 03‐3958‐2200
東京 東京都新宿区若松町１１‐１ 若松町 03‐3203‐4905
東京 東京都調布市多摩川７‐７‐２ 調布多摩川 042‐487 ‐1339
東京 東京都板橋区西台２‐２４‐２１ 西台 03‐3935‐5732
東京 東京都板橋区高島平８‐６‐１１ 高島平八丁目 03‐3934‐4129
東京 東京都杉並区永福３‐５３‐１５ 西永福 03‐3324‐8043
東京 東京都新宿区大久保１‐３‐１４ 大久保一丁目東 03‐3204‐5244
東京 東京都新宿区西早稲田２‐１１‐１２　八百板ビル 西早稲田二丁目 03‐3207‐6602
東京 東京都三鷹市下連雀４‐１‐１６ 三鷹仲通り 0422‐42  ‐2600
東京 東京都練馬区石神井町３‐３０‐１７ Ｌ＿石神井町三丁目 03‐3997‐8541
東京 東京都立川市錦町１‐１４‐２１ Ｌ＿錦町一丁目 042‐524 ‐6688
東京 東京都港区芝１‐５‐１２ 金杉橋 03‐3452‐4860
東京 東京都渋谷区恵比寿南１‐７‐８ 恵比寿南一丁目 03‐3715‐9689
東京 東京都渋谷区広尾１‐８‐１０ 広尾南 03‐3444‐0295



東京 東京都豊島区東池袋３‐７‐８ 東池袋三丁目 03‐3590‐6478
東京 東京都世田谷区経堂１‐１１‐１０ 経堂一丁目 03‐3420‐3122
東京 東京都新宿区百人町２‐２２‐１２ Ｌ＿百人町二丁目 03‐3368‐3931
東京 東京都大田区田園調布南２０‐７ ＬＰ＿田園調布南 03‐3750‐1316
東京 東京都八王子市宇津木町５２０‐１ 八王子宇津木町 042‐642 ‐6991
東京 東京都板橋区桜川２‐２２‐１２ ＬＰ＿板橋桜川二丁目 03‐3933‐8234
東京 東京都町田市下小山田町３３５２‐５ 小山田桜台 042‐797 ‐6966
東京 東京都杉並区井草３‐２２‐１０ Ｌ　井草三丁目 03‐3397‐9267
東京 東京都江戸川区篠崎町２‐１９２‐１ 篠崎町二丁目 03‐5664‐2380
東京 東京都板橋区成増３‐１６‐１２ Ｌ　成増三丁目 03‐3930‐4356
東京 東京都板橋区氷川町３８‐５ Ｌ＿氷川町 03‐3962‐7970
東京 東京都新宿区新小川町６‐４０ 新小川町 03‐3268‐9651
東京 東京都調布市布田１‐１７‐２ 調布布田 042‐485 ‐1109
東京 東京都八王子市北野町５８０‐６ 八王子北野町 042‐642 ‐7723
東京 東京都品川区東大井６‐４‐６ 東大井六丁目 03‐3765‐9909
東京 東京都豊島区巣鴨４‐２６‐６ 巣鴨地蔵通り 03‐3576‐1272
東京 東京都板橋区前野町２‐４‐１ 前野町 03‐3558‐8397
東京 東京都台東区浅草７‐９‐１ 浅草七丁目 03‐3875‐8082
東京 東京都豊島区要町３‐１１‐１１ 要町三丁目 03‐5966‐6022
東京 東京都目黒区中央町２‐７‐３ 目黒中央町二丁目 03‐3792‐6206
東京 東京都板橋区常盤台４‐１８‐１０ 常盤台四丁目 03‐5398‐0531
東京 東京都練馬区石神井台４‐９‐４ 石神井台四丁目 03‐3929‐9284
東京 東京都江東区東陽３‐７‐１０ 東陽三丁目 03‐3699‐7263
東京 東京都品川区小山５‐２４‐１４ 小山五丁目 03‐3785‐4376
東京 東京都練馬区田柄２‐５１‐１６ 田柄二丁目 03‐3975‐0547
東京 東京都八王子市元横山町１‐１６‐２ 元横山町一丁目 042‐646 ‐4538
東京 東京都葛飾区西新小岩１‐３‐１５ 西新小岩一丁目 03‐3696‐4020
東京 東京都世田谷区北沢３‐２７‐４ Ｌ＿北沢 03‐3467‐9144
東京 東京都世田谷区玉川４‐５‐７ 世田谷玉川四丁目 03‐3708‐5648
東京 東京都世田谷区給田４‐３０‐１ Ｌ＿給田四丁目 03‐3308‐0490
東京 東京都文京区本駒込５‐４‐７ 本駒込五丁目 03‐3946‐2114
東京 東京都豊島区西巣鴨４‐１３‐１ 西巣鴨駅前 03‐3940‐3361
東京 東京都大田区大森西６‐４‐６ ＬＰ＿大森西六丁目 03‐3298‐8550
東京 東京都台東区下谷３‐２０‐１７　スカイハイツ下谷 Ｌ＿下谷三丁目 03‐3876‐5081
東京 東京都豊島区南大塚３‐３２‐６ 南大塚三丁目 03‐5396‐9532
東京 東京都練馬区早宮２‐１７‐４７ 早宮二丁目 03‐5398‐7367
東京 東京都大田区鵜の木２‐２０‐７ 鵜の木 03‐3759‐8540
東京 東京都板橋区前野町６‐３９‐１ Ｌ　前野町六丁目 03‐3967‐3833
東京 東京都中野区野方５‐３‐１０１ 野方五丁目 03‐3338‐2560
東京 東京都新宿区新宿１‐９‐４ 新宿御苑駅前 03‐3358‐5378
東京 東京都葛飾区南水元４‐１１‐７ 水元中央通 03‐3826‐1007
東京 東京都世田谷区南烏山６‐２６‐５ Ｌ＿南烏山六丁目 03‐3307‐2008
東京 東京都昭島市松原町２‐１０‐４ Ｌ　昭島松原町 042‐542 ‐7371
東京 東京都東村山市青葉町２‐３７‐１ 東村山青葉町二丁目 042‐394 ‐8163
東京 東京都渋谷区幡ヶ谷２‐４９‐３ 幡ヶ谷二丁目 03‐5350‐2220
東京 東京都墨田区錦糸１‐５‐１７ 錦糸一丁目 03‐3626‐6141
東京 東京都渋谷区渋谷３‐２８‐８ 渋谷三丁目 03‐5766‐8778
東京 東京都杉並区浜田山３‐３０‐３ 浜田山駅前 03‐3329‐7781
東京 東京都世田谷区成城２‐３４‐１ 成城二丁目 03‐3417‐3137
東京 東京都港区芝５‐３２‐１４ 田町駅三田口 03‐3451‐6116
東京 東京都江戸川区一之江８‐１７‐１２ 一之江駅前 03‐3652‐8930
東京 東京都渋谷区道玄坂２‐２０‐２６ 道玄坂二丁目 03‐3461‐5332
東京 東京都立川市一番町４‐５２‐４ ＬＰ＿立川一番町四丁目 042‐531 ‐0633
東京 東京都世田谷区大原１‐５１‐１ ＬＰ＿大原一丁目 03‐3481‐3533
東京 東京都清瀬市野塩５‐２９８‐５ 清瀬秋津駅南口 042‐495 ‐7198
東京 東京都町田市能ケ谷町２‐１４‐１ 鶴川駅北口 042‐708 ‐4270
東京 東京都杉並区阿佐谷南２‐４０ Ｌ＿阿佐ヶ谷南二丁目 03‐3339‐7650
東京 東京都西東京市北原町２‐１‐３ 西東京北原 042‐463 ‐1809
東京 東京都西東京市西原町２‐５‐４７ 西東京西原 042‐460 ‐3156
東京 東京都西東京市田無町４‐２７‐１１ 田無町四丁目 042‐460 ‐0505
東京 東京都豊島区駒込１‐２４‐９ 駒込一丁目 03‐3942‐5207
東京 東京都足立区六町１‐１７‐２９ 足立六町駅前 03‐3859‐0688
東京 東京都八王子市椚田町５４２‐２ Ｌ＿めじろ台グリーンヒル通 042‐667 ‐2033
東京 東京都町田市南成瀬１‐７‐６ Ｌ＿町田成瀬中央通 042‐720 ‐3334
東京 東京都練馬区豊玉北５‐１６‐１０ 豊玉北五丁目 03‐5984‐2775
東京 東京都板橋区舟渡２‐６‐６ 舟渡二丁目 03‐3960‐8565
東京 東京都町田市野津田町１０４９ 町田野津田町 042‐734 ‐1819
東京 東京都新宿区歌舞伎町１‐２８‐３ 西武新宿駅前 03‐5285‐3963
東京 東京都文京区本郷７‐３‐１　　東京大学医学部付属病院内 東大病院 03‐3813‐2165
東京 東京都豊島区西池袋２‐４１‐８ 西池袋二丁目 03‐6303‐8257
東京 東京都立川市富士見町６‐４８‐２７ 立川富士見町六丁目 042‐525 ‐5414
東京 東京都江東区亀戸６‐２９‐１０ 江東亀戸六丁目 03‐3684‐5136
東京 東京都町田市森野１‐１３‐１ 町田森野一丁目 042‐723 ‐1791
東京 東京都品川区東大井５‐９‐１０ 大井仙台坂 03‐5463‐2509
東京 東京都文京区本郷７‐３‐１ Ｌ＿東京大学龍岡門 03‐5842‐7931
東京 東京都世田谷区北沢３‐１‐３ Ｌ　東北沢駅前 03‐3460‐6055
東京 東京都練馬区豊玉中２‐１１‐１９ Ｌ＿練馬豊中通 03‐5999‐6023



東京 東京都福生市南田園３‐４‐７ 福生南田園三丁目 042‐551 ‐8315
東京 東京都墨田区押上１‐１８‐８ 押上一丁目 03‐3616‐5684
東京 東京都墨田区文花３‐２４‐９ Ｌ＿文花三丁目 03‐3617‐0990
東京 東京都大田区南馬込５ー４２ー３ 南馬込五丁目 03‐5742‐2462
東京 東京都練馬区大泉学園町８‐１６‐２０ 大泉学園町八丁目 03‐3923‐2891
東京 東京都調布市小島町２‐４８‐２６ 調布小島町二丁目 042‐484 ‐1915
東京 東京都渋谷区笹塚２‐４‐３ 渋谷笹塚二丁目 03‐5365‐3318
東京 東京都江戸川区西葛西６‐８‐１１ 西葛西駅南口 03‐3877‐0705
東京 東京都千代田区丸の内３‐１‐１ 丸の内国際ビル 03‐3215‐6377
東京 東京都豊島区目白３‐４‐１４ ＮＬ　目白三丁目 03‐5988‐9631
東京 東京都品川区小山６‐３‐１０ 西小山駅ビル 03‐5750‐3960
東京 東京都千代田区霞が関１‐３‐２ Ｓポスタルショップ日本郵政本社 03‐3502‐3937
東京 東京都大田区南蒲田２‐１６‐２ テクノポートカマタ 03‐5713‐3973
東京 東京都江戸川区瑞江２‐３‐５ 瑞江駅前 03‐3698‐9066
東京 東京都北区赤羽１‐４０‐１４ 赤羽一丁目 03‐3903‐5610
東京 東京都八王子市左入町１７０‐１ 八王子インター 042‐692 ‐0850
東京 東京都武蔵野市吉祥寺本町２‐２１‐８ 吉祥寺井の頭通 0422‐22  ‐6281
東京 東京都北区王子２‐１８‐１２ 王子二丁目 03‐3914‐8818
東京 東京都大田区東蒲田２‐２‐１１ Ｌ＿東蒲田二丁目 03‐5703‐8855
東京 東京都世田谷区砧８‐８‐２１ 祖師ヶ谷大蔵駅南口 03‐3417‐3414
東京 東京都港区芝２‐７‐２ 芝公園駅前 03‐5232‐1400
東京 東京都世田谷区松原３‐２９‐１７ 下高井戸駅前 03‐3322‐3939
東京 東京都大田区山王２‐２‐８ 大森駅西口 03‐5709‐5775
東京 東京都練馬区東大泉１‐３７‐８ Ｌ＿大泉学園駅北口 03‐3921‐7669
東京 東京都足立区谷在家１‐４‐３ Ｌ＿谷在家一丁目 03‐3899‐9123
東京 東京都新宿区新宿５‐１１‐１３ 新宿医大通 03‐3350‐6113
東京 東京都中央区日本橋久松町１０‐６ 日本橋久松町 03‐3249‐3431
東京 東京都葛飾区東金町１‐６‐５ 東金町一丁目 03‐3600‐1776
東京 東京都品川区大崎１‐１１‐２　ゲートシティ大崎イースト１Ｆ ゲートシティ大崎 03‐5437‐3963
東京 東京都渋谷区桜丘町２５‐１６ 渋谷桜丘町 03‐5457‐3963
東京 東京都新宿区歌舞伎町２‐２６‐１０ 歌舞伎町二丁目西 03‐3202‐2170
東京 東京都江東区住吉２‐１６‐８ 江東住吉二丁目 03‐5624‐3963
東京 東京都台東区池之端１‐１‐１ 池之端一丁目 03‐3831‐5464
東京 東京都立川市曙町２‐１７‐３　明治安田生命立川ビル 立川曙町二丁目 042‐526 ‐7652
東京 東京都八王子市堀之内３‐２７ 京王堀之内駅前 042‐678 ‐1258
東京 東京都北区滝野川６‐８‐８ 滝野川六丁目 03‐5907‐3888
東京 東京都墨田区両国３‐２６‐１１ 両国三丁目 03‐3633‐5580
東京 東京都八王子市四谷町６７４‐３ 八王子四谷町 042‐624 ‐7088
東京 東京都練馬区西大泉１‐１‐９ 西大泉一丁目 03‐5387‐4515
東京 東京都千代田区神田練塀町５５ 秋葉原北口 03‐5209‐3963
東京 東京都北区東十条２‐５‐９‐１０１ 北区東十条二丁目 03‐3914‐0866
東京 東京都新宿区西早稲田２‐２０‐１０ 西早稲田明治通 03‐3207‐1717
東京 東京都杉並区阿佐谷南２‐１４‐１０ 阿佐ヶ谷駅南口 03‐5378‐5035
東京 東京都板橋区徳丸２‐１４‐６ Ｌ＿徳丸二丁目 03‐5398‐0721
東京 東京都葛飾区水元４‐２２８６ 水元四丁目 03‐5699‐3286
東京 東京都新宿区西新宿１‐２５‐１‐Ｂ１ 新宿センタービル西 03‐5339‐3963
東京 東京都大田区仲池上１ー２０ー２０ Ｌ＿仲池上一丁目 03‐3753‐3759
東京 東京都板橋区徳丸２‐３‐１　徳丸スクエア２Ｆ 東武練馬駅北口 03‐3936‐8766
東京 東京都荒川区南千住５‐１０‐４ Ｌ＿南千住五丁目 03‐5615‐3884
東京 東京都墨田区東向島３‐３９‐８ 東向島三丁目 03‐3619‐5503
東京 東京都杉並区上高井戸２‐１８‐２０ Ｌ＿上高井戸二丁目 03‐3331‐1431
東京 東京都世田谷区大原２‐２６‐１０ 代田橋駅北口 03‐3325‐3212
東京 東京都中央区晴海１‐８‐１６晴海トリトンスクエア２Ｆ 晴海トリトンスクエア 03‐5144‐8231
東京 東京都練馬区石神井町２‐１５‐１２ Ｌ＿石神井町二丁目 03‐3996‐2554
東京 東京都町田市南成瀬１‐２‐２ 町田南成瀬一丁目 042‐724 ‐7775
東京 東京都狛江市中和泉１‐２‐６ 狛江市役所前 03‐3430‐6339
東京 東京都豊島区南池袋２‐１３‐８ 南池袋二丁目 03‐3986‐9181
東京 東京都東久留米市金山町２‐５‐２０ 東久留米金山町 042‐472 ‐7164
東京 東京都新宿区新宿２‐７‐１ 新宿通り二丁目 03‐3358‐0571
東京 東京都新宿区北新宿１‐２９‐１０ 北新宿一丁目 03‐3227‐3162
東京 東京都練馬区北町２‐２２‐１２ 東武練馬駅前 03‐3931‐4953
東京 東京都江東区亀戸２‐１８‐１０ 亀戸二丁目 03‐3685‐7572
東京 東京都港区芝浦３‐１３‐１ 田町駅東口 03‐3454‐5323
東京 東京都台東区東上野３‐１７‐８ 東上野三丁目 03‐3831‐6060
東京 東京都大田区西蒲田７‐４９‐５ 西鉄イン蒲田 03‐5714‐0417
東京 東京都足立区谷在家１‐２３‐１０ 谷在家駅前 03‐3899‐9963
東京 東京都中央区日本橋１‐７‐９ 東京日本橋一丁目 03‐3270‐3963
東京 東京都渋谷区神宮前１‐４‐１６ 神宮前一丁目 03‐3404‐3963
東京 東京都世田谷区世田谷３ー１９ー１４ Ｌ＿世田谷駅北 03‐5477‐1919
東京 東京都武蔵野市中町１‐１１‐１６ 武蔵野タワーズ 0422‐51  ‐0313
東京 東京都渋谷区千駄ケ谷４‐３‐１ 北参道駅前 03‐3402‐3963
東京 東京都府中市武蔵台２‐８‐２９ 多摩総合医療センター 042‐320 ‐1480
東京 東京都台東区上野６‐１６‐１８ 上野六丁目 03‐5812‐5554
東京 東京都千代田区丸の内２‐６‐１ 丸の内パークビル 03‐6212‐8012
東京 東京都品川区南品川２‐１‐１０ 新馬場南口 03‐5715‐3424
東京 東京都世田谷区船橋１‐９‐２１ 世田谷船橋一丁目 03‐3420‐7998
東京 東京都目黒区洗足２‐２４‐１５ 目黒洗足駅前 03‐5702‐8122



東京 東京都世田谷区野沢１‐３５‐９ Ｌ＿野沢一丁目 03‐5481‐8271
東京 東京都立川市錦町１‐１‐２７ 立川ウインズ通 042‐548 ‐3771
東京 東京都豊島区池袋１‐２‐５ 池袋一丁目 03‐3981‐0005
東京 東京都葛飾区白鳥４‐１４‐３ Ｌ＿白鳥四丁目 03‐3690‐7800
東京 東京都足立区興野１‐９‐８ 興野一丁目 03‐5681‐5506
東京 東京都世田谷区奥沢７‐２０‐１９ Ｌ＿奥沢七丁目 03‐3704‐2144
東京 東京都台東区東上野３‐１３‐１ 東上野車坂通 03‐3833‐2112
東京 東京都江東区住吉１‐１６‐１４ 住吉一丁目 03‐3846‐3963
東京 東京都世田谷区赤堤３‐１２‐１ 赤堤三丁目 03‐3325‐3268
東京 東京都目黒区目黒３‐９‐３ 目黒三丁目 03‐3715‐8541
東京 東京都渋谷区円山町２３‐４ 神泉駅前 03‐3463‐4550
東京 東京都世田谷区奥沢４‐２８‐１１ 奥沢駅前 03‐3726‐5178
東京 東京都文京区湯島１‐５‐２８ 御茶ノ水 03‐3812‐6290
東京 東京都江戸川区平井５‐２３‐３ 平井駅前 03‐3619‐6515
東京 東京都東久留米市新川町１ー３ー６ 東久留米駅東口 042‐472 ‐7008
東京 東京都港区西新橋３‐２４‐９ 御成門駅前 03‐3431‐3236
東京 東京都葛飾区鎌倉３‐２８‐２４ 新柴又 03‐5668‐8151
東京 東京都練馬区関町北２‐２７‐１ 練馬関町北二丁目 03‐5927‐0124
東京 東京都足立区舎人１‐１５‐８ 舎人一丁目 03‐3855‐4825
東京 東京都杉並区荻窪５‐３０‐１６ 荻窪駅南口 03‐3392‐8171
東京 東京都練馬区土支田４‐６‐７ 練馬土支田四丁目 03‐3978‐3980
東京 東京都世田谷区上用賀６‐２５‐１ 関東中央病院 03‐3429‐2118
東京 東京都世田谷区北烏山８‐３１‐２２ 北烏山八丁目 03‐3307‐8738
東京 東京都台東区寿３‐３‐１０ 寿三丁目 03‐3843‐6500
東京 東京都北区滝野川７‐９‐２ 滝野川七丁目 03‐3940‐7766
東京 東京都杉並区上高井戸１‐３‐１４ 高井戸陸橋 03‐3302‐6003
東京 東京都豊島区南大塚３‐５３‐１１ 大塚駅南口 03‐3986‐3388
東京 東京都目黒区鷹番３‐２０‐１３ Ｌ＿目黒鷹番三丁目 03‐3715‐6646
東京 東京都足立区扇３‐３‐８ 足立扇三丁目 03‐3855‐1463
東京 東京都板橋区高島平８‐４‐４ 高島平駅前 03‐3933‐3211
東京 東京都大田区矢口１‐１７‐３ 武蔵新田駅前 03‐3759‐0993
東京 東京都台東区千束４‐２８‐５ Ｌ＿千束四丁目 03‐5808‐5658
東京 東京都調布市多摩川１‐２６‐６ Ｌ＿調布多摩川一丁目 042‐480 ‐3051
東京 東京都世田谷区用賀２‐３５‐６ Ｌ＿用賀二丁目 03‐3707‐3324
東京 東京都立川市西砂町２‐４８‐２ Ｌ＿立川西砂町二丁目 042‐560 ‐0641
東京 東京都新宿区歌舞伎町１‐１‐１６ 新宿靖国通 03‐3208‐3963
東京 東京都大田区羽田１‐５‐２０ Ｌ＿羽田一丁目 03‐5737‐3239
東京 東京都千代田区大手町１‐１‐３ 大手センタービル 03‐3284‐3365
東京 東京都品川区小山３‐１８‐９ 武蔵小山駅前 03‐3787‐1666
東京 東京都三鷹市新川６‐２０‐２　杏林大学病院内地下１階 杏林大学病院 0422‐46  ‐5841
東京 東京都渋谷区西原１‐４２‐２ ＪＰローソン代々木局 03‐3468‐0563
東京 東京都足立区佐野１‐１９‐１ Ｌ＿足立佐野一丁目 03‐5697‐2244
東京 東京都新宿区歌舞伎町１‐３０‐１ 西武新宿駅北口 03‐5155‐7739
東京 東京都世田谷区池尻３‐２９‐５ 池尻三宿通 03‐5779‐7290
東京 東京都杉並区西荻北２‐３‐７ Ｌ＿西荻窪駅北 03‐3390‐7765
東京 東京都江東区東陽７‐１‐１０ 東陽七丁目 03‐5634‐3866
東京 東京都目黒区平町１‐２５‐１８ ＮＬ　都立大学駅前 03‐5701‐2110
東京 東京都台東区台東４‐２７‐５ 新御徒町 03‐3837‐5941
東京 東京都葛飾区青戸３‐３８‐１ 青砥駅北口 03‐3838‐6828
東京 東京都港区赤坂２‐３‐７先　溜池山王駅構内 溜池山王メトロピア 03‐5114‐0294
東京 東京都練馬区大泉学園町５‐７‐１ 大泉学園町五丁目 03‐5387‐6340
東京 東京都江戸川区西葛西３‐１３‐１２ 西葛西三丁目 03‐3877‐9694
東京 東京都大田区北馬込２‐２９‐１ 北馬込松原橋 03‐3775‐2571
東京 東京都中央区入船３‐２‐６ 入船三丁目 03‐3523‐3963
東京 東京都板橋区板橋１‐５１‐６ 板橋一丁目 03‐3964‐6121
東京 東京都千代田区二番町１４‐３ 二番町 03‐3239‐3966
東京 東京都港区浜松町１‐３１‐１ 文化放送メディアプラス 03‐5402‐7057
東京 東京都新宿区西新宿３‐４‐５ 京王プレッソイン新宿 03‐3342‐3963
東京 東京都世田谷区太子堂２‐１４‐６ 三軒茶屋玉川通 03‐3421‐6601
東京 東京都杉並区高円寺南４‐６‐１０ 高円寺南四丁目 03‐5378‐3963
東京 東京都荒川区東尾久５‐３８‐７ 東尾久五丁目 03‐5692‐5580
東京 東京都江東区猿江２‐３‐１４ 猿江二丁目 03‐3635‐1963
東京 東京都江東区北砂３‐４‐８ 北砂三丁目 03‐5683‐0665
東京 東京都江戸川区本一色１‐２２‐７ 本一色一丁目 03‐3651‐4627
東京 東京都世田谷区奥沢６‐１１‐７ ＮＬ　九品仏小前 03‐3704‐3968
東京 東京都大田区北千束２‐１６‐２ ＮＬ　北千束駅前 03‐5734‐0851
東京 東京都港区元麻布３‐１‐３２ ＮＬ　元麻布 03‐3403‐7034
東京 東京都大田区仲池上１‐２１‐４ ＮＬ　仲池上一丁目 03‐3755‐8774
東京 東京都杉並区高円寺南２‐１９‐４ ＮＬ　新高円寺駅前 03‐5378‐3223
東京 東京都中央区銀座６‐２‐１　Ｄａｉｗａ銀座ビル１Ｆ ＮＬ　銀座六丁目 03‐3571‐5161
東京 東京都港区東麻布３‐７‐１３ ＮＬ　東麻布三丁目 03‐5562‐0380
東京 東京都世田谷区上馬３‐６‐９ ＮＬ　上馬三丁目 03‐5433‐0204
東京 東京都渋谷区神泉町１０‐９ ＮＬ　渋谷神泉町 03‐5784‐0806
東京 東京都渋谷区恵比寿南３‐１‐２６ ＮＬ　恵比寿南三丁目 03‐5725‐3225
東京 東京都目黒区中目黒５‐２７ ＮＬ　目黒祐天寺前 03‐5724‐5290
東京 東京都目黒区青葉台１‐３０‐１０ ＮＬ　目黒青葉台一丁目 03‐5724‐7263
東京 東京都品川区西五反田７‐２２‐１７ ＮＬ　五反田ＴＯＣ 03‐5745‐9125



東京 東京都千代田区神田神保町２‐２　半蔵門線神保町駅構内 ＮＬ　神保町メトロピア 03‐3263‐7866
東京 東京都千代田区有楽町１‐５‐１先　千代田線日比谷駅構内 ＮＬ　日比谷メトロピア 03‐5521‐1950
東京 東京都文京区本郷２‐３９‐１　丸ノ内線本郷三丁目駅構内 ＮＬ　本郷三丁目メトロピア 03‐5840‐8068
東京 東京都中央区日本橋１‐３‐１１先　銀座線日本橋駅構内 ＮＬ　日本橋メトロピア 03‐3516‐6454
東京 東京都大田区東雪谷４‐５‐１０ ＮＬ　荏原病院 03‐5754‐2233
東京 東京都渋谷区道玄坂１‐１８‐１ ＮＬ　渋谷道玄坂一丁目 03‐5428‐6370
東京 東京都港区芝浦４‐１９‐１ ＮＬ　芝浦アイランドケープ 03‐3455‐6272
東京 東京都中央区築地４‐１‐１ ＮＬ　築地東劇ビル 03‐3524‐8440
東京 東京都中央区新川２‐２２‐１　能登ビル ＮＬ　新川二丁目 03‐6222‐7744
東京 東京都新宿区西新宿１‐１３‐１２ ＮＬ　新宿駅西 03‐5909‐2298
東京 東京都千代田区丸の内２‐４‐１ ＮＬ　丸の内ビルディング 03‐3284‐3963
東京 東京都中野区中野４‐２２‐１ ＮＬ　東京警察病院 03‐5318‐5480
東京 東京都中央区銀座１‐１３‐１３ ＮＬ　銀座一丁目 03‐5524‐7552
東京 東京都新宿区河田町８‐１ ＮＬ　東京女子医大病院 03‐5367‐0750
東京 東京都墨田区江東橋４‐１１‐５ Ｈ錦糸町 03‐5624‐5031
東京 東京都中央区八丁堀４‐１３‐１ Ｌ＿Ｈ八丁堀四丁目 03‐3206‐3120
東京 東京都品川区東大井２‐２４‐１１ Ｈ京急立会川駅前 03‐3764‐8428
東京 東京都江戸川区中葛西３‐４‐１６ Ｈ中葛西三丁目 03‐5696‐0040
東京 東京都中央区月島４‐４‐１ Ｈ月島四丁目 03‐3534‐1739
東京 東京都中央区月島４‐１６‐１ Ｈ月島勝どき 03‐3533‐7203
東京 東京都港区港南２‐１５‐２　インターシティＳ＆Ｒ棟２Ｆ Ｈ品川インターシティ 03‐5461‐1970
東京 東京都中央区入船１‐３‐１ Ｈ入船一丁目 03‐3523‐1150
東京 東京都小金井市中町２‐２‐２２ Ｈ小金井中町二丁目 042‐386 ‐2211
東京 東京都新宿区歌舞伎町１‐２‐９ ベストウェスタン新宿 03‐3207‐2847
東京 東京都中野区中野２‐２７‐１５ Ｈ中野二丁目 03‐5385‐2457
東京 東京都中央区日本橋横山町３‐４ 日本橋横山町 03‐5641‐5688
東京 東京都新宿区歌舞伎町２‐１８‐５ 新宿区役所通 03‐5155‐9063
東京 東京都港区三田４‐１９‐２７ Ｈ三田四丁目 03‐3441‐0730
東京 東京都練馬区豊玉中２‐５‐１ Ｌ＿練馬豊玉中二丁目 03‐5946‐0232
東京 東京都品川区東五反田１‐１７‐１ Ｈ東五反田 03‐3445‐0168
東京 東京都港区西新橋３‐２５‐８ 慈恵医大 03‐5776‐0339
東京 東京都足立区花畑３‐９‐４ Ｌ＿花畑三丁目 03‐5242‐5357
東京 東京都江東区有明３‐６‐６ ホテルサンルート有明 03‐3527‐6330
東京 東京都文京区音羽１‐２６‐１ 音羽一丁目 03‐5940‐6442
東京 東京都新宿区歌舞伎町２‐３‐１６ 都営東新宿駅前 03‐5292‐4799
東京 東京都文京区千駄木３‐４８‐６ Ｌ　千駄木三丁目 03‐3821‐4988
東京 東京都江東区東砂７‐１６‐６ Ｈ東砂七丁目 03‐5683‐5118
東京 東京都練馬区東大泉１‐２８‐７ Ｌ＿大泉学園駅前 03‐5947‐2225
東京 東京都板橋区加賀２‐１１‐１　帝京大学医学部付属病院１階 帝京大学附属病院 03‐6905‐1070
東京 東京都練馬区豊玉北６‐１９‐１ 練馬豊玉北六丁目 03‐5912‐8560
東京 東京都新宿区西新宿７‐１０‐１９ 西新宿小滝橋通 03‐5386‐3353
東京 東京都町田市木曽東３‐３３‐１１ 町田木曽東三丁目 042‐789 ‐6886
東京 東京都町田市原町田６‐７‐５ 原町田六丁目 042‐739 ‐7520
東京 東京都江東区東雲２‐１０‐１ 東雲駅前 03‐3527‐6370
東京 東京都江東区大島２‐４１‐１８ Ｌ＿西大島駅前 03‐3682‐7766
東京 東京都国立市富士見台３‐２２‐１３ Ｌ　国立さくら通 042‐573 ‐4810
東京 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷８１２‐１ Ｌ　瑞穂殿ケ谷 042‐556 ‐8040
東京 東京都足立区西保木間２‐１０‐１ 西保木間二丁目 03‐5851‐3963
東京 東京都足立区西綾瀬３‐１７‐１０ Ｌ＿西綾瀬三丁目 03‐3889‐2801
東京 東京都台東区橋場２‐１４‐２０ Ｈ橋場二丁目 03‐3876‐7841
東京 東京都世田谷区宮坂３‐１‐３２ 経堂テラスガーデン 03‐3425‐7710
東京 東京都三鷹市上連雀９‐１５‐２８ 三鷹上連雀九丁目 042‐241 ‐2763
東京 東京都品川区西品川２‐９‐２２ Ｌ＿西品川三ツ木通 03‐3782‐6842
東京 東京都杉並区井草１‐８‐７ Ｌ　下井草駅前 03‐3396‐7779
東京 東京都荒川区東日暮里１‐４２ Ｌ＿東日暮里一丁目 03‐3891‐7705
東京 東京都府中市住吉町５‐２０‐１５ Ｌ　府中住吉町五丁目 042‐367 ‐4155
東京 東京都町田市南つくし野３‐１ ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓすずかけ台 042‐795 ‐3336
東京 東京都杉並区成田西３‐２０‐１４ Ｌ＿杉並成田西三丁目 03‐3392‐0966
東京 東京都豊島区池袋２‐４７‐５ 池袋二丁目文化通 03‐3983‐1185
東京 東京都港区北青山３‐６‐１９ Ｌ　北青山三丁目 03‐3407‐4985
東京 東京都江戸川区新堀１‐３８‐１５ Ｌ＿新堀一丁目 03‐3679‐5157
東京 東京都渋谷区広尾５‐４‐１２ Ｌ　広尾駅前 03‐3443‐7573
東京 東京都渋谷区渋谷３‐１５‐３ Ｌ＿渋谷三丁目明治通り
東京 東京都日野市神明２‐２‐５ Ｌ＿日野神明二丁目 042‐585 ‐1605
東京 東京都渋谷区笹塚１‐５５‐１６ Ｌ＿京王クラウン街笹塚 03‐3376‐3066
東京 東京都江東区住吉１‐４‐２ Ｌ＿住吉新大橋通 03‐5600‐0170
東京 東京都練馬区旭町１‐３１‐１１ Ｌ＿練馬旭町一丁目 03‐3979‐6793
東京 東京都調布市菊野台１‐３２‐３４ Ｌ＿調布菊野台一丁目 042‐480 ‐5463
東京 東京都足立区千住２‐６１ 北千住駅西口
東京 東京都港区東新橋２‐３‐１７ モメント汐留
東京 東京都港区西麻布３‐２‐１３ Ｌ＿西麻布三丁目
東京 東京都台東区浅草２‐２８‐２５ Ｌ＿Ｈ浅草観音 03‐3844‐7768
東京 東京都台東区花川戸２‐１７‐１０ Ｈ台東花川戸 03‐3844‐0774
東京 東京都港区東麻布１‐４‐３ Ｈ東麻布一丁目 03‐3582‐9308
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区堀之内町１０‐１ 川崎堀之内町 044‐245 ‐0722
神奈川　　 神奈川県横須賀市小矢部２‐７‐２ Ｌ＿小矢部二丁目 046‐851 ‐0264
神奈川　　 神奈川県小田原市江之浦１１５ 小田原江之浦 0465‐29  ‐1560



神奈川　　 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町２６６‐５ Ｌ　保土ケ谷新井町 045‐381 ‐3207
神奈川　　 神奈川県伊勢原市東大竹１‐１３‐５ 伊勢原東大竹 0463‐92  ‐5737
神奈川　　 神奈川県三浦郡葉山町堀内９００ 葉山堀内 046‐875 ‐0535
神奈川　　 神奈川県秦野市平沢１３５３‐１ 秦野平沢 0463‐82  ‐1789
神奈川　　 神奈川県横浜市西区平沼１‐３‐１７ Ｌ　横浜平沼一丁目 045‐319 ‐0671
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区磯子２‐１４‐１２ 磯子二丁目 045‐752 ‐1933
神奈川　　 神奈川県座間市入谷５‐１６６７‐３ ＬＰ＿座間駅前 046‐255 ‐2883
神奈川　　 神奈川県相模原市南区西大沼２‐２１‐２５ Ｌ＿相模原西大沼 042‐740 ‐3668
神奈川　　 神奈川県相模原市南区東大沼１‐２０‐２９ Ｌ＿相模原東大沼 042‐741 ‐7715
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区東門前３‐５‐１　荒金ビル 東門前駅前 044‐287 ‐0542
神奈川　　 神奈川県横須賀市林２‐１ 横須賀林 046‐856 ‐9440
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区みすずが丘２２‐１ Ｌ＿横浜みすずが丘 045‐972 ‐4264
神奈川　　 神奈川県藤沢市湘南台２‐３‐４ 湘南台二丁目 0466‐44  ‐5985
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区小田５‐１‐１１ Ｌ＿小田五丁目 044‐333 ‐4720
神奈川　　 神奈川県横須賀市池田町５‐１４‐１２ 横須賀池田町 046‐833 ‐8011
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町１‐１０‐８ Ｌ＿小杉陣屋町 044‐733 ‐8335
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区池上新町２‐１６‐１３ Ｌ＿池上新町 044‐271 ‐4142
神奈川　　 神奈川県秦野市西大竹４‐１ 秦野西大竹 0463‐83  ‐1819
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂１‐４８‐１０ Ｌ＿権太坂一丁目 045‐721 ‐6510
神奈川　　 神奈川県鎌倉市坂ノ下２１‐１ 鎌倉坂ノ下 0467‐23  ‐8817
神奈川　　 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北４‐７‐２０ 茅ヶ崎東海岸北 0467‐86  ‐6366
神奈川　　 神奈川県厚木市旭町３‐１３‐２４ 厚木南公民館前 046‐228 ‐7090
神奈川　　 神奈川県横浜市西区戸部本町５２‐１ Ｌ＿戸部駅前 045‐320 ‐1810
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２‐１１‐２０ Ｌ＿神奈川警察署前 045‐451 ‐1636
神奈川　　 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下３７６ 箱根宮ノ下 0460‐87  ‐7611
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区柴町３８７‐１０ 金沢柴町 045‐782 ‐5554
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区反町２‐１６‐６ 反町二丁目 045‐320 ‐0970
神奈川　　 神奈川県伊勢原市東成瀬４８‐１ 伊勢原伊志田 0463‐94  ‐3137
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町６‐２６ 鶴見市場 045‐521 ‐1351
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区宿河原７‐１４‐９ Ｌ＿川崎宿河原 044‐932 ‐7030
神奈川　　 神奈川県座間市相模が丘１‐１８ 相模が丘 042‐746 ‐7027
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区田谷町１３９７ Ｌ＿田谷 045‐852 ‐5197
神奈川　　 神奈川県鎌倉市山崎１２４０‐１ Ｌ＿鎌倉山崎 0467‐48  ‐0804
神奈川　　 神奈川県横浜市南区吉野町２‐４ 吉野町 045‐252 ‐4154
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区錦ケ丘１６‐１６ 港北錦ケ丘 045‐421 ‐5310
神奈川　　 神奈川県海老名市東柏ヶ谷３‐１７‐１３ Ｌ＿海老名東柏ヶ谷 046‐235 ‐3132
神奈川　　 神奈川県藤沢市片瀬海岸１‐１３‐１８ 片瀬海岸 0466‐27  ‐4859
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区川上町８７‐８ 東戸塚駅西口 045‐822 ‐0969
神奈川　　 神奈川県茅ケ崎市今宿４８３‐１ Ｌ　茅ケ崎今宿 0467‐58  ‐0161
神奈川　　 神奈川県横浜市南区真金町１‐７‐３９ 真金町 045‐251 ‐1368
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３‐９‐３３ 鶴見中央三丁目 045‐501 ‐6609
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区新城５‐１ 新城駅前 044‐777 ‐7673
神奈川　　 神奈川県海老名市上郷１‐１７‐４３ Ｌ　海老名上郷 046‐232 ‐2132
神奈川　　 神奈川県横浜市西区高島２‐７‐１ 横浜駅東口 045‐461 ‐2276
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３‐２‐１１ＮＩＣハイム鶴見中央 鶴見中央 045‐504 ‐3235
神奈川　　 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０６１‐２ 愛川町中津 046‐285 ‐4914
神奈川　　 神奈川県横須賀市鷹取１‐２０‐１８ 鷹取 046‐866 ‐3789
神奈川　　 神奈川県横浜市泉区緑園７‐６‐５ Ｌ＿横浜緑園七丁目 045‐813 ‐0402
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区子母口５６１ Ｌ　子母口 044‐766 ‐3682
神奈川　　 神奈川県藤沢市円行２‐２８‐６ 藤沢円行 0466‐45  ‐8679
神奈川　　 神奈川県藤沢市鵠沼海岸６‐２‐８ Ｌ＿鵠沼 0466‐35  ‐3031
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区丸山１‐２ 磯子丸山 045‐754 ‐1768
神奈川　　 神奈川県大和市中央林間西２‐７‐６ 大和下鶴間西 046‐276 ‐5328
神奈川　　 神奈川県厚木市寿町３‐１５‐２３ 厚木寿町 046‐221 ‐1382
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区相模原８‐８‐１７ Ｌ＿相模原八丁目 042‐758 ‐9855
神奈川　　 神奈川県横浜市中区本牧町２‐３２６ 本牧二丁目 045‐625 ‐4101
神奈川　　 神奈川県横浜市中区本牧和田２７‐２ Ｌ　本牧和田 045‐625 ‐6275
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２‐２０‐１ 鶴屋町二丁目 045‐322 ‐6929
神奈川　　 神奈川県横浜市中区山元町４‐１６６‐５ 根岸森林公園 045‐641 ‐7431
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町５２６‐１ Ｌ＿東市ケ尾 045‐974 ‐0034
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２‐１９‐１４ Ｌ＿鋼管通二丁目 044‐333 ‐9803
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区上麻生７‐４４‐１ Ｌ＿上麻生 044‐988 ‐5929
神奈川　　 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２１３ 井土ケ谷下町 045‐716 ‐3293
神奈川　　 神奈川県厚木市下川入８６７ 厚木下川入 046‐246 ‐0685
神奈川　　 神奈川県横浜市中区不老町２‐１０‐４ 不老町 045‐663 ‐1031
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川２‐１２‐１５ 上星川 045‐383 ‐1199
神奈川　　 神奈川県横須賀市東逸見町２‐３ Ｌ＿横須賀逸見 046‐823 ‐6213
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区新横浜３‐１‐４ 新横浜 045‐476 ‐0571
神奈川　　 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴塔ノ入１９０３ 真鶴塔ノ入 0465‐68  ‐6458
神奈川　　 神奈川県相模原市南区相南４‐１‐３５ Ｌ＿相模原相南四丁目 042‐742 ‐9338
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区上小田中６‐２２‐８ 上小田中 044‐733 ‐1790
神奈川　　 神奈川県横浜市西区浅間町１‐２０‐５ Ｌ＿横浜浅間下 045‐311 ‐4984
神奈川　　 神奈川県小田原市本町２‐１‐３４ 小田原本町 0465‐23  ‐3715
神奈川　　 神奈川県横須賀市久里浜５‐１１‐１９ 久里浜五丁目 046‐834 ‐1419
神奈川　　 神奈川県愛甲郡愛川町半原５６０７ 愛川町大橋 046‐281 ‐1212
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区善部町６９ 善部町 045‐366 ‐9993
神奈川　　 神奈川県小田原市栄町２‐５‐２３ Ｌ＿小田原栄町二丁目 0465‐24  ‐1142



神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区中瀬３‐１５‐９ 中瀬三丁目 044‐266 ‐4311
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区仲町台１‐８‐９ 仲町台一丁目 045‐942 ‐8207
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区小川町８‐７ 川崎西小川町 044‐211 ‐7848
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐７‐２ 東神奈川駅前 045‐311 ‐0563
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区馬絹１３６２‐５ Ｌ＿宮前馬絹 044‐861 ‐8235
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区根小屋２５３５ Ｌ＿津久井根小屋 042‐784 ‐3598
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区細山３‐１‐１ Ｌ＿麻生細山 044‐966 ‐4026
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１２８７‐２ ＬＰ＿ドリームバスターミナル前 045‐852 ‐0622
神奈川　　 神奈川県厚木市岡田４‐２８ー３０ 厚木岡田四丁目 046‐228 ‐3704
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区青葉台２‐３‐１ 青葉台二丁目 045‐985 ‐3048
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区末長１２５９‐２９ Ｌ　高津末長 044‐853 ‐4853
神奈川　　 神奈川県厚木市中町３‐１５‐２ 厚木中町三丁目 046‐296 ‐8700
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２‐２０‐１５ 美しが丘二丁目 045‐902 ‐5556
神奈川　　 神奈川県横浜市西区浜松町１４‐１８ 西横浜駅前 045‐243 ‐1137
神奈川　　 神奈川県綾瀬市上土棚南１‐１１‐９ 綾瀬上土棚南 0467‐70  ‐4986
神奈川　　 神奈川県座間市立野台３‐８‐８ 立野台 046‐251 ‐3933
神奈川　　 神奈川県茅ケ崎市矢畑７２８ 矢畑 0467‐57  ‐4435
神奈川　　 神奈川県相模原市南区上鶴間２‐９ 上鶴間 042‐748 ‐1880
神奈川　　 神奈川県平塚市唐ケ原２２‐１ 花水 0463‐61  ‐1902
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区溝口２‐２６‐１ 溝の口 044‐822 ‐0735
神奈川　　 神奈川県藤沢市亀井野３‐２９‐１ 六会 0466‐81  ‐1025
神奈川　　 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３８７‐２ 半原 046‐281 ‐3863
神奈川　　 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８１７ 箱根仙石原 0460‐84  ‐9810
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区富岡東２‐５‐３６ 富岡東二丁目 045‐772 ‐8962
神奈川　　 神奈川県厚木市愛甲２６２‐１ 厚木愛甲 046‐248 ‐0667
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区橋本３‐１７‐８ 相模原橋本三丁目 042‐779 ‐0569
神奈川　　 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５‐２‐１ Ｌ＿湯河原土肥五丁目 0465‐60  ‐3552
神奈川　　 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南２‐６‐１８ 茅ヶ崎東海岸南 0467‐57  ‐8175
神奈川　　 神奈川県横浜市南区睦町１‐７‐２ 横浜睦町一丁目 045‐743 ‐9284
神奈川　　 神奈川県横浜市中区相生町５‐８１ 横浜馬車道 045‐226 ‐3063
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区新横浜２‐５‐１ 新横浜レンガ通 045‐474 ‐5463
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町１０１５‐１３ ビューコート仏向町 045‐333 ‐4003
神奈川　　 神奈川県藤沢市鵠沼東１‐１ Ｌ＿藤沢鵠沼東 0466‐50  ‐6884
神奈川　　 神奈川県小田原市小竹９５２‐１ 小田原小竹 0465‐43  ‐1105
神奈川　　 神奈川県藤沢市西富５２９‐３ 藤沢西富 0466‐28  ‐4156
神奈川　　 神奈川県藤沢市遠藤２０１８‐１３ Ｌ＿藤沢遠藤 0466‐86  ‐3819
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区日野２‐４６‐３ ＬＰ＿港南日野二丁目 045‐842 ‐8385
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区片倉１‐３０ 片倉町駅前 045‐481 ‐9165
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５‐７‐６ ＬＰ＿鶴見中央五丁目 045‐505 ‐9638
神奈川　　 神奈川県大和市上草柳８‐１６‐１８ ＬＰ＿大和上草柳八丁目 046‐264 ‐3619
神奈川　　 神奈川県横浜市西区南浅間町１９‐１６ 南浅間町 045‐311 ‐0357
神奈川　　 神奈川県伊勢原市高森６‐５‐２ 伊勢原高森 0463‐92  ‐5535
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区能見台通７‐１ 谷津坂 045‐701 ‐1892
神奈川　　 神奈川県横浜市西区岡野１‐１‐１９ 横浜岡野町 045‐314 ‐8324
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区森１‐１５ 磯子駅前 045‐753 ‐4310
神奈川　　 神奈川県藤沢市鵠沼石上３‐３‐３ Ｌ＿藤沢鵠沼 0466‐27  ‐6145
神奈川　　 神奈川県厚木市温水２０４６ 厚木緑ケ丘 046‐224 ‐7280
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区日野７‐１‐１７ Ｌ＿洋光台 045‐844 ‐9192
神奈川　　 神奈川県小田原市風祭字間々下１５６‐１ 小田原風祭 0465‐22  ‐0279
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区最戸１‐４‐５ 上大岡 045‐714 ‐6400
神奈川　　 神奈川県藤沢市朝日町１０‐４ Ｌ＿藤沢朝日町 0466‐27  ‐7445
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０６２‐５ 市ケ尾駅前 045‐973 ‐9153
神奈川　　 神奈川県相模原市南区相模台１‐７‐６ 相模台 042‐746 ‐8721
神奈川　　 神奈川県厚木市緑ケ丘２‐２‐１２ Ｌ＿新緑ケ丘 046‐222 ‐0387
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区杉田１‐９‐１３ 杉田一丁目 045‐774 ‐0019
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区上大岡東１‐２‐１０ Ｌ＿上大岡東一丁目 045‐841 ‐0519
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区登戸２１０２‐１ 向ケ丘遊園 044‐911 ‐7201
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区末長１３５‐１ Ｌ＿梶ケ谷駅前 044‐865 ‐7641
神奈川　　 神奈川県厚木市恩名３丁目４‐３７ 厚木恩名 046‐223 ‐8264
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１‐１３９０ Ｌ＿上丸子山王町 044‐434 ‐6143
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区上小田中５‐３‐１ Ｌ＿武蔵中原駅前 044‐754 ‐0873
神奈川　　 神奈川県座間市入谷１‐４１６‐１ 座間入谷 046‐253 ‐7301
神奈川　　 神奈川県横須賀市衣笠栄町３‐２‐２ 衣笠栄町 046‐851 ‐5142
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区みたけ台４４‐１ みたけ台 045‐972 ‐4612
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区松風台１７‐８ 桜台公園 045‐982 ‐0370
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区藤ケ丘１‐２８‐２９ Ｌ＿横浜藤ケ丘一丁目 045‐972 ‐5064
神奈川　　 神奈川県横浜市中区吉浜町２‐１４ 石川町 045‐661 ‐0535
神奈川　　 神奈川県厚木市船子字仲田４５‐１ 厚木船子 046‐247 ‐9933
神奈川　　 神奈川県海老名市中新田４０ ＬＰ＿厚木駅前 046‐234 ‐1966
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区大久保３‐３０‐１ Ｌ＿港南大久保 045‐846 ‐3015
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区下麻生３‐３６‐１５ 下麻生 044‐988 ‐3271
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区横山台２‐１３‐１ Ｌ＿横山台二丁目 042‐751 ‐0870
神奈川　　 神奈川県海老名市国分南３‐３‐１８ 海老名国分 046‐234 ‐3347
神奈川　　 神奈川県海老名市中新田１‐４‐５１ 海老名中新田 046‐234 ‐3356
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘１‐１４ つつじが丘 045‐982 ‐1984
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町４‐３２‐１７ 戸塚汲沢 045‐871 ‐4811
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２‐１７ 神奈川二丁目 045‐453 ‐2321



神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区台町１３‐１ ＬＰ＿川崎台町 044‐288 ‐1176
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区京町２‐９‐１ 京町二丁目 044‐333 ‐2662
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区元木２‐１‐８ 川崎元木 044‐322 ‐4778
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区野川３８９８‐１ 高津野川 044‐752 ‐6461
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区矢部町２３２‐９ 戸塚矢部町 045‐881 ‐8586
神奈川　　 神奈川県海老名市柏ケ谷７０６‐３ 海老名かしわ台 046‐231 ‐7211
神奈川　　 神奈川県横浜市泉区和泉町５６２６‐２ Ｌ＿いずみ野 045‐801 ‐3856
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町２‐３６‐６ 武蔵小杉 044‐722 ‐7337
神奈川　　 神奈川県藤沢市藤沢５１８ 藤沢東横須賀 0466‐24  ‐6251
神奈川　　 神奈川県横浜市中区本牧宮原２‐１ Ｌ＿本牧宮原 045‐624 ‐2818
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区樽町４‐７‐２０ ＬＰ＿港北樽町 045‐531 ‐6136
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区有馬９‐１‐１ Ｌ＿川崎有馬九丁目 044‐855 ‐2181
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区下永谷５‐５‐１ Ｌ＿下永谷五丁目 045‐824 ‐8177
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区小倉１７２５‐１ 川崎小倉 044‐599 ‐8998
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区上麻生６‐３２‐２８ Ｌ＿上麻生六丁目 044‐986 ‐7050
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区篠原町１１２９ Ｌ＿岸根公園駅前 045‐402 ‐5097
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区浅田３‐１９‐１ 川崎浅田三丁目 044‐344 ‐3476
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘１‐２９‐３０ Ｌ＿保土ヶ谷新桜ヶ丘 045‐350 ‐0037
神奈川　　 神奈川県横須賀市日の出町３‐１４‐１４ Ｌ＿横須賀日の出町三丁目 046‐825 ‐6566
神奈川　　 神奈川県鎌倉市西鎌倉２‐１‐７ Ｌ＿西鎌倉二丁目 0467‐32  ‐0073
神奈川　　 神奈川県茅ヶ崎市西久保字上ノ町１５２７‐１ 茅ヶ崎西久保 0467‐57  ‐3137
神奈川　　 神奈川県横浜市中区千代崎町４‐９７‐６ 横浜千代崎町 045‐624 ‐3711
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区都岡町４４‐３ 横浜都岡 045‐951 ‐9215
神奈川　　 神奈川県逗子市逗子１‐９‐２６ 逗子一丁目 046‐871 ‐2858
神奈川　　 神奈川県横浜市南区大岡２‐２７‐１５ 横浜大岡二丁目 045‐712 ‐1122
神奈川　　 神奈川県厚木市恩名４‐５‐９２ Ｌ＿新厚木高校前 046‐223 ‐7357
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区川尻１５００‐１ 城山川尻 042‐783 ‐8371
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区塩浜３‐２９‐９ 川崎塩浜三丁目 044‐276 ‐2588
神奈川　　 神奈川県横浜市西区みなとみらい４‐７ Ｌ＿みなとみらい四丁目 045‐664 ‐3313
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区殿町１‐１６‐１３ Ｌ＿川崎殿町 044‐276 ‐4077
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区仲町台４‐２６‐４７ 横浜仲町台四丁目 045‐948 ‐3455
神奈川　　 神奈川県平塚市西真土１丁目７‐７４ 平塚西真土 0463‐55  ‐2226
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町２２２ 横浜仏向町 045‐332 ‐2211
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区小倉８０６‐１４ Ｌ＿川崎小倉下町 044‐599 ‐9088
神奈川　　 神奈川県厚木市旭町２‐１ Ｌ＿厚木旭町二丁目 046‐226 ‐5700
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区菅生５丁目２‐１ 川崎菅生五丁目 044‐975 ‐6250
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区飯島町１４３３ Ｌ＿横浜栄飯島町 045‐893 ‐7753
神奈川　　 神奈川県小田原市蓮正寺３１‐５ Ｌ＿小田原蓮正寺 0465‐38  ‐4200
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区菅馬場１‐９‐７ Ｌ＿川崎菅馬場一丁目 044‐946 ‐3069
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区奈良２‐１‐７ 横浜奈良二丁目 045‐963 ‐1617
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２‐２‐１５ 横浜釜利谷東二丁目 045‐788 ‐2200
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区南加瀬５‐３６‐１ 南加瀬五丁目 044‐588 ‐9936
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１０‐１２ 都筑ふれあいの丘駅前 045‐943 ‐7176
神奈川　　 神奈川県横浜市西区北幸１‐９‐２ 横浜北幸一丁目 045‐323 ‐6400
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１‐８‐１５ 川崎犬蔵一丁目 044‐975 ‐9163
神奈川　　 神奈川県藤沢市白旗４‐８‐５ 藤沢白旗四丁目 0466‐90  ‐0600
神奈川　　 神奈川県小田原市栄町２‐１‐３０ 小田原駅前 0465‐24  ‐9290
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２６３ Ｌ＿戸塚上矢部町 045‐811 ‐9939
神奈川　　 神奈川県大和市鶴間２‐１‐２４ 大和鶴間駅前 046‐271 ‐7077
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区大久保２‐２３‐２ Ｌ＿港南大久保二丁目 045‐841 ‐0047
神奈川　　 神奈川県高座郡寒川町宮山３９４‐１ 寒川宮山 0467‐75  ‐7532
神奈川　　 神奈川県横須賀市若松町１‐１４‐８ 横須賀若松町 046‐825 ‐5354
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１１３‐１‐１ ＮＴＴ戸塚町 045‐864 ‐2164
神奈川　　 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷２‐４７‐１ ＬＰ＿瀬谷二丁目 045‐304 ‐9122
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区栗木１‐２９‐８ Ｌ＿栗木一丁目 045‐769 ‐2175
神奈川　　 神奈川県茅ヶ崎市浜竹３‐４‐４５ 茅ヶ崎浜竹 0467‐85  ‐6678
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区土橋２‐１７‐２ Ｌ＿川崎土橋二丁目 044‐852 ‐4951
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区久地２‐５‐２０ 川崎久地二丁目 044‐811 ‐6110
神奈川　　 神奈川県横浜市西区高島２‐１９‐１２ 横浜スカイビル 045‐451 ‐5055
神奈川　　 神奈川県平塚市公所８５１ 平塚かまくら橋 0463‐58  ‐6601
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区新石川３‐１５‐２ たまプラーザ駅南口 045‐911 ‐3728
神奈川　　 神奈川県三浦郡葉山町上山口３１６１‐１ 葉山上山口 046‐878 ‐6502
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区荏田町４９１‐１１ Ｌ＿青葉荏田 045‐913 ‐6288
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区砂子２‐２‐１ 川崎銀柳街 044‐222 ‐2235
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１７９‐１ 戸塚下倉田町 045‐865 ‐0635
神奈川　　 神奈川県横須賀市浦郷町４‐１２‐１２‐１ Ｌ　横須賀浦郷 046‐865 ‐8087
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区大島２６８９‐１ 大島中ノ原 042‐762 ‐7950
神奈川　　 神奈川県綾瀬市大上４‐２０‐３１ 綾瀬大上 0467‐78  ‐6560
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区原宿５‐３７‐３ Ｌ＿戸塚原宿五丁目 045‐852 ‐3240
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区新石川２‐１５‐１２ Ｌ＿青葉新石川 045‐903 ‐9129
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４‐４３８‐１ 横浜神大寺四丁目 045‐481 ‐3330
神奈川　　 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２７‐３ Ｌ＿横浜井土ヶ谷 045‐714 ‐7336
神奈川　　 神奈川県伊勢原市笠窪４２１‐２ Ｌ＿伊勢原笠窪 0463‐92  ‐2555
神奈川　　 神奈川県厚木市下津古久３３９‐１ 厚木戸田西 046‐227 ‐2022
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区塚越２‐２６０‐３６ Ｌ＿川崎塚越二丁目 044‐556 ‐3090
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区菅３‐７‐３０ Ｌ＿川崎菅三丁目 044‐946 ‐0545
神奈川　　 神奈川県平塚市横内１９８１‐１ 平塚横内北 0463‐54  ‐3509



神奈川　　 神奈川県綾瀬市吉岡東３‐１０‐２０ 綾瀬吉岡東 0467‐70  ‐3426
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１７‐１ Ｌ＿新東芹が谷 045‐821 ‐1487
神奈川　　 神奈川県藤沢市辻堂新町１‐１‐１３ 辻堂駅北口 0466‐36  ‐8520
神奈川　　 神奈川県三浦市栄町２‐２６ Ｌ＿三浦栄町 046‐881 ‐3199
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区六浦３丁目‐１‐１２ 六浦三丁目 045‐701 ‐6889
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区深谷町字谷中１５４１‐２ Ｌ＿横浜環４深谷町 045‐851 ‐4565
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区平安町１‐３６‐２ ＬＰ＿鶴見平安町一丁目 045‐508 ‐6005
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区木月住吉町２３木月住吉団地第９号棟１０１ ＬＰ＿木月住吉 044‐411 ‐9355
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区千代田３‐１４‐３ 相模原千代田三丁目 042‐750 ‐7656
神奈川　　 神奈川県横須賀市林５‐１０ 横須賀林五丁目 046‐858 ‐0095
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区大口通３５‐１８ 横浜大口通 045‐433 ‐3344
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区笠間２‐１４‐８ 栄笠間二丁目 045‐893 ‐9771
神奈川　　 神奈川県横須賀市長沢２‐５‐２１ 横須賀長沢 046‐848 ‐2877
神奈川　　 神奈川県横須賀市大津町１‐８‐１５ 横須賀大津 046‐835 ‐4044
神奈川　　 神奈川県海老名市東柏ケ谷２‐２６‐８ Ｌ＿海老名東柏ヶ谷二丁目 046‐232 ‐0978
神奈川　　 神奈川県三浦郡葉山町長柄字大山８９４ 逗葉新道長柄 046‐877 ‐5763
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目３２‐２ Ｌ＿聖マリアンナ医大前 044‐975 ‐7447
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区川井本町８３‐３ 横浜川井本町 045‐955 ‐0924
神奈川　　 神奈川県藤沢市辻堂元町５‐１２‐２１ 辻堂元町五丁目 0466‐37  ‐3107
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１１８‐１ 戸塚駅東口 045‐881 ‐9024
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷１‐１‐１ 本郷台駅前 045‐891 ‐5400
神奈川　　 神奈川県茅ヶ崎市今宿１１２４‐６ Ｌ　茅ケ崎産業道路 0467‐58  ‐1321
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区上郷町８１番地１０ Ｌ＿栄上郷町 045‐891 ‐2277
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区溝口１‐４‐１ 溝口ノクティ 044‐813 ‐0072
神奈川　　 神奈川県大和市上草柳５‐４‐６ 大和上草柳五丁目 046‐260 ‐3233
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区荏田西１‐７‐５ ＪＰローソン青葉郵便局 045‐971 ‐5326
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区相模原７‐８‐１１ 相模原七丁目 042‐757 ‐1055
神奈川　　 神奈川県愛甲郡愛川町中津９３９‐９ Ｌ＿愛川春日台 046‐286 ‐1438
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区堀川町７２‐１　１Ｆ ラゾーナ川崎 044‐874 ‐8168
神奈川　　 神奈川県平塚市四之宮３‐２２‐１ Ｌ＿平塚四之宮 0463‐54  ‐4844
神奈川　　 神奈川県平塚市紅谷町１４‐２８ 平塚紅谷町 0463‐21  ‐0844
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区上川井町６６８‐１ 横浜上川井 045‐921 ‐7855
神奈川　　 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８‐４ いずみ向原 045‐805 ‐2887
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区森５‐２１‐１７ Ｌ＿磯子森五丁目 045‐753 ‐1193
神奈川　　 神奈川県藤沢市辻堂２‐９‐１６ 藤沢辻堂 0466‐35  ‐4345
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区木月４‐３９‐１ 中原木月四丁目 044‐433 ‐8490
神奈川　　 神奈川県横浜市中区本町４‐４０ 横浜本町四丁目 045‐663 ‐6643
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区小台２‐６‐１ 小台 044‐888 ‐0211
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１３‐３４ Ｌ＿鶴見豊岡通 045‐575 ‐6755
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区久木町１８‐８ 磯子久木町 045‐750 ‐5227
神奈川　　 神奈川県平塚市中原１‐１５‐８ Ｌ＿平塚中原一丁目 0463‐34  ‐3963
神奈川　　 神奈川県小田原市鴨宮３５６ 小田原鴨宮 0465‐49  ‐3963
神奈川　　 神奈川県横須賀市武１‐１３７９‐５ 横須賀武 046‐856 ‐5227
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町４‐２５‐２２ 淵野辺本町 042‐755 ‐9710
神奈川　　 神奈川県横浜市緑区霧が丘６‐２‐１９ 霧が丘六丁目 045‐920 ‐1022
神奈川　　 神奈川県横須賀市舟倉２‐３‐２６ 横須賀舟倉 046‐837 ‐1783
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町４２５‐１ 氷取沢町 045‐778 ‐3567
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３‐４‐１ 田園調布学園大学 044‐953 ‐5771
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区綱島西１‐６‐１６ 綱島駅前 045‐546 ‐2808
神奈川　　 神奈川県横浜市中区尾上町３‐４６‐１ 横浜尾上町三丁目 045‐681 ‐6307
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区綱島西３‐６‐４ Ｌ＿綱島西三丁目 045‐531 ‐3655
神奈川　　 神奈川県大和市つきみ野３‐２４‐３ つきみ野駅前 046‐277 ‐5752
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区金井町３４８ 横浜金井町 045‐853 ‐2333
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区宮崎６‐９‐４ 川崎宮崎六丁目 044‐861 ‐8231
神奈川　　 神奈川県小田原市浜町３‐１２‐４３ Ｌ＿小田原浜町 0465‐22  ‐2717
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区港南台４‐２３‐４ 港南台四丁目 045‐835 ‐3963
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１‐１ 川崎駅前本町 044‐246 ‐1136
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区片平３‐１‐１４ 柿生 044‐986 ‐0128
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区宿河原３‐１９‐５３ 宿河原三丁目 044‐935 ‐2679
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区日野南４丁目　１‐１ 日野南四丁目 045‐847 ‐1550
神奈川　　 神奈川県海老名市河原口７１５‐１ Ｌ＿海老名河原口 046‐234 ‐8611
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町１４９‐１ Ｌ＿横浜市民病院前 045‐336 ‐2891
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４‐９‐４ 鶴見中央四丁目 045‐504 ‐7665
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町１９８６‐１ 横浜名瀬町 045‐814 ‐9899
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区浅田４‐１５‐１８ 川崎浅田四丁目 044‐333 ‐7475
神奈川　　 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５‐２５‐７ 長津田みなみ台 045‐981 ‐7630
神奈川　　 神奈川県鎌倉市常盤３６４‐５ 鎌倉梶原 0467‐32  ‐8099
神奈川　　 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１‐３‐２ Ｌ＿辻堂東海岸 0466‐35  ‐0292
神奈川　　 神奈川県茅ケ崎市東海岸北２‐２‐６６ 茅ヶ崎雄三通 0467‐85  ‐2139
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目２‐２２ 釜利谷東七丁目 045‐790 ‐3188
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区芹が谷４‐２‐２８ Ｌ　芹が谷四丁目 045‐821 ‐7816
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区久地１‐１５‐２０ Ｌ＿川崎久地一丁目 044‐813 ‐7479
神奈川　　 神奈川県厚木市中町２‐４‐１６ 本厚木駅前 046‐221 ‐6678
神奈川　　 神奈川県平塚市四之宮２‐１０‐３２ 平塚西八幡 0463‐24  ‐7079
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区荏子田３‐２２‐１１ Ｌ＿横浜荏子田三丁目 045‐901 ‐9936
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２‐１６‐３０ Ｌ＿金沢文庫駅前 045‐784 ‐5123
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区中央３‐１０‐１６ 相模原中央三丁目 042‐755 ‐3580



神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区富士見１‐６‐１０ 川崎富士見一丁目 044‐246 ‐6649
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区片平６‐６‐１ 川崎片平 044‐980 ‐5519
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区上郷町１３６２‐１ 上郷八軒谷戸 045‐895 ‐5525
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区富岡東５丁目２‐４ Ｌ＿富岡東五丁目 045‐771 ‐8068
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区大豆戸町５５７‐１０ 港北大豆戸町 045‐543 ‐3964
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区俣野町７７９‐３ 戸塚俣野町 045‐852 ‐8071
神奈川　　 神奈川県高座郡寒川町一之宮８‐２‐３１ 寒川一之宮八丁目 0467‐74  ‐6224
神奈川　　 神奈川県横浜市中区住吉町２‐２２ 横浜住吉町 045‐661 ‐0520
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区美しが丘４‐４３‐４ Ｌ＿横浜美しが丘四丁目 045‐905 ‐5116
神奈川　　 神奈川県横浜市神奈川区金港町１‐１０ ＮＬ　横浜ベイクォーター 045‐450 ‐6717
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１６‐２ ＮＬ　東戸塚駅東口 045‐828 ‐2670
神奈川　　 神奈川県横浜市港南区上大岡西１‐６‐１　京急百貨店内１階 ＮＬ　上大岡京急 045‐840 ‐5008
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区磯子３‐４‐１０ Ｈ磯子三丁目 045‐754 ‐1109
神奈川　　 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０５‐３ Ｈ十日市場 045‐985 ‐1933
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区田島町２３‐１ 川崎市電通り 044‐322 ‐3255
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１５５‐１０ 青葉市ヶ尾 045‐973 ‐6606
神奈川　　 神奈川県川崎市麻生区万福寺６‐７‐２ 川崎万福寺六丁目 044‐954 ‐6077
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区東山田町８８１‐１ 東山田駅前 045‐590 ‐6105
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘６‐５ 青葉さつきが丘 045‐971 ‐0799
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区古川町１０２ 川崎古川町 044‐522 ‐9822
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区新羽町１６２８‐１ 新羽駅西口 045‐545 ‐1673
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区相模原２‐１‐１２ 相模原二丁目 042‐750 ‐1332
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区六浦東１‐２２‐１６ 六浦東一丁目 045‐785 ‐4470
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区新横浜２‐６‐１ ＮＬ　新横浜二丁目 045‐471 ‐1220
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区上溝田尻２５６０‐１ 相模原上溝田尻 042‐760 ‐1758
神奈川　　 神奈川県横浜市中区山下町７３‐１ 山下町本町通 045‐664 ‐4380
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２‐３‐２５ Ｌ＿鶴見駒岡二丁目 045‐572 ‐8975
神奈川　　 神奈川県鎌倉市小町１‐１４‐１５ 鎌倉小町一丁目 0467‐23  ‐6598
神奈川　　 神奈川県横浜市中区長者町５‐５３‐１ 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 045‐252 ‐6327
神奈川　　 神奈川県中郡二宮町二宮１５７‐１ Ｌ＿西湘二宮 0463‐71  ‐7983
神奈川　　 神奈川県川崎市中原区中丸子字新宿耕地１３‐８ 中原中丸子 044‐434 ‐2173
神奈川　　 神奈川県川崎市宮前区野川１２９４‐１ 川崎野川 044‐766 ‐0687
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区たちばな台２‐１‐７ Ｌ　青葉たちばな台二丁目 045‐960 ‐3503
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区川井本町６９‐６ 旭川井本町西 045‐953 ‐4300
神奈川　　 神奈川県横浜市磯子区東町１３‐１３ 横浜磯子東町 045‐753 ‐1744
神奈川　　 神奈川県厚木市妻田南１‐２３‐１０ 厚木妻田南一丁目 046‐295 ‐3226
神奈川　　 神奈川県大和市上和田字谷戸頭１７９０‐１ 大和桜ヶ丘南 046‐267 ‐9400
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区東方町２９３‐１ 東方緑産業道路 045‐473 ‐7211
神奈川　　 神奈川県伊勢原市東成瀬１４‐５ 東成瀬 0463‐91  ‐7003
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央２６‐１ 都筑茅ケ崎中央 045‐949 ‐9198
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区西橋本４‐１４‐１７ 相模原西橋本四丁目 042‐772 ‐1339
神奈川　　 神奈川県厚木市中町２‐１‐２１ 本厚木駅北口 046‐295 ‐6132
神奈川　　 神奈川県横浜市南区永田南１‐４‐６ 横浜永田南一丁目 045‐715 ‐3491
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区榎が丘５４‐１８ Ｌ＿青葉榎が丘 045‐985 ‐7870
神奈川　　 神奈川県横須賀市根岸町２‐３２‐１８ Ｌ＿横須賀根岸町二丁目 046‐833 ‐1199
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区平台１‐２０ Ｌ＿Ｈ平台一丁目 045‐941 ‐5538
神奈川　　 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷３‐６‐３ Ｌ＿栄小菅ケ谷三丁目 045‐895 ‐0001
神奈川　　 神奈川県相模原市南区鵜野森１‐１６‐８ Ｌ＿相模原鵜野森一丁目 042‐766 ‐3407
神奈川　　 神奈川県相模原市南区磯部１１４８‐３４ Ｌ＿相模原磯部 046‐257 ‐5534
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉３‐１‐２３ Ｌ＿横浜法泉三丁目 045‐351 ‐6884
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区日吉本町４‐１７‐４６ 日吉本町四丁目 045‐565 ‐4077
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区新川通１２‐１ 川崎市立川崎病院 044‐200 ‐9523
神奈川　　 神奈川県伊勢原市桜台１‐７‐２１ 伊勢原駅南 0463‐97  ‐3988
神奈川　　 神奈川県鎌倉市大船４‐２１‐１５ Ｌ＿大船四丁目 0467‐44  ‐5443
神奈川　　 神奈川県高座郡寒川町大曲２‐５‐１２ 寒川大曲 0467‐75  ‐9288
神奈川　　 神奈川県小田原市南町４‐１０‐２０ 小田原南町 0465‐23  ‐1666
神奈川　　 神奈川県横浜市中区桜木町１‐１‐７ ＮＬ　ＴＯＣみなとみらい 045‐651 ‐1705
神奈川　　 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜４‐３‐２５ 鎌倉由比ガ浜四丁目 0467‐22  ‐9768
神奈川　　 神奈川県横浜市港北区新横浜３‐１９‐１ ＮＬ　新横浜三丁目 045‐478 ‐6039
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区生田２‐１４‐２５ 川崎生田二丁目 044‐900 ‐3880
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区俣野町６０１ 横浜薬科大学 045‐854 ‐2352
神奈川　　 神奈川県相模原市南区大野台１‐１‐１４ Ｌ　相模原大野台一丁目 042‐730 ‐5710
神奈川　　 神奈川県厚木市上依知字日影坂上８３６‐６ Ｌ＿上依知 046‐245 ‐8877
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６‐１２ 戸塚駅西口 045‐392 ‐7770
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区本村町３７‐２９ Ｌ＿旭本村町 045‐391 ‐1115
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区馬場３‐１０‐３８ Ｌ　横浜馬場三丁目 045‐574 ‐3770
神奈川　　 神奈川県大和市深見東３‐１‐６ 大和深見東三丁目 046‐263 ‐0920
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区鹿沼台１‐９‐１９ Ｌ＿相模原鹿沼台一丁目 042‐755 ‐8681
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区鹿島田６９９‐３ 新川崎駅前 044‐511 ‐8788
神奈川　　 神奈川県厚木市小野字桂木１０７４‐１ Ｌ＿厚木小野宮前 046‐250 ‐8515
神奈川　　 神奈川県横浜市旭区上白根２‐６２‐３３ Ｌ＿旭上白根二丁目 045‐952 ‐2980
神奈川　　 神奈川県横浜市緑区中山町３２６‐３ Ｌ＿中山駅前 045‐933 ‐6000
神奈川　　 神奈川県小田原市酒匂２‐４１‐３４ Ｌ＿小田原酒匂 0465‐49  ‐9080
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２９６９‐１ Ｌ＿南戸塚 045‐869 ‐5170
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区相生４ー４ー１５ 相模原相生四丁目 042‐752 ‐5545
神奈川　　 神奈川県横浜市中区山下町２０４‐１ ダイワロイネットホテル横浜公園 045‐641 ‐0066
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区市場上町１１番１７号 Ｌ＿鶴見市場上町 045‐502 ‐4220



神奈川　　 神奈川県相模原市中央区宮下本町２‐５‐４ Ｌ＿相模原宮下本町二丁目 042‐730 ‐6665
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区淵野辺３‐５‐１０ 淵野辺駅前 042‐751 ‐0250
神奈川　　 神奈川県横須賀市夏島町１３‐４ 横須賀夏島町 046‐867 ‐6448
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区上溝３０６‐１ 上溝バイパス入口 042‐778 ‐3705
神奈川　　 神奈川県藤沢市湘南台１‐３２‐１１ Ｌ＿藤沢亀井野 0466‐45  ‐4014
神奈川　　 神奈川県川崎市幸区鹿島田１１５３ 鹿島田駅東口 044‐511 ‐8885
神奈川　　 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１‐１‐１７ 駒岡一丁目 045‐582 ‐9139
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区原宿３‐６０‐２ 横浜医療センター 045‐851 ‐6679
神奈川　　 神奈川県鎌倉市岡本１３７０‐１ 湘南鎌倉総合病院 0467‐42  ‐7356
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷５‐７‐７ 川崎梶ケ谷五丁目 044‐888 ‐7130
神奈川　　 神奈川県藤沢市湘南台４‐１０‐１１ 藤沢湘南台 0466‐44  ‐1275
神奈川　　 神奈川県川崎市川崎区追分町１０‐１０ Ｌ＿川崎追分町 044‐333 ‐6804
神奈川　　 神奈川県横浜市泉区西が岡２‐４‐２ Ｌ＿泉西が岡二丁目 045‐812 ‐5660
神奈川　　 神奈川県横須賀市津久井２‐１７‐２３ Ｌ＿津久井浜駅前 046‐839 ‐3639
神奈川　　 神奈川県大和市大和東１‐４‐２０ 大和駅前 046‐260 ‐7181
神奈川　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町４１‐１ Ｌ＿横浜上菅田町 045‐381 ‐0068
神奈川　　 神奈川県横浜市緑区三保町１０７５‐１ Ｌ＿横浜三保町 045‐921 ‐7333
神奈川　　 神奈川県横浜市南区六ツ川２‐１３８‐４ こども医療センター 045‐730 ‐0623
神奈川　　 神奈川県相模原市緑区西橋本４‐８‐６２ Ｌ＿相模原緑西橋本四丁目 042‐774 ‐5755
神奈川　　 神奈川県横浜市中区長者町９‐１７５‐１ 横浜長者町九丁目 045‐242 ‐2577
神奈川　　 神奈川県川崎市高津区溝口２‐１‐１ ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ溝の口南 044‐877 ‐5575
神奈川　　 神奈川県横浜市青葉区荏田町２３６０ ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ江田 045‐915 ‐6538
神奈川　　 神奈川県横浜市中区新山下３‐１‐１３ 横浜新山下三丁目 045‐624 ‐4738
神奈川　　 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９‐１ Ｌ＿東戸塚駅前 045‐822 ‐3228
神奈川　　 神奈川県横浜市金沢区富岡東６‐１６‐１ Ｓ循環器呼吸器病センター 045‐785 ‐5770
神奈川　　 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６‐４ Ｌ＿相模原上溝南中前 042‐761 ‐7015
神奈川　　 神奈川県川崎市多摩区宿河原３‐１９９０‐１２ Ｌ＿宿河原駅前 044‐932 ‐3313
神奈川　　 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３５‐１ 昭和大学横浜市北部病院 045‐945 ‐0539
岐阜　　　 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野１２７‐１ 美濃加茂加茂野 0574‐25  ‐8338
岐阜　　　 岐阜県瑞浪市寺河戸町字沖中１１８６‐６ 瑞浪駅前 0572‐68  ‐4141
岐阜　　　 岐阜県海津市海津町沼新田字花倉１３０‐１ 海津沼新田 0584‐54  ‐5170
岐阜　　　 岐阜県岐阜市加納栄町通４‐２ Ｌ　加納栄町 058‐272 ‐1845
岐阜　　　 岐阜県岐阜市泉町６ Ｌ＿岐阜伊奈波 058‐265 ‐2639
岐阜　　　 岐阜県羽島郡岐南町三宅３‐２２ Ｌ　岐南町三宅 058‐247 ‐6365
岐阜　　　 岐阜県各務原市蘇原栄町１‐２５‐１ Ｌ＿蘇原栄町 058‐371 ‐0814
岐阜　　　 岐阜県岐阜市真砂町７‐１２‐１０かねせんビル Ｌ　西柳ケ瀬 058‐263 ‐6376
岐阜　　　 岐阜県岐阜市神田町３‐２ Ｌ＿岐阜神田町 058‐262 ‐6689
岐阜　　　 岐阜県不破郡垂井町字不帰８１０‐６ 垂井不帰 0584‐22  ‐6664
岐阜　　　 岐阜県岐阜市藪田東１‐１‐４ 岐阜藪田東 058‐278 ‐2583
岐阜　　　 岐阜県大垣市東前２‐４５‐２ 大垣東前 0584‐73  ‐3550
岐阜　　　 岐阜県多治見市大畑町大洞２‐１ 多治見大畑町 0572‐24  ‐5085
岐阜　　　 岐阜県高山市大新町４‐１７１ 高山大新町 0577‐35  ‐5581
岐阜　　　 岐阜県各務原市那加西那加町３５‐３ Ｌ＿各務原西那加 058‐371 ‐8151
岐阜　　　 岐阜県岐阜市吹上町２‐２ Ｌ＿岐阜吹上 058‐254 ‐8261
岐阜　　　 岐阜県羽島郡岐南町伏屋４‐１３６ 岐南町伏屋 058‐248 ‐8312
岐阜　　　 岐阜県可児市下恵土２９５７‐１ 可児下恵土 0574‐61  ‐2787
岐阜　　　 岐阜県郡上市大和町徳永字ヲスバ１５３‐１ 郡上大和 0575‐88  ‐3317
岐阜　　　 岐阜県岐阜市長良５‐１７ 長良真福寺 058‐295 ‐1610
岐阜　　　 岐阜県岐阜市初日町１‐２２ 長良北町 058‐231 ‐6819
岐阜　　　 岐阜県岐阜市福光西２‐８‐３ 岐阜福光西 058‐295 ‐9252
岐阜　　　 岐阜県岐阜市六条江東３‐４‐１ 岐阜六条 058‐275 ‐7728
岐阜　　　 岐阜県郡上市美並町上田３３０１‐３ 郡上美並 0575‐79  ‐9072
岐阜　　　 岐阜県瑞穂市穂積字中原１４５２‐６ 瑞穂市役所前 058‐327 ‐7594
岐阜　　　 岐阜県岐阜市薮田南５‐１３‐１１ 岐阜薮田南 058‐271 ‐9712
岐阜　　　 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字茶屋２１５７‐９ ＬＰ＿土岐津町 0572‐54  ‐0041
岐阜　　　 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９９１ 郡上白鳥 0575‐82  ‐6464
岐阜　　　 岐阜県可児市東帷子字東洞１０２３‐６ 可児帷子 0574‐65  ‐0128
岐阜　　　 岐阜県各務原市入会町１‐２３ 各務原入会町 058‐371 ‐7710
岐阜　　　 岐阜県可児市土田字富士ノ井５２６９‐１ Ｌ＿可児鳴子 0574‐27  ‐7473
岐阜　　　 岐阜県可児市土田字岡下７７８‐４ 可児土田南 0574‐28  ‐3587
岐阜　　　 岐阜県岐阜市北一色９‐２０‐４ Ｌ　岐阜北一色 058‐248 ‐8030
岐阜　　　 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２‐３‐１ Ｌ＿各務原鵜沼朝日町 058‐385 ‐3411
岐阜　　　 岐阜県岐阜市長住町３‐１‐１ 岐阜長住三丁目 058‐265 ‐8013
岐阜　　　 岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通３７３ 飛騨古川高野 0577‐73  ‐3611
岐阜　　　 岐阜県大垣市木戸町４２０‐１ 大垣木戸 0584‐73  ‐1752
岐阜　　　 岐阜県瑞穂市野田新田字河間４１４１ ＬＰ＿瑞穂野田新田 058‐327 ‐6747
岐阜　　　 岐阜県多治見市小泉町２丁目１９３番地 多治見小泉駅前 0572‐27  ‐8448
岐阜　　　 岐阜県郡上市八幡町城南町字ヤナシマ２２８ 郡上八幡 0575‐65  ‐6533
岐阜　　　 岐阜県中津川市宮前町４‐７１ 中津川上金 0573‐66  ‐9011
岐阜　　　 岐阜県土岐市下石町西山３０４ 土岐下石 0572‐57  ‐3788
岐阜　　　 岐阜県高山市上岡本町８‐３５ 高山上岡本 0577‐35  ‐9288
岐阜　　　 岐阜県高山市一之宮町字石原５４８６番１ 高山一之宮 0577‐53  ‐3685
岐阜　　　 岐阜県郡上市八幡町中坪３‐３‐９ 郡上八幡中坪 0575‐66  ‐2285
岐阜　　　 岐阜県各務原市那加前野町４‐１７５ 各務原那加前野 058‐389 ‐3982
岐阜　　　 岐阜県大垣市寺内町２‐５７‐１ 大垣寺内町 0584‐77  ‐6045
岐阜　　　 岐阜県安八郡安八町大明神字椙の木３５０‐１ 安八大明神 0584‐64  ‐7030
岐阜　　　 岐阜県高山市名田町３‐８１‐８ 高山赤十字病院前 0577‐35  ‐5878



岐阜　　　 岐阜県高山市山田町１５４３‐８ Ｌ＿高山山田 0577‐34  ‐6223
岐阜　　　 岐阜県瑞穂市馬場春雨町１‐２４ 瑞穂北 058‐327 ‐0693
岐阜　　　 岐阜県岐阜市早田栄町４‐２３ ＬＰ＿早田栄町 058‐295 ‐2454
岐阜　　　 岐阜県羽島郡岐南町上印食５‐１５４ 岐南町上印食 058‐248 ‐3947
岐阜　　　 岐阜県美濃加茂市山手町３‐４３‐１ 美濃加茂山手 0574‐28  ‐5349
岐阜　　　 岐阜県岐阜市金園町１０‐２５ Ｌ＿岐阜金園町十丁目 058‐248 ‐4481
岐阜　　　 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西４‐１ 柳津佐波 058‐279 ‐1332
岐阜　　　 岐阜県岐阜市福光東１‐９‐１２ 岐阜福光東 058‐294 ‐6039
岐阜　　　 岐阜県瑞穂市牛牧字五反田５５２ 瑞穂牛牧北 058‐326 ‐6979
岐阜　　　 岐阜県各務原市川島松原町字雁場前３０９‐１ 川島町松原 0586‐89  ‐6009
岐阜　　　 岐阜県関市平和通２‐８‐１ 関平和通 0575‐25  ‐2100
岐阜　　　 岐阜県岐阜市岩地１‐９‐２０ Ｌ　岐阜岩地 058‐246 ‐1721
岐阜　　　 岐阜県岐阜市東栄町５‐４ Ｌ＿岐阜東栄町 058‐248 ‐9411
岐阜　　　 岐阜県羽島郡笠松町北及１２１５ Ｌ＿笠松北及 058‐387 ‐8867
岐阜　　　 岐阜県山県市大字高木字戸羽１２９５‐１ 山県高木 0581‐22  ‐6581
岐阜　　　 岐阜県岐阜市西荘４‐１‐１ Ｌ　岐阜西荘 058‐252 ‐5180
岐阜　　　 岐阜県岐阜市則武新田土地区画整理地６１街区 岐阜則武新田 058‐294 ‐5567
岐阜　　　 岐阜県各務原市三井町１‐７８‐１ 各務原三井 058‐389 ‐2003
岐阜　　　 岐阜県岐阜市正木北町１１‐５ 岐阜正木北町 058‐295 ‐5210
岐阜　　　 岐阜県美濃加茂市森山町　４‐４‐１２ 美濃加茂森山 0574‐28  ‐0063
岐阜　　　 岐阜県岐阜市若福町１７‐１ 岐阜若福 058‐233 ‐6619
岐阜　　　 岐阜県岐阜市石谷字池田１３５８ 岐阜石谷 058‐238 ‐8663
岐阜　　　 岐阜県各務原市須衛町２‐６０‐１ 各務原須衛 058‐384 ‐6780
岐阜　　　 岐阜県大垣市番組町１‐１８ Ｌ＿大垣番組町 0584‐73  ‐2112
岐阜　　　 岐阜県高山市西之一色町１‐６５‐１ 高山西之一色 0577‐36  ‐3558
岐阜　　　 岐阜県岐阜市長住町９‐５ 岐阜長住九丁目 058‐253 ‐1156
岐阜　　　 岐阜県大垣市鶴見町字藤沢３２３ Ｌ＿大垣鶴見町 0584‐73  ‐5701
岐阜　　　 岐阜県岐阜市岩田西１‐１‐１ 岐阜岩田西 058‐242 ‐3160
岐阜　　　 岐阜県各務原市鵜沼東町５‐２‐１ 各務原鵜沼東町 058‐370 ‐1144
岐阜　　　 岐阜県羽島市小熊町島２‐５ 羽島小熊町 058‐391 ‐0286
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区敷地１‐１‐３０ 静岡敷地 054‐238 ‐6622
静岡　　　 静岡県御殿場市大坂８４‐８ Ｌ　御殿場大坂 0550‐87  ‐5400
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区稲川１‐３‐８ 静岡稲川 054‐289 ‐1910
静岡　　　 静岡県沼津市小諏訪５９９‐１ 沼津小諏訪 055‐962 ‐1684
静岡　　　 静岡県沼津市吉田町２４‐１６ Ｌ＿沼津吉田町 055‐931 ‐1508
静岡　　　 静岡県静岡市葵区新伝馬１‐４‐７６ 静岡新伝馬 054‐250 ‐8044
静岡　　　 静岡県田方郡函南町肥田３４６‐１ 函南蛇ケ橋 055‐979 ‐1628
静岡　　　 静岡県裾野市茶畑向田１１７３‐１ Ｌ＿裾野茶畑 055‐992 ‐5910
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区小鹿３‐７‐７ Ｌ　静岡小鹿三丁目 054‐288 ‐1983
静岡　　　 静岡県駿東郡小山町菅沼５３８‐１ 小山町菅沼 0550‐76  ‐6020
静岡　　　 静岡県静岡市葵区西草深町３５‐１ 静岡西草深町 054‐245 ‐3107
静岡　　　 静岡県静岡市葵区安西２‐３５ 静岡安西二丁目 054‐205 ‐9119
静岡　　　 静岡県沼津市岡宮１３５４‐２２ Ｌ　沼津岡宮 055‐925 ‐2022
静岡　　　 静岡県静岡市葵区古庄４‐２‐６ 静岡古庄 054‐265 ‐5688
静岡　　　 静岡県静岡市葵区北安東１‐３３‐１７ 静岡北安東 054‐246 ‐4366
静岡　　　 静岡県浜松市中区元目町１２２‐４ Ｌ＿浜松元目 053‐458 ‐0015
静岡　　　 静岡県賀茂郡東伊豆町大川１６０‐１０ Ｌ＿東伊豆町大川 0557‐22  ‐1627
静岡　　　 静岡県島田市中央町３１‐２ 島田中央町 0547‐34  ‐0433
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区池田８０４‐１ Ｌ＿静岡池田 054‐265 ‐9558
静岡　　　 静岡県掛川市駅前８‐７ 掛川駅前 0537‐22  ‐0913
静岡　　　 静岡県伊東市宇佐美１１１６‐１ 伊東宇佐美稲田 0557‐47  ‐3070
静岡　　　 静岡県沼津市東椎路春ノ木５４１ Ｌ＿沼津東椎路 055‐922 ‐3628
静岡　　　 静岡県伊東市南町２‐１１９‐１ Ｌ　伊東南町二丁目 0557‐36  ‐3382
静岡　　　 静岡県静岡市清水区宍原１３８７‐２ Ｌ　清水宍原 054‐394 ‐0123
静岡　　　 静岡県下田市東中６‐７ 下田東中 0558‐27  ‐2465
静岡　　　 静岡県伊東市松川町６‐１６ 伊東中央 0557‐38  ‐8451
静岡　　　 静岡県沼津市我入道秋葉町４１６ Ｌ＿沼津我入道 055‐933 ‐0268
静岡　　　 静岡県御殿場市東田中２‐１５‐２２ 御殿場東田中 0550‐84  ‐4640
静岡　　　 静岡県富士市富士岡４５２‐３ Ｌ　富士富士岡 0545‐38  ‐0952
静岡　　　 静岡県駿東郡小山町須走１４‐１ ＬＰ＿小山町須走東 0550‐75  ‐3132
静岡　　　 静岡県菊川市高橋２４８２‐１ Ｌ　菊川高橋 0537‐73  ‐6639
静岡　　　 静岡県浜松市中区中沢町１５‐１４ Ｌ＿中沢町 053‐471 ‐6300
静岡　　　 静岡県浜松市中区和地山１‐８‐１４ Ｌ＿和地山 053‐473 ‐8490
静岡　　　 静岡県浜松市中区高丘北２‐１３‐３ 浜松高丘 053‐438 ‐3753
静岡　　　 静岡県浜松市東区半田山５‐３９‐２０ 浜松半田 053‐434 ‐7955
静岡　　　 静岡県浜松市浜北区小松６８７ 浜北小松 053‐586 ‐8998
静岡　　　 静岡県浜松市北区都田町８５７６‐９ 浜松都田 053‐428 ‐6911
静岡　　　 静岡県掛川市領家１１６５‐１ 掛川領家 0537‐21  ‐5300
静岡　　　 静岡県伊東市八幡野１１３９‐３０ 伊豆高原 0557‐54  ‐1885
静岡　　　 静岡県熱海市渚町１０‐５ 熱海渚 0557‐81  ‐4695
静岡　　　 静岡県静岡市葵区新富町４‐６‐２ 静岡新富町 054‐251 ‐2275
静岡　　　 静岡県藤枝市下藪田７５‐２ 藤枝藪田 054‐638 ‐3711
静岡　　　 静岡県富士市伝法２３１２‐１ ＬＰ＿富士伝法 0545‐53  ‐3373
静岡　　　 静岡県掛川市千浜５６３０‐１‐６ Ｌ　掛川千浜 0537‐72  ‐6648
静岡　　　 静岡県袋井市高尾町１２‐２３ Ｌ＿袋井駅前通 0538‐44  ‐2271
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区曲金５‐４‐６１ 静岡曲金五丁目 054‐284 ‐0616
静岡　　　 静岡県浜松市西区伊左地町８８２２‐１ 浜松伊左地町 053‐486 ‐5201



静岡　　　 静岡県沼津市岡宮１２９２‐２ Ｌ　東名沼津インター西 055‐924 ‐5867
静岡　　　 静岡県沼津市五月町１７‐２５ 沼津五月町 055‐920 ‐2255
静岡　　　 静岡県下田市吉佐美１６１０‐１２ 下田吉佐美 0558‐27  ‐2557
静岡　　　 静岡県下田市東本郷１‐１‐１ 下田駅前 0558‐22  ‐7066
静岡　　　 静岡県駿東郡長泉町中土狩５１８‐２ Ｌ　長泉中土狩 055‐988 ‐2654
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区泉町３‐６ 静岡泉町 054‐289 ‐1725
静岡　　　 静岡県浜松市東区有玉南町１４８６‐１ 浜松有玉南 053‐433 ‐2601
静岡　　　 静岡県静岡市清水区真砂町２‐３５ 清水駅前 054‐367 ‐9311
静岡　　　 静岡県三島市谷田１５９３‐１ ニュー箱根 055‐971 ‐4422
静岡　　　 静岡県富士市今泉３２１３‐７ 木の宮 0545‐21  ‐8632
静岡　　　 静岡県裾野市御宿１３７‐５ Ｌ　裾野御宿 055‐992 ‐2778
静岡　　　 静岡県下田市５‐１‐３６ 下田五丁目 0558‐27  ‐0313
静岡　　　 静岡県三島市壱町田７７‐３ 三島壱町田 055‐988 ‐7181
静岡　　　 静岡県静岡市葵区黒金町２０‐３ 静岡黒金町 054‐251 ‐7750
静岡　　　 静岡県御殿場市茱萸沢１９６ 御殿場ぐみ沢 0550‐89  ‐9003
静岡　　　 静岡県伊東市荻３５０‐１ 伊東荻 0557‐36  ‐0911
静岡　　　 静岡県伊東市吉田柳畑７０９‐９ 伊東吉田柳畑 0557‐45  ‐4390
静岡　　　 静岡県裾野市平松５４８‐１ 裾野平松 055‐993 ‐7288
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区西脇字弥左衛門６‐１ 静岡西脇 054‐286 ‐2134
静岡　　　 静岡県浜松市中区曳馬６‐１２‐９ Ｌ＿浜松曳馬六丁目 053‐412 ‐2820
静岡　　　 静岡県沼津市原字鳥澤７７８‐１ 沼津原 055‐969 ‐0017
静岡　　　 静岡県御殿場市竃字河原田１０４２‐２ Ｓ南御殿場駅前 0550‐83  ‐7848
静岡　　　 静岡県沼津市大手町１ー１ー２ 沼津駅南口 055‐951 ‐5009
静岡　　　 静岡県沼津市大手町１‐１３‐９ ＢｉＶｉ沼津 055‐926 ‐7727
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区曲金４‐２‐６ 静岡曲金四丁目 054‐285 ‐6185
静岡　　　 静岡県静岡市葵区上伝馬１９‐３８ 静岡上伝馬 054‐252 ‐3299
静岡　　　 静岡県富士市津田２６４‐４ 富士津田 0545‐57  ‐7588
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区南安倍３丁目９番１号 ＬＰ＿静岡南安倍 054‐202 ‐5760
静岡　　　 静岡県湖西市吉美７４０番地の１ Ｌ　湖西運動公園前 053‐575 ‐3856
静岡　　　 静岡県焼津市下江留１７１７‐１ Ｌ　大井川下江留 054‐622 ‐1611
静岡　　　 静岡県島田市阪本１３８４‐３０ 島田阪本 0547‐38  ‐6878
静岡　　　 静岡県三島市一番町１５‐１９ 三島駅南口 055‐973 ‐0727
静岡　　　 静岡県富士市大渕３４２７‐３ Ｌ　富士大渕団地入口 0545‐35  ‐5901
静岡　　　 静岡県浜松市浜北区内野８０９‐１ 浜北内野 053‐585 ‐5100
静岡　　　 静岡県三島市大場字関口３９１‐３ Ｌ＿三島大場 055‐977 ‐1133
静岡　　　 静岡県浜松市東区中野町２４４５‐３ Ｌ＿浜松中野町 053‐422 ‐9811
静岡　　　 静岡県富士市元町１６‐２３ 富士元町 0545‐62  ‐8520
静岡　　　 静岡県駿東郡清水町新宿１７９‐１ 清水町新宿 055‐976 ‐4920
静岡　　　 静岡県浜松市中区鍛冶町３２１‐８ 浜松鍛冶町 053‐458 ‐5035
静岡　　　 静岡県浜松市中区鴨江１‐６‐５ Ｌ＿浜松鴨江一丁目 053‐450 ‐5122
静岡　　　 静岡県牧之原市静波２２０３‐１ 牧之原静波 0548‐22  ‐8787
静岡　　　 静岡県静岡市清水区天神２‐４‐１７ Ｌ＿清水天神二丁目 054‐371 ‐9510
静岡　　　 静岡県静岡市清水区蒲原東３３‐２ Ｌ＿蒲原東 054‐385 ‐3989
静岡　　　 静岡県磐田市東原１２３‐５ ＬＰ＿磐田東原 0538‐33  ‐1010
静岡　　　 静岡県浜松市浜北区新原３９２７‐２ Ｌ＿浜北新原 053‐585 ‐3070
静岡　　　 静岡県静岡市清水区横砂中町２３‐２０ 清水横砂 054‐371 ‐6622
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区根古屋字２０‐１ Ｌ　静岡久能山入口 054‐238 ‐8833
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区高松１‐１４‐２０ 静岡高松一丁目 054‐238 ‐2866
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区中野新田２７４‐５ Ｌ　東名静岡インター 054‐202 ‐1470
静岡　　　 静岡県沼津市大岡字二ッ谷町１５１４‐２ Ｌ　沼津大岡 055‐963 ‐2220
静岡　　　 静岡県静岡市葵区川合１‐２８９‐１ 静岡川合一丁目 054‐263 ‐3078
静岡　　　 静岡県御殿場市深沢字前野原１８０１‐８ 足柄サービスエリア上り 0550‐70  ‐0950
静岡　　　 静岡県富士市今泉字高尾奈４８０‐１ 富士今泉北 0545‐51  ‐1276
静岡　　　 静岡県静岡市清水区永楽町９１‐１ Ｌ　清水永楽町 054‐371 ‐5057
静岡　　　 静岡県榛原郡吉田町住吉字馬場先７５４‐１ Ｌ　吉田町住吉 0548‐33  ‐0568
静岡　　　 静岡県富士市天間１４１１‐４ Ｌ＿富士天間 0545‐73  ‐0377
静岡　　　 静岡県沼津市本田町１‐２８ 沼津本田町 055‐925 ‐4374
静岡　　　 静岡県御殿場市茱萸沢２３‐１ 御殿場ぐみ沢西 0550‐80  ‐2733
静岡　　　 静岡県浜松市浜北区中条４３１‐１ Ｌ＿浜北中条 053‐585 ‐8600
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区馬渕３‐１‐２１ 静岡馬渕三丁目 054‐286 ‐7781
静岡　　　 静岡県富士宮市中原町２９１ Ｌ　富士宮中原 0544‐23  ‐6614
静岡　　　 静岡県藤枝市茶町１丁目１０番２１号 藤枝茶町一丁目 054‐646 ‐0020
静岡　　　 静岡県沼津市大諏訪字八反田５９８‐１ Ｌ　沼津大諏訪 055‐924 ‐8702
静岡　　　 静岡県浜松市南区高塚町１４４８ 浜松高塚駅北 053‐440 ‐0080
静岡　　　 静岡県駿東郡清水町久米田字小塚田５５‐３ Ｌ　清水町久米田 055‐981 ‐1163
静岡　　　 静岡県静岡市清水区桜が丘町９番１号 Ｌ＿清水桜が丘町 054‐352 ‐3455
静岡　　　 静岡県磐田市下本郷１９６番地 Ｌ　磐田本郷 0538‐36  ‐6568
静岡　　　 静岡県焼津市八楠４‐１３‐１５ 東名焼津インター 054‐620 ‐0322
静岡　　　 静岡県浜松市東区天王町６６８ 浜松天王 053‐421 ‐6772
静岡　　　 静岡県静岡市清水区万世町２‐３‐１ Ｌ　清水万世町 054‐351 ‐4539
静岡　　　 静岡県浜松市西区篠原町字中通２１６３２ 浜松篠原 053‐440 ‐6775
静岡　　　 静岡県駿東郡長泉町南一色３０８‐１ Ｌ＿長泉南一色 055‐980 ‐6455
静岡　　　 静岡県静岡市駿河区小黒１‐６８‐７ 静岡小黒一丁目 054‐282 ‐6114
静岡　　　 静岡県浜松市中区鍛冶町２‐１ 新浜松駅前 053‐455 ‐1870
静岡　　　 静岡県島田市中溝町２４０９‐１ 島田中溝 0547‐37  ‐4419
静岡　　　 静岡県焼津市西小川３‐１‐５ 焼津登呂田 054‐629 ‐2655
愛知　　　 愛知県豊橋市高師石塚町石塚４７‐２ Ｌ　愛知大学前 0532‐47  ‐1066



愛知　　　 愛知県名古屋市中区栄２‐２‐２９ 栄二丁目 052‐211 ‐1318
愛知　　　 愛知県尾張旭市柏井町公園通４８８‐２ Ｌ＿森林公園前 0561‐52  ‐6105
愛知　　　 愛知県岩倉市大市場町郷廻３９２‐１ ＬＰ＿岩倉大市場 0587‐38  ‐2883
愛知　　　 愛知県江南市木賀町定和４７‐２ Ｌ＿江南木賀 0587‐56  ‐4948
愛知　　　 愛知県名古屋市北区清水５‐３７‐１ Ｌ　清水五丁目 052‐981 ‐7010
愛知　　　 愛知県一宮市明地字金屋敷６８‐１ Ｌ＿一宮明地 0586‐69  ‐4383
愛知　　　 愛知県東海市養父町大木之本５６ 東海養父 0562‐32  ‐5538
愛知　　　 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字無量寺東３８‐１ 一宮今伊勢 0586‐23  ‐3660
愛知　　　 愛知県北名古屋市片場白山３５‐１ ＬＰ＿北名古屋片場 0568‐21  ‐5922
愛知　　　 愛知県安城市御幸本町１６‐１４ 安城御幸本町 0566‐76  ‐2650
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３‐１７‐１ ＬＰ＿岩塚本通三丁目 052‐414 ‐2478
愛知　　　 愛知県海部郡蟹江町宝２丁目６０３‐２ Ｌ＿蟹江宝二丁目 0567‐95  ‐2112
愛知　　　 愛知県岡崎市中岡崎町２‐１１ 中岡崎 0564‐28  ‐7491
愛知　　　 愛知県岡崎市庄司田１‐１２‐１２ 岡崎庄司田 0564‐55  ‐6554
愛知　　　 愛知県半田市大高町２‐５４ Ｌ　半田大高 0569‐28  ‐5201
愛知　　　 愛知県名古屋市中区葵１‐２７‐３７ 葵一丁目 052‐932 ‐1028
愛知　　　 愛知県名古屋市東区筒井３‐２７‐１８ 筒井三丁目 052‐935 ‐2675
愛知　　　 愛知県岡崎市上里３‐１９‐１ 岡崎上里 0564‐25  ‐4055
愛知　　　 愛知県名古屋市港区七反野１‐６０５ 七反野一丁目 052‐303 ‐9171
愛知　　　 愛知県名古屋市南区平子２‐９‐１６ Ｌ＿平子二丁目 052‐823 ‐6064
愛知　　　 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通７‐１５ 瑞穂通七丁目 052‐853 ‐5858
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区並木２‐１１７ Ｌ＿ＪＲ八田駅前 052‐413 ‐7030
愛知　　　 愛知県北名古屋市鹿田栄７５‐１ ＬＰ＿北名古屋鹿田 0568‐25  ‐9189
愛知　　　 愛知県名古屋市北区萩野通２‐１１‐１ 城北小前 052‐915 ‐0863
愛知　　　 愛知県名古屋市千種区内山３‐１１‐２１ 北今池 052‐732 ‐2212
愛知　　　 愛知県名古屋市中区松原町２‐２２‐１５ 松原二丁目 052‐331 ‐9863
愛知　　　 愛知県岡崎市美合町字一ノ久保６ 美合駅前 0564‐54  ‐5234
愛知　　　 愛知県一宮市昭和１‐３‐２７ 一宮昭和一丁目 0586‐46  ‐9685
愛知　　　 愛知県安城市錦町４番１５号 安城秋葉公園前 0566‐72  ‐6030
愛知　　　 愛知県一宮市千秋町佐野字工高前４０ 千秋 0586‐77  ‐8488
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅３‐２０‐２０ 名駅三丁目 052‐583 ‐1168
愛知　　　 愛知県豊橋市広小路１‐４０‐１ 豊橋駅前 0532‐56  ‐1525
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区塩釜口１‐６３３‐１ 名城大前 052‐835 ‐2257
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅４‐２５‐２０ 名駅南 052‐582 ‐8258
愛知　　　 愛知県知多郡武豊町字石川１１４ 武豊石川 0569‐73  ‐2207
愛知　　　 愛知県東海市名和町三番割中３１‐１ 名和 052‐601 ‐2165
愛知　　　 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８‐４ 豊橋岩屋町 0532‐61  ‐4125
愛知　　　 愛知県名古屋市中区栄５‐１６１１新東陽ビル 栄五丁目 052‐252 ‐0355
愛知　　　 愛知県名古屋市中区新栄２‐１‐９ 新栄二丁目 052‐261 ‐9486
愛知　　　 愛知県一宮市三条字墓北３５‐１ ＬＰ＿一宮三条 0586‐61  ‐0965
愛知　　　 愛知県名古屋市南区弥次衛町４‐２‐１ 総合体育館前 052‐612 ‐5029
愛知　　　 愛知県名古屋市北区柳原１‐２‐１３ ＬＰ＿北区柳原 052‐912 ‐0649
愛知　　　 愛知県名古屋市北区新沼町２‐１ 北区新沼町 052‐902 ‐6443
愛知　　　 愛知県名古屋市北区平安２丁目１３番５号 Ｌ　平安通 052‐916 ‐4568
愛知　　　 愛知県岡崎市仁木町字川越２６１‐２ Ｌ　岡崎仁木町 0564‐45  ‐8078
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区古鳴海１‐２４３ Ｌ＿古鳴海 052‐896 ‐0558
愛知　　　 愛知県東海市横須賀町二ノ割６３ 東海元浜通 0562‐32  ‐2071
愛知　　　 愛知県一宮市浅井町尾関字丸山１４ 浅井尾関 0586‐51  ‐7739
愛知　　　 愛知県豊橋市牛川通５‐８‐２ ＬＰ＿豊橋牛川通 0532‐52  ‐2826
愛知　　　 愛知県犬山市大字羽黒字上大日２０‐６ 犬山上大日 0568‐68  ‐0830
愛知　　　 愛知県名古屋市東区泉１‐２‐３ Ｌ＿東区泉一丁目 052‐972 ‐1989
愛知　　　 愛知県新城市富永字下田７‐５ 新城東高校前 0536‐23  ‐6017
愛知　　　 愛知県常滑市坂井字羽根前４６番地２ Ｌ＿常滑坂井 0569‐37  ‐1771
愛知　　　 愛知県刈谷市中山町５‐８ 刈谷中山 0566‐63  ‐6621
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅４‐７‐１　ミッドランドスクエアＢ１ ＭＩＤＬＡＮＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 052‐527 ‐8891
愛知　　　 愛知県岡崎市井ノ口新町７‐５ 岡崎井ノ口新町 0564‐23  ‐5052
愛知　　　 愛知県常滑市新開町３‐１０４‐２ 常滑駅西 0569‐35  ‐0160
愛知　　　 愛知県一宮市富士１‐１６‐１２ 一宮富士 0586‐26  ‐4775
愛知　　　 愛知県愛知郡長久手町山越３０８ 長久手山越 0561‐64  ‐5353
愛知　　　 愛知県名古屋市中川区新家１‐３０１ 名古屋西インター 052‐432 ‐6860
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区山手通１‐６ヤマテビル 山手通一丁目 052‐834 ‐0370
愛知　　　 愛知県豊田市駒新町中通２８ 豊田駒新町 0565‐57  ‐1790
愛知　　　 愛知県名古屋市東区泉１‐２０‐１１ 東区高岳 052‐962 ‐6033
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区猪子石原３‐８０２ 名東区猪高町 052‐773 ‐5400
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区一社１‐８０‐１ ＬＰ＿一社駅西 052‐702 ‐0626
愛知　　　 愛知県豊川市千歳通４‐２４ Ｌ　豊川千歳通 0533‐83  ‐3736
愛知　　　 愛知県知多郡東浦町大字緒川字姥池７２‐１ 東浦知多インター 0562‐84  ‐5821
愛知　　　 愛知県刈谷市今川町３‐１０１ 刈谷今川町 0566‐36  ‐3716
愛知　　　 愛知県豊田市西町２‐２６ Ｌ　豊田市役所前 0565‐33  ‐9971
愛知　　　 愛知県安城市朝日町１３‐３ Ｌ＿安城駅前 0566‐74  ‐2455
愛知　　　 愛知県豊橋市南大清水町字元町２２２‐１ 豊橋大清水 0532‐25  ‐7125
愛知　　　 愛知県豊川市伊奈町南山新田６ Ｌ　豊川伊奈 0533‐78  ‐5488
愛知　　　 愛知県名古屋市北区清水２‐１‐７ Ｌ＿清水二丁目 052‐937 ‐8876
愛知　　　 愛知県刈谷市恩田町２‐１５３‐７ ＬＰ＿刈谷丸山 0566‐28  ‐9855
愛知　　　 愛知県名古屋市中区新栄町３‐１‐１１ 新栄町三丁目 052‐953 ‐1416
愛知　　　 愛知県海部郡蟹江町須成西３‐６９‐１ 蟹江インター東 0567‐96  ‐7177
愛知　　　 愛知県知立市弘法２‐３‐２ Ｌ＿知立弘法 0566‐85  ‐0231



愛知　　　 愛知県知多郡美浜町大字古布字屋敷１８２ Ｌ＿美浜古布 0569‐82  ‐2500
愛知　　　 愛知県小牧市中央１‐２６５ Ｌ＿小牧中央一丁目 0568‐71  ‐2022
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山６０５番地 Ｌ＿桶狭間 052‐622 ‐0086
愛知　　　 愛知県春日井市坂下町４‐２５４‐１ 春日井坂下 0568‐88  ‐0738
愛知　　　 愛知県豊田市美里１‐１１‐１１ Ｌ＿豊田美里 0565‐89  ‐5700
愛知　　　 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷７７‐１ 豊橋植田 0532‐25  ‐9903
愛知　　　 愛知県大府市森岡町６‐６９ あいち健康の森公園前 0562‐44  ‐1670
愛知　　　 愛知県名古屋市千種区覚王山通９‐１８ 覚王山 052‐757 ‐4066
愛知　　　 愛知県豊橋市神ノ輪町７８ 豊橋神ノ輪 0532‐46  ‐6070
愛知　　　 愛知県豊明市沓掛町下高根２３‐４ 豊明沓掛 0562‐91  ‐4554
愛知　　　 愛知県豊田市八草町八千草１２４７‐１ 愛知工業大学 0565‐48  ‐8513
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区荒池２‐３０２ 天白荒池 052‐808 ‐7370
愛知　　　 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字宮前１２８‐２ 長久手町役場前 0561‐61  ‐0634
愛知　　　 愛知県豊橋市浜道町字南側７６‐２ 豊橋浜道 0532‐37  ‐2490
愛知　　　 愛知県小牧市二重堀字田神１１０２―１ 小牧二重堀東 0568‐76  ‐7857
愛知　　　 愛知県豊田市竹町北田９８番地１ 豊田竹町 0565‐53  ‐3940
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区岩塚町字一里山１‐１０ 中村岩塚 052‐419 ‐0355
愛知　　　 愛知県豊田市上丘町西灰上り８ 豊田上丘 0565‐51  ‐1885
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅２‐４４‐２ 名駅二丁目 052‐589 ‐2005
愛知　　　 愛知県岡崎市市場町字御成箇３‐２４６ 美合パーキングエリア下り 0564‐48  ‐6339
愛知　　　 愛知県名古屋市中区丸の内３‐５‐４１ 丸の内大津橋 052‐961 ‐6446
愛知　　　 愛知県みよし市福谷町字根浦２７‐２９５ 東名三好インター 0561‐31  ‐0508
愛知　　　 愛知県名古屋市中川区松重町３‐５３ 中川松重町 052‐339 ‐5115
愛知　　　 愛知県蒲郡市港町１３‐２ 蒲郡駅南 0533‐68  ‐1188
愛知　　　 愛知県尾張旭市北本地ケ原町４‐２８ 尾張旭北本地ヶ原 0561‐52  ‐1293
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区土原３‐１００１ 天白土原三丁目 052‐808 ‐5395
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区原２‐９０３ 天白原二丁目 052‐808 ‐1126
愛知　　　 愛知県春日井市東野町５‐１１‐４ 東野町五丁目 0568‐86  ‐3200
愛知　　　 愛知県安城市今池町３‐５１４‐７ Ｌ＿安城今池町 0566‐97  ‐3827
愛知　　　 愛知県北名古屋市沖村沖浦１２５ Ｌ＿北名古屋沖村 0568‐21  ‐5763
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区曽根２‐１５７ 緑区曽根 052‐622 ‐0039
愛知　　　 愛知県小牧市大字北外山字四辻２７４０‐１ Ｌ　小牧北外山住宅前 0568‐42  ‐1335
愛知　　　 愛知県碧南市白沢町４‐２２ 碧南白沢 0566‐46  ‐0636
愛知　　　 愛知県一宮市西大海道字郷前６６ 一宮西大海道 0586‐75  ‐5558
愛知　　　 愛知県豊田市広美町中之切５７‐８ 豊田広美町 0565‐21  ‐4845
愛知　　　 愛知県北名古屋市二子字四反地９７７‐５ Ｌ＿北名古屋二子 0568‐23  ‐7772
愛知　　　 愛知県豊川市長沢町流田２５８ 音羽蒲郡インター 0533‐87  ‐3821
愛知　　　 愛知県一宮市千秋町加納馬場字長福寺３６ Ｌ＿一宮千秋町加納馬場 0586‐75  ‐3622
愛知　　　 愛知県名古屋市中川区的場町３‐５４ 中川的場町 052‐365 ‐9500
愛知　　　 愛知県常滑市セントレア１‐１ 中部国際空港 0569‐38  ‐0127
愛知　　　 愛知県新城市庭野字香ヶ崎７ー２ 新城庭野 0536‐23  ‐3213
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区社台３‐１１ ＬＰ＿名東社台 052‐771 ‐9963
愛知　　　 愛知県新城市長篠字施所橋１２‐５ Ｌ　鳳来長篠 0536‐32  ‐3711
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区本陣通３‐３９ 本陣駅前 052‐486 ‐1616
愛知　　　 愛知県小牧市岩崎山前土地区画整理組合３１街区４‐２ 小牧岩崎 0568‐77  ‐8221
愛知　　　 愛知県岡崎市戸崎町字屋敷９３‐１ 岡崎戸崎町 0564‐55  ‐1863
愛知　　　 愛知県西尾市吉良町荻原字桐杭８‐３ Ｌ　吉良町役場前 0563‐32  ‐3567
愛知　　　 愛知県東海市富木島町伏見２‐５‐７ 東海富木島 052‐603 ‐8858
愛知　　　 愛知県一宮市大毛字西新開９６‐３ 一宮木曽川インター 0586‐78  ‐6488
愛知　　　 愛知県名古屋市中区栄４‐２‐１０ 広小路栄四丁目 052‐261 ‐1212
愛知　　　 愛知県蒲郡市緑町６０１ 蒲郡緑町 0533‐68  ‐5122
愛知　　　 愛知県一宮市三ツ井３‐８‐６ 一宮インター北 0586‐75  ‐7455
愛知　　　 愛知県瀬戸市穴田町５４１‐１ 瀬戸穴田 0561‐48  ‐6683
愛知　　　 愛知県刈谷市寿町３‐２２３ Ｌ　刈谷寿 0566‐28  ‐8050
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅南３‐７０５‐１ 中村水主町 052‐533 ‐1105
愛知　　　 愛知県あま市大字甚目寺字五位田７９‐１ 甚目寺五位田 052‐449 ‐2600
愛知　　　 愛知県春日井市神領町５８１ 神領駅前 0568‐83  ‐0721
愛知　　　 愛知県春日井市柏原町４‐１２ 春日井柏原 0568‐84  ‐0063
愛知　　　 愛知県愛知郡長久手町東狭間１０１０ 長久手東狭間 0561‐63  ‐6335
愛知　　　 愛知県大府市吉田町５‐２９‐１ Ｌ＿大府吉田町 0562‐44  ‐2203
愛知　　　 愛知県刈谷市今岡町西吹戸５８‐１ 刈谷工業団地前 0566‐62  ‐7511
愛知　　　 愛知県日進市岩崎町阿良池１２‐１‐８ 愛知学院大学 0561‐74  ‐5503
愛知　　　 愛知県尾張旭市庄中町１丁目９番地２ 尾張旭庄中町 0561‐53  ‐8258
愛知　　　 愛知県名古屋市中区栄１‐７２２ 中区栄一丁目 052‐201 ‐6762
愛知　　　 愛知県稲沢市松下１‐２‐１ 国府宮駅前 0587‐32  ‐2252
愛知　　　 愛知県弥富市五明１５１９ 弥富五明 0567‐65  ‐8218
愛知　　　 愛知県豊橋市江島町９６‐１ Ｌ　豊橋江島 0532‐37  ‐3963
愛知　　　 愛知県豊田市五ヶ丘１‐２‐１ 豊田五ヶ丘 0565‐89  ‐6150
愛知　　　 愛知県丹羽郡大口町高橋２‐７２ 大口高橋 0587‐96  ‐2520
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区古川町１５４―１ 野並駅前 052‐895 ‐4163
愛知　　　 愛知県小牧市大字小牧原新田字神明狭１９９３‐１ Ｌ＿小牧原駅前 0568‐41  ‐6777
愛知　　　 愛知県春日井市神領町９７８‐２ ＬＰ＿春日井神領 0568‐56  ‐3365
愛知　　　 愛知県あま市大字坂牧字大塚６５‐１ 甚目寺坂牧東 052‐443 ‐4553
愛知　　　 愛知県東海市名和町石塚１９‐１ 東海名和町 052‐602 ‐2488
愛知　　　 愛知県田原市福江町中羽根１０５‐１ 渥美福江 0531‐37  ‐1888
愛知　　　 愛知県岡崎市羽根西新町７‐１８ ＪＲ岡崎駅西口 0564‐54  ‐3870
愛知　　　 愛知県春日井市小野町６‐４‐５ 春日井小野 0568‐56  ‐7223



愛知　　　 愛知県豊橋市東松山町１０‐１ 豊橋裁判所前 0532‐52  ‐7116
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区新宿１‐１３９ ＬＰ＿名東新宿一丁目 052‐701 ‐8227
愛知　　　 愛知県東海市加木屋町東大堀２８‐１７ 東海加木屋町 0562‐35  ‐2171
愛知　　　 愛知県江南市上奈良町久保６１ Ｌ＿江南上奈良久保 0587‐56  ‐1278
愛知　　　 愛知県名古屋市中区錦３‐１０１１ Ｌ　錦七間町通 052‐202 ‐5551
愛知　　　 愛知県江南市五明町当光地３４５‐２ Ｌ　江南五明 0587‐56  ‐5454
愛知　　　 愛知県豊田市深田町１‐１２５‐１ 東名豊田インター 0565‐24  ‐8332
愛知　　　 愛知県名古屋市守山区白山２‐７０１ Ｌ＿守山白山二丁目 052‐779 ‐0765
愛知　　　 愛知県一宮市木曽川町内割田字寺前２０‐１ 木曽川内割田 0586‐84  ‐1308
愛知　　　 愛知県名古屋市西区大金町３‐１ Ｌ　庄内通駅前 052‐523 ‐5575
愛知　　　 愛知県名古屋市中区平和２‐１‐２　ダイセキビル Ｌ＿東別院 052‐332 ‐1773
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区照が丘１７９‐１　玉水メゾン照ケ丘 照が丘 052‐772 ‐4602
愛知　　　 愛知県名古屋市中区門前町１‐６０ 大須スケートリンク 052‐332 ‐5327
愛知　　　 愛知県名古屋市中区大須４‐１２‐３１ 上前津 052‐261 ‐6704
愛知　　　 愛知県名古屋市北区志賀本通２‐１９ Ｌ＿志賀本通 052‐914 ‐8707
愛知　　　 愛知県名古屋市名東区富ケ丘５７ 朝日ケ丘 052‐771 ‐7056
愛知　　　 愛知県名古屋市北区田幡２‐５‐１２　箕浦ビル Ｌ＿黒川西 052‐916 ‐0557
愛知　　　 愛知県名古屋市南区内田橋１‐７‐２ 内田橋一丁目 052‐693 ‐1739
愛知　　　 愛知県津島市永楽町４‐２５‐１ 津島永楽町 0567‐24  ‐4711
愛知　　　 愛知県豊田市前田町３‐７７‐１ 豊田前田町 0565‐35  ‐3110
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区則武本通１‐２９ 中村則武本通 052‐471 ‐6860
愛知　　　 愛知県名古屋市中区錦２‐４‐３ 丸の内さくら通 052‐203 ‐3999
愛知　　　 愛知県瀬戸市苗場町１３４‐１ ＬＰ＿瀬戸苗場 0561‐87  ‐1011
愛知　　　 愛知県一宮市新生１‐６‐１ 一宮駅西 0586‐48  ‐4730
愛知　　　 愛知県一宮市東島１‐２４‐１ 一宮東島 0586‐24  ‐5033
愛知　　　 愛知県知多市つつじが丘４‐２７‐２ ＬＰ＿知多つつじが丘 0562‐55  ‐5480
愛知　　　 愛知県春日井市若草通３‐４７‐１ 春日井若草通 0568‐31  ‐0712
愛知　　　 愛知県稲沢市七ツ寺町経蔵前４６‐２ 稲沢七ツ寺町 0587‐36  ‐7553
愛知　　　 愛知県豊川市八幡町字西赤土５４番地 豊川八幡 0533‐87  ‐5519
愛知　　　 愛知県日進市岩崎町竹ノ山３７‐１９７ 日進竹ノ山 0561‐74  ‐5523
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区東神の倉１‐２７０６ Ｌ　緑区神ノ倉 052‐877 ‐8717
愛知　　　 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町４‐１５ 名鉄堀田駅前 052‐821 ‐7818
愛知　　　 愛知県稲沢市井之口北畑町２０３ 稲沢井之口 0587‐21  ‐4143
愛知　　　 愛知県知立市牛田町新田北５７‐２ 知立牛田 0566‐81  ‐7778
愛知　　　 愛知県名古屋市中区千代田３‐１１‐９ Ｌ　鶴舞駅前 052‐332 ‐1876
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区山手通３‐１６‐９ Ｌ＿八事日赤病院前 052‐837 ‐1033
愛知　　　 愛知県名古屋市中川区福船町１‐１‐１ 中川福船町 052‐354 ‐0013
愛知　　　 愛知県岡崎市中島町字井龍１６‐３ ＬＰ＿岡崎中島 0564‐43  ‐4414
愛知　　　 愛知県一宮市緑３‐１‐１ Ｌ＿一宮緑三丁目 0586‐25  ‐0003
愛知　　　 愛知県津島市白浜町字林造２ 津島白浜町 0567‐33  ‐1737
愛知　　　 愛知県知多郡東浦町大字森岡字前田３６‐１ 東浦森岡 0562‐85  ‐0305
愛知　　　 愛知県碧南市霞浦町１‐１‐１ ＬＰ＿碧南霞浦 0566‐45  ‐2155
愛知　　　 愛知県一宮市小信中島字郷中８８‐４ 一宮小信中島 0586‐63  ‐3739
愛知　　　 愛知県名古屋市中区上前津２‐９１６ 中区下前津 052‐322 ‐7323
愛知　　　 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番３４号 Ｌ＿錦通東桜 052‐932 ‐1788
愛知　　　 愛知県春日井市東神明町字西之宮４７７‐５ 春日井東神明 0568‐52  ‐6731
愛知　　　 愛知県知多郡武豊町字原屋敷９１ 武豊インター西 0569‐74  ‐1777
愛知　　　 愛知県蒲郡市形原町南小山３‐３ Ｌ　蒲郡中小山 0533‐56  ‐0789
愛知　　　 愛知県豊田市吉原町西藤池２２‐１ 豊田吉原町 0565‐54  ‐7117
愛知　　　 愛知県春日井市東野町１‐１２‐７ Ｌ＿東野町一丁目 0568‐57  ‐0598
愛知　　　 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字八反割２３‐１ Ｌ　近鉄富吉 0567‐96  ‐5003
愛知　　　 愛知県江南市古知野町千丸８２ Ｌ　江南古知野 0587‐51  ‐0843
愛知　　　 愛知県豊田市浄水町土地区画整理事業地内１６７‐７ 豊田浄水 0565‐43  ‐1006
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区藤成通２‐１ Ｌ＿藤成通二丁目 052‐858 ‐1563
愛知　　　 愛知県みよし市福谷町花立４‐６ 三好福谷 0561‐36  ‐8510
愛知　　　 愛知県豊田市志賀町浜居場６７２‐５ 豊田志賀町 0565‐89  ‐1550
愛知　　　 愛知県刈谷市恩田町４‐１５３‐７ ＬＰ＿刈谷恩田 0566‐22  ‐0506
愛知　　　 愛知県名古屋市中区上前津１‐５０５ 上前津駅南 052‐332 ‐3963
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区八雲町１３７ Ｓ南山大学 052‐839 ‐1530
愛知　　　 愛知県名古屋市東区東桜２‐２‐１ Ｌ　高岳駅南 052‐936 ‐8222
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区大高町字高根山４‐５ Ｌ　緑区大高町 052‐622 ‐5144
愛知　　　 愛知県安城市古井町鍋屋町１‐２ Ｌ　安城古井 0566‐72  ‐1194
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅南１‐２３‐２５ 笹島南 052‐569 ‐5123
愛知　　　 愛知県春日井市下市場町４‐１６‐１７ Ｌ　春日井下市場 0568‐85  ‐3141
愛知　　　 愛知県常滑市金山土地区画整理事業地内１５‐１ Ｌ＿常滑金山 0569‐43  ‐8102
愛知　　　 愛知県岡崎市堂前町２‐２‐１ Ｌ＿岡崎堂前 0564‐23  ‐8034
愛知　　　 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原３０１ 木曽川玉ノ井 0586‐87  ‐6624
愛知　　　 愛知県名古屋市中区錦３‐８‐１ Ｌ　錦三丁目 052‐962 ‐8001
愛知　　　 愛知県豊橋市菰口町１‐３２‐１ Ｌ　豊橋菰口 0532‐32  ‐3581
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区名駅３‐２６‐１９ 名駅桜通北 052‐561 ‐2340
愛知　　　 愛知県名古屋市港区正保町５‐１８ Ｓ名古屋入国管理局 052‐665 ‐2595
愛知　　　 愛知県あま市篠田生膾田３０‐１ 美和篠田 052‐442 ‐2017
愛知　　　 愛知県蒲郡市拾石町前浜２５‐１０ Ｌ　蒲郡工業団地 0533‐66  ‐3969
愛知　　　 愛知県江南市前飛保町藤町４７‐１ Ｌ　江南団地南 0587‐56  ‐8536
愛知　　　 愛知県稲沢市治郎丸石塚町１２‐１ 稲沢治郎丸 0587‐24  ‐3340
愛知　　　 愛知県名古屋市天白区高島１‐１８０６ 天白高島 052‐806 ‐3376
愛知　　　 愛知県豊川市八幡町忍地１６８番地７６ 豊川八幡北 0533‐88  ‐5225



愛知　　　 愛知県豊田市小坂本町５‐１３‐１ 豊田小坂本町 0565‐37  ‐7005
愛知　　　 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目３番４号 中区丸の内一丁目 052‐222 ‐3963
愛知　　　 愛知県西尾市熊味町上泡原６ Ｓ西尾市民病院 0563‐54  ‐2301
愛知　　　 愛知県西尾市今川町東新田５５‐１ Ｌ　西尾今川町 0563‐54  ‐9785
愛知　　　 愛知県豊橋市西浜町１０‐３ Ｌ　豊橋前芝 0532‐32  ‐5553
愛知　　　 愛知県岡崎市羽根北町２‐５‐１ 岡崎羽根北町 0564‐53  ‐5568
愛知　　　 愛知県名古屋市緑区滝ノ水１‐１０１３‐１ Ｌ　緑区滝ノ水 052‐896 ‐2773
愛知　　　 愛知県岡崎市栄町４‐２‐３ Ｌ＿岡崎栄町 0564‐25  ‐3545
愛知　　　 愛知県みよし市三好町上ヶ池３‐１２ 三好上ヶ池 0561‐34  ‐6301
愛知　　　 愛知県岡崎市上地５‐２１‐２１ Ｌ＿岡崎上地五丁目 0564‐71  ‐0125
愛知　　　 愛知県蒲郡市形原町南戸甫井２５‐５ 蒲郡中戸甫井 0533‐57  ‐4157
愛知　　　 愛知県名古屋市南区要町５‐３‐３ 南区要町五丁目 052‐612 ‐1222
愛知　　　 愛知県豊田市亀首町八ツ口洞１３‐５１ 豊田亀首町 0565‐46  ‐0098
愛知　　　 愛知県豊川市中央通５丁目１０番 Ｌ　豊川市役所東 0533‐89  ‐7363
愛知　　　 愛知県岡崎市北野町字善佐３‐３ 岡崎北野 0564‐33  ‐3067
愛知　　　 愛知県名古屋市東区泉３丁目２０番７号 東区泉三丁目 052‐979 ‐7875
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５ 名古屋大学病院 052‐744 ‐2938
愛知　　　 愛知県名古屋市瑞穂区内浜町３２‐１５ Ｌ＿瑞穂区内浜町 052‐819 ‐3566
愛知　　　 愛知県名古屋市中区千代田一丁目１６‐１５ Ｌ　千代田一丁目 052‐262 ‐2408
愛知　　　 愛知県東海市大田町３６‐４ Ｌ　大田小学校前 0562‐33  ‐0688
愛知　　　 愛知県知多郡武豊町字前田４２‐７ 武豊前田 0569‐72  ‐5155
愛知　　　 愛知県名古屋市中村区椿町１‐１６ 名駅太閤通口 052‐459 ‐3434
愛知　　　 愛知県岡崎市土井町字荒井甲３‐１ Ｌ　岡崎土井 0564‐54  ‐0055
愛知　　　 愛知県名古屋市守山区長栄２５番１６号 守山長栄 052‐795 ‐5565
愛知　　　 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５ Ｓ名大病院病棟 052‐744 ‐2889
愛知　　　 愛知県西尾市永吉３‐３７ Ｌ＿西尾永吉三丁目 0563‐53  ‐3710
愛知　　　 愛知県碧南市平和町３‐６ Ｓ碧南市民病院 0566‐46  ‐7950
三重　　　 三重県桑名市大字安永字五区割９３５‐１ 桑名安永 0594‐24  ‐8651
三重　　　 三重県松阪市立田町２２２‐１ 松阪立田町 0598‐28  ‐3092
三重　　　 三重県四日市市ときわ４‐８‐４ ＬＰ＿四日市ときわ 059‐354 ‐3991
三重　　　 三重県名張市夏見字浅尾８５‐８ 名張夏見 0595‐61  ‐2658
三重　　　 三重県伊賀市八幡町字西之平３３００‐２３ ＬＰ＿上野八幡町 0595‐23  ‐8495
三重　　　 三重県津市栄町３‐２３２ Ｌ＿津駅前 059‐224 ‐3700
三重　　　 三重県桑名市桑栄町１‐１ 桑名駅前 0594‐24  ‐6150
三重　　　 三重県松阪市小津町字大坪４２８‐１ 松阪小津町 0598‐56  ‐5054
三重　　　 三重県鈴鹿市算所町字新開１２５８‐４ Ｌ　鈴鹿算所町 059‐378 ‐6545
三重　　　 三重県津市上浜町３‐１５‐２ ＬＰ＿近鉄江戸橋駅前 059‐221 ‐6120
三重　　　 三重県津市片田井戸町字里前１０３‐１ 津片田 0592‐37  ‐2900
三重　　　 三重県津市新町１‐２３９‐１ Ｌ＿津新町一丁目 059‐221 ‐0660
三重　　　 三重県津市安濃町草生字野端２３４‐１ 安濃町草生 059‐268 ‐3255
三重　　　 三重県松阪市小野江町字素本７０４‐１ 松阪小野江 0598‐56  ‐7771
三重　　　 三重県四日市市垂坂町字新貝１０４６‐４ Ｌ＿四日市垂坂町 059‐334 ‐0190
三重　　　 三重県多気郡多気町大字相可字明氣１３６５‐１ 多気相可 0598‐38  ‐2815
三重　　　 三重県伊勢市通町瓶垣外７０‐１ Ｌ　伊勢通町 0596‐22  ‐6589
三重　　　 三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣６４９０‐２ Ｌ　鈴鹿南玉垣 059‐369 ‐3876
三重　　　 三重県亀山市東御幸町字実泥２９‐１ 亀山東御幸 0595‐83  ‐5866
三重　　　 三重県四日市市ときわ２‐８‐１０ 四日市ときわ二丁目 059‐353 ‐5822
三重　　　 三重県度会郡玉城町勝田字下山４０１５‐１４ 玉城インター 0596‐58  ‐5146
三重　　　 三重県津市久居一色町字新畑２３３‐６ Ｌ　久居一色 059‐252 ‐2326
三重　　　 三重県四日市市別名５‐１４７８ Ｌ　四日市別名 059‐334 ‐1516
三重　　　 三重県津市大字神戸字切田４１９０ Ｌ＿津神戸 059‐246 ‐8001
三重　　　 三重県鈴鹿市三日市南２‐１８５９‐３３ 鈴鹿三日市南 059‐370 ‐3276
三重　　　 三重県松阪市松ヶ島町字本町３７８‐１ 松阪松ヶ島 0598‐52  ‐6761
三重　　　 三重県亀山市栄町字萩野１４８８‐１２ 亀山栄町 0595‐82  ‐8609
三重　　　 三重県四日市市別名１‐１‐１８ 四日市別名南 059‐333 ‐8052
三重　　　 三重県四日市市東新町１‐２０ ＬＰ＿四日市東新町 059‐331 ‐6860
三重　　　 三重県四日市市中川原３丁目８番１号 Ｌ＿四日市中川原 059‐356 ‐2800
三重　　　 三重県津市丸之内養正町５‐５ 津丸之内養正町 059‐229 ‐8430
三重　　　 三重県三重郡朝日町小向地区丘陵地土地区画整理地内７０‐１‐１ 朝日白梅の丘 059‐377 ‐0288
三重　　　 三重県津市一身田町字三ノ坪２０５‐３ 津一身田 059‐232 ‐1000
三重　　　 三重県四日市市羽津山町２番１１号 四日市羽津山 059‐332 ‐3164
三重　　　 三重県いなべ市大安町石榑東字北野１８５２‐１４ Ｌ＿いなべ大安 0594‐78  ‐4333
三重　　　 三重県津市栗真小川町字沢４２６‐１ 津白塚 059‐232 ‐1757
三重　　　 三重県名張市平尾３２２５‐３ Ｌ＿名張駅前 0595‐64  ‐8525
三重　　　 三重県四日市市堀木２‐５３７ 四日市堀木 059‐356 ‐0463
三重　　　 三重県四日市市日永西２‐４０８９‐１ Ｌ　四日市日永西 059‐347 ‐2996
三重　　　 三重県志摩市阿児町鵜方字西ノ河内１２２６‐８ 阿児鵜方 0599‐44  ‐3456
三重　　　 三重県津市雲出伊倉津町字下津６８４‐７ Ｌ　津伊倉津 059‐235 ‐3555
三重　　　 三重県松阪市石津町字地蔵裏３３０‐１ 松阪石津町 0598‐53  ‐1147
三重　　　 三重県桑名市星見ヶ丘６丁目９０４番地 Ｌ　桑名星見ヶ丘 0594‐32  ‐8663
三重　　　 三重県鈴鹿市国府町字石丸７７７３‐１ 鈴鹿国府 059‐378 ‐5551
三重　　　 三重県鳥羽市鳥羽１‐２１‐１３ 鳥羽一丁目 0599‐26  ‐6002
三重　　　 三重県桑名市大字五反田字小山１５１２‐１ Ｌ　桑名五反田 0594‐32  ‐3963
三重　　　 三重県松阪市伊勢寺町字宮ノ沖２９３３ 松阪インター 0598‐58  ‐3963
三重　　　 三重県津市高茶屋７‐３７５７‐１ 津高茶屋七丁目 059‐234 ‐0038
三重　　　 三重県三重郡菰野町大字大強原字赤坂２４９６ Ｌ　菰野大強原 059‐393 ‐1181
三重　　　 三重県津市久居明神町２１５８‐５ 三重中央医療センター 059‐255 ‐8187



三重　　　 三重県四日市市柳町７２番 Ｌ＿四日市柳町 059‐347 ‐2266
三重　　　 三重県四日市市芝田１‐９０４‐１ Ｌ＿四日市芝田 059‐351 ‐0616
三重　　　 三重県四日市市あかつき台２‐１‐３ Ｌ＿四日市あかつき台 059‐338 ‐1900
三重　　　 三重県桑名市大字西別所８９１‐３ 桑名西別所 0594‐21  ‐3935
三重　　　 三重県津市中央１５‐６ Ｌ　津中央北 059‐222 ‐1655
三重　　　 三重県津市久居西鷹跡町３９４‐１ 久居西鷹跡町 059‐256 ‐1311
三重　　　 三重県伊賀市愛田字平谷５２０‐４ 森精機伊賀事業所前 0595‐45  ‐8906
三重　　　 三重県桑名市松ノ木３‐８‐２ Ｌ　桑名松ノ木三丁目 0594‐32  ‐0170
三重　　　 三重県四日市市中部１１‐１ Ｌ　四日市中部 059‐356 ‐0602
三重　　　 三重県三重郡朝日町小向３０１ 朝日町小向 059‐377 ‐0388
三重　　　 三重県桑名市新矢田２‐１６ 桑名新矢田二丁目 0594‐23  ‐8665
三重　　　 三重県津市江戸橋２‐１７４　三重大学医学部附属病院内 三重大学附属病院 059‐232 ‐0519
三重　　　 三重県伊勢市小俣町湯田１５６４ 伊勢小俣町 0596‐27  ‐5080
三重　　　 三重県度会郡玉城町佐田字佐田山１７６８ 玉城町佐田 0596‐58  ‐5777


