
SC 都道府県 地区 SC 都道府県 地区 都道府県 地区

さいたま 埼玉県 さいたま市 目黒 東京都 目黒区 名古屋市 北区

埼玉県 上尾市 東京都 世田谷区 名古屋市 千種区

埼玉県 入間市 東京都 　渋谷区　（〒151-） 名古屋市 西区

埼玉県 朝霞市 東京都 　　〃　　　（〒上記以外） 名古屋市 東区

埼玉県 入間郡三芳町 東京都 　　〃　　　（〒150-0011～0022） 名古屋市 名東区

埼玉県 川越市 東京都 大田区 名古屋市 守山区

埼玉県 志木市 東京都 品川区 愛知県 西春日井郡豊山町

埼玉県 戸田市 横浜 川崎市 宮前区 愛知県 小牧市

埼玉県 新座市 川崎市 麻生区 愛知県 春日井市

埼玉県 鳩ｹ谷市 川崎市 多摩区 名古屋市 中川区

埼玉県 富士見市 横浜市 瀬谷区 名古屋市 中区

埼玉県 ふじみ野市 横浜市 都筑区 名古屋市 中村区

埼玉県 和光市 横浜市 鶴見区 名古屋市 熱田区

埼玉県 蕨市 横浜市 青葉区 名古屋市 昭和区

埼玉県 所沢市 横浜市 栄区 名古屋市 天白区

埼玉県 狭山市 横浜市 金沢区 名古屋市 瑞穂区

埼玉県 春日部市 横浜市 港南区 名古屋市 緑区

埼玉県 川口市 横浜市 中区 名古屋市 港区

埼玉県 北葛飾郡松伏町 神奈川県 横須賀市 名古屋市 南区

埼玉県 越谷市 神奈川県 三浦市 大阪市 旭区

埼玉県 草加市 神奈川県 三浦郡葉山町 大阪市 北区

埼玉県 三郷市 東京都 町田市 大阪市 此花区

埼玉県 八潮市 川崎市 川崎区 大阪市 城東区

埼玉県 吉川市 川崎市 幸区 大阪市 鶴見区

豊島 東京都 板橋区 川崎市 高津区 大阪市 西淀川区

東京都 杉並区 川崎市 中原区 大阪市 東淀川区

東京都 文京区 横浜市 旭区 大阪市 福島区

東京都 　新宿区　（〒160-0001～160-0020） 横浜市 港北区 大阪市 都島区

東京都 　　〃　　　（〒162-0041～162-0067） 横浜市 緑区 大阪市 淀川区

東京都 　　〃　　　（〒162-0801～162-0851） 横浜市 西区 大阪市 阿倍野区

東京都 　　〃　　　（〒161-0031～161-0035） 横浜市 磯子区 大阪市 生野区

東京都 　　〃　　　（〒169-0051～169-0075） 横浜市 戸塚区 大阪市 住之江区

東京都 北区 横浜市 泉区 大阪市 住吉区

東京都 練馬区 横浜市 南区 大阪市 大正区

東京都 新宿区（〒160-0021～160-0023） 横浜市 保土ｹ谷区 大阪市 中央区

東京都 豊島区 横浜市 神奈川区 大阪市 天王寺区

東京都 中野区 神奈川県 相模原市 大阪市 浪速区

墨田 東京都 墨田区 神奈川県 座間市 大阪市 西区

東京都 台東区 神奈川県 大和市 大阪市 西成区

東京都 葛飾区 神奈川県 鎌倉市 大阪市 東住吉区

東京都 足立区 神奈川県 綾瀬市 大阪市 東成区

東京都 江東区 神奈川県 海老名市 大阪市 平野区

東京都 江戸川区 神奈川県 茅ヶ崎市 大阪市 港区

東京都 荒川区 神奈川県 藤沢市 大阪府 東大阪市

東京都 港区(台場：〒135-0091のみ) 神奈川県 厚木市 大阪府 吹田市

千葉県 野田市 神奈川県 平塚市 大阪府 豊中市

千葉県 我孫子市 神奈川県 逗子市 兵庫県 尼崎市

千葉県 松戸市 神奈川県 小田原市 兵庫県 伊丹市

千葉県 柏市 神奈川県 南足柄市 兵庫県 芦屋市

千葉県 流山市 神奈川県 足柄下郡湯河原町 兵庫県 神戸市

千葉県 千葉市若葉区 神奈川県 足柄下郡箱根町 兵庫県 西宮市

千葉県 千葉市緑区 神奈川県 足柄下郡真鶴町 兵庫県 宝塚市

千葉県 千葉市中央区 神奈川県 足柄上郡松田町 静岡市 ＊
清水区

千葉県 市川市 神奈川県 足柄上郡大井町 静岡市 駿河区全域

千葉県 白井市 神奈川県 足柄上郡中井町 静岡市 ＊
葵区

千葉県 浦安市 神奈川県 足柄上郡開成町 京都府 宇治市

千葉県 千葉市花見川区 神奈川県 足柄上郡山北町 京都府 乙訓郡

千葉県 千葉市美浜区 神奈川県 愛甲郡愛川町 京都府 城陽市

千葉県 千葉市稲毛区 神奈川県 愛甲郡清川村 京都府 向日市

千葉県 鎌ケ谷市 神奈川県 中郡大磯町 京都府 長岡京市

千葉県 船橋市 神奈川県 中郡二宮町 京都府 八幡市

千葉県 八千代市 神奈川県 伊勢原市 京都府 京田辺市

千葉県 習志野市 神奈川県 秦野市 京都府 久世郡

つくば 茨城県 北相馬郡利根町 神奈川県 高座郡寒川町 京都府 綴喜郡

茨城県 取手市 立川 東京都 西東京市 京都府 京都市北区

茨城県 龍ケ崎市 東京都 稲城市 京都府 京都市左京区

茨城県 稲敷郡河内町 東京都 多摩市 京都府 京都市上京区

茨城県 牛久市 東京都 西多摩郡日の出町 京都府 京都市中京区

茨城県 稲敷市 東京都 羽村市 京都府 京都市東山区

茨城県 守谷市 東京都 立川市 京都府 京都市南区

茨城県 つくばみらい市 東京都 昭島市 京都府 京都市下京区

茨城県 土浦市 東京都 福生市 京都府 京都市山科区

茨城県 坂東市 東京都 清瀬市 京都府 京都市伏見区

茨城県 常総市 東京都 東村山市 京都府 南丹市

茨城県 つくば市 東京都 東大和市 京都府 亀岡市

茨城県 下妻市 東京都 武蔵村山市 京都府 京都市右京区

茨城県 かすみがうら市 東京都 東久留米市 京都府 京都市西京区

茨城県 稲敷郡阿見町 東京都 西多摩郡瑞穂町 福岡県 古賀市

茨城県 稲敷郡美浦村 東京都 狛江市 福岡県 福津市

茨城県 猿島郡五霞町 東京都 武蔵野市 福岡県 筑紫郡那珂川町

茨城県 猿島郡境町 東京都 調布市 福岡県 糟屋郡宇美町

茨城県 結城郡八千代町 東京都 三鷹市 福岡県 糟屋郡篠栗町

茨城県 結城市 東京都 小金井市 福岡県 糟屋郡志免町

茨城県 古河市 東京都 国分寺市 福岡県 糟屋郡須恵町

茨城県 筑西市 東京都 小平市 福岡県 糟屋郡新宮町

千代田 東京都 千代田区 東京都 八王子市 福岡県 糟屋郡久山町

東京都 中央区 東京都 西多摩郡奥多摩町 福岡県 糟屋郡粕屋町

東京都 港区（〒105-0011～0014） 東京都 あきる野市 福岡県 福岡市東区

※港区台場 東京都 　〃（〒106-0041・0044～0047） 東京都 青梅市 福岡県 福岡市博多区

（〒135-0091） 東京都 　〃（〒108-0014・0023・0071～0075） 東京都 府中市 福岡県 福岡市中央区

のみ墨田SC 東京都 　〃　（〒上記以外） 東京都 国立市 福岡県 福岡市南区

東京都 日野市 福岡県 福岡市西区

金沢 石川県 かほく市 福岡県 福岡市城南区

石川県 河北郡 福岡県 福岡市早良区

石川県 金沢市 福岡県 筑紫野市

石川県 野々市市 福岡県 春日市

石川県 能美郡 福岡県 大野城市

石川県 能美市 福岡県 太宰府市

石川県 白山市 愛媛県 松山市


