
■収録地区
1 北海道 札幌 JR篠路駅西第1 70 長野 長野 長野駅前Ａ－１
2 北海道 札幌 北8西3東 71 長野 長野 長野銀座Ｄ－１
3 北海道 札幌 東札幌１条 72 長野 長野 長野銀座Ａ－１
4 北海道 札幌 豊平6・6北 73 長野 長野 北長野駅前A-2
5 北海道 札幌 琴似4・1,2 74 長野 飯田 飯田市橋南第二
6 北海道 札幌 JR琴似駅北口 75 岐阜 岐阜 吉野町5丁目東
7 北海道 富良野 富良野駅前 76 岐阜 岐阜 岐阜駅西
8 北海道 石狩 旧役場周辺 77 静岡 静岡 御幸町伝馬町第一
9 青森 青森 青森駅前第一 78 静岡 静岡 港町第二
10 宮城 仙台 中央一丁目第二 79 静岡 浜松 浜松東第一１街区
11 宮城 気仙沼 三日町三丁目 80 静岡 浜松 旭・板屋Ｂ
12 宮城 大崎 台町 81 静岡 沼津 大手町
13 山形 酒田 酒田中町三丁目 82 静岡 磐田 磐田駅前
14 福島 いわき いわき駅前 83 愛知 名古屋 千種駅南
15 茨城 水戸 泉町１丁目南 84 愛知 名古屋 牛島南
16 栃木 宇都宮 宇都宮駅西口第四Ａ 85 愛知 名古屋 納屋橋西
17 栃木 宇都宮 宇都宮馬場通り中央 86 愛知 名古屋 大須30番第2
18 埼玉 さいたま 浦和駅西口南第四 87 愛知 名古屋 大須30番第1
19 埼玉 さいたま 武蔵浦和駅第8-1街区 88 愛知 名古屋 栄三丁目６番
20 埼玉 さいたま 武蔵浦和駅第４街区 89 愛知 名古屋 鳴海駅前（Ｄ街区）
21 埼玉 熊谷 熊谷駅東 90 愛知 名古屋 有松駅前
22 埼玉 川口 川口本町４丁目 91 愛知 瀬戸 尾張瀬戸駅
23 埼玉 川口 川口１丁目１番 92 愛知 半田 知多半田駅前
24 埼玉 川口 川口栄町3丁目C 93 愛知 春日井 松新
25 埼玉 春日部 粕壁三丁目Ａ街区 94 愛知 春日井 勝川
26 埼玉 ふじみ野 上福岡駅西口駅前 95 愛知 豊田 豊田市駅前通り南
27 千葉 千葉 千葉中央第六 96 愛知 田原 田原中央
28 千葉 船橋 船橋本町1丁目 97 滋賀 草津 大路中央
29 東京 千代田区 霞が関三丁目南 98 京都 京都 太秦東部
30 東京 千代田区 有楽町駅前第1 99 京都 長岡京 長岡京駅西口
31 東京 千代田区 富士見二丁目北部 100 大阪 大阪 菅原５丁目
32 東京 千代田区 大手町一丁目 101 大阪 大阪 放出駅前
33 東京 中央区 日本橋浜町三丁目西部 102 大阪 大阪 池田町
34 東京 中央区 日本橋人形町一丁目 103 大阪 大阪 茶屋町西
35 東京 中央区 勝どき六丁目 104 大阪 大阪 淀屋橋
36 東京 港区 白金一丁目東 105 大阪 堺 山之口Ａ
37 東京 港区 赤坂四丁目薬研坂北 106 大阪 堺 北野田駅前A
38 東京 新宿区 西新宿六丁目西第７ 107 大阪 堺 北野田駅前B
39 東京 新宿区 新宿三丁目東 108 大阪 高槻 ＪＲ高槻駅北
40 東京 墨田区 京成曳舟駅前東第一 109 大阪 泉佐野 泉佐野駅上東
41 東京 江東区 白河三丁目 110 大阪 河内長野 三日市町駅前西
42 東京 江東区 白河・三好 111 大阪 東大阪 若江岩田駅前
43 東京 江東区 豊洲駅前 112 大阪 東大阪 河内花園駅前
44 東京 品川区 東品川四丁目第一 113 兵庫 神戸 中山手
45 東京 品川区 東品川四丁目第二 114 兵庫 三田 三田駅前Aブロック
46 東京 品川区 大崎駅東口第３ 115 奈良 生駒 生駒駅前北口第四
47 東京 世田谷区 芦花公園駅南口 116 奈良 王寺 王寺駅前久度地区中央街区
48 東京 渋谷区 神宮前四丁目 117 島根 松江 南殿町
49 東京 豊島区 東池袋四丁目 118 岡山 岡山 本町８番
50 東京 荒川区 町屋駅前南 119 岡山 岡山 岡山市平和町１番
51 東京 荒川区 ひぐらしの里西 120 岡山 岡山 岡山市駅元町（第２工区）
52 東京 荒川区 ひぐらしの里中央 121 広島 広島 大手町四丁目１番
53 東京 足立区 竹ノ塚駅西口南 122 広島 広島 緑井駅周辺
54 東京 府中 府中駅南口第三 123 山口 下関 細江地区12街区
55 東京 調布 国領駅北 124 山口 防府 防府駅てんじんぐち
56 東京 調布 調布駅南第1 125 山口 下松 下松駅前第１
57 東京 国分寺 西国分寺駅東 126 徳島 小松島 井利ノ口
58 神奈川 横浜 ヨコハマポートサイドF-1街区 127 香川 高松 高松丸亀町商店街Ａ街区
59 神奈川 横浜 高島二丁目 128 福岡 北九州 室町一丁目
60 神奈川 横浜 新杉田駅前 129 福岡 北九州 八幡駅前
61 神奈川 横浜 鶴ケ峰駅南口 130 福岡 福岡 薬院大通り西
62 神奈川 相模原 小田急相模原駅北口Ａ 131 長崎 長崎 旭町
63 新潟 妙高 朝日町中央 132 長崎 対馬 今屋敷
64 富山 富山 西町・総曲輪 133 熊本 熊本 上通A
65 富山 富山 総曲輪通り南 134 熊本 熊本 手取本町
66 石川 金沢 武蔵ヶ辻第四 135 宮崎 宮崎 橘通東三丁目
67 石川 七尾 七尾駅前第二 136 鹿児島 鹿屋 北田大手町
68 福井 福井 手寄 137 沖縄 沖縄 中の町Ａ
69 長野 長野 東後町・権堂町A 138 沖縄 嘉手納 新町・ロータリー
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