
     　対象機種

名称 ヨミ ジャンル
ｱｲﾁｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

愛知銀行江南支店 ｱｲﾁｷﾞﾝｺｳｺｳﾅﾝｼﾃﾝ 愛知銀行ＡＴＭ

愛知銀行小牧支店 ｱｲﾁｷﾞﾝｺｳｺﾏｷｼﾃﾝ 愛知銀行
愛知銀行富田支店 ｱｲﾁｷﾞﾝｺｳﾄﾐﾀﾞｼﾃﾝ 愛知銀行

愛知銀行富田支店 ｱｲﾁｷﾞﾝｺｳﾄﾐﾀﾞｼﾃﾝ 愛知銀行ＡＴＭ
愛知日産昭和橋店 ｱｲﾁﾆｯｻﾝｼｮｳﾜﾊﾞｼﾃﾝ 日産
青森銀行堅田支店 ｱｵﾓﾘｷﾞﾝｺｳｶﾀﾀﾞｼﾃﾝ 青森銀行

青森銀行城下支店 ｱｵﾓﾘｷﾞﾝｺｳｼﾛｼﾀｼﾃﾝ その他　銀行ＡＴＭ
ｱｵﾓﾘｺｳﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ フェリーターミナル

明石ﾙﾐﾅｽﾎﾃﾙ ｱｶｼﾙﾐﾅｽﾎﾃﾙ ホテル

上尾浅間台郵便局 ｱｹﾞｵｱｻﾏﾀﾞｲﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
上尾白小鳩郵便局 ｱｹﾞｵｼﾗｺﾊﾞﾄﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
厚狭税務署 ｱｻｾﾞｲﾑｼｮ 税務署

旭市飯岡体育館 ｱｻﾋｼｲｲｵｶﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
足利銀行犬伏 ｱｼｶｶﾞｷﾞﾝｺｳｲﾇﾌﾞｼ 足利銀行ＡＴＭ
足利銀行おもちゃのまち支店 ｱｼｶｶﾞｷﾞﾝｺｳｵﾓﾁｬﾉﾏﾁｼﾃﾝ 足利銀行

ｱｿﾀｶﾓﾘｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ｱｿﾋﾞｯｸｽびさい ｱｿﾋﾞｯｸｽﾋﾞｻｲ ボウリング場
愛宕山温泉 ｱﾀｺﾞﾔﾏｵﾝｾﾝ 温泉

足立成和信用金庫古千谷支店 ｱﾀﾞﾁｾｲﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺｺｼﾞﾔｼﾃﾝ 信用金庫
足立成和信用金庫本木支店 ｱﾀﾞﾁｾｲﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺﾓﾄｷｼﾃﾝ 信用金庫
ｱﾀｯｸｺﾞﾙﾌ ｱﾀｯｸｺﾞﾙﾌ ゴルフ練習場

ｱﾊﾟﾎﾃﾙﾄﾅﾐｴｷﾏｴ ホテル
ｱﾊﾟﾎﾃﾙﾄﾔﾏ ホテル

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ日本橋駅前 ｱﾊﾟﾎﾃﾙﾆﾎﾝﾊﾞｼｴｷﾏｴ ホテル

ｱﾋﾞｺｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
尼崎市立記念公園陸上競技場 ｱﾏｶﾞｻｷｼﾘﾂｷﾈﾝｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場

尼崎信用金庫緑ｹ丘支店 ｱﾏｶﾞｻｷｼﾝﾖｳｷﾝｺﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼﾃﾝ 信用金庫
天草空港 ｱﾏｸｻｸｳｺｳ 空港
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ浜松 ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾊﾏﾏﾂ ＦＩＡＴ

粟津郵便局 ｱﾜﾂﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾃﾙら･みらどｰる ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾃﾙﾗﾐﾗﾄﾞｰﾙ ペンション
ｲｴﾛｰﾊｯﾄ東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾋｶﾞｼﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ イエローハット

ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾓﾗｰｼﾞｭｻｶﾞﾃﾝ イエローハット
池田銀行池田東支店 ｲｹﾀﾞｷﾞﾝｺｳｲｹﾀﾞﾋｶﾞｼｼﾃﾝ 池田銀行ＡＴＭ

ｲｽﾞｺｸｻｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

ｲｽﾞﾐｺｸｻｲｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ｲｽﾞﾐｺﾞﾙﾌ ｲｽﾞﾐｺﾞﾙﾌ ゴルフ練習場
泉南光台郵便局 ｲｽﾞﾐﾅﾝｺｳﾀﾞｲﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

磯子区磯子地区ｾﾝﾀｰ ｲｿｺﾞｸｲｿｺﾞﾁｸｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
一宮八幡郵便局 ｲﾁﾉﾐﾔﾊﾁﾏﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
一宮八幡郵便局 ｲﾁﾉﾐﾔﾊﾁﾏﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

市原国分寺台郵便局 ｲﾁﾊﾗｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾀﾞｲﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ｲﾃﾞﾐﾂｱｻｸｻｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂｱﾅｶﾞﾜｲﾝﾀｰｴｽｴｽ 出光興産

ｲﾃﾞﾐﾂｱﾏﾙﾒﾊﾞｲﾊﾟｽｽﾏｲﾙﾆｼﾞｭｳｲﾁｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂｵｱｼｽｼﾌﾞｶﾜｲﾝﾀｰｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂｵｵﾂｶｴｽｴｽ 出光興産

ｲﾃﾞﾐﾂｼﾐｽﾞｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂｾﾙﾌｴｲｶﾞｼﾏｴｽｴｽ 出光興産

ｲﾃﾞﾐﾂﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｱﾝｼﾞｮｳｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂﾌｧｰﾚｵｵｸﾗﾔﾏｴｽｴｽ 出光興産
ｲﾃﾞﾐﾂﾌﾁｭｳﾋｶﾞｼｴｽｴｽ 出光興産

ｲﾃﾞﾐﾂﾌﾟﾘﾃｰﾙｶﾐｻｸﾗｴｽｴｽ 出光興産
茨城銀行神栖支店 ｲﾊﾞﾗｷｷﾞﾝｺｳｶﾐｽｼﾃﾝ 茨城銀行
今津郵便局 ｲﾏﾂﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

●地点情報データバージョンアップ　第18回（10年3月版）　2010年3月18日更新
   「更新データ一覧（駐車場入口情報/50音順）」

     　 AVIC-VH9900/ZH9900/H9900
     　 AVIC-VH9000/ZH9000/H9000
　　　　(CNVU-5200/5200DL-F以降のバージョンアップが必要です)

愛知CC

青森港FT(青函ﾌｪﾘｰ)

阿蘇高森GC

APAﾎﾃﾙ砺波駅前
APAﾎﾃﾙ富山

我孫子GC

伊豆国際CC

泉国際GC

出光浅草SS
出光穴川ｲﾝﾀｰSS

出光余目ﾊﾞｲﾊﾟｽｽﾏｲﾙ21SS
出光ｵｱｼｽ渋川ｲﾝﾀｰSS
出光大塚SS

出光清水SS
出光ｾﾙﾌ江井ヶ島SS

出光23号安城SS
出光ﾌｧｰﾚ大倉山SS
出光府中東SS

出光ﾌﾟﾘﾃｰﾙ上佐倉SS



名称 ヨミ ジャンル
今津郵便局 ｲﾏﾂﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｲﾏﾎｰﾙ 劇場・ホール
ｲﾜｸﾆﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙｱﾝﾄﾞｽﾊﾟ ホテル

磐田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ ｲﾜﾀｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ ボウリング場
磐田信用金庫袋井支店 ｲﾜﾀｼﾝﾖｳｷﾝｺﾌｸﾛｲｼﾃﾝ 信用金庫
岩手銀行長町支店 ｲﾜﾃｷﾞﾝｺｳﾅｶﾞﾏﾁｼﾃﾝ 岩手銀行

岩手銀行長町支店 ｲﾜﾃｷﾞﾝｺｳﾅｶﾞﾏﾁｼﾃﾝ 岩手銀行ＡＴＭ
岩沼市民会館 ｲﾜﾇﾏｼﾐﾝｶｲｶﾝ 劇場・ホール
印西市文化ﾎｰﾙ ｲﾝｻﾞｲｼﾌﾞﾝｶﾎｰﾙ 劇場・ホール

上田太郎ｺﾞﾙﾌ練習場 ｳｴﾀﾞﾀﾛｳｺﾞﾙﾌﾚﾝｼｭｳｼﾞｮｳ ゴルフ練習場
牛の博物館 ｳｼﾉﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 博物館

ｳｼﾏﾄﾞｺｳﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ フェリーターミナル

宇土市民会館 ｳﾄｼﾐﾝｶｲｶﾝ 劇場・ホール
ｳﾉｺｳﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ フェリーターミナル

海が見える愛犬の宿ｶﾞﾗｽの仔犬 ｳﾐｶﾞﾐｴﾙｱｲｹﾝﾉﾔﾄﾞｶﾞﾗｽﾉｺｲﾇ ペットと泊まれる宿泊施設

宇美早見郵便局 ｳﾐﾊﾔﾐﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
宇美早見郵便局 ｳﾐﾊﾔﾐﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
瓜郷ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｳﾘｺﾞｳｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

ｴｲﾃﾞﾝ諏訪ｲﾝﾀｰ店 ｴｲﾃﾞﾝｽﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ エイデン
ｴｰｴﾑﾋﾟｰｴﾑｶﾜｸﾞﾁｱﾝｷﾞｮｳﾃﾝ ａｍ／ｐｍ
ｴｰｴﾑﾋﾟｰｴﾑｾﾝﾀﾞｶﾞﾔｺﾞﾁｮｳﾒﾃﾝ ａｍ／ｐｍ

枝幸警察署 ｴｻｼｹｲｻﾂｼｮ 警察署
ｴｽｶﾋﾙ鳴門 ｴｽｶﾋﾙﾅﾙﾄ 観光案内
S Factory ｴｽﾌｧｸﾄﾘｰ その他　カー用品店

江田島警察署 ｴﾀｼﾞﾏｹｲｻﾂｼｮ 警察署
ｴｯｿｴｸｽﾌﾟﾚｽｱｼﾞﾏｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ

ｴｯｿｴｸｽﾌﾟﾚｽｶﾆｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
ｴｯｿｴｸｽﾌﾟﾚｽﾅｶﾞｸﾃｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
ｴｯｿｺｸﾌﾞｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ

ｴｯｿﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
ｴｯｿﾄﾖﾀｲﾝﾀｰｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
ｴｯｿﾅﾒﾘｶﾜｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ

ｴｯｿﾅﾗﾊﾞｲﾊﾟｽｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
ｴｯｿﾊｻﾏｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ

江戸川東小松川三郵便局 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾋｶﾞｼｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｴﾈｵｽｴｻｼｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽｵｵﾉﾊﾞｲﾊﾟｽｷﾀｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽｻﾝｷｭｰｽﾐﾖｼｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽｼﾝｻﾝﾀﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾅｶﾏﾁﾀﾞｲｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽｽﾐﾀﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽｾﾙﾌｵｵｽｷﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾁﾁﾌﾞｱﾗｶﾜｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｼﾌﾞｶﾜﾔﾉｶﾞｼﾗﾃﾝ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾙﾌｶｰﾄﾋﾟｱｵｳﾒｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾙﾌﾏｸﾊﾘﾃﾝ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾋﾉﾃﾝ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｸｼｹﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｸﾔﾏｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾐｶｹﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾅｽｼｵﾊﾞﾗｴｷﾆｼｸﾞﾁｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾊﾁｵｳｼﾞｲﾝﾀｰｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽﾎｸﾌﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾅﾀﾞｵｳｷﾞﾄﾗｯｸｽﾃｰｼｮﾝ ＥＮＥＯＳ
ｴﾈｵｽﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌｼﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ

大分銀行萩原支店 ｵｵｲﾀｷﾞﾝｺｳﾊｷﾞﾜﾗｼﾃﾝ 大分銀行
大垣共立銀行祖父江支店 ｵｵｶﾞｷｷｮｳﾘﾂｷﾞﾝｺｳｿﾌﾞｴｼﾃﾝ 大垣共立銀行
大口郵便局 ｵｵｸﾞﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

大口郵便局 ｵｵｸﾞﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
大阪ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 諏訪森店 ｵｵｻｶﾄﾖﾍﾟｯﾄｽﾜﾉﾓﾘﾃﾝ トヨペット店
大阪東信用金庫吉田支店 ｵｵｻｶﾋｶﾞｼｼﾝﾖｳｷﾝｺﾖｼﾀｼﾃﾝ 信用金庫

ｵｰｼｬﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ｵｰｼｬﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場
太田第一ﾎﾃﾙ ｵｵﾀﾀﾞｲｲﾁﾎﾃﾙ ホテル
ｵｰﾄﾊｳｽｶﾙ八食店 ｵｰﾄﾊｳｽｶﾙﾊｯｼｮｸﾃﾝ オートハウスカル

IMAﾎｰﾙ
岩国ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

牛窓港FT(牛窓町緑の村公社)

宇野港FT(四国ﾌｪﾘｰ)

am/pm川口安行店
am/pm千駄ヶ谷5丁目店

EssoｴｸｽﾌﾟﾚｽあじまSS

Essoｴｸｽﾌﾟﾚｽ可児SS
Essoｴｸｽﾌﾟﾚｽ長久手SS
Esso国分SS

Esso高島平SS
Esso豊田ｲﾝﾀｰSS
Esso滑川SS

Esso奈良ﾊﾞｲﾊﾟｽSS
Esso飯山満SS

ENEOS枝幸SS
ENEOS大野ﾊﾞｲﾊﾟｽ北SS
ENEOSｻﾝｷｭｰ住吉SS

ENEOS新三田SS
ENEOSｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ仲町台SS
ENEOSすみだSS

ENEOSｾﾙﾌ大杉SS
ENEOS秩父荒川SS
ENEOS DD渋川矢の頭店

ENEOS Dr.Driveｾﾙﾌｶｰﾄﾋﾟｱ青梅SS
ENEOS Dr.Driveｾﾙﾌ幕張店

ENEOS DD日野店
ENEOS Dr.Drive福重SS
ENEOS Dr.Drive福山SS

ENEOS Dr.Drive御影SS
ENEOS那須塩原駅西口SS
ENEOS八王子ｲﾝﾀｰSS

ENEOS北部SS
ENEOS43号灘青木TS
ENEOSﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ富士SS



名称 ヨミ ジャンル
ｵｰﾄﾊｳｽﾆｺｳ その他　カー用品店

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ走り屋天国ｾｺﾊﾝ市場高崎店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾊｼﾘﾔﾃﾝｺﾞｸｾｺﾊﾝｲﾁﾊﾞﾀｶｻｷﾃﾝ オートバックス
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ東松山店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾃﾝ オートバックス

大町市運動公園総合体育館 ｵｵﾏﾁｼｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
大牟田市消防本部 ｵｵﾑﾀｼｼｮｳﾎﾞｳﾎﾝﾌﾞ 消防署

ｵｶﾔﾏｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾓﾓﾉｻﾄｺｰｽ ゴルフ場

岡山日産笠岡店 ｵｶﾔﾏﾆｯｻﾝｶｻｵｶﾃﾝ 日産
小川ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ｵｶﾞﾜｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場
沖縄海邦銀行浦添支店 ｵｷﾅﾜｶｲﾎｳｷﾞﾝｺｳｳﾗｿｴｼﾃﾝ 沖縄海邦銀行

沖縄海邦銀行真栄原支店 ｵｷﾅﾜｶｲﾎｳｷﾞﾝｺｳﾏｴﾊﾗｼﾃﾝ 沖縄海邦銀行ＡＴＭ
小田急はたのﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ｵﾀﾞｷｭｳﾊﾀﾉﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ テニスコート
小田原お堀端 万葉の湯 ｵﾀﾞﾜﾗｵﾎﾘﾊﾞﾀﾏﾝﾖｳﾉﾕ 温泉

尾道市立美術館 ｵﾉﾐﾁｼﾘﾂﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 美術館
帯広西八条郵便局 ｵﾋﾞﾋﾛﾆｼﾊﾁｼﾞｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
帯広の森陸上競技場 ｵﾋﾞﾋﾛﾉﾓﾘﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場

おもちゃのまち郵便局 ｵﾓﾁｬﾉﾏﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
小山戸島郵便局 ｵﾔﾏﾄｼﾏﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
小山戸島郵便局 ｵﾔﾏﾄｼﾏﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｶｰｺﾝﾋﾞﾆ倶楽部大阪ｲﾜｵ ｶｰｺﾝﾋﾞﾆｸﾗﾌﾞｵｵｻｶｲﾜｵ カーコンビニ倶楽部
ｶｰｺﾝﾋﾞﾆ倶楽部ﾐﾈｷﾞｼ ｶｰｺﾝﾋﾞﾆｸﾗﾌﾞﾐﾈｷﾞｼ カーコンビニ倶楽部
海津市文化会館 ｶｲﾂﾞｼﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ 劇場・ホール

柏原ｺﾞﾙﾌ練習場 ｶｲﾊﾞﾗｺﾞﾙﾌﾚﾝｼｭｳｼﾞｮｳ ゴルフ練習場
果王園 ｶｵｳｴﾝ もも狩り
加賀市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｶｶﾞｼｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

香川銀行弁天町支店 ｶｶﾞﾜｷﾞﾝｺｳﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳｼﾃﾝ 香川銀行
香川銀行弁天町支店 ｶｶﾞﾜｷﾞﾝｺｳﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳｼﾃﾝ 香川銀行ＡＴＭ

加古川米田郵便局 ｶｺｶﾞﾜﾖﾈﾀﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
加古川米田郵便局 ｶｺｶﾞﾜﾖﾈﾀﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
鹿児島笹貫郵便局 ｶｺﾞｼﾏｻｻﾇｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

鹿児島笹貫郵便局 ｶｺﾞｼﾏｻｻﾇｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ｶｺﾞｼﾏｼﾝｺｳﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ フェリーターミナル

鹿島ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ｶｼﾏｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場

柏原ｼﾞｬﾝﾎﾞｺﾞﾙﾌ ｶｼﾜﾗｼﾞｬﾝﾎﾞｺﾞﾙﾌ ゴルフ練習場
春日井市総合体育館 ｶｽｶﾞｲｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

ｶｽﾐｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

勝浦温泉 ｶﾂｳﾗｵﾝｾﾝ 温泉
葛飾区水元区民事務所 ｶﾂｼｶｸﾐｽﾞﾓﾄｸﾐﾝｼﾞﾑｼｮ 役所
門真ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾎﾃﾙ ｶﾄﾞﾏﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾎﾃﾙ ホテル

神奈川ｽﾊﾞﾙ海老名店 ｶﾅｶﾞﾜｽﾊﾞﾙｴﾋﾞﾅﾃﾝ スバル
神奈川ﾄﾖﾀ 茅ヶ崎店 ｶﾅｶﾞﾜﾄﾖﾀﾁｶﾞｻｷﾃﾝ トヨタ店
ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ森の小径 ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝﾓﾘﾉｺﾐﾁ ペットと入れるレストラン

蒲郡市文化広場体育館 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼﾌﾞﾝｶﾋﾛﾊﾞﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
蒲郡信用金庫岡崎駅東支店 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼﾝﾖｳｷﾝｺｵｶｻﾞｷｴｷﾋｶﾞｼｼﾃﾝ 信用金庫
神科郵便局 ｶﾐｼﾅﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｶﾐｼﾘﾂﾔﾅｾﾀｶｼｷﾈﾝｶﾝｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ 美術館
上津天然温泉游心の湯 ｶﾐﾂﾃﾝﾈﾝｵﾝｾﾝﾕｳｼﾝﾉﾕ 温泉

鴨宮ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ ｶﾓﾉﾐﾔｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ ホテル
ｶﾛｰﾗ愛知 辻本通店 ｶﾛｰﾗｱｲﾁﾂｼﾞﾎﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ トヨタカローラ店
ｶﾛｰﾗ岩手 盛岡ｲﾝﾀｰ店 ｶﾛｰﾗｲﾜﾃﾓﾘｵｶｲﾝﾀｰﾃﾝ トヨタカローラ店

ｶﾛｰﾗ神奈川 丸子店 ｶﾛｰﾗｶﾅｶﾞﾜﾏﾙｺﾃﾝ トヨタカローラ店
ｶﾛｰﾗ南海 泉南店 ｶﾛｰﾗﾅﾝｶｲｾﾝﾅﾝﾃﾝ トヨタカローラ店

ｶﾜｶﾐﾊﾞﾚｰｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

川越市大東出張所 ｶﾜｺﾞｴｼﾀﾞｲﾄｳｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ 役所
川越新富町郵便局 ｶﾜｺﾞｴｼﾝﾄﾐﾁｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
河内長野市立市民総合体育館 ｶﾜﾁﾅｶﾞﾉｼﾘﾂｼﾐﾝｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

関東日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ城南支店 ｶﾝﾄｳﾆｯｻﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙｼﾞｮｳﾅﾝｼﾃﾝ その他　カーディーラー
関東三菱高井戸店 ｶﾝﾄｳﾐﾂﾋﾞｼﾀｶｲﾄﾞﾃﾝ 三菱

ｷｸﾞﾅｽﾋﾉﾁｭｳｵｳｴｽｴｽ キグナス石油

北方郵便局 ｷﾀｶﾞﾀﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
北方郵便局 ｷﾀｶﾞﾀﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
北郷ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｷﾀｺﾞｳｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

ｷﾞﾌｺｸｻｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
京都市東部文化会館 ｷｮｳﾄｼﾄｳﾌﾞﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ 劇場・ホール

ｷｮﾅﾝﾏﾁﾋﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰｶｲﾖｳｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

ｵｰﾄﾊｳｽNIKOH

岡山CC桃の郷C

鹿児島新港FT(奄美海運)

霞GC

香美市立やなせたかし記念館(ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ)

ｶﾜｶﾐﾊﾞﾚｰCC

ｷｸﾞﾅｽ日野中央SS

岐阜国際CC

鋸南町B&G海洋ｾﾝﾀｰ



名称 ヨミ ジャンル
近畿労働金庫田辺支店 ｷﾝｷﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺﾀﾅﾍﾞｼﾃﾝ 労働金庫

銀座ｷｬﾋﾟﾀﾙﾎﾃﾙ新館 ｷﾞﾝｻﾞｷｬﾋﾟﾀﾙﾎﾃﾙｼﾝｶﾝ ホテル
ｸｧﾝﾀﾑ ｸｧﾝﾀﾑ その他　カー用品店

草津市民体育館 ｸｻﾂｼﾐﾝﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ｸｼﾛﾌｳﾘﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

熊谷肥塚郵便局 ｸﾏｶﾞﾔｺｲﾂﾞｶﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

熊本黒髪六郵便局 ｸﾏﾓﾄｸﾛｶﾐﾛｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
熊本黒髪六郵便局 ｸﾏﾓﾄｸﾛｶﾐﾛｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
熊本田崎郵便局 ｸﾏﾓﾄﾀｻｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

熊本田崎郵便局 ｸﾏﾓﾄﾀｻｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
熊本ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ本館 ｸﾏﾓﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾎﾝｶﾝ ホテル
熊本平田郵便局 ｸﾏﾓﾄﾋﾗﾀﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

熊本平田郵便局 ｸﾏﾓﾄﾋﾗﾀﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ長久手 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑﾅｶﾞｸﾃ その他　カー用品店
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄ東京 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄﾄｳｷｮｳ 身障者用トイレのある宿泊施設

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ新潟 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙﾆｲｶﾞﾀ ボウリング場
久留米市立中央図書館 ｸﾙﾒｼﾘﾂﾁｭｳｵｳﾄｼｮｶﾝ 図書館
呉市ｽﾎﾟｰﾂ会館 ｸﾚｼｽﾎﾟｰﾂｶｲｶﾝ 体育館・アリーナ

くれたけｲﾝ浜松西ｲﾝﾀｰ ｸﾚﾀｹｲﾝﾊﾏﾏﾂﾆｼｲﾝﾀｰ ホテル
群馬銀行熊谷支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳｸﾏｶﾞﾔｼﾃﾝ 群馬銀行
群馬銀行熊谷支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳｸﾏｶﾞﾔｼﾃﾝ 群馬銀行ＡＴＭ

群馬銀行深谷上柴支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳﾌｶﾔｶﾐｼﾊﾞｼﾃﾝ 群馬銀行
群馬銀行深谷上柴支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳﾌｶﾔｶﾐｼﾊﾞｼﾃﾝ 群馬銀行ＡＴＭ
群馬銀行前橋北支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳﾏｴﾊﾞｼｷﾀｼﾃﾝ 群馬銀行

群馬銀行前橋北支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳﾏｴﾊﾞｼｷﾀｼﾃﾝ 群馬銀行ＡＴＭ
京葉銀行千葉三越 ｹｲﾖｳｷﾞﾝｺｳﾁﾊﾞﾐﾂｺｼ 京葉銀行ＡＴＭ

ｹｲﾖｳｷﾞﾝｺｳﾌﾞﾝｶﾌﾟﾗｻﾞﾁﾊﾞｼﾌﾞﾝｶｺｳﾘｭｳﾌﾟﾗｻﾞ 劇場・ホール
ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ仙台南店 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐﾃﾝ ケーズデンキ
鯉の釣堀大岡園 ｺｲﾉﾂﾘﾎﾞﾘｵｵｵｶｴﾝ 釣り堀

甲賀市立信楽伝統産業会館 ｺｳｶｼﾘﾂｼｶﾞﾗｷﾃﾞﾝﾄｳｻﾝｷﾞｮｳｶｲｶﾝ 美術館
鴻巣市総合体育館 ｺｳﾉｽｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
神戸ﾄﾖﾍﾟｯﾄ ﾄﾖﾍﾟｯﾄ浜田店 ｺｳﾍﾞﾄﾖﾍﾟｯﾄﾄﾖﾍﾟｯﾄﾊﾏﾀﾞﾃﾝ トヨペット店

神戸ﾏﾂﾀﾞ尼崎西店 ｺｳﾍﾞﾏﾂﾀﾞｱﾏｶﾞｻｷﾆｼﾃﾝ マツダ
国際ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ｺｸｻｲｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場

ｺｸﾋﾟｯﾄｻﾝｲﾁﾆｰﾄﾖｵｶ コクピット

国民宿舎いろは島 ｺｸﾐﾝｼｭｸｼｬｲﾛﾊｼﾏ 公共宿舎
国立代々木競技場第二体育館 ｺｸﾘﾂﾖﾖｷﾞｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳﾀﾞｲﾆﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ｺｺｽﾄｱ太田上田島店 ｺｺｽﾄｱｵｵﾀｶﾐﾀｼﾞﾏﾃﾝ ココストア

ｺｼﾞﾏﾆｭｰｵｵﾂﾃﾝ コジマ
ｺｽﾓｳﾉｹｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓｷﾇｶﾞﾜﾊﾞｲﾊﾟｽｴｽｴｽ コスモ石油

ｺｽﾓｷｮｳﾄｼﾝｶﾝｾﾝｸﾞﾁｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓｼﾂﾞｷｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓｾﾙﾌｱﾝﾄﾞｶｰｹｱｵﾛｼﾎﾝﾏﾁｴｽｴｽ コスモ石油

ｺｽﾓｾﾙﾌｱﾝﾄﾞｶｰｹｱｾﾝﾀｰﾖｯｶｲﾁﾁｭｳｵｳｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝｱｵﾊﾞｴｽｴｽ コスモ石油

ｺｽﾓｾﾙﾌﾄｵｶﾏﾁｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓｾﾙﾌﾐﾕｷﾁｮｳｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓﾏｲﾑｲｽﾞｵｴｽｴｽ コスモ石油

ｺｽﾓﾙｰﾄﾖﾝﾌｸｼﾏｷﾀｴｽｴｽ コスモ石油
ｺﾞﾄｳ ｺﾞﾄｳ その他　カー用品店
湖東信用金庫湖東支店 ｺﾄｳｼﾝﾖｳｷﾝｺｺﾄｳｼﾃﾝ 信用金庫

小林市文化会館 ｺﾊﾞﾔｼｼﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ 劇場・ホール
駒ｹ根ｼﾙｸﾐｭｰｼﾞｱﾑ ｺﾏｶﾞﾈｼﾙｸﾐｭｰｼﾞｱﾑ 博物館
小嶺ｼﾃｨﾎﾞｳﾙ ｺﾐﾈｼﾃｨﾎﾞｳﾙ ボウリング場

小茂根公園ﾄｲﾚ ｺﾓﾈｺｳｴﾝﾄｲﾚ トイレ
金剛能楽堂 ｺﾝｺﾞｳﾉｳｶﾞｸﾄﾞｳ 劇場・ホール
ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ秋田 ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙｱｷﾀ ホテル

ｻｰｸﾙｹｰｳﾚｼﾉｼﾓﾉｼｮｳﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰｵｵﾂﾆｵﾉﾊﾏﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰｷﾞﾌﾅｶﾞｽﾐﾁｮｳﾃﾝ サークルＫ

ｻｰｸﾙｹｰｺｳｾｲﾄﾞｵﾘﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰｺｳﾎｸﾌﾄｵﾁｮｳﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰｺﾏｷｼﾉｵｶﾃﾝ サークルＫ

釧路風林CC

京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ(千葉市文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ)

ｺｸﾋﾟｯﾄ312豊岡

ｺｼﾞﾏNEW大津店
ｺｽﾓ宇ﾉ気SS
ｺｽﾓ鬼怒川ﾊﾞｲﾊﾟｽSS

ｺｽﾓ京都新幹線口SS
ｺｽﾓ志筑SS
ｺｽﾓｾﾙﾌ&ｶｰｹｱ卸本町SS

ｺｽﾓｾﾙﾌ&ｶｰｹｱｾﾝﾀｰ四日市中央SS
ｺｽﾓｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ青葉SS

ｺｽﾓｾﾙﾌ十日町SS
ｺｽﾓｾﾙﾌ御幸町SS
ｺｽﾓﾏｲﾑ泉尾SS

ｺｽﾓﾙｰﾄ4福島北SS

ｻｰｸﾙK嬉野下之庄店
ｻｰｸﾙK大津におの浜店
ｻｰｸﾙK岐阜長住町店

ｻｰｸﾙK康生通店
ｻｰｸﾙK港北太尾町店
ｻｰｸﾙK小牧篠岡店



名称 ヨミ ジャンル
ｻｰｸﾙｹｰｺﾞﾝﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ サークルＫ

ｻｰｸﾙｹｰﾄﾖﾀｵｵﾊﾀﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰﾋｶﾞｼｶﾅｴﾃﾝ サークルＫ

ｻｰｸﾙｹｰﾏﾂﾓﾄｸｳｺｳﾏｴﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰﾔｽﾊﾗﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ サークルＫ

埼玉縣信用金庫本庄支店 ｻｲﾀﾏｹﾝｼﾝﾖｳｷﾝｺﾎﾝｼﾞｮｳｼﾃﾝ 信用金庫

埼玉ﾏﾂﾀﾞ浦和東店 ｻｲﾀﾏﾏﾂﾀﾞｳﾗﾜﾋｶﾞｼﾃﾝ マツダ
埼玉りそな銀行東川口支店 ｻｲﾀﾏﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｼﾃﾝ 埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行東川口支店 ｻｲﾀﾏﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｼﾃﾝ 埼玉りそな銀行ＡＴＭ

佐賀銀行志免支店 ｻｶﾞｷﾞﾝｺｳｼﾒｼﾃﾝ 佐賀銀行
佐賀銀行与賀町支店 ｻｶﾞｷﾞﾝｺｳﾖｶﾏﾁｼﾃﾝ 佐賀銀行ＡＴＭ
佐賀市民会館 ｻｶﾞｼﾐﾝｶｲｶﾝ 劇場・ホール

盃山ｺﾞﾙﾌ ｻｶｽﾞｷﾔﾏｺﾞﾙﾌ ゴルフ練習場
坂戸仲町郵便局 ｻｶﾄﾞﾅｶﾁｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
相模湖郵便局 ｻｶﾞﾐｺﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

桜ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｻｸﾗｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
札幌北二十条東郵便局 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀﾆｼﾞｭｳｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
札幌市教育文化会館 ｻｯﾎﾟﾛｼｷｮｳｲｸﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ 劇場・ホール

札幌市立元町北小学校 ｻｯﾎﾟﾛｼﾘﾂﾓﾄﾏﾁｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 小学校
さらべつｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ ｻﾗﾍﾞﾂｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ キャンプ場
山陰合同銀行五日市支店 ｻﾝｲﾝｺﾞｳﾄﾞｳｷﾞﾝｺｳｲﾂｶｲﾁｼﾃﾝ 山陰合同銀行

ｻﾝｸｽ足立谷在家店 ｻﾝｸｽｱﾀﾞﾁﾔｻﾞｲｹﾃﾝ サンクス
ｻﾝｸｽ一宮ｲﾝﾀｰ北店 ｻﾝｸｽｲﾁﾉﾐﾔｲﾝﾀｰｷﾀﾃﾝ サンクス
ｻﾝｸｽ大曲金谷町店 ｻﾝｸｽｵｵﾏｶﾞﾘｶﾅﾔﾁｮｳﾃﾝ サンクス

ｻﾝｸｽ堅田店 ｻﾝｸｽｶﾀﾀﾃﾝ サンクス
ｻﾝｸｽ児島文化ｾﾝﾀｰ前店 ｻﾝｸｽｺｼﾞﾏﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰﾏｴﾃﾝ サンクス

ｻﾝｸｽ堺泉北竹城台店 ｻﾝｸｽｻｶｲｾﾝﾎﾞｸﾀｹｼﾛﾀﾞｲﾃﾝ サンクス
ｻﾝｸｽ精華南店 ｻﾝｸｽｾｲｶﾐﾅﾐﾃﾝ サンクス

ｻﾝｸｽﾃﾝﾉｳﾀﾞｲﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ サンクス

ｻﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ｻﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場
ｻﾝｺﾞﾙﾌ松園 ｻﾝｺﾞﾙﾌﾏﾂｿﾞﾉ ゴルフ練習場
ｻﾝﾎﾞｳﾙ ｻﾝﾎﾞｳﾙ ボウリング場

ｻﾝﾖｳｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌｺｰｽ ゴルフ場
ｼﾞｪｲｴｲｶｺﾞｼﾏﾀｶﾞﾐ ＪＡバンク
ｼﾞｪｲｴｲｷｻﾗﾂﾞｼﾏﾌﾈ ＪＡバンク

ｼﾞｪｲｴｲﾄﾋﾟｱﾊﾏﾏﾂｳﾁﾉﾀﾞｲ ＪＡバンク
ｼﾞｪｲｴｲﾄﾖﾊｼﾖｼﾀﾞｶﾞﾀ ＪＡバンク
ｼﾞｪｲｴｲﾅﾝｽﾝﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ＪＡバンク

滋賀銀行稲枝支店 ｼｶﾞｷﾞﾝｺｳｲﾅｴｼﾃﾝ 滋賀銀行ＡＴＭ
滋賀銀行瀬田駅前支店 ｼｶﾞｷﾞﾝｺｳｾﾀｴｷﾏｴｼﾃﾝ 滋賀銀行
滋賀銀行栗東支店 ｼｶﾞｷﾞﾝｺｳﾘｯﾄｳｼﾃﾝ 滋賀銀行

四国銀行芸西支店 ｼｺｸｷﾞﾝｺｳｹﾞｲｾｲｼﾃﾝ 四国銀行ＡＴＭ
四国銀行善通寺支店 ｼｺｸｷﾞﾝｺｳｾﾞﾝﾂｳｼﾞｼﾃﾝ 四国銀行
静岡市東部体育館 ｼｽﾞｵｶｼﾄｳﾌﾞﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

品川ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｼﾅｶﾞﾜｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｼﾅｶﾞﾜﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ボウリング場

信夫山 第一展望台 ｼﾉﾌﾞﾔﾏﾀﾞｲｲﾁﾃﾝﾎﾞｳﾀﾞｲ 夜景のきれいなスポット
清水銀行富士宮支店 ｼﾐｽﾞｷﾞﾝｺｳﾌｼﾞﾉﾐﾔｼﾃﾝ 清水銀行ＡＴＭ
清水ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ｼﾐｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ホテル

下野市石橋勤労者体育ｾﾝﾀｰ ｼﾓﾂｹｼｲｼﾊﾞｼｷﾝﾛｳｼｬﾀｲｲｸｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
十八銀行時津支店 ｼﾞｭｳﾊﾁｷﾞﾝｺｳﾄｷﾞﾂｼﾃﾝ 十八銀行
十六銀行大野支店 ｼﾞｭｳﾛｸｷﾞﾝｺｳｵｵﾉｼﾃﾝ 十六銀行

十六銀行豊田支店 ｼﾞｭｳﾛｸｷﾞﾝｺｳﾄﾖﾀｼﾃﾝ その他　銀行ＡＴＭ
十六銀行長良支店 ｼﾞｭｳﾛｸｷﾞﾝｺｳﾅｶﾞﾗｼﾃﾝ その他　銀行ＡＴＭ
常陽銀行我孫子支店 ｼﾞｮｳﾖｳｷﾞﾝｺｳｱﾋﾞｺｼﾃﾝ 常陽銀行

常陽銀行牛久ﾛｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ支店 ｼﾞｮｳﾖｳｷﾞﾝｺｳｳｼｸﾛｰﾝﾌﾟﾗｻﾞｼﾃﾝ 常陽銀行ＡＴＭ
常陽銀行大宮支店 ｼﾞｮｳﾖｳｷﾞﾝｺｳｵｵﾐﾔｼﾃﾝ 常陽銀行ＡＴＭ
常陽銀行勝田昭和通支店 ｼﾞｮｳﾖｳｷﾞﾝｺｳｶﾂﾀｼｮｳﾜﾄﾞｵﾘｼﾃﾝ 常陽銀行

ｼｮｳﾜｼｪﾙｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙｳｲﾝｽﾞｱﾝｾｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙｻｸﾗｷﾞﾁｮｳｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｼｮｳﾜｼｪﾙｼﾉﾉﾒｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙｾｷﾒｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙｾﾙﾌｵｵｲｽﾞﾐｶﾞｸｴﾝｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｻｰｸﾙK権田町店

ｻｰｸﾙK豊田大畑店
ｻｰｸﾙK東かなえ店

ｻｰｸﾙK松本空港前店
ｻｰｸﾙK安原2丁目店

ｻﾝｸｽ天王台4丁目店

山陽ｸﾞﾘｰﾝGC
JAかごしま田上
JA木更津市真船

JAとぴあ浜松内野台
JA豊橋吉田方
JAなんすん長泉

昭和ｼｪﾙ尼崎東SS
昭和ｼｪﾙｳｲﾝｽﾞ安瀬SS
昭和ｼｪﾙ桜木町SS

昭和ｼｪﾙ東雲SS
昭和ｼｪﾙ関目SS
昭和ｼｪﾙｾﾙﾌ大泉学園SS



名称 ヨミ ジャンル
ｼｮｳﾜｼｪﾙｾﾙﾌﾌｸｵｶﾄﾞｰﾑｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｼｮｳﾜｼｪﾙｾﾙﾌﾏﾂﾊﾞﾗｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙﾀｹｼﾀｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｼｮｳﾜｼｪﾙﾋﾀﾁﾐﾅﾐｲﾝﾀｰｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙﾎﾘｸﾞﾁﾏﾁｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙﾐｻﾄﾏｴｶﾜｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｼｮｳﾜｼｪﾙﾖｰｸﾀｳﾝﾏｴｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼﾞｮｰｼﾝｺﾊﾞﾔｶﾜぶらくり丁店 ｼﾞｮｰｼﾝｺﾊﾞﾔｶﾜﾌﾞﾗｸﾘﾁｮｳﾃﾝ ジョーシンデンキ

ｼﾞｮﾓｱｰﾑﾜｶﾊﾞﾔｼｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ

ｼﾞｮﾓｶﾅｻﾞﾜﾊｯｹｲｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ
ｼﾞｮﾓｺｼｶﾞﾔｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ
ｼﾞｮﾓﾆｭｰﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ

ｼﾞｮﾓﾋﾀﾞﾌﾙｶﾜｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ
白浜温泉郵便局 ｼﾗﾊﾏｵﾝｾﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
白浜温泉郵便局 ｼﾗﾊﾏｵﾝｾﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

神場ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｼﾞﾝﾊﾞｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
信用組合愛知商銀本店 ｼﾝﾖｳｸﾐｱｲｱｲﾁｼｮｳｷﾞﾝﾎﾝﾃﾝ 信用組合
親和銀行東長崎支店 ｼﾝﾜｷﾞﾝｺｳﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｷｼﾃﾝ 親和銀行ＡＴＭ

菅生の滝ﾄｲﾚ ｽｶﾞｵﾉﾀｷﾄｲﾚ トイレ
菅平郵便局 ｽｶﾞﾀﾞｲﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
菅平郵便局 ｽｶﾞﾀﾞｲﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ味岡 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅｱｼﾞｵｶ スズキ
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ大原 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅｵｵﾊﾗ スズキ
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ小倉東 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅｺｸﾗﾋｶﾞｼ スズキ

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ杉並 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅｽｷﾞﾅﾐ スズキ
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ箕面 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅﾐﾉｵ スズキ

ｽｽﾞｷ自販東京大田営業所 ｽｽﾞｷｼﾞﾊﾝﾄｳｷｮｳｵｵﾀｴｲｷﾞｮｳｼｮ スズキ
裾野郵便局 ｽｿﾉﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
裾野郵便局 ｽｿﾉﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ｽﾋﾟｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾛﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾛﾄ その他　カー用品店
ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ藤崎 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾌｼﾞｻｷ 体育館・アリーナ
ｽﾎﾟﾙﾄﾋﾟｶﾃﾞﾘｰﾎﾞｳﾙ ｽﾎﾟﾙﾄﾋﾟｶﾃﾞﾘｰﾎﾞｳﾙ ボウリング場

ｽﾘｰｴﾌ厚木毛利台店 ｽﾘｰｴﾌｱﾂｷﾞﾓｳﾘﾀﾞｲﾃﾝ スリーエフ
ｽﾘｰｴﾌ川口伊刈店 ｽﾘｰｴﾌｶﾜｸﾞﾁｲｶﾘﾃﾝ スリーエフ
ｽﾙｶﾞ銀行富士支店 ｽﾙｶﾞｷﾞﾝｺｳﾌｼﾞｼﾃﾝ スルガ銀行

ｾｲｻﾞﾝｺﾞﾙﾌｼﾞｮｳ ゴルフ場
西武信用金庫杉並営業部 ｾｲﾌﾞｼﾝﾖｳｷﾝｺｽｷﾞﾅﾐｴｲｷﾞｮｳﾌﾞ 信用金庫
ｾｰﾌﾞｵﾝ塩沢店 ｾｰﾌﾞｵﾝｼｵｻﾞﾜﾃﾝ セーブオン

関所の湯 ｾｷｼｮﾉﾕ 温泉
ｾｾｷ温泉 ｾｾｷｵﾝｾﾝ 温泉

ｾﾞﾈﾗﾙｶﾗｽﾏｴｽｴｽ ゼネラル

ｾﾞﾈﾗﾙﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｷｭｳﾋﾗﾂｶｷﾀｴｽｴｽ ゼネラル
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ赤堀香林店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱｶﾎﾞﾘｺｳﾊﾞﾔｼﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ我孫子布佐西店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱﾋﾞｺﾌｻﾆｼﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊勢崎宮子西店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｲｾｻｷﾐﾔｺﾆｼﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｲﾀﾊﾞｼｼﾑﾗｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ猪苗代若宮店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｲﾅﾜｼﾛﾜｶﾐﾔﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ牛堀茂木店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｳｼﾎﾞﾘﾓﾄｷﾞﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇都宮簗瀬町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｳﾂﾉﾐﾔﾔﾅｾﾞﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇土松原店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｳﾄﾏﾂﾜﾗﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ嬉野岩屋店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｳﾚｼﾉｲﾜﾔﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ太田市小舞木店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｵｵﾀｼｺﾏｲｷﾞﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ太田市西新町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｵｵﾀｼﾆｼｼﾝﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岡山芳井町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｵｶﾔﾏﾖｼｲﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ貝塚二色浜駅前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶｲﾂﾞｶﾆｼｷﾉﾊﾏｴｷﾏｴﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲斐双葉宇津谷店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶｲﾌﾀﾊﾞｳﾂﾔﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ加古川尾上養田店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶｺｶﾞﾜｵﾉｴﾖｳﾀﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ唐橋芦辺町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶﾗﾊｼｱｼﾍﾞﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ北見春光町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｷﾀﾐｼｭﾝｺｳﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都田中西高原町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｷｮｳﾄﾀﾅｶﾆｼﾀｶﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本北水前寺店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｸﾏﾓﾄｷﾀｽｲｾﾞﾝｼﾞﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本田崎市場店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｸﾏﾓﾄﾀｻｷｲﾁﾊﾞﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本動植物園前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｸﾏﾓﾄﾄﾞｳｼｮｸﾌﾞﾂｴﾝﾏｴﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｸﾚﾅｶﾄﾞｵﾘｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

昭和ｼｪﾙｾﾙﾌ福岡ﾄﾞｰﾑSS

昭和ｼｪﾙｾﾙﾌ松原SS
昭和ｼｪﾙ竹下SS

昭和ｼｪﾙ日立南ｲﾝﾀｰSS
昭和ｼｪﾙ堀口町SS
昭和ｼｪﾙ三郷前川SS

昭和ｼｪﾙﾖｰｸﾀｳﾝまえSS

JOMO あｰむ若林ｽﾃｰｼｮﾝ

JOMO 金沢八景ｽﾃｰｼｮﾝ
JOMO 越谷ｽﾃｰｼｮﾝ
JOMO ﾆｭｰ高島平ｽﾃｰｼｮﾝ

JOMO 飛騨古川ｽﾃｰｼｮﾝ

晴山G

ｾﾞﾈﾗﾙ烏丸SS

ｾﾞﾈﾗﾙ129平塚北SS

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ板橋志村3丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ呉中通1丁目店



名称 ヨミ ジャンル
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ群馬吾妻原町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｸﾞﾝﾏｱｶﾞﾂﾏﾊﾗﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｳﾄｳﾋｶﾞｼｽﾅｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ郡山横塚店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺｵﾘﾔﾏﾖｺﾂﾞｶﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ児玉町児玉店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｺﾀﾞﾏﾏﾁｺﾀﾞﾏﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｻｶｲｲｼﾂﾞﾁｮｳｻﾝﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ堺出雲大社前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｻｶｲｲｽﾞﾓﾀｲｼｬﾏｴﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ堺金岡町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｻｶｲｶﾅｵｶﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｻｶｲｷﾀﾊﾅﾀﾞﾁｮｳﾖﾝﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ潮芦屋店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｼｵｱｼﾔﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ信州豊科ｲﾝﾀｰ店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｼﾝｼｭｳﾄﾖｼﾅｲﾝﾀｰﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ仙台山田店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｾﾝﾀﾞｲﾔﾏﾀﾞﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｿｳｶｲﾅﾘﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶｲｼﾄﾘｲｼﾅﾅﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾁﾊﾞﾁｭｳｵｳｺｳｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾁﾊﾞﾐﾔｻﾞｷｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東名袋井ｲﾝﾀｰ店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾄｳﾒｲﾌｸﾛｲｲﾝﾀｰﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ豊川ｲﾝﾀｰ店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾄﾖｶﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾅｺﾞﾔｷｸｲﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ名古屋宝生団地前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾅｺﾞﾔﾎｳｼｮｳﾀﾞﾝﾁﾏｴﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ成田長沼店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾅﾘﾀﾅｶﾞﾇﾏﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ函館東雲町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊｺﾀﾞﾃｼﾉﾉﾒﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八王子館町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾁｵｳｼﾞﾀﾃﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八王子鑓水店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾁｵｳｼﾞﾔﾘﾐｽﾞﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾑﾗｼﾝﾒｲﾀﾞｲｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ彦根長曽根南店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾋｺﾈﾅｶﾞｿﾈﾐﾅﾐﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ常陸大宮泉店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾋﾀﾁｵｵﾐﾔｲｽﾞﾐﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ深谷上柴東店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｶﾔｶﾐｼﾊﾞﾋｶﾞｼﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ船橋神保町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌﾅﾊﾞｼｼﾞﾝﾎﾞｳﾁｮｳﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋駒形町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾏｴﾊﾞｼｺﾏｶﾞﾀﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋下佐鳥町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾏｴﾊﾞｼｼﾓｻﾄﾞﾘﾏﾁﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ南足柄関本店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗｾｷﾓﾄﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ南箕輪南原店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾐﾅﾐﾊﾗﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ都城都原店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐﾔｺｼﾞｮｳﾐﾔｺﾊﾞﾙﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宮崎檍小学校前店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐﾔｻﾞｷｱｵｷｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八潮中央店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾔｼｵﾁｭｳｵｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ行橋辻垣店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾕｸﾊｼﾂｼﾞｶｷﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ与野店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾖﾉﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｵｵﾐﾔｴｲｷﾞｮｳｼｮ ＢＭＷ

増上寺光摂殿 ｿﾞｳｼﾞｮｳｼﾞｺｳｼｮｳﾃﾞﾝ 劇場・ホール
袖ｹ浦市臨海ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館 ｿﾃﾞｶﾞｳﾗｼﾘﾝｶｲｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
大正銀行国分支店 ﾀｲｼｮｳｷﾞﾝｺｳｺｸﾌﾞｼﾃﾝ 大正銀行

ﾀﾞｲｼﾝｴﾝﾎﾞｳｶｲｺﾞﾙﾌｺｰｽ ゴルフ場
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾞﾙﾌﾓﾊﾞﾗ ゴルフ場
ﾀﾞｲﾆｲｶﾞﾀｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞｲｽﾞﾓｻﾞｷｺｰｽ ゴルフ場

ﾀﾞｲﾊｺﾈｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ﾀﾞｲﾊﾂ千葉販売ﾀﾞｲﾊﾂ大網 ﾀﾞｲﾊﾂﾁﾊﾞﾊﾝﾊﾞｲﾀﾞｲﾊﾂｵｵｱﾐ ダイハツ

ﾀﾞｲﾊﾂ千葉販売幕張店 ﾀﾞｲﾊﾂﾁﾊﾞﾊﾝﾊﾞｲﾏｸﾊﾘﾃﾝ ダイハツ
ﾀｲﾔ館大分 ﾀｲﾔｶﾝｵｵｲﾀ タイヤ館
ﾀｲﾔ館おもちゃのまち ﾀｲﾔｶﾝｵﾓﾁｬﾉﾏﾁ タイヤ館

ﾀｲﾔ館小禄 ﾀｲﾔｶﾝｵﾛｸ タイヤ館
ﾀｲﾔ館堺 ﾀｲﾔｶﾝｻｶｲ タイヤ館
平新川町郵便局 ﾀｲﾗﾆｲｶﾜﾏﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

高岡信用金庫みずほ支店 ﾀｶｵｶｼﾝﾖｳｷﾝｺﾐｽﾞﾎｼﾃﾝ 信用金庫
ﾀｶｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

高崎中尾郵便局 ﾀｶｻｷﾅｶｵﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ﾀｶﾂｷｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ﾀﾞｻﾞｲｵｻﾑｷﾈﾝｶﾝｼｬﾖｳｶﾝ 博物館

辰口郵便局 ﾀﾂﾉｸﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

田中栗園 ﾀﾅｶｸﾘｴﾝ くり拾い
玉川ｷｬﾝﾌﾟ村 ﾀﾏｶﾞﾜｷｬﾝﾌﾟﾑﾗ キャンプ場
玉川ｷｬﾝﾌﾟ村 ﾀﾏｶﾞﾜｷｬﾝﾌﾟﾑﾗ ペットと楽しむキャンプ場

ﾀﾏﾉｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝﾀﾏﾉﾚｸﾚｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
ﾁｻﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾐﾌﾈ ゴルフ場

知多ｸﾞﾘｰﾝ倶楽部 ﾁﾀｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ江東東砂3丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ堺石津町3丁店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ堺北花田町4丁店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ草加稲荷2丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ高石取石7丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ千葉中央港1丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ千葉宮崎1丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ名古屋菊井2丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ羽村神明台3丁目店

CentralBMW 大宮営業所

大心苑望海GC
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸG茂原
大新潟CC出雲崎C

大箱根CC

鷹GC

高槻GC
太宰治記念館(斜陽館)

玉野市総合体育館(玉野ﾚｸﾚｾﾝﾀｰ)
ﾁｻﾝCC御船



名称 ヨミ ジャンル
千葉銀行小室支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳｺﾑﾛｼﾃﾝ 千葉銀行

千葉銀行篠崎支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳｼﾉｻﾞｷｼﾃﾝ 千葉銀行
千葉銀行豊四季特別出張所 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳﾄﾖｼｷﾄｸﾍﾞﾂｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ 千葉銀行ＡＴＭ

千葉県南総文化ﾎｰﾙ ﾁﾊﾞｹﾝﾅﾝｿｳﾌﾞﾝｶﾎｰﾙ 劇場・ホール
千葉興業銀行勝浦支店 ﾁﾊﾞｺｳｷﾞｮｳｷﾞﾝｺｳｶﾂｳﾗｼﾃﾝ 千葉興業銀行
千葉興業銀行辰巳台支店 ﾁﾊﾞｺｳｷﾞｮｳｷﾞﾝｺｳﾀﾂﾐﾀﾞｲｼﾃﾝ 千葉興業銀行ＡＴＭ

千葉興業銀行真砂支店 ﾁﾊﾞｺｳｷﾞｮｳｷﾞﾝｺｳﾏｻｺﾞｼﾃﾝ 千葉興業銀行ＡＴＭ
千葉信用金庫花園支店 ﾁﾊﾞｼﾝﾖｳｷﾝｺﾊﾅｿﾞﾉｼﾃﾝ 信用金庫
中央桟橋観光公衆ﾄｲﾚ ﾁｭｳｵｳｻﾝﾊﾞｼｶﾝｺｳｺｳｼｭｳﾄｲﾚ トイレ

中央労働金庫秦野支店 ﾁｭｳｵｳﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺﾊﾀﾞﾉｼﾃﾝ 労働金庫
中国銀行平井支店 ﾁｭｳｺﾞｸｷﾞﾝｺｳﾋﾗｲｼﾃﾝ 中国銀行ＡＴＭ
通天閣 ﾂｳﾃﾝｶｸ 夜景のきれいなスポット

ﾂｶﾞﾙｺｳｹﾞﾝｺﾞﾙﾌｼﾞｮｳ ゴルフ場
つくば市筑波総合体育館 ﾂｸﾊﾞｼﾂｸﾊﾞｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
つくば市吉沼体育館 ﾂｸﾊﾞｼﾖｼﾇﾏﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

鶴岡ｶﾄﾘｯｸ教会 ﾂﾙｵｶｶﾄﾘｯｸｷｮｳｶｲ 名所・旧跡
ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ高田呉崎店 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾀｶﾀﾞｸﾚｻｷﾃﾝ デイリーヤマザキ
ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ千葉長沼原町店 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾁﾊﾞﾅｶﾞﾇﾏﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ デイリーヤマザキ

ﾃﾞｵﾃﾞｵゆめﾀｳﾝ高松店 ﾃﾞｵﾃﾞｵﾕﾒﾀｳﾝﾀｶﾏﾂﾃﾝ デオデオ
ﾃﾞｭｵｳﾂﾉﾐﾔ ＤＵＯ

東海労働金庫名古屋駅前支店 ﾄｳｶｲﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺﾅｺﾞﾔｴｷﾏｴｼﾃﾝ 労働金庫

東京ﾄﾖﾀ 江戸川店 ﾄｳｷｮｳﾄﾖﾀｴﾄﾞｶﾞﾜﾃﾝ トヨタ店
東京日産葛飾店 ﾄｳｷｮｳﾆｯｻﾝｶﾂｼｶﾃﾝ 日産
東京日産西新井店 ﾄｳｷｮｳﾆｯｻﾝﾆｼｱﾗｲﾃﾝ 日産

ﾄｳｷｮｳﾜﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ﾄｳﾌﾞﾌｼﾞｶﾞｵｶｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

東北労働金庫郡山東支店 ﾄｳﾎｸﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺｺｵﾘﾔﾏﾋｶﾞｼｼﾃﾝ 労働金庫
東横ｲﾝ津田沼 ﾄｳﾖｺｲﾝﾂﾀﾞﾇﾏ ホテル
東横ｲﾝ鳥取駅南口 ﾄｳﾖｺｲﾝﾄｯﾄﾘｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁ ホテル

東横ｲﾝ福井駅前 ﾄｳﾖｺｲﾝﾌｸｲｴｷﾏｴ ホテル
ﾄｰﾎｰｼﾈﾏｽﾞﾆｼｱﾗｲ 映画館

土佐御苑 ﾄｻｷﾞｮｴﾝ 身障者用トイレのある宿泊施設

栃木銀行星が丘出張所 ﾄﾁｷﾞｷﾞﾝｺｳﾎｼｶﾞｵｶｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ 栃木銀行ＡＴＭ
栃木ｽﾊﾞﾙ自動車宇都宮店 ﾄﾁｷﾞｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬｳﾂﾉﾐﾔﾃﾝ スバル
戸塚警察署 ﾄﾂｶｹｲｻﾂｼｮ 警察署

友部駅前郵便局 ﾄﾓﾍﾞｴｷﾏｴﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
豊川市陸上競技場 ﾄﾖｶﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
豊郷勤労者体育ｾﾝﾀｰ ﾄﾖｻﾄｷﾝﾛｳｼｬﾀｲｲｸｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

豊田信用金庫朝日支店 ﾄﾖﾀｼﾝﾖｳｷﾝｺｱｻﾋｼﾃﾝ 信用金庫
豊橋丸栄 ﾄﾖﾊｼﾏﾙｴｲ その他　デパート

ﾅｶﾞｲｽﾞﾐﾁｮｳﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰﾍﾞﾙﾌｫｰﾚ 劇場・ホール

長岡市与板体育館 ﾅｶﾞｵｶｼﾖｲﾀﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
長崎市ｸﾞﾗﾊﾞｰ園 ﾅｶﾞｻｷｼｸﾞﾗﾊﾞｰｴﾝ 博物館
長野ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 中野店 ﾅｶﾞﾉﾄﾖﾍﾟｯﾄﾅｶﾉﾃﾝ トヨペット店

名古屋銀行新瑞橋支店 ﾅｺﾞﾔｷﾞﾝｺｳｱﾗﾀﾏﾊﾞｼｼﾃﾝ 名古屋銀行ＡＴＭ
名古屋銀行喜多山支店 ﾅｺﾞﾔｷﾞﾝｺｳｷﾀﾔﾏｼﾃﾝ 名古屋銀行

名古屋市緑図書館 ﾅｺﾞﾔｼﾐﾄﾞﾘﾄｼｮｶﾝ 図書館
名古屋ﾀﾞｲﾊﾂ知多店 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲﾊﾂﾁﾀﾃﾝ ダイハツ
名古屋ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 和合店 ﾅｺﾞﾔﾄﾖﾍﾟｯﾄﾜｺﾞｳﾃﾝ トヨペット店

名古屋福徳郵便局 ﾅｺﾞﾔﾌｸﾄｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
名古屋福徳郵便局 ﾅｺﾞﾔﾌｸﾄｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ﾅｽｾﾌﾞﾝﾂｰｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

並建郵便局 ﾅﾐﾀﾃﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
並建郵便局 ﾅﾐﾀﾃﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
滑川福田郵便局 ﾅﾒｶﾞﾜﾌｸﾀﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

奈良ｽﾊﾞﾙ自動車奈良店 ﾅﾗｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬﾅﾗﾃﾝ スバル
南郷郵便局 ﾅﾝｺﾞｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
南都銀行大淀支店 ﾅﾝﾄｷﾞﾝｺｳｵｵﾖﾄﾞｼﾃﾝ 南都銀行ＡＴＭ

南都銀行上狛支店 ﾅﾝﾄｷﾞﾝｺｳｶﾐｺﾏｼﾃﾝ 南都銀行
南陽市民体育館 ﾅﾝﾖｳｼﾐﾝﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ﾆｺﾆｺｷｮｳｴｰｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ﾆｺﾆｺｷｮｳｴｰｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

西尾市消防署北出張所 ﾆｼｵｼｼｮｳﾎﾞｳｼｮｷﾀｼｭｯﾁｮｳｼｮ 消防署
西尾鶴城郵便局 ﾆｼｵﾂﾙｼﾛﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
西尾鶴城郵便局 ﾆｼｵﾂﾙｼﾛﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

津軽高原G

DUO宇都宮

東京湾CC
東武藤が丘CC

TOHOｼﾈﾏｽﾞ 西新井

長泉町文化ｾﾝﾀｰ(ﾍﾞﾙﾌｫｰﾚ)

那須72ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ



名称 ヨミ ジャンル
西日本ｼﾃｨ銀行佐世保支店 ﾆｼﾆｯﾎﾟﾝｼﾃｨｷﾞﾝｺｳｻｾﾎﾞｼﾃﾝ 西日本シティ銀行

西日本ｼﾃｨ銀行惣利支店 ﾆｼﾆｯﾎﾟﾝｼﾃｨｷﾞﾝｺｳｿｳﾘｼﾃﾝ 西日本シティ銀行ＡＴＭ
西日本ｼﾃｨ銀行西鉄二日市駅前支店 ﾆｼﾆｯﾎﾟﾝｼﾃｨｷﾞﾝｺｳﾆｼﾃﾂﾌﾂｶｲﾁｴｷﾏｴｼﾃﾝ 西日本シティ銀行

西船橋駅南口郵便局 ﾆｼﾌﾅﾊﾞｼｴｷﾐﾅﾐｸﾞﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ﾆｯｺｳｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｷｭｳ ゴルフ練習場

日産ﾌﾟﾘﾝｽ神奈川磯子杉田店 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽｶﾅｶﾞﾜｲｿｺﾞｽｷﾞﾀﾃﾝ 日産

日産ﾌﾟﾘﾝｽ埼玉浦和原山店 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽｻｲﾀﾏｳﾗﾜﾊﾗﾔﾏﾃﾝ 日産
日産ﾌﾟﾘﾝｽ名古屋犬山店 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽﾅｺﾞﾔｲﾇﾔﾏﾃﾝ 日産
日産ﾌﾟﾘﾝｽ西東京ﾚｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ町田 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽﾆｼﾄｳｷｮｳﾚｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝﾏﾁﾀﾞ 日産

ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ赤湯駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｶﾕｴｷﾏｴｴｲｷﾞｮｳｼｮ ニッポンレンタカー
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ宇和島営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｳﾜｼﾞﾏｴｲｷﾞｮｳｼｮ ニッポンレンタカー
ﾆｭｰ八王子ｼﾈﾏ ﾆｭｰﾊﾁｵｳｼﾞｼﾈﾏ 映画館

ﾇﾏﾂﾞｼﾍﾀﾞﾋﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰｶｲﾖｳｾﾝﾀｰﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ﾈｯﾂ愛知 阿久比店 ﾈｯﾂｱｲﾁｱｸﾞｲﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ大阪 ﾈｯﾂﾀｳﾝ枚方 ﾈｯﾂｵｵｻｶﾈｯﾂﾀｳﾝﾋﾗｶﾀ ネッツトヨタ店

ﾈｯﾂ高崎 大泉さかた店 ﾈｯﾂﾀｶｻｷｵｵｲｽﾞﾐｻｶﾀﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ多摩 八王子片倉店 ﾈｯﾂﾀﾏﾊﾁｵｳｼﾞｶﾀｸﾗﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ栃木 宇都宮台新田店 ﾈｯﾂﾄﾁｷﾞｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ ネッツトヨタ店

ﾈｯﾂ東名古屋 新栄店 ﾈｯﾂﾋｶﾞｼﾅｺﾞﾔｼﾝｻｶｴﾃﾝ ネッツトヨタ店
練馬ﾄｰﾎｰﾎﾞｰﾙ ﾈﾘﾏﾄｰﾎｰﾎﾞｰﾙ ボウリング場
ﾉｼﾞﾏﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口店 ﾉｼﾞﾏﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰﾐｿﾞﾉｸﾁﾃﾝ ノジマ

ﾊｲｱｯﾄ･ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･福岡 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰﾌｸｵｶ 身障者用トイレのある宿泊施設
博多湯 ﾊｶﾀﾕ 温泉
蓮田市農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ﾊｽﾀﾞｼﾉｳｷﾞｮｳｼｬﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

八王子ｸﾞﾘｰﾝ倶楽部 ﾊﾁｵｳｼﾞｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場
八十二銀行高崎支店 ﾊﾁｼﾞｭｳﾆｷﾞﾝｺｳﾀｶｻｷｼﾃﾝ 八十二銀行ＡＴＭ

羽生三田ｹ谷郵便局 ﾊﾆｭｳﾐﾀｶﾔﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
浜松信用金庫高林支店 ﾊﾏﾏﾂｼﾝﾖｳｷﾝｺﾀｶﾊﾞﾔｼｼﾃﾝ 信用金庫

ﾊﾝﾅﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場

東大阪小阪本町郵便局 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｺｻｶﾎﾝﾏﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
東大阪小阪本町郵便局 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｺｻｶﾎﾝﾏﾁﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
東塩田郵便局 ﾋｶﾞｼｼｵﾀﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

東月寒郵便局 ﾋｶﾞｼﾂｷｻﾑﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙｲﾝﾀｰﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙｲﾝﾀｰﾌｼﾞﾓﾄ ホテル
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙｼｰｽﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙｼｰｽﾞ ホテル

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾄﾗﾍﾞﾙｲﾝ熊本 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾄﾗﾍﾞﾙｲﾝｸﾏﾓﾄ ホテル
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝ ホテル
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ帆柱 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾎﾊﾞｼﾗ ホテル

美唄ﾎﾃﾙｽｴﾋﾛ ﾋﾞﾊﾞｲﾎﾃﾙｽｴﾋﾛ 身障者用トイレのある宿泊施設
兵庫ﾄﾖﾀ 姫路店 ﾋｮｳｺﾞﾄﾖﾀﾋﾒｼﾞﾃﾝ トヨタ店
兵庫日産尼崎東店 ﾋｮｳｺﾞﾆｯｻﾝｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼﾃﾝ 日産

平川郵便局 ﾋﾗｶﾜﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
平塚田村郵便局 ﾋﾗﾂｶﾀﾑﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ﾋﾟﾚﾘｰﾌﾚﾝｽﾞ出雲店 ﾋﾟﾚﾘｰﾌﾚﾝｽﾞｲｽﾞﾓﾃﾝ その他　カー用品店

弘前市民体育館 ﾋﾛｻｷｼﾐﾝﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
広島銀行高陽支店 ﾋﾛｼﾏｷﾞﾝｺｳｺｳﾖｳｼﾃﾝ 広島銀行ＡＴＭ

広島銀行舟入支店 ﾋﾛｼﾏｷﾞﾝｺｳﾌﾅｲﾘｼﾃﾝ 広島銀行
広島県立びんご運動公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾘﾂﾋﾞﾝｺﾞｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ キャンプ場

ﾋﾛｼﾏｺｳｾｲﾈﾝｷﾝｶｲｶﾝｳｪﾙｼﾃｨﾋﾛｼﾏ 劇場・ホール

広島市安佐南区祇園出張所 ﾋﾛｼﾏｼｱｻﾐﾅﾐｸｷﾞｵﾝｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ 役所
広島ﾏﾂﾀﾞ西条店 ﾋﾛｼﾏﾏﾂﾀﾞｻｲｼﾞｮｳﾃﾝ マツダ
広電ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾋﾛﾃﾞﾝｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大野木店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｵｵﾉｷﾞﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大野中挾店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｵｵﾉﾅｶﾊﾞｻﾐﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ帯山六丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｵﾋﾞﾔﾏﾛｸﾁｮｳﾒﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ上三川ｲﾝﾀｰ店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶﾐﾉｶﾜｲﾝﾀｰﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ川口根岸店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶﾜｸﾞﾁﾈｷﾞｼﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ岸和田岡山町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｷｼﾜﾀﾞｵｶﾔﾏﾁｮｳﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ北野駅前通り店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｷﾀﾉｴｷﾏｴﾄﾞｵﾘﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ城端店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼﾞｮｳﾊﾅﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ城町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼﾛﾏﾁﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ須賀千間台西店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｽｶﾞｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲﾆｼﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ清新六丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｾｲｼﾝﾛｸﾁｮｳﾒﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ田辺草内店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀﾅﾍﾞｸｻｳﾁﾃﾝ ファミリーマート

日興ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｷｭｳ(CUE)

沼津市戸田B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館

阪南GC

広島厚生年金会館(ｳｪﾙｼﾃｨ広島)



名称 ヨミ ジャンル
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ千葉祐光三丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾁﾊﾞﾕｳｺｳｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ八景水谷店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾊｹﾉﾐﾔﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東かがわ中筋店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋｶﾞｼｶｶﾞﾜﾅｶｽｼﾞﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東櫛原店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋｶﾞｼｸｼﾊﾗﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ日立末広町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋﾀﾁｽｴﾋﾛﾁｮｳﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ人吉ｲﾝﾀｰ店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋﾄﾖｼｲﾝﾀｰﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ弘前青山四丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋﾛｻｷｱｵﾔﾏﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾐﾅﾐ東元町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾐﾅﾐﾋｶﾞｼﾓﾄﾏﾁﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄゆのまえ店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾕﾉﾏｴﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝﾌｸｲﾁｭｳｵｳ ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ
福井銀行美浜支店 ﾌｸｲｷﾞﾝｺｳﾐﾊﾏｼﾃﾝ 福井銀行ＡＴＭ
福岡信用金庫博多駅南支店 ﾌｸｵｶｼﾝﾖｳｷﾝｺﾊｶﾀｴｷﾐﾅﾐｼﾃﾝ 信用金庫

福岡ｽﾊﾞﾙ春日店 ﾌｸｵｶｽﾊﾞﾙｶｽｶﾞﾃﾝ スバル
ﾌｸｼﾏﾌｫｰﾗﾑｲﾁﾆ 映画館

福光温泉 ﾌｸﾐﾂｵﾝｾﾝ 公共宿舎

袋井市役所 ﾌｸﾛｲｼﾔｸｼｮ 役所
富士宮東町郵便局 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾋｶﾞｼﾁｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
富士宮東町郵便局 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾋｶﾞｼﾁｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

富士見高原ﾘｿﾞｰﾄ陸上競技場 ﾌｼﾞﾐｺｳｹﾞﾝﾘｿﾞｰﾄﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
府中西府町郵便局 ﾌﾁｭｳﾆｼﾌﾁｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾋﾞｰﾁｶﾞｰﾃﾞﾝ星のなぎさ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾋﾞｰﾁｶﾞｰﾃﾞﾝﾎｼﾉﾅｷﾞｻ ペンション

ﾌﾟﾘﾝｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾎﾃﾙ ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾎﾃﾙ ホテル
ﾍﾞｲｼｱ電器高萩店 ﾍﾞｲｼｱﾃﾞﾝｷﾀｶﾊｷﾞﾃﾝ ベイシア電器

碧南市青少年海の科学館 ﾍｷﾅﾝｼｾｲｼｮｳﾈﾝｳﾐﾉｶｶﾞｸｶﾝ 博物館
ﾍﾞｽﾄ電器小城店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷｵｷﾞﾃﾝ ベスト電器

ﾍﾞｽﾄ電器小金井長崎屋店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷｺｶﾞﾈｲﾅｶﾞｻｷﾔﾃﾝ ベスト電器
ﾍﾞｽﾄ電器ﾍﾞﾙｼｬｲﾝ伊那店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷﾍﾞﾙｼｬｲﾝｲﾅﾃﾝ ベスト電器
ﾍﾟﾝｼｮﾝるｰらん ﾍﾟﾝｼｮﾝﾙｰﾗﾝ ペンション

望洋閣 ﾎﾞｳﾖｳｶｸ 公共宿舎
北都銀行六郷支店 ﾎｸﾄｷﾞﾝｺｳﾛｸｺﾞｳｼﾃﾝ 北都銀行
北都銀行六郷支店 ﾎｸﾄｷﾞﾝｺｳﾛｸｺﾞｳｼﾃﾝ 北都銀行ＡＴＭ

北杜市高根体育館 ﾎｸﾄｼﾀｶﾈﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
北洋銀行白石本郷支店 ﾎｸﾖｳｷﾞﾝｺｳｼﾛｲｼﾎﾝｺﾞｳｼﾃﾝ 北洋銀行ＡＴＭ
北陸銀行砺波支店 ﾎｸﾘｸｷﾞﾝｺｳﾄﾅﾐｼﾃﾝ 北陸銀行

ﾎﾀｶｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
北海道銀行帯広西支店 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷﾞﾝｺｳｵﾋﾞﾋﾛﾆｼｼﾃﾝ 北海道銀行ＡＴＭ
北海道銀行篠路支店 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷﾞﾝｺｳｼﾉﾛｼﾃﾝ 北海道銀行

北海道三菱里塚店 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾐﾂﾋﾞｼｻﾄﾂﾞｶﾃﾝ 三菱
ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝ防府 ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝﾎｳﾌ ホテル
ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝ山形 ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝﾔﾏｶﾞﾀ ホテル

ﾎﾃﾙｵｵﾊｼ飯田 ﾎﾃﾙｵｵﾊｼｲｲﾀﾞ ホテル
ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ ホテル
ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰ ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰ ホテル

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾒｲﾝ名古屋 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾒｲﾝﾅｺﾞﾔ ホテル
ﾎﾃﾙはくと ﾎﾃﾙﾊｸﾄ 身障者用トイレのある宿泊施設

ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ ﾗ･ｽｰﾙ福岡 ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚﾗｽｰﾙﾌｸｵｶ 身障者用トイレのある宿泊施設
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ掛川ｲﾝﾀｰ ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝｶｹｶﾞﾜｲﾝﾀｰ ホテル
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ岐阜羽島駅前 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝｷﾞﾌﾊｼﾏｴｷﾏｴ ホテル

ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ新居浜 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝﾆｲﾊﾏ ホテル
ﾎﾟﾌﾟﾗ綾歌ﾚｵﾏ前店 ﾎﾟﾌﾟﾗｱﾔｳﾀﾚｵﾏﾏｴﾃﾝ ポプラ
堀兼ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ﾎﾘｶﾞﾈｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

ﾎﾞﾙﾎﾞ･ｶｰｽﾞ福岡 ﾎﾞﾙﾎﾞｶｰｽﾞﾌｸｵｶ ＶＯＬＶＯ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼﾁｭｳｵｳﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞｷﾞﾌｷﾞﾅﾝﾃﾝ ホンダ

ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞｻｲﾀﾏﾅｶｶｽｶﾍﾞﾁｭｳｵｳﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾀｶｻｷﾋｶﾞｼﾀｶｻｷﾄﾝﾔﾏﾁﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾄｳｶｲｶﾆｴﾃﾝ ホンダ

ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾄｳｷｮｳﾁｭｳｵｳﾐﾀｶﾃﾝ ホンダ
町田市立陸上競技場 ﾏﾁﾀﾞｼﾘﾂﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
ﾏﾂﾀﾞｱﾝﾌｨﾆ北海道帯広店 ﾏﾂﾀﾞｱﾝﾌｨﾆﾎｯｶｲﾄﾞｳｵﾋﾞﾋﾛﾃﾝ アンフィニ

松山下公園陸上競技場 ﾏﾂﾔﾏｼﾀｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
丸岡運動公園 ﾏﾙｵｶｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝ 競技場
丸亀城南郵便局 ﾏﾙｶﾞﾒｼﾞｮｳﾅﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

Volkswagen福井中央

福島ﾌｫｰﾗﾑ1･2

ﾌﾟﾘﾝｽGC

穂高CC

HondaCars尼崎東中央店
HondaCars岐阜岐南店

HondaCars埼玉中春日部中央店
HondaCars高崎東高崎問屋町店
HondaCars東海蟹江店

HondaCars東京中央三鷹店



名称 ヨミ ジャンル
丸亀城南郵便局 ﾏﾙｶﾞﾒｼﾞｮｳﾅﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

ﾏﾝｼﾞｭｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
三重県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝｻｯｶｰ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 ﾐｴｹﾝｴｲｽｽﾞｶｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｮｳ 競技場

ﾐｶﾉﾊﾗｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
水深郵便局 ﾐｽﾞﾌﾞｶﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
みずほ銀行烏山支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳｶﾗｽﾔﾏｼﾃﾝ みずほ銀行ＡＴＭ

みずほ銀行都立大学駅前支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳﾄﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｴｷﾏｴｼﾃﾝ みずほ銀行
みずほ銀行松江支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳﾏﾂｴｼﾃﾝ みずほ銀行
｢道の駅｣安曇野松川公衆ﾄｲﾚ ﾐﾁﾉｴｷｱﾂﾞﾐﾉﾏﾂｶﾜｺｳｼｭｳﾄｲﾚ トイレ

｢道の駅｣しらね公衆ﾄｲﾚ ﾐﾁﾉｴｷｼﾗﾈｺｳｼｭｳﾄｲﾚ トイレ
みちのく銀行柏木町支店 ﾐﾁﾉｸｷﾞﾝｺｳｶｼﾜｷﾞﾁｮｳｼﾃﾝ みちのく銀行
みちのく銀行柏木町支店 ﾐﾁﾉｸｷﾞﾝｺｳｶｼﾜｷﾞﾁｮｳｼﾃﾝ みちのく銀行ＡＴＭ

三井住友銀行佐倉支店 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳｻｸﾗｼﾃﾝ 三井住友銀行
三井住友銀行桜新町支店 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳｻｸﾗｼﾝﾏﾁｼﾃﾝ 三井住友銀行ＡＴＭ

ﾐﾂｲｾｷﾕｲｼﾔｶﾞﾜｾﾙﾌｴｽｴｽ 三井石油

水海道第一ﾎﾃﾙ ﾐﾂｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾎﾃﾙ ホテル
見附市総合体育館 ﾐﾂｹｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｲｹﾀﾞｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｲｽﾞﾐｻﾉｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｶﾁｶﾞﾜｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｻﾝﾀﾞﾕﾘﾉｷﾀﾞｲ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｾﾝｼﾞｭｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｾﾝｼﾞｭｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾂｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾄｺﾛｻﾞﾜﾁｭｳｵｳｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾄｺﾛｻﾞﾜﾁｭｳｵｳｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾅｺﾞﾔｺｳｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾔﾄﾐｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

水戸平須郵便局 ﾐﾄﾋﾗｽﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

水戸ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ﾐﾄﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ホテル
南知多海釣りｾﾝﾀｰ ﾐﾅﾐﾁﾀｳﾐﾂﾞﾘｾﾝﾀｰ 釣り堀

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺｽﾓｻｸﾗｵﾌﾞｶｲﾃﾝ コスモ石油

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ川合大橋店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｶﾜｲｵｵﾊｼﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ群馬太田新井町店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｸﾞﾝﾏｵｵﾀｱﾗｲﾁｮｳﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ御領一丁目店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｺﾞﾘｮｳｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ ミニストップ

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ長泉本宿店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾅｶﾞｲｽﾞﾐﾎﾝｼﾞｭｸﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ前橋鶴光路店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾏｴﾊﾞｼﾂﾙｺｳｼﾞﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ三浦海岸店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾐｳﾗｶｲｶﾞﾝﾃﾝ ミニストップ

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ元住吉店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾓﾄｽﾐﾖｼﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ横須賀野比店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾖｺｽｶﾉﾋﾞﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ与野本町東店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾖﾉﾎﾝﾏﾁﾋｶﾞｼﾃﾝ ミニストップ

御牧郵便局 ﾐﾏｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
御牧郵便局 ﾐﾏｷﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
宮崎銀行大分支店 ﾐﾔｻﾞｷｷﾞﾝｺｳｵｵｲﾀｼﾃﾝ 宮崎銀行ＡＴＭ

三次市文化会館 ﾐﾖｼｼﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ 劇場・ホール
武蔵野銀行上尾支店 ﾑｻｼﾉｷﾞﾝｺｳｱｹﾞｵｼﾃﾝ 武蔵野銀行ＡＴＭ

ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ藤沢 ﾒﾙｾﾃﾞｽﾍﾞﾝﾂﾌｼﾞｻﾜ ＭＥＲＣＥＤＥＳ　ＢＥＮＺ
ﾓｰﾋﾞﾙｱｵｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ
ﾓｰﾋﾞﾙｵﾌﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝﾌﾅﾊﾞｼｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ

ﾓｰﾋﾞﾙｵﾌﾞﾘﾌﾟﾗｰｻﾞｼﾓｳﾏｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ
ﾓｰﾋﾞﾙｼﾑﾗｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ
ﾓｰﾋﾞﾙﾋｶﾞｼﾜﾀﾞｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ

ﾓｷﾞｺｳﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ フェリーターミナル
もみじ銀行小倉支店 ﾓﾐｼﾞｷﾞﾝｺｳｺｸﾗｼﾃﾝ もみじ銀行
もみじ銀行廿日市支店 ﾓﾐｼﾞｷﾞﾝｺｳﾊﾂｶｲﾁｼﾃﾝ もみじ銀行ＡＴＭ

ﾔﾁﾖｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
八代市総合体育館 ﾔﾂｼﾛｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
屋富祖郵便局 ﾔﾌｿﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

屋富祖郵便局 ﾔﾌｿﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
山口ｽｶﾗ座 ﾔﾏｸﾞﾁｽｶﾗｻﾞ 映画館

ﾔﾏｻﾞｷﾜｲｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞﾔﾃﾝ ヤマザキＹショップ

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ飯塚店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｲｲﾂﾞｶﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ小樽店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｵﾀﾙﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ田川店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾀｶﾞﾜﾃﾝ ヤマダ電機

万壽GC

美加ﾉ原CC

三井石油石屋川ｾﾙﾌSS

三菱東京UFJ銀行池田支店

三菱東京UFJ銀行泉佐野支店
三菱東京UFJ銀行勝川支店
三菱東京UFJ銀行三田ゆりのき台

三菱東京UFJ銀行千住支店
三菱東京UFJ銀行千住支店
三菱東京UFJ銀行津支店

三菱東京UFJ銀行所沢中央支店
三菱東京UFJ銀行所沢中央支店

三菱東京UFJ銀行名古屋港支店
三菱東京UFJ銀行弥富支店

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ&ｺｽﾓ佐倉生谷店

Mobil阿尾SS
Mobilｵﾌﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ船橋SS

Mobilｵﾌﾞﾘﾌﾟﾗｰｻﾞ下馬SS
Mobil志村SS
Mobil東和田SS

茂木港FT(安田産業汽船)

八千代CC

ﾔﾏｻﾞｷYｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞﾔ店



名称 ヨミ ジャンル
大和下鶴間郵便局 ﾔﾏﾄｼﾓﾂﾙﾏﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

山梨ｽﾊﾞﾙ自動車本社 ﾔﾏﾅｼｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬﾎﾝｼｬ スバル
山梨中央銀行酒折支店 ﾔﾏﾅｼﾁｭｳｵｳｷﾞﾝｺｳｻｶｵﾘｼﾃﾝ 山梨中央銀行

由布市湯布院ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾕﾌｼﾕﾌｲﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
夢たちばなﾋﾞﾚｯｼﾞ ﾕﾒﾀﾁﾊﾞﾅﾋﾞﾚｯｼﾞ キャンプ場
横浜市立浦島丘中学校 ﾖｺﾊﾏｼﾘﾂｳﾗｼﾏｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 中学校

横浜白山郵便局 ﾖｺﾊﾏﾊｸｻﾝﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
横浜みなとみらいﾎｰﾙ ﾖｺﾊﾏﾐﾅﾄﾐﾗｲﾎｰﾙ 劇場・ホール
ﾖｺﾔﾏｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾖｺﾔﾏｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場

四街道めいわ郵便局 ﾖﾂｶｲﾄﾞｳﾒｲﾜﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ京急上大岡 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｹｲｷｭｳｶﾐｵｵｵｶ ヨドバシカメラ
ﾗｵｯｸｽ新戸塚店 ﾗｵｯｸｽｼﾝﾄﾂｶﾃﾝ ラオックス

RIALES ﾘｱﾚｽ その他　カー用品店
りそな銀行井土ヶ谷 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｲﾄﾞｶﾞﾔ りそな銀行ＡＴＭ
ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ浜松 ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙﾊﾏﾏﾂ ホテル

ﾘﾊﾞｰﾃﾞｰﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾘﾊﾞｰﾃﾞｰﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場
竜北郵便局 ﾘｭｳﾎｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
竜北郵便局 ﾘｭｳﾎｸﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

りんくうﾎﾞｳﾙ ﾘﾝｸｳﾎﾞｳﾙ ボウリング場
ﾚｸｻｽ 和歌山ｲﾝﾀｰ ﾚｸｻｽﾜｶﾔﾏｲﾝﾀｰ レクサス店
ﾚﾝﾀﾘｰｽ静岡 御殿場駅前営業所 ﾚﾝﾀﾘｰｽｼｽﾞｵｶｺﾞﾃﾝﾊﾞｴｷﾏｴｴｲｷﾞｮｳｼｮ トヨタレンタリース

ﾚﾝﾀﾘｰｽ横浜 港北大豆戸店 ﾚﾝﾀﾘｰｽﾖｺﾊﾏｺｳﾎｸﾏﾒﾄﾞﾃﾝ トヨタレンタリース
ﾛｰｿﾝ吾妻原町店 ﾛｰｿﾝｱｶﾞﾂﾏﾊﾗﾏﾁﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝｱｼｶｶﾞｵｵﾊｼﾁｮｳﾆﾁｮｳﾒﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ一宮馬引店 ﾛｰｿﾝｲﾁﾉﾐﾔﾏﾋﾞｷﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ江南町店 ﾛｰｿﾝｴﾅﾐﾁｮｳﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ大野梅原店 ﾛｰｿﾝｵｵﾉｳﾒﾊﾗﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ大野春日店 ﾛｰｿﾝｵｵﾉｶｽｶﾞﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ大淀下渕店 ﾛｰｿﾝｵｵﾖﾄﾞｼﾓﾌﾞﾁﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ岸和田積川町店 ﾛｰｿﾝｷｼﾜﾀﾞﾂｶﾞﾜﾁｮｳﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ行田北河原店 ﾛｰｿﾝｷﾞｮｳﾀﾞｷﾀｶﾞﾜﾗﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ熊本県庁通店 ﾛｰｿﾝｸﾏﾓﾄｹﾝﾁｮｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ堺神野町店 ﾛｰｿﾝｻｶｲｺｳﾉﾁｮｳﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ相模原七丁目店 ﾛｰｿﾝｻｶﾞﾐﾊﾗﾅﾅﾁｮｳﾒﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ静岡池田店 ﾛｰｿﾝｼｽﾞｵｶｲｹﾀﾞﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ鈴鹿国府店 ﾛｰｿﾝｽｽﾞｶｺｳﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ砂川空知太店 ﾛｰｿﾝｽﾅｶﾞﾜｿﾗﾁﾌﾞﾄﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ高松多肥下町店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾏﾂﾀﾋｼﾓﾏﾁﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ田辺中万呂店 ﾛｰｿﾝﾀﾅﾍﾞﾅｶﾏﾛﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ津新町一丁目店 ﾛｰｿﾝﾂｼﾝﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ東横ｲﾝ中部国際空港店 ﾛｰｿﾝﾄｳﾖｺｲﾝﾁｭｳﾌﾞｺｸｻｲｸｳｺｳﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ豊明ｲﾝﾀｰ南店 ﾛｰｿﾝﾄﾖｱｹｲﾝﾀｰﾐﾅﾐﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ南陽三間通店 ﾛｰｿﾝﾅﾝﾖｳﾐﾂﾏﾄﾞｵﾘﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ西瑞江五丁目店 ﾛｰｿﾝﾆｼﾐｽﾞｴｺﾞﾁｮｳﾒﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ秦荘上蚊野店 ﾛｰｿﾝﾊﾀｼｮｳｶﾐｶﾞﾉﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ松戸高塚新田店 ﾛｰｿﾝﾏﾂﾄﾞﾀｶﾂｶｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ宮崎南ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ﾛｰｿﾝﾐﾔｻﾞｷﾐﾅﾐﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ山里店 ﾛｰｿﾝﾔﾏｻﾞﾄﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ大和下鶴間西店 ﾛｰｿﾝﾔﾏﾄｼﾓﾂﾙﾏﾆｼﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ横浜都岡店 ﾛｰｿﾝﾖｺﾊﾏﾂｵｶﾃﾝ ローソン
ﾜｰﾅｰ･ﾏｲｶﾙ･ｼﾈﾏｽﾞ福岡ﾙｸﾙ ﾜｰﾅｰﾏｲｶﾙｼﾈﾏｽﾞﾌｸｵｶﾙｸﾙ 映画館

ﾜｶｻﾐｶﾀｼﾞｮｳﾓﾝﾊｸﾌﾞﾂｶﾝﾄﾞｷﾄﾞｷｶﾝ 博物館

ﾜｶﾔﾏｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場
ﾜｺｰﾎﾞｳﾙ ﾜｺｰﾎﾞｳﾙ ボウリング場

ﾛｰｿﾝ足利大橋町2丁目店

若狭三方縄文博物館(DOKIDOKI館)

和歌山CC



     　対象機種

名称 ヨミ ジャンル
愛知ﾄﾖﾀ 春日井営業所 ｱｲﾁﾄﾖﾀｶｽｶﾞｲｴｲｷﾞｮｳｼｮ トヨタ店
藍屋大宮公園店 ｱｲﾔｵｵﾐﾔｺｳｴﾝﾃﾝ 藍屋

ｱｵｷｷﾀｱｹﾞｵﾃﾝ ＡＯＫＩ
青谷ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ｱｵﾀﾆｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場

青山ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌ ｱｵﾔﾏｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌ ゴルフ練習場
赤湯ﾗｰﾒﾝ龍上海 本店 ｱｶﾕﾗｰﾒﾝﾘｭｳｼｬﾝﾊｲﾎﾝﾃﾝ ラーメン店
秋田銀行仙台支店 ｱｷﾀｷﾞﾝｺｳｾﾝﾀﾞｲｼﾃﾝ 秋田銀行ＡＴＭ

ｱｸｱﾈｯﾄ広島 ｱｸｱﾈｯﾄﾋﾛｼﾏ 観光案内
足利銀行清原出張所 ｱｼｶｶﾞｷﾞﾝｺｳｷﾖﾊﾗｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ 足利銀行
味の民芸佐原店 ｱｼﾞﾉﾐﾝｹﾞｲｻﾜﾗﾃﾝ 味の民芸

あすなろ園 ｱｽﾅﾛｴﾝ ぶどう狩り
ｱﾋﾟﾀ石和 ｱﾋﾟﾀｲｻﾜ ショッピングモール
ｱﾋﾟﾀ黒部 ｱﾋﾟﾀｸﾛﾍﾞ ショッピングモール

ｱﾍﾞｲﾙ八潮店 ｱﾍﾞｲﾙﾔｼｵﾃﾝ しまむら
尼崎ﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞ ｱﾏｶﾞｻｷﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞ ゴルフ練習場
ｱﾔﾊﾃﾞｨｵ水口店 ｱﾔﾊﾃﾞｨｵﾐﾅｸﾁﾃﾝ その他　カー用品店

ｱﾙｶｷｯﾄ錦糸町 ｱﾙｶｷｯﾄｷﾝｼﾁｮｳ ショッピングモール
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ麻布十番 ｱﾙﾌｧﾛﾒｵｱｻﾞﾌﾞｼﾞｭｳﾊﾞﾝ ＦＩＡＴ
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ堺 ｱﾙﾌｧﾛﾒｵｻｶｲ ＦＩＡＴ

ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ堅田 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞｶﾀﾀ ショッピングモール
ｱﾙﾍﾟﾝ学園東大通り店 ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｸｴﾝﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ アルペン
Ange ｱﾝｼﾞｭ フランス料理店

安楽亭伊奈店 ｱﾝﾗｸﾃｲｲﾅﾃﾝ 安楽亭
安楽亭狭山笹井店 ｱﾝﾗｸﾃｲｻﾔﾏｻｻｲﾃﾝ 安楽亭
安楽亭田無北原店 ｱﾝﾗｸﾃｲﾀﾅｼｷﾀﾊﾗﾃﾝ 安楽亭

安楽亭与野本町店 ｱﾝﾗｸﾃｲﾖﾉﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 安楽亭
飯山ｺﾞﾙﾌｽｸｴｱ ｲｲﾔﾏｺﾞﾙﾌｽｸｴｱ ゴルフ練習場

ｲｴﾛｰﾊｯﾄ伊勢店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄｲｾﾃﾝ イエローハット
ｲｴﾛｰﾊｯﾄ河渡店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄｺｳﾄﾞﾃﾝ イエローハット
ｲｴﾛｰﾊｯﾄｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨﾃﾝ イエローハット

ｲｴﾛｰﾊｯﾄ船橋夏見店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾌﾅﾊﾞｼﾅﾂﾐﾃﾝ イエローハット
ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾌﾚｽﾎﾟ高屋店 ｲｴﾛｰﾊｯﾄﾌﾚｽﾎﾟﾀｶﾔﾃﾝ イエローハット
ｲｵﾝ大垣ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｲｵﾝｵｵｶﾞｷｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ショッピングモール

ｲｵﾝ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｲｵﾝｶｻｲﾎｳｼﾞｮｳｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ショッピングモール
ｲｵﾝﾀｳﾝ塩釜ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｲｵﾝﾀｳﾝｼｵｶﾞﾏｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ショッピングモール
ｲｵﾝﾓｰﾙ富津 ｲｵﾝﾓｰﾙﾌｯﾂ ショッピングモール

ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎 ｲｵﾝﾓｰﾙﾐﾔｻﾞｷ ショッピングモール
いきいきうどん坂出店 ｲｷｲｷｳﾄﾞﾝｻｶｲﾃﾞﾃﾝ うどん・そば店
伊古奈荘 ｲｺﾅｿｳ 旅館

伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 ｲｾｻｷｼｹｿﾞｳｼﾞｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
五十猛郵便局 ｲｿﾀｹﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

ｲﾃﾞﾐﾂｺｳｿﾞｳｼﾞｴｽｴｽ 出光興産

ｲﾃﾞﾐﾂｾﾙﾌｴﾑｹｲﾔﾏｼﾅﾎﾞｳﾙﾏｴｴｽｴｽ 出光興産
稲城向陽台郵便局 ｲﾅｷﾞｺｳﾖｳﾀﾞｲﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
今治市営大西体育館 ｲﾏﾊﾞﾘｼｴｲｵｵﾆｼﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

いわき市立総合体育館 ｲﾜｷｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ｳﾞｨｸﾄﾘｱｺﾞﾙﾌ南流山店 ｳﾞｨｸﾄﾘｱｺﾞﾙﾌﾐﾅﾐﾅｶﾞﾚﾔﾏﾃﾝ ヴィクトリア
ｳﾞｨｸﾄﾘｱｽﾃｰｼｮﾝ旭川永山店 ｳﾞｨｸﾄﾘｱｽﾃｰｼｮﾝｱｻﾋｶﾜﾅｶﾞﾔﾏﾃﾝ ヴィクトリアステーション

牛込海岸 ｳｼｺﾞﾒｶｲｶﾞﾝ 潮干狩り
うなぎ小林 ｳﾅｷﾞｺﾊﾞﾔｼ うなぎ料理店

ｴｲﾃﾞﾝ岡崎本店 ｴｲﾃﾞﾝｵｶｻﾞｷﾎﾝﾃﾝ エイデン
ｴｽｴｰﾋﾟｰｿｳｶﾎﾞｳﾙ ボウリング場
ｴｯｿｻｶﾞﾐﾊﾗｷﾀｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ

ｴｯｿｾﾙﾌﾋｶﾞｼｱｲｶﾜｴｽｴｽ Ｅｓｓｏ
江戸川区総合体育館 ｴﾄﾞｶﾞﾜｸｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｵｲﾙｶｲｿｸｲﾁﾉﾐﾔﾃﾝ ＥＮＥＯＳ

●地点情報データバージョンアップ　第18回（10年3月版）　2010年3月18日更新
   「更新データ一覧（駐車場混雑予測情報/50音順）」

     　 AVIC-VH9900/ZH9900/H9900
     　 AVIC-VH9000/ZH9000/H9000
　　　　(CNVU-5200/5200DL-F以降のバージョンアップが必要です)

AOKI北上尾店

出光高蔵寺SS

出光ｾﾙﾌMK山科ﾎﾞｳﾙ前SS

SAP草加ﾎﾞｳﾙ
Esso相模原北SS

Essoｾﾙﾌ東合川SS

ENEOS DDｵｲﾙ快速一宮店



名称 ヨミ ジャンル
ｴﾈｵｽﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾙﾌｶﾐｼﾊﾞﾃﾝ ＥＮＥＯＳ

ｴﾈｵｽﾌｼﾞｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｴｽｴｽ ＥＮＥＯＳ
ｴﾋﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾈﾏｲﾁﾆ 映画館

ｴﾐﾅｰｽﾎﾞｳﾙ ｴﾐﾅｰｽﾎﾞｳﾙ ボウリング場
大洗ｷｬﾝﾌﾟ場 ｵｵｱﾗｲｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ キャンプ場

ｵｵｲﾀﾊﾟﾙｺ ショッピングモール

大垣共立銀行高蔵寺支店 ｵｵｶﾞｷｷｮｳﾘﾂｷﾞﾝｺｳｺｳｿﾞｳｼﾞｼﾃﾝ 大垣共立銀行
大阪ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 八尾店 ｵｵｻｶﾄﾖﾍﾟｯﾄﾔｵﾃﾝ トヨペット店
大谷山荘 ｵｵﾀﾆｻﾝｿｳ 旅館

ｵｰﾄｱｰﾙｽﾞ東金ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ｵｰﾄｱｰﾙｽﾞﾄｳｶﾞﾈﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ オートアールズ
ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ牧場ﾁﾛﾙ ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟﾎﾞｸｼﾞｮｳﾁﾛﾙ キャンプ場
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ鹿島店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｶｼﾏﾃﾝ オートバックス

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ倉吉店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｸﾗﾖｼﾃﾝ オートバックス
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ鈴蘭台店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾃﾝ オートバックス
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ豊岡店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾄﾖｵｶﾃﾝ オートバックス

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ走り屋天国ｾｺﾊﾝ市場京都八幡店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾊｼﾘﾔﾃﾝｺﾞｸｾｺﾊﾝｲﾁﾊﾞｷｮｳﾄﾔﾜﾀﾃﾝ オートバックス
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ姫路西 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾋﾒｼﾞﾆｼ オートバックス
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ前原たかだ店 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾏｴﾊﾞﾙﾀｶﾀﾞﾃﾝ オートバックス

ｵｵﾑﾀｼﾞｪｲﾎﾞｳﾙ ボウリング場
おたか本店 ｵﾀｶﾎﾝﾃﾝ 和食料理店
ｵﾃﾞｵﾝ ｵﾃﾞｵﾝ その他　カー用品店

ｵﾘｴﾝﾀﾙｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ一宮 ｵﾘｴﾝﾀﾙｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞｲﾁﾉﾐﾔ ゴルフ練習場
温泉旅館みたけ ｵﾝｾﾝﾘｮｶﾝﾐﾀｹ 旅館

ｶｰｻｰﾋﾞｽｻﾄｳ その他　カー用品店

海鮮ｱﾄﾑ三国店 ｶｲｾﾝｱﾄﾑﾐｸﾆﾃﾝ アトム
海津市平田体育館 ｶｲﾂﾞｼﾋﾗﾀﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

加古川ｻﾃｨ ｶｺｶﾞﾜｻﾃｨ ショッピングモール
鹿児島県総合体育ｾﾝﾀｰ体育館 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｾﾝﾀｰﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
鹿児島下福元郵便局 ｶｺﾞｼﾏｼﾓﾌｸﾓﾄﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局

鹿児島ﾄﾖﾀ 遊輪館春日 ｶｺﾞｼﾏﾄﾖﾀﾕｳﾘﾝｶﾝｶｽｶﾞ トヨタ店
春日野郵便局 ｶｽｶﾞﾉﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ｶﾞｽﾄ綾瀬店 ｶﾞｽﾄｱﾔｾﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ伊丹荒牧店 ｶﾞｽﾄｲﾀﾐｱﾗﾏｷﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ掛川店 ｶﾞｽﾄｶｹｶﾞﾜﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ川越駅前店 ｶﾞｽﾄｶﾜｺﾞｴｴｷﾏｴﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ更埴店 ｶﾞｽﾄｺｳｼｮｸﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ江東千石店 ｶﾞｽﾄｺｳﾄｳｾﾝｺﾞｸﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ小松店 ｶﾞｽﾄｺﾏﾂﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ坂戸店 ｶﾞｽﾄｻｶﾄﾞﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ相模原下九沢店 ｶﾞｽﾄｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾓｸｻﾞﾜﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ砂川三番店 ｶﾞｽﾄｽﾅｶﾞﾜｻﾝﾊﾞﾝﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ筑紫通弓田店 ｶﾞｽﾄﾁｸｼﾄﾞｵﾘﾕﾐﾀﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ千葉おゆみ野店 ｶﾞｽﾄﾁﾊﾞｵﾕﾐﾉﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ成田店 ｶﾞｽﾄﾅﾘﾀﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ西加茂三好店 ｶﾞｽﾄﾆｼｶﾓﾐﾖｼﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ兵庫駅南店 ｶﾞｽﾄﾋｮｳｺﾞｴｷﾐﾅﾐﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ藤枝青木店 ｶﾞｽﾄﾌｼﾞｴﾀﾞｱｵｷﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ藤ｹ丘店 ｶﾞｽﾄﾌｼﾞｶﾞｵｶﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ福生店 ｶﾞｽﾄﾌｯｻﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ防府店 ｶﾞｽﾄﾎｳﾌﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ町田図師店 ｶﾞｽﾄﾏﾁﾀﾞｽﾞｼﾃﾝ ガスト
ｶﾞｽﾄ松江南店 ｶﾞｽﾄﾏﾂｴﾐﾅﾐﾃﾝ ガスト

ｶﾞｽﾄ三ﾂ境店 ｶﾞｽﾄﾐﾂｷｮｳﾃﾝ ガスト
加須ｲﾝﾀｰｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ｶｿﾞｲﾝﾀｰｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場
かっぱ寿司蒲郡店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼｶﾞﾏｺﾞｵﾘﾃﾝ かっぱ寿司

かっぱ寿司君津店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼｷﾐﾂﾃﾝ かっぱ寿司
かっぱ寿司越谷大里店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼｺｼｶﾞﾔｵｵｻﾞﾄﾃﾝ かっぱ寿司
かっぱ寿司千葉東寺山店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼﾁﾊﾞﾋｶﾞｼﾃﾗﾔﾏﾃﾝ かっぱ寿司

かっぱ寿司名古屋白壁店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼﾅｺﾞﾔｼﾗｶﾍﾞﾃﾝ かっぱ寿司
かっぱ寿司日進店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼﾆｯｼﾝﾃﾝ かっぱ寿司
かっぱ寿司東住吉店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼﾃﾝ かっぱ寿司

かっぱ寿司平塚店 ｶｯﾊﾟｽﾞｼﾋﾗﾂｶﾃﾝ かっぱ寿司
神奈川県立三浦ふれあいの村体育館 ｶﾅｶﾞﾜｹﾝﾘﾂﾐｳﾗﾌﾚｱｲﾉﾑﾗﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
神奈川ｽﾊﾞﾙ泉店 ｶﾅｶﾞﾜｽﾊﾞﾙｲｽﾞﾐﾃﾝ スバル

ENEOS DDｾﾙﾌ上柴店

ENEOS富士IC SS
恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾈﾏ1･2

大分PARCO

大牟田Jﾎﾞｳﾙ

ｶｰｻｰﾋﾞｽsatoh



名称 ヨミ ジャンル
神奈川日産神奈川三枚町店 ｶﾅｶﾞﾜﾆｯｻﾝｶﾅｶﾞﾜｻﾝﾏｲﾁｮｳﾃﾝ 日産

鴨川ﾕﾆﾊﾞｰｽﾎﾃﾙ ｶﾓｶﾞﾜﾕﾆﾊﾞｰｽﾎﾃﾙ ホテル
樺太食堂 ｶﾗﾌﾄｼｮｸﾄﾞｳ 和食料理店

ｶﾙﾊﾞﾝ小松店 ｶﾙﾊﾞﾝｺﾏﾂﾃﾝ その他　カー用品店
ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔｱﾏｶﾞｻｷﾆｼｺﾔﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔｷﾞﾌｱｸﾀﾐﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋

ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔﾆｲｻﾞｵｵﾜﾀﾞﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔﾊﾙﾋﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔﾓｼﾞﾀﾞｲﾘﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋

ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔﾔﾁﾖﾔﾁﾖﾀﾞｲﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ｶﾚｰﾊｳｽｺｺｲﾁﾊﾞﾝﾔﾜｶﾔﾏｺｸﾄﾞｳﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾃﾝ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
ｶﾛｰﾗﾄﾔﾏﾊﾟｰｸﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁ トヨタカローラ店

ｶﾛｰﾗ浪速 八尾太子堂店 ｶﾛｰﾗﾅﾆﾜﾔｵﾀｲｼﾄﾞｳﾃﾝ トヨタカローラ店
関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行池田支店 ｶﾝｻｲｱｰﾊﾞﾝｷﾞﾝｺｳｲｹﾀﾞｼﾃﾝ 関西アーバン銀行ＡＴＭ
関西ﾏﾂﾀﾞ寝屋川店 ｶﾝｻｲﾏﾂﾀﾞﾈﾔｶﾞﾜﾃﾝ マツダ

関東ﾏﾂﾀﾞ久米川ﾕｰｶｰﾗﾝﾄﾞ ｶﾝﾄｳﾏﾂﾀﾞｸﾒｶﾞﾜﾕｰｶｰﾗﾝﾄﾞ マツダ
関東ﾏﾂﾀﾞ八王子平岡店 ｶﾝﾄｳﾏﾂﾀﾞﾊﾁｵｳｼﾞﾋﾗｵｶﾃﾝ マツダ
関東三菱東久留米店 ｶﾝﾄｳﾐﾂﾋﾞｼﾋｶﾞｼｸﾙﾒﾃﾝ 三菱

紀州うまいもん家傳八 ｷｼｭｳｳﾏｲﾓﾝﾔﾃﾞﾝﾊﾟﾁ 寿司屋
木曽路南砂店 ｷｿｼﾞﾐﾅﾐｽﾅﾃﾝ 木曽路
木曽路宮前平店 ｷｿｼﾞﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗﾃﾝ 木曽路

北御門 ｷﾀﾐｶﾄﾞ うなぎ料理店
ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･福岡ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ｷｬﾅﾙｼﾃｨﾌｸｵｶﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 身障者用トイレのある宿泊施設
灸まんうどん ｷｭｳﾏﾝｳﾄﾞﾝ うどん・そば店

餃子の王将上田原店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳｶﾐﾀﾜﾗﾃﾝ 餃子の王将
餃子の王将太閤通り店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾀｲｺｳﾄｵﾘﾃﾝ 餃子の王将

餃子の王将滝野社店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾀｷﾉﾔｼﾛﾃﾝ 餃子の王将
餃子の王将則松店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾉﾘﾏﾂﾃﾝ 餃子の王将
餃子の王将前橋問屋町店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾏｴﾊﾞｼﾄﾝﾔﾏﾁﾃﾝ 餃子の王将

餃子の王将守山北店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾓﾘﾔﾏｷﾀﾃﾝ 餃子の王将
餃子の王将与野本町店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳﾖﾉﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 餃子の王将
行田谷郷郵便局 ｷﾞｮｳﾀﾞﾔｺﾞｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

行田谷郷郵便局 ｷﾞｮｳﾀﾞﾔｺﾞｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
京都駅ﾋﾞﾙ ｷｮｳﾄｴｷﾋﾞﾙ ショッピングモール
清津峡渓谷ﾄﾝﾈﾙ ｷﾖﾂｷｮｳｹｲｺｸﾄﾝﾈﾙ 観光案内

季楽里龍神 ｷﾗﾘﾘｭｳｼﾞﾝ 身障者用トイレのある宿泊施設
祇をん新門荘 ｷﾞｦﾝｼﾝﾓﾝｿｳ 旅館
ｸｱﾊｳｽ石橋旅館 ｸｱﾊｳｽｲｼﾊﾞｼﾘｮｶﾝ 旅館

熊本第一信用金庫八代支店 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｲﾁｼﾝﾖｳｷﾝｺﾔﾂｼﾛｼﾃﾝ 信用金庫
熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行日赤通支店 ｸﾏﾓﾄﾌｧﾐﾘｰｷﾞﾝｺｳﾆｯｾｷﾄﾞｵﾘｼﾃﾝ 熊本ファミリー銀行ＡＴＭ
くら寿司芥川店 ｸﾗｽﾞｼｱｸﾀｶﾞﾜﾃﾝ くら寿司

くら寿司厚木店 ｸﾗｽﾞｼｱﾂｷﾞﾃﾝ くら寿司
くら寿司加古川平岡店 ｸﾗｽﾞｼｶｺｶﾞﾜﾋﾗｵｶﾃﾝ くら寿司
くら寿司川口小谷場店 ｸﾗｽﾞｼｶﾜｸﾞﾁｺﾔﾊﾞﾃﾝ くら寿司

くら寿司京都伏見店 ｸﾗｽﾞｼｷｮｳﾄﾌｼﾐﾃﾝ くら寿司
くら寿司清瀬店 ｸﾗｽﾞｼｷﾖｾﾃﾝ くら寿司

くら寿司高尾台店 ｸﾗｽﾞｼﾀｶｵﾀﾞｲﾃﾝ くら寿司
くら寿司鳩ヶ谷店 ｸﾗｽﾞｼﾊﾄｶﾞﾔﾃﾝ くら寿司
くら寿司枚方長尾店 ｸﾗｽﾞｼﾋﾗｶﾀﾅｶﾞｵﾃﾝ くら寿司

くら寿司めじろ台店 ｸﾗｽﾞｼﾒｼﾞﾛﾀﾞｲﾃﾝ くら寿司
ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ海老名店 ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞｴﾋﾞﾅﾃﾝ グラッチェガーデンズ
ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ幕張店 ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞﾏｸﾊﾘﾃﾝ グラッチェガーデンズ

ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ三鷹牟礼店 ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞﾐﾀｶﾑﾚﾃﾝ グラッチェガーデンズ
ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
呉森沢ﾎﾃﾙ ｸﾚﾓﾘｻﾜﾎﾃﾙ ホテル

ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ多摩 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾏ ショッピングモール
群馬銀行高崎北支店 ｸﾞﾝﾏｷﾞﾝｺｳﾀｶｻｷｷﾀｼﾃﾝ 群馬銀行ＡＴＭ
京葉銀行大久保支店 ｹｲﾖｳｷﾞﾝｺｳｵｵｸﾎﾞｼﾃﾝ 京葉銀行ＡＴＭ

ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ秋田中央本店 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｱｷﾀﾁｭｳｵｳﾎﾝﾃﾝ ケーズデンキ
ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ宇都宮 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸｳﾂﾉﾐﾔ ケーズデンキ
ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ古河ﾊﾟﾜﾌﾙ館 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｺｶﾞﾊﾟﾜﾌﾙｶﾝ ケーズデンキ

ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ土浦ﾊﾟﾜﾌﾙ館 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷﾂﾁｳﾗﾊﾟﾜﾌﾙｶﾝ ケーズデンキ
ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ鉾田ﾊﾟﾜﾌﾙ館 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷﾎｺﾀﾊﾟﾜﾌﾙｶﾝ ケーズデンキ
ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ松任ﾊﾟﾜﾌﾙ館 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷﾏｯﾄｳﾊﾟﾜﾌﾙｶﾝ ケーズデンキ

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋尼崎西昆陽店
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋岐阜芥見店

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋新座大和田店
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋春日店
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋門司大里店

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋八千代八千代台店
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋和歌山国道26号店
ｶﾛｰﾗ富山 ﾊﾟｰｸ41



名称 ヨミ ジャンル
K's club ｹｯﾂｸﾗﾌﾞ イタリア料理店

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ長崎時津店 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝﾅｶﾞｻｷﾄｷﾂﾃﾝ ケンタッキーフライドチキン
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ南陽通り店 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝﾅﾝﾖｳﾄﾞｵﾘﾃﾝ ケンタッキーフライドチキン

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ新座野火止店 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝﾆｲｻﾞﾉﾋﾞﾄﾞﾒﾃﾝ ケンタッキーフライドチキン
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ南松本店 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝﾐﾅﾐﾏﾂﾓﾄﾃﾝ ケンタッキーフライドチキン
高知朝倉郵便局 ｺｳﾁｱｻｸﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

港南台ｼﾈｻﾛﾝ ｺｳﾅﾝﾀﾞｲｼﾈｻﾛﾝ 映画館
ｺｳﾌﾑｻｼﾉｼﾈﾏﾌｧｲﾌﾞ 映画館

神戸屋ﾚｽﾄﾗﾝ調布ヶ丘店 ｺｳﾍﾞﾔﾚｽﾄﾗﾝﾁｮｳﾌｶﾞｵｶﾃﾝ 神戸屋レストラン

ｺｰｴﾝﾎﾞｳﾙ ｺｰｴﾝﾎﾞｳﾙ ボウリング場
ｺｰﾋｰﾊｳｽとむとむ ｺｰﾋｰﾊｳｽﾄﾑﾄﾑ その他　喫茶店

ｺｸﾋﾟｯﾄｲﾁﾏﾙﾅﾅ コクピット

ｺｺｽ石巻大街道店 ｺｺｽｲｼﾉﾏｷｵｵｶｲﾄﾞｳﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ
ｺｺｽ浦安店 ｺｺｽｳﾗﾔｽﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ
ｺｺｽ大宮赤芝店 ｺｺｽｵｵﾐﾔｱｶｼﾊﾞﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ

ｺｺｽ小平店 ｺｺｽｺﾀﾞｲﾗﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ
ｺｺｽ佐野新都市店 ｺｺｽｻﾉｼﾝﾄｼﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ
ｺｺｽ総和牛谷店 ｺｺｽｿｳﾜｳｼｶﾞﾔﾃﾝ ＣＯＣＯ’Ｓ

ｺｼﾞﾏﾆｭｰｱｼﾔﾃﾝ コジマ
ｺｼﾞﾏﾆｭｰｲｾｻｷﾃﾝ コジマ
ｺｼﾞﾏﾆｭｰｲﾁﾉﾐﾔﾃﾝ コジマ

ｺｼﾞﾏﾆｭｰﾀﾃﾊﾞﾔｼ コジマ
ｺｼﾞﾏﾆｭｰﾄﾔﾏﾃﾝ コジマ
ｺｼﾞﾏﾆｭｰﾅﾗｼﾉﾃﾝ コジマ

ｺｼﾞﾏﾆｭｰﾐｶﾜﾃﾝ コジマ
ｺｼﾞﾏ山形店 ｺｼﾞﾏﾔﾏｶﾞﾀﾃﾝ コジマ

ｺｽﾓｾﾙﾌﾋﾟｭｱｸﾗｼｷﾐｽﾞﾀﾏｴｽｴｽ コスモ石油
ｺｽﾓﾕﾆｺｰﾝｶﾅｲｹｴｽｴｽ コスモ石油

ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ宇都宮やなせ店 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰｳﾂﾉﾐﾔﾔﾅｾﾃﾝ ゴルフパートナー

ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ富山店 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰﾄﾔﾏﾃﾝ ゴルフパートナー
ｺﾞﾙﾌﾌｧｲﾌﾞﾀｹﾄﾖﾃﾝ ゴルフ５
ｺﾞﾙﾌﾌｧｲﾌﾞﾐｽﾞﾎﾃﾝ ゴルフ５

ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞｾﾞｯﾄﾝ ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞｾﾞｯﾄﾝ ゴルフ練習場
ｻｰｸﾙｹｰﾄﾖｶﾜｺﾞﾕﾃﾝ サークルＫ
ｻｰｸﾙｹｰﾄﾖﾀｲﾉｳｴﾃﾝ サークルＫ

ｻｰｸﾙｹｰﾊﾏﾏﾂﾏﾙﾂﾞｶﾁｮｳﾃﾝ サークルＫ
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ岸和田ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店 ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｷｼﾜﾀﾞﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞﾃﾝ サーティワンアイスクリーム
ｻｲｾﾞﾘﾔ尼崎立花店 ｻｲｾﾞﾘﾔｱﾏｶﾞｻｷﾀﾁﾊﾞﾅﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔ一宮牛野通店 ｻｲｾﾞﾘﾔｲﾁﾉﾐﾔｳｼﾉﾄﾞｵﾘﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ金沢諸江店 ｻｲｾﾞﾘﾔｶﾅｻﾞﾜﾓﾛｴﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ鎌ヶ谷大仏店 ｻｲｾﾞﾘﾔｶﾏｶﾞﾔﾀﾞｲﾌﾞﾂﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔ倉敷平田店 ｻｲｾﾞﾘﾔｸﾗｼｷﾋﾗﾀﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ久里浜店 ｻｲｾﾞﾘﾔｸﾘﾊﾏﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ京成小岩店 ｻｲｾﾞﾘﾔｹｲｾｲｺｲﾜﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔさいたま西堀店 ｻｲｾﾞﾘﾔｻｲﾀﾏﾆｼﾎﾞﾘﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ狭山広瀬店 ｻｲｾﾞﾘﾔｻﾔﾏﾋﾛｾﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔ西国分寺店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾆｼｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ浜松入野店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾊﾏﾏﾂｲﾘﾉﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ枚方宮之阪店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾋﾗｶﾀﾐﾔﾉｻｶﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔ深谷店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾌｶﾔﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ三島萩店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾐｼﾏﾊｷﾞﾃﾝ サイゼリヤ
ｻｲｾﾞﾘﾔ横浜別所店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾖｺﾊﾏﾍﾞｯｼｮﾃﾝ サイゼリヤ

ｻｲｾﾞﾘﾔ四日市羽津店 ｻｲｾﾞﾘﾔﾖｯｶｲﾁﾊﾂﾞﾃﾝ サイゼリヤ
SOUND PUREDIO ｻｳﾝﾄﾞﾋﾟｭｱﾃﾞｨｵ その他　カー用品店
坂戸郵便局 ｻｶﾄﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

坂戸郵便局 ｻｶﾄﾞﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
ｻﾞｻﾞｼﾃｨ浜松 ｻﾞｻﾞｼﾃｨﾊﾏﾏﾂ ショッピングモール
佐世保日野郵便局 ｻｾﾎﾞﾋﾉﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

札幌新川一条郵便局 ｻｯﾎﾟﾛｼﾝｶﾜｲﾁｼﾞｮｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
ｻﾞめしや上甲子園店 ｻﾞﾒｼﾔｶﾐｺｳｼｴﾝﾃﾝ ザめしや
狭山市民総合体育館 ｻﾔﾏｼﾐﾝｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

ｻﾝｸｽ加古川平岡店 ｻﾝｸｽｶｺｶﾞﾜﾋﾗｵｶﾃﾝ サンクス
ｻﾝｸｽ広島緑井店 ｻﾝｸｽﾋﾛｼﾏﾐﾄﾞﾘｲﾃﾝ サンクス
ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞいなみ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞｲﾅﾐ 競技場

甲府武蔵野ｼﾈﾏ5

ｺｸﾋﾟｯﾄ107

ｺｼﾞﾏNEW芦屋店
ｺｼﾞﾏNEW伊勢崎店
ｺｼﾞﾏNEW一宮店

ｺｼﾞﾏNEW館林
ｺｼﾞﾏNEW富山店
ｺｼﾞﾏNEW習志野店

ｺｼﾞﾏNEW三川店

ｺｽﾓｾﾙﾌﾋﾟｭｱ倉敷水玉SS
ｺｽﾓﾕﾆｺｰﾝ金池SS

ｺﾞﾙﾌ5武豊店
ｺﾞﾙﾌ5瑞穂店

ｻｰｸﾙK豊川御油店
ｻｰｸﾙK豊田井上店

ｻｰｸﾙK浜松丸塚町店



名称 ヨミ ジャンル
山麓園 ｻﾝﾛｸｴﾝ 和食料理店

ｼﾞｪｲｴｲｴﾋﾒﾁｭｳｵｳｼｮｳｾｷ ＪＡバンク
謝謝餃子 ｼｪｲｼｪｲｷﾞｮｳｻﾞ 中華料理店

ｼﾞｪｲﾈｯﾄﾚﾝﾀｶｰｷﾞﾌﾃﾝ Ｊネットレンタカー
ｼﾞｪｰﾑｽﾄﾚｯｻ横浜店 ｼﾞｪｰﾑｽﾄﾚｯｻﾖｺﾊﾏﾃﾝ ジェームス
ｼﾞｪｰﾑｽ名取店 ｼﾞｪｰﾑｽﾅﾄﾘﾃﾝ ジェームス

滋賀銀行西陣支店 ｼｶﾞｷﾞﾝｺｳﾆｼｼﾞﾝｼﾃﾝ 滋賀銀行
志賀ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ ｼｶﾞﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 身障者用トイレのある宿泊施設
信貴山のどか村 ｼｷﾞｻﾝﾉﾄﾞｶﾑﾗ さつまいも掘り

信貴山のどか村 ｼｷﾞｻﾝﾉﾄﾞｶﾑﾗ しいたけ狩り
重松飯店 ｼｹﾞﾏﾂﾊﾝﾃﾝ 中華料理店
静岡県労働金庫浜松高台支店 ｼｽﾞｵｶｹﾝﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺﾊﾏﾏﾂﾀｶﾀﾞｲｼﾃﾝ 労働金庫

ｼﾃｨ･ｽﾀｲﾙ ｼﾃｨｽﾀｲﾙ ブティックホテル
新発田市五十公野公園陸上競技場 ｼﾊﾞﾀｼｲｼﾞﾐﾉｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ港営業所 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾝﾀｶｰﾐﾅﾄｴｲｷﾞｮｳｼｮ ジャパンレンタカー

しゃぶしゃぶどん亭高崎店 ｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞﾄﾞﾝﾃｲﾀｶｻｷﾃﾝ その他　ファミリーレストラン
ｼｬﾝﾌﾞﾙ浜松店 ｼｬﾝﾌﾞﾙﾊﾏﾏﾂﾃﾝ しまむら
十割そば森本屋 ｼﾞｭｳﾜﾘｿﾊﾞﾓﾘﾓﾄﾔ うどん・そば店

ｼﾞｮｲﾌﾙ柏原片山店 ｼﾞｮｲﾌﾙｶｼﾜﾗｶﾀﾔﾏﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ片江店 ｼﾞｮｲﾌﾙｶﾀｴﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ京都亀岡店 ｼﾞｮｲﾌﾙｷｮｳﾄｶﾒｵｶﾃﾝ ジョイフル

ｼﾞｮｲﾌﾙ佐賀嬉野店 ｼﾞｮｲﾌﾙｻｶﾞｳﾚｼﾉﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ篠栗店 ｼﾞｮｲﾌﾙｻｻｸﾞﾘﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ善通寺店 ｼﾞｮｲﾌﾙｾﾞﾝﾂｳｼﾞﾃﾝ ジョイフル

ｼﾞｮｲﾌﾙ総和町店 ｼﾞｮｲﾌﾙｿｳﾜﾏﾁﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ西新涯店 ｼﾞｮｲﾌﾙﾆｼｼﾝｶﾞｲﾃﾝ ジョイフル

ｼﾞｮｲﾌﾙ扶桑犬山店 ｼﾞｮｲﾌﾙﾌｿｳｲﾇﾔﾏﾃﾝ ジョイフル
ｼﾞｮｲﾌﾙ宮崎三股店 ｼﾞｮｲﾌﾙﾐﾔｻﾞｷﾐﾏﾀﾃﾝ ジョイフル
城西ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｼﾞｮｳｻｲｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

上州屋ｷｬﾝﾍﾞﾙ敦賀店 ｼﾞｮｳｼｭｳﾔｷｬﾝﾍﾞﾙﾂﾙｶﾞﾃﾝ 上州屋
上州屋ｷｬﾝﾍﾞﾙ戸田店 ｼﾞｮｳｼｭｳﾔｷｬﾝﾍﾞﾙﾄﾀﾞﾃﾝ 上州屋
上州屋ｷｬﾝﾍﾞﾙ名古屋長久手店 ｼﾞｮｳｼｭｳﾔｷｬﾝﾍﾞﾙﾅｺﾞﾔﾅｶﾞｸﾃﾃﾝ 上州屋

上州屋ｷｬﾝﾍﾞﾙ元石川店 ｼﾞｮｳｼｭｳﾔｷｬﾝﾍﾞﾙﾓﾄｲｼｶﾜﾃﾝ 上州屋
上州屋桑名店 ｼﾞｮｳｼｭｳﾔｸﾜﾅﾃﾝ 上州屋
鐘楼亭 ｼｮｳﾛｳﾃｲ 海鮮料理店

ｼｮｳﾜｼｪﾙｾﾙﾌｶﾀｵｶｴｽｴｽ 昭和シェル石油
ｼｮｳﾜｼｪﾙﾔﾏﾄﾌｶﾐｴｽｴｽ 昭和シェル石油

ｼﾞｮｰｼﾝ市岡店 ｼﾞｮｰｼﾝｲﾁｵｶﾃﾝ ジョーシンデンキ

ｼﾞｮｰｼﾝ上牧店 ｼﾞｮｰｼﾝｶﾝﾏｷﾃﾝ ジョーシンデンキ
ｼﾞｮｰｼﾝ富山本店 ｼﾞｮｰｼﾝﾄﾔﾏﾎﾝﾃﾝ ジョーシンデンキ
ｼﾞｮｰｼﾝ長浜店 ｼﾞｮｰｼﾝﾅｶﾞﾊﾏﾃﾝ ジョーシンデンキ

ｼﾞｮｰｼﾝやお店 ｼﾞｮｰｼﾝﾔｵﾃﾝ ジョーシンデンキ
食堂なまえ ｼｮｸﾄﾞｳﾅﾏｴ ラーメン店

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｾﾙﾊﾞ ショッピングモール

ｼﾞｮﾅｻﾝ奥戸店 ｼﾞｮﾅｻﾝｵｸﾄﾞﾃﾝ ジョナサン
ｼﾞｮﾅｻﾝ芝公園店 ｼﾞｮﾅｻﾝｼﾊﾞｺｳｴﾝﾃﾝ ジョナサン

ｼﾞｮﾅｻﾝ旗の台店 ｼﾞｮﾅｻﾝﾊﾀﾉﾀﾞｲﾃﾝ ジョナサン
ｼﾞｮﾅｻﾝ東恋ヶ窪店 ｼﾞｮﾅｻﾝﾋｶﾞｼｺｲｶﾞｸﾎﾞﾃﾝ ジョナサン
ｼﾞｮﾅｻﾝ八潮西袋店 ｼﾞｮﾅｻﾝﾔｼｵﾆｼﾌﾞｸﾛﾃﾝ ジョナサン

ｼﾞｮﾓｶﾝﾀﾞｶｼﾞﾁｮｳｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ
ｼﾞｮﾓｽｽﾞｶｽﾃｰｼｮﾝ ＪＯＭＯ

ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ有野ｲﾝﾀｰ店 ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀｱﾘﾉｲﾝﾀｰﾃﾝ ジョリーパスタ

ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ荏田店 ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀｴﾀﾞﾃﾝ ジョリーパスタ
ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ泉北店 ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀｾﾝﾎﾞｸﾃﾝ ジョリーパスタ
ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ東門前店 ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀﾋｶﾞｼﾓﾝｾﾞﾝﾃﾝ ジョリーパスタ

ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ八柱店 ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀﾔﾊﾞｼﾗﾃﾝ ジョリーパスタ
紳士服のｺﾅｶ志木店 ｼﾝｼﾌｸﾉｺﾅｶｼｷﾃﾝ コナカ
信用組合広島商銀山口支店 ｼﾝﾖｳｸﾐｱｲﾋﾛｼﾏｼｮｳｷﾞﾝﾔﾏｸﾞﾁｼﾃﾝ 信用組合

ｽｲｽ ｽｲｽ 洋食料理店
ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ小山店 ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵｵﾔﾏﾃﾝ ゼビオ
すかいらｰく君津大和田店 ｽｶｲﾗｰｸｷﾐﾂｵｵﾜﾀﾞﾃﾝ すかいらーく

すかいらｰく清水口店 ｽｶｲﾗｰｸｼﾐｽﾞｸﾞﾁﾃﾝ すかいらーく
すかいらｰく西宮津門店 ｽｶｲﾗｰｸﾆｼﾉﾐﾔﾂﾄﾃﾝ すかいらーく
菅波ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ｽｶﾞﾅﾐｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場

JAえひめ中央生石

Jﾈｯﾄﾚﾝﾀｶｰ岐阜店

昭和ｼｪﾙｾﾙﾌ片岡SS
昭和ｼｪﾙ大和深見SS

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞSELVA

JOMO 神田鍛冶町ｽﾃｰｼｮﾝ
JOMO 鈴鹿ｽﾃｰｼｮﾝ



名称 ヨミ ジャンル
すき家厚木長谷店 ｽｷﾔｱﾂｷﾞﾊｾﾃﾝ すき家

すき家宇都宮西店 ｽｷﾔｳﾂﾉﾐﾔﾆｼﾃﾝ すき家
すき家春日白水店 ｽｷﾔｶｽｶﾞｼﾛｳｽﾞﾃﾝ すき家

すき家甲府中央店 ｽｷﾔｺｳﾌﾁｭｳｵｳﾃﾝ すき家
すき家宝塚西店 ｽｷﾔﾀｶﾗﾂﾞｶﾆｼﾃﾝ すき家

ｽｷﾔﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｲﾅﾃﾝ すき家

すき家船橋習志野店 ｽｷﾔﾌﾅﾊﾞｼﾅﾗｼﾉﾃﾝ すき家
すしおんど朝倉町店 ｽｼｵﾝﾄﾞｱｻｸﾗﾁｮｳﾃﾝ 元気寿司
すしおんど六丁の目南店 ｽｼｵﾝﾄﾞﾛｸﾁｮｳﾉﾒﾐﾅﾐﾃﾝ 元気寿司

ｽｼﾛｰ江南店 ｽｼﾛｰｺｳﾅﾝﾃﾝ あきんどスシロー
ｽｼﾛｰ姫路北条店 ｽｼﾛｰﾋﾒｼﾞﾎｳｼﾞｮｳﾃﾝ あきんどスシロー
ｽｼﾛｰ港築盛店 ｽｼﾛｰﾐﾅﾄﾁｸﾓﾘﾃﾝ あきんどスシロー

ｽｼﾛｰ南葛西店 ｽｼﾛｰﾐﾅﾐｶｻｲﾃﾝ あきんどスシロー
鈴鹿ｻｰｷｯﾄﾎﾞｳﾙ ｽｽﾞｶｻｰｷｯﾄﾎﾞｳﾙ ボウリング場
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ所沢小手指 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅﾄｺﾛｻﾞﾜｺﾃｻｼ スズキ

ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ富塚 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅﾄﾐﾂｶ スズキ
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ東和田 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅﾋｶﾞｼﾜﾀﾞ スズキ
ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ町田旭町 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅﾏﾁﾀﾞｱｻﾋﾏﾁ スズキ

裾野市運動公園陸上競技場 ｽｿﾉｼｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ新潟ﾗﾌｫｰﾚ店 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰﾆｲｶﾞﾀﾗﾌｫｰﾚﾃﾝ スターバックスコーヒー
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ宮崎青葉町店 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰﾐﾔｻﾞｷｱｵﾊﾞﾁｮｳﾃﾝ スターバックスコーヒー

ｽﾃｰｷのどん上田店 ｽﾃｰｷﾉﾄﾞﾝｳｴﾀﾞﾃﾝ ステーキのどん
ｽﾃｰｷのどん富士見店 ｽﾃｰｷﾉﾄﾞﾝﾌｼﾞﾐﾃﾝ ステーキのどん
ｽﾃｰｷ宮田下店 ｽﾃｰｷﾐﾔﾀｹﾞﾃﾝ ステーキ宮

炭火焼肉屋さかい広島三次店 ｽﾐﾋﾞﾔｷﾆｸﾔｻｶｲﾋﾛｼﾏﾐﾖｼﾃﾝ 焼肉屋さかい
ｽﾘｰｴﾌ秦野西大竹店 ｽﾘｰｴﾌﾊﾀﾞﾉﾆｼｵｵﾀﾞｹﾃﾝ スリーエフ

ｽﾙｶﾞ銀行静岡東支店 ｽﾙｶﾞｷﾞﾝｺｳｼｽﾞｵｶﾋｶﾞｼｼﾃﾝ スルガ銀行ＡＴＭ
すわ湖苑 ｽﾜｺｴﾝ 旅館
ZUND-BAR ｽﾞﾝﾄﾞﾊﾞｰ ラーメン店

ｾｲｺｰﾏｰﾄ振内店 ｾｲｺｰﾏｰﾄﾌﾚﾅｲﾃﾝ セイコーマート
せいでん西脇店 ｾｲﾃﾞﾝﾆｼﾜｷﾃﾝ せいでん
西部ｺﾞﾙﾌ練習場 ｾｲﾌﾞｺﾞﾙﾌﾚﾝｼｭｳｼﾞｮｳ ゴルフ練習場

西武信用金庫東村山支店 ｾｲﾌﾞｼﾝﾖｳｷﾝｺﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｼﾃﾝ 信用金庫
ｾｰﾌﾞｵﾝ総和駒羽根店 ｾｰﾌﾞｵﾝｿｳﾜｺﾏﾊﾈﾃﾝ セーブオン
瀬戸信用金庫栄町支店 ｾﾄｼﾝﾖｳｷﾝｺｻｶｴﾏﾁｼﾃﾝ 信用金庫

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ上尾原市団地店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｱｹﾞｵﾊﾗｲﾁﾀﾞﾝﾁﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ磐田一言店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｲﾜﾀﾋﾄｺﾄﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ浦和大間木店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｳﾗﾜｵｵﾏｷﾞﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長万部店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｵｼｬﾏﾝﾍﾞﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河内下岡本店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶﾜﾁｼﾓｵｶﾓﾄﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ仙台泉中央店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｾﾝﾀﾞｲｲｽﾞﾐﾁｭｳｵｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶｲｼｶﾓﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ高畠福沢店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾊﾀﾌｸｻﾞﾜﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ天理ｲﾝﾀｰ店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾃﾝﾘｲﾝﾀｰﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾅｺﾞﾔｿﾄｼﾝﾁｮｳｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ成田取香店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾅﾘﾀﾄｯｺｳﾃﾝ セブンイレブン

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾋｶﾞｼｸﾙﾒｼﾓｻﾄﾖﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ セブンイレブン
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ富津大貫店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｯﾂｵｵﾇｷﾃﾝ セブンイレブン
仙太鮨 ｾﾝﾀｽﾞｼ 寿司屋

ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｶﾜｸﾞﾁｱﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞｶｰｾﾝﾀｰ ＢＭＷ
千日前ﾌｧﾐﾘｰﾎﾞｳﾙ ｾﾝﾆﾁﾏｴﾌｧﾐﾘｰﾎﾞｳﾙ ボウリング場
そば処弘庵 ｿﾊﾞﾄﾞｺﾛｺｳｱﾝ うどん・そば店

そば処 みかわ ｿﾊﾞﾄﾞｺﾛﾐｶﾜ うどん・そば店
SOLO PIZZA ｿﾛﾋﾟｯｻﾞ イタリア料理店
ﾀｰﾙﾑ ﾀｰﾙﾑ ペットと入れるレストラン

第三銀行上前津支店 ﾀﾞｲｻﾝｷﾞﾝｺｳｶﾐﾏｴﾂﾞｼﾃﾝ 第三銀行
第四銀行三条南支店 ﾀﾞｲｼｷﾞﾝｺｳｻﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐｼﾃﾝ 第四銀行
第四銀行湯沢支店 ﾀﾞｲｼｷﾞﾝｺｳﾕｻﾞﾜｼﾃﾝ 第四銀行ＡＴＭ

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾞﾙﾌ千葉 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾞﾙﾌﾁﾊﾞ ゴルフ練習場
ﾀﾞｲﾊﾂ三重ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ﾀﾞｲﾊﾂﾐｴｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ダイハツ
大砲ﾗｰﾒﾝ本店 ﾀｲﾎｳﾗｰﾒﾝﾎﾝﾃﾝ ラーメン店

ﾀｲﾔ館宇都宮南 ﾀｲﾔｶﾝｳﾂﾉﾐﾔﾐﾅﾐ タイヤ館
ﾀｲﾔ館香芝 ﾀｲﾔｶﾝｶｼﾊﾞ タイヤ館
ﾀｲﾔ館江南 ﾀｲﾔｶﾝｺｳﾅﾝ タイヤ館

すき家153号伊那店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ高石加茂4丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ名古屋外新町3丁目店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東久留米下里4丁目店

CentralBMW 川口ｱﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞｶｰ･ｾﾝﾀｰ



名称 ヨミ ジャンル
ﾀｲﾔ館すわ ﾀｲﾔｶﾝｽﾜ タイヤ館

ﾀｲﾔ館武生東 ﾀｲﾔｶﾝﾀｹﾌﾋｶﾞｼ タイヤ館
ﾀｲﾔｾｰﾙｽ坂井店 ﾀｲﾔｾｰﾙｽｻｶｲﾃﾝ その他　カー用品店

高宮郵便局 ﾀｶﾐﾔﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
高宮郵便局 ﾀｶﾐﾔﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
宝塚安倉郵便局 ﾀｶﾗﾂﾞｶｱｸﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ

田原市総合体育館 ﾀﾊﾗｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
たんぼ鮨 ﾀﾝﾎﾞｽﾞｼ 寿司屋
千葉銀行二和向台支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳﾌﾀﾜﾑｺｳﾀﾞｲｼﾃﾝ 千葉銀行ＡＴＭ

千葉銀行二和向台支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳﾌﾀﾜﾑｺｳﾀﾞｲｼﾃﾝ 千葉銀行
千葉銀行本八幡南支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳﾓﾄﾔﾜﾀﾐﾅﾐｼﾃﾝ 千葉銀行ＡＴＭ
千葉興業銀行成田西支店 ﾁﾊﾞｺｳｷﾞｮｳｷﾞﾝｺｳﾅﾘﾀﾆｼｼﾃﾝ 千葉興業銀行

中央区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾁｭｳｵｳｸｿｳｺﾞｳｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
中央労働金庫市川支店 ﾁｭｳｵｳﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺｲﾁｶﾜｼﾃﾝ 労働金庫
ﾁｭｰｵｰﾅｲﾝﾃｨｰﾝｽ ﾁｭｰｵｰﾅｲﾝﾃｨｰﾝｽ ゴルフ練習場

中華そば殿 ﾁｭｳｶｿﾊﾞﾄﾉ ラーメン店
中国銀行水島支店 ﾁｭｳｺﾞｸｷﾞﾝｺｳﾐｽﾞｼﾏｼﾃﾝ 中国銀行ＡＴＭ
中国銀行水島支店 ﾁｭｳｺﾞｸｷﾞﾝｺｳﾐｽﾞｼﾏｼﾃﾝ 中国銀行

つつじ亭 ﾂﾂｼﾞﾃｲ 旅館
つるやｺﾞﾙﾌ高石店 ﾂﾙﾔｺﾞﾙﾌﾀｶｲｼﾃﾝ つるやゴルフ
ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾃｨﾌｧﾆｰ ステーキハウス

手打蕎麦うどん玉川本店 ﾃｳﾁｿﾊﾞｳﾄﾞﾝﾀﾏｶﾞﾜﾎﾝﾃﾝ うどん・そば店
手打ちそば奥村本店 ﾃｳﾁｿﾊﾞｵｸﾑﾗﾎﾝﾃﾝ うどん・そば店
ﾃﾞｵﾃﾞｵ高松春日店 ﾃﾞｵﾃﾞｵﾀｶﾏﾂｶｽｶﾞﾃﾝ デオデオ

ﾃﾞｵﾃﾞｵ斐川店 ﾃﾞｵﾃﾞｵﾋｶﾜﾃﾝ デオデオ
ﾃﾞｵﾃﾞｵ福岡東香椎浜店 ﾃﾞｵﾃﾞｵﾌｸｵｶﾋｶﾞｼｶｼｲﾊﾏﾃﾝ デオデオ

ﾃﾞﾆｰｽﾞ熱海店 ﾃﾞﾆｰｽﾞｱﾀﾐﾃﾝ デニーズ
ﾃﾞﾆｰｽﾞ片倉町店 ﾃﾞﾆｰｽﾞｶﾀｸﾗﾁｮｳﾃﾝ デニーズ
ﾃﾞﾆｰｽﾞ亀有店 ﾃﾞﾆｰｽﾞｶﾒｱﾘﾃﾝ デニーズ

ﾃﾞﾆｰｽﾞ小牧店 ﾃﾞﾆｰｽﾞｺﾏｷﾃﾝ デニーズ
ﾃﾞﾆｰｽﾞ高崎末広町店 ﾃﾞﾆｰｽﾞﾀｶｻｷｽｴﾋﾛﾁｮｳﾃﾝ デニーズ
ﾃﾞﾆｰｽﾞ二十世紀ヶ丘店 ﾃﾞﾆｰｽﾞﾆｼﾞｭｯｾｲｷｶﾞｵｶﾃﾝ デニーズ

ﾃﾞﾆｰｽﾞ茂原店 ﾃﾞﾆｰｽﾞﾓﾊﾞﾗﾃﾝ デニーズ
ﾃﾞﾆｰｽﾞ横浜日野店 ﾃﾞﾆｰｽﾞﾖｺﾊﾏﾋﾉﾃﾝ デニーズ

ﾃﾞｭｵｱﾝｼﾞｮｳ ＤＵＯ

ﾃﾞｭｵｿｳｶ ＤＵＯ
ﾃﾞｭｵﾄﾖｱｹ ＤＵＯ

天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝﾘﾌﾞ総社店 ﾃﾝﾏﾔﾊﾋﾟｰﾀｳﾝﾘﾌﾞｿｳｼﾞｬﾃﾝ ショッピングモール

天覧台 ﾃﾝﾗﾝﾀﾞｲ 夜景のきれいなスポット
東京ｶﾛｰﾗ 保谷店 ﾄｳｷｮｳｶﾛｰﾗﾎﾔﾃﾝ トヨタカローラ店
東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞｻﾏｰﾎﾞｳﾙ ﾄｳｷｮｳｻﾏｰﾗﾝﾄﾞｻﾏｰﾎﾞｳﾙ ボウリング場

東京第一ﾎﾃﾙ松山 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲｲﾁﾎﾃﾙﾏﾂﾔﾏ ホテル
ﾄｳｷｮｳﾄﾖﾀｶｰｽﾃｰｼﾞｼﾝｼﾞｭｸ トヨタ店

東京ﾄﾖﾀ 久が原店 ﾄｳｷｮｳﾄﾖﾀｸｶﾞﾜﾗﾃﾝ トヨタ店

東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ店 ﾄｳｷｮｳﾄﾖﾍﾟｯﾄﾀﾏﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ トヨペット店
東京ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ ﾄｳｷｮｳﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ ショッピングモール

とうふ屋うかい 鷺沼店 ﾄｳﾌﾔｳｶｲｻｷﾞﾇﾏﾃﾝ 和食料理店
東邦銀行水戸支店 ﾄｳﾎｳｷﾞﾝｺｳﾐﾄｼﾃﾝ 東邦銀行

ﾄｰﾎｰｼﾈﾏｽﾞﾆｼﾉﾐﾔｵｰｴｽ 映画館

ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ新潟 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝﾆｲｶﾞﾀ 身障者用トイレのある宿泊施設
栃木県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ ﾄﾁｷﾞｹﾝｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 競技場
戸塚区上矢部地区ｾﾝﾀｰ ﾄﾂｶｸｶﾐﾔﾍﾞﾁｸｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

DOG NEWS ﾄﾞｯｸﾞﾆｭｰｽ ドッグラン＆ドッグスパ
ﾄｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾄｯﾌﾟｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場
ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟﾓｰﾋﾞﾙ富士宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟﾓｰﾋﾞﾙﾌｼﾞﾉﾐﾔﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ ドトールコーヒーショップ

ﾄﾏﾄｱﾝﾄﾞｵﾆｵﾝ加古川店 ﾄﾏﾄｱﾝﾄﾞｵﾆｵﾝｶｺｶﾞﾜﾃﾝ トマトアンドオニオン
ﾄﾏﾄ銀行岡山南営業部 ﾄﾏﾄｷﾞﾝｺｳｵｶﾔﾏﾐﾅﾐｴｲｷﾞｮｳﾌﾞ トマト銀行
友部湯崎湖 ﾄﾓﾍﾞﾕｻﾞｷｺ 釣り堀

富山県総合運動公園陸上競技場 ﾄﾔﾏｹﾝｿｳｺﾞｳｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 競技場
ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ愛知 天白ﾏｲｶｰｾﾝﾀｰ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗｱｲﾁﾃﾝﾊﾟｸﾏｲｶｰｾﾝﾀｰ トヨタカローラ店
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ大和郡山店 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾀﾝﾄﾞﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏﾃﾝ ドライバースタンド

とり元 千乃夢 ﾄﾘｹﾞﾝｾﾝﾉﾕﾒ 鳥料理店
とんかつ浜勝福岡南ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ﾄﾝｶﾂﾊﾏｶﾂﾌｸｵｶﾐﾅﾐﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ とんかつ浜勝
とんでん行田店 ﾄﾝﾃﾞﾝｷﾞｮｳﾀﾞﾃﾝ とんでん

DUO安城

DUO草加
DUO豊明

東京ﾄﾖﾀ CARｽﾃｰｼﾞ新宿

TOHOｼﾈﾏｽﾞ西宮OS



名称 ヨミ ジャンル
とんでん三郷店 ﾄﾝﾃﾞﾝﾐｻﾄﾃﾝ とんでん

なか卯松山大学店 ﾅｶｳﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾃﾝ なか卯
長岡市栃尾体育館 ﾅｶﾞｵｶｼﾄﾁｵﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ

長浜一番 ﾅｶﾞﾊﾏｲﾁﾊﾞﾝ ラーメン店
中村旅館 ﾅｶﾑﾗﾘｮｶﾝ 旅館
名古屋銀行枇杷島通支店 ﾅｺﾞﾔｷﾞﾝｺｳﾋﾞﾜｼﾞﾏﾄﾞｵﾘｼﾃﾝ 名古屋銀行

名古屋ｽﾊﾞﾙ自動車平針店 ﾅｺﾞﾔｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬﾋﾗﾊﾞﾘﾃﾝ スバル
ﾅｺﾞﾔﾋｶﾞｼﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰﾔｺﾞﾄｲｼｻﾞｶﾃﾝ ＢＭＷ

南海ｽｽﾞｷ河内長野営業所 ﾅﾝｶｲｽｽﾞｷｶﾜﾁﾅｶﾞﾉｴｲｷﾞｮｳｼｮ スズキ

南城市知念体育館 ﾅﾝｼﾞｮｳｼﾁﾈﾝﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
新潟市北地区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾆｲｶﾞﾀｼｷﾀﾁｸｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ

ﾆｺﾙﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰﾎﾝｼｬｼｮｰﾙｰﾑ ＢＭＷ

ﾆｾｺ･神仙沼駐車場 ﾆｾｺｼﾝｾﾝﾇﾏﾁｭｳｼｬｼﾞｮｳ 星のきれいなスポット
日産ｻﾃｨｵ石川東大通り店 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵｲｼｶﾜﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞｵﾘﾃﾝ 日産
日産ｻﾃｨｵ埼玉ｵｰﾄﾚｯﾄﾞ大宮 ﾆｯｻﾝｻﾃｨｵｻｲﾀﾏｵｰﾄﾚｯﾄﾞｵｵﾐﾔ 日産

日産ﾌﾟﾘﾝｽ神奈川ﾌｧｰﾚ金沢店 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽｶﾅｶﾞﾜﾌｧｰﾚｶﾅｻﾞﾜﾃﾝ 日産
日産ﾌﾟﾘﾝｽ群馬渋川店 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽｸﾞﾝﾏｼﾌﾞｶﾜﾃﾝ 日産
ﾈｯﾂ神奈川 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ店 ﾈｯﾂｶﾅｶﾞﾜｺｳﾎｸﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ ネッツトヨタ店

ﾈｯﾂ神奈川 渕野辺店 ﾈｯﾂｶﾅｶﾞﾜﾌﾁﾉﾍﾞﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ新大阪 くずは北山店 ﾈｯﾂｼﾝｵｵｻｶｸｽﾞﾊｷﾀﾔﾏﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ千葉 南流山店 ﾈｯﾂﾁﾊﾞﾐﾅﾐﾅｶﾞﾚﾔﾏﾃﾝ ネッツトヨタ店

ﾈｯﾂ栃木 宇都宮駅東店 ﾈｯﾂﾄﾁｷﾞｳﾂﾉﾐﾔｴｷﾋｶﾞｼﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂﾆｭｰﾘｰ北大阪 茨木店 ﾈｯﾂﾆｭｰﾘｰｷﾀｵｵｻｶｲﾊﾞﾗｷﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾈｯﾂ兵庫 長田鷹取店 ﾈｯﾂﾋｮｳｺﾞﾅｶﾞﾀﾀｶﾄﾘﾃﾝ ネッツトヨタ店

ﾈｯﾂ三重 鈴鹿店 ﾈｯﾂﾐｴｽｽﾞｶﾃﾝ ネッツトヨタ店
ﾉｰｽ･ﾌﾟﾚｲﾝ･ﾌｧｰﾑ緑園 ﾉｰｽﾌﾟﾚｲﾝﾌｧｰﾑﾘｮｸｴﾝ その他　喫茶店

ﾉｼﾞﾏ豊科店 ﾉｼﾞﾏﾄﾖｼﾅﾃﾝ ノジマ
ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ北見ﾒｯｾ店 ﾊﾞｰｽﾃﾞｲｷﾀﾐﾒｯｾﾃﾝ バースデイ
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ入間仏子店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝｲﾙﾏﾌﾞｼﾃﾝ バーミヤン

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ小田原鴨宮店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝｵﾀﾞﾜﾗｶﾓﾉﾐﾔﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ柏駅東店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝｶｼﾜｴｷﾋｶﾞｼﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ江東白河店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝｺｳﾄｳｼﾗｶﾜﾃﾝ バーミヤン

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ狭山下広瀬店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝｻﾔﾏｼﾓﾋﾛｾﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ館林店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾀﾃﾊﾞﾔｼﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ千葉あすみが丘店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾁﾊﾞｱｽﾐｶﾞｵｶﾃﾝ バーミヤン

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ鶴見中央店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ天白植田店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾃﾝﾊﾟｸｳｴﾀﾞﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ府中天神町店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾌﾁｭｳﾃﾝｼﾞﾝﾁｮｳﾃﾝ バーミヤン

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ松本芳野店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾏﾂﾓﾄﾖｼﾉﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ横浜野島公園店 ﾊﾞｰﾐﾔﾝﾖｺﾊﾏﾉｼﾞﾏｺｳｴﾝﾃﾝ バーミヤン
ﾊﾟｲﾝｳｯﾄﾞｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾟｲﾝｳｯﾄﾞｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ゴルフ練習場

博多ﾗｰﾒﾝげんこつ 灘店 ﾊｶﾀﾗｰﾒﾝｹﾞﾝｺﾂﾅﾀﾞﾃﾝ ラーメン店
萩市民体育館 ﾊｷﾞｼﾐﾝﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
箱根暁庵 ﾊｺﾈｱｶﾂｷｱﾝ うどん・そば店

馬車道桶川店 ﾊﾞｼｬﾐﾁｵｹｶﾞﾜﾃﾝ 馬車道
馬車道与野公園店 ﾊﾞｼｬﾐﾁﾖﾉｺｳｴﾝﾃﾝ 馬車道

秦野市総合体育館 ﾊﾀﾞﾉｼｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ﾊﾟｯﾄｲﾅｹﾞ アウトレットモール

華屋与兵衛秋津店 ﾊﾅﾔﾖﾍｲｱｷﾂﾃﾝ 華屋与兵衛

華屋与兵衛志木店 ﾊﾅﾔﾖﾍｲｼｷﾃﾝ 華屋与兵衛
華屋与兵衛与野店 ﾊﾅﾔﾖﾍｲﾖﾉﾃﾝ 華屋与兵衛

ﾊﾆｭｳｽｶｲｽﾎﾟｰﾂｺｳｴﾝﾄｲﾚｲﾁ トイレ

浜松市浜松ｱﾘｰﾅ ﾊﾏﾏﾂｼﾊﾏﾏﾂｱﾘｰﾅ 体育館・アリーナ
浜松天王郵便局 ﾊﾏﾏﾂﾃﾝﾉｳﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
原ｻｲｸﾙ ﾊﾗｻｲｸﾙ スズキ（バイク販売店）

晴海ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ﾊﾙﾐｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ホテル
ﾊﾟﾚｯﾄくもじ ﾊﾟﾚｯﾄｸﾓｼﾞ ショッピングモール
ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾞﾙｺｰﾈ伊敷ﾆｭｰﾀｳﾝ店 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾞﾙｺｰﾈｲｼｷﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ 身障者用トイレのあるレストラン

ひげ ﾋｹﾞ 焼肉・韓国料理店
肥後銀行大津支店 ﾋｺﾞｷﾞﾝｺｳｵｵﾂﾞｼﾃﾝ 肥後銀行
肥後銀行小峯支店 ﾋｺﾞｷﾞﾝｺｳｵﾐﾈｼﾃﾝ その他　銀行ＡＴＭ

久松分店 ﾋｻﾏﾂﾌﾞﾝﾃﾝ 海鮮料理店
びっくりﾄﾞﾝｷｰ安曇野店 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰｱﾂﾞﾐﾉﾃﾝ びっくりドンキー
びっくりﾄﾞﾝｷｰ小松店 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰｺﾏﾂﾃﾝ びっくりドンキー

Nagoya-HigashiBMW 八事石坂店

NicoleBMW 本社ｼｮｰﾙｰﾑ

PAT稲毛

羽生ｽｶｲｽﾎﾟｰﾂ公園ﾄｲﾚ1



名称 ヨミ ジャンル
びっくりﾄﾞﾝｷｰ鈴鹿店 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰｽｽﾞｶﾃﾝ びっくりドンキー

びっくりﾄﾞﾝｷｰ多賀城店 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰﾀｶﾞｼﾞｮｳﾃﾝ びっくりドンキー
びっくりﾄﾞﾝｷｰ柏林台店 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰﾊｸﾘﾝﾀﾞｲﾃﾝ びっくりドンキー

日牟禮ｶﾌｪ ﾋﾑﾚｶﾌｪ その他　喫茶店
ﾋｬｸﾏﾝﾎﾞﾙﾄｵｵｲﾀﾐﾅﾐﾃﾝ １００満ボルト
ﾋｬｸﾏﾝﾎﾞﾙﾄｸﾗﾖｼﾎﾝﾃﾝ １００満ボルト

兵庫ｽﾊﾞﾙ自動車長田店 ﾋｮｳｺﾞｽﾊﾞﾙｼﾞﾄﾞｳｼｬﾅｶﾞﾀﾃﾝ スバル
兵庫日産上甲子園店 ﾋｮｳｺﾞﾆｯｻﾝｶﾐｺｳｼｴﾝﾃﾝ 日産
兵庫三菱尼崎店 ﾋｮｳｺﾞﾐﾂﾋﾞｼｱﾏｶﾞｻｷﾃﾝ 三菱

ﾋﾟﾚﾘｰ四日市 ﾋﾟﾚﾘｰﾖｯｶｲﾁ その他　カー用品店
広島市高陽体育館 ﾋﾛｼﾏｼｺｳﾖｳﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾌｧｰｽﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場

ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむらﾕｰｶﾘが丘店 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾏﾑﾗﾕｰｶﾘｶﾞｵｶﾃﾝ しまむら
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ鵜方道店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｳｶﾞﾀﾐﾁﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ太田小金井店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｵｵﾀｺｶﾞﾅｲﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ栗面店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｸﾚﾓﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ敷島松島団地店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼｷｼﾏﾏﾂｼﾏﾀﾞﾝﾁﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ松陽高校前店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼｮｳﾖｳｺｳｺｳﾏｴﾃﾝ ファミリーマート

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ三郷西ｲﾝﾀｰ店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾐｻﾄﾆｼｲﾝﾀｰﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ養老飯積店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾖｳﾛｳｲｲﾂﾞﾐﾃﾝ ファミリーマート
ﾌｫﾙｸｽ市川ﾆｯｹ店 ﾌｫﾙｸｽｲﾁｶﾜﾆｯｹﾃﾝ フォルクス

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝｵｶｻﾞｷ ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ
福井銀行今市支店 ﾌｸｲｷﾞﾝｺｳｲﾏｲﾁｼﾃﾝ 福井銀行
福岡銀行熊本営業部 ﾌｸｵｶｷﾞﾝｺｳｸﾏﾓﾄｴｲｷﾞｮｳﾌﾞ 福岡銀行ＡＴＭ

福岡銀行徳力支店 ﾌｸｵｶｷﾞﾝｺｳﾄｸﾘｷｼﾃﾝ 福岡銀行
福島ﾏﾂﾀﾞ新郡山店 ﾌｸｼﾏﾏﾂﾀﾞｼﾝｺｵﾘﾔﾏﾃﾝ マツダ

伏見郵便局 ﾌｼﾐﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ゆうちょ銀行／郵便局ＡＴＭ
伏見郵便局 ﾌｼﾐﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ 郵便局
不二家ﾚｽﾄﾗﾝ東海店 ﾌｼﾞﾔﾚｽﾄﾗﾝﾄｳｶｲﾃﾝ 不二家レストラン

ﾌﾟｼﾞｮｰﾒｲﾄｳ ＰＥＵＧＥＯＴ
船橋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ﾌﾅﾊﾞｼｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ホテル
ﾌﾗｶｯｿ山口中央店 ﾌﾗｶｯｿﾔﾏｸﾞﾁﾁｭｳｵｳﾃﾝ フラカッソ

ﾌﾚｽﾎﾟ国分 ﾌﾚｽﾎﾟｺｸﾌﾞ ショッピングモール
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ伏見竹田店 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌｼﾐﾀｹﾀﾞﾃﾝ フレンドリー
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾄﾞ ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾄﾞ その他　カー用品店

ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰひだかﾓｰﾙ ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾋﾀﾞｶﾓｰﾙ ショッピングモール
ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ･ｻﾝﾏﾙｸ川崎高津店 ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝｻﾝﾏﾙｸｶﾜｻｷﾀｶﾂﾃﾝ サンマルク
ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ･ｻﾝﾏﾙｸ石神井台店 ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝｻﾝﾏﾙｸｼｬｸｼﾞｲﾀﾞｲﾃﾝ サンマルク

ﾍﾞｽﾄ電器旭川南店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷｱｻﾋｶﾜﾐﾅﾐﾃﾝ ベスト電器
ﾍﾞｽﾄ電器小倉本店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷｺｸﾗﾎﾝﾃﾝ ベスト電器
ﾍﾞｽﾄ電器津山ｲﾝﾀｰ店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷﾂﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ ベスト電器

ﾍﾞｽﾄ電器日吉東急店 ﾍﾞｽﾄﾃﾞﾝｷﾋﾖｼﾄｳｷｭｳﾃﾝ ベスト電器
ﾍﾞﾋﾞｰｻﾞらｽ港北ﾆｭｰﾀｳﾝ店 ﾍﾞﾋﾞｰｻﾞﾗｽｺｳﾎｸﾆｭｰﾀｳﾝﾃﾝ ベビーザらス
ﾍﾟﾝｼｮﾝ陽だまり ﾍﾟﾝｼｮﾝﾋﾀﾞﾏﾘ ペットと泊まれる宿泊施設

保谷ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ﾎｳﾔｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
北洋銀行東苗穂支店 ﾎｸﾖｳｷﾞﾝｺｳﾋｶﾞｼﾅｴﾎﾞｼﾃﾝ 北洋銀行ＡＴＭ

北海道ﾏﾂﾀﾞ札幌店 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾏﾂﾀﾞｻｯﾎﾟﾛﾃﾝ マツダ
北國銀行笠市支店 ﾎｯｺｸｷﾞﾝｺｳｶｻｲﾁｼﾃﾝ 北國銀行ＡＴＭ
ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張 ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾏｸﾊﾘ ホテル

ﾎﾃﾙｼﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞかごはら ﾎﾃﾙｼﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞｶｺﾞﾊﾗ ホテル
ﾎﾃﾙ城ヶ倉 ﾎﾃﾙｼﾞｮｳｶﾞｸﾗ ホテル
ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ ホテル

ﾎﾃﾙ ﾊﾟﾃｨｵ ﾎﾃﾙﾊﾟﾃｨｵ ブティックホテル
ﾎﾃﾙ ﾌｧｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ十三 ﾎﾃﾙﾌｧｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾞｭｳｿｳ ブティックホテル
ﾎﾃﾙ ﾌｧｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ姫路 ﾎﾃﾙﾌｧｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾒｼﾞ ブティックホテル

ﾎﾃﾙ摩周 ﾎﾃﾙﾏｼｭｳ 旅館
ﾎﾃﾙ松巳 ﾎﾃﾙﾏﾂﾐ 旅館
ﾎﾃﾙ ﾗｸﾞｰﾝ 名古屋 ﾎﾃﾙﾗｸﾞｰﾝﾅｺﾞﾔ ブティックホテル

Hotel LIZ COURT ﾎﾃﾙﾘｽﾞｺｰﾄ ブティックホテル
ﾎﾘﾃﾞｲｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ新田店 ﾎﾘﾃﾞｲｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾃﾝ ゴルフ練習場
ﾎﾟﾙｼｪｾﾝﾀｰ広島 ﾎﾟﾙｼｪｾﾝﾀｰﾋﾛｼﾏ ＰＯＲＳＣＨＥ

ﾎﾞﾙﾎﾞ･ｶｰｽﾞ松戸 ﾎﾞﾙﾎﾞｶｰｽﾞﾏﾂﾄﾞ ＶＯＬＶＯ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞｵｵｻｶｾﾝﾘﾁｭｳｵｳﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞｸﾞﾝﾏｼﾌﾞｶﾜｱﾘﾏﾃﾝ ホンダ

100満ﾎﾞﾙﾄ大分南店
100満ﾎﾞﾙﾄ倉吉本店

Volkswagen岡崎

PEUGEOT名東

HondaCars大阪千里中央店
HondaCars群馬渋川有馬店



名称 ヨミ ジャンル
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾄｳｷｮｳﾋｶﾞｼｲﾀﾊﾞｼﾃﾝ ホンダ

ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾄﾖｶﾜﾄﾖﾊｼｲﾑﾚｷﾀﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾌｸｵｶｼﾞｮｳﾉﾃﾝ ホンダ

ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾌｸｵｶﾋｶﾞｼﾃﾝ ホンダ
ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑ郡山 ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑｺｵﾘﾔﾏ ホンダ（バイク販売店）
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ稲沢重本店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｲﾅｻﾞﾜｼｹﾞﾓﾄﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ尾久橋通り江北店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｵｸﾞﾊﾞｼﾄﾞｵﾘｺｳﾎｸﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ上三川ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶﾐﾉｶﾜｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ川奈店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶﾜﾅﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ空港志免店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｸｳｺｳｼﾒﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ港南中央店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｺｳﾅﾝﾁｭｳｵｳﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ小金井貫井北町店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｺｶﾞﾈｲﾇｸｲｷﾀﾏﾁﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｶﾐﾂﾙﾏﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾐﾅﾐｵｵﾂｶﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ昭和橋店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｼｮｳﾜﾊﾞｼﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ東名川崎ｲﾝﾀｰ店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｳﾒｲｶﾜｻｷｲﾝﾀｰﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾆｰｷｭｳﾛｸﾄﾐｻﾄﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾆｺﾞｳｾﾝﾐｶｹﾞﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾊﾁｺﾞｳｾﾝｷﾀﾏﾁﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾋｺﾈﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ日立金沢店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾋﾀﾁｶﾈｻﾜﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ船橋飯山満店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾌﾅﾊﾞｼﾊｻﾏﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ三浦海岸店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾐｳﾗｶｲｶﾞﾝﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ八幡陣山店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾔﾊﾀｼﾞﾝﾔﾏﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ吉川店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾖｼｶﾜﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾖﾝﾊﾁﾛｸﾏﾅｸﾞﾗﾃﾝ マクドナルド

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ林間田園都市店 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾘﾝｶﾝﾃﾞﾝｴﾝﾄｼﾃﾝ マクドナルド
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾛｸｺﾞｳｾﾝﾌｼﾞｼﾛﾃﾝ マクドナルド

松島さかな市場 ﾏﾂｼﾏｻｶﾅｲﾁﾊﾞ 軽食店

松屋太田飯塚町店 ﾏﾂﾔｵｵﾀｲｲﾂﾞｶﾁｮｳﾃﾝ 松屋
松屋千葉幸町店 ﾏﾂﾔﾁﾊﾞｻｲﾜｲﾁｮｳﾃﾝ 松屋
松屋野並店 ﾏﾂﾔﾉﾅﾐﾃﾝ 松屋

まるは食堂旅館 ﾏﾙﾊｼｮｸﾄﾞｳﾘｮｶﾝ 海鮮料理店
三重銀行久保田支店 ﾐｴｷﾞﾝｺｳｸﾎﾞﾀｼﾃﾝ その他　銀行ＡＴＭ
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ小野原ｼｮｯﾌﾟ ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂｵﾉﾊﾗｼｮｯﾌﾟ ミスタードーナツ

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ多治見音羽ｼｮｯﾌﾟ ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂﾀｼﾞﾐｵﾄﾜｼｮｯﾌﾟ ミスタードーナツ
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ豊中ﾛﾏﾝﾁｯｸ街道ｼｮｯﾌﾟ ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂﾄﾖﾅｶﾛﾏﾝﾁｯｸｶｲﾄﾞｳｼｮｯﾌﾟ ミスタードーナツ
みずほ銀行宇都宮支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳｳﾂﾉﾐﾔｼﾃﾝ みずほ銀行ＡＴＭ

みずほ銀行京阪京橋支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳｹｲﾊﾝｷｮｳﾊﾞｼｼﾃﾝ みずほ銀行ＡＴＭ
みずほ銀行浜田山支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳﾊﾏﾀﾞﾔﾏｼﾃﾝ みずほ銀行
みずほ銀行広島支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳﾋﾛｼﾏｼﾃﾝ みずほ銀行ＡＴＭ

みずほ銀行広島支店 ﾐｽﾞﾎｷﾞﾝｺｳﾋﾛｼﾏｼﾃﾝ みずほ銀行
三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ 仙台港 ﾐﾂｲｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸｾﾝﾀﾞｲｺｳ アウトレットモール
三井住友銀行新石切支店 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳｼﾝｲｼｷﾘｼﾃﾝ 三井住友銀行

三井住友銀行船橋支店 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳﾌﾅﾊﾞｼｼﾃﾝ 三井住友銀行ＡＴＭ
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｲﾀﾊﾞｼｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｲﾀﾊﾞｼｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｴｻｶｴｷﾏｴｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｶﾅｻﾞﾜｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行

ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳｶﾐｵｵｵｶｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳﾕｰｴﾌｼﾞｪｰｷﾞﾝｺｳﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾁｭｳｵｳｼﾃﾝ 三菱東京ＵＦＪ銀行

水戸京成ﾎﾃﾙ ﾐﾄｹｲｾｲﾎﾃﾙ ホテル

ﾐﾄﾞﾘ電化なかもず店 ﾐﾄﾞﾘﾃﾞﾝｶﾅｶﾓｽﾞﾃﾝ ミドリ電化
ﾐﾄﾞﾘ電化水口店 ﾐﾄﾞﾘﾃﾞﾝｶﾐﾅｸﾁﾃﾝ ミドリ電化
みなとや旅館 ﾐﾅﾄﾔﾘｮｶﾝ 旅館

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大林店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｵｵﾊﾞﾔｼﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ下野下古山店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｼﾓﾂｹｼﾓｺﾔﾏﾃﾝ ミニストップ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ那珂木倉店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾅｶｷﾉｸﾗﾃﾝ ミニストップ

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南大沢店 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟﾐﾅﾐｵｵｻﾜﾃﾝ ミニストップ
美祢市勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ ﾐﾈｼｷﾝﾛｳｼｬｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 体育館・アリーナ
みのるｺﾞﾙﾌ妹尾 ﾐﾉﾙｺﾞﾙﾌｾﾉｵ ゴルフ練習場

ﾑｰｳﾞｨｯｸｽﾔｵ 映画館
明治ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ﾒｲｼﾞｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
名南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾙﾌ練習場 ﾒｲﾅﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞｺﾞﾙﾌﾚﾝｼｭｳｼﾞｮｳ ゴルフ練習場

HondaCars東京東板橋店

HondaCars豊川豊橋飯村北店
HondaCars福岡城野店

HondaCars福岡東店

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ16号上鶴間店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ16号南大塚店

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ296富里店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線御影店

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ8号線北町店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ8号線彦根店

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ486万能倉店

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ6号線藤代店

三菱東京UFJ銀行板橋支店

三菱東京UFJ銀行板橋支店
三菱東京UFJ銀行江坂駅前支店
三菱東京UFJ銀行金沢支店

三菱東京UFJ銀行上大岡支店
三菱東京UFJ銀行東大阪中央支店

MOVIX八尾



名称 ヨミ ジャンル
めしや食堂蟹江店 ﾒｼﾔｼｮｸﾄﾞｳｶﾆｴﾃﾝ ザめしや

ﾓｰﾋﾞﾙｶﾀｶｽｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ
ﾓｰﾋﾞﾙｿﾒｲﾉｴｽｴｽ Ｍｏｂｉｌ

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ岡山原尾島店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｵｶﾔﾏﾊﾗｵｼﾏﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰおもちゃのまち店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｵﾓﾁｬﾉﾏﾁﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ亀田店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｶﾒﾀﾞﾃﾝ モスバーガー

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ鴻の巣店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｺｳﾉｽﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ小牧店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｺﾏｷﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ清水矢部店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰｼﾐｽﾞﾔﾍﾞﾃﾝ モスバーガー

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ豊田梅坪店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾖﾀｳﾒﾂﾎﾞﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ羽村店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰﾊﾑﾗﾃﾝ モスバーガー
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ幕張本郷店 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰﾏｸﾊﾘﾎﾝｺﾞｳﾃﾝ モスバーガー

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰﾙｰﾄｲﾁｺﾞｰｺﾞｶﾘﾔﾃﾝ モスバーガー
ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲 ﾓﾗｰｼﾞｭｼｮｳﾌﾞ ショッピングモール
焼肉の白川 ﾔｷﾆｸﾉｼﾗｶﾜ 焼肉・韓国料理店

山形国際ﾎﾃﾙ ﾔﾏｶﾞﾀｺｸｻｲﾎﾃﾙ 身障者用トイレのある宿泊施設
山口銀行祇園支店 ﾔﾏｸﾞﾁｷﾞﾝｺｳｷﾞｵﾝｼﾃﾝ 山口銀行ＡＴＭ
山口銀行祇園支店 ﾔﾏｸﾞﾁｷﾞﾝｺｳｷﾞｵﾝｼﾃﾝ 山口銀行

山下うどん店 ﾔﾏｼﾀｳﾄﾞﾝﾃﾝ うどん・そば店
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ射水店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｲﾐｽﾞﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ牛久店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｳｼｸﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ宇都宮本店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｳﾂﾉﾐﾔﾎﾝﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ大津堅田店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｵｵﾂｶﾀﾀﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ札幌厚別店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｻｯﾎﾟﾛｱﾂﾍﾞﾂﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ座間店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｻﾞﾏﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ宝塚店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾀｶﾗﾂﾞｶﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ千歳店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾁﾄｾﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾆｭｰｸﾏﾓﾄｶｽｶﾞﾎﾝﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ弘前店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾋﾛｻｷﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ宗像店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾑﾅｶﾀﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ和歌山店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾜｶﾔﾏﾃﾝ ヤマダ電機
ﾔﾏﾀﾞ電機東海ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ伊東店 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾄｳｶｲﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｲﾄｳﾃﾝ ヤマダ電機

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾗﾋﾞｾﾝﾘ ヤマダ電機
ﾔﾏﾍﾞﾀﾞｲﾖﾝｺｳｴﾝﾄｲﾚ トイレ

ゆぐち ﾕｸﾞﾁ お好み焼屋

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｼﾈﾏ福岡 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｼﾈﾏﾌｸｵｶ 映画館
ﾕﾆｸﾛ赤穂店 ﾕﾆｸﾛｱｺｳﾃﾝ ユニクロ
ﾕﾆｸﾛ川崎菅生店 ﾕﾆｸﾛｶﾜｻｷｽｶﾞｵﾃﾝ ユニクロ

ﾕﾆｸﾛ所沢航空公園店 ﾕﾆｸﾛﾄｺﾛｻﾞﾜｺｳｸｳｺｳｴﾝﾃﾝ ユニクロ
ﾕﾆｸﾛ鳴尾店 ﾕﾆｸﾛﾅﾙｵﾃﾝ ユニクロ
ﾕﾆｸﾛ福井運動公園前店 ﾕﾆｸﾛﾌｸｲｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾏｴﾃﾝ ユニクロ

ﾕﾆｸﾛ松戸二十世紀ｹ丘店 ﾕﾆｸﾛﾏﾂﾄﾞﾆｼﾞｭｯｾｲｷｶﾞｵｶﾃﾝ ユニクロ
湯のやど楽山 ﾕﾉﾔﾄﾞﾗｸｻﾝ 旅館
夢庵朝霞本町店 ﾕﾒｱﾝｱｻｶﾎﾝﾁｮｳﾃﾝ 夢庵

夢庵釜利谷店 ﾕﾒｱﾝｶﾏﾘﾔﾃﾝ 夢庵
夢庵上池台店 ﾕﾒｱﾝｶﾐｲｹﾀﾞｲﾃﾝ 夢庵

夢庵渋川店 ﾕﾒｱﾝｼﾌﾞｶﾜﾃﾝ 夢庵
夢庵つきみ野店 ﾕﾒｱﾝﾂｷﾐﾉﾃﾝ 夢庵
夢庵前田橋店 ﾕﾒｱﾝﾏｴﾀﾞﾊﾞｼﾃﾝ 夢庵

夢庵武蔵中原駅前店 ﾕﾒｱﾝﾑｻｼﾅｶﾊﾗｴｷﾏｴﾃﾝ 夢庵
ゆめﾀｳﾝ佐賀 ﾕﾒﾀｳﾝｻｶﾞ ショッピングモール
洋服の青山墨田東向島店 ﾖｳﾌｸﾉｱｵﾔﾏｽﾐﾀﾞﾋｶﾞｼﾑｺｳｼﾞﾏﾃﾝ 青山

洋服の青山ﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ店 ﾖｳﾌｸﾉｱｵﾔﾏﾌﾘｰﾓｰﾙﾜｻﾀﾞﾃﾝ 青山
横手市増田体育館 ﾖｺﾃｼﾏｽﾀﾞﾀｲｲｸｶﾝ 体育館・アリーナ
横浜ﾄﾖﾍﾟｯﾄ 藤沢店 ﾖｺﾊﾏﾄﾖﾍﾟｯﾄﾌｼﾞｻﾜﾃﾝ トヨペット店

吉野家江南店 ﾖｼﾉﾔｺｳﾅﾝﾃﾝ 吉野家
吉野家こてはし台店 ﾖｼﾉﾔｺﾃﾊｼﾀﾞｲﾃﾝ 吉野家
吉野家相模原店 ﾖｼﾉﾔｻｶﾞﾐﾊﾗﾃﾝ 吉野家

ﾖｼﾉﾔｻﾝｺﾞｳｾﾝﾋﾞｰﾋﾟｰﾌﾀﾏﾀｾﾃﾝ 吉野家
ﾖｼﾉﾔｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｳｴﾀﾞｺｸﾌﾞﾃﾝ 吉野家

吉野家仙台岡田店 ﾖｼﾉﾔｾﾝﾀﾞｲｵｶﾀﾞﾃﾝ 吉野家

吉野家大日店 ﾖｼﾉﾔﾀﾞｲﾆﾁﾃﾝ 吉野家
ﾖｼﾉﾔﾆﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｱﾂｷﾞﾂﾏﾀﾞﾃﾝ 吉野家

吉野家ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ成田店 ﾖｼﾉﾔﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝﾅﾘﾀﾃﾝ 吉野家

Mobil堅粕SS
Mobilそめい野SS

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰR-155刈谷店

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew熊本春日本店

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI千里
山部第4公園ﾄｲﾚ

吉野家3号線BP二又瀬店
吉野家18号線上田国分店

吉野家246号線厚木妻田店



名称 ヨミ ジャンル
ﾖｼﾉﾔﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾀｷﾉﾔｼﾛｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾃﾝ 吉野家

ﾖｼﾉﾔﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｶﾜｸﾞﾁｲｼｶﾞﾐﾃﾝ 吉野家
吉野家瑞穂店 ﾖｼﾉﾔﾐｽﾞﾎﾃﾝ 吉野家

吉野家名四弥富店 ﾖｼﾉﾔﾒｲﾖﾝﾔﾄﾐﾃﾝ 吉野家
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ宇都宮 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｳﾂﾉﾐﾔ ヨドバシカメラ
ﾗｰﾒﾝ太七 ﾗｰﾒﾝﾀｼﾁ ラーメン店

ﾗ･ｳﾞｨｰｳﾞ ﾗｳﾞｨｰｳﾞ 洋食料理店
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ大分店 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑｵｵｲﾀﾃﾝ ボウリング場
ﾗ･ﾍﾞｯﾄﾗ ﾀﾞ ｵﾁｱｲ ﾗﾍﾞｯﾄﾗﾀﾞｵﾁｱｲ イタリア料理店

りそな銀行新横浜支店 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｼﾝﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ りそな銀行
りそな銀行土浦支店 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳﾂﾁｳﾗｼﾃﾝ りそな銀行
りそな銀行彦根支店 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳﾋｺﾈｼﾃﾝ りそな銀行ＡＴＭ

ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ福岡天神 ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙﾌｸｵｶﾃﾝｼﾞﾝ 身障者用トイレのある宿泊施設
竜洋昆虫自然観察公園ﾄｲﾚ ﾘｭｳﾖｳｺﾝﾁｭｳｼｾﾞﾝｶﾝｻﾂｺｳｴﾝﾄｲﾚ トイレ
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ葛飾新宿店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｶﾂｼｶﾆｲｼﾞｭｸﾃﾝ リンガーハット

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ川口末広店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｶﾜｸﾞﾁｽｴﾋﾛﾃﾝ リンガーハット
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ越谷神明店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｺｼｶﾞﾔｼﾝﾒｲﾃﾝ リンガーハット
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ埼玉上福岡店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｻｲﾀﾏｶﾐﾌｸｵｶﾃﾝ リンガーハット

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ横浜港南台店 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝﾀﾞｲﾃﾝ リンガーハット
ﾙﾉｰ東京有明 ﾙﾉｰﾄｳｷｮｳｱﾘｱｹ ＲＥＮＡＵＬＴ
ﾙﾐﾈ立川店 ﾙﾐﾈﾀﾁｶﾜﾃﾝ ショッピングモール

ﾙﾗﾗこうほく ﾙﾗﾗｺｳﾎｸ ショッピングモール
ﾚｸｻｽ 住吉山手 ﾚｸｻｽｽﾐﾖｼﾔﾏﾃ レクサス店
ﾚｸｻｽ 深川 ﾚｸｻｽﾌｶｶﾞﾜ レクサス店

ﾚｸｻｽ 横浜戸塚 ﾚｸｻｽﾖｺﾊﾏﾄﾂｶ レクサス店
ﾚｯﾄﾞｽﾉｰﾏﾝｽﾞ ﾚｯﾄﾞｽﾉｰﾏﾝｽﾞ ブティックホテル

ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝ三重中央店 ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝﾐｴﾁｭｳｵｳﾃﾝ レッドバロン
ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝ横浜旭 ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝﾖｺﾊﾏｱｻﾋ レッドバロン
ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ ゴルフ練習場

ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ下山手店 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄｼﾓﾔﾏﾃﾃﾝ ロイヤルホスト
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ立川南店 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄﾀﾁｶﾜﾐﾅﾐﾃﾝ ロイヤルホスト
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ美香保店 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄﾐｶﾎﾃﾝ ロイヤルホスト

ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ三国駅前店 ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄﾐｸﾆｴｷﾏｴﾃﾝ ロイヤルホスト
ﾛｰｿﾝ大利根北大桑店 ﾛｰｿﾝｵｵﾄﾈｷﾀｵｵｸﾜﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ鴨志田町店 ﾛｰｿﾝｶﾓｼﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ唐津ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ﾛｰｿﾝｶﾗﾂﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ多賀城八幡店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾞｼﾞｮｳﾔﾊﾀﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ彦根安食店 ﾛｰｿﾝﾋｺﾈｱﾝｼﾞｷﾃﾝ ローソン

ﾛｰｿﾝ平塚総合公園店 ﾛｰｿﾝﾋﾗﾂｶｿｳｺﾞｳｺｳｴﾝﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ富士見勝瀬店 ﾛｰｿﾝﾌｼﾞﾐｶﾂｾﾃﾝ ローソン
ﾛｰｿﾝ向島川尻店 ﾛｰｿﾝﾑｶｲｼﾏｶﾜｼﾞﾘﾃﾝ ローソン

ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ北陸･松任店 ﾛｰﾄﾞｽﾀｰﾎｸﾘｸﾏｯﾄｳﾃﾝ ロードスター
ﾛｯｸﾀｳﾝ大須賀 ﾛｯｸﾀｳﾝｵｵｽｶ ショッピングモール
ﾛｯｸﾀｳﾝ須賀川 ﾛｯｸﾀｳﾝｽｶｶﾞﾜ ショッピングモール

ﾛｯｸﾀｳﾝ野田七光台 ﾛｯｸﾀｳﾝﾉﾀﾞﾅﾅｺｳﾀﾞｲ ショッピングモール
ﾜｰｸﾏﾝ甲府和戸店 ﾜｰｸﾏﾝｺｳﾌﾜﾄﾞﾃﾝ ワークマン

ﾜｰｸﾏﾝ東所沢店 ﾜｰｸﾏﾝﾋｶﾞｼﾄｺﾛｻﾞﾜﾃﾝ ワークマン
ﾜｲｴｽﾋﾟｰｵｵｻｶﾋｶﾞｼ ヤマハ
ﾜｲｴｽﾋﾟｰﾋｶﾞｼｵｵﾐﾔ ヤマハ

ﾜｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ﾜｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ゴルフ練習場
和食さと一宮店 ﾜｼｮｸｻﾄｲﾁﾉﾐﾔﾃﾝ さと
和食さと上更通店 ﾜｼｮｸｻﾄｶﾐｻﾗﾄｵﾘﾃﾝ さと

和食さと平野神社店 ﾜｼｮｸｻﾄﾋﾗﾉｼﾞﾝｼﾞｬﾃﾝ さと
和食さと吉田駅前店 ﾜｼｮｸｻﾄﾖｼﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾝ さと

吉野家175号線滝野社IC店

吉野家122号線川口石神店

YSP大阪東
YSP東大宮
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