
 
 
 
 
 
 

  2011 年 9 月 2 日 
郵便局株式会社  

 

 

 
 
 

郵便局株式会社 （東京都千代田区、代表取締役会長 古川 洽次）は、下記のとおりオリジナル   

フレーム切手セットの販売を開始します。 

このオリジナル フレーム切手セットは、秋本治先生の作品「こちら葛飾区亀有公園前派出所」を  

題材としたもので、下記の郵便局で販売します。 
 

記 

1 切手セットの概要 

 
2 切手デザイン等 
  別紙のとおり 
 
3 先行販売について 

  
4 その他 

（1）本フレーム切手セットは、10月5日（水）より郵便局サイト「郵便局のネットショップ」でも    

  お取扱いします。（http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html） 

※なお、「郵便局のネットショップ」でお取扱いするフレーム切手セットには販売価格（1,500 円）     

のほかに郵送料等が加算されます。     

（2）詳細については、下記の連絡先へお問い合わせください。 

以 上 

 

 

 

 

 

名称 こちら葛飾区亀有公園前派出所 連載 35 周年記念 

販売開始日 2011 年 10 月 3 日（月） 

販売部数 

46,400 セット（予定） 

※9 月 17 日（土）～9 月 18 日（日）は亀有駅近辺の郵便局臨時出張所で

先行発売します。（開設場所は下記のとおり） 

販売郵便局 
東京都の全郵便局、全国の一部の郵便局（別紙5参照） 

※簡易郵便局は除きます。 

セット構成 
フレーム切手（80 円切手×10 枚） 

ポストカード 3枚、シール 1シート（株式会社集英社製） 

販売単位 上記セット単位で販売します。 

販売価格 1 セット 1,500 円 

実施日時 2011 年 9 月 17 日（土）～9月 18 日（日）9:00～16:00 

場所 
「亀有香取神社 例大祭」亀有駅改札近辺（予定） 

〒125-0061 東京都葛飾区亀有 3-25-1※数量には限りがございます 

オリジナル フレーム切手セット 

『こちら葛飾区亀有公園前派出所 連載 35 周年記念』の販売開始について

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社本社経営企画部（報道担当） 

電話：（直通）03-3504-4127 

  FAX：03-3508-9736 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社本社物販ビジネス部（店頭販売担当）

電話：03-3504-4811（直通） 

 

※「フレーム切手」は郵便事業株式会社の登録商標です。



別紙1 

【切手デザイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙2 

【ポストカードデザイン（絵柄面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙3 

【ポストカードデザイン（宛名面）】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙4 

【シールデザイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 5 

【販売郵便局一覧】 

 

 

北海道
札幌中央 小樽 室蘭 余市 岩内 伊達 苫小牧 江別 静内 浦河
夕張 北広島 篠路 登別 白老 千歳 小樽堺町 厚別 豊平 栗山
倶知安 恵庭 手稲 野幌 札幌南 札幌西 石狩 東室蘭 札幌大通 札幌東
山鼻 札幌北 札幌白石 札幌駅パセオ 北海道庁赤れんが前 新千歳空港内 丘珠 札幌大通公園前 朝里 帯広
芽室 音更 十勝池田 西帯広 釧路中央 釧路西 根室 中標津 函館中央 森
江差 北斗 七飯 函館東 函館北 八雲 長万部 滝川 岩見沢 永山
美唄 旭川中央 深川 砂川 芦別 富良野 三笠 赤平 旭川東 留萌
士別 名寄 網走 稚内 紋別 斜里 北見 遠軽 美幌
宮城県
仙台中央 石巻 気仙沼 古川 白石 角田 大河原 塩釜 岩沼 亘理
仙台駅内 仙台北 名取 泉西 若林 仙台南 泉 小牛田 仙台東 卸町
仙台中
福島県
福島中央 白河 三春 いわき 相馬 会津若松 喜多方 二本松 石川 須賀川
郡山 川俣 小名浜 飯坂 保原 本宮 原町 植田 浪江 福島東
郡山西 郡山南
岩手県
盛岡中央 遠野 釜石 花巻 二戸 一関 宮古 北上 水沢 久慈
陸前高田 紫波 江刺 大船渡 盛岡北
青森県
青森中央 弘前 八戸 黒石 むつ 五所川原 三戸 十和田 八戸西 三沢
青森西
山形県
山形中央 米沢 鶴岡 酒田 村山 新庄 寒河江 長井 上山 天童
南陽 東根 山形南
秋田県
秋田中央 能代 大館 本荘 鷹巣 湯沢 花輪 横手 土崎 大曲
埼玉県
さいたま中央 熊谷 東松山 鴻巣 和光 坂戸 三芳 上福岡 川口駅前 滑川福田
谷塚 飯能八幡 東松山松山二 浦和中 草加住吉
群馬県
前橋中央 高崎 桐生宮本町 高崎駅前通 伊勢崎太田
千葉県
千葉中央 佐倉 木更津 東金 館山 銚子 茂原 柏 稲毛駅前 都賀駅前
佐原 新浦安駅前 柏高島屋 南行徳駅前
茨城県
水戸中央 下館 土浦 石岡 石塚 日立 内原 神栖
栃木県
宇都宮中央 大田原 真岡 宇都宮東
東京都
全局
神奈川県
横浜中央 高津 川崎中央 川崎大師 登戸 柿生 中原 川崎中野島北 川崎砂子 川崎中有馬
川崎白山 川崎渡田 川崎北部市場内 川崎京町 川崎駅西口 かながわサイエンスパーク内 川崎小倉 川崎土橋 川崎栗平 パークシティ新川崎内

川崎河原町 川崎市役所通 川崎新丸子 川崎木月 川崎四谷上町 川崎馬絹 川崎小杉 川崎小田 川崎藤崎 川崎下作延
川崎上平間 川崎上小田中 川崎生田 川崎大師海岸 川崎古市場 川崎本町 稲田堤 川崎大島 川崎南河原 川崎新城
川崎南町 川崎渡田向町 川崎井田 川崎南加瀬 川崎鹿島田 川崎小向西町 川崎下沼部 川崎昭和 川崎宿河原 百合ヶ丘駅前
川崎苅宿 川崎宮内 川崎浅田 川崎子母口 川崎千年 川崎諏訪 川崎向ヶ丘 川崎旭町 川崎東大島 川崎溝ノ口
登戸駅前 生田駅前 川崎塚越 川崎中野島 川崎上丸子 川崎野川 川崎菅生 川崎北見方 川崎堰 川崎北加瀬
川崎木月大町 川崎生田南 川崎三田 川崎上作延 麻生 川崎鷺沼 川崎有馬 川崎梶ヶ谷 川崎東柿生 川崎田尻
川崎宮前平 川崎長沢 溝ノ口中央通 川崎菅星ヶ丘 川崎千代ヶ丘 武蔵小杉タワープレイス内 川崎上新城 川崎ソリッドスクエア内 川崎久末 宮前
川崎日進町ビル内 新百合ヶ丘 溝ノ口ノクティビル内 川崎ブレーメン通 川崎港
山梨県
甲府中央
長野県
長野中央 松本 上田 飯田
新潟県
新潟中央 高田 新発田 長岡 三条 両津
石川県
金沢中央 金沢駅内
富山県
富山中央 高岡
福井県
福井中央
愛知県
名古屋本山 名古屋滝ノ水 名古屋平手 豊川代田 岡崎緑丘 東刈谷 名古屋木場 豊橋植田 岡崎大友 刈谷一ツ木
豊橋南 タワーズ内 知多原 豊田五ケ丘 小牧桃花台 豊橋飯村 名古屋天子田 名古屋ＮＨＫセンタービル内 住友生命名古屋ビル内 日進香久山
三好ケ丘 尾西明地 名古屋錦 名古屋植田西 名古屋福田 名古屋豊が丘 岡崎不吹 岡崎法性寺 西尾花ノ木 長久手岩作
大口南 半田土井山 一宮七夕 海部立田 名古屋亀島 名古屋丸の内三 春日井市役所前 名古屋太平通 大府柊山 瀬戸山口
西春西之保 日進栄 尾張旭庄中 名古屋春田 高蔵寺白山 名古屋中 一宮 西尾 岡崎 豊橋
豊田 碧南 内海 知立 田原 犬山 稲沢 瀬戸 春日井勝川 津島
名古屋大津町 枇杷島 岩倉 尾西 祖父江 東海南 半田亀崎 尾張大野 甚目寺 豊川
半田 設楽 一色 名古屋丸の内 名古屋景雲橋 碧南新川 豊橋下地 岡崎矢作 蒲郡 緑
一宮苅安賀 河和 福岡 藤川 三好 蟹江 清洲 藤岡 東栄 師崎
刈谷 二川 名古屋押切 名古屋大須 名古屋栄一 天白 神守 弥富 楽田 安城
小坂井 幸田 松平 武豊 木曽川 大府 宮田 額田 老津 名古屋有松
名古屋大森 上郷 豊田北 名古屋正木 名古屋瓢箪山 名古屋浄心 長久手 鍋田 石野 作手
半田成岩 平坂 岩津 鳳来川合 富山 盛岡 知多 名古屋中央 名古屋大高 豊浜
豊川牛久保 小鈴谷 名古屋東桜 奥町 名古屋東 江南 東浦 高浜 阿久比 形原
南知多大井 稲沢下津 吉良吉田 東郷 尾張新川 名古屋呼続 知多八幡 東海名和 名古屋今池 豊橋西新町
岡崎伊賀 刈谷小垣江 草井 西春 豊橋牟呂 御津 尾西三条 岡崎駅前 名古屋東枇杷島 扶桑
豊橋福岡 名古屋那古野 名古屋白壁 七宝 明治 尾張旭 十四山 名古屋車道 名古屋港本町 品野
桜井 佐屋 碧南西端 名古屋則武新町 今村 名古屋戸田 豊田高岡 豊川国府 鳳来山吉田 名古屋沢上
美和 犬山羽黒 布土 岡崎大平 高蔵寺 森上 富士松 春日井 佐織勝幡 豊田平戸橋
尾張三和 三河一宮 名古屋川名 本宿 東上 保見 名古屋道徳本町 名古屋覚王山 名古屋菊井 名古屋長良
名古屋牛巻 名古屋大曽根駅前 名古屋名塚 常磐 名古屋六番町 名古屋北山 一宮久古見 津島門前 名古屋雁道 名古屋平安通
名古屋柳原 名古屋内田橋 名古屋運河通 羽布 河合 永和 日進 名古屋五女子 名古屋桃山 名古屋荒子
名古屋稲永 三河金沢 名古屋阿由知 豊明 西尾福地 一宮千秋 名古屋洲原 名古屋矢田 名古屋高田 名古屋出口
名古屋市役所内 名古屋熱田駅前 名古屋山田 名古屋石仏 半田住吉 春日井鷹来 神戸 西尾室場 東浦生路 名古屋愛知町
豊橋前田 岡崎康生通西 名古屋平郷 名古屋新栄 名古屋石川橋 名古屋高辻 名古屋大久手 瀬戸刎田 岡崎中町 西尾米津
蒲郡駅前 瀬戸水野 刈谷野田 名古屋八事 名古屋白山 名古屋大手 名古屋下坂 春木 名古屋星崎 名古屋高岳
味美駅前 名東 東海加木屋 名古屋若葉通 名古屋南押切 名古屋堀田 豊橋花田 昭和 千種 名古屋太閤通八
味岡 青野 蒲郡大塚 東幡豆 音羽 名古屋昭和橋 名古屋南大津町 豊橋駅前 三河西浦 中村
名古屋振甫 名古屋柴田 岡崎能見 名古屋薬師山 稲沢駅前 今伊勢 一宮西成 一宮丹陽 大治 富貴
六連 名古屋末盛 名古屋清水 名古屋大学病院内 岡崎美合 江南東野 小牧北里 名古屋七番町 名古屋篠原橋 半田板山
春日井王子町 豊川金屋 塩津 豊田山之手 名古屋比々野 名古屋都通 名古屋春岡 豊橋瓦町 岡崎針崎 須ケ口
瀬戸幡山 名古屋大江 名古屋太閤通三 名古屋杁中 刈谷本町 豊田司 津島南本町 瀬戸陶原 春日井玉野 名古屋大喜
名古屋大宝 名古屋大同 名古屋藤江 春日井篠木 尾張旭三郷 大口 西尾鶴城 名古屋三本松 名古屋惟信 名古屋南陽通
半田平地 豊川市田 守山 名古屋上前津 豊橋大清水 安城北明治 名古屋栄 名古屋稲葉地 豊橋牛川 犬山薬師
蟹江舟入 名古屋南陽町 名古屋楠 名古屋千年 名古屋一番 名古屋新出来 名古屋流町 名古屋中山 豊橋松山 岡崎明大寺
瀬戸效範 名古屋東新町 名古屋新瑞橋 名古屋熱田神宮西 名古屋西日置 豊橋旭町 名古屋志段味 豊橋南栄 名古屋八熊 名古屋中切



 

 

 

名古屋港 名古屋鶴舞 名古屋萱場 名古屋東片端 名古屋黒川 名古屋東山 名古屋山王 名古屋城下 名古屋自由ケ丘 名古屋東中島
名古屋代官 名古屋川原通 名古屋牛田通 岡崎南明大寺 名古屋浜田 名古屋上更通 名古屋中野本町 名古屋陽明 名古屋鴨付 名古屋島田
一宮馬引 稲沢国府宮 名古屋味鋺 豊橋松葉 名古屋要町 岡崎六供 共和 名古屋中根 名古屋八幡 一宮松降
名古屋天満通 名古屋福徳 碧南大浜 名古屋池下 木曽川玉井 名古屋西山 高浜吉浜 豊川南大通 尾張旭印場 名古屋琵琶里
名古屋土古 名古屋惣作 知多古見 扶桑駅前 清洲丸之内 名古屋上飯田 名古屋猫洞 名古屋万場 豊川駅前 蒲郡本町
豊橋岩田 安城東明 春日井駅前 西小坂井 豊田土橋 名古屋瀬古 西尾永楽 一宮北方 小牧山西 名古屋鳴子
名古屋金田 名古屋如意 名古屋前山 小牧北外山 豊橋岩屋 豊田水源 豊田堤 名古屋守山喜多山 東海富木島 名古屋天塚
名古屋元禄 名古屋上小田井 岡崎宇頭 一宮野口 豊川桜木通 春日井神領 尾西小信 江南高屋 東海養父 知立牛田
名古屋七本松 名古屋希望丘 名古屋檀溪通 東海北 名古屋八勝通 名古屋上石川 豊田新町 名古屋大学内 名古屋千音寺 名古屋南平針
尾西冨田 岩倉東 常滑多屋 木曽川黒田 豊橋高師 春日井二子山 東海泡池 師勝 東海高横須賀 刈谷東境
安城箕輪 蒲郡豊岡 豊田中町 瑞穂 名古屋中日ビル内 名古屋汁谷 名古屋伏屋 名古屋森孝 豊川桜町 小牧岩崎
弥富佐古木 蟹江須成 名古屋北 東海上野台 中川 名古屋平針 名古屋相生山 名古屋緑丘 名古屋明正 春日井柏井
一宮中島 知立昭和 高浜馬場 豊田梅坪 安城池浦 西春九之坪 岡崎大和 豊橋吉川 弥富海老江 名古屋商工会議所内

名古屋御前場 名古屋赤坪 名古屋米浜 江南藤丘 高蔵寺藤山台 豊田大林 小牧上新町 岩倉稲荷町 名古屋名城大学内 名古屋左京山
日進岩崎 名古屋つつじが丘 名古屋野並 津島駅前 春日井宮町 扶桑高雄 豊橋井原 豊明吉池 和合 名古屋南
名古屋高針 名古屋中小田井 名古屋鳴尾 豊橋三ノ輪 岡崎康生 一宮牛野 豊田東山 小牧藤島 江南宮後 名古屋梅森坂
名古屋螺貝 名古屋戸田団地内 岡崎北野 犬山五郎丸 豊田駒場 高蔵寺岩成台 師勝坂巻 豊明団地内 名古屋千代田 名古屋大野木
豊橋磯辺 一宮別明 高蔵寺駅前 小牧東田中 弥富中地 豊田永覚 名古屋境松 名古屋藤丘 名古屋中郷 日進南ケ丘
岡崎日名 知多朝倉 春日井六軒屋 豊田神池 碧南北新川 瀬戸南山 豊橋牧野 藤浪駅前 豊田市木 知多日長台
名古屋桶狭間 名古屋鳴海 瀬戸記念橋 大府長草 名古屋港北 江南古知野 名古屋高社 名古屋上社 安城美園 豊川三蔵子
豊橋往完 師勝高田寺 東浦石浜 名古屋喜惣治 江南五明 名古屋横前 名古屋植田 半田花園 大治西条 名古屋神の倉
名古屋山手通 名古屋秋葉 名古屋当知 名古屋白沢 豊橋小鷹野 豊田朝日 瀬戸はぎの台 日進赤池 名古屋極楽 岡崎細川
名古屋池上台 名古屋助光 名古屋八前 豊橋東岩田 岡崎竜美丘 春日井東野 名古屋黒石 名古屋猪高台 一宮戸塚 半田美原
豊田花園 長久手口 ループ金山 岡崎大樹寺 豊橋富士見 岡崎六名 高蔵寺石尾台 豊田美山 名古屋原 美和篠田
春日井柏原 豊田喜多町 幸田大草 豊橋幸 稲沢日下部 豊明新栄 知多にしの台 豊川和通 岡崎上地 名古屋宮根台
名古屋高間 岩倉神野 春日井中切 御津広石
岐阜県
岐阜中央 大垣 羽島 関 郡上八幡 笠松 中津川 神岡 高山 北方
海津 恵那 平田 土岐 垂井 多治見 御嵩 養老 美濃加茂 高富
飛騨古川 明智 瑞浪 巣南 小坂 関ケ原 本巣 根尾 美山北 間吹
神渕 菅田 大和 川辺 東白川 土岐鶴里 下呂 萩原 荘川 東茂住
墨俣 赤坂 池田 釜戸 加子母 岐阜米屋町 上宝 八百津 洞戸 大野
神戸 各務原東 岐阜西 陶 朝日 岐阜材木町 高山八幡 上矢作 笠郷 春日
久田見 丹生川 各務原 羽島上中 高鷲 久々利 上石津 日吉 久々野 鳩谷
外山 東村 中原 栃尾 黒川 板取 鏡島 可児 落合 今渡
旗鉾 神岡船津 瑞浪稲津 今須 加治田 白川蘇原 駄知 上呂 岐阜長良 大垣久瀬川
妻木 岐阜北長森 南濃 国府 坂本 美山南 竹原 岐阜鶉 山岡 古井
上石津時 下多度 伊自良 笠置 下付知 武儀 大垣林町 岐阜尻毛 穂積 下石
上原 各務原駅前 表佐 岐阜南長森 石津 各務原苧ヶ瀬 岐阜島 袖川 厳美 海西
武並 名森 宮村 土岐駅前 東江 谷汲 飛騨細江 多治見駅前 岐阜華陽 高山上一之町
下宮 富加 中呂 岐阜本荘 大江 関小瀬 伏見 美濃川合 足近 三郷
岐阜梅林 多治見滝呂 武芸谷口 美濃越原 川島 藍見 糸貫 西郷 笠松中野 可児春里
北濃 飯地 多治見小泉 多治見高田 大垣友江 多治見錦町 恵那長島 岐阜方県 秋神 各務原桜町
柳津宮東 高山上枝駅前 山之上 中切 大垣駅前 各務原成清 白川 岐阜曙 大垣神田 真正
岐阜長良北町 高山名田 仁木 大垣中川 土田 中津川駅前 岐阜今小町 岐阜徹明 岐阜神田 岐阜西野
岐阜千手堂 岐阜加納西 岐阜加納上本町 大垣藤江 岐阜北野 多治見姫 岐阜若宮 岐阜真砂 大垣鶴見 岐阜鹿島
岐阜正木 羽島竹鼻 大垣荒尾 岐阜早田 岐阜都通 岐阜岩田坂 多治見坂上 岐阜高見 岐阜問屋町 笠松春日
岐阜城南 岐阜領下 土岐定林寺 各務原手力 各務原南町 多治見根本 岐阜吹上 高山連合橋 本田 三橋
岐阜御杉 岐阜三田洞 結 関仲町 下古井 大垣宿地 岐南 高山山王 岐阜大福 岐阜岩戸
岐阜城東 岐阜大洞 各務原川崎 穂積牛牧 北方長谷川 岐阜北 各務原鵜沼台 岐阜福光 岐阜加野 多治見新町
大垣稲葉 高山岡本 各務原尾崎 岐阜六条 多治見明和 西可児駅前 池田八幡 美濃加茂太田本町 可児桜ケ丘 柳津佐波
高山緑ケ丘 各務原緑苑 土岐泉西 岐阜長良校前 可児羽崎 岐阜市橋 関桜ヶ丘 多治見ホワイトタウン 山口 馬籠
三重県
津中央 四日市 伊勢 亀山 桑名 松阪 名張 上野 鳥羽 白子
尾鷲 多気 鈴鹿 一身田 久居 熊野 四日市西町 北勢 菰野 関
椋本 柘植 大石 白山 玉城 大山田 青山 慥柄 伊勢神社 紀伊長島
長島 多度 員弁 東員 鈴鹿庄野 鈴鹿石薬師 佐那具 六軒 東黒部 明和
磯部 的矢 大宮 上多気 四日市追分 五ケ所 阿児 阿田和 津塔世橋 五十鈴川
伊勢河崎 桑名矢田 丹生 四日市水沢 南島 粥見 荻原 朝明 津新町 一志
安濃 鈴峰 島ケ原 家城 古山 大河内 丸柱 一之瀬 津片田 四日市室山
志摩 伊勢筋向橋 四日市浜田 大淀 四日市かすみ 九鬼 和気 三野瀬 鈴鹿寺家 錦
海山相賀 富田一色 桑名深谷 津藤枝 長岡 楠 四日市東坂部 四日市大矢知 鈴鹿若松 熊野有馬
西山 伊賀 鳥羽答志 小山田 津駅前 飯南 入鹿 比奈知 鞆田 上野岩倉
相野谷 紀勢 阿山 鈴鹿玉垣 宿田曽 松阪川井町 太郎生 朝日 桜 小俣
上津 香良洲 南海 石榑 穂原 四日市赤堀 栃原 豊浜 高宮 船津
桑名在良 滝川 加茂 佐奈 四日市川島 内城田 青山桐ケ丘 上野愛宕 友生 美旗
上野猪田 木曽岬 紀伊島原 八ツ山 南多度 嬉野中川 阿曽 鵜川原 伊勢北浜 亀山井田川
伊勢寺 四日市塩浜 明星 津上浜 鈴鹿稲生 上野大内 上野農人町 森 辰水 竹永
四日市東富田 下御絲 鳥羽鏡浦 四日市山城 名張梅が丘 上野本町通 壬生野 梅戸井 川越 多気駅前
伊勢朝熊 矢持 伊勢宮後 七取 松阪松尾 三重県庁内 四日市港 伊勢御木本通 桑名馬道 嬉野
伊賀上野駅前 立田 七保 鈴鹿加佐登 尾鷲駅前 保々 津乙部 伊勢大世古 四日市浜一色 伊勢船江
桑名赤須賀 伊勢城田 名張桔梗丘南 四日市北浜 松阪駅前 県 黒田 桑名八間通 鳥羽錦町 松阪大口
上野桑町 四日市羽津 亀山駅前 桑名播磨 四日市曙 御薗 四日市中里 四日市松本 亀山本町 松阪朝日
桑名桑陽台 四日市富田西 松阪徳和 東員六把野 四日市高花平 鈴鹿旭が丘 津橋南 四日市小古曽 桑名七和 西名張
四日市阿倉川 久居戸木 四日市高角 四日市本郷 伊勢外宮前 上野緑ケ丘 鈴鹿長太 四日市西浦 四日市中川原 名張桔梗が丘
河芸千里ヶ丘 津観音寺 鈴鹿算所 久居新町 三重大学内 松阪久保 四日市笹川 鈴鹿神戸 四日市日永 四日市小杉
桑名西別所 桑名大山田 名張つつじが丘 東員笹尾 津小川 鈴鹿白子本町 四日市あかつき 桑名正和 名張百合が丘 四日市波木
近鉄四日市駅前 松阪船江 津南が丘 津緑の街 桑名新西方 四日市西 四日市松原
静岡県
静岡中央 沼津 藤枝 三島 韮山 熱海 浜松 相良 磐田見付 掛川
吉原 吉田 金谷 天竜 下田 森町 蒲原 興津 富士宮 御殿場
大須賀 榛原 島田 浜岡 袋井 磐田 新居 細江 富士川 沼津西
大仁 子浦 稲取 伊東 箕作 修善寺 土肥 湯ケ島 須山 裾野
由比 落合 岡部 富士宮上井出 新所 菊川 浜北宮口 中野町 水窪 舘山寺
福田 伊平 竜洋 千頭 大井川 中川根 戸田 下賀茂 日坂 焼津
徳山 川根 渋川 小笠 河津 田子 中伊豆 網代 御前崎 山梨
気多 駿河小山 井川 鈴川 賎機 大河内 伊豆高原 原谷 引佐 清沢
須走 伊久美 佐久間 御殿場上町 富士北 沼津下香貫 青羽根 瀬戸谷 日向 白須賀
初倉 和田島 池田 大谷 下土狩 内房 宇布見 伊豆山 島田向谷 静岡西
静岡上土 芝川 浜松佐藤 湖西 佐倉 小笠南山 三島大場 下田蓮台寺 富士 富士宮富士根
岩松 小島 神山 北郷 増楽 袖浦 都筑 遠江大東 伊豆長岡 川奈
宇佐美 豊岡 伊左地 吉奈 市野 庵原 大富 岡崎 住吉 小松
清水三保 本立野 城下 富士富士岡 熊切 浜松布橋 沼津片浜 原保 浅羽 浜北中瀬
御殿場原里 芳川 竹麻 城東 玉穂 大東千浜 浜松村櫛 浜松入野 浜北 積志
八木沢 沼津我入道 松野 小山菅沼 南熱海 田京 八幡野やんもの里 入出 沼津金岡 浜松神久呂
篠原 三島広小路 清水駒越 上野 花川 浜松曳馬 和地 服織 西郷 沼津大平
吉永 浜松葵 沼津西島 坂部 原田 大渕 清水 藤枝茶町 桜木 浮島
葉梨 浜松野口 中川 三島清水 修善寺温泉 愛鷹 北山 裾野御宿 浜松鹿谷 舞阪駅前
清水袖師 静岡安東 島田本通 麻機 河城 三島大社町 静岡太田町 幸浦 熱海駅前 勝間田
今泉 五和 函南 下田朝日 浜松植松 静岡新富 清水高橋 御殿場富士岡 長野 一ノ宮
焼津豊田 静岡手越 清水大曲 富士伝法 高根 野部 東益津 焼津小川新町 向笠 伊東松原
静岡小黒 土方 藤枝大洲 熱海昭和 赤佐 広幡 猪之頭 静岡馬渕 伊東玖須美 沼津大岡
高洲 中藁科 浜松中沢 清水草薙 富士宮東町 富士依田橋 焼津本町 静岡長沼 清水折戸 菊川駅前
横地 静岡小鹿 清水日立 磐田中泉 富士水戸島 熱海和田木 静岡横田 静岡新通 静岡七間 静岡井宮
静岡安西 静岡城西 清水本町 清水桜橋通 沼津平町 沼津本町 西気賀 静岡馬場 静岡鷹匠 浜松成子



 

 浜松海老塚 浜松元目 浜松連尺 清水江尻 沼津真砂 中村 三島駅前 静岡県庁内 静岡駅南口 浜松竜禅寺
浜松馬込 清水相生 浜松根上り松 沼津高島 沼津下河原 藤枝本町 清水矢倉 浜松和地山 静岡石田 吉原原田
浜松砂山 静岡駒形 静岡栗原 浜松向宿 清水狐崎 焼津八楠 新所原 沼津杉崎 浜北小林 清水大和
浜松秋葉坂下 三島幸原 沼津本郷 焼津石津浜 磐田二之宮 静岡北安東 静岡秋山 静岡沓谷 浜松船越 浜松和合
清水横砂 森町飯田 伊豆長岡駅前 静岡丸子 浜松浅田 沼津大岡駅前 三島谷田 富士横割 富士宮貴船 袋井可睡口
静岡中村町 清水北矢部 浜松鷺宮 沼津間門 藤枝前島 伊東鎌田 島田みなみ 広見 長泉なめり 静岡みずほ
三軒家 焼津小川宿 浜松中田島 浜松蜆塚 静岡南沼上 三島梅名 浜松橋羽 藤枝藤岡 沼津合同庁舎内 沼津駅前
掛川新町 浜松遠州浜 金太郎 浜松東 浜松上島 富士宮光 島田東町 長沢 裾野岩波 静岡篭上
浜松西山 沼津椎路 清水御門台 榛原静波 高塚駅前 藤枝岡出山 伊豆仁田駅前 浜松西 三島徳倉橋 浜松西崎
静岡柳新田 裾野市役所前 浜松卸本町 御殿場森之腰 静岡南 沼津大塚 吉原中央町 伊東駅前 函南駅前 静岡安倍口
浜北善地 浜松飯田 富士富士見台 清水押切 静岡堀ノ内 静岡有東 沼津西添 浜松北 静岡松富 静岡中島
浜松領家 浜松佐鳴台 沼津花園 静岡瀬名 静岡桃園 清水下野 浜松西町 清水吉川 浜松葵西 静岡羽高
浜松有玉 浜松早出 御殿場東田中 浜松アクトシティ内 磐田富士見 いずみ 磐田岡田 静岡北瀬名 静岡中野 富士宮島
浜松天王 三島加茂 三島中央町 静岡高松 富士市役所前 袋井小川
大阪府
大阪中央 門真 大阪旭 東住吉 摂津 住吉 高槻北 枚方北 天王寺 高槻
大阪城東 茨木 泉佐野 泉南 吹田 堺中 枚方東 貝塚 大阪東 布施
四條畷 住之江 大正 都島 浜寺 阿倍野 枚岡 交野 河内長野 東成
箕面 熊取 寝屋川 大阪西 平野 大阪港 池田 泉大津 鳳 和泉
八尾 大東 富田林 豊中 柏原 守口 美原 堺 岸和田 枚方
阪南 泉北 松原 大阪狭山 大阪福島 淀川 西淀川 大阪阪急内 西成 河内
生野 大阪南 此花 藤井寺 浪速 堺金岡 吹田千里 豊中南 東淀川
兵庫県
神戸中央 須磨北 篠山 姫路 赤穂 明石 龍野 洲本 豊岡 太子
伊丹 加古川 社 加西 三木 播磨山崎 東灘 西宮 尼崎 三田
高砂 和田山 姫路南 御着 明石西 飾西 八鹿 猪名川 上郡 有野
須磨 相生 小野 南淡 加古川東 垂水 神戸山田 川西北 神戸西 西脇
灘 稲美 宝塚 川西 芦屋 香寺 長田 神戸北 尼崎北 兵庫
西宮東
京都府
京都中央 久御山 右京 綾部 伏見東 東山 東舞鶴 山城八幡 左京 山科
中京 伏見 山城木津 亀岡 園部 福知山 宮津 西舞鶴 宇治 峰山
山城田辺 西陣 山崎 向日町 洛西 京都西 京都北 城陽 京都高島屋内
奈良県
奈良中央 大和郡山 大和高田 五條 橿原 御所 吉野 桜井 天理 王寺
香芝 生駒 田原本 下市 大和榛原 奈良西
滋賀県
大津中央 水口 近江日野 近江八幡 彦根 長浜 八日市 草津 堅田 近江守山
米原 甲西 野洲 栗東 大津瀬田
和歌山県
和歌山中央 海南 田辺 新宮 湯浅 橋本 御坊 岩出 箕島 紀伊勝浦
串本 南部 かつらぎ 和歌山南
広島県
広島中央 福山 尾道 三次 廿日市 竹原 三原 可部 安芸西条 府中
広 庄原 海田 呉 松永 新市 大竹 宇品 因島 大野
高陽 広島西 高屋 広島中 安佐南 広島胡町 安芸府中 福山東 安芸五日市 広島東
神辺
鳥取県
鳥取中央 米子 倉吉 境港
島根県
松江中央 浜田 安来 出雲 江津 石見大田 平田 益田 出雲大東
岡山県
岡山中央 玉島 津山 美作 笠岡 高梁 西大寺 矢掛 倉敷 備前
妹尾 総社 児島 吉備 新見 落合 井原 邑久 備前瀬戸 玉野
岡山南 水島 岡山東
山口県
山口中央 萩 下関東 岩国西 柳井 徳山 長門 小郡 長府 小月
防府 厚狭 下松 岩国 小野田 宇部 下関 新南陽 光 美祢
愛媛県
松山中央 宇和島 大洲 今治 エミフルＭＡＳＡＫＩ 伊予 北条 松山西 八幡浜 川之江
内子 西条 宇和 御荘 伊予三島 波止浜 桜井 東予 新谷 三崎
俵津 土居 新居浜 八多喜 宇和海 松前 伊予三島寒川 面河 堀江 新居浜垣生
宇和島佐伯町 八幡浜穴井 西伯方 重信 松山南 松山立花 湯山 小部 坂石 西条四軒町
新居浜西原町 松山祝谷 今治東門 松山内浜 東予壬生川 松山宮田 松山山越
徳島県
徳島中央 阿南 阿波池田 脇町 小松島 鷲敷 石井 鳴門 山瀬 羽ノ浦
板東 徳島西 神山 藍住 北島 鴨島 半田 清水 吉野 木岐
三野 福井 川内 大野 赤石 大俣 多家良 徳島駅前 今津 徳島名東
藍住富吉
香川県
高松中央 丸亀 三木 坂出 多度津 土庄 琴平 観音寺 豊浜 内海
滝宮 高松東 長尾 志度 財田 善通寺 高瀬 サンポート高松 高松円座 坂出白金町
誉水 多度津豊原 丸亀津森 高松南 観音寺吉岡
高知県
高知中央 佐川 安芸 宿毛 南国 伊野 下田 土佐中村 窪川 須崎
土佐山田 高知南 奈半利 春野 宇佐 土佐 江川崎 下ノ加江 高知はりまや町 土佐清水
仁井田 森 小川 夜須 野市 松原 室戸 仁淀 南国小籠 高知横内
宿毛西町 高知瀬戸西町 高知東
熊本県
熊本中央
大分県
大分中央
宮崎県
宮崎中央
福岡県
福岡中央 北九州中央 博多
長崎県
長崎中央
佐賀県
佐賀中央
鹿児島県
鹿児島中央
沖縄県
那覇中央 浦添 那覇東 美栄橋 東町 那覇新都心 那覇空港内 豊見城 糸満 沖縄
沖縄美里 宜野湾 名護


