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青森
青森中央 弘前 七戸 八戸 黒石
野辺地 むつ 五所川原 三戸 深浦
木造 金木 浪岡 十和田 小湊
碇ヶ関 岩崎 藤崎 大湊 佐井
蟹田 三厩 田子 弘前本町 板柳
大鰐 大間 平賀 浅虫 中里
八戸鮫 油川 弘前富田 八戸西 青森新町

青森本町 弘前笹森町 舞戸 三沢 青森栄町
岩木 奥瀬 青森橋本 六戸 弘前浜ノ町

弘前茂森町 目屋 八戸常泉下 龍飛岬 久栗坂
津軽新城 青森沖館 乙供 青森港町 島守
上市川 六ケ所 十和田湖 陸奥常盤 弘前駅前

青森合浦 二川目 五所川原みどり町 長峰 八戸中央通
八戸新井田 館 青森古川一 八戸湊 陸奥蓬田

鬼沢 黒石浜町 八戸荒町 焼山 横内
市川 本八戸駅内 大湊駅前 平賀本町 弘前亀甲町
種差 桔梗野 原別 弘前小沢 弘前品川町

むつ中央二 弘前紙漉町 八戸吹揚 青森筒井 青森大野
弘前三世寺 弘前桔梗野町 八戸江陽 黒石山形町 三沢駅前
五所川原田町 八戸根城 弘前松原 青森松森 日計

悪戸 青森県庁内 青森造道 八戸旭ヶ丘 青森千富
弘前城西 八戸大杉平 多賀台 八戸白銀台 十和田西二十二番
青森幸畑 青森浪館 八戸類家 青森金沢 青森小柳

八戸河原木 十和田大学前 三沢大町 青森浜田 青森西滝
青森戸山 青森西 八戸湊高台 弘前末広 弘前青山

八戸ニュータウン 八戸駅前 青森駅前
岩手

盛岡中央 遠野 釜石 花巻 二戸
一関 宮古 大船渡駅前 北上 水沢
千厩 久慈 一戸 沼宮内 山田
岩泉 紫波 前沢 軽米 雫石
平舘 花泉 薄衣 摺沢 大原
藤沢 津軽石 川井 江刺 盛岡南大通

盛岡材木町 宇部 石鳥谷 田野畑 種市
室根 小鳥谷 好摩 横川目 盛岡本町
田山 猿沢 大沢温泉 金沢 盛岡駅前
平泉 黄海 涌津 松川町 盛岡仙北町
小国 矢幅 厳美 上平沢 釜石鈴子

盛岡上田 松尾 大船渡 小岩井 盛岡北
三陸 金田一 二子 一関中央町 姉体
藤根 花巻温泉 土淵 真城 盛岡加賀野
赤崎 盛岡見前 盛岡大通 愛宕 真滝

水沢横町 江釣子 綾織 磯鶏 一関田村町
盛岡八幡 湯口 永井 宮野目 松倉
滝沢駅前 吉里吉里 御明神 矢沢 盛岡夕顔瀬
竹駒 繋温泉 小佐野 米崎 盛岡高松
小山田 盛岡厨川 花巻桜 一関駅前 柏台
門崎 北上駅前 水沢大町 盛岡青山町 鴬宿温泉

盛岡住吉 盛岡内丸 遠野新町 花巻末広町 北上本通
盛岡茶畑 福岡長嶺 花巻藤沢町 盛岡山岸 岩手県庁内
六原駅前 水沢太日通 岩手流通センター内 盛岡松園 盛岡本宮

盛岡サンタウン 滝沢ニュータウン 盛岡ホットライン肴町 盛岡永井 北上鍛冶町
盛岡北厨川 花巻西大通 水沢大鐘 盛岡中野 遠野松崎

三関 水沢常盤通 盛岡東安庭 宮古日の出 盛岡三ツ割
北上上野町 盛岡マリオス  

 

 



宮城
仙台中央 石巻 気仙沼 古川 白石
角田 大河原 佐沼 塩釜 松島
岩出山 岩沼 亘理 仙台駅内 仙台荒町
仙台北 川渡 松山 本田尻 河北
渡波 坂元 利府 富谷 名取
泉西 三本木 鳴子 遠刈田 秋保
作並 愛子 鹿島台 川崎 若林
小野田 柴田 仙台原町 仙台八幡町 越河
沢辺 石巻港 矢本 秋保温泉 仙台南

仙台岩切 仙台柏木 泉 和淵 仙台宮町
仙台米ケ袋 仙台福田町 宮城県庁内 仙台木町通 古川南町

南郷 松島海岸 白石駅前 小牛田 塩釜駅前
越河駅前 河南 東北大学病院内 西古川駅前 仙台穀町
仙台新寺 南方 池月 仙台荒井 多賀城
松岩 仙台中田 仙台花京院通 花山 仙台越路

陸前階上 仙台今泉 浜吉田 館腰 仙台小田原
仙台大町 仙台富沢 北仙台駅前 仙台薬師堂 塩釜北浜町

気仙沼古町 仙台一番町 仙台上杉四 仙台国立病院前 仙台立町
宮城赤井 仙台北山 下馬 仙台中央三 仙台南小泉

仙台子平町 仙台台原 仙台榴ケ岡 大代 仙台川内
仙台諏訪 仙台宮城野 白石南 仙台小松島 仙台向山

仙台長町三 塩釜東玉川 仙台荒巻 仙台若林一 仙台八本松
仙台燕沢 気仙沼九条 仙台五橋 塩釜長沢 泉黒松

仙台合同庁舎内 仙台東 仙台鈎取 仙台幸町 塩釜新浜町
仙台四郎丸 古川千手寺町 塩釜西町 仙台八木山香澄町 卸町
泉南光台 仙台長町六 仙台新田 仙台八木山本町 仙台東勝山
仙台中 泉七北田 泉向陽台 仙台西ノ平 仙台太白

仙台大和町 石巻中央一 気仙沼田中前 仙台沖野 名取増田
仙台大野田 仙台本沢 富谷富ケ丘 泉館 仙台広瀬通

仙台栄 仙台袋原 泉長命ケ丘 古川駅前 泉加茂
泉高森 石巻水明 仙台茂庭台 仙台栗生 仙台吉成

仙台泉崎 古川稲葉 汐見台 仙台貝ケ森 利府青山
仙台東二番丁 泉中央駅内 石巻双葉町 泉南中山 仙台上飯田
メルパルク仙台 仙台田子 多賀城高橋 泉八乙女駅前

秋田
秋田中央 能代 大館 本荘 鷹巣
湯沢 花輪 横手 土崎 比内
角館 角間川 大曲 増田 平鹿
二ツ井 毛馬内 仁賀保 刈和野 新屋
和田 森岳 琴丘 船越 八郎潟
男鹿 十二所 象潟 大湯 秋田通町

秋田牛島 小坂 駒形 早口 田沢湖
老方 田代 十文字 下浜 秋田中通一
向能代 横手鍛冶町 岩城 秋田旭南 稲川

秋田楢山 大久保 秋田手形 脇本 醍醐
東能代 仁井田 追分 秋田保戸野 浜口
八森 秋田大町 大館駅前 能代駅前 秋田川尻
八幡平 花岡 男鹿中 秋田寺内 天王
上新城 里見 綴子 館合 仙南
上浜 田沢 神代 秋田中通六 秋田将軍野
西明寺 能代住吉町 横手駅前 李岱 本荘駅前

大曲駅前 小出 子吉 秋田駅前 八橋
羽後小友 羽後白岩 皆瀬 横手栄 真坂
秋田茨島 能代出戸 金川 西館 大曲栄町
土崎東 秋田県庁構内 秋田明田 秋田割山 新屋駅前

秋田新国道 大館片山 横手平城 秋田牛島東 秋田広面
秋田御所野 秋田菅野 秋田新藤田 秋田屋敷田 大館東台
大曲田町 能代風の松原 秋田外旭川  

 

 



山形
山形中央 米沢 鶴岡 酒田 村山
新庄 寒河江 長井 上山 尾花沢
天童 宮内 高畠 山形三日町 温海
狩川 南陽 大山 東根 大石田
宮宿 鼠ヶ関 余目 大塚 山辺
舟形 遊佐 豊田 藤島 左沢
本合海 手向 最上 吹浦 米沢丸の内

酒田相生町 板谷 口田沢 羽前高崎 肘折
上郷 三川 山寺 南原 舟渡

米沢松が岬 酒田日吉町 米沢中央七 温海温泉 小野川
蔵王温泉 米沢御廟 山形五日町 米沢駅前 窪田
米沢大門 山形木の実町 新庄大町 山形駅前 金井
高擶 宮内漆山 滝山 楯山 鶴岡駅前
神町 酒田駅前 羽前広野 羽前赤倉 山形諏訪

酒田今町 十六合 山形七日町二 米沢城南 沖郷
東沢 飽海大沢 新庄駅前 上山十日町 三泉

鶴岡若葉町 酒田光ヶ丘 新庄金沢町 酒田山居町 山形鈴川
由良 米沢通町 酒田東大町 山形あこや町 酒田本町

山形県庁内 酒田北新橋 寒河江島 長井中道 東根一日町
天童駅西 山形南 霞城セントラル
福島

福島中央 白河 三春 いわき 相馬
棚倉 会津若松 喜多方 二本松 石川
須賀川 郡山 川俣 小名浜 勿来
飯坂 保原 坂下 田島 猪苗代
本宮 原町 四倉 野沢 国見
広田 山都 荒海 川口 矢吹
鹿島 新地 いわき泉 東和 熱海
植田 常磐 野口英世の里 若松本町 福島東
飯野 表郷 広野 熱塩温泉 江川
郡山西 矢祭 船引 宮城 信田沢
上三寄 原 日和田 福島中町 東山
中之作 若松上町 若松栄町 若松材木町 福島置賜町

土湯温泉 喜久田 伊南 若松七日町 会津村松
八島田 岩代大森 福島栄町 郡山小原田 富久山

須賀川中町 安達 福島豊田町 白河中町 好間
西郷 三春八幡町 郡山駅前 郡山南 白水

平新川町 喜多方下町 若松駅前 大越 大玉
鏡石 文知摺 原ノ町駅前 会津高郷 平紺屋町
杉田 郡山細沼 福島曾根田 沼尻 赤井

磐城熊倉 いわき鹿島 若松東栄町 福島太田町 郡山長者
中島 佐倉 須賀川駅前 猪苗代駅前 福島渡利
久保田 福島新浜町 八幡 錦 福島南町
門田 檜枝岐 白坂 郡山麓山 堂島
鳥川 平田 富田 福島泉 四倉新町

福島三河町 喜多方駅前 郡山深沢 湯本駅前 湯野
平野 原町桜井町 会津アピオ 福島本内 郡山方八町

福島花園町 若松小田垣 内郷御厩 若松南町 裏磐梯
福島八島町 原町南町 若松山鹿町 川谷 喜多方北町
郡山希望ケ丘 相馬大手先 郡山五百淵 北沢又 三春駅前
原町本町 本宮北 三本松 芦ノ牧 喜多方桜ケ丘
いわき金山 小名浜北 若松橋本 福島県庁内 笹谷東
福島蓬莱 郡山卸町 郡山中町 郡山台新 福島吉倉

若松一箕町 郡山久留米 郡山緑ヶ丘 若松居合 郡山大槻
福島御山 郡山笹川 郡山金屋 いわき中央台 郡山荒井

福島医科大学内 郡山市役所内 新白河駅前 郡山柴宮 若松黒岩
郡山駅前大通り 若松千石町 福島野田町 郡山並木

東京都
東京中央  

 

 


