
令和5年4月末現在

都道府県

ヒルトン名古屋 シティホテル名古屋中村 大須サンマルイチ

大須万松寺ビル 新栄雲竜ＦＬＥＸビル 錦ワシントンホテルプラザ

名古屋ルーセントタワー メルパルク名古屋 近鉄パッセ名駅

広小路ＹＭＤビル錦 セントラルタワーズデパート棟 金山ワシントンホテル

スターヒルズ星ケ丘 地下鉄徳重 銀波荘西浦

藤田坂文種病院尾頭橋 蒲郡三谷ホテル明山荘 ヨシヅヤ津島本店

ヨシヅヤ宮脇町 イオン守山 名駅エフワンビル

名古屋名城大学タワー７５ ヨコタビル泉 中川コロナ

愛大新名古屋キャンパス平池 豊橋カルミヤ 地下鉄ナゴヤドーム前矢田

名鉄小牧駅 豊田ティーフェイスＡ館 リニモ藤が丘駅間隧道

地下鉄名古屋中央 ケーズデンキ名古屋北 ウインズ名古屋新棟尾頭橋

伊良湖ビューホテル渥美 一宮アスティ 三好カントリー

ナゴヤドーム 三交イン名古屋新幹線口名駅 東名阪植田掘割

イオンモール扶桑 中京ＧＣ豊田 スマホラウンジクリスタル広場栄

守山トンネル クレバビル錦 ｄｇａｒｄｅｎ名古屋栄

シャインシグマ錦 ヴェルサウォーク西尾 ウィル愛知

千種猪子石ライフタウンアスティ クラシティ半田 西友御器所名古屋

テレピアホール東桜 たての街錦 モゾワンダーシティ

名古屋名鉄セブン館 イオンモール名古屋茶屋 名古屋パルコ南館

イオンモール熱田 名駅コンコース イオンモール岡崎

名古屋パルコ西館 名古屋パルコ東館 豊田スタジアム

ラシック栄 ポートウォークみなと当知 愛知県産業労働センター展示場名駅

名鉄小牧線小牧駅間隧道 伊良湖シーパークＡＮＤスパ グランドボウル大高

名古屋松坂屋南館 名鉄小牧線上飯田味鋺駅間隧道 イオンナゴヤドーム前矢田南

新東名鳳来乗本トンネル イオンモール常滑 リーフウォーク稲沢長野

新大名古屋ビルヂング名駅 ＪＰタワー名古屋 ベストブライダルささしま

ラスパ太田川 セントレア旅客ターミナル 新第二豊田ビル名駅

八千代病院安城 刈谷ハイウェイオアシス 東横イン安城箕輪

名古屋スカイル 岡崎市民病院診療棟高隆寺 ドコモショップ豊田美里

名鉄イン名古屋駅西 名古屋掖済会病院新病棟 名古屋三越栄

アピタ岩倉 イオンモール長久手 ドコモショップ瑞穂堀田通

ドコモショップ今池 ドコモショップ新瑞 春日井少年自然の家

ドコモショップ豊川正岡 ドコモショップ安城 ドコモショップ中小田井

ドコモショップ稲沢駅東 ドコモショップ豊橋牛川 ドコモショップ豊橋二川

千種サンクレア池下 ドコモショップ千代田橋 ドコモショップ常滑

ドコモショップ東浦 ドコモショップ豊田西 ドコモショップ岩塚

ドコモショップ名古屋駅前 ドコモショップ大府 ドコモショップ豊田山之手

グローバルゲート笹島 ドコモショップ小牧 ドコモショップ岡崎小呂

ドコモショップ幸田 ドコモショップ桜山 ドコモショップ豊橋

ドコモショップ武豊 ドコモショップ南陽茶屋 ドコモショップ碧南

ドコモショップ豊田梅坪 ドコモショップ中村 ドコモショップ植田焼山

ドコモショップ稲沢 ドコモショップイオンタウン弥富 ドコモショップ大須

ドコモショップエアポートウォーク名古屋 ドコモショップ春日井北 ドコモショップエアポートウォーク

ドコモショップ緑 ドコモショップ春日井鳥居松 ドコモショップ半田乙川

ドコモショップ道徳 ドコモショップ金山 ドコモショップ一宮中央

ドコモショップ安城南 ドコモショップ新城 ドコモショップイオンタウン刈谷

ドコモショップ神の倉 ＪＲゲートタワー名駅 ドコモショップ瀬戸

ドコモショップカインズ大高インター ドコモショップ蒲郡駅北 名古屋市国際展示場第一

ドコモショップ長久手 ドコモショップ浄心 ドコモショップ三河高浜

ドコモショップ千音寺アズパーク ドコモショップ笠寺 ドコモショップイオンタウン熱田千年

ドコモショップ名東極楽 名古屋メルサメンズ館 ドコモショップ瀬戸共栄通

豊橋マスヤビル ヤマサフード豊橋 錦三グルメビル

ドコモショップ西尾 名鉄イン名古屋錦ホテル ドコモショップ清須

ドコモショップ日進 ドコモショップ中川１号線 ドコモショップ田原

ドコモショップ豊橋南 ドコモショップ西尾シャオ お江戸本店豊橋松葉町

ドコモショップ扶桑 ドコモショップ甚目寺 ドコモショップ黒川

ドコモショップ港甚兵衛通り ドコモショップ岩倉 ドコモショップ一宮南

愛知県警本部 ドコモショップ豊田住吉 ドコモショップ前後

施設名
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ドコモショップ高畑 ドコモショップ桶狭間 ドコモショップ一宮西

ドコモショップ大曽根 ドコモショップ岡崎北 ドコモショップ蒲郡

ドコモショップ刈谷 ドコモショップ一宮 ドコモショップ高蔵寺

ドコモショップ岡崎緑丘 ドコモショップ西春

ドコモショップ新津島 ドコモショップ東海市 ドコモショップ尾張旭

ドコモショップ平針 丸善名古屋本店

ドコモショップ豊川西 ヤマダ電機テックランド名古屋港 ドコモショップ豊川

ヤマダ電機岡崎 ドコモショップ江南 ドコモショップ江南高屋

ドコモショップ港 栄グローブ 名古屋松坂屋北館

ドコモショップ木曽川 ドコモショップ名東平和が丘 トヨタ記念病院

ドコモショップ新守山 ドコモショップヒルズウォーク徳重 イオンスタイル豊田

プリオ１豊川 イケア長久手 キタラ豊田

ヨシヅヤ名西 岡崎ウィングタウン 名古屋名鉄百貨店

プライムツリー赤池 シャオ西尾 アピタ緑

アピタ蒲郡 ピアゴ印場尾張旭 アピタ向山

アピタ木曽川 アピタ東海通 岡崎シビコ

ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ東海通 愛知大学車道 名古屋松坂屋本館

藤田保健衛生大学病院Ｂ棟豊明 イトーヨーカドー知多 愛知東邦大学名東

松風園蒲郡 竜宮ホテル吉良 錦二丁目計画再開発

藤田保健衛生大学病院放射線棟 ヨシヅヤ佐屋須依 西友岡崎

エディオン安城 パルネス前後１号館 岡崎コムタウン

蒲郡クラシックホテル エディオン豊田本店 蒲郡平野屋

グリーンシティ豊田 中小企業大瀬戸 湯ーとぴあ宝前浜通

名古屋ドーム安室 西友高針名古屋 西友鳴海名古屋

メッツ大曽根 ジブリパーク展示場 グランドティアラ安城

テラッセ納屋橋 名古屋工学院一号館 エディオン日進竹の山

豊橋駅東口地下通路 名鉄新一宮ビル アピタ千代田橋

豊橋創造大学 小牧桃花台タウンセンタ サンマルシェ春日井

名古屋ナディアパーク 愛知大学名古屋キャンパス本館 名古屋三越星ケ丘

パレマルシェ西春北名古屋 パワードーム半田 稲沢パールシティ

日本福祉大学半田キャンパス ヤマダ電機名古屋本店 地下鉄相生山隧道

愛知医科大学病院長久手 アピタ稲沢 アピタ阿久比

ららぽーと名古屋みなとアクルス フライトオブドリームズ常滑 フォーポイントバイシェラトン名古屋常滑

ドコモショップ知多 ドコモショップなるみ鹿山 中部国際空港セントレアホテル

レゴランドジャパンホテル名古屋港 ホテルカンパーナ名古屋 ドコモショップ岡崎南

県営名古屋空港 ドコモショップ蟹江インター ドコモショップ小牧田県

イオン瀬戸みずの メグリア本店豊田 ドコモショップ河和

ニッセイ名古屋駅西ビル 御園座ビル伏見 イオンモール豊川

ヨシヅヤ清洲 名古屋伏見地下街 ヨシヅヤ弥富

ドコモショップ守山志段味 名古屋名鉄メンズ館 ＭＤラグーナベイコート倶楽部

愛知大学豊橋 イオン小牧 名古屋港水族館

アピタ知立 名古屋工業大学御器所 イオン豊橋南

イオン春日井 イオンモール東浦 イオン三好

猿投山トンネル ドコモショップ犬山 名古屋市国際展示場

豊田ティーフェイスＢ館 イオン新瑞橋菊住 愛知県国際展示場常滑

セントレア新ターミナル ＪＴ愛知県国際展示場常滑 愛知県国際展示場常滑

豊田スタジアムＵ２３ 名鉄豊田線浄水駅 名古屋観光ホテル

アズパーク中川 豊田スタジアムＵ２１ 豊田スタジアムＵ２２

イオンモール木曽川 名古屋市科学館栄 ヒルトン名古屋第２

豊田工業大学南棟久方 藤田医科大学岡崎医療センター ｄｇａｒｄｅｎ東刈谷

東横イン名古屋駅新幹線口 名古屋市立東部医療センター新棟 日赤愛知災害管理センター

ドコモショップ藤が丘西 ミッドランドスクエア名古屋 イオンノリタケガーデン

地下鉄本山隧道 地下鉄本山 地下鉄六番町
地下鉄今池ＣＲＦ第１ 地下鉄六番町隧道 地下鉄港区役所隧道
地下鉄今池隧道第１ 地下鉄港区役所 エディオン豊橋
ＣＹＢマリオット名古屋 ドコモショップ吉良 名古屋市立大学病院

豊田厚生病院 アーバンネットネクスタビル アピタ新守山

ららぽーと東郷 西部医療センター 東海道星越山トンネル

名古屋市国際展示場Ｃ施設 中村区役所等複合庁舎

愛知県
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高山グリーンホテル本館 イオン柳津 ケーズデンキ美濃加茂

ケーズデンキ高山 国道高山国府トンネル 名店街ビル岐阜

飛騨トンネル アルファーワン高山 根尾うすずみ温泉

じゅうろくプラザ岐阜 モレラ岐阜本巣 イオン各務原

コストコ岐阜羽島倉庫店 ホテル水明館下呂 ドコモショップ高富

ドコモショップ海津 ドコモショップ下呂 ドコモショップ美濃加茂

ドコモショップ中津川 ドコモショップ揖斐大野 ドコモショップ美濃

ドコモショップ大垣バイパス ドコモショップ大垣 ドコモショップ郡上八幡

ドコモショップ各務原 ドコモショップ岐南三宅 ドコモショップ岐阜加納

土岐プレミアムアウトレット ドコモショップ関マーゴ ドコモショップ岐阜長森

ドコモショップ関口 ドコモショップラスパ御嵩 多治見インターモール

ドコモショップ岐阜オーキッドパーク ドコモショップ養老 ドコモショップ大垣インター

ピアゴ多治見 ドコモショップ羽島 ドコモショップ恵那

ドコモショップ岐阜正木 ドコモショップ岐阜 ドコモショップ北方

アピタ飛騨高山国府 ドコモショップ可児広見 アピタ各務原

イオンタウン美濃 ひだホテルプラザ ドコモショップ土岐

マーサ岐阜東館 エディオン大垣ベルプラザ 恵那峡国際ホテル

アクアウォーク大垣 アピタ美濃加茂 ＭＥＧＡドンキホーテ美濃加茂

ドコモショップ瑞浪 ドコモショップ大垣西 マーサ岐阜西館

ドコモショップリバーサイド高山 ドコモショップ高山 ドコモショップ多治見

高山グリーンホテル新館 中央自動車道恵那峡ＳＡ下り イオン大垣南外野

飛騨宮川成手山トンネル北 岐阜大学医学部附属病院 ドコモショップイオンタウン本巣

野口トンネル ドコモショップ各務原鵜沼 東急ステイ高山

新久尻第１トンネル 長良医療センター エディオン高山

梅谷片山トンネル 簡自白川柿ケ野トンネル北

イオンモール土岐 新虎渓トンネル

柳ケ瀬グラッスル３５

ＪＲ静岡駅 アピタ静岡 ミューズ肴町ビル浜松

浜松Ｃビル 日本平ホテル馬走 松坂屋静岡北館

ホテルアソシア静岡 ベルシティ裾野 焼津浜当目ホテルアンビア松風閣

川奈ホテル エクシブ初島 新東名粟ケ岳トンネル

静岡済生会総合病院 エコパアリーナ袋井 新東名内牧トンネル

ノジマ沼津 三島グランフィールズ 富士チサンＣＣ芝川

浜松シーサイドＧＣ磐田 ノジマ伊東 新沼津ＣＣ

ファイブハンドレッド裾野 新東名富士川トンネル 新東名富士宮トンネル

日本坂トンネル第２ 浜松医療センター クニヨシ紺屋町ビル

カプチーノビル紺屋町 日本坂トンネル 静岡ガンセンター

静岡ガンセンター病院本棟長泉 ららぽーと磐田 コンベンション沼津

ホテル伊豆急下田 下田ビューホテル ホテルジャパン下田

ニューアカオロイヤルウイング熱海 伊豆熱川温泉ファミリーホテル開春楼 ニューアカオ熱海

イトーヨーカドー三島 サントムーンアネックス清水 下田プリンスホテル

サントムーン柿田川清水 西友沼津 東名高速道路足柄ＳＡ上り

東名高速道路足柄ＳＡ下り 浜松コンコルドホテル 伊東園ホテル熱海館

ホテルクラウンパレス浜松 ドコモショップ掛川大池 ドコモショップ湖西

川口ビル清水高橋 ドコモショップ佐鳴台 ドコモショップ御殿場Ｒ２４６

ドコモショップ三島函南 ドコモショップ藤枝 ドコモショップ富士南

ドコモショップ浜北 ドコモショップ三島 ドコモショップ裾野

ドコモショップ三方原 ドコモショップあずきもち ドコモショップ藤枝東

ドコモショップ磐田 ドコモショップ静岡南 ドコモショップ沼津八間通り

ドコモショップ浜松富塚 ドコモショップ沼津リコー通り ドコモショップ富士宮

ドコモショップ磐田上岡田 ドコモショップ大仁 ドコモショップ浜松市野

ドコモショップ静岡安東 ドコモショップ袋井 ドコモショップ天竜

ドコモショップ浅羽パディ ドコモショップ下田 ドコモショップ熱海

ドコモショップ吉田インター ドコモショップ菊川 熱海ニューフジヤホテル

ドコモショップ東新田 ドコモショップ浜岡 ヤマダ電機浜松本店

伊豆今井浜病院新棟河津 ドコモショップ新北街道 ドコモショップ浜松東

ドコモショップ宮北 ドコモショップ清水花みずき通り アピタ磐田

ドコモショップ昭府 ららぽーと沼津 ドコモショップさんじの

ドコモショップ清水 ドコモショップ島田 ドコモショップ焼津南

ドコモショップみろく ドコモショップ清水Ｒ１号 アピタ浜松初生

ドコモショップ富士厚原 アピタ島田 ドコモショップ富士今泉

浜松医科大学附属病院外来棟 静岡ペガサート ドコモショップ掛川宮脇

三遠道路三遠トンネル サゴーロイヤルホテル浜松 ホテル御殿場館２１

ドコモショップ浜松志都呂 天遊西伊豆 アピタ吉原

エディオン浜松半田 海辺のかくれ湯清流西伊豆 アクーユ三四郎西伊豆

沼津リバーサイドホテル 清水シティホテル サンハトヤ伊東

岐阜県

静岡県
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堂ケ島温泉ホテル西伊豆 静岡医療福祉センター ドコモショップ長泉

ハトヤホテル伊東 静岡伊勢丹 遠鉄百貨店新館浜松

松坂屋静岡本館 長岡総合会館伊豆の国 静岡東海大学

遠鉄百貨店浜松 プレ葉ウォーク浜北 あたみ大月ホテル

大仁ホテル伊豆の国 イオンモール浜松志都呂 静岡県立大学静岡駿河

エディオン伊東 ホテルリゾーピア熱海 ヤマダ電機浜北

マークイズ静岡 ＫＫＲホテル社員寮熱海 浜名湖レークサイドプラザ三ケ日

アルファワン三島 イトーヨーカドー静岡 ドコモショップ御殿場

ビックカメラ浜松 新静岡セノバ ＫＫＲホテル熱海

ドコモショップ浜松有玉 ドコモショップ静岡池田 ドコモショップ藤枝青島

十国峠レストハウス イオンモール浜松市野天王 イオン清水

富士山静岡空港 ドコモショップ伊東 浜松駅ビルメイワン

ドコモショップ浜松中央 静岡マルイ 静岡パルコ

静岡モディ 新幹線蒲原トンネル イオン袋井

焼津グランドホテル 熱海パールスターホテル 静岡パルシェ

ドコモショップ焼津 新東名寺島トンネル 掛川東病院

静岡県立総合病院 富士スピードウェイピットビル 島田市民病院

磐田市立総合病院 クロスガーデン富士中央店 富士スピードウェイＰＢ

静岡エコパ 東海道石部トンネル 伊豆ベロドローム

東海道牧の原トンネル コジマビックカメラ静岡 ノジマ長泉

富士ＳＰＤＷホテル イオン富士宮

ヤマダ静岡国吉田

三重大学病院病棟津江戸橋 三重県総合文化センタ イオンモール桑名２番街

伊勢赤十字病院伊勢船江 戸田家鳥羽 ケーズデンキ松阪

鳥羽水族館 鳥羽シーサイドホテル 津センターパレス

イオン大安 多度カントリー セブンスリーゴルフクラブ嬉野

涼仙ゴルフ倶楽部員弁 トーシンプリンスビルＧＣ津 タラサ志摩鳥羽

アクアヴィラ伊勢志摩大王 ハートピア長島 神宮会館伊勢宇治中之切

セレクトグランド伊勢志摩 伊勢志摩ロイヤルホテル プライムリゾート賢島

阿児アリーナ 賢島宝生苑 海の蝶伊勢

志摩観光ホテルベイスイート 志摩観光ホテルクラシック 伊勢サンアリーナ

イオン阿児 紀勢荷坂トンネル 鳥羽浦胡蝶蘭ホテル

ホテル芭新萃石鏡 ドコモショップミタス伊勢 アピタ伊賀上野

ドコモショップサーキット通り ドコモショップ松阪三雲 ドコモショップ四日市北

ドコモショップ芸濃 東名阪御在所ＳＡ上り ドコモショップ松阪

ドコモショップ鈴鹿市役所前 東名阪御在所ＳＡ下り ドコモショップ伊勢

ドコモショップ伊賀 ドコモショップ伊賀緑ケ丘 ドコモショップ桑名西

ドコモショップいなべ ドコモショップ嬉野

ドコモショップ桑名 ドコモショップアドバンスモール松阪 ドコモショップ伊勢小木

ドコモショップ久居 ドコモショップ四日市中央通り ドコモショップ明和

ドコモショップ名張蔵持 ドコモショップ四日市生桑 ドコモショップ菰野

ドコモショップ鳥羽 ドコモショップ津中央 アピタ鈴鹿

ドコモショップイオンタウン鈴鹿玉垣 エディオンイオンタウン菰野 ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ名張

アピタ名張 鈴鹿ハンター アピタ桑名

熊野市民会館 ドコモショップ津北 エディオン四日市日永

イオンモール鈴鹿 桑名市総合医療センターＦ棟 桑名市総合医療センターＧ棟

三重大学病院外来棟津江戸橋 アピタ松阪三雲 イオンモール東員

ドコモショップ志摩 ドコモショップ津 七栗記念病院津

イオンモール津みなみ イオン伊勢 イオン名張

イオン久居 イオン四日市尾平 イオン四日市北

イオン伊賀上野 イオンモール明和 イオンモール桑名３番街

イオンモール桑名１番街 三重県立総合医療センター 寒谷トンネル
新総谷トンネル ドコモショップ尾鷲 新三軒家トンネル

四日市近鉄百貨店 ドコモショップ亀山 市立伊勢総合病院

岡波総合病院 ドコモショップ名張希央台

三重県

静岡県
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