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店名  店名ヨミ  都道府県 所在地
1 伊万里浦之崎 イマリウラノサキ 佐賀県 伊万里市山代町　立岩４１２番８１
2 伊万里黒川 イマリクロカワ 佐賀県 伊万里市小黒川１３９－４０
3 伊万里大川 イマリオオカワ 佐賀県 伊万里市大川町　大川野１８８３－１
4 伊万里大坪 イマリオオツボ 佐賀県 伊万里市大坪町乙５６２番地３
5 伊万里南波多 イマリミナミハタ 佐賀県 伊万里市南波多町水留２２８５－２
6 伊万里二里 イマリニリ 佐賀県 伊万里市二里町　大里乙３番３１
7 伊万里立花 イマリタチバナ 佐賀県 伊万里市立花町字小敷山２４０４番１２０
8 嬉野塩田 ウレシノシオダ 佐賀県 嬉野市塩田町　大字久間甲９２９－１２
9 嬉野温泉 ウレシノオンセン 佐賀県 嬉野市嬉野町　大字下宿乙５５２

10 ＪＲ佐賀駅 ジェイアールサガエキ 佐賀県 佐賀市駅前中央１丁目１１－１０
11 佐賀駅バスセンター サガエキバスセンター 佐賀県 佐賀市駅前中央１丁目４２番地
12 佐賀駅南口 サガエキミナミクチ 佐賀県 佐賀市駅前中央１丁目９－１
13 佐賀駅北 サガエキキタ 佐賀県 佐賀市駅前中央２丁目１番５号
14 佐賀嘉瀬扇町 サガカセオウギマチ 佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字扇町２５０１番４
15 佐賀高木瀬長瀬 サガタカギセナガセ 佐賀県 佐賀市高木瀬町大字長瀬１７５７番１
16 佐賀諸富 サガモロドミ 佐賀県 佐賀市諸富町　大字山領８０６－６
17 佐賀県庁 サガケンチョウ 佐賀県 佐賀市城内一丁目１番５９号　地下１階
18 佐賀神園 サガカミゾノ 佐賀県 佐賀市神園六丁目４番３２号
19 佐賀西与賀 サガニシヨカ 佐賀県 佐賀市西与賀町大字厘外１４６４番１
20 佐賀鹿江 サガカノエ 佐賀県 佐賀市川副町大字鹿江字四反田篭二角１００５－１１
21 佐賀川副町 サガカワソエマチ 佐賀県 佐賀市川副町大字南里８１３番７
22 佐賀多布施 サガタフセ 佐賀県 佐賀市多布施二丁目４番１６号
23 佐賀大和インター サガヤマトインター 佐賀県 佐賀市大和町　大字久池井２５８７－７
24 佐賀鍋島四丁目 サガナベシマヨンチョウメ 佐賀県 佐賀市鍋島４丁目１－３
25 佐賀富士 サガフジ 佐賀県 佐賀市富士町大字下熊川字原田６５番１
26 佐賀兵庫瓦町 サガヒョウゴカワラマチ 佐賀県 佐賀市兵庫町瓦町４１３番７
27 うえむら病院 ウエムラビョウイン 佐賀県 佐賀市兵庫町大字渕１９０６－１
28 みやき西島 ミヤキニシジマ 佐賀県 三養基郡みやき町大字西島１３２０－１
29 基山宮浦 キヤマミヤウラ 佐賀県 三養基郡基山町大字宮浦９７－１２
30 基山長野 キヤマナガノ 佐賀県 三養基郡基山町長野１０４５－１
31 佐賀上峰 サガカミミネ 佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所１５５０番１
32 上峰加茂 カミミネカモ 佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所１７５７－８
33 鹿島高津原 カシマタカツハラ 佐賀県 鹿島市大字高津原四本松５０４１番
34 鹿島能古見 カシマノゴミ 佐賀県 鹿島市大字納富分１０７０－２
35 積文館書店三日月 セキブンカンショテンミカヅキ 佐賀県 小城市三日月町長神田２３５６番地
36 東脊振インター ヒガシセフリインター 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町大曲字鶴の森１１４４番１
37 吉野ヶ里立野 ヨシノガリタテノ 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町立野５７７番１
38 神埼日の隈 カンザキヒノクマ 佐賀県 神埼市神埼町尾崎４１６９－１８
39 神埼本告牟田 カンザキモトオリムタ 佐賀県 神埼市神埼町本告牟田７３７－５
40 西有田大木 ニシアリタオオキ 佐賀県 西松浦郡有田町大木宿乙２１１４番３
41 有田三代橋 アリタミダイバシ 佐賀県 西松浦郡有田町南原字天神森甲４６０－１他３筆
42 佐賀多久南 サガタクミナミ 佐賀県 多久市多久町１７０９－２７
43 鳥栖あさひ新町 トスアサヒシンマチ 佐賀県 鳥栖市あさひ新町８２１番２８
44 ＪＲ鳥栖駅 ジェイアールトスエキ 佐賀県 鳥栖市京町７０９番地
45 ＪＲ新鳥栖駅 ジェイアールシントスエキ 佐賀県 鳥栖市原古賀町一本松２１９－３
46 鳥栖轟木町 トストドロキマチ 佐賀県 鳥栖市轟木町二本松１５９７－１
47 鳥栖酒井西町 トスサカイニシマチ 佐賀県 鳥栖市酒井西町６８３番１
48 鳥栖藤木町 トスフジノキマチ 佐賀県 鳥栖市藤木町２４４９番地
49 鳥栖弥生が丘 トスヤヨイガオカ 佐賀県 鳥栖市弥生が丘２丁目１７番地
50 唐津久里 カラツクリ 佐賀県 唐津市久里２４２３番７
51 唐津中原 カラツナカバル 佐賀県 唐津市原字笹原１３９５－１
52 唐津佐志 カラツサシ 佐賀県 唐津市佐志３８４－２
53 唐津菜畑 カラツナバタケ 佐賀県 唐津市菜畑４０７０－１
54 ＪＲ唐津駅 ジェイアールカラツエキ 佐賀県 唐津市新興町２９３５－１
55 唐津市役所前 カラツシヤクショマエ 佐賀県 唐津市西城内１－３
56 唐津千々賀 カラツチチカ 佐賀県 唐津市千々賀６５１
57 唐津相知町 カラツオウチチョウ 佐賀県 唐津市相知町相知字畑田３１７９－６
58 鎮西岩野 チンゼイイワノ 佐賀県 唐津市鎮西町岩野３７２－２
59 東唐津 ヒガシカラツ 佐賀県 唐津市東唐津４－９－２０
60 唐津海岸通 カラツカイガンドオリ 佐賀県 唐津市二タ子三丁目１４番２０号
61 切木 キリゴ 佐賀県 唐津市肥前町万賀里川９４－２
62 唐津バイパス干居 カラツバイパスヒツバル 佐賀県 唐津市浜玉町　横田下９４７
63 唐津浜玉町 カラツハマタマチ 佐賀県 唐津市浜玉町南山字樋口２２１１－１
64 太良 タラ 佐賀県 藤津郡太良町大字糸岐１６６３－２
65 藤津太良 フジツタラ 佐賀県 藤津郡太良町大字多良１８４８－１
66 武雄山内バイパス タケオヤマウチバイパス 佐賀県 武雄市山内町　大字犬走６７２８
67 山内大野 ヤマウチオオノ 佐賀県 武雄市山内町大野明覚７２８４
68 武雄北方インター タケオキタガタインター 佐賀県 武雄市朝日町　甘久３５２０－１


