
都道府県 市区町村 担当営業所 フリーダイヤル
愛知県

愛西市
JR関西本線以北（福原新田町以外） 津島 0120-985-721
JR関西本線以南 港 0120-985-711
福原新田町 桑名 0120-985-341

愛知郡 東郷町 天白 0120-985-713

海部郡
大治町 中村 0120-985-723
蟹江町、飛島村 港 0120-985-711

あま市
旧海部郡七宝町、美和町 津島 0120-985-721
旧海部郡甚目寺町 中村 0120-985-723

安城市 刈谷 0120-985-620
一宮市 一宮 0120-985-730

稲沢市
平和町以外 一宮 0120-985-730
平和町 津島 0120-985-721

犬山市 小牧 0120-985-752
岩倉市 小牧 0120-985-752
大府市 緑 0120-985-760
岡崎市 岡崎 0120-985-610
尾張旭市 旭名東 0120-985-717
春日井市 春日井 0120-985-750
蒲郡市 岡崎 0120-985-610
刈谷市 刈谷 0120-985-620
北設楽郡 設楽町、東栄町、豊根村 新城 0120-985-631
北名古屋市 北 0120-985-720

清須市
旧西春日井郡春日町以外 中村 0120-985-723
旧西春日井郡春日町 北 0120-985-720

江南市 小牧 0120-985-752
小牧市 小牧 0120-985-752
新城市 新城 0120-985-631
瀬戸市 旭名東 0120-985-717
高浜市 刈谷 0120-985-620
田原市 田原 0120-985-636
知多郡 阿久比町、武豊町、東浦町、美浜町、南知多町 半田 0120-985-740
知多市 常滑 0120-985-741
知立市 刈谷 0120-985-620
津島市 津島 0120-985-721
東海市 緑 0120-985-760
常滑市 常滑 0120-985-741
豊明市 緑 0120-985-760
豊川市 豊川 0120-985-632
豊田市 豊田 0120-985-640
豊橋市 豊橋 0120-985-633
長久手市 旭名東 0120-985-717

名古屋市

熱田区、昭和区、瑞穂区 熱田 0120-985-710
中川区、港区 港 0120-985-711
天白区 天白 0120-985-713
名東区、守山区 旭名東 0120-985-717
北区、西区 北 0120-985-720
中村区（JR東海道本線以西） 中村 0120-985-723
千種区、中区、中村区（JR東海道本線以東）、東区 中 0120-985-729
緑区、南区 緑 0120-985-760

西尾市 西尾 0120-985-621
西春日井郡 豊山町 北 0120-985-720
日進市 天白 0120-985-713
丹羽郡 大口町、扶桑町 小牧 0120-985-752
額田郡 幸田町 岡崎 0120-985-610
半田市 半田 0120-985-740
碧南市 刈谷 0120-985-620
みよし市 豊田 0120-985-640

弥富市
JR関西本線以北 津島 0120-985-721
JR関西本線以南 港 0120-985-711

三重県 伊賀市 伊賀 0120-985-311
伊勢市 伊勢 0120-985-330
員弁郡 東員町 桑名 0120-985-341
いなべ市 桑名 0120-985-341
尾鷲市 尾鷲 0120-985-321
亀山市 鈴鹿 0120-985-342
熊野市 尾鷲 0120-985-321
桑名郡 木曽岬町 桑名 0120-985-341
桑名市 桑名 0120-985-341
北牟婁郡 紀北町 尾鷲 0120-985-321
志摩市 志摩 0120-985-331
鈴鹿市 鈴鹿 鈴鹿 0120-985-342
多気郡 松阪 0120-985-320

津市
下記以外 津 0120-985-310
旧安芸郡芸濃町 鈴鹿 0120-985-342
美杉町太郎生 伊賀 0120-985-311

鳥羽市 伊勢 0120-985-330
名張市 伊賀 0120-985-311
松阪市 松阪 0120-985-320

三重郡
朝日町、川越町 桑名 0120-985-341
菰野町 四日市 0120-985-340

四日市市 四日市 0120-985-340

度会郡

大紀町 松阪 0120-985-320

玉城町、南伊勢町（旧度会郡南島町）、度会町 伊勢 0120-985-330

南伊勢町（旧度会郡南勢町） 志摩 0120-985-331
岐阜県 安八郡 安八町、神戸町、輪之内町 大垣 0120-985-920

揖斐郡 池田町、揖斐川町、大野町 大垣 0120-985-920
恵那市 中津川 0120-985-941
大垣市 大垣 0120-985-920
大野郡 白川村 高山 0120-985-950
海津市 大垣 0120-985-920
各務原市 各務原 0120-985-911
可児郡 御嵩町 加茂 0120-985-931

可児市
久々利大平以外 加茂 0120-985-931
久々利大平 多治見 0120-985-940

加茂郡
川辺町、坂祝町、東白川村、白川町、八百津町（篠原以外）、七宗町 加茂 0120-985-931
富加町 関 0120-985-930
八百津町（篠原） 中津川 0120-985-941

岐阜市
旧羽島郡柳津町以外 岐阜 0120-985-910
旧羽島郡柳津町 各務原 0120-985-911

郡上市 白鳥町石徹白以外 八幡 0120-985-932
下呂市 高山 0120-985-950
関市 関 0120-985-930
高山市 高山 0120-985-950
多治見市 多治見 0120-985-940
土岐市 多治見 0120-985-940
中津川市 中津川 0120-985-941
羽島郡 笠松町、岐南町 各務原 0120-985-911

羽島市
桑原町西子藪以外 各務原 0120-985-911
桑原町西子藪 大垣 0120-985-920

飛騨市 （宮川町、小豆沢、鮎飛、打保、加賀沢、桑野、塩屋、杉原、巣納谷、戸谷、中沢上、祢宜ヶ沢上、洞、万波、山之山、神岡町を除く） 高山 0120-985-950
不破郡 関ヶ原町（今須を除く）、垂井町 大垣 0120-985-920

瑞浪市
日吉町松野以外 多治見 0120-985-940
日吉町松野 加茂 0120-985-931

瑞穂市
呂久以外 岐阜 0120-985-910
呂久 大垣 0120-985-920

美濃市 関 0120-985-930
美濃加茂市 加茂 0120-985-931
本巣郡 北方町 岐阜 0120-985-910
本巣市 岐阜 0120-985-910

山県市
下記以外 岐阜 0120-985-910
相戸、柿野、出戸、船越 関 0120-985-930

養老郡 養老町 大垣 0120-985-920
静岡県 磐田市 磐田 0120-985-241

御前崎市 掛川 0120-985-240
掛川市 掛川 0120-985-240
菊川市 掛川 0120-985-240
湖西市 新居 0120-985-254

静岡市
葵区、駿河区 静岡 0120-985-210
清水区 清水 0120-985-220

周智郡 森町 掛川 0120-985-240
島田市 島田 0120-985-231
榛原郡 川根本町、吉田町 島田 0120-985-231

浜松市

下記以外 浜松 0120-985-250

北区の一部（旧引佐郡引佐町、旧細江町、旧三ケ日町） 細江 0120-985-255

東区の一部（東名高速道路以北）、浜北区、天竜区 浜北 0120-985-256

袋井市
旧磐田郡浅羽町以外 掛川 0120-985-240
旧磐田郡浅羽町 磐田 0120-985-241

藤枝市 藤枝 0120-985-230
富士市 旧庵原郡富士川町 清水 0120-985-220
富士宮市 旧富士郡芝川町（内房） 清水 0120-985-220
牧之原市 島田 0120-985-231
焼津市 藤枝 0120-985-230

長野県 安曇野市 安曇野 0120-984-535
飯田市 飯田 0120-984-550
飯山市 飯山 0120-984-514
伊那市 伊那 0120-984-551
上田市 上田 0120-984-520
大町市 大町 0120-984-531
岡谷市 諏訪 0120-984-540

上伊那郡
飯島町、中川村、宮田村、南箕輪村、箕輪町 伊那 0120-984-551
辰野町 諏訪 0120-984-540

上高井郡 小布施町、高山村 長野 0120-984-510
上水内郡 飯綱町、信濃町、小川村 長野 0120-984-510

木曽郡 上松町、木曽町、南木曽町、王滝村、大桑村、木祖村 木曽福島 0120-984-532

北安曇郡 池田町、松川村、小谷村、白馬村 大町 0120-984-531

北佐久郡
御代田町、軽井沢町 佐久 0120-984-522
立科町 上田 0120-984-520

駒ヶ根市 伊那 0120-984-551
小諸市 佐久 0120-984-522
佐久市 佐久 0120-984-522

塩尻市
旧木曽郡楢川村以外 松本 0120-984-530
旧木曽郡楢川村 木曽福島 0120-984-532

下伊那郡 阿智村、売木村、大鹿村、下條村、喬木村、高森町、天龍村、根羽村、平谷村、松川町、泰阜村、阿南町、豊丘村 飯田 0120-984-550

下高井郡 木島平村、野沢温泉村、山ノ内町 飯山 0120-984-514
下水内郡 栄村 飯山 0120-984-514
須坂市 長野 0120-984-510
諏訪郡 下諏訪町、原村、富士見町 諏訪 0120-984-540
諏訪市 諏訪 0120-984-540
小県郡 長和町、青木村 上田 0120-984-520
千曲市 篠ノ井 0120-984-512
茅野市 諏訪 0120-984-540

東御市
旧北佐久郡北御牧村 佐久 0120-984-522
旧小県郡東部町 上田 0120-984-520

中野市 飯山 0120-984-514

長野市
犀川以北 長野 0120-984-510
犀川以南 篠ノ井 0120-984-512
旧上水内郡信州新町 篠ノ井 0120-984-512

埴科郡 坂城町 上田 0120-984-520

東筑摩郡
麻績村、筑北村、生坂村 安曇野 0120-984-535
山形村、朝日村 松本 0120-984-530

松本市
下記以外 松本 0120-984-530
旧東筑摩郡四賀村、旧南安曇郡梓川村 安曇野 0120-984-535

南佐久郡 川上村、北相木村、小海町、南相木村、南牧村、佐久穂町 佐久 0120-984-522


