
店舗名 郵便番号 住所

お花茶屋 124-0003 東京都葛飾区お花茶屋１丁目１９

お花茶屋二丁目 124-0003 東京都葛飾区お花茶屋２丁目３番２号

亀有三丁目 125-0061 東京都葛飾区亀有３－９－７

金町六丁目 125-0042 東京都葛飾区金町６丁目２－１

東水元二丁目 125-0033 東京都葛飾区東水元二丁目７番５号

東堀切一丁目 124-0004 東京都葛飾区東堀切１丁目１２番２号

立石五丁目 124-0012 東京都葛飾区立石５－１８－１

松島四丁目 132-0031 東京都江戸川区松島４丁目４１－８

東葛西三丁目 134-0084 東京都江戸川区東葛西３丁目１１番１２号

東京湾岸警察署前 135-0064 東京都江東区青海２丁目７－４ｔｈｅＳＯＨＯ

大島五丁目 136-0072 東京都江東区大島５－３２－１２

大島中央銀座 136-0072 東京都江東区大島５丁目１１－２

Ｋ２潮見一丁目 135-0052 東京都江東区潮見１－５－６

東雲橋 135-0062 東京都江東区東雲１－１０－１８

東砂七丁目 136-0074 東京都江東区東砂七丁目１９番５号

南砂六丁目店 136-0076 東京都江東区南砂６－１－６

清澄白河駅前 135-0021 東京都江東区白河１－６－１２

白河二丁目 135-0021 東京都江東区白河２－７－８

アネックス豊洲 135-0061 東京都江東区豊洲４－８－８

有明フロンティア 135-0063 東京都江東区有明３－７－２６－１０６

芝浦二丁目 108-0023 東京都港区芝浦２丁目１５－２

新橋四丁目 105-0004 東京都港区新橋４丁目１９－４コンシェリア新橋

赤坂一丁目 107-0052 東京都港区赤坂１丁目７－１９

日枝神社前 107-0052 東京都港区赤坂３丁目５－５

メトロ外苑前 107-0061 東京都港区北青山２－５－８青山ＯＭ－ＳＱＵＡＲＥ

西尾久一丁目 116-0011 東京都荒川区西尾久１丁目１１－８

兼升西尾久 116-0011 東京都荒川区西尾久７－５－８

丸善日暮里 116-0014 東京都荒川区東日暮里６丁目３８－１１

荒川東尾久 116-0012 東京都荒川区東尾久３丁目８－１４

南千住四丁目 116-0003 東京都荒川区南千住４丁目９－１

南千住八丁目 116-0003 東京都荒川区南千住８－４－５

恋ヶ窪 185-0003 東京都国分寺市戸倉１－１－４

国立駅北 185-0034 東京都国分寺市光町１丁目４３－１

国分寺弁天通り 185-0035 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５

国分寺西恋ヶ窪 185-0013 東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７

海田西国分寺 185-0024 東京都国分寺市泉町３－６－３

柚木国分寺南町 185-0022 東京都国分寺市東元町１－１３－１０

国分寺東恋ヶ窪 185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６－４６

国分寺南町三丁目 185-0021 東京都国分寺市南町３－１５－６

国分寺本多五丁目 185-0011 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１

国分寺本町三丁目 185-0012 東京都国分寺市本町３－８－１２

西武国分寺駅前 185-0012 東京都国分寺市本町４－１－１８

狛江駅南 201-0014 東京都狛江市東和泉１－１５－５

渋谷宇田川交番前 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３２－１５

恵比寿四丁目 150-0013 東京都渋谷区恵比寿４丁目９－１１

渋谷二丁目 150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目９－９

渋谷ＮＨＫ前 150-0047 東京都渋谷区神山町６－４ラビアンヌビル１階



千駄ヶ谷鳩森 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１６－１０

初台交差点前 151-0053 東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ

参宮橋駅前 151-0053 東京都渋谷区代々木４丁目２－３

サンズ東小金井駅北口 184-0002 東京都小金井市梶野町５丁目２－３６モーゼビル１Ｆ

小金井貫井南町 184-0014 東京都小金井市貫井南町２－１－１３

小金井中大附属前 184-0015 東京都小金井市貫井北町３丁目－３０

小金井桜町三丁目 184-0005 東京都小金井市桜町三丁目１番６号

小金井東八通り 184-0013 東京都小金井市前原町１丁目６２１－２

中川小金井北 184-0004 東京都小金井市本町５－１５－９

武蔵小金井本町 184-0004 東京都小金井市本町六丁目１３番１４号

東小金井 184-0003 東京都小金井市緑町２－２

小金井北大通り 184-0003 東京都小金井市緑町２丁目１－２８

小金井法政大学前 184-0003 東京都小金井市緑町２丁目１６－３１

宮沢町一丁目 196-0024 東京都昭島市宮沢町１－２０－８

昭島諏訪松中通り 196-0024 東京都昭島市宮沢町４８４－３

昭島玉川町 196-0034 東京都昭島市玉川町５丁目１０－３２

拝島駅南口 196-0003 東京都昭島市松原町４丁目１４－６

昭島中神町 196-0022 東京都昭島市中神町１２９４－１

昭島東文化通り 196-0022 東京都昭島市中神町１３８８－３

中神駅前 196-0025 東京都昭島市朝日町１丁目６－１原茂ビル

昭島田中町団地入口 196-0014 東京都昭島市田中町２丁目２３番９

昭島田中町 196-0014 東京都昭島市田中町一丁目２１－２

昭島小荷田 196-0002 東京都昭島市拝島町３－２－２

昭島美堀町 196-0001 東京都昭島市美堀町４－１３－４１

西武拝島 196-0001 東京都昭島市美堀町５－２１－２

昭島武蔵野 196-0021 東京都昭島市武蔵野三丁目１０番８号

昭島緑町 196-0004 東京都昭島市緑町２丁目１－１７

日本青年館 160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号

新宿新都心 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２０－２

エステック情報ビル 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１

新宿損保ジャパン 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２６－１

新宿ワシントンホテル 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２－９ワシントンホテル

東京オペラシティ 163-1490 東京都新宿区西新宿３ー２０ー２東京オペラシティタワーＢ１

新宿アイタウン 163-1301 東京都新宿区西新宿６－２１－１

西新宿青梅街道 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目１１－１８・７１１ビルディング

西新宿五丁目 160-0023 東京都新宿区西新宿五丁目１０番１４号小野木ビル・西新宿

西落合 161-0031 東京都新宿区西落合１－３１－１９

新宿西落合三丁目 161-0031 東京都新宿区西落合３丁目２３－１

新宿中落合三丁目 161-0032 東京都新宿区中落合３－２４－９

中落合三丁目目白通り 161-0032 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３丸正タケダビル

新宿税務署通り 169-0074 東京都新宿区北新宿１丁目３５－３

北新宿大久保通り 169-0074 東京都新宿区北新宿３丁目１－４

阿佐谷南三丁目 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１

杉並阿佐谷南口 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４

阿佐ヶ谷駅北口 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北２－１３－２１

阿佐谷北 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北３－１３－１２

阿佐谷北四丁目 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号

杉並阿佐谷中杉通り 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北一丁目４２番１０号



阿佐谷北六丁目 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北六丁目１７番１号

杉並井草一丁目 167-0021 東京都杉並区井草一丁目３６番２号

永福一丁目 168-0064 東京都杉並区永福１－７－９

荻窪五丁目 167-0051 東京都杉並区荻窪五丁目２０番１０号ミカワヤビル

杉並天沼 167-0022 東京都杉並区下井草１丁目２３－２

下高井戸 168-0073 東京都杉並区下高井戸１丁目１番１３

杉並富士見ヶ丘駅前 168-0082 東京都杉並区久我山２丁目２５－１９

富士見ケ丘 168-0082 東京都杉並区久我山５－２５－９

久我山駅北 168-0082 東京都杉並区久我山５－８－１９

杉並宮前五丁目 168-0081 東京都杉並区宮前５丁目２１番２０号

高井戸西一丁目 168-0071 東京都杉並区高井戸西１－４－１６

杉並高円寺北 166-0002 東京都杉並区高円寺北３－４５－１３

高円寺駅西 166-0002 東京都杉並区高円寺北三丁目２番１２号

杉並松ノ木一丁目 166-0014 東京都杉並区松ノ木一丁目６番２７号

上荻青梅街道 167-0043 東京都杉並区上荻４丁目１９ー１５

杉並清水早稲田通り 167-0033 東京都杉並区清水３丁目２９－１８

西荻北三丁目 167-0042 東京都杉並区西荻北三丁目２１番８号ルフォンリブレ西荻窪１Ｆ

荻窪青梅街道 167-0032 東京都杉並区天沼３丁目３－２マンション荻窪

杉並桃井 167-0034 東京都杉並区桃井２丁目２－１

梅里二丁目 166-0011 東京都杉並区梅里２－１４－２

高円寺梅里 166-0011 東京都杉並区梅里一丁目８－１２

方南町駅前 168-0062 東京都杉並区方南２－２１－４

杉並堀ノ内三丁目 166-0013 東京都杉並区堀ノ内３－２－１５

杉並堀の内 166-0013 東京都杉並区堀ノ内二丁目１－４２

杉並和泉 168-0063 東京都杉並区和泉４－４８－１７鈴木ビル

天神森橋 157-0068 東京都世田谷区宇奈根１丁目２２－１７

世田谷鎌田三丁目 157-0077 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６

宮坂三丁目 156-0051 東京都世田谷区宮坂３丁目４１－１９

玉川三丁目 158-0094 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１

駒沢一丁目 154-0012 東京都世田谷区駒沢１－１３－１２

駒沢二丁目 154-0012 東京都世田谷区駒沢２丁目１７－９

世田谷弦巻 154-0016 東京都世田谷区弦巻１丁目１７－５

世田谷教育会館前 154-0016 東京都世田谷区弦巻４丁目２８－１４

桜丘世田谷通り 156-0054 東京都世田谷区桜丘３丁目２６番３号

桜新町一丁目 154-0015 東京都世田谷区桜新町１－４０－７

世田谷新町三丁目 154-0014 東京都世田谷区新町３－２２－１

世田谷廻沢 157-0071 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－

世田谷千歳通り 156-0055 東京都世田谷区船橋１－３０－４グランハウス千歳船橋

千歳船橋駅前 156-0055 東京都世田谷区船橋１－９－４５

世田谷等々力通り 158-0082 東京都世田谷区等々力５丁目２番地１５

芦花公園駅北 157-0062 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５

南烏山五丁目 157-0062 東京都世田谷区南烏山５丁目２４番８号

南烏山 157-0062 東京都世田谷区南烏山６－３８－１０

千歳烏山駅西口 157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目４－１２

用賀の杜 158-0097 東京都世田谷区用賀１－１０－８

用賀駅前 158-0097 東京都世田谷区用賀２丁目３８－１０

用賀四丁目 158-0097 東京都世田谷区用賀４－２０－１１スズキビル

清瀬中里 204-0003 東京都清瀬市中里六丁目５３８番１



ひばりが丘一丁目 202-0001 東京都西東京市ひばりが丘一丁目３番５号

ひばりヶ丘駅北 202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号

西東京新町 202-0023 東京都西東京市新町５－１７－２０

浜中保谷 202-0012 東京都西東京市東町６－６－５

西東京南町 188-0012 東京都西東京市南町三丁目１９番２８号

青梅今寺 198-0021 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６

半蔵門駅前 102-0082 東京都千代田区一番町２５

外神田四丁目 101-0021 東京都千代田区外神田４丁目６－１

秋葉原駅中央口前 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１丁目１３

神田佐久間町 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－１０

御茶ノ水駅前 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－１

神田駿河台三丁目 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３－５－４－１０１

秋葉原昭和通り 101-0023 東京都千代田区神田松永町１番地

ホテルマイステイズ御茶ノ水 101-0063 東京都千代田区神田淡路町２－１０

ワテラスタワー前 101-0063 東京都千代田区神田淡路町２‐３

神田和泉町 101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－４－７

東神田二丁目 101-0031 東京都千代田区東神田２－１０－１７

綾瀬駅前 120-0005 東京都足立区綾瀬３－２－１

足立舎人一丁目 121-0831 東京都足立区舎人１丁目１８－１８

新田三丁目 123-0865 東京都足立区新田３丁目１７番６号

西伊興四丁目 121-0824 東京都足立区西伊興４－７－１９

田口屋西新井大師 123-0841 東京都足立区西新井１－８－２

西新井二丁目 123-0841 東京都足立区西新井２丁目２０番５号

西新井三丁目 123-0841 東京都足立区西新井３丁目６番１０号・１１号

足立青井 120-0012 東京都足立区青井１－２－１５

千住三丁目 120-0034 東京都足立区千住３－１

北千住駅東口 120-0026 東京都足立区千住旭町４０－２１

千住河原町墨堤通り 120-0037 東京都足立区千住河原町６－１６

ポンテポルタ千住 120-0038 東京都足立区千住橋戸町１－１３ポンテポルタ千住

タジマ千住元町 120-0041 東京都足立区千住元町２３－４

牛田関屋駅前 120-0023 東京都足立区千住曙町２－７

千住曙町 120-0023 東京都足立区千住曙町４１－２－１０９

千住警察署前 120-0036 東京都足立区千住仲町４１－１

島根二丁目 121-0815 東京都足立区島根２丁目１３－１１

足立東綾瀬一丁目 120-0004 東京都足立区東綾瀬１丁目１４－９

南花畑車検場通り 121-0062 東京都足立区南花畑２－４２－３

西新井駅東口 121-0816 東京都足立区梅島３丁目３２番６号

保木間五丁目 121-0064 東京都足立区保木間５－１１－２５

唐木田駅前 206-0035 東京都多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階

加藤根岸 110-0003 東京都台東区根岸３－１０－２

上野駅入谷口 110-0005 東京都台東区上野７－７－７早稲田ビルヂング

浅草雷門通り 111-0032 東京都台東区浅草１丁目５－３

かわだ多摩川 146-0095 東京都大田区多摩川１丁目２３－１ＭＳフォルム多摩川

平和島旧東海道 143-0011 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

栄屋石川台 145-0065 東京都大田区東雪谷２－１４－３

タケウチ矢口 146-0093 東京都大田区矢口２－１６ー２

月島二丁目 104-0052 東京都中央区月島２丁目１４－１２

勝どき駅前 104-0054 東京都中央区勝どき４丁目１－２



晴海フロント 104-0053 東京都中央区晴海二丁目１番４０号晴海フロント１Ｆ

佃二丁目 104-0051 東京都中央区佃２丁目１２－１２

中野鷺宮一丁目 165-0032 東京都中野区鷺宮一丁目２３番１７号

中野沼袋二丁目 165-0025 東京都中野区沼袋二丁目３８番１２号

新井薬師 164-0002 東京都中野区上高田２－５３－５

新井薬師前駅南 164-0002 東京都中野区上高田３丁目１９－１１モナミビル

中野新井二丁目 165-0026 東京都中野区新井２－５１－３

中野大和町四丁目 165-0034 東京都中野区大和町四丁目１０番２０号小西ビル

中野一丁目 164-0001 東京都中野区中野１丁目２７－３

早稲田大学中野プラザ 164-0001 東京都中野区中野４－２２－３

中野五丁目 164-0001 東京都中野区中野５丁目６７－６ビジネスハイツ中野

東中野一丁目 164-0003 東京都中野区東中野１－３２－１

東中野駅東口 164-0003 東京都中野区東中野１丁目５１－１

東中野駅前 164-0003 東京都中野区東中野２－２５－７

東中野駅西口 164-0003 東京都中野区東中野４丁目４－５

中野白鷺 165-0035 東京都中野区白鷺一丁目２４番５号

野方一丁目 165-0027 東京都中野区野方１丁目４１－１

野方駅南 165-0027 東京都中野区野方５丁目２９－１

中野弥生町 164-0013 東京都中野区弥生町一丁目２８番８号

東大和桜が丘二丁目 207-0022 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３

日野バイパス 191-0065 東京都日野市旭が丘２丁目４４番１他３筆

日野旭が丘三丁目 191-0065 東京都日野市旭が丘３－３－１５

日野多摩平一丁目 191-0062 東京都日野市多摩平一丁目３番１５

日野市立病院前 191-0062 東京都日野市多摩平三丁目２番１

日野駅前 191-0061 東京都日野市大坂上１－３３－１

日野日野台 191-0003 東京都日野市日野台１－７－５

日野台五丁目 191-0003 東京都日野市日野台５－２３－１

平山城址公園 191-0043 東京都日野市平山３丁目２５－９

日野豊田駅南口 191-0053 東京都日野市豊田三丁目４２番１０

八王子いちょうホール通り 192-0063 東京都八王子市元横山町二丁目１５ー２１

ＪＲ八王子南口 192-0904 東京都八王子市子安町４丁目９－７森永産業ビル

高尾駅南 193-0845 東京都八王子市初沢町１２９９－２

日本文化大入口 192-0914 東京都八王子市片倉町２２１４番１

板橋前野町三丁目 174-0063 東京都板橋区前野町３－３１－４

旗の台五丁目 142-0064 東京都品川区旗の台５－８－３

武蔵小山 142-0062 東京都品川区小山４丁目４番地５号

不動前 141-0031 東京都品川区西五反田４－３０－９

中延二丁目 142-0053 東京都品川区中延２－６－１８

東品川 140-0002 東京都品川区東品川一丁目３２－３

二葉三丁目 142-0043 東京都品川区二葉３丁目２９－１０

品川平塚 142-0051 東京都品川区平塚二丁目３－１１

新馬場サクセス通り 140-0001 東京都品川区北品川２－１８－３

紅葉丘南参道 183-0004 東京都府中市紅葉丘１丁目１５－１

府中是政 183-0014 東京都府中市是政一丁目３４番２２

府中インター 183-0036 東京都府中市日新町３－１８

府中小金井街道 183-0055 東京都府中市府中町三丁目２３番４

吉祥寺駅南口 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２

吉祥寺末広通り 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目６－１



吉祥寺パークロード 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目５番３号吉祥寺ピアット１Ｆ

吉祥寺八幡通り 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５

吉祥寺駅東 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２４－６吉祥寺ライトビル

吉祥寺平和通り 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１ナインビル

吉祥寺駅前 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目４－１６サンク吉祥寺

文京向丘二丁目 113-0023 東京都文京区向丘二丁目１０番１４号

文京本郷 113-0033 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

サンシャイン南 170-0013 東京都豊島区東池袋４－２６－１

王子神谷駅前 114-0002 東京都北区王子５丁目１０－１新戸部ビル

王子本町一丁目 114-0022 東京都北区王子本町１丁目２２－４王子フコク生命ビル

滝野川一丁目 114-0023 東京都北区滝野川１－２９－５

滝野川 114-0023 東京都北区滝野川３－５５－１４

滝野川五丁目 114-0023 東京都北区滝野川５－３７－１３

田端一丁目 114-0014 東京都北区田端１丁目１２－１３

田端新町三丁目 114-0012 東京都北区田端新町三丁目１３－６

鐘ヶ淵駅前 131-0031 東京都墨田区墨田５丁目４３－１１

墨田両国東口 130-0026 東京都墨田区両国四丁目３７番１０号レジデンス両国駅前

原町一丁目 152-0011 東京都目黒区原町１－６－５

大鳥神社前 153-0063 東京都目黒区目黒３丁目１０－１３

立川通り 190-0003 東京都立川市栄町３－５３－１

立川錦町 190-0022 東京都立川市錦町１－４－４

立川南通り 190-0022 東京都立川市錦町３丁目３０－１１

立川幸町 190-0002 東京都立川市幸町２丁目－４２－２

立川四中前 190-0002 東京都立川市幸町５－５０－８

玉川上水駅前 190-0002 東京都立川市幸町六丁目３７－１

立川南駅前 190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目８－２

柴崎町六丁目 190-0023 東京都立川市柴崎町６－１８－７

立川若葉町 190-0001 東京都立川市若葉町４丁目２１－３

立川北口 190-0012 東京都立川市曙町２－２２－２２ＴＢＫ立川ビル

立川曙町 190-0012 東京都立川市曙町２－５－１７

立川郵便局前 190-0012 東京都立川市曙町２丁目１４番３３福井ビル

立川曙町一丁目 190-0012 東京都立川市曙町一丁目１４番１７号

立川上砂町五丁目 190-0032 東京都立川市上砂町５丁目１番地の８

立川上砂町 190-0032 東京都立川市上砂町三丁目５８番４

西武立川駅南口 190-0034 東京都立川市西砂町１丁目２２番３１

立川西砂町 190-0034 東京都立川市西砂町５－３４－１０

西武立川 190-0034 東京都立川市西砂町一丁目２番１１他３筆

玉川上水駅南口 190-0004 東京都立川市柏町４－６２－４

玉川上水駅西 190-0004 東京都立川市柏町５－３－１

立川新奥多摩街道 190-0013 東京都立川市富士見町７丁目３１番１４号

災害医療センター 190-0014 東京都立川市緑町３２５６

練馬中村橋 176-0022 東京都練馬区向山一丁目１３番３

石神井町二丁目 177-0041 東京都練馬区石神井町２－３１－１７

石神井銀座通り 177-0041 東京都練馬区石神井町３丁目２８－１

平和台 179-0085 東京都練馬区早宮２－１７－３５

中村橋駅西 176-0023 東京都練馬区中村北４丁目１２－４

練馬南田中一丁目 177-0035 東京都練馬区南田中１丁目６番１６号

練馬富士見台 177-0034 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号
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