
店舗名 郵便番号 住所

あきる野インター 1970826 東京都あきる野市牛沼１３１番１　　　　　　　　　　　　　　　　　

あきる野草花 1970802 東京都あきる野市草花３０７４－１　　　　　　　　　　　　　　　　

羽村栄町二丁目 2050002 東京都羽村市栄町２－８－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

羽村富士見公園前 2050003 東京都羽村市緑ヶ丘４丁目　　　　１０－１７　　　　　　　　　　　

立石五丁目 1240012 東京都葛飾区立石５－１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松島四丁目 1320031 東京都江戸川区松島４丁目４１－８　　　　　　　　　　　　　　　　

江戸川上篠崎 1330054 東京都江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号　　　　　　　　　　　　　

文福南砂 1360076 東京都江東区南砂６－２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

江東南砂四丁目 1360076 東京都江東区南砂四丁目４番２０号　　　　　　　　　　　　　　　　

有明フロンティア 1350063 東京都江東区有明　　　　　　　　３－７－２６－１０６　　　　　　

海岸三丁目 1080022 東京都港区海岸３丁目１８－２１　ブライトイースト芝　　　　　　　

竹芝ふ頭公園前 1050022 東京都港区海岸一丁目９－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

虎ノ門二丁目 1050001 東京都港区虎ノ門二丁目８番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川駅港南口 1080075 東京都港区港南１－９－３２ＮＴＴ　ＤＡＴＡ　品川ビル　別館　　　

港南一丁目 1080075 東京都港区港南１丁目７－１８　　Ａ－ＰＬＡＣＥ品川東　　　　　　

品川グランパサージュ 1080075 東京都港区港南２丁目１６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

港南四丁目 1080075 東京都港区港南４－７－５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リバージュ品川 1080075 東京都港区港南４丁目１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川埠頭 1080075 東京都港区港南５丁目５－３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高輪一丁目 1080074 東京都港区高輪１丁目２７－４７　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンズ高輪四丁目 1080074 東京都港区高輪４－２０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三田三丁目 1080073 東京都港区三田３丁目１３－１２　三田ＭＴビル　　　　　　　　　　

三田聖坂下 1080073 東京都港区三田３丁目４－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芝二丁目 1050014 東京都港区芝２丁目５－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芝公園 1050014 東京都港区芝３－５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芝四丁目 1080014 東京都港区芝４丁目３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芝五丁目 1080014 東京都港区芝５－１０－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新橋西口通り 1050004 東京都港区新橋４－１９－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新橋四丁目 1050004 東京都港区新橋４丁目１９－４　　コンシェリア新橋　　　　　　　　

メトロ新橋駅 1050004 東京都港区新橋一丁目１１－７　　新橋センタープレイス　　　　　　

銀座中央通り 1050004 東京都港区新橋一丁目７番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新橋駅西 1050004 東京都港区新橋二丁目１５－９　　エスプラザ弥生ビル２　　　　　　

溜池山王駅南 1070052 東京都港区赤坂２丁目１０－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

お台場海浜公園 1350091 東京都港区台場１－５－７－１０１　　　　　　　　　　　　　　　　

お台場東京ビーチ 1350091 東京都港区台場１丁目６番１号デックス東京ビ－チ　　　　　　　　　

トレードピアお台場 1350091 東京都港区台場２丁目３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台場フロンティア 1350091 東京都港区台場２丁目３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴィータイタリア 1050021 東京都港区東新橋２－３－１４　　エディフィチオ　トーコー　　　　

港区白金プラザ 1080072 東京都港区白金１－１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然教育園前 1080071 東京都港区白金台３丁目１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

白金台三丁目 1080071 東京都港区白金台三丁目１６－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

世界貿易センター 1056190 東京都港区浜松町２丁目４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兼升西尾久 1160011 東京都荒川区西尾久７－５－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南千住八丁目 1160003 東京都荒川区南千住８－４－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　



国立駅北 1850034 東京都国分寺市光町１丁目４３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

国分寺光町 1850034 東京都国分寺市光町三丁目　　　　１３番地１４　　　　　　　　　　

国分寺弁天通り 1850035 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５　　　　　　　　　　　　　　　

国分寺西恋ヶ窪 1850013 東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目　　４６－７　　　　　　　　　　　　

柚木国分寺南町 1850022 東京都国分寺市東元町　　　　　　１－１３－１０　　　　　　　　　

国分寺東恋ヶ窪 1850014 東京都国分寺市東恋ヶ窪　　　　　二丁目３６－４６　　　　　　　　

国分寺南町三丁目 1850021 東京都国分寺市南町３－１５－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

国分寺本多五丁目 1850011 東京都国分寺市本多５丁目　　　　１２番地１　　　　　　　　　　　

国分寺本町三丁目 1850012 東京都国分寺市本町３－８－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

西武国分寺駅前 1850012 東京都国分寺市本町４－１－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

谷保駅東 1860003 東京都国立市富士見台一丁目　　　２０番６　　　　　　　　　　　　

下連雀三丁目 1810013 東京都三鷹市下連雀３－９－８　　紅林マンション１Ｆ　　　　　　　

スバル渋谷センター街 1500042 東京都渋谷区宇田川町２５－４　　ダッキ－プラザ　　　　　　　　　

渋谷宇田川交番前 1500042 東京都渋谷区宇田川町３２－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷公園通り 1500042 東京都渋谷区宇田川町３－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷東急本店前 1500042 東京都渋谷区宇田川町３４－３　　サイトービル３　　　　　　　　　

道玄坂上 1500044 東京都渋谷区円山町２８－１　　　トウセン道玄坂第２ビル　　　　　

恵比寿駅東 1500013 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

恵比寿一丁目東 1500013 東京都渋谷区恵比寿１丁目　　　　２５番６号　　　　　　　　　　　

恵比寿四丁目 1500013 東京都渋谷区恵比寿４丁目９－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

恵比寿西口 1500021 東京都渋谷区恵比寿西１－４－４　恵比寿Ｓ２ビル　　　　　　　　　

代官山駅前 1500034 東京都渋谷区恵比寿西１丁目　　　３５－１７Ｇビル代官山０１　　　

メトロ恵比寿駅前 1500021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目７－４エビス・ファースト・ビル　　　　

恵比寿神社前 1500021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目９－１　　　　　　　　　　　　　　　　

恵比寿南一丁目 1500022 東京都渋谷区恵比寿南　　　　　　１－１４－１５ラレンヌ恵比寿　　

恵比寿駅南 1500022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目　　　２０－１１　　　　　　　　　　　

恵比寿南三丁目 1500022 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷元代々木町 1510062 東京都渋谷区元代々木町３－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷桜丘町 1500031 東京都渋谷区桜丘町２４－１　　　橋本ビル　　　　　　　　　　　　

笹塚二丁目 1510073 東京都渋谷区笹塚２－２２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

笹塚三丁目北 1510073 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山　　　　　　　　　　

渋谷笹塚一丁目 1510073 東京都渋谷区笹塚一丁目９番１０号　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷一丁目 1500002 東京都渋谷区渋谷１－２４－６　　マトリクスツービル　　　　　　　

宮益坂上 1500002 東京都渋谷区渋谷１－７－５　　　青山セブンハイツ　　　　　　　　

渋谷児童会館前 1500002 東京都渋谷区渋谷１丁目１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷キャットストリート 1500002 東京都渋谷区渋谷１丁目２２－１０　第２東邦ビル　　　　　　　　　

渋谷クロスタワー 1500002 東京都渋谷区渋谷２丁目１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮益坂下 1500002 東京都渋谷区渋谷２丁目２０－１１　小寺ビル１Ｆ　　　　　　　　　

渋谷二丁目 1500002 東京都渋谷区渋谷２丁目９－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷明治通り 1500002 東京都渋谷区渋谷３－１２－２２　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷ガーデンフロント 1500002 東京都渋谷区渋谷３丁目２６－３　渋谷ガーデンフロント　　　　　　

渋谷警察東 1500002 東京都渋谷区渋谷３丁目６－３　　清水ビル　　　　　　　　　　　　

渋谷三丁目 1500002 東京都渋谷区渋谷三丁目１７番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷二丁目中央 1500002 東京都渋谷区渋谷二丁目１１番３号　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷松濤一丁目 1500046 東京都渋谷区松濤１丁目２９－１　渋谷クロスロードビル１Ｆ　　　　



上原三丁目 1510064 東京都渋谷区上原３丁目６－６　　オークハウス１Ｆ　　　　　　　　

原宿竹下口 1500001 東京都渋谷区神宮前１丁目　　　　１９－１１　　　　　　　　　　　

原宿ストリート 1500001 東京都渋谷区神宮前３－２１－２１　　　　　　　　　　　　　　　　

原宿神宮前 1500001 東京都渋谷区神宮前３丁目２０－９　　　　　　　　　　　　　　　　

表参道北 1500001 東京都渋谷区神宮前４－９－３　　清原ビル　　　　　　　　　　　　

表参道南 1500001 東京都渋谷区神宮前５丁目　　　　１２－１４　　　　　　　　　　　

神宮前五丁目 1500001 東京都渋谷区神宮前５丁目２９－７　　　　　　　　　　　　　　　　

青山オーバルビル 1500001 東京都渋谷区神宮前５丁目５２－２　　　　　　　　　　　　　　　　

神宮前 1500001 東京都渋谷区神宮前６－１７－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

表参道中央 1500001 東京都渋谷区神宮前６丁目９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

原宿駅東 1500001 東京都渋谷区神宮前一丁目１３番　１７号シャンゼール原宿２号館Ｂ１

神宮前五丁目南 1500001 東京都渋谷区神宮前五丁目１番９号　　　　　　　　　　　　　　　　

神宮前二丁目 1500001 東京都渋谷区神宮前二丁目３２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷ＮＨＫ前 1500047 東京都渋谷区神山町６－４　　　　ラビアンヌビル１階　　　　　　　

渋谷神山町 1500047 東京都渋谷区神山町７－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神南一丁目 1500041 東京都渋谷区神南１丁目２０－５　ＮＡＶＩ渋谷　　　　　　　　　　

渋谷消防署南 1500041 東京都渋谷区神南一丁目１２番　　１０号　　　　　　　　　　　　　

幡ヶ谷駅南 1510066 東京都渋谷区西原２丁目３１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

代々木上原駅前 1510066 東京都渋谷区西原３－１１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千駄ヶ谷二丁目 1510051 東京都渋谷区千駄ケ谷２－６－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

柴崎千駄ケ谷 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－３１－２　　　　　　　　　　　　　　　　

バスタ新宿 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２４番５５号　　　　　　　　　　　　　

代々木駅西 1510053 東京都渋谷区代々木１－３０－３　メイプルビル代々木　　　　　　　

代々木駅前 1510053 東京都渋谷区代々木１丁目３８－５　　　　　　　　　　　　　　　　

山野学苑 1510053 東京都渋谷区代々木１丁目５３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿甲州街道 1510053 東京都渋谷区代々木２丁目　　　　１１－１７ラウンドクロス新宿　　

代々木二丁目北 1510053 東京都渋谷区代々木２丁目　　　　２０－１７　海南ビル　　　　　　

南新宿駅前 1510053 東京都渋谷区代々木２丁目　　　　２９－１４　　　　　　　　　　　

代々木三丁目 1510053 東京都渋谷区代々木３丁目２９番３号　　　　　　　　　　　　　　　

初台交差点前 1510053 東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ　　　　　　　　

参宮橋駅前 1510053 東京都渋谷区代々木４丁目２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

代々木四丁目 1510053 東京都渋谷区代々木４丁目３１－６　西新宿松屋ビル　　　　　　　　

渋谷東二丁目 1500011 東京都渋谷区東２丁目１７－１０　岡本ＬＫビル　　　　　　　　　　

渋谷マークシティ 1500043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

道玄坂中央 1500043 東京都渋谷区道玄坂２－１１－１Ｇ　ＳＱＵＡＲＥ　　　　　　　　　

道玄坂センタービル 1500043 東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－８　　　　　　　　　　　　　　　　

幡ヶ谷駅北口 1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目１３－４豊生ビル　　　　　　　　　　　　

渋谷本町一丁目 1510071 東京都渋谷区本町１丁目１６－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

渋谷本町 1510071 東京都渋谷区本町２丁目２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幡ヶ谷本町 1510071 東京都渋谷区本町４－４５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンズ東小金井駅北口 1840002 東京都小金井市梶野町５丁目　　　２－３６モーゼビル１Ｆ　　　　　

昭島中神町 1960022 東京都昭島市中神町１２９４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭島田中町団地入口 1960014 東京都昭島市田中町２丁目２３番９　　　　　　　　　　　　　　　　

昭島武蔵野 1960021 東京都昭島市武蔵野三丁目　　　　１０番８号　　　　　　　　　　　

歌舞伎町さくら通り 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－１３－１１　　　　　　　　　　　　　　　



新宿東宝ビル前 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－１４－７ハヤシビル　　　　　　　　　　　

歌舞伎町一丁目 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

歌舞伎町セントラルロード 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－１６－６第６ポールスタービル１階　　　　

歌舞伎町広場前 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－２１－７　　　　　　　　　　　　　　　　

歌舞伎町 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿歌舞伎町一番街 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目　　　１８－５　　　　　　　　　　　　

新宿ゴールデン街 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－６　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿区役所通り 1600021 東京都新宿区歌舞伎町２丁目　　　１０－６　　　　　　　　　　　　

新宿歌舞伎町 1600021 東京都新宿区歌舞伎町２丁目　　　２５－２　　　　　　　　　　　　

歌舞伎町北 1600021 東京都新宿区歌舞伎町二丁目　　　３２番７号　　　　　　　　　　　

歌舞伎町交番前 1600021 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３８－３　　　　　　　　　　　　　　　

牛込柳町駅前 1620053 東京都新宿区原町１丁目１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

早稲田大学南門 1690071 東京都新宿区戸塚町１丁目１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　

高田馬場 1690075 東京都新宿区高田馬場　　　　　　１丁目３４番２号　　　　　　　　

アイズ高田馬場 1690075 東京都新宿区高田馬場　　　　　　２－１４－２４　　　　　　　　　

高田馬場二丁目 1690075 東京都新宿区高田馬場　　　　　　２－１６－１１　　　　　　　　　

高田馬場早稲田通り 1690075 東京都新宿区高田馬場１丁目　　　６－１６　　　　　　　　　　　　

メトロ高田馬場駅前 1690075 東京都新宿区高田馬場２丁目　　　１４－６　アライビル　　　　　　

高田馬場戸山口 1690075 東京都新宿区高田馬場４－３－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

高田馬場駅西 1690075 東京都新宿区高田馬場四丁目９番　１４号　　　　　　　　　　　　　

新宿山吹町 1620801 東京都新宿区山吹町３５２番２２　グローサユウ新宿　　　　　　　　

市谷台町 1620066 東京都新宿区市谷台町１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市谷田町 1620843 東京都新宿区市谷田町　　　　　　２－３８－３　　　　　　　　　　

市谷本村町 1620845 東京都新宿区市谷本村町３番２９号ＦＯＲＥＣＡＳＴ市ヶ谷１階　　　

防衛省 1620845 東京都新宿区市谷本村町５－１　　防衛省本省　厚生棟　地下１階　　

市谷柳町 1620061 東京都新宿区市谷柳町１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿上落合 1610034 東京都新宿区上落合２丁目８－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿御苑駅前 1600022 東京都新宿区新宿１－１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿二丁目 1600022 東京都新宿区新宿２－５－１２　　ダヴィンチ新宿ＡＶＥＮＵＥ１Ｆ　

御苑大通り 1600022 東京都新宿区新宿２丁目１９－９　新宿カドビル　　　　　　　　　　

新宿御苑駅西 1600022 東京都新宿区新宿２丁目７－１　　不二川ビル　　　　　　　　　　　

新宿通り 1600022 東京都新宿区新宿２丁目８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿三丁目 1600022 東京都新宿区新宿３－２１－７　　東新ビル　　　　　　　　　　　　

新宿要通り 1600022 東京都新宿区新宿３丁目２－４　　Ｍ＆Ｅビル　　　　　　　　　　　

ツタヤブックアパートメント 1600022 東京都新宿区新宿３丁目２６－１４　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿四丁目交差点前 1600022 東京都新宿区新宿４－２－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿四丁目 1600022 東京都新宿区新宿４丁目１－２２　　　　　　　　　　　　　　　　　

東新宿 1600022 東京都新宿区新宿５－１３－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿五丁目 1600022 東京都新宿区新宿５－１８－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

旧厚生年金会館前 1600022 東京都新宿区新宿５－２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿五丁目東 1600022 東京都新宿区新宿５丁目８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東新宿明治通り 1600022 東京都新宿区新宿６－２９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京医科大学前 1600022 東京都新宿区新宿６－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿七丁目 1600022 東京都新宿区新宿７丁目２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿新小川町 1620814 東京都新宿区新小川町７－１７　　飯田橋三幸ビル　　　　　　　　　



神楽坂三丁目 1620825 東京都新宿区神楽坂　　　　　　　三丁目２番地２０　　　　　　　　

神楽坂下 1620825 東京都新宿区神楽坂２－１０　　　カグラヒルズ　　　　　　　　　　

神楽坂 1620825 東京都新宿区神楽坂６－７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神楽坂上 1620825 東京都新宿区神楽坂６丁目３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿新都心 1600023 東京都新宿区西新宿１丁目２０－２　　　　　　　　　　　　　　　　

エステック情報ビル 1600023 東京都新宿区西新宿１丁目２４－１　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿ワシントンホテル 1600023 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 1631490 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　　　

サンズ西新宿 1600023 東京都新宿区西新宿４－５－６　　ＩＫビル　　　　　　　　　　　　

新宿中央公園 1600023 東京都新宿区西新宿４丁目３２－６　　　　　　　　　　　　　　　　

西新宿オークテラス 1600023 東京都新宿区西新宿６－１０－２　オークテラス１０１　　　　　　　

新宿アイタウン 1631301 東京都新宿区西新宿６－２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

西新宿青梅街道 1600023 東京都新宿区西新宿７丁目　　　　１１－１８・７１１ビルディング　

西新宿八丁目 1600023 東京都新宿区西新宿８丁目４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

西新宿一丁目 1600023 東京都新宿区西新宿一丁目　　　　３番１７号　　　　　　　　　　　

西新宿五丁目 1600023 東京都新宿区西新宿五丁目１０番　１４号小野木ビル・西新宿　　　　

早稲田大学 1690051 東京都新宿区西早稲田１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

西早稲田二丁目 1690051 東京都新宿区西早稲田２－５－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

西早稲田諏訪通り 1690051 東京都新宿区西早稲田２丁目　　　２０－１　　　　　　　　　　　　

西早稲田 1690051 東京都新宿区西早稲田３－２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

西落合 1610031 東京都新宿区西落合１－３１－１９　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿西落合三丁目 1610031 東京都新宿区西落合３丁目２３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

早稲田鶴巻町 1620041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿職安通り 1690072 東京都新宿区大久保１丁目１２－１　第２韓国広場ビル　　　　　　　

東新宿駅西 1690072 東京都新宿区大久保１丁目８番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿大久保二丁目 1690072 東京都新宿区大久保２丁目　　　　２９－２３　　　　　　　　　　　

新宿大久保一丁目 1690072 東京都新宿区大久保一丁目　　　　３番１５号　　　　　　　　　　　

新宿中井駅前 1610032 東京都新宿区中落合１丁目１７－３　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿中落合三丁目 1610032 東京都新宿区中落合３－２４－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

中落合三丁目目白通り 1610032 東京都新宿区中落合３丁目　　　　２９－１３　丸正タケダビル　　　

東京新宿メディカルセンター 1620821 東京都新宿区津久戸町５－１　　　東京厚生年金病院　　　　　　　　

新宿天神町 1620808 東京都新宿区天神町２１　　　　　朝日神楽坂マンション　　　　　　

東五軒町 1620813 東京都新宿区東五軒町５－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

早稲田駅前 1620045 東京都新宿区馬場下町５番１号　　早稲田駅前ビル　　　　　　　　　

早稲田高校前 1620045 東京都新宿区馬場下町６２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

大久保駅前 1690073 東京都新宿区百人町１－１９－１４　　　　　　　　　　　　　　　　

大久保駅南口 1690073 東京都新宿区百人町１－２３－２１　　　　　　　　　　　　　　　　

新大久保 1690073 東京都新宿区百人町１－３－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

新大久保駅前 1690073 東京都新宿区百人町２丁目１１－２　神倉ビル　　　　　　　　　　　

新宿弁天町 1620851 東京都新宿区弁天町２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北新宿 1690074 東京都新宿区北新宿１－１－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　

北新宿大久保通り 1690074 東京都新宿区北新宿３丁目１－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

小滝橋通り 1690074 東京都新宿区北新宿４－３－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿神楽坂駅前 1620805 東京都新宿区矢来町１２４－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新宿矢来町 1620805 東京都新宿区矢来町８１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



新宿余丁町 1620055 東京都新宿区余丁町１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯田橋 1620824 東京都新宿区揚場町２－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿佐谷南三丁目 1660004 東京都杉並区阿佐谷南　　　　　　３－３１－１１　　　　　　　　　

阿佐ヶ谷駅北口 1660001 東京都杉並区阿佐谷北　　　　　　２－１３－２１　　　　　　　　　

阿佐谷北 1660001 東京都杉並区阿佐谷北　　　　　　３－１３－１２　　　　　　　　　

阿佐谷北四丁目 1660001 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 1660001 東京都杉並区阿佐谷北一丁目　　　４２番１０号　　　　　　　　　　

阿佐谷北六丁目 1660001 東京都杉並区阿佐谷北六丁目　　　１７番１号　　　　　　　　　　　

杉並井草一丁目 1670021 東京都杉並区井草一丁目３６番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

永福一丁目 1680064 東京都杉並区永福１－７－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

永福町駅南 1680064 東京都杉並区永福２丁目５０－１５　　　　　　　　　　　　　　　　

西永福駅前 1680064 東京都杉並区永福３－５５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荻窪団地前 1670051 東京都杉並区荻窪１－４７－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天沼陸橋 1670051 東京都杉並区荻窪３－４７－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

荻窪五丁目 1670051 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 1670022 東京都杉並区下井草１丁目２３－２　　　　　　　　　　　　　　　　

下井草駅南口 1670022 東京都杉並区下井草２－４４－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

下高井戸 1680073 東京都杉並区下高井戸　　　　　　１丁目１番１３　　　　　　　　　

桜上水駅北 1680073 東京都杉並区下高井戸一丁目２３番１１号　　　　　　　　　　　　　

杉並富士見ヶ丘駅前 1680082 東京都杉並区久我山２丁目　　　　２５－１９　　　　　　　　　　　

富士見ケ丘 1680082 東京都杉並区久我山５－２５－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

久我山駅北 1680082 東京都杉並区久我山５－８－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並宮前五丁目 1680081 東京都杉並区宮前５丁目２１番２０号　　　　　　　　　　　　　　　

杉並宮前三丁目 1680081 東京都杉並区宮前三丁目　　　　　２６番１０号　　　　　　　　　　

高井戸西一丁目 1680071 東京都杉並区高井戸西１－４－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

浜田山駅北 1680072 東京都杉並区高井戸東　　　　　　３－１４－４１　　　　　　　　　

高円寺陸橋 1660003 東京都杉並区高円寺南１－１１－６　　　　　　　　　　　　　　　　

東高円寺駅北口 1660003 東京都杉並区高円寺南１－７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

高円寺パル商店街 1660003 東京都杉並区高円寺南３丁目　　　４５－１６　　　　　　　　　　　

高円寺駅東 1660003 東京都杉並区高円寺南４－５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高円寺南 1660003 東京都杉並区高円寺南４丁目　　　４４番８号　　　　　　　　　　　

高円寺北三丁目 1660002 東京都杉並区高円寺北　　　　　　３－４２－１４　　　　　　　　　

杉並高円寺北 1660002 東京都杉並区高円寺北　　　　　　３－４５－１３　　　　　　　　　

高円寺純情商店街 1660002 東京都杉並区高円寺北　　　　　　３丁目２４－１３　　　　　　　　

高円寺中通 1660002 東京都杉並区高円寺北　　　　　　４－１７－１２　　　　　　　　　

高円寺駅西 1660002 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 1660014 東京都杉並区松ノ木一丁目　　　　６番２７号　　　　　　　　　　　

松庵一丁目 1670054 東京都杉並区松庵１丁目１６－１９　　　　　　　　　　　　　　　　

上井草一丁目 1670023 東京都杉並区上井草１－３２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並上荻二丁目 1670043 東京都杉並区上荻２丁目１５－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

上荻青梅街道 1670043 東京都杉並区上荻４丁目１９ー１５　　　　　　　　　　　　　　　　

荻窪駅北 1670043 東京都杉並区上荻一丁目９番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

成田西二丁目 1660016 東京都杉並区成田西二丁目　　　　１３－２４　　　　　　　　　　　

杉並成田東三丁目 1660015 東京都杉並区成田東三丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

塚本西荻南 1670053 東京都杉並区西荻南２－７－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　



西荻窪駅南 1670053 東京都杉並区西荻南３丁目９－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

西荻女子大通り 1670042 東京都杉並区西荻北４－３２－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

西荻北三丁目 1670042 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　　

杉並桃井 1670034 東京都杉並区桃井２丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並桃井西 1660004 東京都杉並区桃井４丁目１５番９号　　　　　　　　　　　　　　　　

梅里二丁目 1660011 東京都杉並区梅里２－１４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高円寺梅里 1660011 東京都杉並区梅里一丁目８－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並浜田山四丁目 1680065 東京都杉並区浜田山四丁目５番　　１１号　　　　　　　　　　　　　

方南町駅前 1680062 東京都杉並区方南２－２１－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並堀ノ内三丁目 1660013 東京都杉並区堀ノ内３－２－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

堀ノ内三丁目水道通り 1660013 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番　１号　　　　　　　　　　　　　　

杉並堀の内 1660013 東京都杉並区堀ノ内二丁目１－４２　　　　　　　　　　　　　　　　

杉並本天沼三丁目 1670031 東京都杉並区本天沼３－４３－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

朝日生命代田橋ビル 1680063 東京都杉並区和泉１丁目２２－１９　朝日生命代田橋ビル　　　　　　

杉並和泉 1680063 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル　　　　　　　　　　　　

東高円寺駅前 1660012 東京都杉並区和田３－５６－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

下馬駒沢通り 1540002 東京都世田谷区下馬６丁目１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌田水神橋 1570077 東京都世田谷区鎌田３－３４－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

喜多見駅北 1570067 東京都世田谷区喜多見９－２－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

玉川三丁目 1580094 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷玉堤 1580087 東京都世田谷区玉堤一丁目１４番　１９号　　　　　　　　　　　　　

世田谷教育会館前 1540016 東京都世田谷区弦巻４丁目　　　　２８－１４　　　　　　　　　　　

弦巻五丁目 1540016 東京都世田谷区弦巻五丁目　　　　２番１４号　　　　　　　　　　　

桜丘世田谷通り 1560054 東京都世田谷区桜丘３丁目２６番３号　　　　　　　　　　　　　　　

桜新町一丁目 1540015 東京都世田谷区桜新町１－４０－７　　　　　　　　　　　　　　　　

松陰神社駅前 1540023 東京都世田谷区若林４－２５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷若林一丁目 1540023 東京都世田谷区若林一丁目２６－８　　　　　　　　　　　　　　　　

明大前 1560043 東京都世田谷区松原１－３８－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷松原一丁目 1560043 東京都世田谷区松原１丁目４１－８　　　　　　　　　　　　　　　　

松原六丁目 1560043 東京都世田谷区松原６丁目２５－４　　　　　　　　　　　　　　　　

明大前北 1560043 東京都世田谷区松原二丁目４４－６　　　　　　　　　　　　　　　　

上北沢駅前南口 1560057 東京都世田谷区上北沢３－１８－８　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷瀬田四丁目 1580095 東京都世田谷区瀬田四丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷廻沢 1570071 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－　　　　　　　　　　　　　　　　

千歳台四丁目 1570071 東京都世田谷区千歳台４丁目　　　２６－１４　　　　　　　　　　　

千歳船橋駅前 1560055 東京都世田谷区船橋１－９－４５　　　　　　　　　　　　　　　　　

船橋希望丘通り 1560055 東京都世田谷区船橋７丁目１４－４　　　　　　　　　　　　　　　　

太子堂 1540004 東京都世田谷区太子堂２－２９－３　　　　　　　　　　　　　　　　

太子堂三丁目 1540004 東京都世田谷区太子堂３－１５－２ゴリラビル　　　　　　　　　　　

新代田駅前 1550033 東京都世田谷区代田４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

池尻二丁目 1540001 東京都世田谷区池尻２－３４－１　井上ビル　　　　　　　　　　　　

世田谷淡島通り 1540001 東京都世田谷区池尻４丁目　　　　１３－１５　　　　　　　　　　　

世田谷等々力通り 1580082 東京都世田谷区等々力５丁目２番地１５　　　　　　　　　　　　　　

芦花公園駅北 1570062 東京都世田谷区南烏山　　　　　　３－２５－１５　　　　　　　　　

南烏山 1570062 東京都世田谷区南烏山　　　　　　６－３８－１０　　　　　　　　　



千歳烏山駅東口 1570062 東京都世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル　　　　　　　　　　

南烏山五丁目 1570062 東京都世田谷区南烏山５丁目　　　２４番８号　　　　　　　　　　　

小浦世田谷梅丘 1540022 東京都世田谷区梅丘１丁目２－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷粕谷 1570063 東京都世田谷区粕谷３丁目１番９　　　　　　　　　　　　　　　　　

まるいし八幡山 1560056 東京都世田谷区八幡山１－２－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハッピーロード尾山台 1580086 東京都世田谷区尾山台３－９－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

世田谷松葉通り 1570061 東京都世田谷区北烏山３丁目－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

池ノ上駅北口 1550031 東京都世田谷区北沢１－３３－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

下北沢駅前 1550031 東京都世田谷区北沢２丁目　　　　２５－２０　　　　　　　　　　　

世田谷北沢四丁目 1550031 東京都世田谷区北沢４丁目３３－４　ヴィラージュルナ　　　　　　　

上馬交差点前 1540003 東京都世田谷区野沢２－３４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

用賀二丁目 1580097 東京都世田谷区用賀２－４１－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

用賀四丁目 1580097 東京都世田谷区用賀４－２０－１１スズキビル　　　　　　　　　　　

瑞穂東松原 1901222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎　　東松原１１－８　　　　　　　　　

ひばりヶ丘駅北 2020002 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号　　　　　　　　　　　

青梅今寺 1980021 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６　　　　　　　　　　　　　　　　

半蔵門駅前 1020082 東京都千代田区一番町２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外神田三丁目東 1010021 東京都千代田区外神田　　　　　　三丁目１４番地３号　　　　　　　

外神田三丁目 1010021 東京都千代田区外神田３－１－１３倉田ビル　　　　　　　　　　　　

外神田四丁目 1010021 東京都千代田区外神田４丁目６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

秋葉原駅中央口前 1010025 東京都千代田区神田佐久間町　　　１丁目１３　　　　　　　　　　　

神田佐久間町 1010025 東京都千代田区神田佐久間町　　　４－１０　　　　　　　　　　　　

御茶ノ水駅前 1010062 東京都千代田区神田駿河台２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋葉原昭和通り 1010023 東京都千代田区神田松永町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

神田鍛冶町三丁目 1010045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目　６－７　　　　　　　　　　　　　

東神田二丁目 1010031 東京都千代田区東神田　　　　　　２－１０－１７　　　　　　　　　

神田駅北 1010047 東京都千代田区内神田３－２３－７　　　　　　　　　　　　　　　　

足立宮城一丁目 1200047 東京都足立区宮城１丁目２８－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

足立鹿浜 1230864 東京都足立区鹿浜５－２１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

足立舎人一丁目 1210831 東京都足立区舎人１丁目１８－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

西伊興四丁目 1210824 東京都足立区西伊興４－７－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

西新井二丁目 1230841 東京都足立区西新井２丁目　　　　２０番５号　　　　　　　　　　　

千住河原町墨堤通り 1200037 東京都足立区千住河原町６－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

羽田六丁目 1440043 東京都大田区羽田６丁目２番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鵜の木多摩堤通り 1460091 東京都大田区鵜の木２丁目２番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

下丸子駅南 1460092 東京都大田区下丸子３－２２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

下丸子三丁目 1460092 東京都大田区下丸子三丁目　　　　２８番　１１号　　　　　　　　　

蒲田駅北 1440052 東京都大田区蒲田５－１２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蒲田南口駅前 1440052 東京都大田区蒲田５－１３－３１　　　　　　　　　　　　　　　　　

蒲田東口中央通り 1440052 東京都大田区蒲田５丁目３０－１５　第２０下川ビル　　　　　　　　

蒲田四丁目 1440052 東京都大田区蒲田四丁目３１番８号海老原ハイツ　　　　　　　　　　

大田梅屋敷駅前 1440052 東京都大田区蒲田二丁目７－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田久が原五丁目 1460085 東京都大田区久が原５丁目２番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

大森駅西口前 1430023 東京都大田区山王２丁目４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田上池台 1450064 東京都大田区上池台１丁目　　　　１４－１６　　　　　　　　　　　



大田新蒲田二丁目 1440054 東京都大田区新蒲田二丁目　　　　５番１４号　　　　　　　　　　　

西蒲田大城通り入口 1440051 東京都大田区西蒲田五丁目１８番　１５号　　　　　　　　　　　　　

蒲田西口工学院通り 1440051 東京都大田区西蒲田七丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンズ大田西馬込 1430026 東京都大田区西馬込　　　　　　　２丁目１１－１０　　　　　　　　

サンズ西馬込二丁目 1430026 東京都大田区西馬込２－１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田西六郷一丁目 1440056 東京都大田区西六郷　　　　　　　一丁目３０番４号　　　　　　　　

西六郷三丁目 1440056 東京都大田区西六郷三丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

西糀谷四丁目 1440034 東京都大田区西糀谷４－１３－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

大田北糀谷一丁目 1440032 東京都大田区北糀谷　　　　　　　１丁目５番２０号　　　　　　　　

大田千鳥三丁目 1460083 東京都大田区千鳥３－１２－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

大森西四丁目 1430015 東京都大田区大森西　　　　　　　４丁目１０番２号　　　　　　　　

大森西二丁目 1430015 東京都大田区大森西２丁目２７－８　　　　　　　　　　　　　　　　

大田大森西一丁目 1430015 東京都大田区大森西一丁目　　　　１９－１４　　　　　　　　　　　

大田大森中一丁目 1430014 東京都大田区大森中１丁目７－２１ヴィルズ大森町　　　　　　　　　

大田大森東二丁目 1430012 東京都大田区大森東２丁目２６－５　　　　　　　　　　　　　　　　

大森東産業道路 1430012 東京都大田区大森東二丁目９番１２号スカイレジデンス大森東１階　　

大田大森南 1430013 東京都大田区大森南２－３－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

大森南 1430013 東京都大田区大森南３－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田大森南二丁目 1430013 東京都大田区大森南二丁目５番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

大森北 1430016 東京都大田区大森北５－１０－２１　　　　　　　　　　　　　　　　

大森海岸駅東 1430011 東京都大田区大森本町１－２－６　エイト大森ハイツ１階　　　　　　

平和島旧東海道 1430011 東京都大田区大森本町２丁目　　　３１－１４鈴木ビル　　　　　　　

大田池上一丁目 1460082 東京都大田区池上１丁目２８番７号　　　　　　　　　　　　　　　　

大田池上五丁目 1460082 東京都大田区池上五丁目４番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

池上文化センター前 1460082 東京都大田区池上四丁目　　　　　２２番１１号　　　　　　　　　　

大田中央四丁目 1430024 東京都大田区中央四丁目２１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田仲池上一丁目 1460081 東京都大田区仲池上１丁目９－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

栄屋石川台 1450065 東京都大田区東雪谷２－１４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

東馬込 1430022 東京都大田区東馬込１丁目２３－４　　　　　　　　　　　　　　　　

蓮沼駅西 1460094 東京都大田区東矢口１丁目　　　　１８番３号　　　　　　　　　　　

大田東矢口三丁目 1460094 東京都大田区東矢口３丁目１０－９　　　　　　　　　　　　　　　　

南蒲田 1440035 東京都大田区南蒲田１－１０－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

雪谷大塚 1450066 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　

環七南馬込三丁目 1430025 東京都大田区南馬込３－３８－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田南馬込五丁目 1430025 東京都大田区南馬込５－１６－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

大田南六郷三丁目 1440045 東京都大田区南六郷３丁目１２番１０号　　　　　　　　　　　　　　

タケウチ萩中 1440047 東京都大田区萩中２－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

萩中三丁目 1440047 東京都大田区萩中三丁目５－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大田本羽田二丁目 1440044 東京都大田区本羽田２丁目１３－７　　　　　　　　　　　　　　　　

タケウチ矢口 1460093 東京都大田区矢口２－１６ー２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野新江古田 1650023 東京都中野区江原町２丁目２９番１３号　　　　　　　　　　　　　　

中野江原町一丁目 1650023 東京都中野区江原町一丁目４６番　１８号　　　　　　　　　　　　　

中野鷺宮一丁目 1650032 東京都中野区鷺宮一丁目　　　　　２３番１７号　　　　　　　　　　

中野松が丘 1650024 東京都中野区松が丘２－４－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野沼袋四丁目 1650025 東京都中野区沼袋４－２９－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　



新井薬師前駅南 1640002 東京都中野区上高田３丁目　　　　１９－１１　モナミビル　　　　　

新井薬師駅前 1640002 東京都中野区上高田５丁目４３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

中野新井 1650026 東京都中野区新井１丁目３８－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野通り 1650026 東京都中野区新井２－１－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野大和町四丁目 1650034 東京都中野区大和町四丁目　　　　１０番２０号小西ビル　　　　　　

中野中央二丁目 1640011 東京都中野区中央２丁目３６－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

中野一丁目 1640001 東京都中野区中野１丁目２７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

新中野 1640001 東京都中野区中野２－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンプラザ北 1640001 東京都中野区中野４－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

早稲田大学中野プラザ 1640001 東京都中野区中野４－２２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野駅北 1640001 東京都中野区中野５－３６－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野五丁目 1640001 東京都中野区中野５丁目６７－６　ビジネスハイツ中野　　　　　　　

中野桃園 1640001 東京都中野区中野三丁目３３－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野三丁目 1640001 東京都中野区中野三丁目３７－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野郵便局西 1640001 東京都中野区中野二丁目２９－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

東中野一丁目 1640003 東京都中野区東中野１－３２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

東中野駅東口 1640003 東京都中野区東中野１丁目５１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東中野駅前 1640003 東京都中野区東中野２－２５－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

東中野ギンザ通り 1640003 東京都中野区東中野３丁目１－２０　不二園ビル　　　　　　　　　　

東中野駅西口 1640003 東京都中野区東中野４丁目４－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

南台中野通り 1640014 東京都中野区南台２－２８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野南台 1640014 東京都中野区南台３－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野白鷺 1650035 東京都中野区白鷺一丁目２４番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

中野坂上ハーモニー 1640012 東京都中野区本町１丁目３２番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

中野本町 1640012 東京都中野区本町２－４９－１３　板屋ビル１Ｆ　　　　　　　　　　

新中野駅前 1640012 東京都中野区本町４丁目４７－９　　ヴェルティーク新中野１Ｆ　　　

中野本町六丁目 1640012 東京都中野区本町６－１３－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野本町五丁目 1640012 東京都中野区本町五丁目４０－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

野方一丁目 1650027 東京都中野区野方１丁目４１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

野方駅南 1650027 東京都中野区野方５丁目２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

野方駅北口 1650027 東京都中野区野方６－３－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中野富士見町駅前 1640013 東京都中野区弥生町５丁目２７番７号　　　　　　　　　　　　　　　

中野弥生町 1640013 東京都中野区弥生町一丁目２８番８号　　　　　　　　　　　　　　　

中野弥生町一丁目 1640013 東京都中野区弥生町一丁目３８番５　　　　　　　　　　　　　　　　

町田小山ヶ丘三丁目 1940215 東京都町田市小山ヶ丘三丁目２２番１６号　　　　　　　　　　　　　

秀栄町田小川 1940003 東京都町田市小川五丁目　　　　　１０番２０号　　　　　　　　　　

町田中町 1940021 東京都町田市中町１丁目　　　　　１８番地３号　　　　　　　　　　

南町田四丁目 1940004 東京都町田市南町田四丁目２番５０　　　　　　　　　　　　　　　　

調布上ノ原 1820014 東京都調布市柴崎二丁目３９番地３　　　　　　　　　　　　　　　　

東村山美住町一丁目 1890023 東京都東村山市美住町一丁目１１番５８　　　　　　　　　　　　　　

平山城址公園 1910043 東京都日野市平山３丁目２５－９　　　　　　　　　　　　　　　　　

八王子いちょうホール通り 1920063 東京都八王子市元横山町二丁目　　１５ー２１　　　　　　　　　　　

高尾駅南 1930845 東京都八王子市初沢町１２９９－２　　　　　　　　　　　　　　　　

北野駅北口 1920911 東京都八王子市打越町３４４－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

日本文化大入口 1920914 東京都八王子市片倉町２２１４番１　　　　　　　　　　　　　　　　



板橋向原三丁目 1730036 東京都板橋区向原３－７－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高島平一丁目 1750082 東京都板橋区高島平１－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

小茂根二丁目 1730037 東京都板橋区小茂根２丁目　　　　２４－１８　　　　　　　　　　　

成増駅南 1750094 東京都板橋区成増２丁目１４－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

板橋赤塚二丁目 1750092 東京都板橋区赤塚２丁目　　　　　３２－１２　　　　　　　　　　　

板橋徳丸二丁目 1750083 東京都板橋区徳丸２丁目１０番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

荏原一丁目 1420063 東京都品川区荏原１丁目４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　

武蔵小山パルム 1420063 東京都品川区荏原３丁目８－３　　ＳＵＮエルクビル　　　　　　　　

品川荏原二丁目 1420063 東京都品川区荏原二丁目３番地７号　　　　　　　　　　　　　　　　

旗の台二丁目 1420064 東京都品川区旗の台２－９－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

旗の台五丁目 1420064 東京都品川区旗の台５－８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

戸越六丁目 1420041 東京都品川区戸越６－２２－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中延第二京浜 1420041 東京都品川区戸越６－２３－２２　　　　　　　　　　　　　　　　　

小山三丁目 1420062 東京都品川区小山３－１１－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンズ武蔵小山駅前 1420062 東京都品川区小山３－４－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

武蔵小山 1420062 東京都品川区小山４丁目４番地５号　　　　　　　　　　　　　　　　

品川桐ヶ谷通り 1420061 東京都品川区小山台一丁目　　　　３３－１４　　　　　　　　　　　

西五反田一丁目 1410031 東京都品川区西五反田１－４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

西五反田二丁目 1410031 東京都品川区西五反田２－２７－３　　　　　　　　　　　　　　　　

五反田駅前 1410031 東京都品川区西五反田２丁目６－８　　　　　　　　　　　　　　　　

不動前 1410031 東京都品川区西五反田４－３０－９　　　　　　　　　　　　　　　　

小浦西五反田四丁目 1410031 東京都品川区西五反田４丁目　　　２６－５　　　　　　　　　　　　

西五反田六丁目 1410031 東京都品川区西五反田６丁目２４　　　　　　　　　　　　　　　　　

西五反田七丁目 1410031 東京都品川区西五反田７丁目９－２五反田ＴＧビル　　　　　　　　　

西大井光学通り 1400015 東京都品川区西大井１丁目９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

田中屋西大井 1400015 東京都品川区西大井４－１７－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

大井一丁目 1400014 東京都品川区大井１－２１－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

阪急大井町ガーデン 1400014 東京都品川区大井１－５０－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アワーズイン阪急ツイン館 1400014 東京都品川区大井１丁目５０－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川大井三ツ又 1400014 東京都品川区大井３－４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大井町駅西 1400014 東京都品川区大井一丁目１１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

大井二丁目 1400014 東京都品川区大井二丁目２７番地　２５号　　　　　　　　　　　　　

ゲートシティ大崎 1410032 東京都品川区大崎１丁目１１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

大崎ニューシティ 1410032 東京都品川区大崎１丁目６－５　　　　２階　　　　　　　　　　　　

トキワ大崎 1410032 東京都品川区大崎３丁目６ー６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大崎駅西口 1410032 東京都品川区大崎３丁目６番１７号ニュー大崎ビル　　　　　　　　　

中延二丁目 1420053 東京都品川区中延２－６－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川中延六丁目 1420053 東京都品川区中延６－１－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東五反田郵便局東 1410022 東京都品川区東五反田１－１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　

東五反田四丁目 1410022 東京都品川区東五反田４丁目５－９　　　　　　　　　　　　　　　　

東五反田桜田通り 1410022 東京都品川区東五反田５丁目　　　２５－１８　ＫＥＣビル　　　　　

東大井 1400011 東京都品川区東大井　　　　　　　５－７－６－１０１　　　　　　　

伊勢彦鮫洲旧東海道 1400011 東京都品川区東大井１‐３－２３　　　　　　　　　　　　　　　　　

東大井三丁目 1400011 東京都品川区東大井３－１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

中延駅前 1420052 東京都品川区東中延２丁目　　　　１０－１１　　　　　　　　　　　



東品川三丁目 1400002 東京都品川区東品川３丁目　　　　２１－１０　　　　　　　　　　　

品川シーサイド駅前 1400002 東京都品川区東品川４丁目　　　　１２－１０　　　　　　　　　　　

東品川 1400002 東京都品川区東品川一丁目３２－３　　　　　　　　　　　　　　　　

東品川四丁目 1400002 東京都品川区東品川四丁目３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

いすゞ本社前 1400013 東京都品川区南大井３－３５ー１０　　　　　　　　　　　　　　　　

山王大森駅前 1400013 東京都品川区南大井６－１７－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

大森ベルポート前 1400013 東京都品川区南大井６丁目２５－３いちご大森ビル　　　　　　　　　

青物横丁 1400004 東京都品川区南品川２－１７－２２　　　　　　　　　　　　　　　　

南品川三丁目 1400004 東京都品川区南品川３丁目６－２９　　　　　　　　　　　　　　　　

品川区役所前 1420043 東京都品川区二葉１丁目７（枝番未定）　　　　　　　　　　　　　　

二葉三丁目 1420043 東京都品川区二葉３丁目２９－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

品川平塚一丁目 1420051 東京都品川区平塚１丁目２１－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川平塚 1420051 東京都品川区平塚二丁目３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

品川豊町四丁目 1420042 東京都品川区豊町４丁目２０－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

新馬場サクセス通り 1400001 東京都品川区北品川２－１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

府中是政 1830014 東京都府中市是政一丁目３４番２２　　　　　　　　　　　　　　　　

福生加美平 1970012 東京都福生市加美平一丁目　　　　１３番１３　　　　　　　　　　　

福生山王橋通り 1970003 東京都福生市大字熊川字武蔵野　　１３８９番１２　　　　　　　　　

大塚一丁目 1120012 東京都文京区大塚１－５－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文京本郷 1130033 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　　　　　　

駒込駅北 1700003 東京都豊島区駒込二丁目３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊島高田一丁目 1710033 東京都豊島区高田１丁目１６‐１　　　　　　　　　　　　　　　　　

高田三丁目 1710033 東京都豊島区高田３－２１－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目白南 1710033 東京都豊島区高田３－３１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西池袋三丁目 1710021 東京都豊島区西池袋３－１－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

立教通り 1710021 東京都豊島区西池袋三丁目２９－７　　　　　　　　　　　　　　　　

豊島千早一丁目 1710044 東京都豊島区千早１丁目１２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

池袋二丁目 1710014 東京都豊島区池袋２－６０－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ピソ池袋 1710014 東京都豊島区池袋２－６２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

池袋ロイヤルホテル 1710014 東京都豊島区池袋２丁目４２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊島池袋三丁目 1710014 東京都豊島区池袋３丁目３７番－１２　　　　　　　　　　　　　　　

豊島長崎三丁目 1710051 東京都豊島区長崎３丁目１４－１７　　　　　　　　　　　　　　　　

サンシャイン通り南 1700013 東京都豊島区東池袋１－１３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

中池袋公園北 1700013 東京都豊島区東池袋１－１７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

池袋東口 1700013 東京都豊島区東池袋１－３９－１５　　　　　　　　　　　　　　　　

池袋駅東 1700013 東京都豊島区東池袋１－７－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

東池袋三丁目 1700013 東京都豊島区東池袋３－１２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

サンシャイン南 1700013 東京都豊島区東池袋４－２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンシャイン西 1700013 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

南池袋一丁目 1710022 東京都豊島区南池袋１－２５－１　アソルティ南池袋　　　　　　　　

池袋駅南 1710022 東京都豊島区南池袋１丁目　　　　１９－１２　　　　　　　　　　　

豊島南池袋三丁目 1710022 東京都豊島区南池袋三丁目１番　　１０号　　　　　　　　　　　　　

南池袋二丁目 1710022 東京都豊島区南池袋二丁目　　　　１２番５号　英ビル　　　　　　　

椎名町駅南口 1710052 東京都豊島区南長崎１－２５－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

東長崎駅南 1710052 東京都豊島区南長崎５－２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



南長崎五丁目 1710052 東京都豊島区南長崎５丁目１―１　　　　　　　　　　　　　　　　　

目白駅西 1710031 東京都豊島区目白　　　　　　　　三丁目１４番８号　つるやビル　　

目白二丁目 1710031 東京都豊島区目白２丁目３９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

目白三丁目 1710031 東京都豊島区目白３丁目４－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊島要町 1710043 東京都豊島区要町１丁目１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

千川駅北 1710043 東京都豊島区要町３丁目３８－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

要町駅南 1710043 東京都豊島区要町一丁目１番１１号ＫＴビル　　　　　　　　　　　　

王子本町一丁目 1140022 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 1140023 東京都北区滝野川１－２９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滝野川 1140023 東京都北区滝野川３－５５－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

滝野川五丁目 1140023 東京都北区滝野川５－３７－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

田端一丁目 1140014 東京都北区田端１丁目１２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

浮間中央通り 1150051 東京都北区浮間４－５－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北区浮間三丁目 1150051 東京都北区浮間三丁目８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

墨田両国東口 1300026 東京都墨田区両国四丁目３７番　　１０号レジデンス両国駅前　　　　

伊豆屋下目黒三丁目 1530064 東京都目黒区下目黒　　　　　　　３ー７ー３２ー１０３　　　　　　

佐野久下目黒 1530064 東京都目黒区下目黒２－１４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

駒場四丁目 1530041 東京都目黒区駒場４丁目６－１０　コスモビル１階　　　　　　　　　

原町一丁目 1520011 東京都目黒区原町１－６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祐天寺駅前 1530053 東京都目黒区五本木１－３１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　

上目黒二丁目 1530051 東京都目黒区上目黒２－１８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

中目黒駅前 1530051 東京都目黒区上目黒２－９－３５　　　　　　　　　　　　　　　　　

中目黒駅西口 1530051 東京都目黒区上目黒３丁目６－３　桧山ビル１Ｆ　　　　　　　　　　

小浦目黒青葉台 1530042 東京都目黒区青葉台１丁目　　　　２２－１０－１０１　　　　　　　

目黒青葉台三丁目 1530042 東京都目黒区青葉台３丁目　　　　１７－１１　ティーケー青葉台　　

学芸大学駅前 1520004 東京都目黒区鷹番３－１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学芸大学駅西 1520004 東京都目黒区鷹番３丁目６－１８　カザーナ学芸大学　　　　　　　　

学芸大学駅西口 1520004 東京都目黒区鷹番３丁目８－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目黒中央町 1520001 東京都目黒区中央町１丁目　　　　１８－１２　　　　　　　　　　　

中目黒一丁目 1530061 東京都目黒区中目黒１丁目　　　　１１－１２　　　　　　　　　　　

小浦中目黒 1530061 東京都目黒区中目黒１丁目２番１１　　　　　　　　　　　　　　　　

学芸大学駅南 1520003 東京都目黒区碑文谷６丁目１－２６　　　　　　　　　　　　　　　　

目黒一丁目 1530063 東京都目黒区目黒１丁目３－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　

目黒三丁目 1530063 東京都目黒区目黒３丁目４－８ベル　ドミール　目黒　　　　　　　　

目黒本町三丁目 1520002 東京都目黒区目黒本町　　　　　　３－２０－１２　　　　　　　　　

祐天寺駅東口 1530052 東京都目黒区祐天寺二丁目１２番　２１号　　　　　　　　　　　　　

緑が丘一丁目 1520034 東京都目黒区緑が丘１－１４－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

立川錦町六丁目 1900022 東京都立川市錦町６丁目１番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　

立川四中前 1900002 東京都立川市幸町５－５０－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

立川南駅前 1900023 東京都立川市柴崎町３丁目８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

立川若葉町 1900001 東京都立川市若葉町４丁目２１－３　　　　　　　　　　　　　　　　

立川上砂町五丁目 1900032 東京都立川市上砂町５丁目　　　　１番地の８　　　　　　　　　　　

西武立川駅南口 1900034 東京都立川市西砂町１丁目２２番　３１　　　　　　　　　　　　　　

西武立川 1900034 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 1900004 東京都立川市柏町４－６２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　



玉川上水駅西 1900004 東京都立川市柏町５－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

練馬中村橋 1760022 東京都練馬区向山一丁目１３番３　　　　　　　　　　　　　　　　　

春日町一丁目 1790074 東京都練馬区春日町１－１７－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

江古田日芸前 1760004 東京都練馬区小竹町１丁目５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石神井町二丁目 1770041 東京都練馬区石神井町　　　　　　２－３１－１７　　　　　　　　　

練馬石神井町八丁目 1770041 東京都練馬区石神井町　　　　　　８－４０－１１　　　　　　　　　

大泉町四丁目 1780062 東京都練馬区大泉町４－３４－２７　　　　　　　　　　　　　　　　

中村橋駅西 1760023 東京都練馬区中村北４丁目１２－４　　　　　　　　　　　　　　　　

練馬南田中一丁目 1770035 東京都練馬区南田中１丁目　　　　６番１６号　　　　　　　　　　　

平和台環八通り 1790083 東京都練馬区平和台４丁目　　　　２０－１０　　　　　　　　　　　

桜台駅前 1760011 東京都練馬区豊玉上２丁目１４－９　　　　　　　　　　　　　　　　
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