
店名 住所
浦和駅西口 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９

浦和仲町１丁目 埼玉県さいたま市浦和区仲町１丁目６番４

浦和裏門通り 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目１２番２号

北浦和公園前 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目３－１

岩槻警察署前 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻字西原ニ５０８１－１

東岩槻５丁目 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻５丁目７－１

岩槻尾ヶ崎新田 埼玉県さいたま市岩槻区美園東１丁目５番地９

岩槻慈恩寺 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３

さいたま春野図書館前 埼玉県さいたま市見沼区春野４－３０－３

さいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田１丁目１５５６－１

大宮大和田１丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１

さいたま島小学校前 埼玉県さいたま市見沼区島町６２３－１

さいたま東大宮２丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２丁目３４－１

さいたま東大宮６丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６丁目２８－２

さいたま堀崎町 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１０８２

さいたま西堀２丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀２－１７－５

さいたま田島１丁目 埼玉県さいたま市桜区田島１－２０－５

大宮三橋 埼玉県さいたま市西区三橋６－１１０－４

大宮中釘 埼玉県さいたま市西区中釘２０７３

さいたま中野林中郷 埼玉県さいたま市西区中野林６６４－１

大宮一番街 埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目６０

大宮櫛引１丁目 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－７０２

大宮駅桜木１丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目２６６－３

さいたま三橋総合公園前 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－８７４

さいたま上小町 埼玉県さいたま市大宮区上小町５１－１

さいたま浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２６５

さいたま大成町３丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５４５

さいたま北袋町１丁目 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－５

ＫＯＹＯ埼玉小児医療センタ― 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２

さいたま本町西５丁目 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１－５

さいたま曲本３丁目 埼玉県さいたま市南区曲本３－５－１

さいたま曲本５丁目 埼玉県さいたま市南区曲本５－７－１

さいたま大谷口 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸１２６－１

さいたま円正寺 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５０３－１

浦和内谷４丁目 埼玉県さいたま市南区内谷４丁目１９番１号

南浦和駅東口 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３６－１２

南浦和３丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目４４－６

南浦和文化通り 埼玉県さいたま市南区南本町１－１７－１

浦和白幡６丁目 埼玉県さいたま市南区白幡６－１１－６

さいたま吉野町１丁目 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３５３－５

さいたま宮原１丁目西 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目１２９－１

森永　ハイチュウ　サンリオ　缶バッジ付き　取扱い店舗一覧

②埼玉県・千葉県・東京都



さいたま宮原３丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３８９－１

さいたま土呂２丁目 埼玉県さいたま市北区土呂２丁目５２－１５

さいたま奈良町北 埼玉県さいたま市北区奈良町１０９－４

大宮日進駅西 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１３６

さいたま本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町１２１３

さいたま原山１丁目 埼玉県さいたま市緑区原山１－３３－１９

さいたま原山３丁目南 埼玉県さいたま市緑区原山３－１４－２１

さいたま三室北宿 埼玉県さいたま市緑区大字三室２４１９－７

さいたま大牧 埼玉県さいたま市緑区大字大牧１４８７－５

東浦和駅北通り 埼玉県さいたま市緑区東浦和３－１－１

さいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－２０－１５

さいたま道祖土２丁目 埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１７－１６

埼玉スタジアム北 埼玉県さいたま市緑区美園１丁目１５－１６

大井町東久保 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１丁目５番２号

上福岡駅西口 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１丁目１－３

羽生下新郷 埼玉県羽生市大字下新郷１９６９－１

羽生中央３丁目 埼玉県羽生市中央３丁目１－１３

羽生東５丁目 埼玉県羽生市東５丁目１５－２４

越谷レイクタウン５丁目 埼玉県越谷市レイクタウン５－３２－２

越谷レイクタウン９丁目 埼玉県越谷市レイクタウン９丁目１－２９

越ヶ谷３丁目 埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９

越谷花田４丁目 埼玉県越谷市花田４－１５－２

越谷蒲生茜町 埼玉県越谷市蒲生茜町２７番地４

蒲生旭町 埼玉県越谷市蒲生旭町７番２３号

越谷瓦曽根 埼玉県越谷市瓦曽根１丁目４－２２

越谷宮本町１丁目 埼玉県越谷市宮本町１丁目６１－１

越谷七左２丁目 埼玉県越谷市新越谷１丁目１４番地４

越谷神明町２丁目 埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４

越谷相模町５丁目 埼玉県越谷市相模町５－１７５－１

越谷下間久里 埼玉県越谷市大字下間久里１０４－１

越谷西大袋 埼玉県越谷市大字大道６５４－３

越谷大杉 埼玉県越谷市大杉４３２－５

東越谷６丁目 埼玉県越谷市東越谷６丁目２６番地６

新越谷駅前通り 埼玉県越谷市南越谷１－１９－７

南越谷 埼玉県越谷市南越谷３ー２５ー１

南越谷５丁目 埼玉県越谷市南越谷５－２６－８

越谷駅東口 埼玉県越谷市弥生町１ー１４

桶川東１丁目 埼玉県桶川市東１－１－４

桶川末広３丁目南 埼玉県桶川市末広３－２－１

桶川末広３丁目 埼玉県桶川市末広３丁目４－１１

加須旗井西 埼玉県加須市旗井３丁目１３番地８

加須騎西 埼玉県加須市騎西字元町裏６－４

加須大門町 埼玉県加須市大門町６－２４

加須道地 埼玉県加須市道地字天沼１４３２



加須平成中学校前 埼玉県加須市南大桑２８０９－６

北川辺麦倉 埼玉県加須市麦倉１２１９－２

加須不動岡３丁目 埼玉県加須市不動岡３－２６－３

大利根北大桑 埼玉県加須市北大桑６１２－１

埼玉吉川南 埼玉県吉川市中曽根１－１１－１８

吉川駅北口 埼玉県吉川市木売１丁目７－４

吉川駅南 埼玉県吉川市木売３丁目７番２

久喜北２丁目 埼玉県久喜市久喜北２丁目２９番４号

久喜栗原２丁目 埼玉県久喜市栗原２丁目２－２

鷲宮桜田２丁目 埼玉県久喜市桜田２－１３３－２７

菖蒲柴山 埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷１５０９－１

久喜上内西 埼玉県久喜市上内字椎名１９１２－１

狭山台団地 埼玉県狭山市狭山台３－２５－２

狭山根岸 埼玉県狭山市笹井１丁目１５番１号

狭山北入曽 埼玉県狭山市大字北入曽字入間野９３６－７０

狭山堀兼バイパス 埼玉県狭山市大字堀兼１９３１－１

狭山中央２丁目 埼玉県狭山市中央２－２５－２５

狭山入間川３丁目 埼玉県狭山市入間川３－１０－１９

熊谷下恩田 埼玉県熊谷市下恩田６－２

熊谷銀座３丁目 埼玉県熊谷市銀座３丁目３１番地１

熊谷戸出 埼玉県熊谷市戸出１７２

江南御正新田 埼玉県熊谷市御正新田１７－１

熊谷大原 埼玉県熊谷市大原１丁目１ー３４

熊谷別府中央通り 埼玉県熊谷市別府４丁目４３

戸田笹目２丁目 埼玉県戸田市笹目２丁目６－６

戸田市役所南通り 埼玉県戸田市上戸田１丁目４－２

戸田新曽芦原 埼玉県戸田市新曽２１４１

戸田新曽南 埼玉県戸田市新曽南２ー１ー１８

戸田中町２丁目 埼玉県戸田市中町２－５－１３

戸田美女木４丁目 埼玉県戸田市美女木４－１０－９

戸田美女木８丁目 埼玉県戸田市美女木８丁目１４－５

戸田本町１丁目 埼玉県戸田市本町１ー５ー５

幸手神明内 埼玉県幸手市神明内４７５－３

幸手神明内南 埼玉県幸手市神明内南８２４－１

幸手千塚 埼玉県幸手市大字千塚字柳橋９０９ー２

幸手関宿橋 埼玉県幸手市大字惣新田字三田４１７６－１

幸手北 埼玉県幸手市大字内国府間字新田前８１３番１

幸手南３丁目 埼玉県幸手市南３丁目１番１２号

行田向町 埼玉県行田市向町２０ー３５

行田下須戸 埼玉県行田市大字下須戸字寺前１１９９

行田さきたま古墳前 埼玉県行田市大字佐間１５２９－１

行田忍１丁目 埼玉県行田市忍１丁目３３１－１

鴻巣宮前 埼玉県鴻巣市宮前６４－１０

鴻巣宮前原 埼玉県鴻巣市宮前６３７番１



鴻巣原馬室 埼玉県鴻巣市原馬室３７６８－１

鴻巣富士見２丁目 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目８番５号

鴻巣大間３丁目 埼玉県鴻巣市大間３－１－４８

鴻巣天神３丁目 埼玉県鴻巣市天神３丁目２番３５号

鴻巣南１丁目 埼玉県鴻巣市南１丁目１３番８号

鴻巣本町 埼玉県鴻巣市本町３－３－１１

坂戸鎌倉町 埼玉県坂戸市鎌倉町３－２６

坂戸横沼 埼玉県坂戸市大字横沼３６２ー１

三郷戸ケ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎３ー６８０

三郷幸房東 埼玉県三郷市幸房字上横道添５９０番

三郷采女１丁目 埼玉県三郷市采女１丁目１７０番地

三郷駅北口 埼玉県三郷市早稲田２丁目１－１

三郷鷹野３丁目 埼玉県三郷市鷹野３－６２－２

三郷鷹野中央通り 埼玉県三郷市鷹野３丁目２６１－１

三郷中央５丁目 埼玉県三郷市中央５丁目２６番１

三郷市役所東 埼玉県三郷市中央５丁目３１番地９

三郷彦成５丁目 埼玉県三郷市彦成５丁目１２６

三郷彦野１丁目 埼玉県三郷市彦野１－１

上里七本木南 埼玉県児玉郡上里町七本木２６２０－１

上里神保原東 埼玉県児玉郡上里町神保原２２０８

美里古郡 埼玉県児玉郡美里町古郡９２０番１

春日部金崎 埼玉県春日部市金崎５３－３

春日部小渕北 埼玉県春日部市小渕字山下１１４５－１

庄和神間 埼玉県春日部市神間４５３－１

春日部赤沼 埼玉県春日部市赤沼８８４－１

ＪＳ武里団地 埼玉県春日部市大枝８９

春日部大沼４丁目 埼玉県春日部市大沼４－２６ー１

武里駅西口 埼玉県春日部市大場１０９５－３

春日部西口 埼玉県春日部市中央１丁目４３番地１２

春日部銚子口 埼玉県春日部市銚子口３２０－１

春日部藤塚 埼玉県春日部市藤塚字三本木２８９２番

春日部備後西 埼玉県春日部市備後西４－１１－５

春日部豊町２丁目 埼玉県春日部市豊町２丁目６－６

所沢牛沼北 埼玉県所沢市牛沼８０４－１

狭山ヶ丘駅西口 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１丁目２９９４－７

所沢元町 埼玉県所沢市元町９－２５

所沢若狭４丁目 埼玉県所沢市若狭４丁目２４９８－３

小手指駅南口 埼玉県所沢市小手指町３丁目１

所沢上新井２丁目 埼玉県所沢市上新井２丁目８１番５

所沢泉町 埼玉県所沢市泉町１８３６－１

所沢岩崎 埼玉県所沢市大字山口１１３１

所沢東住吉中央 埼玉県所沢市東住吉７－１

東所沢３丁目 埼玉県所沢市東所沢３－１－１

東所沢和田３丁目 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目１番３



所沢プロペ通り 埼玉県所沢市日吉町１０－２２

所沢市民体育館前 埼玉県所沢市美原町２丁目２９３１番の１８

ＪＳ所沢パークタウン駅前通り 埼玉県所沢市並木３－１

所沢小手指ケ原 埼玉県所沢市北野１－１－１

東所沢駅前 埼玉県所沢市本郷１０９１ー３

所沢有楽町 埼玉県所沢市有楽町８４４番１

アリコベール上尾 埼玉県上尾市宮本町２－１

上尾小敷谷 埼玉県上尾市小敷谷６９４－１

上尾モンシェリー 埼玉県上尾市谷津２丁目１番５０－１０号

上尾中妻３丁目 埼玉県上尾市中妻３丁目２１－３９

上尾二ツ宮 埼玉県上尾市二ツ宮８２６－１

上尾柏座４丁目 埼玉県上尾市柏座４－１１－２４

上尾本町東 埼玉県上尾市本町４－１３－２０

新座栄１丁目 埼玉県新座市栄１丁目１２－７

新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３－１－１

新座大和田 埼玉県新座市大和田１－２５－２６

新座道場１丁目 埼玉県新座市道場１－９－１４

新座野火止５丁目 埼玉県新座市野火止５－４－２０

新座野火止７丁目 埼玉県新座市野火止７－８－７

埼玉岡部町 埼玉県深谷市岡１丁目１７番地６

深谷原郷 埼玉県深谷市原郷４２４－１

深谷上増田 埼玉県深谷市上増田３０７－１

深谷仙元山通り 埼玉県深谷市上野台３２２１－１

深谷中瀬 埼玉県深谷市中瀬１５４１－１

深谷東方５丁目 埼玉県深谷市東方町５丁目２０番１３

川越笠幡さつき通り 埼玉県川越市笠幡２０７９－１

川越宮元町 埼玉県川越市宮元町４１－１

川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１－１

川越大袋新田 埼玉県川越市山城１７０－５

川越諏訪町 埼玉県川越市諏訪町１６－１１

川越石原町１丁目 埼玉県川越市石原町１－５－１

川越石田 埼玉県川越市大字石田６１５番１

川越的場駅北 埼玉県川越市大字的場字上宿１８９４－１

川越今福 埼玉県川越市中台１－１２

霞ヶ関駅北口 埼玉県川越市的場２８４０－１９

鶴ヶ島駅西口 埼玉県川越市天沼新田２０４－５

川越南古谷 埼玉県川越市並木２０２－６

川越水上公園前 埼玉県川越市豊田本２丁目２４－１８

川越六軒町 埼玉県川越市六軒町１－１５－４

川越脇田本町 埼玉県川越市脇田本町５番１２

川越駅西口ユープレイス 埼玉県川越市脇田本町８番１

川口安行出羽 埼玉県川口市安行出羽１－１２－７

川口駅北 埼玉県川口市栄町３－４－１６

川口元郷６丁目 埼玉県川口市元郷６－６－１



東川口駅南口 埼玉県川口市戸塚１ー５ー７

川口戸塚鋏町北 埼玉県川口市戸塚東３丁目３８番１

川口戸塚東４丁目 埼玉県川口市戸塚東４－１７－１８

鳩ヶ谷坂下３丁目 埼玉県川口市坂下町３－２４－２０

川口芝新町 埼玉県川口市芝新町６－１６

川口芝塚原２丁目 埼玉県川口市芝塚原２丁目２番１１号

川口上青木１丁目 埼玉県川口市上青木１丁目４番１

川口青木中学校前 埼玉県川口市青木４丁目４－１０

川口青木５丁目 埼玉県川口市青木５丁目９番１７号

川口駅東口 埼玉県川口市川口１－１－１－Ｂ１０４

川口差間 埼玉県川口市大字差間３６５－２

川口朝日３丁目 埼玉県川口市朝日３－８－２６

川口東領家２丁目 埼玉県川口市東領家２－３－１

鳩ヶ谷本町 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町１丁目１５－２２

鳩ケ谷緑町１丁目 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町１－２－２

川口並木３丁目 埼玉県川口市並木３－３－９

鳩ケ谷里 埼玉県川口市里１２３５

草加花栗北 埼玉県草加市花栗４－１－９

草加吉町２丁目 埼玉県草加市吉町２－１－６０

草加新田 埼玉県草加市金明町２１０－１

草加駅前１番通り 埼玉県草加市住吉１－４－７

草加新里下町 埼玉県草加市新里町３５４－１

草加清門町 埼玉県草加市清門３丁目７２番地３

草加青柳５丁目 埼玉県草加市青柳５－１３－１０

草加駅前西口 埼玉県草加市氷川町２１２１－５

草加氷川北 埼玉県草加市氷川町２１７１－２１

草加氷川町西 埼玉県草加市氷川町６３５－７

草加氷川町南 埼玉県草加市氷川町６８６－１

草加苗塚町 埼玉県草加市苗塚町２５３

草加弁天１丁目 埼玉県草加市弁天１丁目２５番７号

草加北谷２丁目 埼玉県草加市北谷２丁目４１６－４

寄居駅南 埼玉県大里郡寄居町寄居５８５－３

寄居赤浜 埼玉県大里郡寄居町赤浜６７３ー１

秩父横瀬 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬１２１０－６

小鹿野バイパス 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２０１３－３

長瀞中野上 埼玉県秩父郡長瀞町中野上竹の内３４１－１

朝霞東洋大学前 埼玉県朝霞市溝沼１３３６－１

朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１－９

朝霞上内間木 埼玉県朝霞市大字上内間木６８６－１２

朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－６－３５

朝霞浜崎４丁目 埼玉県朝霞市浜崎４－７－５５

朝霞本町１丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目２－３５

朝霞駅南口 埼玉県朝霞市本町３－１－５０

鶴ヶ島市役所通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折１３７７－３



鶴ヶ島脚折町６丁目 埼玉県鶴ヶ島市脚折町６丁目２８－４

鶴ヶ島東 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷４０－１

東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１－１５

東松山駅東口 埼玉県東松山市箭弓町１－１４－２

東松山六軒町 埼玉県東松山市六軒町６ー８

日高旭ヶ丘 埼玉県日高市旭ヶ丘４８９－１

日高バイパス 埼玉県日高市高萩１０４４－１

日高高麗本郷 埼玉県日高市高麗本郷１９１ー５

日高女影 埼玉県日高市女影１７１４ー１

日高工業団地 埼玉県日高市新堀新田２１－２

日高下川崎 埼玉県日高市大字馬引沢８４－３

三芳藤久保西 埼玉県入間郡三芳町藤久保８２５－１

毛呂山岩井 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－３２－３

毛呂山埼玉医大南 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４３－１

宮寺 埼玉県入間市宮寺５４１－２

入間 埼玉県入間市宮寺３１９０－５

入間鍵山 埼玉県入間市鍵山１‐１３‐１７

入間扇台３丁目 埼玉県入間市扇台３－６－３

入間市東町３丁目 埼玉県入間市東町３－２－１０

入間豊岡１丁目 埼玉県入間市豊岡１－２－３７

入間市野田 埼玉県入間市野田１４４６－１

新白岡駅西口 埼玉県白岡市新白岡７丁目１２－６

八潮伊勢野 埼玉県八潮市大字伊勢野字根通１５７

八潮新町 埼玉県八潮市大字新町１１８

八潮ＰＡ 埼玉県八潮市大字大瀬８４９－１

八潮団地通り 埼玉県八潮市大字八條２３１７－４

八潮大瀬 埼玉県八潮市大瀬４－２５－１３

八潮２丁目いちょう通り 埼玉県八潮市八潮２丁目２６－４

八潮緑町３丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２７－３

飯能永田 埼玉県飯能市永田３０７－６

飯能狭山バイパス 埼玉県飯能市大字双柳１２８５－１

飯能美杉台 埼玉県飯能市美杉台６丁目２－２

飯能本町 埼玉県飯能市本町９番１５号

ときがわ町玉川 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４３３９－１

森林公園駅南口 埼玉県比企郡滑川町都９ー１

吉見今泉 埼玉県比企郡吉見町大字今泉字西町５８２番１

吉見町東 埼玉県比企郡吉見町大字万光寺１３－１

東小川 埼玉県比企郡小川町東小川４－６－１０

川島伊草 埼玉県比企郡川島町伊草３６３－２

川島町吹塚 埼玉県比企郡川島町吹塚５

埼玉川島 埼玉県比企郡川島町中山１４２３－１

ふじみ野駅東口 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１－３

富士見勝瀬原公園前 埼玉県富士見市ふじみ野東１丁目２５－３

富士見鶴馬前谷 埼玉県富士見市大字鶴馬３３１１－１



みずほ台駅東口 埼玉県富士見市東みずほ台２丁目１番１２

富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３－１７－９

松伏ゆめみ野東１丁目 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東１丁目２番地１１

杉戸並塚 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚１３３７－５

伊奈栄 埼玉県北足立郡伊奈町栄４丁目１６３番地１

伊奈羽貫駅前 埼玉県北足立郡伊奈町寿３丁目１４５番

伊奈小室河原 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８２１４－１

伊奈大針 埼玉県北足立郡伊奈町大針８０７番１

本庄栄１丁目 埼玉県本庄市栄１丁目１番３６号

本庄南口 埼玉県本庄市駅南１ー２ー１９

本庄児玉吉田林 埼玉県本庄市児玉町吉田林６３８

本庄児玉八幡山 埼玉県本庄市児玉町八幡山字北田３０番１

本庄早稲田西 埼玉県本庄市東富田３３－１

蓮田馬込ＳＳ 埼玉県蓮田市馬込２１４８－１

和光新倉２丁目 埼玉県和光市新倉２丁目９番５０号

蕨東口 埼玉県蕨市塚越１丁目２番１５号

蕨東口１番街 埼玉県蕨市塚越１－５－１

店名 住所
大原駅前 千葉県いすみ市大原７６５６

旭秋田 千葉県旭市秋田１７６２－２２

干潟入野 千葉県旭市入野７９２－１１

旭市飯岡谷 千葉県旭市飯岡３１４４

安房勝山 千葉県安房郡鋸南町下佐久間８０３ー１

印西白幡 千葉県印西市浦幡新田４８－４

印西中央南 千葉県印西市中央南１－１－２

栄安食駅前 千葉県印旛郡栄町安食１－２０－７

酒々井下岩橋 千葉県印旛郡酒々井町下岩橋１３１－１

酒々井駅東口 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１丁目１番２４

浦安高洲２丁目 千葉県浦安市高洲２－４－１０

浦安当代島１丁目 千葉県浦安市当代島１－１４－１５

浦安当代島 千葉県浦安市当代島３ー４ー１

浦安美浜 千葉県浦安市美浜１丁目６番２

浦安富士見 千葉県浦安市富士見１－１７－６

湾岸浦安インター 千葉県浦安市弁天４－２１－１

浦安堀江１丁目 千葉県浦安市堀江１丁目３３－１４

浦安明海５丁目 千葉県浦安市明海５－１－１

我孫子３丁目 千葉県我孫子市我孫子３丁目３番８号

我孫子根戸 千葉県我孫子市根戸１１８７番３

我孫子柴崎台１丁目 千葉県我孫子市柴崎台１－１４－９

我孫子天王台６丁目 千葉県我孫子市天王台６－１７－１

我孫子緑１丁目 千葉県我孫子市緑１丁目５番３号

東邦鎌ケ谷病院前 千葉県鎌ケ谷市佐津間字芝原賀６７７－８２

鎌ヶ谷総合病院前 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目９－６

新京成ＳＴ新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷１丁目１３番１号



鎌ケ谷東初富４丁目 千葉県鎌ケ谷市東初富４丁目１番３８号

鎌ケ谷駅西口 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６

館山真倉 千葉県館山市下真倉２６９

館山城山公園 千葉県館山市館山１０５７番５

館山上野原 千葉県館山市長須賀６７１

館山北条 千葉県館山市北条１９０１－２

館山湊 千葉県館山市湊４２９－４

小見川東 千葉県香取市阿玉川４番地１

香取与田浦 千葉県香取市佐原ハ５００１－４２

佐原大手 千葉県香取市佐原ホ１４４－１

小見川織幡 千葉県香取市織幡１１２５番４

香取大戸川 千葉県香取市大戸川１８２番１

香取大根 千葉県香取市大根字大稲場２０１３－２

小見川木内 千葉県香取市木内字第壱号区９８－１

佐倉臼井 千葉県佐倉市臼井字宿内１３１番４

佐倉栄町 千葉県佐倉市栄町２０－１

佐倉下志津 千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１

佐倉江原台 千葉県佐倉市江原台１－１８－７

佐倉上志津 千葉県佐倉市上志津１７９４－２

佐倉志津公民館通り 千葉県佐倉市上志津１８１５－１

佐倉上志津原 千葉県佐倉市上志津原３３１－１

佐倉西志津６丁目 千葉県佐倉市西志津６丁目１－３

佐倉染井野３丁目 千葉県佐倉市染井野３丁目４１－４

山武市役所前 千葉県山武市殿台字荒田２０１番２

四街道駅前 千葉県四街道市四街道１丁目２番８号

四街道一丁目 千葉県四街道市四街道１丁目６－１

四街道小名木 千葉県四街道市小名木８７－２３

四街道大日桜ケ丘 千葉県四街道市大日５１－２

市原ちはら台 千葉県市原市ちはら台西５－５－１３

市原ちはら台東４丁目 千葉県市原市ちはら台東４－１２－１５

市原岩野見 千葉県市原市岩野見８７６－１

市原菊間 千葉県市原市菊間字並木５５８－１

市原牛久 千葉県市原市牛久字下矢原６９２－２

市原五井西４丁目 千葉県市原市五井西４丁目１５番地３

市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２－１３－２

姉ケ崎駅入口 千葉県市原市姉崎５６７－２

市原青葉台入口 千葉県市原市姉崎２５７２－１

市原西五所 千葉県市原市西五所９－１

市原辰巳台東１丁目 千葉県市原市辰巳台東１－４－２

市原馬立 千葉県市原市馬立３４３

市原八幡石塚 千葉県市原市八幡字石塚１９０２番１２

市原村田川 千葉県市原市八幡北町２丁目７番５

市川塩焼１丁目 千葉県市川市塩焼１丁目２番１号

市川塩焼 千葉県市川市塩焼５－７－３３



市川鬼高１丁目 千葉県市川市鬼高１－１４－１１

市川南３丁目 千葉県市川市市川南３－３－２２

市川新田２丁目 千葉県市川市新田２－１５－６

市川行徳バイパス 千葉県市川市相之川２－７－１４

市川南行徳駅前 千葉県市川市南行徳１－２０－１３

市川南大野２丁目 千葉県市川市南大野２－４－２５

南八幡 千葉県市川市南八幡１－１０－１

市川平田１丁目 千葉県市川市平田１丁目１８－１４

市川平田３丁目 千葉県市川市平田３－４－３

市川宝 千葉県市川市宝２－１０－１４

市川堀之内 千葉県市川市堀之内３－２５－１３

市川妙典２丁目 千葉県市川市妙典２丁目１６－３

市川妙典 千葉県市川市妙典５丁目１４－３５

習志野屋敷 千葉県習志野市屋敷４－１－８

習志野鷺沼 千葉県習志野市鷺沼１ー１４ー２８

実籾 千葉県習志野市実籾４－１－１

津田沼高校前 千葉県習志野市秋津５－１２－１５

習志野奏の杜南 千葉県習志野市奏の杜２丁目４番１号

京成大久保 千葉県習志野市大久保４－１０－１３

習志野谷津１丁目 千葉県習志野市谷津１丁目１８－４６

津田沼駅北口 千葉県習志野市津田沼１－２－２２

東習志野 千葉県習志野市東習志野６丁目５－１９

習志野藤崎２丁目 千葉県習志野市藤崎２丁目２番２－２

習志野藤崎６丁目 千葉県習志野市藤崎６－４４７－６

京成大久保駅南 千葉県習志野市本大久保５丁目１－２１

松戸古ヶ崎五差路 千葉県松戸市古ヶ崎５４－１

松戸古ケ崎 千葉県松戸市古ケ崎８９２

新京成ＳＴ元山 千葉県松戸市五香南１丁目５番地１号

松戸松飛台駅北 千葉県松戸市紙敷１丁目５番１２

松戸紙敷 千葉県松戸市紙敷１６８－２

松戸小山 千葉県松戸市小山４９５－１

松戸市松戸 千葉県松戸市松戸１２２７－１

松戸丸山 千葉県松戸市松戸新田２２－３

松戸胡録台 千葉県松戸市松戸新田１０９－１０

みのり台駅前 千葉県松戸市松戸新田５７５－２２

松戸松飛台 千葉県松戸市松飛台３３５－２

上本郷駅北口 千葉県松戸市上本郷２６７５－２

松戸常盤平セブンタウン 千葉県松戸市常盤平３丁目１０－１

新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８５

松戸西馬橋２丁目 千葉県松戸市西馬橋２丁目１１－１

松戸大橋 千葉県松戸市大橋２３７－１

松戸北小金 千葉県松戸市大金平２丁目６２－２

松戸大金平２丁目 千葉県松戸市大金平２－９３

松戸上本郷駅前 千葉県松戸市仲井町３丁目１０－１



松戸南花島４丁目 千葉県松戸市南花島４－６８－２６

松戸日暮 千葉県松戸市日暮２丁目１５－１２

松戸日暮６丁目 千葉県松戸市日暮６－１１３

馬橋駅東口 千葉県松戸市馬橋１８０２－１

松戸六実１丁目 千葉県松戸市六実１－２５－２０

成田はなのき台 千葉県成田市はなのき台１丁目２２番１１

ガーデン成田 千葉県成田市吉倉字往還附２４１番１

成田公津の杜２丁目 千葉県成田市公津の杜２丁目３－３

成田土屋 千葉県成田市土屋１２９５－１

成田飯田町西 千葉県成田市飯田町字西向野１４３－６７

成田美郷台３丁目 千葉県成田市美郷台３丁目１７－３

京成稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区稲毛東２丁目４番８

千葉宮野木 千葉県千葉市稲毛区宮野木町１０６６－２

千葉天台駅前 千葉県千葉市稲毛区轟町５丁目２２番２

千葉小中台町 千葉県千葉市稲毛区小中台町４８２－１１

千葉小仲台４丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台４丁目６－７

千葉柏台 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

千葉天台４丁目 千葉県千葉市稲毛区天台４－７－５

花園 千葉県千葉市花見川区花園１－２０－１６

千葉花園３丁目 千葉県千葉市花見川区花園３丁目１９番１０号

千葉花島町 千葉県千葉市花見川区花島町４８０－３

千種 千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６

千葉大日町 千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１

千葉朝日ケ丘３丁目 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘３－５－３

千葉畑町 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘５－３２－２５

千葉天戸台 千葉県千葉市花見川区天戸町１０４０－４

新検見川 千葉県千葉市花見川区南花園２－２－１８

千葉柏井１丁目 千葉県千葉市花見川区柏井１丁目３７－２０

幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー１３４１

千葉桜木２丁目 千葉県千葉市若葉区桜木２－１６－１

千葉桜木町北 千葉県千葉市若葉区桜木６丁目１番１５号

千葉小倉南 千葉県千葉市若葉区小倉町７７６－１

千葉宮田 千葉県千葉市若葉区中田町１１２０

千葉宮崎１丁目 千葉県千葉市中央区宮崎１ー１８ー３８

ペリエ千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１

千葉駅西口 千葉県千葉市中央区新千葉２丁目２番１号

千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町５０６－１

千葉青葉の森南口 千葉県千葉市中央区青葉町１２５０番地２

千葉青葉の森公園 千葉県千葉市中央区青葉町１２５９

千葉蘇我町２丁目 千葉県千葉市中央区蘇我２丁目２３番１５号

千葉中央３丁目 千葉県千葉市中央区中央３丁目３－８

千葉都町東 千葉県千葉市中央区都町５丁目２５番１７号

千葉南生実町 千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１

蘇我駅東口 千葉県千葉市中央区南町２丁目９番８号



千葉蘇我駅前 千葉県千葉市中央区南町２－１６－１

浜野 千葉県千葉市中央区浜野町１０２０

千葉駅前大通り 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１

千葉ラ・ピエール通り 千葉県千葉市中央区富士見２丁目４番３

千葉富士見２丁目 千葉県千葉市中央区富士見２－１６－１

千葉中央駅東口 千葉県千葉市中央区本千葉町７－２

千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１２－３

千葉祐光２丁目 千葉県千葉市中央区祐光２－１３－７

千葉海浜幕張駅前 千葉県千葉市美浜区ひび野１－９

ａｕｎｅ海浜幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１４

千葉幸町 千葉県千葉市美浜区幸町１丁目１５－１

千葉稲毛海岸駅前 千葉県千葉市美浜区高洲１丁目２３番２号

千葉高洲３丁目 千葉県千葉市美浜区高洲３－１４－６

千葉真砂 千葉県千葉市美浜区真砂１－４－２７

千葉あすみが丘東 千葉県千葉市緑区あすみが丘東１－１９－２

千葉おゆみ野３丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１４ー３

千葉おゆみ野中央８丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央８－２２－３

千葉小金沢坂下 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－３４－１

千葉鎌取町 千葉県千葉市緑区鎌取町２７３－２３

千葉誉田２丁目 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２１番２４２

船橋海神町南 千葉県船橋市海神町南１－１５４４－１５

船橋葛飾２丁目 千葉県船橋市葛飾町２ー３８４

船橋古作３丁目 千葉県船橋市古作３丁目１番５３号

船橋高根台 千葉県船橋市高根台６－４１－１

新京成ＳＴ三咲 千葉県船橋市三咲２丁目２番１号

船橋三山７丁目 千葉県船橋市三山７丁目１３番７号

船橋山野町 千葉県船橋市山野町１４３－１

船橋芝山６丁目 千葉県船橋市芝山６丁目６０番１号

船橋若松１丁目 千葉県船橋市若松１－２－６

習志野台 千葉県船橋市習志野台２丁目７３－１６

新京成ＳＴ北習志野 千葉県船橋市習志野台３－１－１

船橋薬円台公園前 千葉県船橋市習志野台４丁目７２番２０号

船橋駿河台１丁目 千葉県船橋市駿河台１丁目３０００番地１

船橋松が丘４丁目 千葉県船橋市松が丘４－５８－１

船橋アンデルセン公園前 千葉県船橋市神保町１３－５

西船 千葉県船橋市西船４－２２－２

船橋前原西 千葉県船橋市前原西２－３４－２０

船橋前原東４丁目 千葉県船橋市前原東４－１７－２

船橋滝不動駅前 千葉県船橋市南三咲３丁目２４番１号

船橋二和東 千葉県船橋市二和東２－５－５

船橋飯山満町２丁目 千葉県船橋市飯山満町２丁目６２１－１０

船橋本町１丁目 千葉県船橋市本町１－９－９

船橋本町４丁目 千葉県船橋市本町４丁目４０番１３号

野栄町役場前 千葉県匝瑳市今泉６４９６－１



袖ケ浦長浦駅東 千葉県袖ケ浦市久保田１丁目１番７

袖ヶ浦蔵波台６丁目 千葉県袖ケ浦市蔵波台６－１０－１

袖ヶ浦久保田 千葉県袖ケ浦市代宿９２９

袖ケ浦飯富 千葉県袖ケ浦市飯富８８０

大網白里金谷郷 千葉県大網白里市金谷郷１５１番１

銚子三崎町１丁目 千葉県銚子市三崎町１丁目７５

銚子松岸 千葉県銚子市松岸町３丁目３１０

銚子松本町 千葉県銚子市松本町３ー２ー２８

上総一宮 千葉県長生郡一宮町一宮３１１４

一宮舞台 千葉県長生郡一宮町一宮字舞台２５５１－７

長南小沢 千葉県長生郡長南町小沢１７５１－１

白子町役場入口 千葉県長生郡白子町関５０３４－３

東金家之子 千葉県東金市家之子３８０－６

東金中橋 千葉県東金市田間９０番２

東金東上宿 千葉県東金市東上宿２－１４－１

安房富山高崎 千葉県南房総市高崎１２０２－１

千倉瀬戸 千葉県南房総市千倉町瀬戸字稲子田８９８番１

富浦インター 千葉県南房総市富浦町深名５４９番１

南房総富浦多田良 千葉県南房総市富浦町多田良１０１０－１

柏手賀の杜 千葉県柏市手賀の杜２－１３－１

柏青葉台１丁目 千葉県柏市青葉台１－１１－２７

ＤａｙＯｎｅタワー柏 千葉県柏市柏１丁目７番１

柏３丁目 千葉県柏市柏３－７－２４

柏布施弁天入口 千葉県柏市布施字荒屋敷１３３４－２

南柏豊四季 千葉県柏市豊四季９７２－１８

柏豊四季向中原 千葉県柏市豊四季字向中原６７８－１８２

柏豊四季台団地前 千葉県柏市豊四季台１丁目７９９番１

柏豊住３丁目 千葉県柏市豊住３－３－２

西白井駅前 千葉県白井市けやき台１－２－２

白井ベリーフィールド 千葉県白井市根１９１９－５

白井笹塚 千葉県白井市笹塚３－２４－１

白井冨士 千葉県白井市冨士字南園２４２－１

八街二区東 千葉県八街市八街に８－６

八街笹引 千葉県八街市八街ヘ１９９－１８５８

八街富山 千葉県八街市八街ほ２０８－７３９

八街富山十字路 千葉県八街市富山１３１４－１３４３

八千代宮坂 千葉県八千代市萱田町字宮坂１０８５－８

ＵＲ村上団地 千葉県八千代市村上字向原１１１３番３

八千代台１０丁目 千葉県八千代市八千代台北１０ー６ー３

富津千種新田 千葉県富津市千種新田３２５

富津湊 千葉県富津市湊８１１－１

富里葉山 千葉県富里市御料字葉山１００９－３０

富里七栄中央 千葉県富里市七栄６４６－８８８

富里七栄南 千葉県富里市七栄６５３－８



富里七栄北 千葉県富里市七栄字北新木戸５２５番４７４

富里日吉台 千葉県富里市日吉台５丁目１番１号

茂原永吉神社前 千葉県茂原市下永吉８８７

茂原下太田 千葉県茂原市下太田１８２ー１

茂原高師 千葉県茂原市高師２６８ー２

茂原新小轡 千葉県茂原市新小轡９２７

茂原駅前 千葉県茂原市千代田町１－６

茂原長尾 千葉県茂原市長尾１９８０－１

東茂原 千葉県茂原市東茂原１５－１７

茂原南吉田 千葉県茂原市南吉田２９８０

茂原渋谷 千葉県茂原市本納字廻田２６２３番１３

木更津幸町 千葉県木更津市幸町２－１－９

木更津新田２丁目 千葉県木更津市新田２丁目９－２２

木更津潮見６丁目 千葉県木更津市潮見６－３－２

関宿次木 千葉県野田市なみき１－１３－１

野田関宿台町 千葉県野田市関宿台町２５３９－１

野田宮崎小学校前 千葉県野田市宮崎４５－２

野田山崎 千葉県野田市山崎１５６０－２

野田梅郷駅西口 千葉県野田市山崎１８５３－１

野田大和田団地 千葉県野田市山崎字西大和田１２９１番５

野田上花輪 千葉県野田市上花輪６２６－３

野田光葉町 千葉県野田市谷津１３１－１

野田二ツ塚 千葉県野田市二ツ塚字西金打久保１３９－１０

野田尾崎西 千葉県野田市尾崎字堂山３３８番７

野田目吹 千葉県野田市目吹字夕村１６９５－３

流山おおたかの森駅西口 千葉県流山市おおたかの森西１丁目３番地１

流山おおたかの森駅東口 千葉県流山市おおたかの森東１丁目５番地３

北流山 千葉県流山市加１－１５８３

流山初石駅前 千葉県流山市西初石３－９８－３２

南流山４丁目 千葉県流山市南流山４丁目１０－１０

南流山６丁目 千葉県流山市南流山６－２３－１

店名 住所
葛飾お花茶屋２丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目５－１４

葛飾奥戸２丁目 東京都葛飾区奥戸２丁目１４番３０号

葛飾亀有駅南口 東京都葛飾区亀有３－７－７

葛飾亀有駅北口 東京都葛飾区亀有５－１５－１４

葛飾亀有５丁目 東京都葛飾区亀有５－１８－１０

葛飾金町駅西 東京都葛飾区金町５－１６－１

葛飾金町駅南口 東京都葛飾区金町６丁目７０００番

葛飾細田１丁目 東京都葛飾区細田１－１５－１０

葛飾四つ木４丁目 東京都葛飾区四つ木４丁目３０番３５号

柴又駅前 東京都葛飾区柴又４－１１－１０

葛飾新柴又駅前 東京都葛飾区柴又５－７－８

葛飾新宿３丁目 東京都葛飾区新宿３－１１－５



葛飾内野 東京都葛飾区新宿５－２２－１５

南新小岩 東京都葛飾区新小岩３－７－３

新小岩駅東 東京都葛飾区西新小岩１丁目９－８

葛飾西新小岩４丁目 東京都葛飾区西新小岩４－３４－２４

西新小岩 東京都葛飾区西新小岩４ー３８ー１９

平和橋通り西新小岩 東京都葛飾区西新小岩５－２２－６

葛飾青戸８丁目 東京都葛飾区青戸８－７－１９

葛飾東金町２丁目 東京都葛飾区東金町２－４－１４

平和橋通り東新小岩 東京都葛飾区東新小岩７－７－８

葛飾東水元２丁目 東京都葛飾区東水元２丁目３４番２号

葛飾東立石１丁目 東京都葛飾区東立石１－１－６

葛飾南水元４丁目 東京都葛飾区南水元４－７－２

葛飾立石３丁目 東京都葛飾区立石３－５－６

江戸川一之江２丁目 東京都江戸川区一之江２－１－２

一之江駅環七通り 東京都江戸川区一之江７－３４－１０

江戸川鹿骨１丁目 東京都江戸川区鹿骨１－５３－１３

谷河内 東京都江戸川区篠崎町７－１２－２１

江戸川篠崎町７丁目 東京都江戸川区篠崎町７－１７－１３

篠崎駅西口 東京都江戸川区篠崎町７－２１－５

江戸川小松川３丁目 東京都江戸川区小松川３－１１－１

江戸川松江南 東京都江戸川区松江４－１－１

松島 東京都江戸川区松島４－４３－１５

瑞江駅北口 東京都江戸川区瑞江２丁目５番３号

西葛西３丁目 東京都江戸川区西葛西３ー１５ー７

西葛西駅北 東京都江戸川区西葛西５丁目１－１１

江戸川西葛西６丁目西 東京都江戸川区西葛西６丁目６－１０

江戸川西葛西６丁目 東京都江戸川区西葛西６－１３－１

江戸川西葛西７丁目 東京都江戸川区西葛西７－１５－１５

江戸川船堀４丁目 東京都江戸川区船堀４－２－２

中葛西５丁目 東京都江戸川区中葛西５－８－１５

江戸川葛西駅南 東京都江戸川区中葛西５－１９－２１

江戸川中葛西８丁目 東京都江戸川区中葛西８－３－１

江戸川東葛西１丁目 東京都江戸川区東葛西１－２－４

江戸川東葛西５丁目西 東京都江戸川区東葛西５－１５－１４

葛西駅東 東京都江戸川区東葛西６－１８－５

東葛西６丁目 東京都江戸川区東葛西６－２３－１

江戸川東葛西７丁目 東京都江戸川区東葛西７－１６－１３

江戸川東葛西９丁目 東京都江戸川区東葛西９丁目３番３９

江戸川東小岩４丁目 東京都江戸川区東小岩４－３３－８

江戸川東小岩６丁目 東京都江戸川区東小岩６丁目１７１０－１

江戸川東瑞江２丁目 東京都江戸川区東瑞江３丁目２８番１２号

江戸川南葛西左近通り 東京都江戸川区南葛西１－２－２１

南葛西１丁目 東京都江戸川区南葛西１ー１３ー９

南葛西４丁目 東京都江戸川区南葛西４－１１



江戸川二枚橋 東京都江戸川区南小岩４－９－７

南小岩５丁目 東京都江戸川区南小岩５－２０－１４

南小岩７丁目 東京都江戸川区南小岩７ー２０ー９

平井２丁目 東京都江戸川区平井２－２２－１２

平井駅通り 東京都江戸川区平井４丁目８７７番１

江戸川北葛西１丁目 東京都江戸川区北葛西１丁目２５－１３

江戸川北葛西５丁目 東京都江戸川区北葛西５丁目１５－１８

江戸川本一色２丁目 東京都江戸川区本一色２－２０－３

江東海辺 東京都江東区海辺２－７

亀戸三丁目 東京都江東区亀戸３ー２３ー１

江東亀戸６丁目 東京都江東区亀戸６－２５－５

亀戸駅東口 東京都江東区亀戸６－５７－２０－１Ｆ

江東亀戸７丁目東 東京都江東区亀戸７丁目３９－１３

江東亀戸７丁目南 東京都江東区亀戸７丁目４８番１０

江東亀戸９丁目 東京都江東区亀戸９－１８－１０

江東三好４丁目 東京都江東区三好４－６－７

江東森下駅南 東京都江東区森下２丁目２－２

江東森下４丁目 東京都江東区森下４ー１５ー７

清澄白河駅前 東京都江東区清澄３－７－７

ダイバーシティ東京プラザ 東京都江東区青海１－１－１０

江東千石１丁目 東京都江東区千石１丁目７－２８

江東東砂１丁目 東京都江東区東砂１－３－３９

江東東砂８丁目 東京都江東区東砂８ー１９ー９

江東東陽町駅前 東京都江東区東陽３－２７－１８

江東南砂７丁目 東京都江東区南砂７－１３－７

江東白河３丁目 東京都江東区白河３－４－３

江東平野２丁目 東京都江東区平野２丁目１２番５

ゆりかもめ豊洲駅 東京都江東区豊洲２－２

豊洲駅前 東京都江東区豊洲４－１－２４

豊洲 東京都江東区豊洲４－６－１

江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５－１７－３５

江東木場駅南 東京都江東区木場５－１－４

江東門前仲町１丁目 東京都江東区門前仲町１－１６－１

ＦＲ有明 東京都江東区有明１－６－７

ＴＯＣ有明 東京都江東区有明３－５－７ＴＯＣ有明ビル２Ｆ

ＲＯＹＡＬビッグサイト 東京都江東区有明３丁目１１－１

港区港南１丁目 東京都港区港南１－６－２７

品川イーストワンタワー 東京都港区港南２－１６－１

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０

泉岳寺駅前 東京都港区三田３－１１－２２

港区三田５丁目 東京都港区三田５－１８－３

芝フロントビル 東京都港区芝４－１１－３

芝大門２丁目 東京都港区芝大門２－１２－７

西新橋２丁目 東京都港区西新橋２－７－４



港区南青山３丁目 東京都港区南青山３－１５－６

港区広尾駅北 東京都港区南麻布５－１０－３８

ＫＯＹＯ北里大学北里研究所病院 東京都港区白金５丁目９番１号

浜松町１丁目中央 東京都港区浜松町１丁目２０－８

港区麻布十番３丁目 東京都港区麻布十番３－５－７

六本木３丁目 東京都港区六本木３ー４－３１

荒川 東京都荒川区荒川３－５２－４

荒川５丁目 東京都荒川区荒川５ー１１ー１３

荒川新三河島駅前 東京都荒川区荒川５－１８－４

日暮里駅北 東京都荒川区西日暮里２－２１－６

荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３－３

荒川西尾久７丁目 東京都荒川区西尾久７－４－９

荒川町屋２丁目 東京都荒川区町屋２－４－１３

荒川三ノ輪駅西 東京都荒川区東日暮里１－２－８

荒川東日暮里２丁目 東京都荒川区東日暮里２丁目４９－５

荒川東日暮里６丁目 東京都荒川区東日暮里６丁目４５番２号

日暮里中央通り 東京都荒川区東日暮里６丁目９６９番２

荒川東尾久４丁目 東京都荒川区東尾久４－４４－６

荒川南千住４丁目 東京都荒川区南千住４－７－１

南千住７丁目 東京都荒川区南千住７ー１２ー２

渋谷宇田川町北 東京都渋谷区宇田川町３７－１１

恵比寿駅前 東京都渋谷区恵比寿１－１０－５

代官山鎗ヶ崎 東京都渋谷区恵比寿西１－３４－１７

恵比寿アメリカ橋 東京都渋谷区恵比寿南１－２５－１

渋谷広尾５丁目 東京都渋谷区広尾５－８－１８

渋谷セルリアンタワー 東京都渋谷区桜丘町２６－１

渋谷２丁目中央 東京都渋谷区渋谷２－１２－４

渋谷３丁目明治通り 東京都渋谷区渋谷３－１３－５

渋谷駅東口 東京都渋谷区渋谷３－１９－１

ＩＶＹＣＳ青山学院大学１号館 東京都渋谷区渋谷４丁目４番２５号

渋谷上原２丁目 東京都渋谷区上原２－２８－３

原宿表参道 東京都渋谷区神宮前４丁目２番１２

神宮前 東京都渋谷区神宮前４－８－１

渋谷神泉町 東京都渋谷区神泉町２９番２９

渋谷西原１丁目 東京都渋谷区西原１丁目１５番１０号

渋谷代官山 東京都渋谷区代官山町１４－２３

渋谷代々木１丁目南 東京都渋谷区代々木１－３０－１

西新宿甲州街道 東京都渋谷区代々木２－１３－４

渋谷代々木２丁目 東京都渋谷区代々木２－２３－１

渋谷並木橋 東京都渋谷区東１－３２－１２

渋谷道玄坂中央 東京都渋谷区道玄坂２－１０－１２

渋谷道玄坂 東京都渋谷区道玄坂２－１６－４

渋谷幡ヶ谷駅前 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１４－９

渋谷代々木公園 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１９－４



渋谷本町３丁目 東京都渋谷区本町３－１－１

新宿下落合１丁目 東京都新宿区下落合１ー６ー３

新宿東宝ビル 東京都新宿区歌舞伎町１－１９－１

高田馬場３丁目早稲田通り 東京都新宿区高田馬場３丁目１２番６号

ＬＩＮＥ四谷 東京都新宿区四谷１－６－１　３０階

四谷 東京都新宿区四谷１丁目６番１号コモレＭａｌｌ

四谷１丁目 東京都新宿区四谷１丁目７番

ＡＩＭ総務省第二庁舎 東京都新宿区若松町１９－１

新宿舟町 東京都新宿区舟町１１番２０

新宿曙橋駅東 東京都新宿区住吉町８－３

新宿御苑前本通り 東京都新宿区新宿１－２３－１

新宿２丁目 東京都新宿区新宿２ー３ー１１

新宿６丁目 東京都新宿区新宿６－９－１

ハイアットリージェンシー東京 東京都新宿区西新宿２－７－２

東京都議会議事堂 東京都新宿区西新宿２－８－１

西新宿新和ビル 東京都新宿区西新宿３－２－４

十二社 東京都新宿区西新宿４－２－１５－１０１

西新宿４丁目 東京都新宿区西新宿４－４１－１０

新宿アイランドタワー 東京都新宿区西新宿６－５－１

新宿西落合１丁目 東京都新宿区西落合１ー３１ー１４

早稲田 東京都新宿区早稲田鶴巻町５２１

新宿大久保通り 東京都新宿区大久保２－１９－４

新宿中落合３丁目 東京都新宿区中落合３－１－３

新宿職安通り 東京都新宿区百人町１－１－１

新宿大久保駅前 東京都新宿区百人町２ー２１ー３

北新宿１丁目大久保通り 東京都新宿区北新宿１－１２－１７

杉並阿佐谷南１丁目 東京都杉並区阿佐谷南１丁目４８番１５号

阿佐谷北 東京都杉並区阿佐谷北１－１４－１

井荻駅北口 東京都杉並区井草３－６－３

杉並永福町駅前 東京都杉並区永福４－１－５

荻窪駅前 東京都杉並区荻窪５ー１６

都立西高前 東京都杉並区宮前４－１９－１０

杉並高井戸駅前 東京都杉並区高井戸西１－２９－２

東高円寺 東京都杉並区高円寺南１－３３－１

高円寺ルック 東京都杉並区高円寺南２－２０－７

杉並高円寺北２丁目 東京都杉並区高円寺北２－１２－３

高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３－２２－１４

杉並上井草３丁目 東京都杉並区上井草３－９－１

西荻南２丁目 東京都杉並区西荻南２－３－２

杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３－２２－１

西荻窪駅北口 東京都杉並区西荻北３－１－１０

杉並桃井４丁目 東京都杉並区桃井４－１３－１１

杉並浜田山３丁目 東京都杉並区浜田山３－２７－１２

杉並甲州街道 東京都杉並区方南１－１－６



杉並方南町駅前 東京都杉並区方南２－１３－１０

杉並大宮 東京都杉並区堀ノ内１－１４－２

世田谷新代田駅前 東京都世田谷区羽根木１丁目３番地１４

世田谷羽根木 東京都世田谷区羽根木２－３３－１５

野沢 東京都世田谷区下馬６丁目１６－３

小田急喜多見 東京都世田谷区喜多見９－２－６

世田谷砧３丁目 東京都世田谷区砧３丁目１８４－１

世田谷経堂本町通り 東京都世田谷区宮坂１－４４－２５

世田谷給田３丁目 東京都世田谷区給田３－３１－１７

世田谷玉川 東京都世田谷区玉川２ー７ー１

世田谷駒沢大学駅西 東京都世田谷区駒沢２丁目１番２

世田谷千歳郵便局前 東京都世田谷区経堂１丁目３３番１６

世田谷経堂３丁目 東京都世田谷区経堂３－２１－６

世田谷豪徳寺１丁目 東京都世田谷区豪徳寺１－１９－４

ＡＩＭ東京農業大学世田谷ＣＰ 東京都世田谷区桜丘１－１－１

世田谷通り 東京都世田谷区桜丘３－２７－６

世田谷桜丘５丁目 東京都世田谷区桜丘５－２０－７

世田谷桜上水駅南 東京都世田谷区桜上水５－２３－９

三軒茶屋栄通り 東京都世田谷区三軒茶屋１丁目３４番１２号

世田谷若林４丁目 東京都世田谷区若林４－３－１１

上北沢５丁目 東京都世田谷区上北沢５－１３－３

環八高井戸 東京都世田谷区上北沢５丁目１２７３－１

世田谷上野毛 東京都世田谷区上野毛１－２９－３

世田谷松原駅前 東京都世田谷区赤堤２ー４３ー１０

世田谷赤堤４丁目 東京都世田谷区赤堤４丁目８９５－１

世田谷船橋６丁目 東京都世田谷区船橋６－１７－１８

世田谷船橋７丁目 東京都世田谷区船橋７－７－３

世田谷船橋希望ヶ丘通り 東京都世田谷区船橋７－１５－４

世田谷榎 東京都世田谷区祖師谷６－３３－１５

世田谷キャロットタワー前 東京都世田谷区太子堂４－２２－６

世田谷代田橋駅前 東京都世田谷区大原２丁目１２４６番２

世田谷等々力７丁目 東京都世田谷区等々力７－５－２１

世田谷梅ヶ丘駅前 東京都世田谷区梅丘１ー２２ー６

下北沢駅南口 東京都世田谷区北沢２－１１－８

下北沢駅南西口 東京都世田谷区北沢２－１９－２

世田谷用賀２丁目 東京都世田谷区用賀２丁目１３３番６

世田谷用賀４丁目 東京都世田谷区用賀４－１１－１５

中央合同庁舎５号館 東京都千代田区霞が関１－２－２

秋葉原電気街口 東京都千代田区外神田１丁目１８番１９号

外神田４丁目 東京都千代田区外神田４－７－７

三井住友銀行東館 東京都千代田区丸の内１丁目３番２号

新丸ビルフロアナイン 東京都千代田区丸の内１－５－１新丸の内ビル９Ｆ

千代田五番町 東京都千代田区五番町１－９

千代田三崎町白山通り 東京都千代田区神田三崎町２－１－１８



神田小川町２丁目 東京都千代田区神田小川町２－２－８

神田専大通り 東京都千代田区神田神保町２－３８－１

ＡＩＭＮＸグループビル 東京都千代田区神田和泉町２番１

千代田鍛冶町１丁目 東京都千代田区鍛冶町１－９－４

神田駅北口 東京都千代田区鍛冶町２－１３－１１

麹町駅前 東京都千代田区二番町４－３

千代田二番町 東京都千代田区二番町８－８

大和ハウス九段ビル 東京都千代田区飯田橋２－１８－２

足立綾瀬１丁目 東京都足立区綾瀬１－１７－９

足立綾瀬２丁目 東京都足立区綾瀬２－２６－１２

足立綾瀬３丁目東 東京都足立区綾瀬３丁目７番１５

足立綾瀬４丁目 東京都足立区綾瀬４－２９－１６

足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６－４１－９

足立花畑８丁目 東京都足立区花畑８丁目７－７

関原 東京都足立区関原２－１－３

足立宮城１丁目 東京都足立区宮城１－２６－１０

足立弘道１丁目 東京都足立区弘道１－２－１７

足立江北３丁目 東京都足立区江北３－２１－１

足立新広橋 東京都足立区佐野１－３５－３

足立辰沼東 東京都足立区佐野２－２－１１

足立鹿浜２丁目 東京都足立区鹿浜２－３２－１

足立鹿浜３丁目 東京都足立区鹿浜３－８－２０

足立鹿浜 東京都足立区鹿浜６－３６－１２

足立舎人２丁目 東京都足立区舎人２ー２１ー１０

足立ハートアイランド新田 東京都足立区新田３－３５－２０

足立西新井５丁目 東京都足立区西新井５－８－８

足立西新井本町 東京都足立区西新井本町１－１４－１４

足立西新井本町４丁目 東京都足立区西新井本町４丁目３０－７

足立青井３丁目 東京都足立区青井３－１２－３

足立青井駅前 東京都足立区青井３丁目３６－１２

足立青井５丁目 東京都足立区青井５－４－１

足立千住４丁目 東京都足立区千住４－１６－１３

扇大橋駅前 東京都足立区扇２丁目２５番２１号

足立４丁目 東京都足立区足立４－１７－２

足立大谷田４丁目 東京都足立区大谷田４丁目５－４

北綾瀬駅前 東京都足立区谷中２丁目６－３

足立増田橋 東京都足立区竹の塚３丁目３－１６

足立島根 東京都足立区島根４－２１－２４

足立東綾瀬 東京都足立区東綾瀬２－４－１

足立東保木間 東京都足立区東保木間２－５－８

足立東和２丁目 東京都足立区東和２－２７－１

足立東和４丁目 東京都足立区東和４－９－４

足立入谷９丁目 東京都足立区入谷９丁目１７－３２

足立梅田５丁目 東京都足立区梅田５丁目２５番１７号



足立保木間２丁目 東京都足立区保木間２丁目６番３

足立柳原２丁目 東京都足立区柳原２－３－４

足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７－４７

台東寿１丁目 東京都台東区寿１－１８－１

新御徒町駅前 東京都台東区小島２－２１－１６

上野公園前 東京都台東区上野２－１４－３１

上野４丁目 東京都台東区上野４丁目８－６

台東石浜 東京都台東区清川２－１－１

台東浅草２丁目 東京都台東区浅草２－１２－１

浅草 東京都台東区浅草５－６４－４

浅草橋駅西口 東京都台東区浅草橋１丁目２４－１０

台東浅草橋３丁目 東京都台東区浅草橋３－３２－５

台東蔵前３丁目 東京都台東区蔵前３丁目１３番１２号

台東谷中６丁目 東京都台東区谷中６－１－７

台東東浅草１丁目 東京都台東区東浅草１丁目８－１

台東日本堤 東京都台東区日本堤２ー１７ー３

浅草雷門前 東京都台東区雷門２丁目１８－７

大田区鵜の木２丁目 東京都大田区鵜の木２ー１５ー１７

大田区蒲田１丁目北 東京都大田区蒲田１－３－２７

京急ＳＴ梅屋敷 東京都大田区蒲田２－２８－１

蒲田駅前 東京都大田区蒲田５－７－８

大田区久が原２丁目 東京都大田区久が原２丁目４番１５号

大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３－４３－１

西蒲田５丁目 東京都大田区西蒲田５－２７－１０

大田区西蒲田７丁目 東京都大田区西蒲田７－４２－１１

大田区西蒲田８丁目 東京都大田区西蒲田８－１－７

大田区西六郷２丁目 東京都大田区西六郷２丁目２９－７

大田区多摩川１丁目 東京都大田区多摩川１－３４－９

大田区大森南１丁目 東京都大田区大森南１－１７－１

大田区大森南２丁目 東京都大田区大森南２－１３－１

大田区大森南３丁目 東京都大田区大森南３－２２－１

大森本町２丁目 東京都大田区大森本町２－３

大田洗足池 東京都大田区東雪ケ谷１－１－１８

大田区東六郷２丁目 東京都大田区東六郷２－２－６

大田区水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９－１０

大田区東糀谷 東京都大田区東糀谷３－６－１２

雪が谷大塚駅前 東京都大田区南雪谷２－２－１４

大田区南雪谷５丁目 東京都大田区南雪谷５－２０－１６

大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号

大田区萩中３丁目 東京都大田区萩中３丁目２１番５

御嶽山駅前 東京都大田区北嶺町３１－１４

銀座１丁目 東京都中央区銀座１－２６－１

銀座３丁目 東京都中央区銀座３－１５－１０

銀座地下街 東京都中央区銀座５－４－３



銀座７丁目中央 東京都中央区銀座７丁目１２－９

銀座７丁目東 東京都中央区銀座７－１５－５

勝どきグロウスタウン 東京都中央区勝どき１－３－３

勝どき５丁目 東京都中央区勝どき５丁目３－２

晴海トリトンスクエア 東京都中央区晴海１－８－１６

築地日刊スポーツ本社 東京都中央区築地３丁目５－１０

中央区佃２丁目 東京都中央区佃２－１０－９

兜町東証前 東京都中央区日本橋兜町６－５

日本橋久松町 東京都中央区日本橋久松町１０－６

日本橋馬喰町 東京都中央区日本橋馬喰町１－１０－１１

Ｔ－ＣＡＴ２階 東京都中央区日本橋箱崎町４２－１

日本橋堀留町２丁目 東京都中央区日本橋堀留町２－３－３

日本橋本町１丁目 東京都中央区日本橋本町１－９－１３

中央区湊１丁目 東京都中央区湊１丁目１２

中野江原町２丁目 東京都中野区江原町２丁目８６－１

中野沼袋駅前 東京都中野区沼袋３ー４ー１９

中野大和町中央通り 東京都中野区大和町４－１２－１

中野中央１丁目東 東京都中野区中央１－３５－４

中野坂上駅西 東京都中野区中央２丁目５－１

中野もみじ山通り 東京都中野区中野１丁目５８番３

中野駅南口 東京都中野区中野２丁目１０２－１１

中野６丁目 東京都中野区中野６－１４－６

東中野３丁目 東京都中野区東中野３ー８ー１５

中野新橋 東京都中野区本町３ー１１ー５

中野本町４丁目 東京都中野区本町４－４８－１０

中野野方２丁目 東京都中野区野方２－４－３

中野野方５丁目 東京都中野区野方５－１９－９

板橋稲荷台 東京都板橋区稲荷台１－９

板橋小竹向原駅前 東京都板橋区向原３－１０－７

板橋高島平２丁目 東京都板橋区高島平２－２１－４

板橋高島平８丁目 東京都板橋区高島平８－１８－５

板橋三園１丁目 東京都板橋区三園１丁目５０－１２

板橋小豆沢３丁目 東京都板橋区小豆沢３丁目６番７号

板橋小茂根４丁目 東京都板橋区小茂根４－２５－２

上板橋駅前 東京都板橋区上板橋２丁目３５－１３

板橋教育科学館前 東京都板橋区常盤台４－１９－１

板橋成増 東京都板橋区赤塚４－６－６

板橋赤塚中央通り 東京都板橋区赤塚６－６－３２

板橋大山ハッピーロード 東京都板橋区大山町４０－７

板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３－５

中板橋南 東京都板橋区中板橋１１－４

板橋東山町 東京都板橋区東山町１－１

板橋東新町川越街道 東京都板橋区東新町１－４９－１３

東武練馬駅北口 東京都板橋区徳丸２丁目３－１３



板橋徳丸２丁目 東京都板橋区徳丸２－１５－１０

板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５－１５－５

板橋南常盤台１丁目 東京都板橋区南常盤台１丁目３３－９

板橋２丁目 東京都板橋区板橋２－４７－８

板橋本町駅東 東京都板橋区本町１３－１１

板橋蓮根２丁目 東京都板橋区蓮根２－１９－９

板橋蓮根３丁目 東京都板橋区蓮根３丁目７番６号

蓮根 東京都板橋区蓮根３－１３－１９

品川荏原 東京都品川区荏原１ー２１ー６

荏原４丁目 東京都品川区荏原４ー３ー１

品川旗の台２丁目 東京都品川区旗の台２丁目４－２２

品川戸越５丁目 東京都品川区戸越５－２０－１２

武蔵小山駅前 東京都品川区小山３丁目１番２４

西小山江戸見坂通り 東京都品川区小山６－６－２０

西五反田１丁目東 東京都品川区西五反田１－１４－２

品川西大井３丁目 東京都品川区西大井３丁目１－１８

西大井 東京都品川区西大井６－５－１

西品川２丁目 東京都品川区西品川２－４－７

品川大井７丁目 東京都品川区大井７丁目２７－５

大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎２丁目９－２

品川東五反田１丁目 東京都品川区東五反田１－１２－２

五反田 東京都品川区東五反田１－２１－１０

品川東大井１丁目 東京都品川区東大井１－１－１０

品川東大井 東京都品川区東大井３－１１－２１

大井町銀座通り 東京都品川区東大井５丁目７番１３号

京急ＳＴ青物横丁 東京都品川区南品川３丁目１－２０

南品川 東京都品川区南品川５－４－１

新馬場駅前 東京都品川区北品川２－１７－１

北品川３丁目 東京都品川区北品川３－７－２２

文京音羽１丁目 東京都文京区音羽１－１７－１１

文京関口１丁目 東京都文京区関口１－２９－３

文京小石川１丁目 東京都文京区小石川１ー１０－５

文京小石川播磨坂 東京都文京区小石川４丁目２２番２号

文京西片１丁目 東京都文京区西片１丁目１５－４

文京千石駅前 東京都文京区千石１－２７－１２

茗荷谷駅前 東京都文京区大塚１丁目４－１０

文京神田明神下 東京都文京区湯島１ー３ー４

文京本郷１丁目 東京都文京区本郷１丁目２２番６号

文京本駒込１丁目 東京都文京区本駒込１ー１１ー３

豊島高田２丁目 東京都豊島区高田２－１８－２０

豊島巣鴨新田 東京都豊島区西巣鴨１－２２－６

西巣鴨駅前 東京都豊島区西巣鴨４ー１３－６

池袋西一番街 東京都豊島区西池袋１ー４１ー１

西池袋３丁目 東京都豊島区西池袋３－９－１



池袋東京芸術劇場前 東京都豊島区西池袋３－２６－５

豊島巣鴨白山通り 東京都豊島区巣鴨２－１１－５

池袋２丁目 東京都豊島区池袋２－４０－２

池袋北口平和通り 東京都豊島区池袋２－７５－８

長崎 東京都豊島区長崎４丁目１５番９号

東池袋１丁目 東京都豊島区東池袋１－２３－９

池袋東口 東京都豊島区東池袋１－４３－６

７ＦＳ帝京平成大学池袋キャンパス 東京都豊島区東池袋２－５１－４

東池袋３丁目南 東京都豊島区東池袋３－１３－２

東池袋３丁目 東京都豊島区東池袋３－２２－１

東池袋エアライズタワー 東京都豊島区東池袋４丁目５－１

東池袋４丁目 東京都豊島区東池袋４－８－４

南池袋１丁目南 東京都豊島区南池袋１丁目１－１１

ＤＲ池袋東口ロイネット 東京都豊島区南池袋１丁目２番６

豊島南池袋１丁目 東京都豊島区南池袋１丁目２６番２号

豊島南長崎２丁目 東京都豊島区南長崎２丁目２１２３番３

豊島南長崎５丁目東 東京都豊島区南長崎５丁目１２番８号

豊島北大塚２丁目 東京都豊島区北大塚２－１９－７

豊島要町１丁目 東京都豊島区要町１丁目８－１１

豊島千川駅前 東京都豊島区要町３－９－１３

北区王子神谷駅南 東京都北区王子５－３－１８

北区王子５丁目 東京都北区王子５丁目２２－１

北区王子本町１丁目 東京都北区王子本町１－８－１０

上十条 東京都北区上十条３－５－１０

北区上十条４丁目 東京都北区上十条４丁目１１－８

北区上中里２丁目 東京都北区上中里２丁目２６－７

赤羽駅西口 東京都北区赤羽西１－７－１

北区滝野川３丁目 東京都北区滝野川３丁目４８－１１

北区滝野川６丁目 東京都北区滝野川６－８３－５

田端３丁目 東京都北区田端３－４－１４

北区田端新町３丁目 東京都北区田端新町３－２４－２

北区田端駅東 東京都北区東田端１－１３－２

北区浮間２丁目 東京都北区浮間２丁目２５－４

北赤羽駅浮間口 東京都北区浮間３－２－１６

北区豊島１丁目 東京都北区豊島１－１９－９

豊島５丁目 東京都北区豊島５ー１ー３２

墨田押上１丁目 東京都墨田区押上１－３３－３

墨田亀沢３丁目 東京都墨田区亀沢３－２０－１４

墨田錦糸１丁目 東京都墨田区錦糸１－５－１６

東武曳舟駅前 東京都墨田区東向島２－１６－１４

墨田東向島２丁目 東京都墨田区東向島２丁目３１－１０

墨田四ツ木橋南 東京都墨田区東向島５ー３９ー１２

墨田４丁目 東京都墨田区墨田４－１５－７

墨田本所３丁目 東京都墨田区本所３－７－７



墨田立花５丁目 東京都墨田区立花５－７－１

目黒行人坂 東京都目黒区下目黒１ー７ー８

目黒元競馬場 東京都目黒区下目黒５－１８－２１

目黒柿の木坂１丁目 東京都目黒区柿の木坂１－３１－１４

目黒祐天寺駅西口 東京都目黒区五本木１－３０－６

駒場大橋 東京都目黒区大橋２－１０－１３

学芸大学駅西口 東京都目黒区鷹番３丁目８番１号

目黒中央１丁目 東京都目黒区中央町１丁目１１－１

都立大学駅南 東京都目黒区中根２－１１－１

目黒八雲５丁目 東京都目黒区八雲５丁目１４－１５

目黒碑文谷３丁目 東京都目黒区碑文谷３－１０－１８

都立大学駅前 東京都目黒区平町１－２５－１８

武蔵小山西口 東京都目黒区目黒本町３－５－７

練馬光が丘西大通り 東京都練馬区旭町１－１５－５

練馬江古田銀座 東京都練馬区栄町４－１

練馬下石神井３丁目 東京都練馬区下石神井３丁目６４６－２

練馬富士見台駅南 東京都練馬区貫井３丁目１－９

練馬関町南２丁目 東京都練馬区関町南２丁目１－１２

練馬関町北１丁目 東京都練馬区関町北１－２４－７

練馬石神井高校前 東京都練馬区関町北４－３３－２２

練馬光が丘２丁目 東京都練馬区光が丘２－２－１

練馬光が丘ＩＭＡ 東京都練馬区光が丘５－１－１

練馬高松６丁目 東京都練馬区高松６－１－９

練馬桜台２丁目 東京都練馬区桜台２丁目１６番１１号

練馬三原台１丁目 東京都練馬区三原台１－１－２

練馬春日町５丁目 東京都練馬区春日町５－２４－１５

練馬上石神井２丁目 東京都練馬区上石神井２－３３－７

練馬西大泉４丁目 東京都練馬区西大泉４－１１－３

練馬早宮中央通り 東京都練馬区早宮２－６－４

練馬中村南２丁目 東京都練馬区中村南２丁目１６－６

練馬土支田 東京都練馬区土支田１－３１－１１

練馬東大泉ＮＴＴビル 東京都練馬区東大泉２－９－４

練馬東大泉２丁目 東京都練馬区東大泉２－１８－５

練馬大泉学園駅北 東京都練馬区東大泉４－３－１７

練馬南大泉富士街道 東京都練馬区南大泉１－１７－１７

練馬南田中４丁目 東京都練馬区南田中４－１３－１６

氷川台駅前 東京都練馬区氷川台３丁目４０－１５

練馬富士見台４丁目 東京都練馬区富士見台４丁目１３－１

練馬平和台１丁目 東京都練馬区平和台１－３１－５

練馬平和台駅前 東京都練馬区平和台４－２４－８

練馬北町１丁目 東京都練馬区北町１－２４－１２

練馬駅北口 東京都練馬区練馬１－１９－２

豊島園駅前 東京都練馬区練馬４ー１５ー１７

あきる野伊奈 東京都あきる野市伊奈４９０



あきる野牛沼 東京都あきる野市牛沼１５９－１

あきる野小川 東京都あきる野市小川５１－１

あきる野草花 東京都あきる野市草花１７０７－１

稲城中央橋前 東京都稲城市百村１６０３－２

稲城平尾１丁目 東京都稲城市平尾１－３１－６

京王読売ランド前 東京都稲城市矢野口２２８１

羽村栄町１丁目北 東京都羽村市栄町１－６－３７

羽村栄町２丁目 東京都羽村市栄町２－３－１

羽村神明台２丁目 東京都羽村市神明台２－１０－３

羽村神明台３丁目 東京都羽村市神明台３ー６ー４

国分寺戸倉２丁目 東京都国分寺市戸倉２丁目２７番９

東恋ケ窪２丁目 東京都国分寺市東恋ケ窪２丁目１２－４

国分寺南町３丁目 東京都国分寺市南町３丁目２２－１５

国分寺富士本２丁目 東京都国分寺市富士本２－２３－３

国分寺本多４丁目 東京都国分寺市本多４丁目２－２０

国立富士見台２丁目 東京都国立市富士見台２－１７－７

国立谷保南 東京都国立市矢川３丁目２３番地１

狛江水道道路 東京都狛江市岩戸南４－１５－１５

狛江中和泉５丁目 東京都狛江市中和泉５－１６－１７

狛江和泉本町４丁目 東京都狛江市和泉本町４丁目４番地１１号

三鷹台 東京都三鷹市井の頭１丁目３０番１６号

三鷹駅前 東京都三鷹市下連雀３－２４－１２

三鷹駅南通り 東京都三鷹市下連雀４－１７－３－１０１

三鷹連雀通り 東京都三鷹市下連雀６丁目７－３８

三鷹新川１丁目 東京都三鷹市新川１丁目１１－１２

三鷹新川６丁目 東京都三鷹市新川６－３－１４

三鷹牟礼４丁目 東京都三鷹市牟礼４－９－１１

小金井北大通り 東京都小金井市梶野町４－１－３６

小金井東八貫井南 東京都小金井市貫井南町１丁目３番１８号

小金井貫井南町５丁目 東京都小金井市貫井南町５－１４－２０

小金井貫井北町１丁目 東京都小金井市貫井北町１－１２－１８

小金井前原町３丁目 東京都小金井市前原町３－４１－２４

小金井前原町５丁目 東京都小金井市前原町５丁目１１－１

小金井東町２丁目 東京都小金井市東町２丁目１２番５号

東小金井南口 東京都小金井市東町４ー４２ー２０

武蔵小金井駅東 東京都小金井市本町２－２－４

小平鷹の台 東京都小平市たかの台３１－１５

小平東京街道 東京都小平市花小金井３－７－５

小平武道館前 東京都小平市花小金井５－１－２０

小平小川西町 東京都小平市小川西町１ー２８ー１０

小川駅西口 東京都小平市小川西町４－１６－１

小平小川上宿 東京都小平市小川町１－４５１－１

ＩＶＹＣＳ武蔵野美術大学 東京都小平市小川町１丁目７３６番

小平小川東町１丁目 東京都小平市小川東町１－１１－１１



小平上水新町１丁目 東京都小平市上水新町１－２４－４２

昭島田中町２丁目 東京都昭島市田中町２丁目１０番４１号

昭島駅北口 東京都昭島市田中町５６２ー８

清瀬中里５丁目 東京都清瀬市中里５丁目２－１６

清瀬野塩１丁目 東京都清瀬市野塩１－４３６－５

奥多摩古里 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波３３

瑞穂箱根ケ崎西平 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字西平１３４２－１

瑞穂長岡４丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目１１－１

ひばりが丘駅北口 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番５１号

保谷ひばりが丘駅北 東京都西東京市ひばりが丘北４－３－３

西東京西原１丁目 東京都西東京市西原町１－３－１３

西東京田無７丁目 東京都西東京市田無町７－２－８

西東京東町３丁目 東京都西東京市東町３丁目１１－２

田無駅南口 東京都西東京市南町５丁目４０６番６

西東京柳沢２丁目 東京都西東京市柳沢２－２－１３

西東京緑町２丁目 東京都西東京市緑町２－１４－２２

青梅長淵１丁目 東京都青梅市長淵１－１０２２－１

長渕 東京都青梅市長渕４－２２９－１

青梅駅前 東京都青梅市本町１３１ー２６

青梅野上２丁目 東京都青梅市野上町２丁目１８－２

青梅柚木 東京都青梅市柚木町１ー１４８ー２

小田急マルシェ永山 東京都多摩市永山１－１８－２

京王聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１丁目１０番３６

多摩関戸２丁目 東京都多摩市関戸２－２１－８

多摩ニュータウン通り 東京都多摩市乞田８６８－３

ブリリア多摩ニュータウン 東京都多摩市諏訪２－２

多摩鶴牧１丁目 東京都多摩市鶴牧１－１０－９

多摩豊ヶ丘４丁目 東京都多摩市豊ヶ丘４丁目１１－１

京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１丁目１０－１

小田急多摩センター改札横 東京都多摩市落合１－１１－２

小田急マルシェ多摩センター 東京都多摩市落合１－１１－２

多摩落合６丁目 東京都多摩市落合６－１５－１

町田玉川学園５丁目 東京都町田市玉川学園５－１－３

町田金森 東京都町田市金森２－２１－１７

町田金森南 東京都町田市金森６－５－１

原町田 東京都町田市原町田２－２５－１２

原町田４丁目 東京都町田市原町田４－１１－１８

原町田６丁目 東京都町田市原町田６丁目１０－１０

町田駅東口 東京都町田市原町田６－１５－１２

原町田大通り 東京都町田市原町田６－２３－３

町田小山ヶ丘３丁目 東京都町田市小山ヶ丘３丁目２番７

町田金井入口 東京都町田市大蔵町２１６４－１

町田南大谷 東京都町田市南大谷１９６－１

南町田１丁目 東京都町田市南町田１丁目２１－５



町田鶴川駅前 東京都町田市能ヶ谷１丁目４－６

小田急マルシェ鶴川 東京都町田市能ヶ谷１丁目６－３

町田鶴川駅北口 東京都町田市能ヶ谷１－８－１

町田木曽西１丁目 東京都町田市木曽西１－１８－２

町田木曽東１丁目 東京都町田市木曽東１丁目７－５

町田木曽東４丁目 東京都町田市木曽東４－２０－１８

町田矢部町 東京都町田市矢部町２８３３－１

調布布田駅前 東京都調布市国領町５－７１－３

調布柴崎２丁目 東京都調布市柴崎２丁目１－８

調布仙川駅南 東京都調布市若葉町２－１－１

調布上石原３丁目 東京都調布市上石原３－１０－１７

調布西つつじヶ丘１丁目 東京都調布市西つつじケ丘１丁目３７番１７

つつじヶ丘 東京都調布市西つつじケ丘３丁目３１番１

つつじヶ丘南口 東京都調布市西つつじヶ丘４ー１２ー１８

調布仙川 東京都調布市仙川町３ー２ー１

飛田給品川通り 東京都調布市飛田給２－７－３

調布飛田給２丁目 東京都調布市飛田給２－４６－１８

調布駅北口 東京都調布市布田１－４４－１

調布駅東口 東京都調布市布田１－５２－３

調布品川通り 東京都調布市布田３－２８－３

京王調布駅 東京都調布市布田４丁目４番２２

東久留米幸町４丁目 東京都東久留米市幸町４－６－１５

東久留米駅北口 東京都東久留米市東本町１－５

東久留米八幡町３丁目 東京都東久留米市八幡町３－２－２８

久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目３－５９

久米川駅前 東京都東村山市栄町２－４－１

東村山秋津２丁目 東京都東村山市秋津町２－３－１

東村山秋津駅前 東京都東村山市秋津町５丁目６－７

東村山秋津町５丁目 東京都東村山市秋津町５－２２－２

東村山本町２丁目 東京都東村山市本町２－２－９

東村山市役所通り 東京都東村山市本町２－２３－１

東大和上北台駅北 東京都東大和市芋窪５－１１１８－１

東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３－１２２０－１

東大和立野４丁目 東京都東大和市立野４－５６７－２

京王高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６番１０

日野神明４丁目 東京都日野市神明４丁目２２番１５

泉塚 東京都日野市多摩平６－３３－５

日野東平山２丁目 東京都日野市東平山２－１５－１

日野駅前 東京都日野市日野本町３－１１－１０

日野平山６丁目 東京都日野市平山６－１－９

日野万願寺２丁目 東京都日野市万願寺２－３３－１０

八王子みなみ野駅前 東京都八王子市みなみ野１－３－２

八王子マルベリーブリッジ 東京都八王子市旭町１０－２

八王子由木中央 東京都八王子市越野３－１３



八王子下柚木２丁目 東京都八王子市下柚木２－１２－５

八王子久保山１丁目 東京都八王子市久保山町１丁目９番１５７

八王子高倉南 東京都八王子市高倉町５０－４

八王子散田１丁目 東京都八王子市散田町１－１６－１０

八王子サザンスカイタワー 東京都八王子市子安町４－７－１

京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９－１

八王子石川町 東京都八王子市石川町９１３－４

八王子中央図書館前 東京都八王子市千人町３丁目２－１０

八王子榎木 東京都八王子市川口町１４７０－１

八王子川口町東 東京都八王子市川口町３７５４－１

西八王子駅南口 東京都八王子市台町４－４７

八王子弐分方町 東京都八王子市大楽寺町３３７－４

八王子長沼町 東京都八王子市長沼町１３０５－１１

八王子長房町 東京都八王子市長房町１４６５番６

八王子東浅川 東京都八王子市東浅川町２８３－１

中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２番地先

八王子東楢原 東京都八王子市楢原町１２４７－５

南大沢駅前 東京都八王子市南大沢２－２９

八王子堀之内 東京都八王子市堀之内２丁目１７－８

京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３丁目２４番地４

八王子堀之内３丁目 東京都八王子市堀之内３－２９－１

八王子明神町３丁目 東京都八王子市明神町３－３－１３

府中宮西町２丁目 東京都府中市宮西町２－３－３

京王府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０

府中四谷４丁目 東京都府中市四谷４－１１－４４

府中四谷６丁目 東京都府中市四谷６丁目１０番２

府中若松町 東京都府中市若松町３丁目３－１３

府中若松町３丁目 東京都府中市若松町３丁目３６－２

府中是政１丁目 東京都府中市是政１丁目１４－５

府中是政３丁目 東京都府中市是政３－３１－１

清水ケ丘 東京都府中市清水が丘３－２１－３

府中南町２丁目 東京都府中市南町２－２－１

府中日新町２丁目 東京都府中市日新町２－２８－１

府中白糸台 東京都府中市白糸台１－１７－１

府中白糸台４丁目 東京都府中市白糸台４丁目８－３

府中八幡町 東京都府中市八幡町２－２－２

府中Ｊタワー前 東京都府中市美好町１－４－５

府中天神町 東京都府中市府中町３－１０－８

府中分梅 東京都府中市分梅町３－６２－１

武蔵村山伊奈平４丁目 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１番

武蔵村山三本榎 東京都武蔵村山市学園１－２－１

武蔵村山学園 東京都武蔵村山市学園３－９６－１

武蔵村山神明３丁目 東京都武蔵村山市神明３－７８－５

武蔵村山大南公園 東京都武蔵村山市大南３－８２－１



吉祥寺通り東 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－２－１

吉祥寺東町１丁目 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１１－１８

吉祥寺レンガ館 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－５

吉祥寺サンロード 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１２－２

吉祥寺駅前 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１４－８

吉祥寺駅中央 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１７－１２

武蔵野成蹊通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町３－２７－９

武蔵野境５丁目 東京都武蔵野市境５－１－１７

武蔵野中央 東京都武蔵野市西久保３－２－１７

福生熊川神社前 東京都福生市熊川６３８－１

福生駅前東口 東京都福生市大字福生字奈賀７８１－１

福生南田園１丁目 東京都福生市南田園１－１４－９

武蔵野台 東京都福生市武蔵野台１－２５－３

東福生駅南 東京都福生市福生２１３１－１

横田第２ゲート 東京都福生市福生２２６２－１

福生北田園２丁目 東京都福生市北田園２丁目１５番７

立川羽衣町２丁目 東京都立川市羽衣町２－５－１３

立川北駅改札前 東京都立川市曙町２－４番地先

立川北駅 東京都立川市曙町２－４立川北駅構内

立川ピタゴラス通り 東京都立川市曙町２－６－８

ホテルエミシア東京立川 東京都立川市曙町２丁目１４－１６

立川曙町２丁目 東京都立川市曙町２－４２－２３


