
設置先名 住所

アサガミ（株）京葉支店お台場 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル 6F

内幸町ダイビル　１Ｆ 東京都千代田区内幸町 1-3-3 

日土地内幸町ビル 東京都千代田区内幸町 1-2 

富国生命ビル　Ｂ４Ｆ駐車場内 東京都千代田区内幸町 2-2-2 B 4F

富国生命ビル　　Ｂ３Ｆ駐車場 東京都千代田区内幸町 2-2-2 

富国生命ビル　Ｂ２Ｆ左 東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル内

富国生命ビル　Ｂ２Ｆ右 東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビルB 1F

平和不動産　１８Ｆ 東京都千代田区内幸町 1-5-2 

日土地ビル 東京都千代田区霞ヶ関 1-4-1 日土地ビル

霞が関ビル２Ｆロビー三井不動産 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞ヶ関ビル 2階

霞ヶ関ビルＢ３階インテリア機 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-5 霞ヶ関ビル

霞ヶ関ビルＢ３喫煙室 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-5 霞ヶ関ビル

赤坂東急プラザ　Ｂ２Ｆ 東京都千代田区永田町 2-14-3 B 2F

２０１３ＣＰ如水会館喫煙所 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 

Ｂ２Ｆ北側（左）秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区外神田 4-14-1 

Ｂ２Ｆ南側（左）秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区外神田 4-14-1 

Ｂ１Ｆ南側（左）秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区外神田 4-14-1 

秋葉原ＵＤＸ　Ｂ１Ｆ（バイク 東京都千代田区外神田 4-14-1 

岩本町ビル１Ｆ喫煙所内 東京都千代田区岩本町 3-2-4 岩本町ビルB 1F

岩本町ビル１Ｆ 東京都千代田区岩本町 3-2-4 岩本町ビル 1F

徐宗錫（株）　（株）パーマ 東京都千代田区岩本町 1-3-4 

鳥本鋼業（株） 東京都千代田区神田東松下町 38 

バンブルビーリハーサルスタジオ 東京都千代田区神田鍛冶町 3-5-2 KDX鍛冶町ビルB 1 

プライズ神田 東京都千代田区神田多町 2-8-10 



内神田第２／アイパークＢ 東京都千代田区内神田 1-17-14 

ペリカン　セントラル 東京都千代田区内神田 3-17-9 

（株）レイアード　外 東京都千代田区内神田 1-4-5 

レイアード大手町ビル駐車場 東京都千代田区内神田 1-4 

キッサ　ロフト 東京都千代田区内神田 3-4 

住友不動産シスコンパーク内神田第２ 東京都千代田区内神田 1-17-14 

昭和産業　管理事務所 東京都千代田区内神田 2-2-1 

メトロンビル② 東京都千代田区神田司町 2-10-19 

福井興業(有) 東京都千代田区神田司町 2-21 

福井興業(有)左 東京都千代田区神田司町 2-21 

ＷＢＡ０５５７阿波屋酒店 東京都千代田区神田神保町 1-67 

広文館書店 東京都千代田区神田神保町 1-9 

広文館書店　左 東京都千代田区神田神保町 1-9 

ＷＢＡ１８７２小学館不動産（株） 東京都千代田区神田神保町 1-3 富山房ビル

小池ビル　カントリーハウス 東京都千代田区神田小川町 2-6 

神田小川町駐車場（Ｎｏ．１） 東京都千代田区神田小川町 3-9-11 

神田小川町駐車　（Ｎｏ．２） 東京都千代田区神田小川町 3-9-11 

神田小川町駐車場（Ｎｏ．３） 東京都千代田区神田小川町 3-9-11 

神田小川町駐車場（Ｎｏ．４） 東京都千代田区神田小川町 3-9-11 

神田小川町駐車場Ｎｏ．５ 東京都千代田区神田小川町 3-9-11 

柳屋開発（株）駐車場 東京都千代田区神田小川町 3-12 

竹橋／ウィンマネジメント株式会社 東京都千代田区神田錦町 2-1-8 

（社）東京都薬剤師会　左 東京都千代田区神田錦町 1-21 

（社）東京都薬剤師会　右 東京都千代田区神田錦町 1-21 

（株）銀星アド社 東京都千代田区神田三崎町 1-4-19 



ホテル聚楽　裏口通路 東京都千代田区神田淡路町 2-9 

（株）西岡製作所ＮＳビル１２セレ 東京都千代田区神田猿楽町 2-2-3

カクタス飯田橋ビル１ 東京都千代田区飯田橋 4-7-11 

飯田橋センタービル 東京都千代田区飯田橋 3-11-18 飯田橋センタービル

アルカディア市ヶ谷 東京都千代田区九段北 4-2-25 9F

えびやＰＥＴ機 東京都千代田区九段北 2-1-2 

住友不動産（株）九段北ビル 東京都千代田区九段北 3-2 1階

ＷＢＡ０３４４大島興業Ｎｏ２ 東京都千代田区九段北 4-2-11 10F

大島興業　市ヶ谷スポーツプラザ 東京都千代田区九段北 4-2-11 

靖国神社　喫煙所前 東京都千代田区九段北 3-1-1 

靖国神社　参集所 東京都千代田区九段北 3-1-1 

（株）千代田会館 東京都千代田区九段南 1-6-17 

有限会社ヒライ商会 東京都千代田区九段南 1-5-9 

垣見興産（株） 東京都千代田区麹町 3-2 

＠パーク日テレ／ＦＺ 東京都千代田区二番町 5-2 

ＢＤＡ二番町ビル　内 東京都千代田区二番町 12-12 

アットパーク日本テレビ通り 東京都千代田区二番町 5-2 

科学館喫煙所外２ 東京都千代田区北の丸公園 2-1 

科学館　喫煙所外１ 東京都千代田区北の丸公園 2-1 

科学館　展示２Ｆ 東京都千代田区北の丸公園 2-1 

横山町奉仕会館１Ｆ 東京都中央区日本橋横山町 5-8 

グローリー（株） 東京都中央区東日本橋 1-6-5 

ユモト興業　　ユモトビル 東京都中央区東日本橋 1-2-6 

ＫＤＸ浜町ビル／平和サービス 東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 

ＴＳＡサービス（株） 東京都中央区日本橋浜町 1-6-4 



ＷＢＡ０３０３飯森ビル 東京都中央区日本橋浜町 2-61-11 飯森ビル

甘味　初音２ 東京都中央区日本橋人形町 1-15-6 

甘味　初音１ 東京都中央区日本橋人形町 1-15-6 

日通東京支店　ＮＥＸ人形町１Ｆ 東京都中央区日本橋人形町 2-26-5 

パークハピオ 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-8-11

ＷＢＡ０５３３メゾン・サン 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-30-8 

（株）エメマギー［首都高速道路箱崎 東京都中央区日本橋箱崎町 43-3 

テイト商事株式会社　箱崎テイトビル１Ｆ右 東京都中央区日本橋箱崎町 15-6  1F

テイト商事株式会社　箱崎テイトビル１Ｆ左 東京都中央区日本橋箱崎町 15-6  1F

加藤運送（株）１ 東京都中央区日本橋箱崎町 13-4 

加藤運送（株）２ 東京都中央区日本橋箱崎町 13-4 

箱崎ハイツ管理組合 東京都中央区日本橋箱崎町 28-1 

（株）東洋経済新報社左 東京都中央区日本橋本石町 1-2-1 

スルガビル 東京都中央区日本橋室町 1-7-1 スルガビルB 1階

紅花商事（株） 東京都中央区日本橋室町 1-1-3 紅花ビル

日本橋アイテイビル　１階 東京都中央区日本橋室町 3-3-9 日本橋アイテイビル

住友不動産　日本橋ビル１階 東京都中央区日本橋本町 1-5-4 1F

第１０中央ビル 東京都中央区日本橋本町 1-5-6 

兜町第３ビル 東京都中央区日本橋兜町 12-7 

（有）島田薬局② 東京都中央区日本橋兜町 16-4 

テイト商事（株）日本橋テイトビル右 東京都中央区日本橋 2-2-15 

テイト商事（株）日本橋テイトビル左 東京都中央区日本橋 2-2-15 

ＷＢＡ０６３８共立（株）３Ｆ 東京都中央区日本橋 2-2-16 

八重洲山川ビル 東京都中央区日本橋 3-3-3 

シスコンパーク八重洲第一 東京都中央区八重洲 2-9-1 



株式会社フィール 東京都中央区八重洲 1-5-15 

京橋宏陽ビル 東京都中央区京橋 1-14-6 

正司産業 東京都中央区京橋 3-6-12 

八重洲ダイビル　１Ｆ 東京都中央区京橋 1-1-1 

吉良屋酒店 東京都中央区八丁掘 3-13-6 

ジュエル京橋管理組合 東京都中央区八丁堀 2-19-9 

愛朋社 東京都中央区八丁堀 1-11-1 

寿司源 東京都中央区八丁堀 2-15-3 

２０１３ＣＰ　ＰＥＮ中央区新川１丁目パー 東京都中央区新川 1-29 

サニーパレス京橋 東京都中央区新川 2-12-3 

とんかつ小料理よしの 東京都中央区新川 2-15-2 

まいあみ１階外 東京都中央区新川 2-6-17 

御幸レジデンス日本橋茅場町 東京都中央区新川 1-31-5 

住友不動産　泉新川ビル１Ｆ 東京都中央区新川 1-5-18 

㈲大貫製本所 東京都中央区新川 2-22-17 

㈲大貫製本所 東京都中央区新川 2-22-17 

株式会社大和屋坂田本店 東京都中央区 1-6-12 

啓徳社　１Ｆ駐車場 東京都中央区入船 2-7-3 

住友不動産（株）入船ビル 東京都中央区入船 2-1-1 

パークＭＡＸ明石町 東京都中央区明石町 2-8 

１５山京ビル 東京都中央区築地 2-7-12 

ウインド築地Ⅲビル 東京都中央区築地 6-11-3 

オリックス不動産投資法人ラ１Ｆ 東京都中央区築地 3-9-9 ランディック永井ビル 1F

パークウェル銀座東 東京都中央区築地 3-2-13 

ムルーエ築地駐車場左 東京都中央区築地 1-9-11 



ムルーエ築地駐車場右 東京都中央区築地 1-9-11 

石渡ビル　１Ｆ外 東京都中央区築地 7-9-19 

築地レジデンス管理組合法人 東京都中央区築地 4-3-12 

北海道文化放送　東京支社 東京都中央区銀座 7-11-14

ＺＯＥ銀座 東京都中央区銀座 3-3-1 

アオキタワー 東京都中央区銀座 6-3-7 

ＷＢＡ０８７５イシイ薬局右 東京都中央区銀座 7-6-2 

ＷＢＡ０８７６イシイ薬局左 東京都中央区銀座 7-6-2 

イシイ薬局　１８セレ 東京都中央区銀座 7-6-5 

エスティマネージメント　左 東京都中央区銀座 8-6-24 

エスティーマネジメント右 東京都中央区銀座 8-6-24 

ニュー鳥ぎん 東京都中央区銀座 5-5-11 

ＷＢＡ０６７０マルイト銀座第３ 東京都中央区銀座 3-10-6 

（株）銀座国際ホテル 東京都中央区銀座 8-7-13 

松岡銀七ビル 東京都中央区銀座 7-17-14 

ＷＢＡ１３６１正金ビル 東京都中央区銀座 8-11-12 

（株）青葉 東京都中央区銀座 8-7-11 ソワレド銀座第 2 弥生ビル

東急プラザ銀座Ｂ３階バイク置場 東京都中央区銀座 5-2-1 

南海東京ビル／Ｂ１地下駐車場 東京都中央区銀座 5-15-1 

２０１３ＣＰ　（株）法研　法研銀座ビル 東京都中央区銀座 1-9-19 

マスダ産業（外） 東京都港区虎ノ門 1-1-11 

東海不動産（株） 東京都港区虎ノ門 3-3-5 虎ノ門南ビル

橋場ビル 東京都港区西新橋 3-5-1 

ＷＡＣホールディング株式会社 東京都港区新橋 5-26-5 

ビアライゼ店舗前 東京都港区新橋 2-3-4 



ビアライゼ店舗前横中 東京都港区新橋 2-3-4 

ビアライゼ店舗横右 東京都港区新橋 2-3-4 

ビアライゼ店舗横左 東京都港区新橋 2-3-4 

ＷＢＡ０３２０大誠不動産（株） 東京都港区新橋 3-3-14 恭和ビル

ヒューリック芝公園大門通ビル 東京都港区芝公園 1-8-12 

芝公園プール横 東京都港区芝公園 2-7-2 

芝公園管理所 東京都港区芝公園 4-10-17 

（財）日本女性学習財団 東京都港区芝公園 2-6-8 

千代田エンジニアリング（株）外 東京都港区芝大門 2-3-12 

川村工業（株） 東京都港区芝大門 2-2-8 

大門精米店 東京都港区芝大門 2-4-14 

シスコンパーク浜松町１丁目 東京都港区浜松町 1-1-10 

玉川屋酒店 東京都港区浜松町 2-5-10 

パークネット西麻布３丁目 東京都港区西麻布 3-19-2 

株式会社塩業会館ビル裏 東京都港区六本木 7-15-14 

小高ふとん 東京都港区六本木 4-6-6 

小菅商店 東京都港区六本木 5-11-35 

朝屋倉庫 東京都港区六本木 6-15-19 

麻布アメレックスビル 東京都港区麻布台 3-5-7 

株式会社あお 東京都港区麻布永坂町 1 麻布パークサイドビル 4階

マークプレイス麻布十番 東京都港区東麻布 2-31-7 

中外石油　東麻布店　ＷＶＤ 東京都港区東麻布 2-33-7 

コンシェリア麻布十番 東京都港区麻布十番 1-9-5 

山屋商店 東京都港区麻布十番 2-12 

プラチナコート南麻布 東京都港区南麻布 1-24-13 



青山パークス 東京都港区北青山 3-10-7

ＭＡＫＯ北青山 東京都港区北青山 3-12-13 

Ｒ＆Ｍ 東京都港区北青山 3-5-17 

株式会社青山三河屋川島商店 東京都港区北青山 3-10-9 

青山クリスタルビル１F右 東京都港区北青山 3-5-12 

青山クリスタルビル２左 東京都港区北青山 3-5-12 

明治神宮外苑児童遊園 東京都港区北青山 1-7-5 

ａｂｃｄ青山ビル 東京都港区南青山 2-27-19 

Ｒｅｖｅ南青山 東京都港区南青山 2-27-6 

インフィニティ南青山 東京都港区南青山 6-14-9 

外苑前高橋ビル 東京都港区南青山 2-28-5 

（株）トレア／青山菊正ビル 東京都港区南青山 5-6-2 青山菊正ビル

智識堂書店 東京都港区南青山 7-14-10 

ヤマモリ（株）東京支店 東京都港区芝 2-3-18 

住友不動産　芝ビル１Ｆ 東京都港区芝 1-11-11 

住友不動産　芝公園ビル 東京都港区芝 2-7-17 

ミナト矢崎サービス（株） 東京都港区海岸 3-18-26 

パレステュディオ芝浦シティ 東京都港区芝浦 2-6-1 

ロメック芝浦 東京都港区芝浦 2-8-15 

東京ベイサイド管理組合 東京都港区芝浦 4-2-23 

山城園 東京都港区白金台 4-8-4 

白金台ＬＢビルディング 東京都港区白金台 3-14-4 LBビルディング

北里大学病院８Ｆ 東京都港区白金 5-9-1 

北里大学病院１０Ｆ 東京都港区白金 5-9-1 

カトリック高輪教会 東京都港区高輪 4-7-1 



グランドプリンス高輪 東京都港区高輪 3-13-1 

トヨタモビリティサービス（株）　　品川高輪口店 東京都港区高輪 3-23-1 

品川プリンスホテル 東京都港区高輪 4-10-30 

住友不動産　上野７号館 東京都台東区根岸 1-2-17 

プチフルール東方上野自販機コーナー左 東京都台東区上野 7-8-23 

プチフルール東方上野自販機コーナー右 東京都台東区上野 7-8 

プチフルール正面 東京都台東区上野 7-8-23 

住友不動産　車坂ビル 東京都台東区上野 7-9-15 車坂ビル 1F

住友不動産上野ビル４号館（外） 東京都台東区上野 7-12-14 

三井住友海上浅草寿町ビル１Ｆ 東京都台東区寿 4-15-7 

住友不動産　小島町ビル 東京都台東区小島 2-2-9 

マスモトマンション 東京都文京区水道 1-5-16 

肉のマルサン 東京都文京区大塚 6-18-2 

（株）大木　正面 東京都文京区音羽 2-1-4 

（株）大木　裏 東京都文京区音羽 2-1-4 

ホテル椿山荘東京／駐車場詰所 東京都文京区関口 2-10-8 

図書印刷（株）本社外 東京都北区東十条 3-10-36 

王子店１Ｆ店舗入口 東京都北区王子 6-9-15 1F

王子店４Ｆ 東京都北区王子 6-9-10 

日本製紙（株）中庭喫煙所 東京都北区王子 1-4-1 

日本製紙（株）ボウリング左 東京都北区王子 1-4-1 

日本製紙（株）テニス入口 東京都北区王子 1-4-1 

日本製紙（株）サンスクエア屋上 東京都北区王子 1-4-1 

日本製紙（株）２階バッティング 東京都北区王子 1-4-1 

日本製紙（株）ゴルフ階段下 東京都北区王子 1-4-1 



八洲工業株式会社　本社 東京都北区田端新町 2-5-1 

キャメル 東京都北区岸町 1-11-6 

パン工房たもつ 東京都北区滝野川 7-28-10 

杉田ビル 東京都北区滝野川 2-10-6 

株式会社おおつや 東京都北区十条仲原 1-5-7 

コンビニエンス野原 東京都北区志茂 2-28-9 

山市商店 東京都北区神谷町 3-18-11 

有限会社種屋 東京都北区赤羽 1-29-10 

五丈原 東京都北区浮間 4-16-8 

星光コーポ 東京都北区赤羽北 2-14-3 

高瀬うどん 東京都北区桐ケ丘1-9-3

二自ら南千住分駐所　右 東京都荒川区南千住 8-7-9 

三和ベンダー（株）城北店 東京都足立区中央本町 5-11 

協同組合東京文紙流通センター 東京都足立区入谷 6-2-6 

昭和倉庫（株）事務所 東京都足立区入谷 9-22-17 

東京文紙流通センター１Ｆ 東京都足立区入谷 6-2-6 

東京文紙流通センター２Ｆ 東京都足立区入谷 6-2-6 

シンメイグループ本社② 東京都足立区栗原 3-21-11 

シンメイグループ本社 東京都足立区栗原 3-21-11 

東京マリン 西新井スイミング 東京都足立区栗原 4-2-3 

ＣＯＩＮＬＡＵＮＤＲＹガスパ 東京都足立区新田 3-27-19 

大昭和紙工産業（株）王子 東京都足立区新田 2-8-12 

大昭和紙工産業（株）王子工場　外 東京都足立区新田 2-8-12 

オリエンス新小岩 東京都葛飾区東新小岩 1-7-13 

株式会社ケンコクド外 東京都葛飾区新小岩 1-46-1 



岡嶋不動産 東京都葛飾区新小岩 1-46-7 

テクノプラザかつしか１階階段横右 東京都葛飾区青戸 7-2-1 

墨田区役所２Ｆ 東京都墨田区吾妻橋 1-23-20 

アットパーク東駒形 東京都墨田区東駒形 2-17-8 

コーポ谷上 東京都墨田区緑 2-3-13 

石毛シャーリング 東京都墨田区緑 3-2-11 

ファーストプレイス菊川 東京都墨田区菊川 3-1-1 

千歳公園 東京都墨田区千歳 2-2-1 

スポーツプラザ梅若 東京都墨田区墨田 1-4-4 

アサヒ飲料販売（株）墨田支店 東京都墨田区向島 5-8-20 

アサヒ飲料販売（株）江戸川営業所 東京都江戸川区中央 1-13-19 

東海建鉄工業② 東京都江戸川区中央 1-15-10 

東海建鉄工業 東京都江戸川区中央 1-15-10 

こまつなくん　岩楯② 東京都江戸川区一之江 7-40-20 

どらっくぱぱす江戸川区役所前店 東京都江戸川区松島 1-41-20 

小松川ゆきやなぎ公園 東京都江戸川区小松川 2-8-11 

（株）大阪屋寺田巧 東京都江戸川区西小岩 1-26-1 

サザングレース 東京都江戸川区篠崎町 1-3-12 

パークサイド② 東京都江戸川区篠崎町 6-13-5 

須賀文具店 東京都江戸川区南篠崎町 2-12-7 グレースベル 1F

須賀文具店（マンション） 東京都江戸川区南篠崎町 2-29-9 

須賀文具店（裏駐車場） 東京都江戸川区南篠崎町 2-46-4 

須賀文具店 東京都江戸川区南篠崎町 2-46-4 

さつきコーポ 東京都江戸川区北葛西 1-18-12 

ＷＢＡ０２５９サクマ葛西駅 東京都江戸川区中葛西 5-43 



ビックウエスト西葛西ビル　右 東京都江戸川区東葛西 5-2-15 

ビックウエスト西葛西ビル　左 東京都江戸川区東葛西 5-2-15 

東葛西さくら公園 東京都江戸川区東葛西 4-10-1 

Ｔ．Ｔ．Ｃ株式会社　 東京都江戸川区南葛西 5-9-17 

葛西海浜公園　管理事務所１階① 東京都江東区臨海町 6-2-1 

葛西海浜公園　管理事務所１階② 東京都江東区臨海町 6-2-1 

エドガワボデー（株） 東京都江戸川区船堀 1-14-15 

橋本ビル 東京都江東区森下 4-1-5 

新晃アトモス 東京都江東区新大橋 1-11-4 

（株）泉都市設計 東京都江東区扇橋 3-17-6 

和風中華　さかえや 東京都江東区扇橋 2-22-5 

（株）ウエダ千石工場 東京都江東区千石 1-4-19 

光昭株式会社（缶） 東京都江東区東陽 6-5-9 

光昭株式会社２ 東京都江東区東陽 6-5-9 

東陽町駅前ビル 東京都江東区東陽 2-2-20 

ナビパーク三好第５ 東京都江東区三好 3-2-11 

ベルグレードＫＳ　ＤＵＥ 東京都江東区三好 2-6-6 

（有）西村紙工所 東京都江東区三好 3-6-6 

コスモグラシア清澄白河 東京都江東区平野 2-4-17 コスモグラシア清澄白河

三岩ビル２ 東京都江東区平野 1‐8‐1 

三岩ビル３ 東京都江東区平野 1-8-1 

東京都公園協会木場公園第一駐車場 東京都江東区平野 4-6-1 

平野コインパーキング（仮称） 東京都江東区平野 3-5-3 

ハセガワオートサービス 東京都江東区清澄 3-6-19 

㈲サンライズ・アート 東京都江東区木場 6-10-16 



ライオンズＭＮ古石場　今津商事 東京都江東区古石場 1-12-16 

（株）アート・ビル外 東京都江東区枝川 2-12-4 

リパーク枝川３丁目駐車場 東京都江東区枝川 3-4-11 

ビレッジハウス潮見タワー 東京都江東区潮見 1-29-22 

豊洲６丁目公園 東京都江東区豊洲 6-2‐35 

豊洲ぐるり公園駐車場 東京都江東区豊洲 6-5 

豊洲公園　事務所横 東京都江東区豊洲 2‐3‐6 

橋本総業 東京都江東区東雲 2-9-3 

豊洲グランスクエア８階 東京都江東区東雲 1-7-12 

豊洲グランスクエア９階 東京都江東区東雲 1-7-12 

豊洲グランスクエア１０階 東京都江東区東雲 1-7-12 

青海流通センター２号棟北外 東京都江東区青海 3-4-19 

中央防波堤内側ばら物ふ頭荷役連 東京都江東区青海中央防波堤内

デックス東京ビーチアトリウム南 東京都港区台場 1-6-1 

デックス東京ビーチ３Ｆセンター 東京都港区台場 1-6-1 

台場区民センター 東京都港区台場 1-5‐1 

クオーレすこやか作業所 東京都江東区大島 4-1-6-146 

ポータル／グリーンマート大友① 東京都江東区大島 6-26-7 

ポータル／グリーンマート大友② 東京都江東区大島 6-26-7 

とん太郎 東京都江東区大島 7-32-12 

モンテローザ・Ｋ　表側通り側／ 東京都江東区大島 4-7-5 

鈴木鉄鋼／サード 東京都江東区大島 8-24-1 

秋山電気店 東京都江東区北砂 5-7-10 

徳善２ 東京都江東区北砂 4-24-10 

増子建設株式会社 東京都江東区東砂 3-20-15 



（有）長堀商事 東京都江東区東砂 1-3-40 

メトログリーン東陽町１Ｆ 東京都江東区新砂 1-6-14 

メトログリーン東陽町 東京都江東区新砂 1-6-24 

日通新砂６号倉庫１Ｆ 東京都江東区新砂 2-3-15 

日本ロジテム（株）新砂営業所 東京都江東区新砂 2-5-28 

トピーレック　手前 東京都江東区南砂 6-7-15 

トピーレック　奥 東京都江東区南砂 6-7-15 

（株）トピレック（東館入口） 東京都江東区南砂 6-7-15 

ホンダクリオ東京（株）裏 東京都江東区南砂 2-1-11 

株式会社　旭ファスコン 東京都江東区南砂 4-16-22 

東京スポーツ文化館／外左 東京都江東区夢の島 3-2 

東京スポーツ文化館／外右 東京都江東区夢の島 3-2 

東京スポーツ文化館／喫煙スペース 東京都江東区夢の島 3-2 

江東区夢の島競技場２ 東京都江東区夢の島 1-1-2 

Ｃ夢の島公園南駐車場／日比谷アメニス 東京都江東区夢の島 3-2 

夢の島公園　ＢＢＱ広場／日比谷アメニス 東京都江東区夢の島 3-2 

（株）サクマ新木場駅店 東京都江東区新木場 1-6-1 

（株）若洲Å棟正面入り口 東京都江東区若洲 2-3-7 

サンミール 東京都品川区東品川 3-15-1 

住友不動産（株）／品川シーサイド１ 東京都品川区東品川 4-13-9 

住友不動産（株）／品川シーサイド５ 東京都品川区東品川 4-13-9 

東品川ハウス 東京都品川区東品川 3-18-17 

品川シーサイドレジデンス 東京都品川区東品川 3-16-8 

（株）ＮＶＳ大井国際輸送支店大井第 東京都品川区八潮 2-6-2 

（株）ダイトーコーポレーション八潮 東京都品川区八潮 2-1-2 



パトリア品川１階 東京都品川区八潮 5-5-3 

ビレッジハウス品川八潮タワー右 東京都品川区八潮 5-12-69 

リリカラ（株） 東京都品川区八潮 3-2-33 

（株）宇徳大井第一物流センター 東京都品川区八潮 2-9 

大井ふ頭中央海浜公園　スポーツ 東京都品川区八潮 4-1-19 

日正海運（株）複合Ｄ－３棟 東京都品川区八潮 3-3-10 

日正海運（株）立体駐車場西 東京都品川区八潮 3-2-30 

日正海運（株）立体駐車場東 東京都品川区八潮 3-2-30 

日正海運（株）Ｋ棟 東京都品川区八潮 3-2-45 

三林ビル入口 東京都品川区南品川 2-5-2 

秋田谷商事（株） 東京都品川区南品川 6-12-23 

松井乳業　南品川販売所 東京都品川区南品川 3-1-14 

天妙国寺 東京都品川区南品川 2-8-23 

Ｄパーキング東大井１丁目② 東京都品川区東大井 1-3-25 

愛宕倉庫（株）鮫洲営業所 東京都品川区東大井 1-5-13 

愛宕倉庫　　鮫洲営業所　事務所 東京都品川区東大井 1-5-13 

京浜急行電鉄（株）鮫浜駐車場 東京都品川区東大井 2‐19 

大高商会１ 東京都品川区南大井 5-23-16 

大高商会２ 東京都品川区南大井 5-23-16 

大森ベルポート　Ｄ館４Ｆ 東京都品川区南大井 6-26-3 

大森ベルポート　Ｄ館８Ｆ 東京都品川区南大井 6-26-3 

（有）大森建材 東京都品川区南大井 3-13-15 

（株）東日商運 東京都品川区南大井 5-22-3 

フジクック　小林 東京都品川区大井 1‐27‐4 

東京マックス美容専門学校喫煙② 東京都品川区大井 1-48-11 



東京マックス美容専門学校別館① 東京都品川区大井 1-25-8 

東京マックス美容専門学校別館② 東京都品川区大井 1-25-8 

ＨＳＹ（株）プリマベーラ 東京都品川区北品川 5-8-27 

スカイコート品川第６ 東京都品川区北品川 2-8-3 

トップルーム品川マンション 東京都品川区北品川 1-9-7 

㈲舟宿　平井駐車場 東京都品川区北品川 1-29-63 

（有）舟宿　平井店頭 東京都品川区北品川 1-21-1 

（株）勝亦電機製作所 東京都品川区北品川 4-10-9 

東京交通サービ　品川自動車営業 東京都品川区北品川 1-5-12 

ピラミッド　品川ビル 東京都品川区北品川 1‐10‐6 

ホーチキ商事（株）別館Ｂ１Ｆ 東京都品川区上大崎 2-10-43 

リパーク上大崎２丁目第５ 東京都品川区上大崎 2-10-4 

杉野学園　第５校舎 東京都品川区上大崎 4-5-8 

本多電機ビル 東京都品川区上大崎 4-5-37 

Ａ－ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ（株） 東京都品川区東五反田 3-14-4 角谷レイバリービル

（株）フォーカスシステムズ№２ 東京都品川区東五反田 2-7-8 フォーカス五反田ビル

五反田宏陽ビル 東京都品川区東五反田 1-9 -

深沢マンション　 東京都品川区東五反田 1-2-1 

品川区立総合体育館 東京都品川区東五反田 2-11-2 

ＴＯＣ玄関 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ屋上 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣＢ１Ｆ駐車場連絡口 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ９Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ８Ｆ荷捌場Ａ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ７Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田 7-22-17



ＴＯＣ６Ｆ荷捌場Ａ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ５Ｆ駐車場連絡口 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ４Ｆ駐車場連絡口Ｂ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ４Ｆ駐車場連絡口Ａ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ３Ｆ喫煙室 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１Ｆ郵便局前 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１Ｆ中央連絡口 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１Ｆ喫煙室 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１３ＦＢ２ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１３ＦＢ１ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１３ＦＡ２ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１３ＦＡ１ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１２Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田 7-22-17

ＴＯＣ１１Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田　7-22-17

ＴＯＣ１０Ｆ荷捌場Ｂ 東京都品川区西五反田　7-22-17

ＴＯＣ　Ｂ３Ｆ 東京都品川区西五反田 7-22-17 

ＴＯＣ　Ｂ２Ｆ 東京都品川区西五反田 7-22-17 

ＴＯＣ５Ｆ　荷捌場Ａ 東京都品川区西五反田 7-22-17 

（株）キョウドウ 東京都品川区西五反田 1-9-3 

マツダ五反田 東京都品川区西五反田 5-4-1 

ル－ブル西五反田弐番館管理組合 東京都品川区西五反田 6-24-11 

成立 東京都品川区西五反田 5-7-8 

大英堂 東京都品川区西五反田 4-30-9 

大崎エリアマネージメント 東京都品川区大崎 2-1-1 



石井青果店 東京都品川区西品川 2-12-3 

仲岡建設（株） 東京都品川区西品川 2-13-19 

（株）日本アクセス１６Ｆ 東京都品川区西品川 1-1-1 

吉田陶器店 東京都品川区戸越 2-4-2 

三栄産業　株式会社 東京都品川区戸越 6-6-6 

ビッグ・エー　品川豊町店 東京都品川区豊町 6-11-9 

越後屋酒店 東京都品川区豊町 6-31-7 

ナビパーク東中延第一駐車場 東京都品川区東中延 2-9-16 

富士見湯 東京都品川区東中延 1-3-8 

チェインストア　シムラ 東京都品川区中延 5-12-1 

竹岡ドラッグ 東京都品川区中延 1-8-12 

東急ジオックス西中延駐車場／２ 東京都品川区西中延 3-9 

東急ジオックス西中延駐車場／１ 東京都品川区西中延 3-9 

イル　ド　マンジェ 東京都品川区小山台 1-21-17 

セントラル不動前 東京都品川区小山 1-1-16 

ル－ブル武蔵小山 東京都品川区小山 2‐4‐20 

ＧＴＯビル（市場正門前） 東京都大田区東海 3-7-1 

ＧＴＯビル（側面） 東京都大田区東海 3-7-1 

ＧＴＯビル（正面） 東京都大田区東海 3-7-1 

ＧＴＯビル（裏） 東京都大田区東海 3-7-1 

ダイトーＣＰ／大井物流センター 東京都大田区東海 4-10-8 

ロジテムインターナショナル 東京都大田区東海 1-3-6 プロロジスパーク 7階

住友倉庫　大井営業所 東京都大田区東海 4-5-18 

お食事処　こま 東京都大田区東海 5-3-5 

上組／大井物流センター 東京都大田区東海 4-8-8 



（株）新開トランスポートシステムズ 東京都大田区東海 2-1-2 

大田市場内憩いの広場 東京都大田区東海 3-2-6 

ニューマシン 東京都大田区京浜島 2-8-1 

ＥＮＥＯＳ／（株）高橋商店平和島 東京都大田区平和島 5-10-5 

（株）キタセキ　平和島ＳＳ 東京都大田区平和島 2-1-1 

京浜トラックＴ１５号棟荷扱場 東京都大田区平和島 2-1-1 京浜トラックターミナル 15 号棟

東京流通センター／喫煙所 東京都大田区平和島 6-1-1 

東京流通センター／第二展示場前 東京都大田区平和島 6-1-1 

東京流通センター／Ａ棟北出口 東京都大田区平和島 6-1-1 

（株）南西食堂 東京都大田区平和島 5-5-1 

日本ロジテム（株）平和島倉庫 東京都大田区平和島 5-5-15 

（株）マルセ 東京都大田区大森本町 2-23-3 

サクラ運送㈲ 東京都大田区大森東 4-27-2 

伊藤商店 東京都大田区大森東 5-3-2 

東京ガス大森クラブハウス 東京都大田区大森東 3-28-1 

東京ガス　大森グランド 東京都大田区大森東 3-28-1 

（株）こんの　東京営業所 東京都大田区大森南 4-10-27 

株式会社ヒマラヤ産業東京工場 東京都大田区大森南 4-13-12 

中庭測量コンサルタント 東京都大田区大森中 1-2-26 中庭ビル

八幡神社 東京都大田区大森中 3-3-8 

Ｓコート 東京都大田区大森西 3-32-19 

ＴＳＵＴＡＹＡ大森町駅前店 東京都大田区大森西 3-20-13 

とんかつ　十勝 東京都大田区大森西 6-13-7 

蒲田リハビリテーション病院１階 東京都大田区大森西 4-14-5 

大森クローム工業株式会社 東京都大田区大森西 1-1-3 



ドライクリーニング　あらがや② 東京都大田区大森北 1-3-10 

ドライクリーニング　あらがや③ 東京都大田区大森北 1-3-10 

ドライクリーニング　あらがや① 東京都大田区大森北 1-3-10 

（株）フジ　大森駅前 東京都大田区大森北 1-7-4 

サンフォレストⅢ 東京都大田区大森北 1-19-8 

岩崎ビル 東京都大田区大森北 3-30-1 

帝都　大森ビル駐車場横 東京都大田区大森北 3-43-1 

ドンキ・ホーテ大森山王店 東京都大田区山王 3-6-3 

大森山王病院 東京都大田区山王 3-9-6 

セントラルコート 東京都大田区中央 8-22-21 

リパーク大田中央６丁目 東京都大田区中央 6-19-18 

リパーク中央２丁目 東京都大田区中央 2-17-2 

大菅たばこ店大菅志津江 東京都大田区中央 8-26-5 

第２山田ビル 東京都大田区中央 2-24-6 

オートバックス大田馬込店１Ｆ 東京都大田区南馬込 5-29-4 

サンクスマート南馬込 東京都大田区南馬込 5-3-2 

リパーク南馬込２丁目第５ 東京都大田区南馬込 2-4-3 

（有）広田屋商店 東京都大田区南馬込 1-56-3 

欅館 東京都大田区南馬込 6-1-11 

そば太田 東京都大田区西馬込 2-21-1 

（有）山奈屋１ 東京都大田区中馬込 2-26-15 

（有）山奈屋２ 東京都大田区中馬込 1-14-28 

株式会社　嘉栄 東京都大田区北糀谷 1-16-11 

タイムズモビリティ（株） 東京都大田区東糀谷 1-5-7 

テクノポート・カマタ　１Ｆ 東京都大田区南蒲田 2-16-1 



吉田商店 東京都大田区本羽田 3-17-7 

（株）エフォート 東京都大田区東六郷 2-6-9 

（株）大森運輸商会 東京都大田区萩中 3-23-9 

田中機械工業（株）羽田工場 東京都大田区萩中 3-30-10 

Ｆｌｏｓ蒲田 東京都大田区西蒲田 7-26-11 

とちの実作業所 東京都大田区西蒲田 1‐19‐19 

ムーブジャパン 東京都大田区西蒲田 6-17-5 

ラ・セゾン・イヴェール 東京都大田区西蒲田 5-14-5 

蒲田東急プラザ１階南口 東京都大田区西蒲田 7-69-1 

蒲田東急プラザ１階西口 東京都大田区西蒲田 7-69-1 

蒲田東急プラザ５階休憩所 東京都大田区西蒲田 7-69-1 

蒲田東急プラザ高架下 東京都大田区西蒲田 7-69-1 

清心ビル 東京都大田区西蒲田 8-2-6 

（株）北原興業（北原ビル） 東京都大田区西蒲田 7-32-2 北原ビル

第二和泉ビル 東京都大田区蒲田 2-17-1 

ＷＢＡ０２２５モンマート川本 東京都大田区仲六郷 2-16-5 

（株）整電社 東京都大田区西六郷 1-12-1 

シャンブル・レーヴ大岡山 東京都大田区北千束 3-16-17 

ファング［Ｗｈａｎｇ］ 東京都大田区南千束 3-19-17 

ホワイト急便日の出 東京都大田区上池台 3-46-1 

ソーイングマシーン東京販売 東京都大田区東雪谷 2-4-5 

高坂たばこ店脇 東京都大田区東雪谷 2-4-14 

高坂タバコ店（左） 東京都大田区東雪谷 2-4-14 

高坂たばこ店（右） 東京都大田区東雪谷 2-4-14 

ＤＹパーキング南雪谷４丁目 東京都大田区南雪谷 4-6-13 



タンポポ文具店 東京都大田区南雪谷 3-3‐12 

東調布公園プール１階外 東京都大田区南雪谷 5-13-1 

南雪谷サンハイツ 東京都大田区南雪谷 4-15-12 

明神湯 東京都大田区南雪谷 5-14-7 

エルジー 東京都大田区田園調布 1-55-3 

第二開発ビル 東京都大田区田園調布 2-50-9 

日本ロジテム（株）三幸営業所 東京都大田区仲池上 1-31-5 

池上本門寺売店横／朗峰会館 東京都大田区池上 1-1-1 

池上本門寺表参道入口／朗峰会館 東京都大田区池上 1-1-1 

富田螺子株式会社 東京都大田区池上 7-21-3 

㈲鈴蜜商店 東京都大田区池上 6-1-7 

ヴォーガコルテ千鳥町 東京都大田区千鳥 3-13-12 

東洋カーマックス（株）千鳥町駐車場 東京都大田区千鳥町 43897 

シルクロード 東京都大田区鵜の木 3-11-5 

コーポファウンテン 東京都大田区矢口 2-11-3 

株式会社三信精機 東京都大田区矢口 3‐15‐18 

大正建機 東京都大田区多摩川 2-15-4 

Ｇｒｅｅｎ　Ｈｉｌｌ表参道 東京都渋谷区神宮前 5-15-1 

ＧＳパーク神宮前(右） 東京都渋谷区神宮前 2-17 

ＧＳパーク神宮前(左） 東京都渋谷区神宮前 2-17 

ＭＩＤ／オリオン神宮前パーキング 東京都渋谷区神宮前 5-33 

フィル・パーク表参道（株）ディア 東京都渋谷区神宮前 5-46-15 

（株）マルサン　原宿ビル 東京都渋谷区神宮前 1-20-13 

ミノワビル 東京都渋谷区神宮前 1-19-2 

リパーク神宮前５丁目第１２ 東京都渋谷区神宮前 5-44-7 



株式会社田谷 東京都渋谷区神宮前 2-18-19 

原宿パトリア（ラフォーレ側） 東京都渋谷区神宮前 1-9-18 

原宿パトリア（カラオケ館側③） 東京都渋谷区神宮前 1-9-18 

原宿パトリア（カラオケ館側②） 東京都渋谷区神宮前 1-9-18 

原宿リハビリテーション病院／更 東京都渋谷区神宮前 6-26-1 

原宿リハビリテーション病院 東京都渋谷区神宮前 6-26-1 

原宿リハビリテーション病院喫煙 東京都渋谷区神宮前 6-26-1 

神宮通公園 東京都渋谷区神宮前 6-22-8 

㈲武山末吉酒店 東京都渋谷区神宮前 3-25-8 

渋谷区立並木橋公園 東京都渋谷区渋谷 3-25-11 

東映（株）渋谷東映プラザ１Ｆ 東京都渋谷区渋谷 1-24-12 

渋谷区公園／美竹公園　交番裏２ 東京都渋谷区渋谷 1-18-29 

アップルパーク渋谷東 東京都渋谷区東 3-9-12 

そば丸はし 東京都渋谷区東 1-24-4 

伊藤駐車場 東京都渋谷区東 2-6-19 

渋谷区立若羽公園 東京都渋谷区東 4-13-3 

サンキャスト株式会社 東京都渋谷区広尾 5-22-3 広尾西川ビル 8階

（株）ゼオ 東京都渋谷区広尾 2-9-28 

フォーシム広尾 東京都渋谷区広尾 3-12-40 

秋山ビル 東京都渋谷区広尾 5-17-4 秋山ビル 1F

エビスオークビル２ 東京都渋谷区恵比寿 1-7-2 

スカイエビスビル　ＰＥＴ 東京都渋谷区恵比寿 1-8-11 

ナウルマンション 東京都渋谷区恵比寿 3-30-13 

恵比寿ウエストパレスNo2 東京都渋谷区恵比寿西 1-8-2 

代官山齋金ビル 東京都渋谷区恵比寿西 1-33-10 



ＡＧカルピス恵比寿ビル外Ｎｏ1 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

ＡＧカルピス恵比寿ビル外Ｎｏ2 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

ＡＧカルピス恵比寿ビル外Ｎｏ3 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

ＡＧカルピス恵比寿ビル外Ｎｏ4 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

ＡＧカルピス恵比寿従業員入口 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1 

トレディレジデンシア恵比寿 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-9 

巴屋そば店 東京都渋谷区恵比寿南 2-2-1 

ミュージックランドＫＥＹ 東京都渋谷区桜丘町 16-12 

日本経済大学 東京都渋谷区桜丘町 24-5 

相代コインランドリー 東京都渋谷区代官山町 13-8-115 

渋谷たばこ商業協同組合 東京都渋谷区南平台町 17-7 

アベマタワーズ１Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

アベマタワーズ１６Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

アベマタワーズ１０Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

アベマタワーズ１３Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

アベマタワーズ７Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

アベマタワーズ４Ｆ 東京都渋谷区宇田川町 40-1 

サイトー第３ビル／有限会社藤一 東京都渋谷区宇田川町 34-5 

サイトー第３ビル駐車場／有限会 東京都渋谷区宇田川町 34-5 

サイトー第３ビル／東急本店側 東京都渋谷区宇田川町 34-5 

ちとせ会館 東京都渋谷区宇田川町 13-8 ちとせ会館 1F

清水企画　① 東京都渋谷区宇田川町 36-8 

ＣＢＧＫシブゲキ！！ 東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 ザ・プライム 6F

TOP ROO 道玄坂　管理組合 東京都渋谷区道玄坂 2-26-3 

渋谷ヒューマックスビル 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6 



伸興商事 東京都渋谷区道玄坂 2-29-13 

多古菊 東京都渋谷区道玄坂 1-6-2 

豊栄商事(有) 東京都渋谷区円山町 2-9 

（株）太陽地所 東京都渋谷区松涛 1-6-2 

渋谷ダイカンプラザ 東京都渋谷区神山町 10-7 

イフ 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-63-3 

原島商店 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-26-5 

首都高速道路千駄ヶ谷駐車場Ｂ出口 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-25 

相互住宅／千駄ヶ谷デュープレックスリズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-41-7 

代々木第１０下田ビル 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-8 

野村不動産南新宿ビル 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-32-7 

フォレストテラス明治神宮 東京都渋谷区代々木神園町 1-1 

明治神宮　文化館 東京都渋谷区代々木神園町 1-1 

オーハシ 東京都渋谷区代々木 1-59-1 

オーハシ② 東京都渋谷区代々木 1-59-1 

レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木 5-58-1 

（株）石野電気　右 東京都渋谷区代々木 3-29-6 

（株）石野電気　左 東京都渋谷区代々木 3-29-7 

代々木バルトハイム 東京都渋谷区代々木 5-58-6 

Ｌｕｌｕｄ・Ｔ・Ｂｌｄｇ 東京都渋谷区富ヶ谷 2-20-1 

駒場マンション 東京都渋谷区富ヶ谷 2-21-1 

田中屋商店 東京都渋谷区上原 3-9-2 

東放学園　渋谷校舎 東京都渋谷区本町 4-20-7 

東放学園／清水橋校舎 東京都渋谷区本町 3-40-6 

東放学園／清水橋校舎１Ｆ 東京都渋谷区本町 3-40-6 



（株）トップスベーカリー 東京都目黒区中央町 1-8-23 

ＧＳパーク碑文谷 東京都目黒区碑文谷 2-14-15 

３６８６０１（株）ドゥオール１５ 東京都目黒区碑文谷 5-20-1 

（株）ドゥオール２０ 東京都目黒区碑文谷 5-20-1 

ボクソン工業［碑文谷］ 東京都目黒区碑文谷 2-5-8 

㈲根岸商事 東京都目黒区碑文谷 5-26-14 

深山堂菓子店２ 東京都目黒区碑文谷 6-4-17 

ビィ建設（株） 東京都目黒区鷹番 2-10-12 

リパ－ク鷹番３丁目第２ 東京都目黒区鷹番 3-16-16 

スカイコート駒沢公園　 東京都目黒区東が丘 1-3-1 

ひふみ亭２ 東京都目黒区東が丘 1-16-19 

ひふみ亭１ 東京都目黒区東が丘 1-16-19 

柿の木坂ヴォーン２ 東京都目黒区柿の木坂 2-6-17 

三井のリパーク柿の木坂２丁目第８ 東京都目黒区柿の木坂 2-30-10 

リバティヒルクラブ 東京都目黒区八雲 3-26-6 

（株）高好電工 東京都目黒区八雲 5-13-16 

第十企画株式会社№１ 東京都目黒区八雲 4-18-14 

福田工業有限会社 東京都目黒区八雲 3-8-15 

平山牛乳店 東京都目黒区八雲 2-23-13 

Ｃ．Ｓ．Ｓ（株） 東京都目黒区中根 2-11-10 

ルーブル都立大学参番館 東京都目黒区平町 1-1-1 

ビッグヒルズ目黒 東京都目黒区大岡山 2-2-14 

川崎灯（鉄飛アパート左） 東京都目黒区大岡山 1-6-14 

リパーク自由が丘１丁目第４ 東京都目黒区自由が丘 1-24-7 

㈲かむろや 東京都目黒区駒場 4-5-23 



カムロヤ 東京都目黒区駒場 4-5-23 

戸上ビル 東京都目黒区青葉台 4-1-13 

出口屋酒店 東京都目黒区東山 2-3-3 

カームハウス大橋 東京都目黒区大橋 1-3-3 

㈲惣秀 東京都目黒区上目黒 1-4-1 

明海興産（株） 東京都目黒区上目黒 1-18-12 サフィール中目黒ビル

（株）イシイ 東京都目黒区五本木 2-14-4 

（株）森商会　五本木 東京都目黒区五本木 1-2-21 

アートブティック角屋 東京都目黒区中目黒 5-1-21 

アクティブパーキング 東京都目黒区中目黒 3-1-2 

アサミコーポレーション 東京都目黒区中目黒 1-1-18 

岡田　商店 東京都目黒区中目黒 3-6-30 

八幡建物（有） 東京都目黒区中目黒 3-5-18 アサミハイツ

ＧＳパーク目黒三丁目① 東京都目黒区目黒 3-6-24 

ＧＳパーク目黒三丁目② 東京都目黒区目黒 3-6-24 

キャロル 東京都目黒区目黒 1-17-16 

佐野屋 東京都目黒区目黒 2-11-12 

神崎布団店 東京都目黒区目黒 1-23-15 

バーナードハウス 東京都目黒区下目黒 1-7-5 

目黒山手通ビル屋上 東京都目黒区下目黒 2-23-18 

スカイコート駒場東大前 東京都世田谷区池尻 4-34-15 

マンション　池尻 東京都世田谷区池尻 2-35-9 

世田谷公園・トイレ側 東京都世田谷区池尻 1-5-27 

藤波書店１ 東京都世田谷区池尻 2-31-15 

藤波書店２ 東京都世田谷区池尻 2-31-15 



Ｄパーキング下馬１丁目　　　　第１ 東京都世田谷区下馬 1-35-1 

ＳＴＫハイツ　表 東京都世田谷区太子堂 4-3-1 

ＳＴＫハイツ　裏 東京都世田谷区太子堂 4-3-1 

菱和パレス三軒茶屋壱番館 東京都世田谷区太子堂 2-6-40 

山口そろばん塾 東京都世田谷区三宿 2-16-36 

東映三宿ビル２Ｆ② 東京都世田谷区三宿 1-13-1 東映三宿ビル 2F

東映三宿ビル　１Ｆ 東京都世田谷区三宿 1-13-1 東映三宿ビル 1F

菱和パレス　三軒茶屋 東京都世田谷区三宿 2-25-16 

（株）トービサービスセンター 東京都世田谷区上馬 1-32-3 

メゾンアサヒ 東京都世田谷区若林 1-37-8 

ＡＳＡ三軒茶屋 東京都世田谷区三軒茶屋 1-16-12 

三軒茶屋第一／アイパークＢ 東京都世田谷区三軒茶屋 2-29-3 

リパーク三軒茶屋１丁目第２ 東京都世田谷区三軒茶屋 1-28-1 

㈲古賀屋／マンション 東京都世田谷区 三軒茶屋 2-24-15 

三軒茶屋クレセント 東京都世田谷区三軒茶屋 2-50-22 

大森屋　№３ 東京都世田谷区三軒茶屋 2-13-11 

ピーシーコーポレーション 東京都世田谷区北沢 2-19-5 

プロスパ 東京都世田谷区北沢 2-4-7 

三福酒店 東京都世田谷区北沢 2-13-13 

大場商店 東京都世田谷区北沢 1-32-5 

第五周和ビル 東京都世田谷区北沢 2-19-10 

有飛ビル 東京都世田谷区北沢 2-14-3 

アコー販売株式会社 東京都世田谷区代沢 2-6-9 

リパーク代沢５丁目第３ 東京都世田谷区代沢 5-28-11 

Ｙショップ代田サンカツ 東京都世田谷区代田 2-31-1 



赤堤ビル／日大 東京都世田谷区赤堤 5‐36‐20 

アメフト部クラブハウス／日大 東京都世田谷区桜上水 3‐25‐40 

陸上競技部兼スキー部学生寮③ 東京都世田谷区桜上水 4-25-5 

陸上競技部兼スキー部学生寮② 東京都世田谷区桜上水 4-25-5 

陸上競技部兼スキー部学生寮① 東京都世田谷区桜上水 4-25-5 

陸上競技部兼スキー部学生寮⑥ 東京都世田谷区桜上水 4-25-5 

㈲千歳ゴルフセンター１階練習場 東京都世田谷区千歳台 1-32-6 

㈲千歳ゴルフセンター２階練習場 東京都世田谷区千歳台 1-32-6 

富士梱包紙器（株） 東京都世田谷区砧 4-1-10 

ＷＢＡ０８７１サンライズ№２ 東京都世田谷区深沢 2-19-5 

リパ－ク等々力２丁目第２ 東京都世田谷区等々力 2-16-16 

リパーク等々力６丁目 東京都世田谷区等々力 6-7-15 

中村商店 東京都世田谷区奥沢 8-5-2 

㈲八沢川 東京都世田谷区奥沢 5-25-12 

茶夢 東京都世田谷区尾山台 3-34-7 

ラーメン栄華 東京都世田谷区上野毛 4-39-91 

四谷三信ビル 東京都新宿区四谷 1-8-3 

鈴傳（スズデン） 東京都新宿区四谷 1-10 

荒木町駐車場 東京都新宿区荒木町 22-65 

大島米店 東京都新宿区若葉 3-1 

明治神宮外苑軟式球場 東京都新宿区霞ヶ丘町2-3

四谷地域センター運営委員会 東京都新宿区内藤町 87 四谷地域センター 11F

新宿御苑／インフォメーション 東京都新宿区内藤町 11

新宿御苑／中央休憩所 東京都新宿区内藤町 11

新宿御苑／大木戸休憩所 東京都新宿区内藤町 11



新宿御苑／エコハウス 東京都新宿区内藤町 11

新宿御苑／大木戸門駐車場 東京都新宿区内藤町 11

慶應義塾グリーンハウス 東京都新宿区信濃町 35 

慶應義塾屋外スペース① 東京都新宿区信濃町 35 

花園街　商業協同組合 東京都新宿歌舞伎町 1-1-10 

ヒューマックス　パビリオン新宿 東京都新宿区歌舞伎町 1-20-1 

新宿カーニバル２Ｆ店内 東京都新宿区歌舞伎町 1-20-1 

新宿カーニバル１Ｆ店内 東京都新宿区歌舞伎町 1-20-1 

新宿カーニバル１Ｆ入口 東京都新宿区歌舞伎町 1-20-1 ヒューマックスパビリオン

新生商事株式会社 東京都新宿区歌舞伎町 2-35-13 

大番会館　新宿支店２Ｆ 東京都新宿区歌舞伎町 2-28-3 

大番会館　新宿支店（外） 東京都新宿区歌舞伎町 2-28-3 

大番会館　新宿支店４Ｆ 東京都新宿区歌舞伎町 2-28-3 

ジュラクツインＢ 東京都新宿区新宿 3-34-1 

ジュラクツインＡ 東京都新宿区新宿 3-35-16 

囲碁サロン喜楽 東京都新宿区新宿 3-21-7 

加丸屋　岩本商店③ 東京都新宿区新宿 5-16-7 

加丸屋　岩本商店㊨ 東京都新宿区新宿 5-16-7 

㈲加丸屋岩本商店㊧ 東京都新宿区新宿 5-16-7 

京王新宿追分ビル 東京都新宿区新宿 3-1-13 

住友不動産新宿三光町ビル 東京都新宿区新宿 5-15-5 住友不動産新宿三光町ビル

松竹　株式会社／新宿ピカデリー 東京都新宿区新宿 3-15 

新光物産（株）／１Ｆ側面 東京都新宿区新宿 3-34-7 

二四会館　新宿寮　第三宏和ビル 東京都新宿区新宿 2-16-3 

（株）二四会館新宿店（外） 東京都新宿区新宿新宿 2-13-1 



和牛しょうじろう 東京都新宿区新宿区高田馬場 1-17-10 

アイランドウィング８Ｆ 東京都新宿区西新宿 6-3-1 

アイランドウィング２Ｆ 東京都新宿区西新宿 6-3-1 

アイランドウィング６Ｆ 東京都新宿区西新宿 6-3-1 

アイランドウィング１０Ｆ 東京都新宿区西新宿 6-3-1 

ハイネスロワイヤル 東京都新宿区西新宿 3-7-26 

株式会社京王プラザホテルＢ１ 東京都新宿区西新宿 2-2-1 

株式会社京王プラザホテル４７Ｆ 東京都新宿区西新宿 2-2-1 

京王地下駐車場（株）駐車場入り口 東京都新宿区西新宿 1-1-5 

住友不動産（株）　西新宿ビル 東京都新宿区西新宿 7-20-1 

上田商店 東京都新宿区西新宿 7-23-1 

新宿ＮＳビル９階東 東京都新宿区西新宿 2-4-1 

新宿オークタワー８Ｆ　共用 東京都新宿区西新宿 6-8-1 

新宿オークタワー７Ｆ　共用 東京都新宿区西新宿 6-8-1 

新宿オークタワー６Ｆ　共用 東京都新宿区西新宿 6-8-1 

新宿オークタワー６Ｆ②　共用 東京都新宿区西新宿 6-8-1 

新宿サンエービル 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル

新宿ファーストウェスト① 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 1F

新宿ファーストウェスト② 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 1F

日新商事　　№２ 東京都新宿区西新宿 7-10-20 

日新商事（株）　Ｎｏ３ 東京都新宿区西新宿 7-10-20 

日新商事 東京都新宿区西新宿 7-10-20 

日通東京引越江古田流通落合倉庫 東京都新宿区西落合 2-18-17 

スカイコート落合２ 東京都新宿区中落合 1-8-2 

スカイコート落合２管理組合 東京都新宿区中落合 1-8-2 



三又商店 東京都新宿区中落合 4-12-5 

（株）ＭＯＡ 東京都新宿区下落合 1-4-18 彰文ビルB 1 

（有）甲州屋　櫻本商店 東京都新宿区上落合 3-12-11 

水道町ビル１階 東京都新宿区水道町 3-1 

升本ＣＢセンター軽子坂ＭＮ１Ｆ 東京都新宿区揚場町 2-1 

飯田橋升本ビル１階エントランス 東京都新宿区揚場町 1-21 

東京都予防医学協会 東京都新宿区市谷砂土原町 1-2 

市ヶ谷ＡＳＵＫＡＲＡビル 東京都新宿区市谷田町 3-31-33 市ヶ谷ASUKARA

（株）ユニホー　市ケ谷中央ビル 東京都新宿区市谷八幡町 14 

新宿ＮＳビル９階西 東京都新宿区西新宿 2-4-1

ＫＵＪＩＲＡ 東京都中野区中野 5-52-15 

ヴェルデ中野 東京都中野区中野 1-20-1 

ベースオントップ中野㊧ 東京都中野区中野 4-1-1 中野サンプラザB 1F

ベースオントップ中野店㊨ 東京都中野区中野 4-1-1 中野サンプラザB 1F

和食さと堀越学園前店 東京都中野区中野 1-32-3 

仲俣商店 東京都中野区中央 2-47-11 

日興マンション管理組合合法人 東京都中野区中央 4-2-3 

関東バス　丸山営業所　右 東京都中野区江古田 1-40-2 

関東バス　丸山営業所　左 東京都中野区江古田 1-40-2 

ダンロップタイヤ中央（株）中野営業所 東京都中野区沼袋 4-37-8 

ルミエール中野 東京都中野区沼袋 2-14-14 

株式会社スカーラサポート本社 東京都中野区沼袋 1-44-10 スカーラレジデンス

三豊酒店 東京都中野区沼袋 3-26-11 

（株）井塚新井薬師寺院 東京都中野区新井 5-3-3 

リカーショップジョーホ 東京都中野区野方 1-43-2 



有限会社　たかせや 東京都中野区野方 6-8-3 

山城タバコ店 東京都中野区鷺宮 3-21-13 

ナミエール阿佐ケ谷駐車場① 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 2-16-14 

ナミエール阿佐ケ谷北駐車場② 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 2-16-14 

柳瀬屋 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 1-33-5 

ミツバチ 東京都杉並区高円寺北 3-8-12 

並乃湯 東京都杉並区高円寺北 3-29-2 

郵政事業（株）杉並支店 東京都杉並区成田東 4-38-14 

（株）大崎商会 東京都杉並区下井草 3-19-13 

カーサ・アレビオＡ 東京都杉並区上井草 1-19-11 

ラトラーム荻窪 東京都杉並区天沼 2-5-8 

株式会社　井上ビル 東京都杉並区天沼 2-4-1 

駐車場 東京都杉並区天沼 3-33-1 

ＷＢＡ０４８２（株）穂高リネンサプライ 東京都杉並区桃井 1-34-16 

井口商店 東京都杉並区今川 1-10-18 

ＡＰＩＮＡ荻窪店 東京都杉並区上荻 1-13-10 

宇田川ビルディング 東京都杉並区上荻 1-16-16 

第２亀屋酒販ビル 東京都杉並区上荻 1-18-3 

タータンコーヒー／田中屋 東京都杉並区荻窪 1-58-14 

ヤマト運輸（株）中野南　（営） 東京都杉並区和泉 2-14-1 

和泉／第二校舎正面左２ 東京都杉並区永福 1-9-1 

和泉／厚生会館明大マート横 東京都杉並区永福 1-9-1 

和泉／体育館１Ｆ正面入口外 東京都杉並区永福 1-9-1 

和泉／第二校舎横左２ 東京都杉並区永福 1-9-1 

村田商事 東京都新宿区大久保 3-9-5 



ハウジングステージ新宿事務棟 東京都新宿区百人町 2-2-32 

ハウジングステージ新宿駐車場 東京都新宿区百人町 2-2-32 

ホウエーランチ 東京都新宿区百人町 3-3-11 

株式会社ハローフーズ丸栄　右 東京都新宿区北新宿 4-1-9 

株式会社ハローフーズ丸栄　左 東京都新宿区北新宿 4-1-9 

オアシスプラザ１ 東京都新宿区高田馬場 4-5-101F

ＷＢＡ０２３５オアシスプラザ２ 東京都新宿区高田馬場 4-5-102F

サンエスビル 東京都新宿区高田馬場 2-14-5 

株式会社ジョイテック 東京都新宿区高田馬場 3-1-6 

西武ビックボックスコンコース 東京都新宿区高田馬場 1-35-3 

西武ビックボックス戸山口３ 東京都新宿区高田馬場 1-35-3 

社会福祉法人　日本点字図書館 東京都新宿区高田馬場 1-23-4 

有限会社キカワダビル 東京都新宿区高田馬場 3-3-1 

サンドウィッチ専門店オリーブ 東京都豊島区巣鴨 2-7-10 

駒込ＴＳビル 東京都豊島区駒込 1-43 番 9 号

Ｙビル 東京都豊島区南大塚 2-11-13 

三桝屋酒店 東京都豊島区池袋本町 4-38-6 

三桝屋酒店ＮＯ２ 東京都豊島区池袋本町 3-26-3 

ＨＭＸＰ池袋サンシャイン６０② 東京都豊島区東池袋 1-22-10 

ＨＭＸＰ池袋サンシャイン６０① 東京都豊島区東池袋 1-22-10 

プラザイン池袋 東京都豊島区東池袋 1-20-6 プラザイン池袋

秋葉酒店② 東京都豊島区東池袋 5-9-1 

秋葉酒店 東京都豊島区東池袋 5-9-1 

池袋ホワイトハウスビル 東京都豊島区東池袋 1-20-2 

アットパーク池袋㊨ 東京都豊島区池袋 2-64-1 



アットパーク池袋 東京都豊島区池袋 2-64-1 

アットパーク池袋㊧ 東京都豊島区池袋 2-64-1 

アパホテル　池袋駅北口 東京都豊島区池袋 2-48-7 

（株）ウィックス三幸 東京都豊島区池袋 2-2-1 

ホテルアミー 東京都豊島区池袋 1-1-10 

リカーショップ常盤 東京都豊島区池袋 2-45-1 

光陽開発（株） 東京都豊島区池袋 2-13-8 

㈲第一商事メゾン田中 東京都豊島区池袋 1-2-7 メゾン田中

（株）宝仙堂　池袋店 東京都豊島区池袋 2-51-16 

ネオルメリア　裏 東京都豊島区西池袋 5-4-1 

城北浴泉興業 東京都豊島区西池袋 3-30-11 

足立屋酒店右 東京都豊島区西池袋 3-11-8 

池袋北口駅前ロッカー 東京都豊島区西池袋 1-25-6 

池袋北口駐輪場 東京都豊島区西池袋 1-30 

（株）東武百貨店　右 東京都豊島区西池袋 1-1-30 

（株）東武百貨店　左 東京都豊島区西池袋 1-1-30 

菱和パレス立教通り 東京都豊島区西池袋 5-2-13 

Ｇビル南池袋０１／駐車場入口 東京都豊島区南池袋 1-19-5 

（株）ＫＩＤ　池袋店 東京都豊島区南池袋 1-23-7 

（株）ＫＩＤ　２ 東京都豊島区南池袋 2-5-5 

ビスハイム池袋管理組合 東京都豊島区南池袋 3-13-9 

ヒューマックス　パビリオン　南 東京都豊島区南池袋 1-21-2 ヒューマックスパビリオン

ベースオントップ池袋東口 東京都豊島区南池袋 2-24-5 加藤ビルB 1階

ライオンズマンション南池袋 東京都豊島区南池袋 2-8-5 

目白へいべえ館 東京都豊島区目白 4-29-1 



和光堂 東京都豊島区高田 2-11-10 

（株）ビッグサービス運輸 東京都豊島区千川 2-40-9 

銚子屋 東京都豊島区千川 1-11-18 

（株）酒のカクヤス千川店 東京都豊島区要町 3-24-3 

マイマート升本 東京都豊島区千早 3-28-10 

ゲーム・ダブリュー 東京都豊島区南長崎 5-27-6 

美容室ｅｓ－ｓｔｙｌｅ 東京都豊島区南長崎 5-23-4 

竹内米店 東京都板橋区稲荷台 20-11 

キノト紙業（株） 東京都板橋区板橋 4-25-14 

富士見病院 東京都板橋区大和町 14-16 

平岩石油販売（株）本社ビルＧ（氷川 東京都板橋区氷川町 7-6 

トリアノン大山 東京都板橋区大山町 5-8 

㈲アライ 東京都板橋区大山金井町大山金井町 10-15 

根岸たばこ 東京都板橋区大山金井町 44-14 

日本大学板橋病院正面入口 東京都板橋区大谷口上町 30-1 

板橋病院エレベーターホール 東京都板橋区大谷口上町 30-1 

板橋病院外来会計前左 東京都板橋区大谷口上町 30-1 

板橋病院外来会計前右 東京都板橋区大谷口上町 30-1 

板橋病院救急室前 東京都板橋区大谷口上町 30-1 

株式会社　テクノタック 東京都板橋区大谷口 2-20-3 

荒井屋商店 東京都板橋区小茂根 4-12-21 

株式会社門プロセス　屋外 東京都板橋区小茂根 4-10-1 

板橋区リサイクルプラザ 東京都板橋区舟渡 4-16-6 

ジャスト株式会社 東京都板橋区東坂下 2-13-15 

ヤナセ板橋支店 東京都板橋区坂下 3-4-4 



中台ゴルフセンター　１Ｆ 東京都板橋区相生町 19 

蓮根みよしマンション 東京都板橋区蓮根 3-4-15 

板橋中央総合病院Ａ棟 東京都板橋区小豆沢 2-12-7 

板橋区　清水地域センタ－ 東京都板橋区泉町 16-16 

メガドンキホーテ板橋志村店３Ｆ 東京都板橋区志村 3-32-16 

志村店 東京都板橋区志村 3-26-4 

辻食品 東京都板橋区前野町 4-29-7 

辻食品ＮＯ２ 東京都板橋区前野町 4-29-7 

サンシティ管理事務所前 東京都板橋区中台 3-27-7 

若葉ゆめの園 東京都板橋区若木 3-15-1 

板橋区　中央図書館地下１階 東京都板橋区常盤台 1-13-1 

学校法人　城北学園　正門 東京都板橋区東新町 2-28-1 

（有）田喜屋 東京都板橋区上板橋 3-6-8 

（有）田喜屋ＮＯ２ 東京都板橋区上板橋 3-6-8 

星野商店　　№１ 東京都板橋区新河岸 1-5-11 

星野商店　　№２ 東京都板橋区新河岸 1-5-11 

ＥＮＥＯＳウィング板橋ＴＳ 東京都板橋区高島平 6-1-1 

やきとり安兵衛 東京都板橋区高島平 7-12-1 

ユーアイビル 東京都板橋区高島平 1-42-1 

㈲高島平河村商店 東京都板橋区高島平 2-13-9 

大庭電機　高島平店 東京都板橋区高島平 2-33-7-101 

成増アクト１－３Ｆ 東京都板橋区成増 3-3-11 

成増アクト１－１Ｆ（Ｌ） 東京都板橋区成増 3-11-3 

成増アクト１－１Ｆ（Ｒ） 東京都板橋区成増 3-11-3 

成増アクト１－Ｂ３ 東京都板橋区成増 3-11-3 



成増アクト１－Ｂ２ 東京都板橋区成増 3-11-3 

成増タバコ② 東京都板橋区成増 5-17-18 

成増タバコ 東京都板橋区成増 5-17-18 

小泉米穀店② 東京都練馬区練馬 3-3-5 

有限会社小泉米殻店 東京都練馬区練馬 3-3-5 

花房倉庫 東京都練馬区桜台 1-5-12 

学校法人　日本力行会 東京都練馬区小竹町 2-43-12 

（株）酒のカクヤス豊玉店 東京都練馬区豊玉上 2-25-7 

クエストパーク豊玉北 東京都練馬区豊玉北 5-5-2 

桃太郎すし豊玉北店／（株）第一川崎屋 東京都練馬区豊玉北 4-10-5 

ピアドール豊玉②／杉戸屋 東京都練馬区豊玉中 2-22-8 

ピアドール豊玉①／杉戸屋 東京都練馬区豊玉中 2-22-8 

（有）エム・アンド・エム② 東京都練馬区貫井 3-15-12 

エムアンドエム 東京都練馬区貫井 3-15-12 

㈲すし銀 東京都練馬区貫井 4-38-2 

太平ＴＥＣ高野台１Ｆ 東京都練馬区高野台 2-5-6 

東京ＡＵＴＯ洗車　練馬店 東京都練馬区高野台 2-4-3 

富士見屋菓子店 東京都練馬区富士見台 2-34-8 

北原月極駐車場 東京都練馬区石神井町 7-25 

真野酒店／くらしハウスあかしや 東京都練馬区下石神井 3-2-1 

島田商店 東京都練馬区上石神井 4-17-13 

石神井公園／豊島屋 東京都練馬区石神井台 1-27-19 

石神井公園／豊島屋② 東京都練馬区石神井台 1-27-19 

タカダ商店 東京都練馬区大泉学園 2-31-4 

タクシー車庫（大泉） 東京都練馬区西大泉 6-13-2 



駐車場（練馬区大泉） 東京都練馬区西大泉 5-34 

あかねの会　事務局 東京都練馬区春日町 1-18-36 

（株）北豊島園自動車学校 東京都練馬区春日町 4-37-24 

みやもとファーム 東京都練馬区高松 2-15-18 

荒井商店 東京都練馬区早宮 2-24 番 16 

日進運輸（株）１ 東京都三鷹市大沢 4-10-13 

東京グローバル日本語学校 東京都日野市程久保 8-4-2 

シティハイツ日野　旭ヶ丘 東京都日野市旭ヶ丘 4-7-5 

東京純心女子学園（食堂） 東京都八王子市滝山町 2-600 

（株）サンライフ八王子滝山 東京都八王子市左入町 920-1 

コープみらい　高倉店 東京都八王子市高倉 49-3 

ＪＡ八王子大和田ふれあい市場 東京都八王子市大和田町 5-15-3 

サンライフ八王子 東京都八王子市大和田町 6-2-9 

フレグランス八王子② 東京都八王子市寺町 20-1 

フレグランス八王子 東京都八王子市寺町 20-1 

住宅情報館　八王子店（外） 東京都八王子市横山町 15-5 

彩光　パークテラス　八王子三 東京都八王子市三崎町 5-35 

中央大学生活協同組合　１Ｆ 東京都八王子市東中野 742 

株式会社　アクセス 東京都八王子市南大沢 2-202-6 サニーサイド南大沢 101 

アサヒ飲料販売（株）八王子支店 東京都八王子市南大沢 1‐22‐11 

シティハイツ南大沢 東京都八王子市南大沢 4-10 

ベルコリーヌ南大沢 東京都八王子市南大沢 5-3 

中村長寿庵 東京都八王子市南大沢 3-9-102 

ＪＡ八王子由木支店 東京都八王子市下柚木 435 

ワークマン八王子下柚木店 東京都八王子市下柚木 270-1 



前田道路（株）／西東京合材喫煙所 東京都八王子市北野町 589-1 

日通多摩支店　八王子営業支店 東京都八王子市北野町 598-2 

笹の原自治会館 東京都八王子市楢原町 980‐33 

からやま八王子並木町店 東京都八王子市並木町 4-11 

ショウワ電技研（株）西八王子 東京都八王子市千人町 3-2-18 

ＪＡ八王子　浅川支店／ＡＥＤ 東京都八王子市高尾町 1573 

アディスミューズ　横浜営業所 東京都町田市鶴間 540-2 

ますかわや酒店 東京都町田市金森 1-36-12 

エスポア　なかのや 東京都町田市原町田 6-20-10 

ＮＯＢＯＲＯＣＫ町田３Ｆ 東京都町田市森野 1-25-19 

町田市役所４階 東京都町田市森野 2-2-22 

株式会社　相信 東京都町田市本町田 2320 

松屋フーズ桜美林学園店 東京都町田市根岸町 177-3 

桜美林大学　小山田グラウンド 東京都町田市上小山田町 2214 

橋本ガーデンテラス 東京都町田市相原町 545-1 

桜美林大学　新保健棟 東京都町田市常盤町 3654 

桜美林大学　バス駐車場 東京都町田市常盤町 3654 

桜美林大学　忠生教室棟外 東京都町田市常盤町 3654 

桜美林大学　桜寮店頭 東京都町田市常盤町 3654 

日本トイザらス町田多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘 1-7-2 

ミニコープ鶴川店 東京都町田市鶴川 1‐21‐7 

きょうされん／赤い屋根 東京都町田市大蔵町 122 

ガ－デン市川 東京都町田市金井 3-38-12 

大谷商店 東京都西東京市泉町 4-4-10 

貫井商店 東京都西東京市中町 6-13-24 



一文字本舗 東京都西東京市柳沢 2-3-13 

一文字本舗② 東京都西東京市柳沢 2-3-13 

デジタルエキスプレス 東京都清瀬市中里 3-1724 

共同作業所れすと和田 東京都多摩市和田 1870-2 

東洋機器製造（株） 東京都多摩市和田 763 相沢ビル

日本事務機／聖蹟桜ケ丘寮 東京都多摩市一ノ宮 2-22-14 

多摩ニュータウン諏訪 東京都多摩市諏訪 3-11-10 

からやま多摩永山店 東京都多摩市永山乞田 1229-1 

ＳＭＢＣグリーンサービス 東京都多摩市落合 6-3-2 

おちあい横丁 東京都多摩市落合 1-11-3 

京王ＳＣ多摩トラックヤード 東京都多摩市落合 1-10-1 

桜美林大学　多摩アカデミー１Ｆ 東京都多摩市落合 2-31-1 

多摩センタ－中央第３駐車場 東京都多摩市落合 1‐42 

多摩センター中央第１駐車場② 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センター中央第１駐車場① 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センター中央第１駐車場２Ｆ 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センタ東第１駐車場旧館４Ｆ 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センタ東第１駐車場新館１Ｆ 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センタ中央第１駐車場４Ｆ 東京都多摩市落合 1-46-2 

多摩センタ中央第１駐車場３Ｆ 東京都多摩市落合 1-46-2 

コープみらい若葉台店 東京都稲城市若葉台 3‐10 

廣瀬たばこ店 東京都中野区大和町３－４４－３

（株）ハーテック・ミワ 千葉県市川市二俣新町 17‐7 

佐藤機械工業 千葉県市川市田尻 3-5-33 

落合自販機／ＣＳサービス 千葉県市川市鬼高 4-4 



ミーナアサヒビル　アサヒ機 千葉県市川市南八幡 3-6-18 

大村病院 千葉県市川市南八幡 4-14-2 

行徳中央公園① 千葉県市川市富浜 3-10 

首都高速道路市川上りＰ売店脇 千葉県市川市高浜町 11 

（株）ファースト 千葉県市川市塩浜 4-22-102 ハイタウン塩浜商店街

首都高速道路市川塩浜駐車場エメ 千葉県市川市塩浜 4 丁目

ＢｉａｎｃｏＢｏｓｃｏ 千葉県市川市行徳駅前 4-10-1 

シティ行徳 千葉県市川市日之出 13-10 

陽光レンタルボックス 千葉県市川市南行徳 3-18-6 

ＷＢＡ０６０９協和物産（株） 千葉県市川市相之川 4-17-2 

船橋フェイスビル屋外京成川 千葉県船橋市本町 1-3-1 

フナバシマリン 千葉県船橋市湊町 1-24-5 (船橋漁協内)

ビッグウエスト浦安ビル 千葉県浦安市当代島 1-3-30 ビッグウエスト浦安ビル

株式会社ケミコート 千葉県浦安市北栄 4‐15‐10 

㈲伊勢元 神奈川県横浜市緑区長津田町 2622 

みどり公園薬局 神奈川県厚木市上依知 3002 

城山湖散策施設駐車場 神奈川県相模原市緑区川尻 4453-23 

相武冷凍センター 神奈川県相模原市緑区西橋本 1-4-1 

緑区合同庁舎２Ｆ高齢者談話 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-3-21 

西濃運輸相模原支店 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-11-30 

ホルモン市場下九沢店 神奈川県相模原市緑区下九沢 2388-1 

ホルモン市場下九沢店ＮＯ２ 神奈川県相模原市緑区下九沢 2388-1 

日生橋本ビル 神奈川県相模原市橋本 3-25-1 橋本MNビル

ＰＦＣスクールバス外 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-16-1 

デイあやとり 神奈川県相模原市中央区淵野辺 2-16-24 



桜美林大学　東側警備室外 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-6-11 

桜美林大学／ＰＦＣ　外スクールバス 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-16-1 

（株）相模ダイワ① 神奈川県相模原市中央区矢部 1-14-1 

（株）相模ダイワ② 神奈川県相模原市中央区矢部 1-14-1 

松屋フーズ淵野辺店 神奈川県相模原市中央区鹿沼台 2-18-6 

（有）岡本酒店 神奈川県相模原市中央区横山台 2-15-13 

（株）ＥＮＥＯＳウイング 神奈川県相模原市中央区上溝 2283 

東邦興産（株）田名倉庫 神奈川県相模原市中央区田名 3680-12 

（株）デリカフーズ 神奈川県相模原市中央区田名塩田 2-8-14 

（株）デリカフーズＮＯ２ 神奈川県相模原市中央区田名塩田 2-8-14 

さがみリハビリテーション１階 神奈川県相模原市中央区下九沢 54-2 

さがみリハビリテーション３階 神奈川県相模原市中央区下九沢 54-2 

北市民健康文化センター３Ｆ 神奈川県相模原市中央区下九沢 2071-1 

北市民健康文化センター２Ｆ 神奈川県相模原市中央区下九沢 2071-1 

大原ビル 神奈川県相模原市南区相模大野 3-12-19 

ホテルラポール千寿閣 神奈川県相模原市上鶴間本町 3-11-8 

木目田マンション 神奈川県相模原市南区相模台 6-29-2 

章栄石油 神奈川県相模原市南区磯部 1929 

ＤＰＬ相模原３階西 神奈川県相模原市南区麻溝台 1-760-7 

ＤＰＬ相模原４階西 神奈川県相模原市南区麻溝台 1-760-7 

ＤＰＬ相模原５階西 神奈川県相模原市南区麻溝台 1-760-7 

（株）アサヒ通運 神奈川県相模原市南区麻溝台 2-2 

鏡鉄工所 神奈川県相模原市南区麻溝台 3714 

Ｃｕｔｉｎチバ 神奈川県相模原市南区下溝 812-7 

政木精米店　アパ－ト前 神奈川県相模原市南区下溝 1133 



政木精米店　店前 神奈川県相模原市南区下溝 1173 

政木精米店駐車場 神奈川県相模原市南区下溝 448-4 

（株）緑信／下溝資材置き場 神奈川県相模原市南区下溝 3072-5 

レンゴー（株）東京工場／３Ｆ食堂 埼玉県川口市領家 5-14-8 

（株）千秀／独協大学食堂２Ｆ③ 埼玉県草加市学園町 1-1 

（株）千秀／独協大学食堂２Ｆ② 埼玉県草加市学園町 1-1 

横川ゴルフ　１階 埼玉県草加市小山 141 

横川ゴルフ　２階 埼玉県草加市小山 141 

リサイディアコーポレーション（株） 埼玉県川越市川越市下赤坂 678-2 

（株）豊翔 埼玉県川越市中台 2-19-20 

図書印刷（株）　川越工場駐車場 埼玉県川越市南台 1-10-5 

ジョイフル狭山 埼玉県狭山市入間川 2-8-33 

狭山中央病院１Ｆ左 埼玉県狭山市富士見 2-19-35 

（有）キーピング＆トランスポー 埼玉県朝霞市膝折町 5-6-9 

（株）旭フードサービス関東 埼玉県和光市白子 1-12-1 

シマダストアー跡地 埼玉県 新座市新座 2-16-15 

誠宏印刷（株）埼玉工場 埼玉県新座市野火止 7-14-11

ヒマラヤ／新座１Ｆ 埼玉県新座市野火止 7-4-12 

（株）一源／新座店 埼玉県新座市野火止 5-3-11 

新座市役所新庁舎１Ｆ 埼玉県新座市野火止 1‐1‐1 

新座市役所新庁舎２Ｆ㊨ 埼玉県新座市野火止 1‐1‐1 

新座市役所新庁舎２Ｆ㊧ 埼玉県新座市野火止 1‐1‐1 

新座市役所新庁舎３Ｆ 埼玉県新座市野火止 1‐1‐1 

新座市役所新庁舎４Ｆ 埼玉県新座市野火止 1-1-1 

新座市役所新庁舎５Ｆ 埼玉県新座市野火止 1-1-1 



一成興業 埼玉県新座市畑中 1-5-31 

（株）大観社　搬入口 埼玉県新座市畑中 1‐22‐17 

新座市総合体育館１Ｆ右 埼玉県新座市本多 2-1-20 

新座市総合体育館１Ｆ左 埼玉県新座市本多 2-1-20 

教研セミナー 埼玉県新座市栗原 6-10-16 

駐車場 埼玉県志木市上宗岡 1-17-32 

中華　増田食堂 埼玉県富士見市西みずほ台 1-1-5 

株式会社ＬＩＮＫ’Ｓ支社 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 137-4 

ふじみ野市役所本庁舎広報板横 埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-1 

ふじみ野市／上野台体育館１階ホ 埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-3 

大築インターナショナル 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞2丁目1-23

ふじみ野市／総合体育館１階ホー 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1392-1 

ふじみ野市／武蔵野テニスコート 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1394-1 

ふじみ野市／大井総合福祉センタ 埼玉県ふじみ野市大井中央 2-2-1 

新和オフィス 埼玉県所沢市所沢新町 2517-19 

ワークマン東所沢店 埼玉県所沢市東所沢 3-13-3 

和氣製作所 埼玉県所沢市東狭山ケ丘 6-760 


